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モティベーション 

• 現代の大学(高等教育)と情報通信技術という問
題を考えるという発注、必然、嗅覚 
– 発注： ここほか 
– 必然:  いろいろな経緯からの若干義務感 
– 嗅覚:  ちょうどこれから面白くなるかもしれない 

• しかし、方向性がつかみきれていない 
– これまでは、大学教育を変えずに、ICTを「導入」 
– これからは、ICTが(やっと)大学教育を変えるかもしれ
ない⇒この感触を表現したいが、どうすれば? 

• (前回、札幌学院大学に来たのは1993年らしい) 



eEverythingに何がはいるか? 
• e-learning 
• e-teaching, e-testing,  
• e-research, “data” 
• e-library, e-publishing, e-journals, eBooks  
• e-application, e-portforlio, e-campus 
• 「情報処理教育」 
• IR, 教育業績データベース 
• 「大学の事務情報化」：人事給与、会計、教務等々 

– 要するに、バラバラ。業者の餌食(もちろん、業者さんなしでは皆困っただろう) 

• 「ICT活用」というやつ一般を指すしかない。 
• でも今は、むしろ、キャンパスに関してはe-Nothing! 
• 正書法の問題 

– elearning/e-learning/eLearning 
• さらに、”FERPA”的問題 

– Family Educatiional Rights and Privacy Act 
– 日本だと、「個人情報保護3法」バラバラで面倒 

 



内容の概要 

1. 最近の高等教育環境の私的復習 
2. eEverythingの窮極の端緒はMOOCである 

– MOOC/For-Profit U/Distance Learningを考える 
3. MOOCは、(論理的には、「教室の不要性」を介して)大学

の消滅をもたらす(はず) 
4. MOOCは、それ以上の含意をもつかもしれない 

– 新しい知識観? 
5. しかし、当面高等教育の必要性がなくならないとすれ

ば、何をすべきか、その必要条件は? (とりあえずは、大
学の消滅如何とは中立に) 

6. そのためには、学習資源の生産・流通の枠組みの再開
発が必要である 

– 一般的出版流通インフラからの自立 



最近の「高等教育」環境 

• 国際的動向と日本国内動向の乖離 
– 国際的には高等教育への需要は増えている ⇒ 「職のために教育を買う」 

• 不況・失業の先進国では高等教育振興が活路と認識 
– しかし金がない⇒「ローン」への移行(とくに英国。教育=返済能力養成?) および 「輸出産業」への本格展開(海外キャンパス)； ア

メリカでは営利大学の伸長(いろいろ示唆的) 
• 発展途上国では科学技術立国のため高等教育振興が急速に展開中(かつての日本のようだが、ヨーロッパ風の

仕組み) 
– 国内的には、不況・就職難にかかわらず、(国立)大学バッシングの風潮 

• 「卒業生が役に立たない」と言うだけ(とはいえ、どこの国でも同じではあるが) 
– 「学生消費者主義」Student Consumerism 対 「高等教育公共財主義」Higher Education as Public Goods 
– 多分すぐ、学生市場、卒業生(被雇用者)市場の国際的流動性の増大 
– 社会の情報化・知識化 ⇒ Gen Z, 遠隔教育のインターネット化、学習環境の情報化 

• 日本における大学評価と「学習成果」 
– Learning outcomes 重視の世界的傾向⇒「卒業資格」への疑念 
– 入試=入口での質管理の崩壊(半数近くの入学者が学力競争選抜によらない⇒過大な揺り戻し) 
– 機関別認証評価における学習成果の扱い ⇒ 3認証評価機関同傾向 

• Unistats/VSA 
• 高等教育機関の役割の見直しへ? ⇒ 学位資格/職業資格の相互関係 

– しかし、学習成果測定は難しい (「満足度」はまずい、統一試験もいやだ⇒ とりあえず「学修時間」確保に逃避?) 
– 多分すぐ、学生市場、卒業生(被雇用者)市場の国際的流動性の増大 
– 社会の情報化・知識化 ⇒ 今年の中央教育審議会答申で大学教育の情報化は蚊帳の外 

• 否定的できない事実 
– 日本の高等教育産業(=われわれ)は、年間客単価100万円のお客さん(=学生)が300万人というマーケッ

トによって維持されている(市場規模は100万人位増やせるが既得権の剥奪になる。単価増は米国並な
ら可能だがもう難しいだろう) 



少子化しても学生は300万人から減っていない 

0  

500,000  

1,000,000  

1,500,000  

2,000,000  

2,500,000  

3,000,000  

3,500,000  
19

50
 

19
54

 

19
58

 

19
62

 

19
66

 

19
70

 

19
74

 

19
78

 

19
82

 

19
86

 

19
90

 

19
94

 

19
98

 

20
02

 

20
06

 

大学院 

短期大学 

大学 



現在、進学率60%弱で、半数近くが推薦・OA入学 

戦前 

戦後復興期(〜1962) 

高度成長期以降(〜1985) 

1990年代 今 







予測困難な時代において 生涯学び続け、主体的に考える力を育成
する大学へ(平成24年7月?、中央教育審議会) p.4 

(学士課程教育の質的転換と学修時間の現状) 
○ 予測困難な時代にあって生涯学び続け、主体的に考える力を持った人材
は、受動的な学修経験では育成できない。求められる質の高い学士課程教
育とは、教員と学生とが意思疎通を図りつつ、学生同士が切磋琢磨し、相互
に刺激を与えながら知的に成長する課題解決型の能動的学修(アクティブ・
ラーニング(※))によって、学生の思考力や表現力を引き出し、その知性を鍛
える双方向の講義、演習、実験、実習 や実技等の授業を中心とした教育で
ある。その際、実際の教育の在り方は各大学の 機能に応じて異なるとして
も、このような質の高い授業のためには、授業ための事 前の準備(資料の下
調べや読書、思考、学生同士の議論など)、授業の受講(教員の 直接指導、
その中での教員と学生、学生同士の対話や意思疎通など)、事後の展開(授 
業内容の確認や理解の深化のための探究、さらなる討論や対話など)やイ
ンターン シップやサービス・ラーニング(※)等の体験活動など、事前の準備、
授業の受講、事 後の展開を通した主体的な学びに要する総学修時間の確
保が重要である。教員が行 う授業は、このような事前の準備、授業の受講、
事後の展開といった学修の過程全 体を成り立たせる核であり、学生の興味
を引き出し、事前の準備や事後の展開など が適切・有効に行われるように
工夫することが求められる。 

「いままでやってきたことをもっとがんばりなさい」ということ? 
他方、こんな教育は学生が好まないという調査(米国) 



MOOC(Massively Open Online Course) 
• 前史 

– 2006年、Khan Academyが嚆矢(Youtube(2005年2月創設)利用) ⇒ 現
在、Grantベースで運用 

– 2007年5月、iTunes U発足 (Apple iTunes Store利用) 

– 営利大学(For-profit Universities)における活用 
– OCW/OLI 
– 失敗例： Fathom(Columbia, 2000-2003)、AllLearn(Stanford, 

Yale, & Oxoford, 2006, fee-based) ⇒ 有料モデルは無理? 
• 2012年はMOOC元年 

– Norvig/Thrun@Stanford(2011) => Udacity.com 
– Coursera(2012年3月) ⇒ 13年に向けて参加校急増中 
– edX(Harvard+MIT資金提供、夏にUC Berkeley参加。2012年
秋スタート予定) 

– Minerva(ビジネススクール系) 



お お 



• Provide free, searchable, coherent access to all 
MIT course materials for educators, students, and 
individual learners around the world 

• Create an efficient, standards-based model that 
other educational institutions may use to publish 
their own course materials 

Dual Mission:  Open Content 

Vijay Kumarの2005年1月の講演資料から 



A community of problem-solvers 

• Question  
How is the Internet going to be used in 
education, and what is your university going to 
do about it? 

• An answer from the MIT Faculty is this:  Use it to 
provide free access to the primary materials for 
virtually all our courses.  We are going to make 
our educational material available to students, 
faculty, and other learners, anywhere in the 
world, at any time, for free. 

Vijay Kumarの2005年1月の講演資料から 



OCWとMOOCは何が違うか 

• 共通点: とりあえず無料 
• 提供する「もの」が違う 

– OCWは、コースのコンテンツ；MOOCは、コースそのもの ⇒ 
“blended learning”との関係 

– OCWは、コースのコンテンツだけ；MOOCは、SNS環境も提供 ⇒ 
とくに“Flipped classrooms”との関係 

– 単位を出すかどうかは微妙な問題 
• ビジネス・モデル 

– OCWは、高等教育のミッションというような感じにみえる。つま
り社会貢献の費用; MOOCは不明だが、ベンチャーキャピタル
が基本(EdXも似たようなもの) ⇒ いずれ(会社を)「売る」はず。
そのためには収益モデルが必要なはず 

– Openであるが、「広告モデル」は難しいはず ⇒ 認証を必要と
するサービスかな? 

• それならば、「営利大学」は? 



University of Phoenix 



“Our Philosophy”  at UOPX 
• Our core goal is to meet the needs of working and underserved students 

by giving you the chance to earn your college degree. Flexible scheduling, 
faculty with real-world knowledge and a consistent and effective 
curriculum design help make higher education accessible to everyone. 

• Accessibility to Higher Education(入学者の選抜はしない) 
– We don’t require students to provide standardized college entrance exam 

scores or essay submissions for admission. (snip) 
• Flexible Scheduling(学期制をとらない) 

– We offer flexible class schedules instead of operating on a semester or quarter 
time frame. This means you can get started right away and enroll at University 
of Phoenix year-round. 

• Practitioner Faculty(教員は研究者ではない) 
– We bridge the gap between theory and practice by hiring faculty members 

who bring more than an advanced degree to the classroom. Faculty members 
are also working professionals who are encouraged to stay current in their 
professions and involved in academic and scholarly activities. 

• Centralized Curriculum Design(カリキュラム設計の一元化) 
– Our degree programs are designed to provide a quality education based on 

relevant and effective learning. Our college Deans and select faculty members 
collaborate to create each program based on specific objectives for student 
outcomes. 

 
 



“Thechnology that elevates your 
learning experience” 



営利大学は素晴しいが、問題だ! 

• 全大学生の9%が営利大学に在籍する。
それに対して、Pell Grantsの25%($8.7B)
が提供され、さらにローンが$25.9Bに上
り、滞納率の44%を占めている 
 

 

 

• Pew Charitable Trust  http://www.pewtrusts.org/news_room_detail.aspx?id=56473 

David Shulenburger氏スライドから 



営利大学だけが成長している 
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David Shulenburger氏スライドから 



営利大学の卒業率は圧倒的に低い 
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• IPEDS First Look 2008-09, Table 5. Graduation rates at Title IV institutions, by race/ethnicity, level and control of institution, gender, 
and degree at the institution where the students started as full-time, first-time students: United States, cohort year 2002. 
 source: Education Trust 

David Shulenburger氏スライドから 



営利大学の学生の負債は圧倒的に
大きい 
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• Analysis of NPSAS:08 in Trends in Student Aid, The College Board, 2009. source: Education Trust 

David Shulenburger氏スライドから 



かつ、滞納率も高い 

Institution Type 

Cohort Default Rate (CDR) 
(Three-year average, 2005-07) 

3-Year 

For-profit 19.1% 

Private, non-profit 5.0% 

Public 8.1% 

• Ed Trust analysis of Trial 3-Year Cohort Default Rates, National Student Loan Data System, 
Department of Education, http://federalstudentaid.ed.gov/datacenter/cohort.html 

If default rates were tracked for three years instead of two,  
for-profit default rates would double to about one in five.   

 

source: Education Trust 

David Shulenburger氏スライドから 

http://federalstudentaid.ed.gov/datacenter/cohort.html


MOOCの例として、Coursera 
• High quality courses from the top universities 

–  Princeton University, Stanford University, University of 
California, Berkeley, University of Michigan-Ann Arbor, 
and University of Pennsylvania 

• For free to everyone. 
• “Changing the face of education globally” 

– Our technology enables the best professors to teach 
tens or hundreds of thousands of students. 

• Founders:  machine learning researchers 
– Daphne Koller is the Rajeev Motwani Professor in the 

Computer Science Department at Stanford University 
and the Oswald Villard University Fellow in 
Undergraduate Education. 

– Andrew Ng is an Associate Professor of Computer 
Science at Stanford University. He is also the Director of 
the Stanford Artificial Intelligence Lab, the main AI 
research organization at Stanford, with 15 professors 
and about 150 students/post docs.  

• Funders: 
– John Doerr: KPCB, Google, Amazon, Intuit, Zynga… 
– Scott Sandell: NEA 

 

 juliastiglitz / Julia Stiglitz: 
Andrew and Daphne @coursera http://t.co/9tIOy3vl [about 
6 hours ago] 
(7/29/12 11:13 AM) 
 
 

Massively Open Online(?) Cookout 

http://t.co/9tIOy3vl
http://t.co/9tIOy3vl


Coursera
の特徴 

• Lecture concepts broken down into 10-15 minute video chunks that 
enable students to learn in bite-sized pieces and use a trajectory 
personalized to their interests and needs. 

• Frequent interactive quizzes embedded in lecture videos that 
increase retention of material. 

• Sophisticated auto-graded exercises that give students instant 
feedback and enable mastery-based learning. 

• A global learning community that facilitates discussions among 
international students. 

 
• 参考: DIAMOND online 「ビジネスモデルノ破壊者たち」 【第205回】 2012年7月19日 瀧

口範子  



160,000 students in 2011, 23,000 completed 



2014年からスタート 
2012年にベンチャーキャピタルから資金確保 
オンライン・アイヴィーリーグを謳う 
入学者選抜をちゃんとやる 



営利大学とMOOCは似てる?  

営利大学 
• オンライン授業聴講は有料。そし

て、とりあえずは経営を継続でき
ている(=儲かっている) 

• 学位を出すが、卒業率は20%程
度 

• 中央で体系化されたカリキュラム 
• 入学資格なし(それ以外もある) 
• 随時入学 
• オンライン授業・SNSなどを多用 
• 学生登録      

  数十万人の学生 
 

MOOC(多くは営利) 
• オンライン授業聴講は無料。ただ

し、「修了証明」は有料。しかし最
終のビジネスモデルはわからな
い 

• (今のところ)カリキュラムはなく、
コースだけ (⇒ 学位は出せない) 

• 入学資格なし(open admission) 
• 既存の大学のコースに依存して

いるよう 
• 開始時期が決まっているような

感じ 
• オンライン授業・SNSなどを多用 
• 1コース数十万人の学生 

 



従来の(オンライン)遠隔(高等)教育との関係 

米国の各大学 
• UM, University College(16000+21000) 
• UMassOnline(45800) 
• Saint Leo U, FL(15600/fac906) 
• Park U, Kansas City, MO(25500/1250) 
等 
 
英国のOpen Univerisity、カナダの
Athabasca University  
 
ヨーロッパの各国 
たとえば、Universidad Nacional de 
Educación a Distancia(スペイン)は学
生数25万人 
 
日本の放送大学(OUJ)は、学生数8万
人だが、計算は難しい 

2015年までに2千5百万人がオンラインで受
講。キャンパス履修者は4百万人に減少 
(Ambient Insight社予想、2011) 



Blended learning ⇒ 大学の消滅 
• または、integrative learning 

– 在来の教室授業手法(基本的に、本質は対面)と情報技術を活用した
手法との混合(blend)による学習 

• とくに、 “flipped classrooms”では、 
– 講義は、録画など教室外で行ない、在来では「宿題」として課されてい

たような作業を教室内で行なう。その際、教員はファシリテータの役割
をはたす ⇒ 教室がもっていた均質性前提の否定と効果測定の困難性 

• さらに、John Seely Brown, A New Culture of Learning: Cultivating 
the Imagination for a World of Constant Change, 2011では、
collaborative/networked learningを強調し、教室は「遊び場」と位
置づける。 
– この前提は、digital nativeの情報利用習慣が違うということ。ただし、こ

れは検証されていないし、上手下手があることも事実 ⇒ 指導すべき 
– しかし、教員よりもデジタル環境に慣れていることは自明 ⇒ 今の教員

に今および将来の環境において教育は可能か 
• また、文章(essay writing)による成果報告方法も疑問視 ⇒ essay

は、教師という個人に読ませるものだが、デジタルな世界では、
公衆対象の表現が可能、 ie ブログ。 



別に新奇な教育観・学習観ではないが、、、、、 

• 構成主義的学習理論(の延長にすぎない?) 
– デューイ、モンテッソーリ以来 
– (創造的、革新的な)学習者中心・支援者としての「教育」
者 

– 文化的背景の重視・学習者から環境に働き掛け 
– そのプロセスにICTをからませただけ? 
– この学習理論は、学習者にはきつい 

• 高等教育の民主化、高等教育へのユニバーサル・ア
クセスの実現(にすぎない) 

• もう少し意味があるかもしれない ⇒ 制度的含意 
– 何を学んでいるかが変わっているのでは?(「職のために
学歴を買う」(何度も買う) 

– 脱学校化社会(Illich)? ⇒ 大学の消滅 



学ぶのは知識ではない、あるいは、 
知識の意味が変わるのか? 

• 積み上げ的学習 ⇒ つまみぐい的学習 
– 「役に立つ」知識は体系的とは限らない 
– 部品を組み立てるだけの知識でも役に立つ 

• そっちのほうが推奨されているのでは? 

• 体系からリンクへ 
– 「学際」が評価される時代に「体系」は無理 
– 「体系」に依存するかぎり、「専門家」が必要だが、「専門
家」は体系の外では話せない訓練 

– いずれにせよ、「体系」間の翻訳が必要。しかし、それは
可能? 

– さて、リンクとは何? 

ここで話題は2つに分岐する： 
1. 知識とは何か 
2. 大学はどうなるのか 



大学消滅後ではなく、当面の課題を考えたい 

• いくつかの前提 
– 「教室講義」が大学教育の中心ではなくなる⇒「教える」ことの無意味さ 
– 学習時間の問題には、小手先で対応できる 
– 「アクティブ・ラーニング」は理想的であるが、学生の文化の変化も必要で

あるので、簡単には全面化しない 
• 日本の大学は、世界の流れからいろいろな意味で取り残されている 

– エッセイを書かせてこなかったところで、ブログを書かかせてもしょうがない 
– 放送大学はオンライン化されていないが、先を行っているのかもしれない

(無料オープンアクセス)。しかし番組提供はコース提供ではない 
• とりわけ、「素材」レベルでオンライン化、共有化が不十分である 

– この原因は、これまでの「大学教科書」カルチャー、「実験手順書」カル
チャー、「図録回覧」 ⇒ どれも「教室講義」第一主義の帰結 

– さらに一歩踏み込めない、踏み込ませない学習環境。もともと参考図書は
あまり使われていない。(あまりに貧弱な)図書館を使わせようとする図書
館員。⇒図書館に参考文献を1冊は!(たった1冊?) 

• この「コンテンツ環境」を変えることは、最終的に
大学の様態がどうなるにしれても重要 

 



いくつかの方向性 

• 「教材」の作成は、教師の不要化を目指すべき 
• 「積み上げ」「体系」とは異なる構成原理を(ハイパーリン
ク的に)考えるべき 

• 「目録」「目次」などの「整理」の発想と訣別すべき 
• 物理的実現を多媒体化すべき 
• 機関所属に経済的意味を与えるべき(か) 
• LMSとの付き合い方は大事 

– LMSはしょせん教室文化の残滓である? 
– LMSは大学における学習オンライン化の先駆である? 

• しかしなにより、不断の改良を可能にする環境が必要
である ⇒ 「儲かる商売」にしないといけない 



 
 

新しい種類の教科書の試み： NPG/CalState 



教師を不要化する教科書とは 

• 学習者が学習しようとするときに必要な情報を
すべて提供できるものでなければならない 
– したがって、量的な限度を設けざるを得ないプリント
媒体によっては不可能である⇒当然オンライン 

• 学習の進捗をその場で確認できる必要がある 
– 「講義」はその一部であろう 

• 「(教室)講義」とは何か 
– 「話してくれる人」は必要 ⇒ 線形化(linearization)? 

 



非「階層」的知識「体系」 

• 階層的構造は、プラトン・アリストテレス以来
のドクマにすぎない(と、とりあえず言ってみる) 

– ディレクトリでファイルを整理する人はもういない? 

• すべての知識は、疑いのない知識(直観と経
験と演繹)をもとに導出可能であるというのは

西洋近世以来のドグマにすぎない(と、とりあえず言っ

てみる) 

• 階層性というのは、属性継承の仕組みにすぎ
ない。それならば、ネットワーク(グラフ)で十

分、いやそれ以上に柔軟(と、とりあえず言ってみる) 

 



メタデータの訣別 

• もっとも情報が多いメタデータは、「本文」情報で
ある 
– 「本文」といっても、コード化された文字情報(タグ含
む)とは限らないでよい(デジタルの世界ではその区
別はないといえばない?) 

• したがって、メタデータは不要である 
– より情報が多いものが利用できるとき、貧弱なものを
手間をかけて作る意味はない⇒利用技術の工夫を
すべきであり、目録作成者の雇用を守る必要、まして
やそれを増やす必要はない 

• 要するに、発見可能であれば、整理されたり分
類されたりする必要はない ⇒ 図書館パラダイム
の崩壊 



多媒体化 ≠ マルチメディア 
• 「媒体」というよりはチャンネルか? 分類の枠組みだけ
は考えておきたい 
– オンラインか、ローカルか 
– リアルタイムか、アーカイブアクセスか 
– デジタルか、プリントか、それ以外(?)か 
– 共有か、所有か、貸与か 

• これは、電子図書(出版)の問題そのもの 
– 図書館貸出の概念の変容 
– 多チャンネル媒体と「本」への郷愁：パッケージングの本
質とは何か 

• 学習者は、学習効率の最適化と費用の最低化を求め
る(はず) 
– しかし、教育における「ブランド」問題 ⇒教育は、衒示的
消費財? 
 



機関所属の意味 

• 機関所属とは、「どこの卒業生か」ということ 
– 学位、出身大学の価値はこれからも持続するか 
– 在学中の意味はどこにあるか 

• コース提供は無料化する ⇒ 
– 個人特定カリキュラム(筋トレの個人メニュー) ⇒すべ
ての教育は個人指導・家庭教師? 

– 学習素材提供で差がつくかもしれない： これを無料
化できないか。しかし、無料化して、(モラル以外に)質
を低下させない保証はできるか 

• 素材提供と機関所属を関連させることに意味が
あるしたら機関による第三者認証の技術は重要
になる 



Ｌｅａｒｎｉｎｇ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ？ 

• そんなの自分でやることでは? 
– それができないから「学校」に来ている 
– とすれば、LMSとCourse managementは本質的に違う 

• かつ、LMSは、「教室講義」システムの中で作ら
れてきたもの。おまけに困ったことに、まさに危
機に瀕しているアメリカのリベラルアーツ教育で
よく使われてきた 
– どこが残滓で、どこがイノベーションなのかを見極め
る必要がある(まだやっていません) 

• なので、「付き合い方は大事」 
 



空虚な問題提起を結論にします。 

• 新しい知識がつねに生み出される環境でどのよ
うな学習環境を作っていくべきか 
– これは大学の存続・消滅とは関係なしに考えるべき 

– 「生涯学習」化への対応とも考えられる 

– 「知識」を「娯楽」と区別するべきか否か 
• ゲーム的環境のほうが学習成果があがる? 

– 経済的維持可能性をどのようにして確保するか 
• それとも、完全非営利に可能とするか ⇒ となると、公的支
援か、Philanthropy/Altruismだがどちらも困難そう 
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	予測困難な時代において 生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ(平成24年7月?、中央教育審議会) p.4�(学士課程教育の質的転換と学修時間の現状)
	MOOC(Massively Open Online Course)
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	A community of problem-solvers
	OCWとMOOCは何が違うか
	University of Phoenix
	“Our Philosophy”  at UOPX
	“Thechnology that elevates your learning experience”
	営利大学は素晴しいが、問題だ!
	営利大学だけが成長している
	営利大学の卒業率は圧倒的に低い
	営利大学の学生の負債は圧倒的に大きい
	かつ、滞納率も高い
	MOOCの例として、Coursera
	Courseraの特徴
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	営利大学とMOOCは似てる?	
	従来の(オンライン)遠隔(高等)教育との関係
	Blended learning ⇒ 大学の消滅
	別に新奇な教育観・学習観ではないが、、、、、
	学ぶのは知識ではない、あるいは、�知識の意味が変わるのか?
	大学消滅後ではなく、当面の課題を考えたい
	いくつかの方向性
	�
	教師を不要化する教科書とは
	非「階層」的知識「体系」
	メタデータの訣別
	多媒体化 ≠ マルチメディア
	機関所属の意味
	Ｌｅａｒｎｉｎｇ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ？
	空虚な問題提起を結論にします。

