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■Chapter.29 Workplace Learning and Higher Education : 職場学習と高等教育 
■著者紹介 
 Carol Costley 
(Professor in Work Based Learning and Head of the Work Based Learning Research Centre at 
Middlesex University’s Hendon campus, United Kingdom.) 
 
1. はじめに:Introduction 
・職場学習は、大学の学習と教育のフレームワークの一部になることができる。 
・職場に基づく学習のモジュールと学習プログラム、基礎的な学位、学習認定、ショートコース、継続
的な専門的能力の開発コース、その他の職場学習プログラム 
・職場学習プログラムとモジュールは、専門的知識と経験を結ぶ学習者の位置づけにより、高等教育プ
ログラム表の職場学習としての基礎とする。 
・ヨーロッパの高等教育機関では、職場学習を受け入れなかった。 
・しかし、職業訓練については、欧州職業教育単位制度(European Credit system for VET : ECVET)が
ある。 
・知識創造と仕事での学習の価値は、職場学習と高等教育の中心的な課題である。 
 
同意語「仕事に基づくこと」と「職場の目的」 
※ヨーロッパでもワークベースドラーニング、ワークプレイスメント、サンドウィッチ教育等の名称で、
高等教育段階における就業経験が実施されている。http://koyou-jinzai.org/idea.html 
※欧州職業教育単位制度(European Credit system for VET : ECVET) 
欧州間で、職業教育において修得した学習成果の単位互換を可能にするための制度。欧州委員会（EU の
行政執行機関）により 2008 年 4 月に最終案がまとめられ、欧州議会に提案された。 
 
2. 教育学:Pedagogy 
・真の職場学習カリキュラムを導入することは、高等教育に重要な意味を持っている。 
・大学と学習者間のパワーバランスは、パートナーシップのひとつとして変化している。 
・Lester(2002)は、パートナーシップを通して働くことや現実的なシステムよりはむしろ、エキスパート
による運搬システムであると述べている。 
・Lester(2004)は、職場での学習は教育と研究の伝統的な地域外の専門知識を開発する大学のプラットフ
ォームを提供することを示唆している。 
・Boud and Solomon(2001)により、職場学習カリキュラムを 7つの要素として詳細に説明 
(1) A learning enterprise that is undertaken mainly at work while not being identical to work; 
(2) Acknowledging the diverse range of knowledge and skills brought to the programme by 
learners; 

(3) Locating learning outcomes in a framework of standards and levels of achievement; 
(4) A negotiated programme of activities; 活動の交渉プログラム 
(5) Supporting ongoing learning in situ; 進行中の学習の支援 
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(6) Encouraging critical reflection throughout; 批判的な内省のエンカレッジ 
(7) Documenting learning in an assessable form relative to (3). 

 
3. 現場や研究方式における職場学習:Workplace Learning as a Field or Mode of Study 
・職場でのカリキュラムは、研究のフィールドとして記述され、学習様式としてではない。 
・ICT が職場学習プログラムの主要な機能の支援と対話の機会を与えている。 
・多くの場合、継続的なサポートはWebベースのシステムによって学習環境を提供している 
・Saxyon and Stephenson(2005)らは、良いチューターをサポートするためにするいくつかの実用的な
要因を提示する。 
 advice at the time it is needed, mainly in response to queries; 
 Responsiveness to learner initiative and suggestions; 
 support with generic issues relevant to programme procedures and success criteria, 
 Help in thinking things through; 
 Help to adjust to the (unfamiliar) culture of higher education; 
 advice that helps learners to formulate, articulate and justify their achievements and intentions; 
 constructive, confidence-building feedback; 
 a focus on helping learners take themselves forward; 
 Sensitivity to changes in the learner's workplace. 
 
4. ラーニングアグリーメントまたはコントラクトとパートナーシップ:Learning Agreements or 
Contracts and Partnerships 
・学習者の従業員とともに職場学習カリキュラムの中心的な部分は、学習協定又は学習契約を行使した 
・職場学習のコンテキスト契約がシラバスや能力仕様の要件などの所定の成果に向けた作業をサポート
する。 
・職場学習プログラムのタイプを説明(Osborne 1998) 
Learning through Work (LtW)フレームワーク 
 
※2004 年 9月よりキー・ステージ 4において必修となった勤労関連学習は 3つの主要な分野から構成さ
れる： 
● 勤労を通じた学習(Learning through work)、実際に職場で働いたり、パートタイムの職についたり
する直接的な経験、学校における企業活動、および職業的な場面における教科の学習など。  
● 勤労についての学習(Learning about work)、職業コースやキャリア教育などを通じて知識や理解を
得る。 
● 勤労のための学習(Learning for work)、問題解決的な活動、勤労シミュレーション、模擬インタビュ
ーなどを通じて企業で働き、エンプロイヤビリティーを高めるためにスキルを開発することである。 
初等教育における全国戦略の成功の延長上にキー・ステージ 3 についてもキー･ステージ 3 全国戦略
（Key Stage 3 National Strategy）が推進されてきた。現在では全国中等レン略(Secondary National 
Strategy)として、英語と数学、理科を強調する取組みが展開されている。 
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「これからの学校教育に求められる児童生徒の資質・能力に関する研究」研究資料より 
※The learning agreement:学習計画確認書 
 
5. インフォーマルな職場学習の認知：Recognising informal workplace Learning 
・職場学習の認証の特徴は、アクレディテーションかAcknowledgement of Prior Education and 
Learning(APEL) 
・APEL の評価および品質保証プロセスは確立されているが、その使用価値は議論されている。 
・APEL をサポートと評価するが、時には高等教育機関は、比較的高価な活動として考えられているAPEL
をより広く使用されている。 
・雇用については、文化の中で同等の変更、これは社内でのコースの簡単な認定を超えた場合は特に、
パートナーシップの活動の結果として発生する作業の方法があることができる。 
・適切な認定活動の種類は、組織文化（Garnett, 2000）、職場内の機会が利用可能な学習の種類に依存
する可能性がある(Ashton and Sung, 2002; Brennan et al., 2006)。 
 
6. 熟達者主導のプロジェクト:Practitioner-led Projects  
・熟達者の研究プロジェクトは、大学において、職場学習プログラムで中心的な特徴である。(Boud and 
Costley, 2007; Rhodes and Shiel, 2007) 
・職場学習内での熟達者の研究では、組織内および開発活動をするだけでなく、職場で発生する問題の
研究にも学問的に有効なアプローチを提供している。 
 
7. 内省と内省性:Reflection and Reflexivity 
・内省に関連する二つの関連するストランドは、作業中の内省の実践と専門職の概念を批判し、アカデ
ミックコース内の内省活動に他の実用的なガイドである。 
・Boud et al. (2006) らは、内省に焦点を当て、学習作業でインフォーマル、社会的文脈の重要性につい
て、既存のアイデアを開発している。 
・Moon (2004)らは、公式な教育プログラムに組み込むことができる内省活動のハンドブックを提供して
いる。実践的な焦点として、体験学習の一つの側面として、内省の議論が行われている。 
・内省は、職場学習の文脈で広く用いられており、この領域で今後も重要な検討事項である。 
 
8. 職場知識の社会的文脈: The Social Context of Workplace Knowledge 
・職場自体が学習のために重要な場所である(Evans et al., 2006) 
・知識認識、知識創造と使用は、学生が通常の研究プログラムの終了時に実施する作業ベースのプロジ
ェクトの段階で主に発生する可能性がある。有用なポイントして「知識の共同生産は、職場を豊かにす
る可能性がある」Scott et al.(2008) 
・「理解過程で学術的で専門的な知識の間の関係を構築する」ことは職場での学習者のために重要。 
 
9. 参加と進捗:Participation and Progression 
・職場学習は、高等教育では増加しているとして広く認められている。 
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・大学院レベルでの理由は時間の問題を強調するかもしれないが、大学'に行く関連性ではなく、自信と
の問題を認識している。 
・大学院生インタビューから、ワークベースの博士課程は、大学院への入学は不合格になる 
 
10. まとめ: Conclusion 
・職場学習 成人教育のみならず、教育学の理解が必要 
・学生自身の学習機会の提供 プロジェクト学習、個々の仕事の事情 
・最近の研究：学生インタビューから大事な理由を発見 多くの実践者は、職場学習を選んだ理由は、
新しく挑戦的な学際的な学習機会から、自身の成長できる新たな挑戦がもたらされる。 
・大学外の知識の構築が意味するのは、教員に教わるよりも自己主導型の学習が関連づけられる 
・職場学習から生まれたものは、コミュニティオブプラクティス、学習者になるための仕事人としての
役割としての教育学の原理の理解 
・学習モードでは、学生が自分の仕事関連のコンテキスト内での自己管理者として、オープン学習技術
を用いて、距離で仕事をすることができる。 
・高等教育における職場学習の学生は、自立的な実践者であるための努力を続ける。 
・高等教育における学生の学習は、多くの職場においては、自律的に学習する能力を開発しており、コ
ミュニティ内でそれらの実践とその能力を自分自身で向上させている。 
・職場学習は、高等教育の質量モデルにエリートからの転換に焦点を当てている。 
・職場学習は、これまでの知的文化の高低の側面をされているものと表すことができて、それを解放す
ることができる。 
 
疑問点・感想 
・イギリスの高等教育の状況が分からないので、全然理解ができない部分が多かったので、補足しても
らいたい。 
・職場学習と高等教育の問題点と解決策を方向性を交えて、議論できればと思う。 
 


