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はじめに

目的
・ICTの中でも、特にLMSやネットワークを活用して教育効果の向上をはかる取り組みをe-Teachingと定義し、その
実践的な取り組みで成果を上げるGood Practiceを共有する。
・教育効果を上げているe-Teaching の取り組みを表彰し顕在化させることで、相乗効果により、教員のモチベーション
を高め、より質の高い教育の提供、学習効果の向上に寄与する。
・エントリーされた教員やそのe-Teaching手法を、早稲田大学の優れた教育事例として公開することで、本学の教育
内容の透明化を図り、社会からの理解と評価を求めることにも繋げる。

エントリー期間
2014年11月17日（月）～12月19日（金）

審査
教育方法開発研究委員会協力のもと、大学総合研究センター所長、副所長、兼任センター員、第1回、第2回受賞者が
審査を担当する。
　①自己申告書（推薦書）　②教材　③講義動画　④事例記事（本冊子掲載記事）

審査基準
以下にあげる①～③の基準を踏まえ、総合的に審査を実施した。
　①学習効果の向上　②教場授業における課題の改善　③新たな教育手法・学習スタイルの創出

WASEDA e-Teaching Awardの概要

　大学総合研究センターでは、早稲田大学におけるICT活用教育のGood 
Practiceを顕在化し共有するための仕組みとして、2012年度より「WASEDA 
e-Teaching Award」を実施しています。
本冊子は、2014年度に行われた「第3回 WASEDA e-Teaching Award」に
エントリーされた14件の優れた教育事例を紹介したものです。今回は、大学総合
研究センターが2014年10月より新たに支援を開始した3号館のCTLT 
Classroomにおける事例も加わり、ICTを活用した幅広いe-Teachingの取り
組みが集まりました。
　第1回、第2回で公表された事例記事をご覧いただいた先生方から、実際にその
手法を自身の担当する授業にも導入したいといった反響もあり、確実にその波及効
果を感じています。

受賞事例は学生・教職員による投票および審査員による厳正な審査を経て決定されましたが、エントリーされた事例は、
どれも新たな教育手法の開発や実施に取り組んだ甲乙つけ難い優れたものでした。いずれの取り組みにも共通して言え
る点は、既存の授業における問題点改善に取り組んで教育効果を上げている点、対話型、問題発見・解決型教育への移行
や教育・学修内容の公開の推進など、Waseda Vision 150の実現に寄与している点です。
　このような先駆的な事例が、早稲田大学の教育における「Good Practice」として広く学内外に共有されることで、
さまざまな授業に広がり、より高いレベルで教育の質を向上させるための一助となることを願ってやみません。
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さまざまな学部や学年の学生が履修するグローバル・エデュケーション科
目では、授業時間外に、対面でのグループワークや作業時間を設けること
が、難しい。秋吉助教はその問題を解決するために、オンラインストレージ
やSNSなどを活用している。学生たちが使い慣れたこれらのICTツール
を使うことが、体験実習の成果を最大化するために大きな役割を果たし
ているという。

オンラインストレージで
情報を共有し、体験実習で
思考が変化する過程を記録する

事前準備と事後学習の過程を
オンラインストレージに保存する

　秋吉助教が担当する「インド"白い革命"から学ぶ途上国の農村
開発」という科目は、早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセン
ター(WAVOC)が提供するグローバル・エデュケーション科目だ。
インド農村における11日間の体験実習が組み込まれており、その
ための事前学習、現地実習、事後学習の3つの段階で構成されて
いる。
　事前学習では、なぜインドに行くのかという動機を深めるための
ワークショップを行う。「そもそもなぜこの科目を履修したのかとい
う動機を深めておかないと、現地に行って何をしたいのかも分から
ないし、帰国後に自分の生きている場所と実習中の出来事とを結
びつけることが難しい。そのため、自らの動機や問題意識について
事前にじっくりと考える作業は不可欠です」。
　ワークショップでは、個人やグループでワークシートにフリーハ
ンドで書き込んだり、付箋紙に書いて貼ったりする作業を行う。こ
のときに使用したシートはスマートフォンで撮影し、画像データとし
て保存する。これらのデータを共有するために、無料で利用できる
オンラインストレージGoogle Driveを活用している。
　授業開始前からオンラインストレージを利用するイメージは持っ
ており、当初はCourse N@viの利用を想定していた。しかし、使
い方がよく分からずにいたところ、学生が自主的にGoogle Drive
を使用できるように設定してくれたのだという。「学生にとっては、
Google Driveだとスマートフォンからも利用できるので使い勝
手が良かったようです。端末室に行かなくても、教室で彼らのス
マートフォンからデータを直接見られることは便利です。しかし、画
面が小さいために全体図を俯瞰することができないことは、難点
です。自宅で印刷して持参するように言っても、なかなか徹底され
ないのが残念です」。
　実習の準備には現地で共同調査を行うグループで調査課題を
決め、調査票を作るというグループワークも行う。これらの準備作
業は授業時間だけでは足りないが、学部も学年も異なる学生の集
まりであるため、時間外のスケジュール調整は困難だ。そこで、各
メンバーが集めた資料や作成したデータ、文章などをシェアすると

いう目的でもGoogle Driveが活用されている。

グループワークでの連絡はLINEや
Facebookを活用

　グループワークに関する細かな連絡事項には、L INEや
FacebookなどのSNSも活用されている。これらも学生たちが自
主的に使いやすいものを利用している。「学年によっても好みの
SNSは異なるようで、少し前の学生はFacebookを使っていまし
たが、最近入学してくる学生たちはLINEの方が使いやすいと感じ
るようです」。LINEは時系列にしか表示ができないため、秋吉助教
自身は学習用ツールとしてはFacebookの方が適していると感じ
ているが、学生たちの主体的な活動であるため、彼らの利便性を
優先している。
 　LINEの場合は、クラス全体を参加登録する「グループ」には教
員も加わっているが、各作業グループで個別に作られたものには
基本的には参加していない。「教員がいない方がディスカッション
もしやすいだろうと思うので、学生から要請がない限り参加しない
ことにしています」。その他、学生からの個別の相談ごとをLINEで
やりとりすることもある。 SNSは、実習期間中にも利用されている
ようだという。「早稲田の学生同士のちょっとした連絡にも利用し
ているようです。また、インドの学生ともFacebookやLINEのIDを
交換して、帰国後も連絡を取り合っているようです」。

実習中の記録は帰国後に
オンラインに保存

　実習中は、WiFiの使えない地域に滞在することも多いため、基
本的にはオンラインを利用した作業は行わない。現地での最終日
には、受け入れ先の大学で先方の教員や大学院生に対してプレゼ
ンテーションを行い、帰国の途につく。調査内容や毎日手書きで
書く「振り返りカード」は帰国後にPDF化してアップロードする。現
地で撮影した写真や動画も帰国後にまとめてGoogle Driveに
保存する。
　帰国後は1週間後から振り返りの作業に入る。どんなことが印象

に残ったか、体験したこと、見たこと、感じたことを思い出し、ワー
クシートに書き出していく。その中で今後自分が取り組みたい課題
や背景への気づきを見出していく。これらのシートも画像化して保
存しておくが、かなり個人的な内容も含まれてくるため、他人が見
ても問題がないと思われるもののみ、本人の許可を得た上で共有
できるようにしている。

体験をまとめたプレゼン動画も
オンラインで共有する

　こうしたプロセスを経て、現地実習での体験を言語化してレ
ポートや報告書の形で整理するのに加え、個人での報告プレゼン
テーションを作成し、Google Driveに保存して共有する。プレゼ
ンの条件は動画で提出というだけで形式は自由としている。パ
ワーポイントで作成したスライドを印刷し、それを手に持って話し
ている様子をスマートフォンで動画撮影したものなどもあった。
「Course N@viで利用できるCommonsという動画作成ツール
があると聞いて学生に紹介したのですが、Macユーザーが数名い
たこともあり、使えなかったようです（注:CommonsはMac非対
応）。後になって、26号館の地下に、パワーポイントのファイルを
USBで持ち込めば自分の映像と組み合わせた動画が簡単に作成
できる簡易収録ブースがあると聞いたので、今後はこれを利用す
るよう勧めてみます」。
　事後学習の最終日には、学外のゲストも迎えてプレゼンテーショ
ン報告会が実施される。この日に向けて、学生たちはテーマごとに
3つぐらいのグループを作り準備を進める。この過程でも、
Google Driveでのデータ共有が活用される。
　この授業は、2014年秋に完成した3号館のCTLT教室で行わ
れている。この教室は椅子や机のレイアウトが自由に変更できる
ほか、最新のICTツールが設置されている。この報告会でも、さま
ざまな種類のコンテンツを見やすいレイアウトで一覧表示できる
プレゼンテーションシステムVision Presenterを使って、現地撮
影した動画や写真、パワーポイントのデータなども上映し、ビジュ
アルに訴える発表が行われた。

体験による心の変化を
ICTで可視化できる

　この授業は実習を中心にしていることもあり、事前準備や事後
学習の授業もできるだけディスカッション中心にしたいと秋吉助
教は考えている。教場で教員が一方的に話している時間を減らす
ため、講義部分をオンデマンド用コンテンツとして作成しておくこ
とも検討している。「毎年使い回せる普遍的な内容と、随時新しい
情報を盛り込みたい部分と小分けして、10分程度のコンテンツに
しておくのがいいと思っています。授業前に見てくるように伝えて
おき、当日はキーになる部分だけをその場で一緒に見てディスカッ
ションにつなげると、面白い授業になりそうです」。
　この科目の一番の目的は、早稲田の学生にとって遠い存在であ
るインドの農村での体験をいかに自分自身の学びにつなげられる
かというところにある。「実習の前後を通して、自分の心や考え方
が変化していくプロセスを記録に残して一箇所にまとめておける
という意味で、ICTは重要な役割を担っていると思います。毎日を
忙しく過ごす学生たちにとっては、客観的に目の前に提示されな
いと、自らの体験を振り返ることもありません。ICTを使うことでそ
のプロセスが確認できるのはすばらしいことですね」。
　今までは学生の要望に応える形で学外のツールを使うことが多
かったが、Course N@viにもいろいろな機能があると言うことを
知り、今後は積極的に導入していきたいという。「最終的には学生
の学習履歴がすべて蓄積されたポートフォリオのようなものが残
していけたらと思っています」。
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CTLT教室での報告会の1シーン。Vision 
Presenterを使用して同一画面上にさまざ
まなコンテンツを表示。それらを背景に学生が
プレゼンテーションを行う。

使用しているオンラインストレージ受けた驚きや違和感はその日のうちに言葉に
する。その気づきをその場で議論し、かつ帰国
後スキャンしてデータで共有することで学び
がより深められるという。

学生の現地調査のようす

秋吉 恵
平山郁夫記念ボランティアセンター助教



「基本的には、授業は対面が一番重要」と考える上杉教授は、授業の中に
学生同士のディスカッションの時間を多く取り入れている。その教育効果
を高めるために、Course N@viの機能を活用しているという。対面で
のディスカッションで不足する点を補いつつ、その学びを深める効果を上
げているというその活用事例を紹介する。

レビューシートと授業録画で
英語のディスカッションを
補強する

その場でできなかった発言を
レビューシートに書かせる

　上杉教授の担当している『Introduction to Peace and 
Conflict Studies 』は、国際教養学部の主に1年生を対象にして
いる科目だ。2014年度の履修生は35人程度で、その半数は外国
人学生。授業はすべて英語で進められている。国際平和や紛争解
決についての背景や知識を学ぶだけではなく、自分たちなりの解
決策を考えることを重視しているため、授業では学生同士でディス
カッションをする時間を多く設けている。ディスカッションへの貢献
度は平常点として成績に反映される仕組みとなっている。
　「日本では、高校までの教育は“覚えること”が中心になっている
ので、まずそのパラダイムを壊したいと思いました。平和の問題に
はただひとつの正解というものはありません。さまざまなバックグ
ラウンドの学生とのディスカッションを通して、同じテーマについて
も多様な見え方、考え方があるということを知り、自分で考える機
会にしてほしいと考えています」。
　しかし1年生ということもあり、海外に出たことのない日本人学
生にとっては英語を使う経験が不足しているため、聞いて理解する
ことはできても、外国人の中に混じって英語で発言することが苦手
な学生もいる。上杉教授は、そんな学生への救済策として、授業終
了後にCourse N@viのレビューシートから意見や質問を書かせる
ことにした。「その場で話すのは難しくても、後からゆっくり考えて
文章でフィードバックできる機会を与えることで、彼らも授業に貢
献できるようにしたいと考えました」。レビューシートに書かれた質
問や意見の中で気になったものは次回の授業の冒頭で取り上げ、
さらにその場で補足することがあれば学生に発言を促す。対面で
の議論では、どうしても口頭での発言が得意な人の意見が大勢を
占めてしまいがちだが、そうではない個別の意見もすくい取ること
ができたのが収穫だという。
　レビューシートの活用では、授業をしているだけでは気づけな
かった学生の反応が分かった点もよかったという。「こちらが重要だ
と思って強調したことが、学生によってはあまり伝わっていなかっ
たり、逆に私が何気なく使った言葉に反応する学生がいたりするこ
とが分かったので、授業中にそれをフォローすることができました」。

当初は授業終了後、当日中に投稿するように設定していたが、アル
バイトなどの事情でむずかしいケースもあったため1週間以内と期
限を延ばしたところ、学生からは「少し時間がたってから議論につ
いて振り返ってみる機会が持てたのはよかった」という声もあった
という。

議論の様子を録画しておけば
振り返り学習に活用できる

　こうした仕組みに加え、2014年度秋学期の授業ではICT機器が
完備したCTLT Classroomを使用したこともあり、授業風景をビ
デオで録画し、それをCourse N@viにアップロードしておくことに
した。「Course N@viではオンデマンド講義もできるらしいという
ことを知って関心はあったのですが、やり方がよく分からなかった
ので、とりあえず今回は録画したものを後から公開するという形で
使ってみました」。
　このCTLT Classroomでは、来年度より天井に設置されたビデ
オカメラが利用可能だが、今年度は三脚にビデオカメラを設置する
という形で録画した。「備え付けの定点カメラでは教室の全体像し
か映せませんが、私がカメラを持って移動することによって各グ
ループの話し合いを順番にクローズアップして録画することがで
きたので、むしろよかったかなと思っています」。
　ディスカッション中は、ノートを取ることに気を取られずに、その
場で考えたり発言したりすることに集中してほしいと学生たちに伝
えている。そのため、グループで使用したホワイトボードをスマート
フォンで写真に残す以外にはディスカッションの記録が残らないこ
とがある。その点、録画した映像が見れば、どんな議論をしていたか
を詳細に振り返ることができる。録画した動画のアップロードはコ
ンテンツオーサリングルームのスタッフに依頼しているが、授業の
翌日ぐらいには視聴可能な状態になっていたという。参加した学生
の確認に使えるだけでなく、欠席した学生もこれを見ておくことで、
次回の授業で話について行けなくなるということが避けられる。学
期末にはグループでのプレゼンテーションも行っているが、その模
様も録画してCourse N@viにアップロードしておいた。
　「履修学生から前年度の学生が発表に使ったパワーポイントの資

料を見たい、という要望を受けたので、そのデータだけを公開しま
した。来年度以降は発表の様子そのものを撮影したので、動画コン
テンツにして学生に手本として見せるという形で活用できればと
考えています」。
　この授業では学生同士のグループワークが多いため、学生同士
が打ち解けられるような場作りにも配慮している。そのひとつとし
て、学期のはじめにはゲーム形式のエクササイズを導入している。
椅子や机を端に寄せて教室内にスペースを作り、学生同士が体を
動かして参加する形で、グループでの協働や交渉、問題解決などの
基本を体験的に学ぶというものだ。CTLT Classroomではすべて
の椅子と机がキャスター付きで簡単に移動できるため、こうした活
動もスムーズに行うことができる。「ICT機器のセッティングとは別
に、こういうレイアウトに自由度のある教室がもっと増えていくと良
いですね」。

コピペ問題の抑止効果として
「類似度判定機能」が有効

　Course N@viの利用に関しては「まだ機能をよく理解していな
いので、恐るおそる使ってみている状態」と謙遜する上杉教授だが、
お知らせ機能やレポート機能も便利に使っているという。「欠席した
学生への対応も含めて、授業内でアナウンスした連絡事項はお知
らせでも配信するようにしています。レポート機能では、提出された
レポートの剽窃度を自動チェックできる機能がいいですね」。
　この「類似度判定機能」は、Course N@vi上に提出されたレ
ポートの中身を自動チェックし、他の学生の提出したものやWeb上
にある文献と類似している部分がないか分析するというものだ。類
似が認められる部分は強調表示され、自動検出されたコピー元の
情報源と並べて見比べることができる。さらに、どのぐらい類似して
いるかが数値で表示される。「学生には、判定結果がどんな風に表
示されるのか、具体的に見せておきました。こんな風にバレてしまう
と分かれば、いわゆるコピペの抑止効果は大きいと思います」。
　今後は、グループワークを行う際に授業時間外の活動をサポート
する用途も使ってみたいという。「学生たちは授業についてLINE
やFacebookで連絡を取り合うようですが、Course N@viにも

BBSやチャットなどのシステムがあるようなので、利用できるかど
うか検討してみたいと思います」。将来的には、オンデマンド授業や
遠隔交流なども関心があるという。
　「学生の声も取り入れつつ、Course N@viの機能ももう少し勉
強して、自分の理想の授業を実践できる方法をこれからも模索して
いきたいと思います」。
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学生のプレゼンテーションを動画コンテンツ化。
来年度履修学生の参考資料として活用する予定。

授業は対面が一番重要。上杉教授は身体をつかいな
がらのワークショップ等も取り入れている。上杉 勇司

国際教養学部教授



砂岡教授は、中国語による遠隔交流授業のほか、中国語の授業で聞き取
りや作文練習にチャットを利用するなど、かねてから積極的にICTを導入
した授業を行ってきた。新しいツールを取り入れることに貪欲な砂岡教授
は、現在もスマートフォン、アプリ、映像コンテンツ等を活用し、効果をあげ
ている。どのようにICT活用を行っているのか、またICTをうまく活用する
ためにはどんなことを心がけているか、お話を伺った。

新設された3号館CTLT Classroom
でスマホも活用LINEの利用で学生の
インタラクションも活発に

新設のCTLT Classroomの利用で
グループワークがスムーズに行えるように

　砂岡教授は現在中国語の上級者向け授業として、「アジア学生
ネットワーク」というCCDL（Cross-Cultural  Distance 
Learning＝異文化交流）授業、および華人圏各界の専門家による
オムニバス講義科目「中国の社会」という2つの授業を行っている。
前者は中国の北京大学、台湾の淡江大学、慶應大学とビデオ会議
システムを使って接続し、決められたテーマについて、リアルタイ
ムに討論するというものだ[補足資料1歴代討論トピック]。今年は
北九州の早稲田大学情報生産システム研究科の留学生も加わっ
た[補足資料2 遠隔交流動画]。後者は、直接講演者が教場に来て
対面で話す場合と、遠隔地からビデオ会議システムを使って講義
を行う場合とがある。
　2014年度秋学期より、この2つの授業は新しく3号館の2階に完
成したCTLT（Center for Teaching,  Learning and 
Technology）Classroomで実施している。この教室は、早稲田
大学で目指している「対話型、問題発見・解決型授業への移行」を
推進するために作られたものだ。40名収容の教室が1つ、60名収
容の教室が2つあり、すぐそばにITセンターも設置され、万が一のト
ラブル時にも安心だ。
　CTLT Classroomの特長は、大きなスクリーンをはじめ最新の
ICT機材を完備していることに加え、机と椅子が可動式になってお
り、グループワークやディスカッションをやりやすい環境が整えられ
ている点が挙げられる。
　「椅子と机が動かせるのは、語学の授業にとっては理想的な環境
です。手軽にレイアウトが変えられるので、ペアワークやグループ
ワークがやりやすくなり、大きなスクリーンがあるので、パワーポイ
ントの細かいデータもとても見やすくなりました。」

授業中のスマホ利用も認め
授業に役立つように使わせる

　また、この教室ではwivia（ワイビア）というシステムを使って、学
生のスマートフォンやタブレット上にある画像を、その場で教室のス

クリーンに映し出すこともできる。あらかじめ学生のスマートフォン
に対応のアプリを入れておけば、教室内に設置されたwiviaの専用
受信機にWiFi経由で接続し、スマートフォン上の任意の画像をスク
リーンに表示できる。
　「遠隔交流の最中、学生がWeb検索で得た結果をその場で画面
に提示したり、自分のスマートフォンの写真や画像を海外と共有し
たいときに利用しています。学生たちはWeb上で即座にデータを
探してくるのが得意なので、言葉では説明しきれない事象を視覚的
に伝えられるようになりました。参加学生はみな、より良い討論をし
たいという共通認識があるので、目的に応じた素材を探してきま
す。おかげで異文化交流時の問題発見と、その解決時間を短縮で
きたと感じています」。
　すべてを中国語で行う「中国の社会」の授業では、中国人留学
生も多数履修している。中国語が聴き取れない日本人学生のた
め、中国人留学生が即時これを補足するなど、チャットを使った学
生同士のフォローの仕組みをこれまでも採用してきた。以前はPC
教室で行っていたが、CTLT Classroomでは個人用のPCが設
置されていないため、代わりにスマートフォン経由でチャットを利
用している。
　このように、砂岡教授の授業では授業時間内に学生が自分のス
マートフォンを使用するシーンが多い。「特に中国からの留学生は
授業中でもモバイル端末を使いたがります。ともに良い授業を創り
出そうとするクラスの信頼関係を強化するいっぽう、授業参加や質
疑応答を踏まえたレポートを課すことにより、私的な携帯利用の誘
惑を断ち切るはずと信じ、私は規制しないことにしています」。

遠隔交流前後の話し合いに
学生が使い慣れたLINEを活用

　遠隔交流の授業では、リアルタイムの交流以外にも、討論テーマ
の相談や交流後の意見交換のため、先方の大学の学生と話し合う
必要が生じる。早稲田以外の学生がCourse N@viのログイン資
格を得るには煩雑な手続きが必要となる。そこで、2013年度から
LINEを導入することにした。全員を登録したLINEグループを作り、
交流後の意見交換をおこなっている。「以前はCourse N@vi

のBBSに早稲田の学生が投稿した内容を、私から相手校の先生方
にメールで転送していました。今も一部はその方法を使っています
が、国内外の学生が直接やりとりに参加すると交流が活性化し、
LINEは重宝しています」。
　LINEを選択したのは、学生たちが日常使い慣れているツールと
いう理由が大きい。「学生はBBSより自由で、発言相手が見える空
間と意識しており、会議の感想もより率直に、日常の話題にまで討
論が広がって楽しそうです。アジア圏では使い勝手が圧倒的に優
れ、Facebookより活発に利用していました」。
　ただし、2014年の暮れごろから、中国のIDではLINEにログイン
できなくなってしまった。「せっかく使いやすいツールだと喜んでい
たので残念です。代替となるツールを模索中です」。
　砂岡教授自身は普段LINEを使わない。それでも導入に熱心なの
は「学生の理解（誤解）度を知りたいため」という。海外との遠隔交
流授業では、異なる文化背景を持つ同士が、ひとつのテーマをめぐ
り、共通の言語で討論するが、発言者と聴いている側の間で、使っ
ている言葉の定義や社会現象の理解のズレが生じる。「LINEを利
用することで、授業の感想や意見交流の機会が増え、学生たちのイ
ンタラクションは確実に深まり、私も異文化受容度の定点観察がで
きます。この刺激がたまらず、積極的にトライしています」。

授業の映像を編集して
シラバスに載せる講義動画を作成

　その他の新たなICT活用としては、2014年度の授業開始に先立
ち、授業の講義動画を作成した。講義動画とは、担当する授業の概
要を説明する動画で、学生が履修科目を選択する材料として提供
するものだ。形式は自由で、砂岡教授は学生たちが遠隔交流してい
る様子を撮影した映像（映像に写る学生や教員には事前に承諾済）
を編集し、自身のナレーションを重ねる形で収録した。
　この動画を見ると実際に中国語で会話している様子が分かるた
め、必要とされる中国語のレベルも一目瞭然で、学生には好評とい
う。「従来は中身がよく分からないまま履修する学生も見られました
が、今回は授業レベルを良く理解した学生が入ってきたおかげで、
授業の質が保たれていると感じています」。

ICT利用に甘んじることなく
学生への個別対応はきめ細かに

　このように新しいICTの導入に積極的に取り組んでいる砂岡教
授だが、一方で学生一人ひとりとの生のふれあいも大切にしてい
る。「ハード面ですばらしい環境に恵まれていますが、学習は人とし
ての能力向上が目的なので、学生の個別対応に心を注いでいま
す。その学生にとって何が必要なのか観察しながら、教員から
フィードバックの回数をできるだけ多くするよう心がけています」。
ときには学生たちとお茶を飲みながら、それぞれが抱える学習課題
を聴取したあと、解決に効く教員の処方を組み込んだ対話型授業
を通じ、学生自身が課題に気づき、克服の方法を会得できるよう
フィードバックを行う。
　オムニバス講義の「中国の社会」の授業でも、担当の講師には必
ず質疑応答の時間を取るよう依頼している。毎回終了後には800
文字程度のレポートを課しており、講師への質問の欄もある。「自身
の質問に対し講師から返事があると、学生は一層やる気を起こし、
例外なく以降の学習態度が積極的になります。成績評価の前に教
員から有効なフィードバックがあれば、学生は能動的な学習者に変
わるはずです」。
　授業がとても楽しいと語る砂岡教授。「日本の若者は内向きだと
言われていますが、私から見ると、溢れる情報の中で踊らされず、自
分の能力をいつ、どこで、どう活かすのがよいのか、冷静に観察し
ているというのが本質だと思います。教員としては、そんな彼らが
安心して話せる国際対話の場を用意してあげたいですね。若い人
たちが理性と知性で人類の過去の歴史を乗り越え、世代交代する
なら、悔いはありません」。
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「アジア学生ネットワーク」の講義動画。実際の交流の動画
を差し込み、交流の雰囲気や必要となる語学レベルが分か
るようにした。

CTLT Classroom。机と椅子が可動式に
なっており、グループワークやディスカッショ
ンがやりやすくなった。

砂岡 和子
政治経済学術院教授



大学の現場では教育記録を意味する言葉として使われているポートフォ
リオ。それをオンラインに記録・蓄積していくのが「eポートフォリオ」だ。
鈴木准教授はCourse N@viの既存の機能を組み合わせ、eポートフォ
リオとして利用し、海外に派遣する学生たちの学習効果を深める効果を
上げている。

海外派遣にeポートフォリオを
導入　参加学生に縦と横の
繋がりができた

海外研修プログラム参加者用に
eポートフォリオを設定

　今回鈴木准教授が導入した「SEND海外派遣」は、Waseda 
SEND （Student Exchange Nippon Discovery）Program
という海外学生研修プログラム参加者のために、Course N@vi上
に設置したSENDプログラム海外実習専用のeポートフォリオであ
る。このプログラムは、文部科学省による補助金事業「大学の世界
展開力強化事業（ASEAN諸国との大学間流形成支援）」に採択さ
れ、シンガポール国立大学（シンガポール）、パジャジャラン大学（イ
ンドネシア）、タマサート大学（タイ）、チュラロンコーン大学（タイ）、
デ・ラ・サール大学（フィリピン）、マラヤ大学（マレーシア）、チェン
マイ大学（タイ）、コンケン大学（タイ）、ナレースワン大学（タイ）、南
洋理工大学（シンガポール）の10大学と早稲田大学が協働して「日
本語教育学」総合学習プログラムの構築を目指している。
　「SEND海外派遣」に参加するのは、オープン科目「海外実習」、ま
たは日本語教育研究科科目「日本語教育実践研究（海外実践）A」
を履修した学部生・大学院生で、これらの科目履修後の長期休暇
に、上記ASEAN各国の協定大学で実施される2～3週間の海外日
本語教育研修に参加することが前提となっている。現地大学への
派遣は、学部・学年を横断する2～10名程度の小グループ単位で
行い、メンバーが協働して日本語教育や日本文化の紹介など、研修
先での活動を企画・実践する。

海外研修中の日報を
Course N@viから入力する

　春学期に両科目を履修した学生は夏休みに、秋学期に履修した
学生は春休みに、それぞれ海外研修に参加し、研修中は日報を付
けることを義務化している。2013年度から実施されたこのプログ
ラムにおいて、以前はこの日報を紙ベースで管理していた。「フォー
マットなども統一していなかったため、手書き、ワード、エクセルなど
さまざまな形式のものが混在し、しかも印刷して紙で提出する学
生、データで送信してくる学生などまちまちで、対応する職員の負
担が大きくなってしまいました」。

　そこで、2013年度秋学期の研修からは、この日報をCourse 
N@viを利用してオンラインで管理することにした。Course 
N@viは通常は科目単位での設定となるが、この研修は2つの授業
の履修生を合同でチームを編成するため、これを共同で利用する
ための便宜上の科目としてCourse N@vi上に設定したのが
「SEND海外派遣」だ。ここに研修に参加する学生をすべて登録す
ることで、学生同士もお互いの日報がすべて見えるようにした。
　日報はCourse N@viのフォーム機能を使って教員があらかじめ
フォーマットを設定しておき、用意された項目ごとに入力する形で
記入させた。各項目に書く内容は自由としている。「日々実践したこ
とやその感想が基本ですが、自分の宿泊している部屋の写真を
アップするなど、勉強とは直接関係ないことを書く学生もいます。こ
れが分からなかった、できたという体験は記録しておかないと忘れ
てしまうし、そのときに気づかなくても、後から振り返って成長に結
びつくこともあるので、特に規定せずに自由に書かせています」。
　日報には、他の学生が読めるだけでなく、コメントも付けられるよ
うにもしておいた。最初は意識して教員が一つひとつにコメントを
入れるようにすると、他の学生からのコメントも少しずつ増えていっ
た。「自分の書いたことにリアクションがあれば、読んでもらってい
る実感が持ててうれしくなるので、なるべく毎日見てコメントするよ
うにしています。学生に対しても他の人の日報にコメントするように
言ってはいますが、強制はしていません。それでも書きたい人が積
極的に書いてくれるので、それなりに賑わっているようです」。ま
た、BBSも開設しており、こちらは日報よりはくだけた話題で盛り上
がっているという。

準備段階での人間関係づくりで
オンラインコミュニケーションが活性化

　オンライン上に学生間でコミュニケーションできる場を用意して
もあまり利用されないというケースもあるが、この事例ではかなり
活発にコメントが投稿されている。その理由は、実際に派遣に行く
までの準備を進める段階で、学生間の関係性が確立されているこ
とが大きいようだ。
　学部生の「海外実習」と大学院生の「日本語教育実践研究（海外

実践）A」の両科目は独立して行われているが、履修後の研修には
混合チームを組んで参加するため、研修先で行う活動についての
事前準備は学部生と大学院生が協力して進める必要がある。
　そこで、グループごとに自主的に授業時間外の定例ミーティング
の時間を持ったり、FacebookやLINEなど自分たちが普段から利
用しているツールを使って連絡を取り合ったりしている。「『SEND
海外派遣』というeポートフォリオのBBSは、研修中に活用すること
を目的に派遣直前から使えるようにしており、準備期間には利用で
きません。ただ、どっちみち学生たちはスマートフォンからも利用で
きるこれらのツールの方が使いやすいようです」。こうした事前準
備の活動を通じて学生間の信頼関係が深まっていることが、研修
中のオンラインでのコミュニケーションの活性化につながっている
と言えそうだ。

オンラインで読める他人の日報が
縦と横のつながりを生み出す

　研修中の日報をオンライン化することによって、紙媒体だった以
前の派遣では学生の帰国後でないと読めなかった報告をリアルタ
イムに読むことが可能になり、教員がいない間の派遣先の状況も把
握しやすくなった。同時に、他の学生からもリアルタイムに見えるた
め、同じ研修先に行っている他の仲間がどう感じているかを知って
思考を深めることができる。2014年度春学期履修者の一人、八瀬
さん（日本語教育研究科修士１年）は、「研修中の対面でのディス
カッション後、日報に書き込むという作業を通して自分の考えをまと
め直したり、議論の中で理解しきれなかった他の学生の考えを日報
から知ることができ、更なる学びにつながった」という。他の研修先
に行っている仲間の日報を読むとがんばっている様子が分かり、コ
メントを付け合うことで意見交換やモチベーションの維持にもつな
がっている。
　学生たちの書いた日報は、学期ごとに蓄積され、後から履修する
学生にも見られるようになっている。このため、先輩の日報を読むと
自分がこれから派遣される研修先の情報を知ることができる。すな
わち、過去の履歴がデータベースとして有効活用されるという効果
も生み出した。2013年度秋学期履修の日下さん（文学部4年）は、

「過去の学生の資料を参考に、自身が日報を書く際にも次に参加す
る学生のことを意識して、何を持って行けばよかったかなど詳細な
記録を残し、帰国後も追記を重ねました」と話す。「ASEAN諸国で
は、日本では想像できないようなハプニングも起こるので、先輩た
ちのアドバイスのおかげで、現実的かつ効率的な準備を行えてい
るようです」。過去の日報を読んで、それを書いた先輩に直接話を
聞きに行く学生もいるという。　
　このように、同時期に履修している学生同士の横のつながり、お
よび過去に履修した学生との縦のつながりができることで、研修に
参加する学生同士で共に学び、励まし合う風土が醸成されてきた
と鈴木准教授は感じている。

準備段階の科目履修中から
Course N@viの入力を習慣付ける

　学生によってはCourse N@viを使い慣れていないケースもあ
る。派遣先でいきなり利用することのトラブルを防ぐため、派遣前
の準備段階で履修する「海外実習」と「日本語教育実践研究（海外
実践）A」の授業においても、毎回レビューシートを使って授業の感
想や活動の記録を書かせている。1週間に1回レビューシートに入
力する習慣を付けることで、派遣時に毎日日報を入力することの
ハードルを低くしようという意図によるものだ。
　なお、研修中の学生用に作成したeポートフォリオ「SEND海外派
遣」は、研修中の日報作成以外にも、派遣前の目標設定や派遣後の
振り返りの記載、終了後のアンケート実施という用途にも利用され
ている。
　今回は海外研修という特別なケースでの利用だが、ゼミ合宿や
サークル活動などでも活用できる可能性はある。「ある程度一定の
期間を過ごして分かり合っているメンバーが学外での活動を毎年
行うようなケースでは、eポートフォリオとして記録を蓄積していけ
ば有効に使えるのではないでしょうか。他の先生方にもぜひ使って
みていただきたいと思います」。
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パジャジャラン大学（インドネシア）の茶室に
て。2013年春学期履修の研修参加者と現地
学生との集合写真。

2013年度秋学期履修の日下さ
ん（右）と2014年度春学期履修
の八瀬さん（左）。
BBSや日報へ先生からコメント
があることで、不安なときでもサ
ポートされているという実感を
得ることができ、安心して研修に
取り組めたという。

Course N@viのフォーム機能を利用した日報。
日単位で派遣期間分の記入欄がある。各項目にコメ
ントをつけることができ、学生間でも活発なやり取り
がある。

鈴木 伸子
日本語教育研究センター准教授



鈴木利彦准教授の「グローバルコミュニケーション・スキルズ」のクラスで
は、国際コミュニケーション力の向上を目指して、台湾・元智大学の「異文
化コミュニケーション」クラスと交流活動や協同学習を実践している。最
大限の成果を上げるために、どのような工夫がされているのか。
Facebookも含めたツールやメディアの活用法を紹介する。

LiveOnやCourseN@viの掲示板に加えて
Facebookも活用することで
実りあるアクティブ・ラーニングを実践

自発的にトピックを選ばせて
ビデオチャットのやる気を促す

　鈴木准教授は、web会議システムの「Live On」とwebカメラを活用
して、数年前から台湾の元智大学の「異文化コミュニケーション」クラス
との少人数ディスカッションを行ってきた。日本と台湾の食文化やポッ
プカルチャーなどのテーマについて話し合い、盛り上がることもあった
が、課題もあったという。
　「とかく雑談になりがちでした。『英語を使った国際交流で親交を温め
る』という意味ではそれも悪くないのですが、毎回雑談だけに終わって
しまうと、大学生の交流としては少々物足りない。やはり何らかのアカデ
ミック・タスクへの取り組みが必要ではないかという思いがありました。
私の専門分野である言語学的なトピックを取り上げる回ではアカデミッ
クな話も出てきましたが、一方で『つまらない』という反応になってしまう
こともありました」
　そこで、LiveOnを活発化し、かつ内容をより充実させるために、鈴木
准教授は元智大学側とも話し合って、3つの取り組みを行った。
　まず一つめは、学生たちが自ら話したいトピックを事前に挙げておく
「トピック・バスケット」の導入だ。学生たちが話してみたいと考えたト
ピックをリスト化しておき、そこからグループごとに話すトピックを学生
が選べるようにした。
　「早稲田のほうが授業期間が始まるのが遅かったこともあり、トピッ
ク・バスケットについては元智大学の側が積極的に動いてくれて、多く
のトピック案を出してくれました。学生たちが自ら話したいトピックを選
択させることで、会話する際のモチベーションがアップしました」。鈴木
准教授は、「自分たちが話したい項目を選んでいるのだから、できるだけ
下準備して臨むように」とアドバイスしたという。専門授業の一環として
ぜひ入れたいと考えていた言語学的なトピック「スピーチアクト（発話行
為）とポライトネス」については、第3週と4週には必ず行うと決めた。

LiveOnの内容を掲示板にアップ、
「記憶」でなく「記録」に残す

　2つめの取り組みは、LiveOnでの交流の際に「司会」を置いたこと。
「司会がいないと、誰から話せばいいのか躊躇してしまうところがありま

す。会話を盛り上げて、チャットを充実させるために、司会進行役を置い
たことはよかったと感じています」。
　3つめは、CourseN@viのBBS機能を活用したLiveOn終了後の
アフターケアとも言える取り組みだ。鈴木准教授は、LiveOnでの少
人数のディスカッションが終わった後に、必ずレポートを上げさせるよ
うにした。
　「LiveOn交流に付随するCourseN@vi内のBBSがあり、これをど
う活用したらよいのか考えていたのですが、毎回ひとりレポーターを決
めて、LiveOnが終わったらチャットの内容を、BBSに英語でアップし
てもらうことにしました。レポーターは、その回の司会進行役にお願い
しました」。
　レポーターになった学生が、CourseN@viの掲示板に報告をアップ
した後は、早稲田側か元智大学の教員が必ずコメントをつけるようにし
たという。「本来は学生同士で話が盛り上がるのがベストですが、それ
はなかなか難しい。教員がコメントを必ず返すことで、一方通行にはし
ないように心がけました」。
　レポーターと教員が一度ずつ書き込むだけ、というケースも多かっ
たそうだが、場合によってはレポーターからの質問に教員が答えるこ
とでアカデミックなやり取りが複数回にわたって行われることもあっ
たという。
　掲示板にチャットの内容をアップする目的は、「やりっ放し」にしない
ためだと鈴木准教授は語る。「各回で何を話したのか、どう盛り上がっ
たのかなどが、CourseN@viの掲示板を見るだけで振り返れるように
なりました。交流内容を単に『記憶』に留めるのではなく『記録』として
残すことには、意味があると考えています」。
　トピック・バスケット、司会進行役の設置、CourseN@vi掲示板への
レポートという3つの取り組みで、LiveOnとCourseN@viの掲示板に
ついては、活性化ができたという鈴木准教授。「成果があったと実感で
きているので、2015年度の春学期以降もこれらの取り組みを継続し
ていく予定です」。

活動のポータル的存在として
「Facebook」に注目

　鈴木准教授のクラスでは、元智大学との間でビデオ会議システム

を通じたアクティブ・ラーニングと協同学習にも取り組んでいる。ビデオ
会議による協同学習は2012年度にも実施していて、再度やりたいと考
えていたものだったという。
　「テーマを決めてお互いに話し合い、最終的には早稲田と台湾のグ
ループがそれぞれ会議上でプレゼンテーションを行うという内容で、前
回はとてもよい結果が得られました。今回は、より充実した内容にしたい
と考え、新たなツールを取り入れました」。
　まず、早稲田側で15人を4グループに分け、各グループ内でプレゼン
に向けて話し合うために、そのためのCourseN@vi掲示板を設置。加
えて、今回はSNSの「Facebook」も導入。Facebookでは、早稲田と元
智大学の、教員も含めた全メンバーが参加するグループを作成した。な
お、このグループはメンバー限定で、メンバー以外は表示できないよう
に設定している。
　Facebookを導入した理由を、鈴木准教授は次のように語る。
　「Facebookのアカウントは、今やみんな持っていて、簡単にグルー
プを作成できるためです。頻繁に連絡を取ったり話し合いをしたりす
るにはポータル的な場所が必要ですが、Facebookが最適だと考えま
した」。
　連絡事項の伝達なども、Facebookを使うとスムーズに行えると鈴
木准教授。「Facebookのよいところは、投稿すると（各自の設定にもよ
りますが）スマホなどに瞬時に通知がいくので、気づいてもらいやすい
という点です。たとえば、掲示板の場合は、自分の投稿にレスが付いた
場合は通知されますが、それ以外は自分から見に行かないといけない
のでなかなか気づかれません」。
　Facebookでは、ビデオ会議でのプレゼンに向けたやり取りのほか、
LiveOn交流トピックについて話し合うこともあったという。
　「たとえば、私から指示を出して、早稲田側が『今度のLiveOnで感謝
と謝罪について取り上げたいけれど、こういうシチュエーションはどう
ですか？』と書きこむと、台湾側から『それで行きましょう』や『〇〇といっ
たシチュエーションが考えられます』などのレスポンスがありました」。
　プレゼンに向けては、Facebookのグループの中に、さらに早稲田大
学と元智大学のペアごとでサブグループを作成。このサブグループ内
では、お互いにテーマをどう決めるか、その後は、それぞれがどのような
発表を行うのかについて、話し合いや質問などをやり取りした。また、作
成したパワーポイントのプレゼン資料をお互いにチェックしてアドバイ

スするといった作業もFacebookを通じて行った。
　「今回は、『日本／台湾での起業』か『日本／台湾ツアーの企画』という
テーマから、早稲田の学生は台湾での起業かツアー、元智大の学生は
その逆を選ばせました。お互いが、それぞれの国で事業やツアーを行う
設定なので、相手国の事情を聞く必要があったのでインフォメーション・
ギャップがあり、Facebookでは活発なやり取りができたと思います」。

活発なやり取りによって
英語力が大幅向上の学生も

　最終回には、コンペティションを実施。ビデオ会議システムで早稲田
と元智大の各グループが、それぞれのテーマで作成したパワーポイント
の資料を用いてプレゼンを行った。ちなみに、優勝した早稲田グループ
は「日本のこたつを台湾で販売する」という企画だった。「途中の段階で
は、元智大のペアグループから『こたつは危険ではないのか？』という疑
問が提示されて、他の暖房器具に比べて危険が多いわけではないとい
う項目を追加したり、『台湾の家庭ではイスで過ごすのが一般的』という
アドバイスに対して、イスに座って使えるコタツを見つけて資料に組み
込んだりしていました」。
　このやり取りの過程でも、Facebookが大いに役に立っていたとい
う。「早稲田の学生のために、台湾で一般的に使われている暖房器具の
写真をいろいろアップしてくれた人もいましたね」。その他のテーマとし
ては、日本のトイレを台湾で売りたい、日本のラーメンを食べ歩くツ
アー、台湾レストランを日本で開くなど。
　「コンペティション形式だったので、みんなのモチベーションも高く、非
常によい協同学習になったと思います」。
　LiveOnでの交流や、テレビ会議でのプレゼンに向けてFacebookで
やり取りしたり、資料を作ったり、そしてプレゼンを行ったりというアク
ティブな活動の中で、英語力が大幅に上達したと報告する学生もいて、
成果は非常に大きかったと鈴木准教授。
　2015年度以降もこのようなオンライン協同学習を続けていきたい
意向とのこと。「今後もFacebookを含めたさまざまなツール、メディア
を駆使して、こうした活動に取り組んでいくつもりです。交流して楽しい
というだけでなく、アクティブ・ラーニングとしてしっかり成果を上げられ
た点は非常によかったですね」。
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Course N@viのBBSでのやり取り。LiveOnでの少人数
のディスカッションが終わった後に、必ず交流内容のレポー
トを投稿させた。交流後、各回で何を話したのか、どう盛り上
がったのかなど振り返ることができる。

ビデオ会議システムで元智大学と
接続して実施した最終プレゼンの
様子。プレゼンに向けての準備に
おいてもFacebook等の様々な
メディア、ツールが役立った。

Facebook上に、早稲田と元智大学
の、教員も含めた全メンバーが参加す
るグループを作成した。スマホなどから
スムーズにやり取りすることができた。

鈴木 利彦
商学学術院准教授



早稲田大学高等学院では、早稲田大学と同様にCourse N@viが導入
され、生徒は入学と同時にIDが取得できるようになっている。PC教室も
完備するなどハード面でもICT環境に恵まれた状態にある。これを活かし
て橘教諭は、事前に自宅などでオンデマンド教材を視聴させ、予習で獲得
した知識を元に教室ではより発展的な学習を行うという反転授業を実施
した。

高等学院情報科で反転授業を
実践　挙手が増えて生徒の
主体性が向上した

「授業」と「宿題」を逆転させる

　反転授業とは、「授業」と「宿題」の位置付けを逆にするというも
ので、授業の前に自宅などでオンデマンド教材を使って予習を行
い、授業では予習で獲得した知識の確認や議論を通して、学習内
容を深化させることを目指す。従来型の授業では、教員が授業中に
学習内容を教え込んでいたが、その部分を学ぶ側の自主的な自学
自習に委ねることになる。自習用にはデジタル教材を作成し、配布
したタブレットや自宅のPCからそれを試聴するという形で行われ
ることが多い。
　アメリカで生まれたこの反転授業は、近年日本でも注目を浴びつ
つある。「情報教育にアクティブな先生方の間では、反転授業の導
入は当たり前になりつつあります。大学で行われるケースが多いの
ですが、高校で取り入れたらどうなるのか興味を持ち、取り組んで
みることにしました」。
　どんな形で反転授業を取り入れれば、高校での授業を充実させ
ることができるのかを熟慮し、それにふさわしい科目として、1年生
の情報科を選定した。その中でも、「オンデマンド教材が作りやす
い」「生徒が自習しやすい」「教員が生徒の理解度を把握しやすい」
「従来型授業と反転授業の区別がしやすい」という点を考慮して、
いくつかの単元を絞り込んで導入してみることにした。

理解しやすい内容を選び
オンデマンド教材を英語で作成

　今回作成したオンデマンド教材は、例を挙げながら説明した後に
練習問題を解いてみるという流れで、スライドとナレーションで構
成されている。スライドの文字もナレーションも、基本的にすべて英
語で作られているのが特徴だ。2014年度から早稲田大学は文科
省による「スーパーグローバル大学」に指定されているが、高等学
院もまた「スーパーグローバルハイスクール」の指定を受けてい
る。その意図に沿うという意味での英語化だ。
　生徒たちにはあえてハードルを高くしたことになるが、知らない
英単語が多少出てきても理解できるような内容であることも考慮

して、単元を選定した。著作権などを扱う単元だと、長く難解な英文
が必要となるからだ。その点、「2進数・16進数」などという単元で
は、数式も交えればシンプルな英文で説明することが可能になる。
　オンデマンド教材は、該当する授業の1週間前からCourse 
N@vi上にアップロードしておく。理想としてはアップロード直後に
見て欲しいと考えているが、実際は、前日に見る生徒が多かったよ
うだ。
　現在Course N@viではスマートフォン対応が進んでいない。そ
のため、このコンテンツをスマートフォンで試聴できないことに、生
徒からは不満の声が大きかった。高等学院ではほとんどの家庭で
PCが使える環境にはあると思われるものの、「電車の中での移動
時間中に試聴したい」といった要望は多い。「スマートフォンがこれ
だけ普及している今、高校生にとって、わざわざPCを使うというこ
とのハードルは、私たちが考えるよりもかなり高いようです」。

オンデマンドの予習効果で
生徒の積極性を引き出した

　教室授業では、冒頭で予習してきた内容に関連する演習問題を
解かせる。その後、挙手した生徒がその解き方について自分なりの
考えを述べる。それに対して他の生徒が発言するという流れで議
論を深めていく。
　従来は、授業の前半は説明に時間を取られるため、練習問題を解
かせるところまでで終了してしまっていた。しかし、反転授業ではす
ぐに問題を解くところから入れるため、その後の話し合いの時間を
十分に取ることができる。その結果、話し合いでは期待通り生徒か
ら活発な意見が出るようになった。「生徒の挙手が増え、自主性、積
極性が見られるようになったと感じています」。
オンデマンド教材による予習は、単にテキストなどでの予習よりは
るかに効果的な予習ができているという。「動画や音声も入る分、
説明が分かりやすくいようです。生徒からは、予習のおかげですん
なりと授業に入ることができた、自分のペースで学習できるのがい
いという感想が寄せられています」。
　反転授業では、事前の予習をどれだけ生徒がきちんとやってくる
かが問題になる。オンデマンド教材を試聴したという履歴は確認で

きても、どれだけ真剣に見ていたかは分からないからだ。しかし、教
室内で発言する様子を見る限り、ほとんどの学生がかなり真剣に
見てきているように感じられるという。「少なくとも、何も見ないで
参加するよりは、はるかにいい状態で教室の授業が進められるよう
になりました」。

オンデマンド教材は
試験前の勉強にも有効

　予習用のオンデマンド教材は1回分が10分程度と、それほど長
いものではない。しかし、これを授業が始まる前に見ておくことに意
味があるのだと指摘する。「やる気のある生徒は、予習で学んだ内
容に興味を持ち、さらに調べてみるなど自力で学習を深めてきま
す。そこまでしない生徒でも、予習してから授業までの時間が経過
する中で、心の中で考えを膨らませる余地があるため、よい効果を
生んでいるのだと思います」。
　オンデマンド教材の作成は、授業期間が始まってからも順次追加
する形で行った。そのため、生徒たちの様子を見ながら作り方に工
夫を加えることができた。たとえば、毎回いきなり新しいことを説明
するのではなく、前回の復習を多少盛り込みながら、「のりしろ」とな
る部分を挿入する、あるいは単元の順番を当初予定していたもの
から変更するなどの改良を進めていった。
　オンデマンド教材は、授業後も引き続き試聴が可能なため、試験
勉強のときの確認や復習にも使用できる。毎年生徒が変わるため
試験の点数については単純に比較できないが、普段の授業で理解
が深められる分、試験前の勉強が楽になったのではないかと推測し
ている。
　オンデマンド教材の作成には手間や時間がかかったものの、一度
作ったものは今後も繰り返し利用できる。1年の情報科の授業では
2015年度以降も同じものを利用する予定でいる。「今ある物を改
良して深めるというよりは、さらにいろいろな単元や科目に広げて
いきたいと考えています。2015年度は、私が情報科以外で担当し
ている物理の授業でも取り入れる予定です」。物理の授業では実験
が多くなるため、手順の説明に時間を取られてしまう。その部分を
動画で作成し、授業が始まる前に理解しておいてもらえば、授業時

間は実験自体に十分時間をかけることができると期待している。
　将来的には、生徒たち自身に予習用のオンデマンド教材を作らせ
てみたいという構想も抱いている。「最近の若い子たちはネットの
動画サイトに親しんでいるので、ある程度のノウハウも知っていま
す。生徒自身の目線で作ることで、私たちよりも分かりやすい教材
ができるかもしれません」。

早稲田ならでの環境を活かし
新しいことに挑戦する

　今回、この反転授業に取り組めたことは、高等学院の持つ特殊な
状況も大きいと橘教諭は語る。「まず、Course N@viというシステ
ムが完備されていること。そして、附属校であるために受験がない
という点も大きいでしょう」。大学受験を意識しなくてすむという環
境のおかげで、教員は萎縮せずに新しい試みに挑戦できるという。
　反転授業にしても、ICTの導入にしても、「自分が楽をすることを
考えたら失敗する」と断言する。「新しいことにチャレンジするのは、
それなりに労力が必要です。しかし、教育は今、新しいフェーズに入
りつつあるのだと感じています。せっかく、システムが完備した早稲
田の附属校であるのだから、苦労しながらでも新しいことに挑戦し
ていくのが、教員としての一つの方向だと感じています」。
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オンデマンドには情報科での実験の
事前説明コンテンツも設置。今後は
物理の科目にも普及・展開していく。

英語で制作されたオンデマンドによる事前予習により、教室授業では演習に特化すること
が可能に。画像のようにすぐに問題を解くところから授業が始まり、生徒たちの積極性、自
主性の向上に繋がった。

橘 孝博
高等学院教諭



聴覚障がいのある教員が教壇に立つ場合、手話通訳者やテキスト通訳者
を伴って教える方法が一般的だ。しかし、現実には大学側がそれだけのコ
ストをかけられないことも多く、そうした教員が授業を持つ機会を得るこ
とは簡単ではない。今回の事例は、既存のICT技術を活用することで、
教員一人の力で授業を運営することが可能になったというものである。

聴覚障がいを補う
チャットの活用が学生の参加を
促し授業を活性化

教場で対面授業と並行して
質疑応答をチャットで行う

　聴覚障がいを持つ中條助教が2014年度に担当したのは、
「Study of Politics 01 American Public Opinion」という授
業だ。基本は通常の授業と同様に口頭による講義が中心となる。発
音の不明瞭さを補うために、話の骨子をまとめたスライドを多用す
るようにしている。この授業は履修者につき1台のPCがある端末
室で行われているが、スライドは教室前方の大きなスクリーンにも
投影し、学生にはそちらを注目してもらうことで顔を上げて話を聞
くように配慮している。スライドは授業の終了後にCourse N@vi
にアップロードしておくことで、欠席した学生はもちろん、参加した
学生も後から復習用に確認することができるようにしてある。
　この授業の大きな特徴として、授業中の質疑応答をCourse 
N@viのチャット機能で行うという点が挙げられる。学生は、授業の
はじめに各自で使用するPCからCourse N@viにログインし、
チャットルームに入室しておく。その状態で授業を聞きながら、質問
や意見があればチャットから文章を入力する。教員もそれに対して
チャットで応えるという形で授業が進行していく。
　チャットに書き込まれた内容はすべての学生にリアルタイムで見
えるため、ある学生の質問に対して他の学生からコメントや答えが
書き込まれることもある。
　活発な質問を促すために、教員側も淡々としゃべるのではなく、
語りかけるような口調であったり、冗談を交えたりするなど、リラッ
クスして積極的に参加できる雰囲気づくりに留意しているという。
その結果、チャットを通して気軽な会話が飛び交うこともあるなど、
授業の活性化にチャットが大いに役立っているという。

履歴が残る文字でのやりとりは
トラブル防止にも有効

　この授業はすべて英語を使って行われている。中條助教が以前
アメリカのテキサスで同じ内容の授業を持っていたという事情によ
るものだ。その影響もあり、2014年度にこの授業を履修した学生
は全部で7人で、過半数を留学生が占めていた。日本人学生を含め

て全員が母国語ではない言語で学習するという状況も、文字での
やりとりという手法が有効に働いた一因と言えるかもしれない。「口
頭では質問をためらってしまうような学生も、チャットなら気軽に落
ち着いて参加できているようです」。
　学生とは授業以外の時間帯にメールでやりとりすることもある
が、その際もすべて英語を使用している。「日本語でメールを書い
てくる日本人学生もいましたが、言葉のニュアンスの違いが出てし
まうと不公平なので、すべて英語で返信しました」。
　この授業では、授業時間中に予告なしで小テストを行うこともあ
る。これもCourse N@viの小テスト機能を利用している。そのほ
か、レポートなどの提出物やそれに対するコメントもすべて
Course N@vi上から行っている。Course N@viのレポート機能
では、あらかじめ設定しておいた締め切り時間を過ぎると、遅れた
ことが一目瞭然で分かるように表示される。あるいは、そもそも受
付を拒否するようにしておくこともできる。「私の場合は、遅れても
提出はしてもらいたいと考えているので、締め切りを過ぎても受付
は可能な状態にしてあります」。
　授業で使ったスライドやチャット内容、そして小テストやレポート、
それに対するコメントなどをすべてCourse N@viを使うことに
よって、授業に関するあらゆる履歴がCourse N@viに残っている
ことになる。「この授業では、印刷物は一切使っていません。授業で
扱ったことがすべてCourse N@viに集約されているというのは、
学生にとっても管理がしやすいのではないでしょうか」。
　また、口頭でのやりとりを一切行わず、文字のやりとりとすること
によって、すべてのやりとりが記録に残るという点もメリットがある
という。「おかげで、言った言わないのトラブルを避けることができ
るので、非常に合理的だと感じています」。

米国の大学でも
同様の手法で授業を実施

　中條助教は、テキサスで教えていたときも同様の手法を利用し
ていた経験を持つ。当時の指導教官から、「手話を使った授業には
コストがかかり、就職先が限られてしまう。テクノロジーを活用する
ことを考えた方がいい」と助言されたことがきっかけだ。テキサスの

大学でもICT環境が整っていたため、それを利用すれば手話通訳
といった人的サービスをお願いしなくても教えられると分かり、導
入に踏み切った。
　「アメリカでは、日本に比べてICTの活用が進んでいるという印
象です。テキサスの大学でも半分以上の先生方はネットに資料を
アップロードするなど積極的に利用していました」。そんな環境で
あったため、大学側が聴覚障がいを持つ教員のために特に何かを
用意するというわけではなく、既存の仕組みを利用するだけで、ハ
ンディを感じずに授業を行うことが可能になった。
　「早稲田で教えることになったときは、私の授業でどんなシステ
ムが使えるのか職員の方が前もって調べてくれました。おかげで、
テキサスにいたときと同じように教えることができると分かり、安心
して始められました」。
　ただし、テキサスの大学では、教員と学生とが1対1でチャットを
するモードも選択可能だったが、早稲田のシステムではそれができ
ないのが、少し不満だという。「他の学生には見られたくない内容の
やりとりは授業中にはできません。授業後にメールを使えばいいの
ですが、忘れてしまうこともあるし、その場で伝えた方が話も発展
できるので、チャット上での会話が個別にもできるといいですね」。
　将来的には動画でのコンテンツを作っておいてアップロードす
ることも検討している。「統計ソフトの使い方などを、今回は教室で
画面を見せながらその場で説明していましたが、あらかじめ動画を
作っておけば、もっと分かりやすく説明できると考えています」。
Course N@viには、Waseda-net Commonsという動画作成か
らアップロードまでを簡単にできるツールも付属しているため、手
軽に着手できそうだ。

学生の反応が分からないのは
教員にとってもつまらない

　この形態の授業を実施するためには、履修者各自がPCを使える
教室を確保することが必要となる。また、今回は少人数だったため、
学生からの質問をチャットで受け付けることができたが、大人数の
授業では難しそうだ。「そもそも大教室での授業では、口頭であっ
ても学生一人ひとりの質問をその場で受け付けることはしない

ケースが多いのかもしれません。ただ、個人的には学生の反応が分
からない授業はつまらないと感じるので、なんとか方法が見つかる
といいと思います」。
　こうした問題を解決するためのひとつのアイディアとして、早稲
田大学にも導入されている「クリッカー」というツールがある。学生
がスマートフォンを使って、選択式や自由記述で意思表示をし、瞬
時に集計結果を教室内のスクリーンなどに表示できるというもの
だ。回答サイトには、あらかじめ各自のスマートフォンに大学公式ア
プリをインストールしておけば、簡単にアクセスできる。チャットの
利用がむずかしいケースでは、こうしたツールの導入も検討の余地
があるかもしれない。
　「聞こえない教員でも教えることができる、こういう教員もいる
と示すことで、学生が何かを感じ取ってくれたらと思います」と中
條助教は語る。今回の事例は、教員が聴覚障がい者という事情を
カバーするために考えられた手法だが、ICTの活用がそうした状
況に非常に有効であるということを実証したのみならず、積極的な
質問を促す、履歴が全て残るといった点は、会話による意思疎通
が可能な場合であっても参考にできるメリットと言えるのではない
だろうか。
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授業中の小テスト。Course N@viの小テスト機能を利用
して授業の終わりに実施し、その日の理解度を確認する。

チャットを使いながらの授業。トピックごとに
質問がないか確認しながら授業を進める。

中條 美和
高等研究所助教



授業中に、学生の意向や意見を把握するツールとして注目されているク
リッカー。教育工学が専門で、さまざまなデジタルツールの導入にも積極
的な三尾忠男教授は、従来の専用端末型とスマートフォンで利用する
webクリッカーについて、それぞれのメリットや課題、共通する教育的な
効果などを調査。その上で、よりよい利用法について検討した。

2タイプのクリッカーの長所・短所を
導入事例と学生の声から検証
より効果的な活用方法を提案する

使い勝手は、専用端末型に軍配
利用の効果は2タイプとも高評価

　三尾教授は、従来の専用端末型クリッカーもスマートフォンで利用する
webクリッカーも、いずれも早い段階から授業に導入している。今回は、両
者の違いや共通する特徴を改めて把握するために、「教育学プレゼミⅠ」や
「教育方法研究：クラスC」など、自身が受け持つ4つのクラスで、2つのタイ
プのクリッカーを学生たちとそれぞれ複数週にわたって使用した。
　「クリッカーを授業に導入する教員は増えていますが、使い続ける人は
実はあまり多くないと聞いています。特に、ポータルオフィスから借りる専
用端末の場合は、端末の配布と回収の手間がかかることが問題になるよう
です」。
　実際に使ってみた学生の感想はどうだろうか。三尾教授が前述の4クラ
スで取った使用感に関するアンケートでは、専用端末型のクリッカーの使
いやすさについて、クラスごとに88％、88％、82％、78％の学生が肯定的
な印象を持っていた。webクリッカーの場合は、肯定的な印象を持つ学生
の割合は30％、34％、55％、41％で、専用端末に比べるとかなり低い数値
にとどまった。
　「『クリッカーを支持するか』という設問については、専用端末型につい
ては70％、86％、52％、60％と高く、webクリッカーは28％、7％、37％、
21％と全体的に低かった。従来の専用端末のほうを支持する、という学生
が圧倒的でした」。
　教員にとっては配布・回収の手間がないwebクリッカーのほうが利便性
に優れているが、実は、現段階では学生にはwebクリッカーより専用端末
型のほうが使いやすく、より支持されているということがアンケートの結
果、判明した。
　「webクリッカーに関しては、アクセスに時間がかかる、専用webページ
のアドレスを入力するのが面倒といった声がありました。ただ、2014年夏
から『WASEDA Mobile』という大学の公式アプリの中にwebクリッカー
が含まれたため、公式アプリを入れていればアドレス入力などは不要です。
今は、webクリッカーの利用準備が以前よりはスピーディにできるように
なったと思います」。
　クリッカーの利用による効果については、学生たちは肯定的にとらえて
いる。「効果があることはすでに把握済みでしたが、今回改めて学生にも確
認しました。『授業参加に効果がある』と答えた学生は、高いクラスでは

91％、低いクラスでも81％に達しました」。理由は「簡単にクラス全体の情
報を収集できるのはよいと思った」、「自分の意見が少数意見なのかどうか
がわかるのがいい」（いずれもアンケートの結果から）という声に代表され
るという。
　「自分の意見がクラスで少数派か多数派かを気にする学生は多いので、
それがわかってうれしいという声が多いのはうなずけます。どんな意見の
人がどのくらいいるのかを知ることは大切ですから、クリッカーの利用には
やはり意味があると考えています」。

専用端末の配布・回収は
工夫次第で時間の短縮が可能

　従来の専用端末型のクリッカーでは、すでに述べたとおり「配布・回収の
手間」が問題点としてよく挙げられる。「大規模教室の場合は、最初に配布
して最後に回収する、この両方の作業だけでのべ15分くらいかかると聞い
たことがあります」。加えて、端末の貸し出しを行っている学内のポータル
オフィスに借りに行くのにも時間がかかる。
　しかし、配布・回収の手間は、簡単な方法で短縮が可能だという。三尾教
授は、端末を入れるボックスを自作。授業の最初に前列の学生に渡して、端
末を取ったら後ろに回してもらっている。
　「ボックスに端末を入れて回すだけで、配布・回収の手間は5分程度まで
短縮できました。これなら非常にスピーディです」。
　三尾教授の場合は、所属する専修で1クラス分のクリッカー端末を所有
しているため、端末を取りに行ったり返却したりの手間もかからない。「学科
ごとに所有するまでする必要はないかもしれませんが、クリッカーを授業で
使う効果があるなら、日常的に使うための工夫は必要ではないでしょうか」。

現時点では全面的に支持はしないが、
「自由記述」などが魅力のwebクリッカー

　三尾教授のクラスの学生からは、専用端末型より低く評価されたwebク
リッカーだが、導入事例は徐々に増えていきている。しかし、三尾教授は現
時点では全面的に支持はできないと語る。
　「まず、webクリッカーはスマホがないと使えません。確かに『ほとんど』
の学生はすでにスマホを持っているかもしれませんが、授業で学生の全員

参加を前提に考えると『全員』が持っていなければいけません」。これにつ
いては、三尾教授なりの解決策を検討している。「iPodなどのWiFi端末を
10台程度、貸し出しできれば、スマホを持っていなくてもwebクリッカーを
利用できます。できれば次年度は検討したいですね」。
　また、webクリッカーでは通信環境が必須だが、教室によっては学内の
WiFiにつながらない場合がある。「スマホが定額制でない学生がいたら、通
信料を負担させることになります。これも、望ましくありません」。
　さらに、webクリッカーでは回答の集計画面が設問ウィンドウと別表示
のため、「webクリッカーを利用する際は、設問画面と集計画面を同時す
る2スクリーンが使える教室を使うなど工夫があるとより効果的だと思い
ます」。
　もう一点、webクリッカーを使用する場合に留意しなくてはならないの
が、授業とは無関係のスマホ利用の誘発だという。学生へのアンケートで
は、クラスによる差はあるが16～38％が「普段、授業中にスマートフォンを
頻繁に私的利用する」と答えている。「webクリッカーを使わせることが、ス
マホの私的利用を助長することは避けたい。どう食い止めるのかは、今後
の課題だと考えています」。
　一方で、webクリッカーには「自由記述ができる」という、専用端末にはな
い機能がある。この機能によって、たとえば番号で選択した回答について、
理由や意見を述べることなどが可能になる。「ただ、入力した回答がそのま
ま出てしまうため、不適切な文章がスクリーンに映し出されることがある点
は、気を付けたほうがよいでしょう」。
　ほかにもwebクリッカーには、「5分ごとの答えの変遷をたどる」機能もあ
るという。「利用はこれからですが、授業の進行に伴って学生たちの考え方
がどう変化したのかを見るといったこともできそうです。面白い使い方がで
きるかもしれません」。
　専用端末とwebクリッカーには共通する課題もある。それは、「学生たち
が飽きてしまう」という点だ。「クリッカーを使い始めた頃は、みんな興味を
持って参加します。しかし、回を重ねると慣れてしまい問題を出しても回答し
なくなる。」。ただし、これはクリッカーに限ったことではなく、新しいツールと
いうのはいずれも導入からしばらくすると飽きられてしまいがちだという。
　「飽きさせずに参加し続けてもらうには、設問を工夫することが重要だと
思います。学生が答えたくなるような設問を考えていくことですね」。また、
少し変わった選択肢を用意するのもひとつの手だとのこと。たとえば、質問
に対して、正答・誤答以外に、あえて「3.記憶にない」という選択肢を設ける

など、ちょっと遊びゴコロを入れてみるとか。「実際には、記憶にないわけは
ないのですが、そこで興味を引くわけです。この方法はときどき使っていま
すが、一定の効果はあると感じています」。

クリッカー活用のためには
使い続けることが大切になる

　解決すべき課題はあっても、クリッカーは使い続けていくべきだと三尾
教授は強調する。理由は、効果を実感できているからだ。
　「授業の最初にクリッカーで質問をして、その質問について考えさせる
と、どんな授業でも理解がより深まります。また、たとえば『総合的な学習に
は意味があると思いますか？』のように、授業の最初と終わりに同じ質問を
して答えの変化を見ることで、学生自身が自分たちの印象や考えの変化に
気づき、教員にとっても授業が意図どおりに伝わったかどうかを確認するこ
ともできるからです」。
　また、授業改善にとっても良い機会になるという。「クリッカーを使用する
場面を考えることは自身の授業の流れを再考する機会に、また、設問と選
択肢を考えることは学生の反応を予測する機会になります。これらを通じ
て、学生により合った授業内容と方法を検討することになると思います」。
　さらに、今クリッカーで学生の声を聞いて授業を行うことは、将来のため
にも意味があるという。
　「すでに小中学校や高校では、授業でタブレット端末の利用が広まり始め
ています。タブレット端末を通して生徒の意見を聞き、それを生かした授業
をしています。数年後には、そうした授業を受けてきた層が大学に入学しは
じめます。そのときに、大学のほうが環境が劣っているというのはやはり望
ましくないと考えます」。
　まだまだ、クリッカーにはさまざまな活用法があると三尾教授は考えてい
る。「たとえば、大規模クラスで、アクティブ・ラーニングとしてグループ作業
の際、作業の進捗状況の把握に使えます」。各グループにクリッカーを１台
用意して、「作業中」か「完了」を選択させることで進捗状況がわかり、「『作
業中』が20％以下になったら作業終了」といった指示も与えられるという。
　「他の教員の方にも、ぜひ使い続けて欲しいと思います。使い続ける中で
多くの知見と工夫を集めて、こういう使い方ができる、こうやったら効果が
高い、これはあまりよくないといったことを集約していければ、大学全体の
教育の質の向上にも大いにプラスになるのではないでしょうか」。
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専用端末のクリッカーの設問・回答集計画面。
結果は瞬時にスクリーンに表示される。

自作したクリッカーボックス。資料の配布と同
じ要領で、授業の最初に前列の学生に渡し、端
末を取ったら後ろに回してもらう。配布・回収
の手間は5分程度まで短縮することができる。

三尾 忠男
教育・総合科学学術院教授



現在早稲田大学では、本庄や北九州、西早稲田、所沢などさまざまな地域
にキャンパスが設けられている。これらのキャンパスにも留学生は多数在
籍するが、地理的条件による教員確保の問題などから、留学生に対する
日本語の授業は行われていなかった。この問題を解決するため、オンデマ
ンド授業と遠隔チュートリアルというICTを活用し、キャンパスを問わず
受講できる授業を提供できるようになった。

オンデマンドと遠隔チュートリ
アルで全国のキャンパスに
留学生向け日本語授業を開講

オンデマンドで各自予習をし
遠隔チュートリアルで会話練習

　宮崎准教授が中心となって担当した「総合日本語（オンデマン
ド）1」は、西早稲田、北九州など、早稲田キャンパスとは離れた場
所に位置する大学院に在籍する、日本語教育をほとんど受けた
経験のない学生を対象とした初級の日本語授業だ。まずは2014
年度にパイロットコースとして7週間の期間で開講した。
　開講に先立ち、これらのキャンパスの大学院生に声を掛けて募
集したところ、30名の応募があった。その中から、母国での日本
語学習歴や本人の自己チェックシートから「ひらがなとカタカナが
読める」というレベルの学生を5人選び、受講してもらった。国籍
は中国2名、ミャンマー2名、ブラジル1名という構成だ。
　授業の流れは、まず各自で教科書を読み、オンデマンド授業コ
ンテンツを都合のいい時間帯に視聴して自習する。さらに、
Course N@viの小テスト機能を使って練習問題に取り組み、自
習した内容を理解しているかどうかをチェックする。
　ここまでの自主学習を終えた上で、週2回決められた曜日・時
間に実施される遠隔チュートリアルに参加する。これは、教場での
対面授業に相当するものであり、教員1名と学生5名が各自のPC
からビデオ会議システム「Live On」を使い、45分間の授業を行
う。5名の教員でチームティーチング制をとり、各回のチュートリ
アルには担当教員が順番で参加した。
　チュートリアル時間内は、各自が教科書やオンデマンド教材を
使って自習した内容を簡単に復習した後、そこで扱った新しい文
型や単語などを使いながら、自分の言葉として使えるように実践
練習を行う。具体的には、日本語で問いかけられた教員の質問に
対して日本語で答える、あるいは学習者同士でペアを組んで、
ロールプレイをしたり、質問をし合ったりといった形になる。学習
が進んで、ある程度話せるようになってからは、もう少し自由に日
本語での会話ができるようになるだろう。また、チュートリアルは、
オンデマンド講義を見てもわからなかった文法や学習者が知りた
い日本語の語彙に関する質問を受け付ける時間としても活用さ
れる。
　遠隔チュートリアル中は、お互いの映像を見ながら話したり聞

いたりするだけでなく、画像の共有機能やチャット機能も併用さ
れている。たとえば、画像の共有機能を使うと、提示された絵を見
て文章を作るという出題ができる。あるいは、学生から「この言葉
は日本語でなんというのか？」という質問が出たときには、チャット
機能を使って文字で示しておけば記憶しやすくなる。

オンデマンドの自習により
遠隔では実践練習に集中できる

　予習用のオンデマンド授業コンテンツの長さは、基本的に一つ
あたり10分ぐらいで視聴できるように作られている。「1つがあま
り長くならないように、内容が多いときは2回分に分けました。初
級ということもあり新出単語なども多いので、それをマスターす
るためには何回も見直して学習する必要があるでしょう」。
　オンデマンド授業コンテンツは、前回の授業が終了した後に、
翌週の2回分をすぐアップロードしておいた。忙しい大学院生で
も週末にまとめて視聴できるようにとの配慮からだ。各学生が、い
つ何回視聴したかは教員側でチェックできる。「何回も聞いてい
る熱心な学生もいましたが、ほとんどは遠隔チュートリアルの前
日、もしくは当日の直前に見ていることが多かったようです」。
　ただ、これを視聴せずにチュートリアルに出席したのでは会話
の実践練習について行けないため、学生たちは比較的まじめに
視聴し、小テストにも取り組んでいたようだ。宮崎准教授自身は、
以前に別の授業で非常措置としてSkypeを使った遠隔チュート
リアルを体験したことがあった。そのときは、学生と教員が1対1
だったのに対し、今回は1対5となることで、うまくいくかどうか多
少の不安を感じていたという。
　「教場での対面授業では、教員の問いかけに対して学生がバラ
バラと答えることが多いのですが、オンラインでそれをやると収
拾がつかなくなってしまいます。そこで、発言者をその都度指定し
て順番に話させるようにしました」。その結果、事前に心配したほ
どの違和感はなく、意外にうまく機能したと一定の手応えを感じ
ているという。
　「実際にやってみると、遠隔であることによる負担はあまり感じ
ませんでした。今回は事前に自習をしてからチュートリアルに臨む

という、いわゆる反転授業の形式を取り入れたことで、チュートリ
アル中は会話練習に集中できたのが良かったと思います」。

キャンパスを越えた交流が
留学生間のコミュニティを作り出す

　授業期間の終了後に、履修した学生にビデオ会議を使ってイン
タビューしたところ、オンデマンドで自習ができ、学んだ内容を
チュートリアルで実践できるという形態は良かったという満足の
声が聞かれた。
　「加えて学生が評価していたのは、オンラインでありながらそ
れなりのコミュニティができたことです。離れたキャンパスに在籍
し、国籍も異なり、普通では絶対に会うことのなかった他国の留学
生と交流ができたことがとても楽しかったようです」。
　日本語がまだ得意ではないということもあり、雑談をするまで
には至らなくても、毎週2回ずつ共に学ぶことで各人のキャラクタ
なども見えてきて、お互いに助け合う光景も見られるようになっ
たという。「特に北九州キャンパスでは圧倒的に中国人留学生の
割合が多いこともあり、こうした交流がうれしかったようです。今
回は個別に連絡を取り合う機会はなかったのですが、それができ
たら良かったのにという声も聞かれました」。
　チュートリアル中に他の学生と意思疎通を図りたいという思い
が、オンデマンドの自習に取り組むモチベーションにもつながった
ようだ。
　次回からはCourse N@vを使ってBBSも設定する予定で、こ
れを質問受け付けに利用したいと考えている。学生によっては、
口頭よりも気軽に質問できるかもしれないし、チュートリアルの時
間の有効活用にもつながる。BBSへの投稿はすべての学生が見
ることができ、後からでも見返せるため、質問をした本人以外の
学生の勉強にもなるだろう。

2015年度からの正規授業では
試験も遠隔で実施予定

　今回のパイロットコースとしての実施の結果を受けて、2015

年度からは正規の授業として春と秋に公開する予定だ。当初は、
クォーター制に合わせて今回と同様8週の期間で実施することを
想定していたが、結局15回の授業とすることにした。その理由
は、リアルタイムの遠隔チュートリアルができる通信環境を整え
てテストするまでに多少手間がかかるので、その負担を軽減する
ためである。また、ペアワークなどを考慮すると、一度にチュートリ
アルに参加する学生の数は偶数の方が都合がよいということが
分かったため、1クラスの登録は8名とし、前半後半に分かれて4
名ずつで遠隔チュートリアルを行うこととする。
　正規授業になれば試験も実施することになる。授業の中間と最
後にCourse N@vi上で選択式の試験を課し、ひとり10分ずつ
など時間を決めて、LiveOnを使って口頭試験を行うことを考え
ている。
　今回の試みは、反転授業と遠隔システムという手法を取り入れ
ることで、地理的な制約を超えて学習教育を提供できたことに大
きな意義がある。「他キャンパスにいたために学習機会のなかっ
た学生が、日本語の勉強ができてよかったと思ってもらえれば本
望ですね」。
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LiveOnを使用した交流イメージ。教員と履修
者の映像が並び、お互いの顔を見ながら会話練
習を行う。

自習用のオンデマンド授業コンテンツ。
授業前に視聴し、遠隔チュートリアルでは会話を中心に実践練習を行う。宮崎 七湖

日本語教育研究センター准教授

日本語教育研究センター
オンデマンド講義WG代表



ビデオ会議システムで海外など物理的に離れた場所と結び、リアルタイ
ムに交流を行う遠隔交流は、早稲田大学でも異文化交流や語学授業な
どで多くの導入事例がある。宮崎教授はこれを大学院生の日本語教育の
実践という場に利用し、e-Learningにおける効果的な学習方法などを
分析しながら、遠隔日本語教育の新しい可能性を追求することを目指し
ている。

日本語教育の実践を海外との
遠隔交流で実施「遠隔だから」
できる教育の可能性を示す

海外の大学とビデオ会議で結び
日本語教育の実践を行う

　宮崎教授が担当する「日本語教育実践研究12」は、日本語教育
の理論と実践の統合を目指す科目だ。通常この科目での実践部分
は日本語教育研究センターの科目履修者を対象に行われるが、宮
崎教授は、現在これを海外の協定大学との遠隔交流という形で実
施している。
　週に2コマあるうちの1コマは水曜の2限に教場に集まり、遠隔
交流の準備などの話し合いを行う。そして、もう1コマはPolycom
というビデオ会議システムを使用し、海外協定大学とリアルタイム
で交流を行う。交流相手は大学院生、学部生、日本語教育に関わっ
ている教員などさまざまだ。相手の都合もあり、固定した曜日・時
間帯では実施できないため、互いになるべく多数が参加できる日
時を調整して、事前にアナウンスする形でその都度スケジュール
を設定している。
　現在は、台湾の淡江大学（2010年度～）、インドネシア教育大学
（2013年度～）、スウェーデンのルンド大学（2013年度～）などと
交流を行っている。Polycomの設備が完備した教室を確保し、あ
らかじめ接続テストを行った上で、日時を決めて遠隔交流を行う。
他の授業と時間が重なって参加できない学生がいるときは、交流
の模様を録画しておき、後から視聴させるケースもある。過去にブ
ラジルやアメリカの大学と交流したときは、時差の関係で授業時
間内に設定することが不可能であったため、学生が自宅のPCから
各自Skypeなどで接続して交流したこともあった。
　この科目の履修生は約10名程度で、相手の大学ごとに2，3人
ずつのグループを作る。学期の始めに、ビデオ会議システム以外
にもチャットやLive On（Web会議システム）などさまざまなツー
ルが使えることを説明しておき、各グループが適宜それらのツー
ルを使って授業時間外に交流することもある。準備に関する相手
側との細かい打ち合わせはメールなどを通して学生たち自身が
行っている。

自己紹介用の動画を
Commonsで作成する

　実際に始めてみると、1回目の交流は自己紹介だけで終わって
しまうのがもったいないと感じたことから、Course N@viで利用
できる動画作成・アップロードツールWaseda-net Commonsを
使用して、学生たちにあらかじめ自己紹介の動画を作らせておくこ
とにした。動画が出来上がったらアップロード先のURLを知らせ、
授業前に相手に見てもらう。「おかげで、遠隔交流当日はすぐに中
身から入れるようになりました」。
　Commonsによる自己紹介動画の作成は、日本語教育の実践に
おける反転授業スタイルの導入を意図したものでもある。教えた
いことをあらかじめ10～15分程度の動画で作成しておき、学習者
には授業前にこれを視聴して予習しておいてもらうことで、授業時
間内には会話の実践練習に時間を割くというスタイルだ。「いきな
り反転授業用のオンデマンド教材を作れといっても難しいので、ま
ずは練習として自己紹介の動画作りに取り組んでもらいました」。
反転授業の経験は、「こういう形式の日本語教育もあると分かり、
新しい視点が開けた」という声が聞かれたという。

互恵関係を築けるか？
相手を選ぶ目利きが重要

　交流の相手は、宮崎教授の個人的な人脈や、日本語教育研究科
の修了生の関係、国際交流基金の事務所の紹介などを利用して選
定している。相手選びで一番重要なのは、互恵関係を作れるかど
うかを見極めることなのだという。「相手が本当に日本語教育に熱
心な大学なのかということはもちろんですが、お互いにやってよ
かったと思えるようなWIN‐WINの関係が築ける相手でないと、
1回はよくても2回3回と継続性のある交流にはなりません」。
　日本語を学習している相手側にしてみれば、母語話者である早
稲田の学生と交流することは日本語の練習になる。では、早稲田
側にはどんなメリットをもたらしてくれるのか。「たとえば、その国の
日本語教育事情について説明してくれるとか、将来先方の大学に
ポジションが空いたときにこちらの修了生を講師として受け入れ
てくれるなど、先方が何を提供してくれるのかは、必ず事前にしっ
かり確認するようにしています。常に提供する側と受け取る側とい
う関係では、交流は長続きしません。遠隔交流はその前の下準備

が非常に大事で、単に交流できる機材を持っていればいいという
わけではないのです」。
　遠隔交流を始めてすでに4，5年が経過し、最近は複数大学での
交流を行うこともある。たとえば、インドネシア、台湾、早稲田と3つ
の地点を結ぶという具合だ。「英語を使用言語とした多地点交流
は早稲田でも行われているようですが、日本語を共通言語とした
多地点交流もやってみたいと考えました。自国以外で日本語を学
んでいる国の事情に触れてもらうことは、世界観、学習観、教育観、
そして人生観をも広げることにつながるはずです。将来的には、外
国の大学同士で早稲田を介さずに日本語学習について話し合う
セッションがあっても面白いのではないでしょうか」。

留学の意識付けを学ぶ
オンデマンド講座を作成

　宮崎教授は、この授業とは別に、早稲田にやってくる留学生や早
稲田から海外に出かけて行く留学生たちに向けて「留学プランを
考える」というオンデマンド講座も実施している。これは、留学生本
人だけでなく、送り出す側、迎え入れる側の教員やスタッフなども
対象にしたものだ。留学とは、現地に行っている間だけが勉強なの
ではなく、その前の準備からすでに勉強は始まっており、帰国後も
現地で学んだものを継続することが大事なのだという意識付けを
目的としている。オンデマンドの講義なら、留学前も帰国後も、何度
でも見返して学習を深めることができる。
　講座ではスライドを使った講義で概要を把握した上で、留学経
験のある日本人および外国人留学生へのインタビューを聴きなが
ら、彼らの問題点を探っていく。全6週分で構成されており、参加者
は毎回出されるタスクに対してBBSに意見や質問を書き込んでい
く。質問への回答には宮崎教授自身が対応するが、「実践研究12」
を履修している大学院生たちもメンターとしてBBSに参加し、書き
込みやすい環境を整えたり、参加者をエンカレッジしたりする役割
を担っている。
　「留学を終えてしまうと、急にモチベーションが下がる学生がい
るので、それを防ぐために作った講座です。遠隔交流を行う際に
も、海外の学生が早稲田に来るときはぜひこういうものを見て意

識してほしいと伝えています」。将来的には、このオンデマンド教材
を留学センターのオリエンテーションプログラムに組み込んで、学
生には無償で見てもらえるようになることを期待している。「早稲
田が世界のトップ100に入る大学となるためには、そうした手厚い
サポートで留学生を支えていく必要があると考えています」。

遠隔でしかできないことを
学生たちにも考えさせたい

　宮崎教授自身は、以前オーストラリアの大学に赴任していた頃
に、他国にあるキャンパスとの会議などに遠隔交流システムを利
用していた経験がある。そんな経緯もあり、現在もオンデマンド講
座や遠隔交流などの取り組みに積極的に関わっているが、早稲田
大学全体としては、まだ大きな流れとなっていないことを残念に感
じている。「一番の問題は教員の意識でしょう。まだまだ遠隔は対
面授業の添え物と捉える教員もいます。しかし、多地点を一度に結
ぶ、留学しなくても自分の国にいながら海外の学生と交流できるな
ど、遠隔でしか得られないメリットはたくさんあります」。
　将来日本語教師になる可能性のある学生たちに対しても、この
授業を通して遠隔教育の可能性を示したいという思いがある。「オ
ンデマンド授業や遠隔交流は、今後大学教員として必須のスキル
になっていくのではないでしょうか。新しいことを始めるときは、本
当にできるのか、学習効果がなかったら何か言われるのではない
かなどと萎縮しがちです。しかし、意欲的にチャンレンジして学生
のニーズに応えていくのは、教員の重要な使命だと私は考えてい
ます」。
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台湾・淡江大学との遠隔交流の様子。
淡江大学とは2010年より交流を実施している。

履修者による自己紹介コンテンツ。日本語教
育における反転授業の準備段階として、まず
は自己紹介コンテンツをCommonsを使い
制作している。

宮崎 里司
大学院日本語教育研究科教授



早稲田大学にはチュートリアルイングリッシュやCCDL（海外大学との遠
隔交流授業）など、リアルに英語を使うカリキュラムが用意されている。
それに加えて、「一般の語学授業にも変われる部分があるのでは」という
問題意識を持った山口講師は、1年生の英語の授業に「英語でプレゼンを
する」というスタイルを取り入れた。Course N@viの機能も積極的に活
用することで、学生主体の対話型授業が効果的に実践できているという。

英語の授業で、学部の教養的内容を
プレゼンさせるCourse N@viの
併用で発表スキルとコメント力も養う

テキストの内容を英語でプレゼン
「人に教える」プロセスで理解を深める

　今回、山口講師がプレゼン型を導入したのは、社会科学部の1年
生以上を対象にした英語科目だ。2014年度の春学期は従来通り
講義型で授業を行ったが、秋学期は学生によるプレゼンを中心と
した授業に変更した。
　プレゼンの内容は、基本的な経済現象を扱った英語のテキスト
を題材に、その要旨を自分なりに理解し、スライドを使って他人に
分かるように英語で解説するというものだ。「社会科学部の英語授
業であることを意識して学部の内容に関連した題材を用い、英語
を使うことを学んでほしいと思いました」。
　テキストの英語は難易度の低いものを選んでおり、発表中に使
用する英語もあまり細かい文法ミスなどは指摘しないようにして
いる。一方で、テキストに収録されている確認問題についても解説
することを課しているため、内容自体は深い理解が求められる。
「学生には、＜人に教える＞ということを意識させています。人に教
えるには自分が十分理解していることが不可欠になるからです」。
　発表は5人程度のグループで行い、持ち時間は20～30分程度。
1回の授業時間内に2班ずつが発表する。途中でグループを再編
成し、学期を通して各学生が約4回ずつの発表を行う。発表をグ
ループ単位で行うのは、他人と協働してひとつの作品を作るとい
う経験を積んでもらうためだ。「単に段落ごとに担当を分担してつ
なぎ合わせるだけではなく、メンバーでディスカッションするなど
グループならではの発表をすることを強調しました」。

チャットやレビューシートから
学生同士でコメントし合う

　この授業では、プレゼンスキルを向上させるために、聞いている
側の学生にもタスクを課している。話の内容だけでなく、プレゼン
の仕方にも注目を促している点が特徴だ。
　発表中、そのグループ以外の学生はPCでメモ帳やワードなどを
立ち上げておき、発表しているグループの一人ひとりについて、良
いところと改善すべきところをメモしておく。「グループ単位で評

価させると『よかった』『うまかった』などコメントが雑になりがちな
ので、発表している個人の単位で評価させました」。
　良いところについては、Course N@viのチャット機能からリア
ルタイムに入力するというシステムも取り入れた。あえて良いとこ
ろに限定したのは、発表者のモチベーションが上がって、場が盛り
上がる効果を期待してのことだ。書き込まれた発言に対して共感
できる箇所があれば、教員からもコメントを入れるようにした。
　さらに、各自が書き留めた良いところと改善点は、授業終了後に
レビューシートから提出させる。教員はこれをチェックし、誰のコメ
ントか分からないようにした上で講義用のフォルダにアップロード
して公開した。コメント自体は点数化しないものの、平常点として
加味するようにしたこともあり、学生たちは真剣に意見を書いてき
たという。
　学生同士が互いに評価し合うというこのシステムは、他の学生
の意見を参考にするだけでなく、コメントをつける力を育むという
意図も込められている。他の人と比べてどんなところが良かったの
か、あるいは前回と比べてどんな点が良くなったのか、など具体的
な点を挙げて褒める。改善すべき点についても、自分が人に言わ
れたらやってみようと思えるような言い方を考える。こうした点に
留意するよう伝えつつ、レビューシートのコメント機能を使って、コ
メントの付け方に対しての個別アドバイスも行った。「学生同士で
コメントし合うという作業は自分自身の発表の仕方について振り
返る機会にもなります。教員が一方的にこういうプレゼンがいいと
教えるよりも、学習効果は高いと感じています」。

最終目標は
学部の基礎内容を英語で説明できること

　こうした作業を繰り返すうちに、学生のコメント力は上がってい
き、さらにプレゼンスキルの向上もめざましいものがあったという。
「この授業を通して、英語を使うことの自信や度胸は確実についた
という手応えを感じています」。
　4回のプレゼンのうち評価の対象となるのは最終回のみとし、萎
縮せずに発表できるように配慮した。評価のポイントは、聞いてい
る人たちとインタラクションを取りながら堂々と話しているか、言

いたいことが伝わっているか。また、プレゼンの最後にはオリジナ
ルの問題も出題させるが、安易すぎず、難解すぎず、自分たちのプ
レゼンを聞いたからこそ答えられるような質問を設定できている
か。最終的には、「人に教える」ということに成功したかどうかが重
要なポイントとなる。
　学期末の試験では、テキストに出てきた内容に関する用語説明
を英語で書かせる問題を出題した。「普段授業でやっていることと
最後に問うことが異なっていたのでは、学生は授業への意欲がわ
きません。最終目標は、経済の常識となる教養としてテキストの内
容を英語で説明できるようになることに設定し、そこを目指して学
ぶように伝えました」。
　プレゼンの模様はビデオで録画し、Course N@viにアップロー
ドしておいた。自分たちの発表を客観的に振り返って欲しいという
意図によるものだ。「録画していることで適度な緊張感を持てたの
はよかったと思っています。ただ、自分の映像を見るのは気恥ずか
しいのか、あまり積極的に見ようとしない学生もいたようです。録
画したものをどう活用すれば振り返り効果を引き出せるのか、もう
少し考えてみたいと思っています。ひとつのアイディアとしては、
学期始めに録画した映像を学期の途中や最後で見返すことで、自
分の成長を自覚する機会にしたいとも考えています」。

無記名アンケートを活用し
学生の声を教員の成長につなげる

　今回は実験的な試みということもあり、山口講師はこの授業形
態について学生たちの感想を尋ねるアンケートを実施した。その
結果、従来の講義型の授業よりもプレゼン中心の授業スタイルは
役に立ったとの回答が大多数だった。学生同士でコメントをつけ合
うことについてもおおむね高評価であった。同時に、ごく少数では
あるが、「もっと教員からのアドバイスが欲しかった」など不満の声
もすくい取ることができた。
　「Course N@viのアンケート機能は匿名でできるのがいいで
すね。誰が回答したのか分かる状態では、成績には関係ないと言っ
ても奇譚のない意見は書きにくいでしょうから」。山口講師は、以前
から学生の声を聞くことに積極的だ。「普段からいろいろ書かせる

習慣を付けておくと、自分が学んだことを整理し、何かに気付く
きっかけになります。教員にとっても、こうした無記名アンケートは
成長のための貴重な機会だと捉えています」。
　学生からのフィードバックも考慮した上で、来年度はもう少し英
語を鍛えるという面を重視して、プレゼンの原稿作りの説明を強化
することを検討している。「たとえばリアルタイムにPC画面をスク
リーンで見せながら、テキストをプレゼン用の原稿に書き換える手
順を解説するなど、PC教室ならではの工夫ができそうです」。
　今回、山口講師は、学部のカリキュラムと連動してできることは
何か、同じ場所に20人30人という学生が集まる場にふさわしい授
業の進め方とは何かということを考えた。その結果たどり着いた
のが、グループによるプレゼンを中心にした学びというスタイル
だった。「一番大事なのは学生が中心になってやるということで
す。従来型の＜教える＞という講義は今後コンテンツ化され、何度
も試聴されるのはごく良質のものだけになっていくでしょう。教育
の中心は、いかにして人と協働するか、どんなアイディアを出せる
かというところにシフトしていくのだろうと感じています」。
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各自が書き留めた「良いところ」と「改善点」は、
授業終了後にレビューシートから提出。教員が
チェック後、講義用のフォルダにアップロードし
て公開。学生のアンケート結果からも評価を得
られた。

学生プレゼン。学生主体の授業を目指すため
に、その過程でICTを効果的かつ積極的に活
用。聴衆に対し、「伝える」と同時に「教える」こ
とを意識させる。聞いている学生には「良いと
ころ」をリアルタイムでフィードバックさせるこ
とでモチベーション向上の効果。

山口 高領
社会科学総合学術院講師



ICT機器を導入した授業を行う場合には、それを利用することによって授
業の質をいかに向上できるかという視点が不可欠だ。山名教授は、質問
に対する学生からの解答を瞬時に集めて分析することのできる“クリッ
カー”を、グループディスカッションを活性化するために利用し、学生の主
体性を引き出す効果を得ている。

クリッカーの導入で議論を
活性化　理系の分野でも
対話型授業が可能に

専用端末のボタンを押すだけで
解答を即時集計、表示する

　早稲田大学では、アジアのリーディングユニバーシティを目指す
ための中長期計画として「Waseda Vision 150」を策定してい
る。山名教授の事例は、この中でも唱われている「対話型、問題発
見・解決型教育への移行」を意識したものだ。
　『情報検索 / Information Retrieval』は、すべて英語で行われ
ていることもあり、履修している20数名の学生の半数は外国人留
学生だ。例年、授業では積極的な発言を求めているものの、質問し
たり自分の考えを述べたりするのは一部の学生に限られてしまって
いた。英語を使用するという事情もあり、特に日本人学生の発言が
少ないことが気になっていたという。
　この問題を解決するために取り入れたのがグループディスカッ
ションであり、それを促進するツールとしてクリッカーを導入するこ
とにした。クリッカーとは、学生一人ひとりに配布したリモコン形式
端末のボタンを押すことで、教員が出題した選択問題に解答させる
というものだ。解答内容は瞬時に教員のPCに転送され、専用のア
プリケーションによって集計が行われる。その結果が表示された画
面を教室のスクリーンに映しだすことで、教員も学生もその場です
ぐに確認できる。学生の端末から送られたデータを受信する機器は
教員のPCにUSBで接続する。端末と受信機の間の通信はダイレ
クトに行われるため、ネットワークに接続する必要はない。つまり、
PC1台とスクリーンさえあれば、どこの教室でも利用が可能だとい
うことだ。

クリッカーによる解答をディスカッションに
つなげる　－ピア・インストラクション－

　この授業では、出題された問題に対し、まずは各学生が一人で考
えた答えをクリッカーから解答する。映し出された結果を見ながら
教員がコメントを加えた後、4人程度のグループに分かれて学生同
士で話し合う。自分は何番の解答を選び、その論拠は何なのかと
いった意見の交換を行った後、話し合いの内容を踏まえて各自が同
じ問題の解答を再検討し、クリッカーから送信する。このとき、グ

ループ内で解答をすり合わせることはせず、あくまで各個人の考え
で解答する。その結果を即時公開した後、改めて教員が解説を行う
という流れになっている。この一連の流れは、学生同士で能動的に
議論を行うという意味で「ピア・インストラクション」と呼ばれてお
り、海外ではその学修効果が実証されている。なお、解答と議論に
全員が参加することが目的なので、解答の正解率は成績に反映し
ないこととした。
　グループで話し合っている様子を見ると、全員の前では発言をた
めらっていた学生も、少人数の安心感からか、ディスカッションには
参加していたという。その結果、授業の回数を重ねるにつれて、全
体の授業でもより能動的に参加する学生が増えた。「講義だけの授
業を行っていたときと比べると、積極的に参加しやすい雰囲気を作
る効果があったようです」。
　この授業の進め方について学生に尋ねたアンケートでも、「積極
的に取り組めた」「ディスカッションで知識が深まった」「モチベー
ションが上がった」「英語力が上がった（日本人学生対象）」などの設
問で肯定的な評価が多いなど、学生たちの満足度も高かったよう
だ。実際に、学期途中で授業をドロップアウトした学生（＝履修登録
をしたものの最終試験を受けなかった学生）の割合が、「昨年度の
それと比べて約30ポイント低下している」ことからも、学生たちの
満足度の高さが窺える。また、クリッカーというツールそのものにつ
いても、「匿名なので安心して参加できる」「集計結果がすぐに見ら
れて面白かった」と高評価だった。

議論を喚起するように
設問の仕方にも工夫

　今回の試みは、人事部の職員研修の一環として教職員協働で
行ったという経緯がある。そのため、端末の配布や回収など教場で
協力を得たのに加え、どんな利用の仕方をしたら授業を改善できる
かという点も職員と相談しながら準備を進めた。
　クリッカー自体は、以前山名教授もWeb版クリッカー（専用端末
を使わずに、学生のスマートフォンからインターネット経由で解答さ
せる）を使ってみたことがあった。「スマートフォンを持っていない学
生は参加できないという問題もあります。また、大人数の授業の場

合には適当に答える学生もいるなど、単に使うだけではあまり意味
がないと感じました」。
　今回は、学生間の対話を促すために、クリッカーを用いたピア・イ
ンストラクションを授業に取り入れてみることを職員から提案され、
導入に踏み切った。「たとえば、あえて微妙なニュアンスを含んだ問
題にするなど、議論につながるような問題の出し方についても、職
員からアドバイスをもらいました」。
　クリッカーの使用は、学生の理解度がはっきり把握できるのもメ
リットだ。従来型の授業では、質問に対して真剣に考えるのは指名
された学生だけということになりがちだ。「クリッカーを使って解答
させることで、全員にきちんと考えさせるという意味でもとても効
果的でした」。
　同じ問題に何度も繰り返し解答させてその履歴を記録すること
で、話し合いを通じて学生たちがどのように考えを変えたのかを知
ることもできる。他人の意見に影響されて解答を変える学生、説得
力のある発言をする学生など個性も見えてくる。「こうしたデータを
元に、グループをまとめる力のある学生を各グループに分散させる
などグループ作りに反映すると、よりよいディスカッションにつなげ
られるかもしれません」。
　取材時点でまだレポートの採点が終わっていなかったが、「レ
ポートの結果とクリッカーからの解答履歴を総合して、関係を分析
してみたいと思っています」。

デジタルペンを使って
学生の思考プロセスを見る

　今回の授業では、もうひとつICT機器を使った新たな取り組みと
して、デジタルペンというツールも導入されている。デジタルペンと
は、紙に書いた内容をリアルタイムにPC画面に映し出せるツール
だ。デジタルペンには位置情報を読み取るカメラが内蔵されてお
り、小さなドットが印刷された専用の用紙に書くとその筆跡を動画
として記録し、PCの画面上に表示する。
　山名教授は自身の研究用に20本のデジタルペンを所有してい
たため、これを授業にも使ってみることにした。授業中に出題した
問題に対して、各自デジタルペンで解答を記入してもらう。教員は

目の前のPCの画面を見ているだけで、それぞれの学生が解答を
書いている様子を眺めることができる。「これを使うと、間違いや
すいところ、あるいはこちらが予期せぬところで勘違いをしている
など、思考の過程におけるつまずきの原因を発見できます。学生の
理解度を具体的に把握できると同時に、解答している途中で適切
なフィードバックを与えられるので、大きな学習効果があったと思
います」。

時間不足になった講義は
オンデマンドで補う

　ディスカッションを取り入れた授業スタイルに変えたことで、当
初予定していた内容を説明する時間が不足しそうになることも
あった。そこで、動画作成ツールCommonsを使って説明の部分を
解説する動画を作成し、オンデマンドコンテンツとしてCourse 
N@viにアップロードしておくこともあった。全員が必ず試聴するよ
うに、学期末のレポートに書かせる課題の一部を盛り込んでおくと
いう工夫もした。オンデマンドに関しては、出張などで教場に来られ
ない場合や、定期試験前の復習ビデオという形で、他の授業でも利
用している。「今後授業内でのディスカッションを増やしていくに
は、講義部分の半分ぐらいをオンデマンドに持って行くとスムーズ
に進められるかもしれません」。
　理系の授業では数字など答えが決まっていることも多いため、対
話が生まれにくいと思われることも多い。しかし、工夫次第で対話
型の授業も可能だということを示した事例と言えるだろう。「学生は
参加意識が高まって楽しいし、それは教える側にとってもとても喜
ばしいことです。オンデマンドも普及しつつある今、教場に学生と
教員が集まる意味は何なのかということを考える、いい機会になっ
たと思っています」。
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クリッカーを用いると回答結果が即時に集計
される。先生による解説が行われる。

一人ひとりのクリッカーによる回答や3,4人
のグループディスカッションを通して先生の問
いに対して考えを深めていく。

山名 早人
理工学術院教授



スポーツ科学部で、「教育基礎論」や「スポーツ教養演習Ⅱ」などの授業を
担当する吉永准教授。教職協働研修のキックオフミーティングでwebク
リッカーを取り上げることとなり、受講生が200人を超える大規模授業と、
40人程度の中規模授業においてwebクリッカーを活用。その効果や意
義、現状での課題などについて考察した。

webクリッカーの活用で、
より深く考えさせる
参加型の授業を目指す

学生の考えや意見をリアルタイムに
把握できるwebクリッカー

　吉永准教授は、例年、所沢総合事務センターの新任職員と共に、ICTを活
用した教育に関する教職協働研修を行っている。2014年度は、専任職員
の中矢久善氏、曺　榮恩氏と研修を行うことになり、その中で何か新しい
ツールの導入に取り組もうということで名前が挙がったのが、スマートフォ
ンやタブレット端末を使い、学生の考えや意見をリアルタイムに集約できる
ツール「webクリッカー」だったという。
　実は吉永准教授は、以前から毎授業の終わりにリアクションペーパーを
学生に提出させることで、学生の授業に対する意見や学習ニーズの把握に
努めていた。「ただ、リアクションペーパーの場合、授業の終わりに書いても
らっても、その内容を反映できるのは次回以降の授業になるため、少し間が
空いてしまい、新鮮味がなくなってしまうという問題点がありました」。web
クリッカーであれば、授業中にその場で学生の声を集めることができる。
　「専用端末のクリッカーは、貸し出しの手続きや配布・回収の手間があり、
授業のマネジメントの観点からもあまり使用する気にはなれませんでした。し
かし、各自が持っているスマートフォンで使えるwebクリッカーであれば、配
布や回収の手間がかからないことから、ぜひ使ってみたいと思いました」。
　そこで、200人を超える学生たちが登録している大規模講義の「教育基
礎論」と、学生数39名の中規模講義である「スポーツ教養演習Ⅱ」の2つの
授業でwebクリッカーを利用した。そして、その効果や学生たちの反応に
ついての比較を行った。
　「中規模講義では、スポーツにおける体罰の問題を取り上げた回でweb
クリッカーを使ってみることにしました。あらかじめ作成しておいたパワーポ
イントのスライドに沿って授業を進め、『あなたは、運動やスポーツの指導に
おいて体罰を受けたことがありますか？』という問いと、『1.体罰を受けたこ
とがある』『2.体罰を受けたことはない』という2つの選択肢を示しました」。
　ここで学生たちにはwebクリッカーのアプリを起動させ、どちらかの番
号を選ぶ形で質問に回答してもらった。その結果はすぐにwebクリッカー
専用のページに表示され、前のスクリーンに映し出された。
　「この質問に対しては、受講生の約38％が過去に体罰を受けたことがあ
ると答えました。まず、この現実を学生たちに突き付けることに大きな意味
があります。体罰を受けたことがない学生たちは、今の時代に体罰がある
なんて思っていない場合が多い。でも現実には、同じ教室内に体罰を受け

た経験のある同世代がこんなにもいる。この事実を知ることは、体罰の問
題を考えていく上で重要な意味を持つことになります」。
　パワーポイントには、2006年度に実施した同様のアンケート結果のスラ
イドも含まれているが、当時のデータでは「体罰を受けたことがある＝
27.7％」。もちろん、このような過去のデータを示すだけでも、スポーツ指
導の現場には体罰があることは伝えられる。しかし、今まさに同じ時間を共
有している仲間たちの経験を知ることで、体罰の問題をより身近な、自分た
ちの問題として考えられるようになると吉永准教授は語る。続いて、再び
webクリッカーを使って、体罰を肯定するか、否定するかを尋ねると、「さす
がに体罰を肯定する学生はいませんでしたが、『どちらでもない』が2割ぐら
いいて、体罰の問題の根深さ、難しさを学生たちも感じたのではないかと
思います」。

「自由記述」の機能で、他人の意見を知り
批判的な思考力が高められる

　さて、webクリッカーには、専用端末タイプのクリッカーにはない機能が
ある。それが「自由記述」の機能だ。続いて吉永准教授は、なぜ体罰を「否定
する」、あるいは「どちらでもない」と考えるのか、その理由をwebクリッ
カーの自由記述欄を使って入力させたという。
　「入力した意見は、教室前方のスクリーンに次々と表示されていきま
す。それを見て学生たちは、体罰に対するさまざまな見解があることを知
ることができます。多くの考え方に触れることで、他者の意見を認めたり、
自分の意見により深く向き合ったり、批判的な思考力を高められるように
なります」。
　当初は、前述のとおり、webクリッカーの「学生の意見を即時に集められ
る」部分に最も注目していたという吉永准教授。だが、意見を素早く集約で
きることと同じくらい、「学生にとっては、他者のさまざまな考えを知ること
ができるという点が、とても重要ではないかと感じました。他者の意見を認
め、他者を尊重する態度の形成にも役立つのではないでしょうか」。
　webクリッカーの教育的な効果については、今後利用を続ける中で継続
的に検証する必要があると吉永准教授は話すが、「一度トライしただけで
も、ある程度の効果はあったと感じています」。事実、授業の最後に学生た
ちに取ったアンケートでも、「気楽に意見を出して、同時にほかの人がどう
考えているかも知ることができた」「授業に興味が湧き、積極的に参加した

くなった」などクリッカーの効果を指摘する学生たちが多かったという。
　「実は、今の学生の中には、自分の意見をはっきり言えない人が少なくあ
りません。しかし、webクリッカーなら匿名性が高いので意見を出しやす
い。たとえば、最初はwebクリッカーを活用して気軽に意見を出すようにし
て、慣れてきたところでwebクリッカーがなくても直接意見を言えるように
していく…といった使い方もできるのではないかと考えます」。

大規模講義と中規模講義では、
webクリッカーの効果に差があるか？

　ところで、webクリッカーの使用に関する学生へのアンケートでは、意外
な回答結果も見られたという。まず、「webクリッカーを他の講義でも導入
してほしいと思いましたか？」という質問では、「そう思う」と「どちらかとい
うとそう思う」の合計が、大規模講義では90.8％、中規模講義では83.1％
に達し、ほとんどの学生がwebクリッカーの利用に肯定的だった。その一
方、「webクリッカーを使用することで先生とコミュニケーション促進になっ
たと思いますか？」という問いに対しては、大規模講義のクラスでは「そう
思う」と「どちらかというとそう思う」の合計が80.0％だったのに対して、中
規模講義では67.8％にとどまった。また、「どちらかというとそう思わない」
と答えたのは、大規模講義が1.5％だったのに対して中規模講義は12.9％
と、やや高めの数値が示された。
　その理由として、中規模授業の場合は、もともと学生と教員との距離が
近いため、普段からコミュニケーションが取れていたと感じる学生が多かっ
たためではないかと吉永准教授は推察する。
　「特に、私の授業では普段から対話を重視した授業を行っていますし、学
生には頻繁に声をかけて意見を求めるように心がけています。そのため、
webクリッカーによってコミュニケーションがより促進されたとまでは思わ
なかった学生たちがけっこういたのかもしれません」。
　webクリッカーを使うとなると、大規模講義でも中規模講義でも、次のよ
うな手順が必要になる。「適当なタイミングで学生たちにスマートフォンかタ
ブレットを机に出してもらい、アプリを起動させます。その間に教員側も
webクリッカーの専用サイトへアクセスして、割り当てられたアクセスキー
を学生たちに入力してもらいます」。この間、どうしても3分程度の時間がか
かってしまうという。
　「手間を考え合わせると、中規模講義の場合、大規模講義よりはwebク

リッカーを使う効果は小さいかもしれないという印象も持ちました。ただ、
これはあくまで私の授業の場合であって、普段、それぞれの先生方がどの
ように授業を展開されているかによっても変わってくるとは思います」。

webクリッカーで指導方法が広がる、
今後は機能の改善にも期待

　現段階では、webクリッカーには使い勝手の面でまだいくつかの課題が
あり、検討すべき点もあると吉永准教授。そのひとつが、自由記述の際の表
示のされ方だ。「コメントが追加されていくと、古いコメントは消えていって
しまいます」。また、数字を選んで回答する場合、二択や三択であっても表
示される数字は常に1～10まであり、そのいずれも押すことができる。その
ため、選択肢ではない番号を間違って押してしまう学生もいたという。
　ほかには、従来型の携帯電話（いわゆる「ガラケー」）を使用している学生
もいるため、webクリッカーを使った授業ではそうした学生は参加すること
ができない。「教育機会の均等という観点からいえば、あまり望ましいこと
ではないかもしれません。ただ、webクリッカーを直接評価に使わないよう
にすることで、対応は可能かと思います」。
　さらに、所沢キャンパスの一部の教室ではネット環境が不安定なところがあ
り、webクリッカーを起動してもなかなかつながらないケースがあるそうだ。
　「こうした課題を解決していければ、webクリッカーは授業でもっと有効
に活用できるツールになるのではないかと思います」。
　今回は、「トライアル」という形でのwebクリッカーの利用であったが、実
際に活用してみて、その効果を実感した吉永准教授は、2015年度の授業
でも積極的にwebクリッカーを活用したいと考えている。
　「いまイメージしているのは、2015年度の『教育基礎論』の第一回目の
授業です。webクリッカーを使って、小学校から中学、高校と教育を受けて
きた中で、学校教育において問題と感じていることを受講生に自由に書い
てもらいます。そして、それらの回答を見ながら、学生が疑問に感じている
ことや、これから学びたいと思っている内容を具体的に把握し、どのように
授業を展開していくのかを考えていくつもりです。もちろん、webクリッ
カーだけで学習成果を上げることはできません。しかし、新しいツールが活
用できることで指導法のバリエーションも広がりますから、そのチャンスを
うまく活かしながら、学生達が主体的に学べる参加型の授業を目指してい
きたいですね」。
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webクリッカーの回答表示画面。「あなたは、運
動やスポーツの指導において、体罰を受けたこ
とがありますか？」という問いに対し、体罰を受
けたことがある学生が38％、体罰を受けたこ
とはないという学生が62％という結果だった。
＜選択肢＞
１．体罰を受けたことがある。
２．体罰を受けたことはない。

次の「あなたは、運動やスポーツの指導
における体罰についてどのように考えま
すか？」という問いに対しての回答。1件
選択肢外の番号が押されてしまったが、
体罰を肯定する学生はいなかった。
＜選択肢＞
１．肯定する。　２．どちらでもない。
３．否定する。

大教規模授業でのクリッカー利用の様子。ス
ライド内に回答ページのURLを記載したり、
アプリからアクセスするようアナウンスし、回
答させる。

吉永 武史
スポーツ科学学術院准教授



オンデマンドを授業に取り入れるケースにはいくつかのパターンがある
が、この事例では15回のうち半分の8回分をオンデマンド化するという
方法を採用している。きっかけは教員の個人的な事情で関西在住となっ
たことだったが、実施してみると、授業構造を整理し直し、授業の質を高め
る結果につながったという。

オンデマンドと教室授業を組み
合わせることで15回全体の
授業を機能的に構成できた

育児と地方在住というハンディを
オンデマンドで解決する

　米岡講師が担当しているのは、経営的な視点から教育を捉える
「教職研究Ⅸ（教育経営）」という授業だ。以前は全15回の授業を
すべて教場で行っていたが、2014年度秋学期は約半分をオンデ
マンドで視聴させる方法を導入した。「一番の理由は、2014年4月
に出産をするなどの事情もあり1年間関西に住むことになったた
めです。毎週上京するのは大変だなと思っていたところ、Course 
N@viの事例集を見て興味を持ちました」。
　米岡講師が注目したのは、「一部にオンデマンドを導入して教場
での授業回数を減らすことで、海外出張時も補講にしなくてすむ」
という事例だった。
　検討の結果、教場で行うのは7回とし、残りの8回をオンデマンド
化することに決めた。元々この授業は教員が講義を行う部分と、学
生同士が話し合うグループワークの部分とで構成されていたた
め、講義部分を取り出してオンデマンド用の映像に収めておくこと
にした。以前から、話し合いの場では生き生きとしているのに、講
義の時間は退屈そうに見える学生もいるのが気になっていた。
せっかくの教場に集まる時間は最大限話し合いに当てることで、
学生たちの意欲も向上できるのではという期待もあった。

オンデマンドは自宅で収録し
夏休み中にすべてのコンテンツを完成

　準備は、まず授業全体の構成を見渡して、どの部分を切り出して
オンデマンド化するかという組み立てを考えるところから始めた。
これを2013年の年度末までに終えて4月に出産。その後はオン
デマンド用のスライド作りや映像の収録に取り組んだ。これらの作
業は、動画作成用ツール「Commons」を用いて自宅で行い、夏休
み中までに撮り終えた。つまり、すべてのコンテンツが完成した状
態で秋学期の授業をスタートしたことになる。
　オンデマンド用の映像は1回分の授業内容を3～4つに分割し、
1つのコンテンツにつき10～20分程度とした。「学生がひとりで
PCに向かって試聴する状況で集中力を保つには、そのぐらいの

長さに区切った方が見やすい」という職員のアドバイスに従った結
果だ。
　動画の収録は初体験だったため最初は予想よりも労力を要した
が、慣れてくると負担も軽くなっていった。「はじめは一気に録画し
なければと思い込んでいたので、途中で失敗すると最初からやり
直していました。しかし、スライドごとに一時停止すればいいと気
づいてからは要領よく収録できるようになりました」。この方法で
部分ごとに収録することを繰り返せば、1回の収録時間は5分、10
分単位で行える。新生児の育児中ということもあり、自宅での作業
は何かと予期せぬ事態で中断せざるを得ないこともある。その点、
細切れ時間を活用して取り組めたことは、大いに効率化が図れた
ようだ。
　話し方についても、当初は「きちんと話さなければ」というプレッ
シャーを感じていたが、だんだんと普段教場で話しているときと同
じような感覚で自然に取り組めるようになった。「後半は、１回に収
録する5分程度の内容を押さえておけばよいので、ざっと資料を確
認して話すことをなんとなく把握する程度の準備で、流れに任せ
てその場で話せるようになりました」。慣れてからは一気に作業が
進み、全8回分のコンテンツをほぼ1カ月で収録し終えたという。

教場でグループワークをした後に
オンデマンドで知識を定着させる

　授業開始後は、各回の授業終了後にレビューシートを使って学
生たちに課題を提出させ、出席の代わりとした。1回分のオンデマ
ンド教材は複数のコンテンツで構成されているが、指定した順序
通りでないと再生できないように設定しておいた。最後のコンテン
ツに含まれる課題だけを見て終わらせてしまうことを防ぐためだ。
　レビューシートは教場のみで授業を行っていたときも毎回提出
させていたが、以前は1回の授業内に講義部分とグループワーク
部分が混在していたため、グループワークについての感想が多
かった。「オンデマンドでは純粋に講義についての理解度や感想の
フィードバックが得られたのは収穫でした」。
　始める前は、オンデマンドのコンテンツをどの程度学生がきちん
と見るのか、また、途中で脱落する学生が増えるのではないかとい

う不安も感じていた。しかし、実際には危惧していたほど視聴率が
低下することなく、しっかり試聴しているという印象だったという。
　そのカギと言えそうなのが、オンデマンドと教場との組み合わせ
方の順序だ。たとえば、自分たちが経験した小中高の学校生活で
はどんな行事があり、そこで教員たちはどんな仕事をしていたか
ということについて、教場でそれぞれの体験を語り合う時間を持
つ。その後オンデマンドで、学校組織や教員の役割分担などにつ
いての教員の講義を聴くという流れだ。
　これは、「単なる知識としてのインプットではなく、自分の体験と
リンクする生きた知識として学んで欲しい」という思いによるもの
だ。「知識の部分を先に話すと学生たちは聞き流してしまいがちで
す。しかし、自分たちの学校生活を思い出して、その裏にはどんな
意図や役割、制度があったのか想像してみるというグループワー
クを先にした上でオンデマンドを見ることで、知識の部分もよりス
ムーズに理解が進むと考えています」。
　また、オンデマンドと教場授業とのつながりも意識するように心
がけた。たとえば、教場授業の冒頭では、前回のオンデマンド視聴
後にレビューシートで寄せられた学生の意見も紹介しながら、オン
デマンドで説明した内容について補足するようにした。また、演習
終了後には次のオンデマンドで扱う内容がどんな位置付けになる
のかを説明する時間も設けた。

教場は参加型に限定したことで
グループワークの質が向上

　オンデマンドの導入は、教場でのグループワークを活性化する
効果もあったという。「教場ではグループワーク中心」とシラバスに
明記したことで、参加型ワークを好む学生が多く集まってきたとい
うのだ。以前は、講義を聴くという受け身の姿勢で履修し、グルー
プワークへの意欲が低いケースもあった。しかし、最初から基本は
参加型だと知った上で選ぶ意識の高い学生が増えたことで、グ
ループワークの質が向上するという結果につながった。
　授業の半分をオンデマンド化することは、参加する学生の側の
メリットにもつながっている。「前年度の授業では、就活や教育実習
で欠席するケースも多くみられました。オンデマンドならそんなと

きにも参加できるし、教場に来る回数を限定することで、学生の側
もスケジュールを調整して出席しやすくなったと思います」。

講義を8回に集約することで
授業全体をしっかり設計できた

　今回、講義部分を8回に集約したことで、授業全体の構造をしっ
かり作れたこともよかったと振り返る。「以前も学期始めに全体の
流れを考えてはいましたが、15回全体の構造やつながりを細かく
描くまでには至りませんでした。今回は教場1回講義2回を1セット
×4回を中心に考えたので、全体としての構成をうまく設計できた
ように思います」。
　この試みの最大の収穫として米岡講師は、自分の授業のやり方
を見直す機会を得たことを挙げた。「オンデマンドと教場とに分け
て構成したことで、教場で集まることの意義を改めて熟考するこ
とができました。教場だからできること、やりたいこと、大事にした
いことは何か。オンデマンドでもできること、その方がいいことは
何なのか。それを整理して、だから教場ではこれでやろう、こういう
やり方を導入しようなど、自分の授業の方法を見直すことができた
のは、大きな収穫だったと感じています」。
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学生は参加型ワークを経て講義を視聴することで理解度がより深
まる効果。教員はレビューシートでフィードバックを得て、教室授業
でフォローを行う。授業が有機的に循環する。

オンデマンドコンテンツはCommonsを活用し自宅にて
制作。講義部分をオンデマンドに置き換えることで、参加
型ワークとの棲み分けが明確になり質の向上に繋がる。

米岡 裕美
教育学部非常勤講師


