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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。

伊藤 宏美

大鹿 智基

日本語教育研究センター 非常勤講師

日本語作文の個別指導にCourse N@viを活用
発表時の録画を見返して改善につなげる
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本冊子は、2015年度「第４回 WASEDA e-Teaching Award」
にエントリーされた15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支援する3号館のCTLT Classroomにおける事例、動画コンテンツ

商学部 教授

「10分だけ反転授業」とWeb版クリッカーで
学生の理解度と定着率の向上が実証された

を活用した反転授業の事例、web会議システムを利用した事例等、ICTを活用した幅広いe-Teachingの取り組みが集
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まりました。
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

オマール・カーリン

堀井 俊佑

12
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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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WASEDA e-Teaching Awardの概要
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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。

政治経済学部 助教

少人数の演習授業でクリッカーを利用
学生の参加意欲・理解度が向上した

松山 泰男

14

政治経済学部 准教授

予習・復習、グループワーク、目的に合わせて
Course N@viの機能を選び、学習効果を上げる

星野 真

2016年3月

基幹理工学部 助教

国際コースとの共同授業開始を契機にオンデマンド
授業を導入。
演習時間の大幅増も増加できた

中村 理

グローバルエデュケーションセンター 助教

Course N@viの活用により
高い学習効果が望めるフルオンデマンド授業を実現

ディスカッション動画を使った反転授業で
研究倫理の問題を自ら考え対応力を養う

理工学術院総合研究所 次席研究員 基幹理工学部 助教

人間科学部 教授

Webクリッカーなどを活用して
大人数クラスで学生の主体性を促す

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。

大学院日本語教育研究科 教務主任

高安 亮紀・関根 晃太・森倉 悠介

創造理工学部 教授

Course N@vi上のオンデマンド授業で基礎内容を習得させ、
授業中に演習用の20分間を創出。念願のディスカッションが可能に

畠山 卓朗
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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

・ 戸田 貴子

大学院日本語教育研究科 研究科長

基幹理工学部 教授

Twitterの「投票機能」でその日の講義を全員で復習。
講義の活性化にもつながる

所 千晴

川上 郁雄

文学部 非常勤講師

会話録音の課題提出にFacebookを活用
データ共有やコミュニケーションにも重宝

酒井 哲也

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

国際学術院 日本語教育研究科

22

・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。

基幹理工学部 教授

先端的WEBツールに基づく授業を動画として
オープン化：知の分野で世界にアピールする社会貢献

26

エントリー期間
2015年11月2日（月）〜12月1日（火）

三神 弘子

毛利 貴美

国際教養学部 教授/国際コミュニティセンター長

Skypeの導入で海外の大学にも対象を広げ
外国人学生との言語・異文化交流の機会を拡大

28

日本語教育研究センター 准教授

Skypeを通じて海外の日本語教師の生の声を聴き
教科書や文献とは異なるインプットで理解を更に深める

審査
30

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、第3回
受賞者が審査を担当する。

山内 徹

・

グローバルエデュケーションセンター 非常勤講師

田辺 孝二

エントリー事例で活用されている
ICTツール紹介

グローバルエデュケーションセンター 非常勤講師

現地からのオンライン講義やCourse N@viを使った
グループ発表でITの利活用を実践的に学ぶ

32

①自己申告書（推薦書） ②教材

34

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。

※所属・資格は2015年度時点のもの
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③講義動画

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
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日本語作文の個別指導に
Course N@viを活用発表時の
録画を見返して改善につなげる
外国人留学生の中には、友人との会話は流暢だがきちんとした話ができ
ない、適切な文章が書けないというケースもある。そんな学生が自らの思
いを的 確 に 伝えられ るような日本 語 習 得を目指 す 授 業 に お い て 、
Course N@viやビデオ録画の活用が教育効果向上につながっている
という。

メールを併用した個別指導で
自分らしさを出せる文章力を養う
最近、英語だけで成立するコースも増えるなど、本学でもグロー

伊藤 宏美
日本語教育研究センター 非常勤講師

中間発表の様子。CTLT Classroomの固定カメラで収録を

履修者から提出された文章には、担当教員に

行う。発表内容はオンデマンド学習として学期中いつでも見ら

よって、
コメントや修正案が追記される。

れる。

ないままでは、
日本での自己実現の可能性が低くなってしまうと思

させ、ひとりずつ口頭練習を行えるようにしている。発表に使うエッ

さらなる充実を目指し、2016年度は1年間この授業を休み、補

うのです」。

セイを自分で声に出して読んでみたり、ボランティアに読んでも

助教材の制作を予定している。
「どんなレベルの人も、各自が参考

個別指導にはCourse N@viを通じたメールも活用している。手

らったりすることを通して、伝わる日本語が話せるように練習を行

になるものを自分で選べる教材があれば、
さらにエッセイが書きや

書きで書いたものをスキャンして添付してくる学生もいれば、
メー

う。
「それぞれの第一言語特有のなまりなど、学生本人は気づかな

すくなり、
もう一歩進んだ自立学習につながると期待しています。

バル化が進んでいる。その結果、留学生の日本語レベルにはかなり

ルとして直接送ってくる学生もいる。いずれの場合も、内容を添削

い点もあります。
ここで協力してもらうボランティアさんには、普通

教材はあらかじめCourse N@viにアップロードしておくのか、
タイ

のばらつきが見られるようになっているという。
日本語レベルが初

したりコメントをつけたりして返信する。
「メールのやりとりをしなが

の日本人が聞いて理解できるかどうか、感じたままを率直に伝えて

ミングを見て順次添付メールで公開するのか、今後検討したいと

級の学生を対象にしたこの授業においても、
日本に来てゼロから学

らその学生の人間性や感性を理解することで、その人にふさわし

あげてくださいとお願いしています」。

思っています」。

ぶという学生もいれば、会話はできるが初歩的な文章しか書けない

い言葉を選んであげたいと思っています」。

という学生もいる。そうしたレベル差の大きな学生に的確に対応す

中間発表終了後には、聞いていた学生が無記名で手書きのコメ

この授業で目指しているのは、単なる日本語能力の向上だけで

自分の写真を公開したり、感じたことを文章にして伝えたりする

ントシートに感想や評価を書いて提出する。
また、定点カメラで撮

はなく、それによって留学生本人のアイデンティティを確立するこ

というのは、ある意味非常にプライベートな領域となる。それを心

影した映像をCourse N@viにアップロードしておき、後日W

となのだと言う。頭の中で第一言語で考えた内容と発信できる日本

留学生対象日本語科目
「写真と文で「思い出ノート」
を作ろう２-

置きなくできるようにするためにも、
メールを使った授業時間外の

Spaceにおいて学生本人とボランティア学生や教員とでその映像

語能力とにギャップがあると、
自分の価値を十分理解してもらうこ

３」では、学生が自らスマートフォンや一眼レフカメラなどで撮影し

きめ細かな対応は、学生との信頼関係の醸造にも役立っているよ

を見ながら、
アドバイスを伝えている。

とから遠く離れてしまうためだ。
「深いことを考えているなら、それ

た写真を選び、それに関連するエッセイを日本語で書くということ

うだ。

るには、個別の指導が欠かせない。

こうしたプロセスで手直しを重ねながら文章を書き、発表する練

なりの表現力をつけてあげたいのです。今の自分らしさをふさわし

習を積むことで、期末の発表時には授業開始前と比べて大きな進

い日本語で表現できれば、それをもとに自分が形成され、
自分らし

歩がみられるという。

く、
この時間を生きるのだという自信がつきます。そういう成功体験

を繰り返していく。取り上げる内容や文字数に規定は設けず、学生

この授業では、定員35名の学生全員に対する個人指導を補うた

自身が好きな題材を選び、思ったことを各自のレベルに応じて好き

め、毎回2名程度の学生ボランティアに添削の補助をしてもらって

なように書けば良いとしている。

いる。
「ボランティアの学生さんには、少しでも不安や問題があれば

授業内に書きためたエッセイは最終的に「思い出ノート」
という

が一回でもあると、次からはスパイラル的に成功体験を重ねていく

最初の段階での学生の日本語レベル差が大きいため、全員に対

私を呼んでもらうようにし、難しい対応をさせないように配慮して

作品にまとめ、教員に見せ、感想を話しながら評価を受ける。授業終

ことができます。
この授業では、そのきっかけづくりができればと

して一律の講義をすることは非効率であり、
あまり意味がない。
「最

います」。授業終了後には簡単なミーティングを開き、その日の感想

了後には、希望者に発表内容を収録したビデオをCDにコピーして

願っています」。

初は自由に書かせた後、4週目ぐらいの授業からは全員に共有でき

や問題点を報告してもらっている。そして、次回の目標や気をつけ

渡す。
これらは、留学時の思い出と学習成果が一体化した記録とし

るような内容の説明をすることもありますが、全体としては学生一

ることをボランティア全員にメールで配信し、情報を共有している。

て学生の手元に残ることになる。
「自分の思いを自分の言葉で残し

人ひとりへの個別指導が基本となります」。
教員は学生の席を見て回りながら、書いた文章に対して個別に

「ボランティアをする学生にとっても、
日本にいながらにして留学し

たものは時間が経っても記憶に残ります。
さらに作品や映像として

たような雰囲気を感じられることで得られるものは大きいはすです。

残ることで、家族や友人にも留学時の体験を見てもらえるし、
自分

アドバイスを行うという形で授業は進行する。何も書けずにいる学

都合の合うときだけ参加する、遅刻も早退もOKという形で、負担

も楽しさがよみがえることでしょう」。

生には、
こちらから質問を投げかけることで、書きたいという気持

が大きくなりすぎないようにして、できるだけ多くの学生に参加し

ちを促していく。文章を添削する際も単に文法的なミスを指摘する

てもらいたいと思っています」。

のではなく、
どういう内容のことを言いたくて書いた文なのか、学
生の意図を丁寧に確認しながら、それにふさわしい日本語表現を提
案するようにしている。特に留意しているのは、表現できる日本語
レベルにかかわらず、各自が自分らしさを出すということだ。そのた

発表の様子をビデオで収録
客観的に見て話すスキルを磨く

レベルに合わせて選べるような
副教材をつくって提供したい
この授業は、以前は22号館で行っていたが、2014年度の秋学
期 以 降は3 号 館にできたC T L T （ C e n t e r f o r T e a c h i n g ,

書くスキルと並行して人前できちんとした日本語を話すスキル

Learning and Technology）Classroomで行っている。
「教室

を身に付けるため、授業中にスライドで写真を見せながら他の学生

を移動して変わったことは、大きなスクリーンが2つ使えるというこ

の前で発表する機会も設けている。7・8週目に行う中間発表、12・

とと、座席に自由度があることです。円卓形式にすることで、学生同

じることや思ったことをきちんと言語化できるということがとても

13週目に行う期末発表だ。発表を行う授業の前週、前々週の授業

士の意見交換もしやすいだけでなく、各自が集中しやすいという効

重要です。留学生たちは日本に来て異文化を体験することで、今ま

では授業で使用している3号館の教室の並びにあるグループ学習

果があるようです。
ガラス張りというのも非常に開放感があってリ

でにない新しい感性が磨かれているはずです。それを言語化でき

スペース
「W Space」
のブースを確保してボランティア学生を待機

ラックスした環境を体感できるのがいいですね」。

め、
どこへ行った、何を食べた、
などという単純な事実だけではなく、
そこで自分はどう感じ、何を考えたのかということを問いかける。
「自分らしさを見つけて自信が持てるようになるには、今自らが感

04
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「10分だけ反転授業」
とWeb版
クリッカーで学生の理解度と
定着率の向上が実証された
学生に予習を促し授業内容を充実させること、および大人数授業で双方
向性を取り入れることを課題と感じる教員は多いだろう。大鹿教授はそ
の解決のため、予習用の動画作成とWeb版クリッカーという方法を取り
入れ、その詳細を論文にまとめている。3年間に渡る試みの分析から見え
てきた成果と課題を伺った。

10分の予習動画で説明部分を強化し
クリッカーで演習問題の効果を上げる

大鹿 智基
商学部 教授

が高くなるという相関関係も見られた。

「基礎会計学」で使用している予習動画。早稲田大学の教材を
集めたwebサイト
「Waseda Course Channel」からも視
聴することができる。

だろう。

えそうなものをクリッカーで答えさせて確認してから小テストを行
えば、間違いやすいところも明確になり、学生の理解度は確実に上

しかし、予習動画を見てくる学生の割合が全体としては期待する

Web版クリッカーについても、その場でテキストを確認すれば正

ほど多くないこと、
しかも授業回数を経るうちに、閲覧率もクリッ

答にたどり着けるような単純な知識を問うものではなく、予習用動

大鹿教授が最初にこの手法を導入したのは2013年度秋学期に

カーへの参加率も低下してくるという課題も見えてきた。
「予習動

画で「誤りやすい事項」
と指摘した点に関する設問を増やすなどの

行った2年生以上を対象にする
「原価計算論」
という授業だった。理

画を見た学生ほど試験の得点が高いという結果も、実は予習に熱

工夫をした。

論の説明に加え具体的な話題も豊富に紹介したい、
さらに演習問

心な学生は元々まじめであるために成績がいいのかもしれず、予

クリッカーでの解答はあくまで全体としての正答率などを可視化

生は海外の学生と比べても圧倒的に勉強時間が不足していること

題も解かせたいとなると、
どうしても時間が不足すると感じていた

習動画を見たことが成績につながるという直接の因果関係は必ず

するために使っており、個人の参加率や正答率を成績に反映する

を憂えている。
「長期的かつ壮大な目標としては、
日本の学生の勉

のがきっかけだった。そこで、重要部分を解説した動画を収録し、
こ

しも実証できていないという点も、気になっていました」。

ことはしていない。当日スマートフォンを持っていない、
あるいは充

強時間をもっと長くしたいと思っています。そのためには予習動画

電切れなどの理由で参加できないケースも考えられるからだ。
「『こ

の時間をもっと延ばして、授業中にはもっと応用的な内容を盛り込

1年生の授業に取り入れ
予習の習慣付けを徹底させる

こは間違えやすい』
と指摘した問題について、実際に誤答率が高い

めるといい。
しかし、いきなり学生の負担を劇的に増やすことは無

という結果をその場で数字として見ることで強く印象に残ります。

理があるし、私の授業だけでやっても学生から避けられて終わりな

さらに、他の多くの学生は正解している問題を自分は間違えたと分

ので、少しずつやっていくしかないでしょう。
まずは、予習動画につ

れを予習として視聴してから授業に臨ませるようにした。
動画の長さは当初15〜20分で作っていたが、後半からは10分程
度に短縮した。その理由は「もう少し短くしてほしい」
という要望が
学生から寄せられたことに加え、予習用動画と教室での講義との
棲み分けについて考慮した結果である。予習用動画で扱う内容が

そこで、
これを検証してみる意味もあり、翌2014年度と2015年

いてもクリッカーについても、
もっと参加率を上げるにはどうする
か、
あるいはどうすればより効率的・効果的な使い方ができるか、
で

が減退する可能性が高いと感じたからだ。
「予習動画と講義で扱う

そのポイントは、
「基礎会計学」
という1年生の授業においてこのシ

ただ、効果的にクリッカーを利用するためには、それにふさわし

量のバランスは、学生によっても最適解が異なる難しい問題ですが、

ステムを導入したことだ。初年度の取り組みでは、そもそも学生の

い設問を考えるのに苦労しているという。
「会計の世界では常識だ

今のところは90分の授業の要点をまとめるにはこのぐらいがちょ

予習への意識の低さが感じられたため、大学における学習のあり

けれど世間の直感で考えると間違えてしまうという問題を提示で

うどいいと感じています」。

方にまだ先入観が少ないと想定される新入学生を対象にしたのだ。

きると教育効果が大きいのですが、すべての単元や項目で適切な

予習用動画の作成によって授業中の説明を簡素化できることで

さらに、初回の授業において、初年度の授業での取り組みで得られ

問題を用意するのはそう簡単ではありません」。

生まれた余裕時間は、Web版クリッカーを使った双方向型授業に

た予習動画の閲覧回数と成績との関係を見せることで「予習動画

充てた。
「大人数の授業ではどうしても受け身になりがちなので、多

を閲覧しないと良い成績を獲得できない」
という状況を周知した。

努力とは別に技術的な改善も望まれるという。
「現在学生は指定の

少能動的に自分の手を動かす仕組みを取り入れたいと考えました。

授業中に指名をして答えさせたときに明らかに予習動画を見てな

URLにアクセスしてアクセスキーを入力するという手間が必要で

クリッカーを使うことによって、出題した問題の正答率や、他の学生

いことが判明した場合には出席を取り消すということも伝えてお

す。面倒に感じると共に時間もかかります。
こうした準備の必要なく

がどんな解答をしたかを瞬時にグラフ表示で見せることができま

いた。

さっと回答できるのなら、1回の授業でほんの1、2問でも気軽に使

URLに接続して回答させるシステムである。従来型の専用端末を
用いたクリッカーと比べると、端末の配布や回収の手間が不要にな

その結果、初年度の試みと比べ、明らかに予習動画の閲覧回数
全体としての試験の成績も向上した。
予習動画の閲覧回数が上がったことについては、2013年度に

る上、選択式回答のみならず自由記述での回答も可能になる点が

はPCからしか視聴できなかった予習動画が、2014年度からはス
マートフォンからも視聴可能になったことも影響していると思わ

した。
自由記述欄が使えると、あらかじめ選択肢を用意しておく必

れる。

クリッカーへの学生の参加率を高めるという意味では、教員側の

えるようになるのですが」。

試験の出来具合は年度ごと・クラスごとのばらつきもあり得る

日本の学生は勉強時間が少なすぎる
将来的には海外並みに増やしたい
この3年間の取り組みを通して一番大きな収穫だと感じている
のは、学生の理解の定着率が上がったことだと言う。
「理解させるの
に必要な要素は項目や単元によっても異なるので、いろいろな手段

が、同じ授業を従来型の授業を行っていた2013年度と比べると、

を使い分けることは効果があります。予習動画で大事な点を取り出

がった」
「 従来型講義より内容が充実した」
という点での評価が高

2014年度、2015年度いずれも向上しているという結果を踏ま

して10分話したものと、事例も交えながら教場で話したことと、同

かった。
さらに、予習用動画の閲覧回数が多い学生ほど試験の得点

えると、
この取り組みによる学習効果が実証されたと考えてよい

じ話を2回聞けば定着につながるはずです。
さらに、その中で間違

初年度のこの取り組みは、受講生から
「動画が理解度向上につな
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きることから改善していきたいと思います」。

は高くなり、経時的な低下も少ないという結果が得られた。同時に、

メリットだ。
「この授業では主に計算結果を入力させる形で利用しま
要がないのが助かります」。

取り入れていきたいと考えている大鹿教授だが、そもそも日本の学

かれば、多少のプレッシャーになるだろうという効果も期待してい

度にさらなる改善を加えた取り組みを行った。

Web版クリッカーとは、学生にPCやスマートフォンから指定の

この手法の効果を実感し、今後は自身が受け持つ他の授業でも

ます」。

増えるほど教室講義で扱う内容の新奇性が薄れ、授業中の集中力

す」。

がっていると感じています」。
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会話録音の課題提出に
Facebookを活用データ共有や
コミュニケーションにも重宝
日本人学生は、基礎的な英語力はあっても会話を苦手とすることが多い。
そこで、
カーリン講師は特にリスニングとスピーキングの能力を強化する
ため、授業にICTを取り入れている。それを有効利用するために使用して
いるのがFacebookだ。教員と学生間のコミュニケーションにも役立っ
ているというその活用法と効果を伺った。

授業外での会話練習を課題にし
音声ファイルをアップロードさせる
以前から、
「日本の学生は英語で話すことが得意ではない」
と感

一人1枚ポスターを作成し、
プレゼンテー

オマール・カーリン
文学部 非常勤講師

テキスト
（左）
に記載されたテーマに基づき、

ションを行う。複数の学生が教室のあち

30分ディスカッションしたものをスマートフォ

こちで一斉に発表を行い、各発表者につ

ンで録音し、音声ファイルをFacebookアッ

き3人程度の学生が聞くというスタイル

プロードさせる。

で行う。

なく、
あえてFacebookを利用している理由は、
やりとりするファイ

必要はないので授業に忘れてくることもなくなります。電車内やカ

カーリン講師は、エントリー対象になっている必修の「English

ルの容量制限の問題に加えて、学生たちはFacebookの方が抵抗

フェなど、通常は教科書など見ない状況でも閲覧することも可能に

General Communication」
（ EGC）や選択の「English for

なく利用できると感じるからだ。

なります」。

Professional Purposes」
（EPP）
など、本学だけでも複数の授業

担当する授業では、
あらゆる用途でFacebookを活用している。

教科書や課題として見せる動画などのデータ用保存スペースと

を担当しているが、今回紹介したようなICTの活用は、すべての授

じていたカーリン講師は、担当する授業において特に「聞く」
「話

たとえば、授業時間内に伝え忘れたことを投稿で補足したり、課題

しては、Mediaﬁreというオンラインストレージを利用している。
こ

業で導入しているという。
「与える課題の内容やレベルは異なって

す」力の強化に重点を置いている。

として視聴する動画へのリンクを提示したりするほか、教室内の忘

れは一般向けのクラウドサービスのひとつだが、低料金で大容量

も、基本的なメソッドは共通です。いずれも目標は自信を持って英語

れ物を写真付きで投稿して持ち主を探したこともあるという。

データの保存と共有が簡単に行える点がメリットだ。

が話せるようになること。その意味でICTを活用したこの方法はと

そのための手法のひとつが、授業外で会話練習を行わせること
だ。学生同士でペアを組ませ、授業で取り上げたテーマについて

ときには、
自身が学生が旅行先で買ってきてくれたお土産を家族

授業では、動画で見た内容を元に、
自分でリサーチした情報など

ても効果的だと感じています」。

30分ディスカッションしたものを録音して、音声ファイルをアップ

で食べている写真を載せてお礼のメッセージを伝えるなど、授業と

をまとめて1枚のポスターを制作するという課題も設けている。そ

学生たちに直接授業アンケートなどを採ったことはないが、必修

ロードさせる。最近はほとんどの学生がスマートフォンを持ってお

は直接関係ない投稿をすることもある。Facebook上で「友達」
と

の際、事前に前年度までの優秀な作品の写真を見本としてアップ

の授業で履修していた学生が、その後選択の授業でも履修してく

り、
これを使えば録音もアップロードも簡単に行えるようになってい

してつながった学生については、その学生が自分のタイムラインに

ロードして見せるという用途にもFacebookを利用している。
「あ

るケースもしばしばあるという。
「それは私の授業が楽しかったとい

ることに着目したものだ。

投稿した日常の様子を見ることもできる。学生同士が
「友達」
として

らかじめ作品例を見せるようになってからは、学生の作品の質が向

うポジティブなサインとして受け取っています」。

上したと感じています」。

アップロードした会話の内容は真剣に取り組んだことを確認す

つながることでその後も交流を続けるケースもあれば、教員に質問

る程度で、そのレベルや内容について、教員からコメントや採点を

のメールを送ってくる学生もいる。
「Facebookを通じて個人的な

行うことはない。
「この課題で大事なのは自信を持って英語を話せ

関係を築けることで、
クラス内での絆も深まります。そして、私とい

学生はそれを見せながらプレゼンテーションを行う。
このとき、ひと

利用法を吟味すべきだと、
カーリン講師は考えている。実際にやっ

るようになること。文法などの細かいことは気にせずにとにかく話

う日本人ではない相手との交流を通して異文化と関わることで、英

りの発表を全員で聞くのではなく、6人の学生があちこちで一斉に

てみたものの、有効でないと感じてやめたものもあるという。
「授業

す練習をしてもらいたいと考えています」。宿題として設定するこ

語学習へのモチベーションも上がっているようです」。

発表を行い、その前で各3人程度の学生が聞くというスタイルを

時間内で一番大事なのは対面コミュニケーションです。ICTは授業

取っている。ひとり当たり10分で発表を行い、続く5分間で、聞いて

時間外でのやりとりに使うと効果的だと感じているので、そこで活

いた学生も交えてディスカッションを行う。それを終えると、聞いて

用していきたいですね」。

とで、授業時間外も利用して「英語で話す」機会を増やしたいとい
う狙いだ。

こうした意 味 でも、硬 い 印 象 のあるC o u r s e N @ v iよりも
Facebookの方が使いやすいのだという。

最初は
「自分には無理」
と不安がっていた学生たちも、3回ほどこ
の課題に取り組むうちに、次第に間違えることを気にせずに話せる
ようになるという。
「テーマはあくまで出発点で、話の内容は各学生
の関心に応じて好きな方向に展開してかまいません。早稲田の学
生の場合は、話すことが苦手と感じていても、基本的な英語力は十

ポスターは1枚の大きな用紙に完成させて教室の壁などに貼り、

いた学生は違う発表者のところ行き同じことを繰り返す。
これを2

クラウドとFacebookを併用し
課題用の動画を容易に共有

回行った後に発表者を交代するという形で、全員が発表を行う。
一般的にこのような発表を行う際は、
スライドを使いひとりが全
員に向けて行うケースが多い。
しかし、教育効果を考えた上で、
あえ

この授業では、
スピーキングに加えてリスニングの力を鍛えるた

てこの方法を採用しているという。
「ひとりずつ発表するのは時間

分あると感じています。彼らも自由に英語を話したいという気持ち

めに、英語の動画を視聴させ、ディクテーションに取り組んだり、そ

もかかるし、後ろの方で聞いている学生は参加意欲が低くなりま

はあるのに、今まではそれを練習する時間が不足していたのでしょ

の内容を元にしたディスカッションを行ったりする課題もある。
イン

す。
しかも、
スライドを使うと教室内が暗いため眠くなる学生もいま

う。
この方法はとても手軽なので、多くの授業で取り入れるといい

ターネット上にはさまざまな英語の動画があるが、講義の目的や

す。
この方法だと少数単位なので、嫌でもディスカッションに参加

と思います」。

テーマに合致する動画を学生自らがYouTubeやGoogle検索で

せざるを得ない状況になるのです」。

Facebookを使うことで
教員と学生の絆が深まる

見つけることはむずかしい。そこで、あらかじめ教員がいくつかの

また、各自が発表を2回ずつ行う点にも意味がある。
「ある研究に

候補を選び、Facebook上にそのリンクを記載しておくと、学生は

よると、語学の勉強には繰り返すことが有効だそうなので、その効

直接クリックするだけで容易に該当の動画にアクセスすることが

果も期待しています」。

できる。

アップロード先は、授業用に設定したFacebookグループを指定

Facebookには、
この授業で利用する教科書もアップロードして

している。非公開設定にしてあるため、教員と履修生以外はアクセ

ある。
フリーのデザインソフトを使って自作しPDFに変換したもの

スできない。Course N@viという本学オリジナルのシステムでは

だ。
「オンラインで閲覧できるようにすることで、教科書を持ち運ぶ
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ICTは従来の言語指導の限界を克服する一方で、ICTに頼りすぎ
てコミュニケーションがおろそかになるのは無意味であり、有効な

教場は対面コミュニケーションを重視
ICTは時間外の活動に活用する

科目ごとにFacebookグループを作成している。
教材や課題などがアップロードされる。
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ディスカッション動画を使った
反転授業で研究倫理の問題を
自ら考え対応力を養う
昨今、大学全体としても研究倫理に配慮した教育を行うことが求められ
ている。
この問題を一般的な知識ではなく自らの課題として捉えさせるに
はどうしたらよいか。
日本語教育研究科では、独自の教材と動画を使って
課題に取り組むという準備学習を設計。その上で教場にてディスカッショ
ンを深めるという反転授業を行ったところ、大きな教育効果が見られたと
いう。

動画とテキストによる準備学習で
ディスカッションが深化した
日本語教育研究科では、従来から修士課程や博士後期課程の学

国際学術院 日本語教育研究科

川上 郁雄

日研教員全員でテキスト作りと動画制作をした。

十分なディスカッションから生まれる気づきが、

編集作業など地道な作業も教員自ら担当する。

今後の学ぶ姿勢に活かされている。

大学院日本語教育研究科 教授

始まるため、十分なディスカッションを行う余裕がなかった。
しかし、
授業開始時からすでに基礎理解ができているため、時間的にも内
容的にも有意義な話し合いにつながったということだ。

日研生に特化した独自テキストで
自らの問題として考えさせる

日本語教育にもさまざまな領域があり、現場で出てくる課題も多

この反転授業のポイントは、単に動画を見るだけではなく、それ

して、
この授業を受けることが設定されているためだ。
しかし、博士
後期課程の学生の中には、国内外のさまざまな教育現場で実践を
行っているケースも多い。Course N@viを通して動画やテキスト
などにアクセスできるようにすることで、そんな遠隔地にいる学生

生に対して、授業や論文指導の中で研究倫理の教育を行ってきた。

岐にわたる。
「ディスカッションを通して異なるテーマを持っている

を踏まえて取り組む課題を設定したことにある。準備学習用の「日

に対しても同じように研究倫理教育を提供することが可能になる。

これをさらに充実させ教育効果を上げるため、研究科としての組織

学生同士が語り合うことによって、研究倫理という観点が、
日本語

研生のための研究倫理」
というテキストは、
日本語教育学の調査を

その場合は、事前学習を行った後、教場でディスカッションを体験

的な取り組みとして導入したのが、独自の講義動画・テキストと反

教育研究を行うさまざまな場面で必要になるのだと学べる機会に

実践するときに遭遇しがちな課題を具体的に取り上げているのが

する代わりにレポートを提出することになっている。
キャンパスに直

転授業だ。

もなりました」。

特徴だ。大学内にも研究倫理についての共通テキストや講義もあ

接来られない学生に対しても、
日本語教育研究に特化した研究倫

るが、他領域に関連する事例が多い傾向があり、
日研生にとっては

理をきちんと学べる環境を用意できるのは、
まさしくICT活用の成

直接参考になりにくいと感じていたと言う。
「日本語教育の研究内

果だ。

今回この方法を取り入れた
「日本語教育学演習1」
という授業は、
修士課程一期目の学生を対象にした必修科目である。同科の専任
教員10人全員が関わっているこの授業の中で、全員演習という形
で研究倫理をテーマに取り上げることにした。

臨場感を持たせた動画編集で
「自らの問題」
として考えさせる

容に特化したものを早急に作る必要があると感じ、独自のテキスト
を作成しました」。

「反転授業で重要なのは、動画を作って見せれば終わりというの
ではなく、そこから学びが生まれる仕掛けをどう作っていくかとい

まず2015年度春学期の授業でこのテーマを取り上げた際、学

予習用の動画は、受講生が単に視聴するだけの、一方向的な講

テキスト執筆に当たっては、禁止事項をマニュアル化するのでは

うことだと思います」。動画に加えて、独自のテキストや課題を併用

生同士のディスカッションを含めた授業の様子を、学生たちに了解

義形式にならないよう配慮した。具体的には、定点に据えたカメラ

なく、各場面での対応能力を身に付けることを促すように心がけた。

してディスカッションにつなげるという一連の組み立てが、学生の

を得た上でビデオに収録。秋学期にはこれを30分に編集したもの

による一律の映像ではなく、2台のカメラを導入し、撮影者が動きな

研究倫理の問題はグレーゾーンが多く、実際の現場ではその都度

主体性を引き出す効果を発揮した好例と言えるだろう。

をCourse N@viにアップロードし、授業の前に視聴させた。同時に

がら、発言者や聞いている学生の表情、手元にズームアップするな

自分で考えて判断する力が必要となるからだ。
「生身の人間を相手

「日研生のための研究倫理」
というオリジナルのテキスト、および

ど臨場感が伝わるよう工夫した。編集作業には教員自らが関わり、2

にした調査が必要となる日本語教育では、その人の立場に立って

「研究調査倫理ガイドライン」
「研究調査倫理審査申請書」
「申請書

台のカメラの映像をどう組み合わせるか、90分の授業のどの部分

考えるという視点が重要です。調査者としての自分の立場だけで

（取材対応

作成上の注意点」
という資料もPDFとしてアップロード。動画を視

を使うかなど、細かくこだわったと言う。
「教育効果を上げるにはど

はなく、その調査に関わるさまざまな人の立場を配慮すること。そ

務主任）

聴し、テキストを読み、課題に取り組んだ上で、実際に倫理審査申

の部分が必要なのかという判断は教員にしかできません。編集作

れを考えられる力をつけて欲しいと思っています」。

請書を書いてみるというところまでを、事前学習として学生に課す

業に直接関わることで、意図に合った良いコンテンツができたと満

ことにした。

足しています」。

さらに、研究倫理を考えることは、
自らの研究の質を高めるのだ
ということを伝えたい思いもある。
「『これはやってはいけない』
と

日本語教育研究科では2010年度より研究倫理調査委員会が設

こうした工夫により、動画を見ている学生はまるで自分がその場

置され、人に関わる調査を行う場合には必ず事前に申請をして承

に参加しているように感じられる。
さらに、単に教員が講義をするだ

よりよい研究ができる』
という、ポジティブなメッセージになるよう

認を受けることが定められている。そこで、
この授業では、研究や

けの動画ではなく、
自分たちも直接知っている先輩の学生が映って

配慮して作りました」。

調査を行う際には不可欠となる申請書の作成というプロセスを、事

いる点も、学生たちの関心を引く効果があったようだ。
「話し合いの

前学習の段階で体験させることで、他人事ではなく自分のこととし

様子から具体的なテーマが見てとれますし、研究倫理とは自分たち

てこの問題を捉えられるようにしている。

も真剣に取り組むべき問題なのだと感じるいい刺激にもなったよう

こうした準備学習後に教場でディスカッションを行ったところ、以

です」。

いうマイナスのアプローチではなく、
『こういうことに気をつければ、

遠隔地の博士後期課程学生にも
同等の研究倫理教育を提供できる

前とは大きな変化が見られたと言う。
「あらかじめ具体的な事例に

その結果、授業後の振り返りレポートは量・内容共に以前とは格

今回のこの反転授業の取り組んだ背景には、修士課程一期生の

ついて考え、それを踏まえて申請書を書くという作業までしてから

段の違いが見られるなど、学生が研究倫理を自ら問題として考える

学生に対し、研究計画を立てる段階から研究倫理について学んで

授業に臨むことで、非常にアクティブな理解が進み、学ぼうという

という点において、大きな手応えを感じているという。

欲しいという思いに加え、遠隔地にいる学生に対しても同じように

姿勢が醸成されたと感じました。その結果、教場でのディスカッショ
ンでは深い議論が生まれました」。
事前学習を導入する以前は、その場でテキストを配るところから
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日本語教育研究科 川上郁雄研究科長、戸田貴子教

研究倫理教育を提供したいという狙いもあった。
研究倫理を扱うこの授業は、博士後期課程の学生も参加できる
ようになっている。博士論文を提出するときの規定課題のひとつと
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Twitterの「投票機能」で
その日の講義を全員で復習。
講義の活性化にもつながる
学生にとって親しみ深いツールであるTwitterに、
「投票機能」が追加さ

Course N@vi には、
日英両方のスライドを用意。予習復習

れた。
「データベース設計」
を教える酒井哲也教授はこの投票機能を授業

に活用出来るほか、英語での専門知識の取得に つながる。

に取り入れている。学生同士が相談しながら選択肢問題に対する回答を
投票することにより、学生のエンゲージメントと授業のインタラクティブ
性の向上を狙っているという。Twitter機能の活用事例を中心に、
Course N@viの活用法を併せて紹介する。

正しい答えに投票するために
学生同士の議論が盛り上がる
早稲田大学で「データベース設計」科目を受け持った2014年度

酒井 哲也

Twitter の投票機能を活用

基幹理工学部 教授

N@vi で提出する課題の量が軽減するルール。

「学生の投票への参加率と正答率によって、Course N@viで提

投票への参加率と正答率によって Course

ていくと考えられます」。

出させる課題の量を軽減するというルールを設けています。
たとえ
ば学生の過半数が投票に参加して、
かつその過半数程度が正答し
た場合は、Course N@viの問題を2問から1問に減らしたり、
プロ

当初から、授業のたびに学生に課題を出し、CourseN@viのレ

グラム問題であればその一部分を教えて答えやすくしたりしてい

ビューシートで回答を提出させているという酒井教授。学生個人の

ます」。

「毎回課題を提出させることで、中間期や期末のテストといった
段階まで待たず、初期の段階から学生の理解や進捗の度合いを把

英語の苦手な学生のために
日英2カ国語のスライドを用意
新たにTwitterの投票機能を授業に取り入れた酒井教授だが、

握できるのが非常によい点です」。
学生には、
レビューシートの提出が一定回数以下だとF評価を付
けるとあらかじめ伝えてあるため、提出率は悪くないという。
さらに、
レビューシートには
「出席票」
の役目も持たせている。授業では出欠

理解度をリアルタイムで知り、個々の学力を伸ばすことに役立って

学生たちが投票問題やその前提となる講義に熱心に取り組むた

ICTツールとしてはCourse N@viを最も活用している。
「データ

は取らず、代わりに毎回の授業で
「ワンタイムパスワード」
を伝えて、

いるという。
「ただ、授業中に学生の積極性を引き出したり、学生間

めのインセンティブを与えているわけだ。ただ、
「学生たちは、課題

ベース設計」は、
スタンフォード大学のデータベースの講義に準拠

それを課題の回答と共にレビューシートに記載することで出席とみ

の協力を促したりするという面では、Course N@viは直接的な効

の軽減を望んでいるというよりも、Twitterの投票機能を面白がっ

した内容で、基本的に日本人学生を対象とした科目だが、授業中は

なしている。

果をもたらす手段とはなっていませんでした」。

てやってくれているのかもしれません」。

スライドも含めて英語のみが使われる。
しかしながら、
受講者の中に

そこで酒井教授が注目したのが、2015年10月からTwitterで
新たに導入された
「投票機能」
だ。

ところで、同じようにWebを利用する
「わせポチ」
とTwitterの投
票機能では、
どのような違いがあるのだろうか。

はそれほど英語が得意ではない学生もいるため、授業で使うスラ
イドは英語版と日本語版の両方を用意して、Course N@viにアッ
プしているという。

「私がTwitterのヘビーユーザーであることもあり、投票機能が

「わせポチは、誰がどの回答を選んだのかを特定することが可能

公開されると早速授業で使うことを考えました。大学の情報企画部

で、それを評価に結びつけることもできます。一方、Twitterの投票

での仕事も兼務していることもあり、
もともと
『わせポチ』のように

機能ではそこまで厳密なチェックはできません」。そのため、教員に

英語が苦手な学生は日本語で予習・復習したり、英語版と日本語版

授業中に学生に問題を出してその場で回答を集計できるツールに

よっては「わせポチ」のほうが便利だと感じるケースもあるだろう。

を見比べながら学ぶことができます」。

は興味を持っていました」。

しかし、酒井教授は個人の理解度はCourse N@viの課題で把握

「英語版とスライド単位で対応している日本語版があることで、

実際、
ノートPCに日本語版のスライドを表示させながら授業を受

「たとえば、
ある日のワンタイムパスワードは
『Yuzuru Hanyu』
というように、そのときの話題などから適当に決めています」。
Course N@viは初年度から活用しているのに対し、Twitterの
投票機能はリリースと同時に使い始めたばかりである。
「本当に効
果があったかどうかは、最後に成績を見て、授業アンケートで学生
たちの声を聞いてからの判断になると思います。ただ、少なくとも
『体感』
では、授業が活気づき、学生の集中力が高まったように思い
ます」。

しているので、学生個人を特定する必要は感じていないとのこと。

けている学生もいるという。
グローバル化が進む中、英語で専門知

他の人から選択式で回答を募るツイートを作れるというものだ。酒

「投票行動により学生の授業に対するエンゲージメントが高まり、

識を学ぶ必要があると同時に、社会に出たときには日本語で専門

井教授は、授業終了の約10分前にTwitterで簡単な問題を出題し

授業にインタラクティブ性が生まれ、議論が活発化してクラスが全

用語を知っておくことも大切だと酒井教授。その意味でも、2カ国語

「授業の最後と決めないで、
もう少し出題のタイミングにバリエー

て回答してもらうことにした。投票機能のリリース当初は二択しか

体として向上していけばそれでよいと考えています」。

で授業のスライドを用意しておくことは学生たちにとってプラスに

ションを設けてもよいと考えています。90分の授業時間は長いの

なると考えている。

で、学生の集中力を維持するためにたまには開始から30分したら

Twitterの投票機能は、アカウントを持つ人が質問を作成して、

用意されていなかったが、その後最大四択まで可能に。現在は、必

Twitterは、多くの学生が利用していて親しみやすいツールでも
ある。
また、
「学外の人に、早稲田大学がTwitterの投票機能で教育

「スライドは、学期の初めに全講義分をすべてCourse N@viに

的な試みを行っていることを知ってもらうことも可能です」。逆に、

アップしていますので、
やる気のある学生は自分でどんどん予習を

いる。学生たちはその日の授業内容を振り返りながら、正しい答え

アカウントさえわかれば、授業の参加者以外も投票できてしまうと

進めていくことが可能です。
また、一度アップした後も、授業での学

を出すために自然と議論をすることになる。

いう
「短所」
もある。それを回避するために、酒井教授は投票を受け

生の反応などを見て多少加筆修正を行った上で、授業前には最新

「議論のためにグループを作る、
といった指示までは出していま

付けるつぶやきにはハッシュタグ
（データベースの12回目の講義な

版を改めてアップするようにしています」。

せんが、
ピア・インストラクションと似た効果が生まれているのは投

ら
「♯DB12」
など）
と選択肢（a, b, cなど）のみを記載し、部外者が

票機能を取り入れてみてよかった点ですね」。

答えることのないようにしている。Twitterで投票する問題自体は、

要に応じて四択問題まで出している。
出題後は、数分間「隣の人と相談してよい」
という時間を設けて

授業中に口頭で発表する。

投票問題の参加率と正答率で
Course N@viの課題の量を調整
また、学生のTwitterへの積極的な投票を促すために、酒井教授
は実施にあたってある工夫を施している。
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「問題点としては、Twitterはデータベースの規模が大きく、投票
が反映されるまでに若干時間がかかること。
『データベース設計』
の

次年度も投票機能の利用は継続する予定だが、問題を出すタイ
ミングについては変更も検討しているという。

投票機能で問題に回答させるなど、
ダイナミックに変えることが
あってもよいかもしれません」。
ちなみに、Twitterにこだわるわけではなく、今後も授業に活用
できそうなツールがあれば、取り入れることも考えている。
また、現在はCourse N@viの課題を主に復習のために設定し
ているが、
「今後は、講義内容によっては予習のための課題も織り

次年度以降もTwitter活用を継続よりよ
い活用法を探っていく

交 ぜ て 、反 転 授 業に役 立 てたい で す ね 」。C o u r s e N @ v i や
TwitterなどのICTツールをさまざまな形で活用し、学生間のシナ
ジーによりクラス全体の学力を向上させていくことを目指している。

冒頭でも触れた通り、学生が授業をしっかり理解できているかを

授業なので、学生にはその理由を考えてもらっていますが、現状で

確認するためにも、Course N@viは欠かせない存在だ。学生たち

はあまり障害にはなっていません。
もう一つは、一部の端末で選択

は、毎回授業の最後に出される課題を、Course N@viのレビュー

肢が表示されない不具合があることですが、
こちらはいずれ解消し

シートで回答して、次の授業の開始時間までに提出する。
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国際コースとの共同授業開始を
契機にオンデマンド授業を導入。
演習時間の大幅増も増加できた
2015年度から、
日本人学生向けと国際コースの学生向けの授業を同時
に行うことになった
「Cプログラミング入門」
などの科目。そこで、いわゆる

オンデマンドビデオをスマートフォンで視聴す

「授業」
をすべて日本語と英語のオンデマンド授業へと変更した。
これによ
り、授業中の言葉の問題を解決できただけでなく、不足気味だったプログ
ラミングの演習時間を大幅に増やすことが実現できた。

日本人学生と国際コースの学生が
同時に学べるように反転授業を導入
理工学術院総合研究所

高安 亮紀次席研究員と基幹理工学部

森倉 悠介助教が担当する
「Cプログラミング入門」
「
、Introduction
to Programming」
（共に春学期）、
「Cプログラミング」、
「Intermediate Programming」
（共に秋学期）
において、基幹理工学部

る学生も多い。
スマホ画面でもきれいに表示で
きるフォーマットで秋学期から提供している。

森倉 悠介

Channel、映像情報ラボのアップロード領域と

基幹理工学部 助教

られる時間が減ってしまったり、
まったく時間を取れなかったという
こともありました」。

日本語と英語でビデオと資料を用意、国際化

3つのチャネルを用意して誰でもオンデマンド

に対応すると同時に教員の負担を軽減。

授業を見られるようにしている。

に、
自然とコミュニケーションが深まったという。
「学生のほうからも気軽に声をかけてくれるようになり、反転授業
のおかげで学生ともよい関係が築けたと思います」。

プログラミング演習の時間が増え
学生とのコミュニケーションも密に
反転授業を取り入れてからは、ほとんどの時間をプログラミング

大石 進一教授、関根 晃太助教の協力のもと、2015年度からすべ

演習に充てられるようになった。事前にオンデマンド授業で予習し

ての回に
「反転授業」
を取り入れた。

Course N@viのほか、Waseda Course

プログラム画面や資料を表示させるので、
スペースに余裕がなく、
『ビデオはスマホで』
となる学生が多いからです」。
しかし、春学期の時点では、
フォーマットや解像度の問題からスマ
ホでビデオを表示させると
「大きくなり過ぎて見にくい」
「文字が読

プログラミング画面を挿入し
わかりやすいビデオを作成
このように、反転授業の導入はさまざまな面でよい結果をもたら

みづらい」
といった意見が寄せられていたという。そこで、
スマホの
画面できれいに表示できるようなフォーマットも新たに開発し、秋
学期から提供している。
「現在は、Course N@viのほか、MACやUNIX環境でも見られ

てもらい、対面の授業の冒頭5〜10分で単元のポイントを説明した

したが、新しい試みだけに準備段階では苦労もあった。

るWaseda Course Channel、
さらにスマホでの視聴に適した映

具体的には、
日本語と英語でオンデマンド授業用のビデオを制

後は、学生が各自でCourse N@viの講義ページにある演習問題

「まず、
ビデオの作成時には、
どこまで詳しく説明すればよいかとい

像情報ラボ内のアップロード領域と3つのチャネルを用意して、

作。学生は毎回、事前にCourse N@viでオンデマンド授業を視聴

を解いていく。演習時間を長く取れるため、学生は授業時間中にプ

う点で悩みました。対面の授業なら学生の進度を見ながら進め方を

誰でも快適にオンデマンド授業を見られるようにしています」。

した上で授業に参加し、授業では各自で演習問題に取り組む。

ログラミングをしっかり学ぶことができる。

調整できますが、
ビデオではそれができないのが難しかったですね。

反転授業を導入するきっかけの一つは、授業の対象が国際コー
スの学生に広がったことだという。
「国際コースの学生に向けた科目を増やしていきたいという大
きな流れの中で、2015年度は日本人学生・国際コースの学生が一
緒に学ぶ科目として『Cプログラミング入門』
と
『Cプログラミング』
を新たにスタートさせることになりました」。
しかし、国際コースには日本語がほとんどできない学生がいるた
め、前年度までと同じように
「日本語で授業」
というわけにはいかな

「学生が演習問題に取り組む時間が増えたことが、反転授業を取
り入れたいちばんのメリットですね。
また、
オンデマンド授業のビデ
オは繰り返し視聴できるので、
わからないことがあれば何度も見て
確認したり、後から復習に用いることも可能です」。

また、それまで英語で授業をしていなかったので、
日本語の授業を
一から英語に翻訳するのも大変でした」
ビデオ作成で特に工夫したのは、実際にプログラミングをしてい
るシーンを入れたことだ。
「収録ブースでは機材の関係で撮影が難

また、演習課題の解答を解説する
「補助ビデオ」
のようなものも制
作していきたいとのこと。
「現在は、授業での演習課題については

具合が遅いときなどには、途中で問題のヒントを出すようなことも

できたので、入れてよかったと思っています」。

Course N@viに解答を掲示している程度ですが、詳しい解説ビデ

あるという。

大学に入ったばかりで、
ほとんどが初めて
「反転授業」
という言葉
オを見て予習をした上で授業に来るということを定着させるのも

況を補う方法として、
日本語と英語でオンデマンド授業用のビデオ

時間中にわからないことがあった場合は、教員に加えて、英語を話

心を配ったという。

を作り、授業中は演習中心に進めてみては」
と，大石 進一 教授から

せるTAがフォローすることで対応できているという。
反転授業によってプログラム演習をメインにしたメリットは、他に
もあると森倉助教。
「プログラミングは、早くできる学生もいれば、時間をかけてやる

さらに、反転授業を活用することによって、学生の演習量を増や

という学生もいます。そこで、演習時には比較的簡単な問題を数問

したいという思いもあった。
「プログラミング言語は、話を聞くだけ

と難しい問題1問を出しておいて、早くできた学生には難しい問題

ではなく実際に書くことで覚えられる」
と話す森倉教授だが、前年

まで取り組んでもらう、
というようにしました。学生が自分のペース

度までは授業中にプログラミング演習のために、長い時間を確保

で進められるのは、演習がメインの授業だからこそで、それも反転

することは難しかったという。

授業を取り入れてよかった点だと思います」。

「以前は、1コマ90分の中で、たとえば60分は説明をして、残り

さらにもう一つ、森倉助教が非常によかったと考えている点が、

オがあればいつでも復習ができて、学生がより勉強しやすくなると
思います」。
2 0 1 5 年 度 の 経 験を踏まえて 、2 0 1 6 年 度からはJ a v a や
Fortranといった科目でも反転授業がスタートする。

「1回目の教室の授業では、
かなり時間を取って、反転授業とは何

「今回の経験から、
プログラミングの科目は反転授業に向いてい

か、具体的にどう勉強していけばよいのかを丁寧に説明しました。

ると実感しました。反転授業によって、学生のプログラミング能力が

ただ、学生によっては、
プログラミングの経験もなく、パソコンもあま

向上して、
自分で作りたいものを作る助けになれば非常にうれしい

り使ったことがないので、反転授業以外にも覚えることが多く、慣れ

ですね」。

るまでは大変だったかもしれません」。

スマートフォンでも快適に見られる
ように秋学期からフォーマットを改善
ところで、
オンデマンドビデオをスマートフォンで視聴する学生が

の約30分で学生に演習をやってもらうという流れで進めていまし

学生と話す機会が増えたことだ。以前は、学生の顔と名前がなかな

少なくないそうだ。特に、授業中に演習問題を解きながらビデオを

た。
ただ、内容によっては説明に時間がかかってしまい、演習にかけ

か一致しなかったそうだが、授業中に教室を回って学生と話すうち

再確認する際には、スマホ率が高くなる。理由は、
「 パソコンには

14

数を数を増やしていきたいと考えています」。

に差し込みました。少々手間はかかりましたが、
わかりやすいものが

を聞く1年生に、反転授業がどういうものかを理解してもらい、
ビデ

えなくてはならない教員の負担を軽減できる。

ものもあります。次年度は、時間を短めにして、その分、
ビデオの本

しかったので、
プログラミングの動画だけ別撮りして、後からビデオ

また、国際コースの学生も、英語のオンデマンド授業で事前に内

この方法であれば、
日本人学生と国際コースの学生を同時に教

るべく10〜15分で作成していますが、回によっては40分を超える

授業中、教員はTAと共に教室内を回って、学生の質問や疑問に

容を理解しているので、
スムーズに演習問題に入っていける。授業

ご提案を頂戴し反転授業を導入した。

「たとえば、1本のビデオの長さです。学生の集中力が続くようにな

答えていく。学生の様子をじっくりチェックできるので、全体に進み

英語で授業をするというのも現実的ではありません。そういった状

かった。
「かと言って、英語の得意でない日本人学生もいますから、

反転授業については、今後も改善をしていきたいと森倉助教。
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Course N@vi上のオンデマンド授業で基礎
内容を習得させ、授業中に演習用の20分間を
創出。念願のディスカッションが可能に
環境資源工学科で3年生の専門必修科目「環境界面工学」を担当する所千晴教授
は、授業内で習得した知識の社会的意義を問う演習の時間を増やし、学生同士で
ディスカッションをさせたいと考えていた。問題は基礎知識の提供に授業時間の
大半を要するため、演習に割ける時間があまりとれないことだった。そこで、
Course N@viを活用した反転授業を取り入れることで問題を解決。学生は有意
義なディスカッションを行うことができ、教員自らも新しい気づきを得られた。

反転授業を取り入れることで
ディスカッションの授業を創出
「環境界面工学」
は、資源リサイクルや環境浄化分野で重要な固
液界面現象を理解し、固液界面におけるさまざまな物質挙動に関
する基礎知識を体系的に身につけることを目的とする授業である。

所 千晴
創造理工学部 教授

一方、反転授業の回数を2回に抑えたことにも明確な理由がある。

第7回「沈殿生成平衡の基礎」の反転授業画

ディスカッションの様子。反転授業形式の回で

像。オンデマンド授業は複数年使うことを考

は、事前のビデオ視聴で予習をした上で授業

え、基本的な内容で構成している。

に臨み、3〜4名程度のグループに分かれて
ディカッションを行う。

では、
「通常の回と比較して、
より自身の考えを持って講義に参加し

マンド授業を事前に作成したことが、ICT活用のポイントとなってい

たか」
という問いに、1回目は89.4％、2回目は91.7％もの学生が

る。
ビデオ作成も、所教授にとって初めての試みだった。
「ビデオで

過ぎて基礎知識をしっかりと習得できないのも望ましくありません。

「はい」あるいは「どちらかと言えばはい」
と答えていて、参加意識

苦労したのは、教室の授業では教科書から抜粋して利用していた

また、内容によっては、反転授業に適さない回もあります。結果から

の高さをうかがわせる。
自由記述でも、
ディスカッションの演習や反

図版類が著作権の問題で使えないため、
自分で作り直さなければ

言うと、2回という実施回数は適切だったと思います」。

転授業について、
「アウトプットがあることでより理解が深まる」
「他

いけなかった点ですね。
ただ、今回は教職協働研修で職員の皆さん

者の考えを聞くことができ興味深かった」
といった肯定的な感想が

のサポートも受けられたので、そこまで大変ではありませんでした」

「ディスカッションは有意義ですが、授業がディスカッションに偏り

すでに述べた通り、反転授業を導入した2回の授業において、学

基本は座学形式であるが、15回の授業のうち10回程度は、最後の

生たちは事前のビデオ視聴で「予習」
をした上で授業に臨み、3〜4

10〜15分で計算問題やグラフ作成の演習も行っている。
この授業

名程度のグループに分かれてディカッションを行った。

について、所教授は次のような課題を感じていたという。

所教授と授業運営支援研修理工チーム

多数寄せられた。
さらに、すべての授業が終了した段階で実施したアンケートでは、

完成したビデオに特に問題はなく、次年度以降も引き続き使用し
ていく予定とのこと。一度、作成すれば次年度以降の講義でも繰り

「時間的には、
オンデマンド授業により創出された20分を、
ディス

「反転授業が有意義だったか」
という質問もしたが、
こちらについて

返し活用できるという点もオンデマンド授業の魅力だ。
「 当初から

「時間的な制約から演習の時間をあまり取れないことと、現在の

カッションに充てたというイメージです。反転授業では、資源循環・

も回答した16名中15人、実に93.8％が
「そう思う」
あるいは
「やや

長く使うことを考えていたので、最新の情報などは入れずに基本的

演習が授業で教えた知識を確定させるための問題集的なものに

環境浄化を目的とする分離プロセスなどについて、
まずグループご

そう思う」
と答えた。
また、
「これからも反転授業を受けたいと思いま

な内容で構成しました。一方で、最新の情報は反転授業でぜひ取り

なってしまっている点が気になっていました。
もちろん、知識の習得

とに最適なプロセスを考えてもらって、各グループの代表がそれぞ

すか」
という質問にも、87.5％が「そう思う」あるいは「ややそう思

入れていきたいと考えています。
これまでは授業の最後で新しいト

は最も重要です。でも、大学生として社会にどんな問題があるかを

れ話し合った結果を発表した後、私が司会をしながらディスカッショ

う」
と答えている。

ピックを紹介していましたが、ディカッションのテーマとして取り上

知り、その解決のために学んだ知識をどのように活用できるのかに

ンを行い全体をまとめるという流れで進めました」。

ついて理解することによって、勉強のモチベーションを高めてもら
いたいと考えていました」。
2015年度は、入職1年目の職員を対象に行われる
「授業運営支
援研修」の一環として、職員6名と共に、現在の授業の課題につい
て話し合う機会を持つこととなった。そして、検討を重ねた結果、一
部の授業に反転授業を取り入れることとした。
「具体的には、事前に

ディスカッションによって
「双方向」の授業が実現した
反転授業によって、通常は時間的に難しいディスカッションの演
習ができたことは非常に意義深かったと所教授は振り返る。

げたほうが、学生にとってもインパクトが大きいのではないかと考

知識習得が中心の理系科目でも
工夫次第で、反転授業は十分可能
1回目の反転授業を受けて、2回目では改善した点も2点ほど
あった。1つが、学生からの質問への対応だ。

えています」。
反転授業では、学生がビデオを事前に視聴しておかなければ意
味がない。所教授は、反転授業を知らない学生が多いのではと考え
て、
シラバスにも反転授業の説明と2回の反転授業の実施につい
て記載しておいたという。
また、授業中に何度も
「7回と12回は反

「1回目のアンケートの自由記述の中に、
オンデマンド授業を見て

転授業なので、必ずビデオを事前に見てくること」
という告知を行

Course N@viで20分程度のオンデマンド授業を視聴させて、教

「いちばんの収穫は、授業が『双方向』
になったことです。普段も

生じた疑問点をどこで質問すればいいかわからなかった、
という意

い、視聴を促したという。
さらに、
ビデオを早めに作成してCourse

室の授業ではビデオで学んだ基礎的な内容をベースに、学生同士

なるべく質問をしたり強制的に当てて答えさせたりして、学生との

見が複数ありました」。そこで、2回目はビデオを見て質問があれば

N@viにアップすることも心がけた。
これら事前周知が奏功して、
ア

でより具体的なテーマについてディスカッションをしてもらうこと

やり取りを心がけていますが、一言二言しか返ってきませんし、
もと

書き込むための
「質問シート」
を事前配布し、授業の冒頭に集める形

ンケート結果では、反転授業の回に参加した全ての学生が事前に

にしました」。

もと日本人学生はあまり発言をしません。それが、ディカッションで

式を採った。
さらに、Course N@viからも直接質問を送れる仕組み

オンデマンド授業を視聴したと回答している。中には3回以上視聴

は一人ひとりの学生と十分に話せて、彼らが何を考えているのか、

を整えた。

した意欲的な学生もいた。

知識習得と演習のバランスを考え
反転授業の実施は2回に決定

どの程度のポテンシャルを持っているのかがよくわかりました。最
初のうちこそシャイな学生もいましたが、最終的には大いに盛り上
がりました」。

「授業の最初に、
シートやCourse N@viからの質問に答えて、疑
問を抱えたまま授業に入る学生がいないようにしました」。

オンデマンド授業の作成など、反転授業の導入には若干手間も
かかるが、他の教員にも勧めたいと所教授。

また、1回目の反転授業では時間配分についても課題が残ったと

「最初の準備などは若干大変ですが、一度仕組みを作ってしまえ

反転授業は全カリキュラムの中で2回実施したが、その2回は第

他の科目で得た知識も持ち出したり、
コスト面に着目してディス

いう。
ディスカッション形式の授業は、所教授にとっても初めての試

ば、授業をより自由に設計できるのが反転授業のよい点だと私は思

7回「沈殿生成平衡の基礎」
と第12回「表面錯体理論の基礎」
とし

カッションをしたりする学生もいるなど、通常の授業では見られな

みだったからだ。当該授業では、想定外の盛り上がりを見せ、設定よ

います。何より、学生と双方向の授業ができるのは魅力です。知識

た。
この2回を選んだ理由は、所教授が
「環境界面工学」
で最も重要

い一面を見られたことも興味深かったという。

り多くの時間を使ってしまったのだ。
「そのため、最後のまとめが駆

習得が中心の理系科目でも、やり方次第で導入は可能だと思いま

と考える基礎理論の二軸だったからだ。

授業の中で学生が習得した知識の活用を図るという、従来の座学

け足になったのは反省点です。反省を踏まえ、2回目は時間配分を

すので、検討してみる価値はあるのではないでしょうか」。

「学生に重要性を十分認識して欲しいのと同時に、
これを勉強す
ることによって実社会へどのように役立てることができるのかまで
深く考えて欲しい回だったため、
この2回を選択しました」。
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のみの講義では実現が難しいより実践に踏み込んだ授業に仕上

考えて進めたので、最後のまとめも急ぐことなく十分に時間を取る

がったようだ。

ことができました」
。

学生側の感想はどうだったろうか。授業直後に行ったアンケート

今回の反転授業では、Course N@viで学生が視聴するオンデ
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予習・復習、
グループワーク、
目的に合わせてCourse N@viの
機能を選び、学習効果を上げる
早稲田大学の授業支援ポータルであるCourse N@viは、選択式・記述
式の小テスト実施やディスカッション用のBBS設置など、
さまざまな機能
を備えている。中村理准教授は、担当する各科目の内容やレベル、受講人
数などに応じて、Course N@viの適切な機能を選択。学生が最大限に
学習効果を上げるための運用を工夫している。

文献の内容を問う小テストで
「読んで来ない学生」
を減らす
教員が、
「読んできてください」
「復習しておくこと」
といった指示
を出すだけでは、すべての学生に予習・復習をしてもらうことは難

中村 理
政治経済学部 准教授

ている。その際、重要なことの一つは、科目の内容やレベル、人数な
どに適した機能を選択・運用することだ。

テ キ ストを 授 業 前 に 読 ん で もらうた め の

査計画書を提出（2行目）。他グループへ

CourseN@vi小テスト。
自由記述式。
この例

のコメントも記入してもらい（3行目以

の授業回では、
このような問いを13題出した。

下）、次回の教室で役立てる。

は多くの学生はほとんど見てくれません。でも、テスト形式で使い

「現在のような学習方法を取り入れてから、学生がCourse

方などを問えば、少なくとも設問の情報については、答えを探すた

N@vi上で作業する量は、かなり多くなっています。私は、最終レ

めにサイト上を見て回ります」。その結果、学生はライティングセン

ポートなどよりむしろ日頃の学習を重視しているので、科目によって

ターの基本的な使い方を知ることができ、
さらに
「テストを始めてか

も異なりますが、授業と事前・事後学習を合わせた平常点比率を6

ら、
センターを利用する学生が増えるという効果もありました」。

〜8割と高めに設定しています」。

しい。そこで中村准教授は、Course N@viの小テスト機能などを
活用することで、学生に授業外での学習を促し、実際に効果を上げ

Course N@vi上でグループごとに調

配点比率が高いことは、学生がCourse N@viでの事前・事後学

選択式の小テストであっても
授業の復習には十分に意味がある

習に積極的に取り組むことにもつながっていると言えるだろう。

掲示板機能を最大限に活用して
効率よくグループワークを行う

学部1、2年生向けの「宇宙・地球科学」や「Earth and Space

する場合には、事前学習が必須になってくる。一方、1、2年生向け

Science」、
また大学院生を対象にした
「データの見方」や「論文基

の大教室で行う教養科目では、それほど細かい事前学習は必要な

礎」
では、授業後に選択式の小テストを実施している。小テストの目

いという。
「それよりも、直後に小テストをして授業の内容を早めに

的は科目によって若干異なり、
たとえば
「宇宙・地球科学」では理解

では、Course N@viの掲示板機能をフル活用することで、効率的

復習してもらうことのほうが重要になります」。

度の確認や知識の定着を目的とするが、
「データの見方」の場合は

かつ効果的なグループワークを実現している。

社会評論」
と
「論文基礎」
などの科目で実施している。
「前者の科目では、少人数で文献の輪読を行います。輪読では、
発表当番を決めることがありますが、そうなると当番以外の学生は
誰も読んで来ないという問題がよく起きていました」
この状況を改善するために中村教授が導入したのが、Course

「補助教材」
という位置づけで、問題に解答すれば、その場で正解
かどうかを確認できる設定にしている。
「統計を学ぶ科目ですが、授業だけでは完全に理解するのが難し
いため、小テストを通して理解を深めるのが目的です」
中村教授は、以前は選択式の小テストは、やってもあまり意味が
ないのではないかと考えていたという。

一部にオンデマンド授業を取り入れて
授業の時間不足に対応する
Course N@vi以外にも、科目によってクリッカーや「わせポチ」
などのツールも活用しているという中村教授。2015年度は、
ビデ

たとえば、大学院生向けの科目で、授業中に文献をもとに議論を

事前学習は、大学院生向けの「ジャーナリストのための科学技術

Aにまとめて調査計画書に添付。
ピア・レビューの結果を、
グループ
ワークにしっかり反映できているという。

次に、大学1、2年生を対象とした
「アカデミックリテラシー演習」

具体的には、4名程度で一つのグループを作り、
テーマを決めて
必要な調査や話し合いを行う。学生たちは、進捗状況や次回までの

オ作成ツールのWaseda-net CommonsとCourse N@viを使っ
て、
オンデマンド授業のビデオも作成・公開した。
「『宇宙・地球科学』
の授業が予定通りに終わらなかった回があり、
研究室でビデオを収録。10〜20分程度の動画にまとめて、2日以
内に公開するということを、4〜5回ほどやりました」。
天文の授業では図表を多く使うが、著作権の関係でビデオでは
図表をそのまま利用することはできない。
「図版を新たに作成する
のは手間でしたが、
ビデオの撮影と公開は簡単でした」。

課題などを調査計画書にまとめ、毎回、授業から3日以内には

前述のとおり、
「宇宙・地球科学」では授業後に小テストを実施し

Course N@viの掲示板に必ずアップロードする。一方、中村教授

ている。授業が予定通りに終わらなければ、小テストの出題範囲も

は掲示板上の調査計画書を確認して、気になる部分にコメントを付

変更しなくてはならなかったため、オンデマンド授業の導入によっ

ける。
グループのメンバーは付けられたコメントを読み、次の授業に

て当初の予定通りに進められたことはよかったという。

はそれに対して考えたことなどをまとめて持ち寄る。

N@viの小テストだ。
「たとえば、ある本の3章を読んできて欲しい

「それが、2〜3年前に私自身がCourse N@vi上で教員向けの

場合は、3章の内容を問うような問題を出題します。問題数はその

研究倫理に関する選択式のテストを受けて、考えが変わりました。

「通常のグループワークでは、
たとえば4グループが各15分発表

したが、普段の授業の予定にあらかじめ組み込んでおけば、授業の

ときどきで幅がありますが、20問程度です」。

授業の内容について資料を見ながら答えるテストであっても、復習

すると、それだけで授業の1時間を使ってしまいますが、Course

ペースを無理に速める必要がなく、ゆったり授業ができます。そこ

としては十分意味があると実感しました」。

N@viの掲示板でやり取りができているため、いわゆる発表の時間

で、今回オンデマンド化した部分については、次年度以降も引き続

を設ける必要がありません」。

き利用していきたいと考えています」。

テストに答えるためには文献を読む必要があるため、
「読んで来
ない学生」
は非常に少なくなったという。

中間や期末のテストだけでは
「一夜漬け」
になる可能性もあり、そ

「授業の開始前には、Course N@viでテストの参加状況も確認

もそも理解度を確認したい部分が多数ある場合、それを2回のテス

また、
「アカデミックリテラシー演習」
では、Course N@viを利用

しています。事前学習の状況に応じて教室でグループ分けをしたり、

トに詰め込むのは限界があると中村教授。
「毎回小テストがあれば

して、
グループワークに
「ピア・レビュー」
も導入している。通常のピ

役割を割り振ることができるのも、
よい点だと思います」。

持続的に学習することになるため、知識をしっかり身につけること

ア・レビューは教室での質疑応答で終わってしまうケースも少なく

また、同じ事前学習でも
「論文基礎」
の場合は、実践的な科目のた

ができます」。

ないが、
「アカデミックリテラシー演習」
の場合は、
まず掲示板にアッ

め、記述式の小テストを行うことが多いという。そのうちいくつかは

もちろん、記述式のテストを実施してもよいのだが、
たとえば
「宇

プしてある調査計画書を読み、それにコメントをつけるところから

「提出された解答を授業時間中にTAがチェックして、
コメントをつ

宙・地球科学」
の場合は受講者数が200人に上るため、教員の負担

スタートするため、教室内だけのやり取りになってしまうということ

を考えると難しいという。
「選択式の小テストであれば、
自動採点も

はないという。
「 2週間に一度のペースで、各グループの調査計画

けてすぐに返却するようにしています」。
ちなみに
「論文基礎」
では、
ライティングセンターの使い方を問う
内容の小テストも実施している。
「ライティングセンターのサイトを見ておきましょう、
と言うだけで
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利用できるので教員の負担を軽減できます」。
ところで、
こうしたCourse N@viを使った事前・事後学習などは、
成績評価にどのように反映しているのだろうか。

「2015年度は、授業が終わらなかったところを急遽ビデオにしま

書を読んでコメントを付けていくので、最終的にはクラス全員が全
グループの調査計画書に目を通して意見を言うことになります」。
最終的には、
コメントや教室内での議論をグループで集約し、Q＆
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Webクリッカーなどを活用して
大人数クラスで
学生の主体性を促す
履修生が数百名にも及ぶような大人数の授業においては、学生が受け身
になってしまいがちだ。人数が多くても一人ひとりが主体性を持って参加
できるようにするため、畠山教授はグループワークやWebクリッカーな
どを用いるなど、授業設計における工夫を重ねている。

畠山 卓朗
人間科学部 教授

学生の意識を授業に引き込むため
授業の「マクラ」
を用意する

クリッカー利用で重要なのは
学生に思考を促す設問内容

まずは発表したいグループに挙手してもら

スクリーンには課題とカウントダウンタイマー

Webクリッカー回答数推移̲黄色で囲んだと

う。出尽したらビンゴを使ってグループ指

を提示。

ころがインセンティブを与えた回

名、学生は最後まで集中状態に。

てある。
「これをきっかけにして、
ゼミや卒論のテーマを考えるヒント

Paper」
として授業評価や自己評価を書かせて提出させていた。
こ

にして欲しいと思っています」。

の授業では人数が多いこともあり、これをCourse N@viのレ

クリッカーでは、質問への直接の回答だけでなく、
自由記述欄を

ビューシートを使って行っている。書かれた内容には
「クリッカーで

使ってその場で感じたことを自由にコメントできるようにしている。

の質問について、最初はなぜこんなことを聞くのだろうと思ったけ

今回対象となった「生きるためのデザイン論」は、障がい者や高

Webクリッカーでは、たとえば「高齢社会に対するイメージ」
「歩

齢者など誰もが安全・安心・快適に生活していくには、
どんな社会を

きスマホの実態調査」
など、学生自身の考えや実態を尋ねる設問を

「もう少し大きな声で話してほしい」
など、その場で挙手して言う代

れど、授業を受けてみたらその意味がよく分かりました」
という意見

創ったらよいのかを考えるという授業だ。
「誰もがいずれは高齢者

用意し、選択肢の中から回答を選んでもらう。回答結果はすぐに自

わりに使う例もあれば、そのときの状況での感じたことを書いてく

もあった。
「重要なのは全体のつながりなのです。
クリッカーはあく

になるわけですし、突然の事故などに遭って障がい者になるかもし

動集計されグラフとしてスクリーンに表示される。学生たちはこれ

ることもあり、学生たちのリアルタイムな反応が分かることは興味

までツールであって、学生の主体性を引き出すためのトリガーにす

れません。
自分もそういう立場になるかもしれないという当事者の

を見ることで、
自分の選んだ回答が全体の中でどんな位置にある

深いという。

ぎません。最初は珍しくても飽きてくる部分もあるでしょう。 場 を

視点を持って物事を考えられるようになって欲しい。特に早稲田の

のかを理解できる。
「少数派だからダメということではなく、
自分と

学生にはそれを学んで社会を創っていける人になることを願って

他者との位置関係を知ることに意味があるのです」。

います」。そうした考えの基に、
この授業では学生自らが考え、気づ

Webクリッカーによる質問はほぼ毎回の授業で行っているが、

以前は、スマートフォンやPCを授業中に使わせることに抵抗を
感じていたという畠山教授。ゲームなど授業とは関係ないことを

組み立てることができるのなら、
ツール自体はやめてしまってもか
まわないのです」。

やっていても分からないからだ。
「実際に使わせてみるとなかなか

学生が主体性を持ってワクワク参加できるような授業を実現す
るために日々模索を続ける畠山教授だが、先日，経済学部の若い教

くことに重点を置いている。履修登録者数が330名という大人数

学生たちも飽きてくるのか、初回は100％近くあった回答率も次第

おもしろいので、少し考えを改めています。他のことをしている学

の授業で、いかに学生一人ひとりに主体性を持って授業に向かわ

に減少し、4回目を過ぎたあたりからはほぼ半数程度になってしまっ

生もいるかもしれませんが、そこは学生自身の問題であり、
さらに

員に授業を見学してもらう機会を得たことで、
「自分では気づかな

せるか。
この課題に向き合うため、畠山教授はさまざまな工夫を施

た。そこで取り入れたのが、回答をすると点数が加算されるという

学生の興味を惹き付けられない私の問題でもあるでしょう。それを

かった問題点が分かったり、意識していなかった点を評価していた

している。

形でインセンティブを与えることだ。
「1点2点という小さな点数で

どう改善していくかは今後の課題です」。

だけたり、
とても参考になりました。今後もいろいろな方に見ていた

まず、毎回の授業の冒頭には教室内を暗くし、
ブザーを鳴らす。
こ
れは映画館で上映時間を告げるときのような雰囲気を醸し出し、教

すが、学生によってはそれで救われることもあるかもしれません。
こ
れを取り入れてからは、回答率が明らかに上昇しました」。

室内のざわつきを落ち着かせるためだ。そして、その日の内容に関

だが、
このことに対しては多少複雑な思いも抱いていると言う。

連する数分間のショートムービーを投影し、学生の意識を授業に誘

「回答率が上がって多くのデータが得られるのはうれしいのですが、

う。
その後、前回の授業の内容をフォローしつつ、その日に扱う内容
について説明し、
「それに関連して皆さんに聞きたいことがありま
す」
という形で設問を提示し、学生にスマートフォンからWebクリッ
カーのサイトにアクセスして回答させる。

そこまでして答えさせなくてはいけないのか、
もっと学生が自主的

だいて、率直なご意見を伺って改善していけたらいいですね」。

ツールは単なるトリガー
重要なのは授業全体のつながり
学生の主体性を重んじるため、
この授業は15回のうち知識につ

に回答したくなるような方法はないのかと自問しています」。
インセ

いて講義をする回とグループワークをする回とがほぼ半々で構成

ンティブを与えなくても、常時100名程度の学生は回答をしてくる。

されている。講義の回で次回の課題を伝え、その翌週でグループ

「これだけの数の学生は回答をしてくれるということの価値も前向
きに考えるようにしています」。

ワークを行うという流れだ。
グループワークでは20分話し合った後、
その内容をまとめ用紙に書き込み、授業後半は発表タイムとする。

クリッカーの利用については、
むしろ回答数の問題よりも
「どう尋

時間の制限もあり、発表は55グループ中7つ程度が限度となる。そ

落語の世界におけるマクラとは、その日の演目に関連する小咄をし

ねるか」
という質問内容の方を意識していると言う。
「尋ね方によっ

こですべてのグループのまとめ用紙を回収し、
スキャンしたデータ

たり、演目の中で出てくるキーワードのうち分かりにくいものにつ

て回答は異なるので、そこが自分にとっての課題でもあり、
おもしろ

をCourse N@viにアップロードしている。
このデータを含め、授業

いての知識をさりげなく伝えたりするものである。
これを挿入する

い部分でもあります。
できれば、他の教員とも情報を共有しながら、

の前後にCourse N@viにアップロードした資料をどのぐらい閲覧

ことで、本題である授業の内容へスムーズに導入し、
より理解を深

どんな聞き方がよいか、
この聞き方についてはどう思うか？などと

しているかを見てみると、授業中に積極的に発言するようないわゆ

めてもらおうという意図によるものだ。
「大事なのは、学生をお客さ

意見を交換できるといいですね」。

るアクティブな学生よりも、授業中はおとなしいと感じられる学生

「これらの仕掛けは、いわば落語でいうマクラのようなものです」。

んのままにせず、いかに当事者として引き込んでいくかということ
です」。

回答結果を学生に見せる教育効果という意味でも、
どんな質問

の方がじっくり見ている傾向があるという。
「見てくれる学生は限ら

をするかは重要だ。
「教員が知りたい、研究に使いたいというので

れているとしても、意欲のある学生に材料を提供できているという

はなく、学生たち自身が興味を持てる内容を引き出すような質問を

意義はあります。見ない学生はダメだというのではなく、見たいと思

心がけています」。回答結果はその場で見せるだけでなく、Course

われるようなものを提供していけるようにしたいと思います」。

N@viにもアップロードしておき、各自が自由に使って良いことにし
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以前から毎回授業終了後に出席カウントも兼ねて、
「 Minute

21

少人数の演習授業でクリッカー
を利用 学生の参加意欲・
理解度が向上した
授業において学生の主体性をいかに引き出して教育効果を上げるか。そ
れを支援する手法のひとつとして用意されているのがクリッカーだ。星野
助教の事例では、
これを演習問題の解答に利用したところ、正解率を正確
に把握できることに加え、学生自身からも理解度や意欲が上がったとの高
評価を得ているという。

間違えて恥をかく心配がないため
学生が積極的に参加する
今回のエントリーの対象となっているのは、
「ミクロ経済学入門」

星野 真

クリッカー端末。2015年3月に参加したFD

講義「中国の社会」でクリッカーを用いたクイ

プログラムをきっかけに導入した。

ズを出題。回答結果に即した解説を行った。

政治経済学部 助教

「クリッカーを使うというアクションによって、特に間違えてしまった
ときの印象は強く残ります。それは普通に問題を解いて間違えたと
きとは大きく異なります」。
表示されるのは回答者数だけなので、誰が正解して誰が間違え

意しようと考えました。そして、参加した方が自分自身の勉強になる

ている。
「ツールを使うことが目的なのではなく、大事なのはそれを

という雰囲気を作るよう心がけました」。

使ってどれだけ学生に近づけるかです。科目や履修者の背景に

問題を解いている時間帯は、教室を歩いてまわって学生に解く

よっても、効果を上げるためには使った方がいいのか使わない方が

ように促し、すぐに解き終わってしまう学生には、過去問などの練習

いいのか、
あるいはどんな使い方をするのが良いのか。その判断も

問題を与えて時間をもてあますことがないよう配慮もした。

千差万別なのだと思います」。

（春学期）
と
「マクロ経済学入門」(秋学期)という、1年生を対象にし

たのかは、教員にも他の学生にも分からない。
「この匿名性というの

た必修科目だ。毎週90分の本講義と45分の演習講義とで構成さ

も大きなポイントだと考えています。間違えても自分しか分からな

変化をつけられるような問題内容を考えるのは、実際はむずかし

今後も、
さまざまな教育研究や情報を取り入れつつ、
より良い授

れており、星野助教が担当している演習講義は、計算問題の解説を

いので恥ずかしい思いをする心配がなく、安心して参加できるから

いとも言う。
「ひっかけ問題というのはそうそう思いつくものではな

業を行うために工夫を続けていきたいと語る星野助教。次年度以

行い、学生たちに類題を解かせるという形で進行する。

です」。学生たちに聞いたアンケートの回答からも、
「 おもしろい」

いし、問題づくりをはじめ、準備には手間がかかります。
しかし、一度

降は、専用端末が不要で学生のスマートフォンから参加できるWeb

作ったものは翌年からも少し内容や数字をアレンジして使い回せ

版クリッカー
「わせポチ」
も使ってみたいと考えている。
「いろいろな

ることを考えれば、
これは初期投資だと割り切っています」。

方法を試しながら、
より教育効果の上がる方法を模索していきたい

この授業では時間を決めて類題を解かせるが、その間すべての

「授業内容に意識が向き、全体の雰囲気がよくなる」
「受動的になら

学生が実際に問題を解いているのか、あるいはどのぐらいの学生

ない」
「直接答えさせられるよりいい」
などのコメントが寄せられた。

が正解しているのかが分からないという課題があった。
「他人の前

全体として7〜8割の学生が
「参加への積極性が高まった」
「講義内

授業時間の最後には、問題を紙で配付してその答案を提出させ

で間違えると傷つく学生もいるので、指名して答えさせるのは難し

容の理解が向上した」
という項目を肯定的に評価している。実際に

ている。
これは提出の有無をチェックし、採点や添削も行う。
「やはり

いと感じていました」。
何か良い方法はないかと模索していたところ、2015年3月に

授業をしていても、学生の盛り上がり方が違うという手応えが感じ

すべてを機械でというのではなく、
アナログ的な要素も組み込みた

られたと言う。

いと思ったので、毎回1回は紙に書かせて提出させています」
。

参加率の低下を防ぐため
質問内容に変化をつける

重要なのは学生と教員の調和
クリッカーはそのアイテムのひとつ

と思います」
。

ファカルティ・ディベロップメント
（FD）
プログラムでアメリカの大学
に行った際、
クリッカーの存在を知った。現地で紹介されていた事
例は200〜300人という大人数を対象にした授業だったが、
自分
が担当している30人規模の演習授業でも応用できそうだと興味を
持ったと言う。
「それまで知らなかったのですが、早稲田にもすでに

導入当初は珍しさもありほぼ全員の学生がクリッカーに参加して

星野助教は、
この授業以外に、
「経済学研究」や「中国の社会」
と

利用できる環境が用意されていると聞いたので、
さっそく試してみ

いたが、3，4回目を過ぎる頃から徐々に飽きてくるのか、半分強ぐ

いう講義型の授業でも、話の途中で三択クイズを盛り込むというよ

ることにしました」。

らいにまで参加率が落ちるという現象も出てきた。
これを防ぐため

うな形でクリッカーを利用している。
「ある記事についての意見を

使用する専用のクリッカー端末は、授業開始前にポータルオフィ

には、参加すれば点数を加算する、あるいは不参加の場合は減点

選択肢から選ばせた上で、あなたはどれを押しましたか？と意見を

スから借り受け、
レジュメと共に教室の入口に用意しておく。学生は

するという形でインセンティブを設定するという方法もある。
この

聞くなど、話を膨らませるのに役立っています」。
こちらの授業でも

入室する際に1台ずつ持って席に着き、授業時間内に出題された

クリッカーでは基本的に誰がどのボタンを押したのかは分からない

学生の反応はいいと言う。
「本来は、何かを議論するような授業ほ

問題を解き、端末から解答に該当する選択肢の番号ボタンを押す

が、端末に付いている個別の識別番号と学生の個人情報をあらか

ど、意見の分かれるような問題も作りやすいですし、
クリッカーは導

ことで回答する。解答用選択肢は端末のボタン数に合わせて10個

じめ紐付けた上で配布すれば、それを把握できるようになる。
「しか

入しやすいと思います」。

用意して、問題と共に提示しておく。1問1〜2分程度で設定する制

し、匿名性がなくなると学生の参加意欲をそぎかねないので、そう

限時間が過ぎるとストップウォッチのアラームで知らせ、回答を締

いう方法でインセンティブを加えることは考えていません」。学生の

め切る。PC上で教員が締め切りの操作を行うと、何番を選んだ学

アンケートでもインセンティブについては否定的な声が多かった。

に残っていると言う。
「そこで学んだのは、学生と教員が調和しない

生が何人いたかがPCの画面に瞬時にグラフ表示される。
これをス

そこで考えたのは、問題内容を工夫することだ。
「 多くの学生が

と、良い授業は成り立たないということです。そのためには、
自分は

間違えるような難問や引っかけ問題を加えたり、反対に誰でも答え

そのままで学生にこっちに来いと言っているようではダメで、教員

グラフを見ることで、
どのぐらいの学生が間違えたのか、
どんな

られるようなアンケートのような設問を用意したりしました。出題内

も学生の方に近づく必要があります。
こちらから学生の背景をよく

間違いが多いのかがハッキリ分かり、足りない説明を補足するなど

容に変化をつけることで、学生の関心を引き付けようという狙いで

知ろうとしなくてはいけないのです」。

その後の指導の参考になる。学生たち自身にとっても、その問題の

す」。その結果、参加率は再び上昇したと言う。
「答えたくない学生

難易度やクラスの中での自分の位置づけが分かるメリットがある。

を強制的に参加させるのではなく、参加したくなるような問題を用

クリーンに投影して学生に見せながら解説を行う。
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クリッカー導入のきっかけになったアメリカのFDプログラムでは、
「よりよい授業のためには調和と背景が重要」
という話が強く印象

クリッカーというツールも単に使うだけでは意味がないのであり、
学生と教員が近づくためのアイテムとして利用するものだと捉え
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Course N@viの活用により
高い学習効果が望める
フルオンデマンド授業を実現
グローバルエデュケーションセンターの「統計リテラシーα」
「統計リテラ
シーβ」
「統計リテラシーγ」は、
ガイダンスから、講義、小テスト、最終試験
に至るまで、すべてをCourse N@vi上で実施するフルオンデマンド科

統計リテラシースタッフ。

目だ。
フルオンデマンドという環境下で、学生たちが効果的に学ぶための

後列左から池原助手、鎌塚助手。前列左から

レポート課題では、知識を問う問題だけでは

学生には、授業ビデオと同じようにデータ解析

堀井助教、星野助教、久保助教。
スタッフには

なく、
「自由にデータ分析をする」課題を課して

などの作業をさせている。データを解析した

その他30名前後のTAがおり、3号館2階に

いる。

Excelファイルの提出が出席票替わりとなる。

さまざまな取り組みについて、堀井俊佑助教に話を聞いた。

授業ビデオを見るだけでなく
実際のデータで作業もさせる
「統計リテラシー」の「α」
「β」
「γ」はいずれも全学部全学年を対

堀井 俊佑
グローバルエデュケーションセンター 助教

スタート以来、
さまざまな試行錯誤を重ねてきている。

とも比較的入門的な内容なのでそこまで専門知識は必要ありませ

たが、授業を始めてみて空欄があったほうが学生たちがビデオに

がある学生はいつでも書き込めるようにして、教員が返答するよう

んが、TAのさらなる能力向上を図ることで、効率的に学生をフォ

集中できると判断したため、後から導入しました」。

にしています。書き込みの数は時期によってまちまちで、学期の最

ローできる環境を整えることが狙いです」。

また、3科目のうち
「統計リテラシーα」のみ、毎回の小テストに代
わって学期中一度だけレポート課題を提出させているが、受講者数

でに2000人を超えている。久保沙織助教、星野匡郎助教と共に

が数百人規模と非常に多く、教員やTAの採点の負担が大きいとし

科目を担当する堀井助教は、
「 統計データから必要な情報や主張

て、一度は取りやめたことがあった。

を読み取り分析することは、かつての『読み・書き・そろばん』
と同

「しかし、学生が分析能力を身につけるにはやはりレポート課題

様に現代社会では必要なリテラシーと言えるのではないかと考え

があったほうがよいと考え、TAの人数も徐々に増やすことができ

ています」
と話す。実際、商学部では1年生の必修科目にもなって

たので、再検討して復活した経緯があります」。

Course N@vi上で行うビデオ授業では、一方的に講義するだ
けにならないよう気を配っているという。
「単に、統計学の知識を持てればよいということではなく、実際に

せん。質問の総数は、一学期間で30件程度ですね」。
また、直接顔を見て質問したいという学生のためにキャンパス内
に対面指導室も用意している。
「指導室ではTAが待機しています
が、
さまざまな人が来るというよりは、現状では同じ人が繰り返し利
用することが多くなっています」。

担当教員の任期後も長く使える
良質のコンテンツ作りを目指す
現在、堀井助教らは、授業のコンテンツを長期間利用できるもの
にしていこうという新たな取り組みも始めている。
「統計リテラシー3科目の担当教員は任期付きの助教ですが、そ

TAの人数を増やしたことに加えて、復活にあたっては採点の方

り、授業後に毎回Course N@vi上で実施するアンケートも活用す

の人の任期が終わったらビデオや課題などをイチから作り直すの

法にも工夫を凝らした。たとえば、統計処理の正しいやり方を理解

る。授業アンケートで寄せられた感想を反映して、実際に講義ビデ

は、非常に無駄なことだと言えます。
また、教員が一人で作成にあ

しているかを確認する問題など、客観的に採点可能な問題を複数

オの内容を一部変更したこともある。

たっていると、
コンテンツのクオリティにどうしてもバラつきが出て

用意してTAでも容易に採点ができるようにした。
「ただし、統計データを分析できるようになるためには知識を問
う問題だけでは不十分なので、
レポート課題の中には
『自由に分析

そこで、授業のビデオを見ながら自分でコンピュータを操作して、

して考察せよ』
という問題も必ず用意しています」。

たとえば、記述統計を学ぶ「統計リテラシーα」では、学生に

初には活発に質問が寄せられますが、普段はそれほど多くはありま

学生の意見や感想を吸い上げる方法としては、すでに述べた通

データを分析する能力を身につけて欲しいと考えているからです。
データを分析するような授業を心がけています」。

を確認しているため、一定のレベルは確保しています。
また、3科目

「まず、Course N@viに質問用の掲示板を設けて、疑問や質問

年度春学期にスタートした。3科目の延べ受講者数は、2年間です

がわかる。

いった方法で、学生の声を受け止めようとしている。

「一例を挙げると、前述の空欄補充は当初はやっていませんでし

象とした科目で、
フルオンデマンド授業という現在の形では2014

いて、統計リテラシー習得の重要性が広く認識されつつあること

はTAが常駐する対面指導室もある。

「何をすべきか」から考えるという行為に慣れていない学生に
とっては、
「自由な分析・考察」は簡単ではないというが、毎回実施

Excelで作成したデータファイルをダウンロードさせて、授業ビデ

している授業アンケートでは
「難しくて何をすればわからなかった」

オと同じようにデータ解析などの作業をさせている。データを解析

という声もある一方で、
「大変勉強になった」
「自分で自由にデータ

したExcelファイルの提出が出席票代わりになっているため、提出

を分析することは楽しいと思った」
などの感想も寄せられていると

率もかなり高めだという。

いう。

「学生が難しいと感じているポイントがこちらで想定した箇所と

しまい、結局は受講する学生が不利益を被ることになってしまいま

は異なることがわかったため、
ビデオでの説明量や例題を増やす

す。そこで、助教や助手でチームを作り、質のよいコンテンツを作

変更を加えて、
より理解しやすいものに改めました」。

成し、長期で利用することに取り組んでいます」。

授業のビデオは、Waseda-net Commonsを使って助教が自ら

その際、
まず「コンテンツ仕様書」のようなものを作成して、たと

作成しているため、部分的な差し替えが発生しても、比較的気軽に

えば一つ一つのスライドで何を伝えるのか、
どのような目的で作成

修正ができる点はメリットだという。

するのかといったことを記録に残している。

TA専用の掲示板を設置して
TAの能力向上にも努める

確認してそれに沿った形で修正できるので、質を一定に保つことが

「仕様書があれば、
コンテンツの一部を変更する際にも仕様書を
できます。
もちろん、必要があれば、
コンテンツの変更に合わせて仕
様書のほうも更新していく予定です」。

受講人数が多いため、
「統計リテラシー」
には3科目合計で約30

さらに、大学総合研究センターの「統計教材モジュール展開プロ

ドの説明の一部をあえて空欄にしている。学生がビデオを見ながら

レポート課題は特に必要を感じていないそうだが、
「『統計リテラ

名前後のTAがいる。そこで、Course N@vi上にTA専用の掲示板

ジェクト」
として、統計リテラシーの授業コンテンツをこれまでの枠

空欄を埋めて、
スライドを完成させることが狙いだ。

シーγ』
では、
できれば今後は期間中に一度くらいはレポート課題を

を設けて、TAや教員間の情報共有とTAの教育に役立てている。

を超えて提供していくことも検討中だ。

また、推測統計学の基本を学ぶ「統計リテラシーγ」では、
スライ

「こちらは、提出させるわけではありませんが、空欄補充があるこ

確率について学ぶ
「統計リテラシーβ」
は計算問題が中心になり、

導入していきたいと考えています」。

とで、
ビデオ視聴で陥りがちな
『集中できずに聞き流してしまう』
と
いう事態を避けることが可能になると考えています」。

空欄補充やレポート課題など
試行錯誤しながら授業を改善
統計リテラシーの3科目では、学生たちの学習効果を高めようと、
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フルオンデマンド授業だからこそ
学生の声に耳を傾ける工夫が大切

「この掲示板は、TA業務用の非正規科目という位置付けです。

「たとえば、卒論執筆で急にデータ分析の知識が必要になった学

情報共有のほか、
たとえば授業の課題を事前にやってもらって気に

生に、最低限見ておくべき項目だけを提供したり、
また各学部には

なる点があれば掲示板上で指摘してもらったり、
また課題の類題を

統計学の授業がすでにありますが、そうした授業の予習復習用に

TAに作成してもらって掲示板に投稿してもらうなどして、TAの能

我々の授業コンテンツを使ってもらったり、
さまざまに活用して欲し

力向上につなげようとしています」。

いと考えています。現在は、すでにあるコンテンツの整理を進めて

教員と学生が顔を合わせる機会のないフルオンデマンド授業で

作成したもらった類題については、使えそうなものがあればアレ

は、学生とどのようにコミュニケーションを取っていくのかも重要な

ンジを加えた上で実際の授業に活用することもあるそうだ。
「TAを

ポイントになる。堀井助教らは、掲示板の設置やアンケート実施と

採用する際の面接で、統計学に関する質問をいくつかして理解度

いて、今後はプラットフォーム作りなどにも着手する予定です」。
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先端的WEBツールに基づく授業を
動画としてオープン化：知の分野で
世界にアピールする社会貢献
世界では今、
インターネットを通じて大学の授業を無料で公開する動きが
加速している。本学でも、2014年度よりWaseda Course Channel
というプラットフォームを通じて、一般への授業公開が行われている。松
山教授はこのシステムを利用して教場で行っている授業の録画映像を公
開し、他大学を含む一般社会へのアピールと社会貢献に努めている。

教場の授業を録画し、
無料で学外にも公開する
インターネットを通じて大学などの授業を公開する試みは「オー

松山 泰男

授業を補足する資料をMyWasedaのメール

インターネットアクセス画面と講義風景

機能を使って配信

注釈：この図の初出は、
「松山泰男、激変のさなかにある教室風景、情報

基幹理工学部 教授

自らの授業を
世界に発信して貢献したい
松山教授がこうした授業の公開に踏み切った理由の一つには、

処理、vol.57, no. 1, pp. 70-73」。
ただし、版権は松山が所有しています。

オンラインデータベースやツールで
授業に最新情報を取り入れる
今回のエントリー対象となっている
「生命情報処理とICT」
という

世界の研究仲間に対抗できることを
アピールしたい
この授業で使われている
『バイオインフォマティクス in silico』

プンコースウェア」
（OpenCourseWare、以下「OCW」）
とよばれ、

自らが行っている授業を学外に問いたいという思いがある。それは、

授業は、その題目の通り、生命情報とICTの両方の知識を身に付け

という教科書は、バイオとICTとの組み合わせに着目した松山教授

本格的なものとしては2002年に米マサチューセッツ工科大学

知人であって同一分野の研究者であるスタンフォード大学の教員

させることを目指している。生命情報処理の分野では、データベー

自身が、8年かけて書き上げたものです。
この教科書とWebを連動

（MIT）で開始された。当初はシラバスや資料を公開する程度で

が、機械学習という分野で優れたMOOC教材を提供していること

スやそれを扱うためのツールが刻々と世界中で更新され続けてお

させた授業、そしてそれをOCWとして学外に公開していることが

あったものが、ICTの進化と普及により、動画と音声での公開が可

に触発されている。
この教材とMOOCによる貢献は世界ランキン

り、
これらの情報はすべてを公開することが慣例となっている。そ

認められ、2015年には情報処理学会の優秀教材章を受賞してい

能になり、現在ではアメリカやヨーロッパを中心として世界中で数

グで圧倒的な第一位となり、大統領表彰を受けている。
身近な知人

こで、
この授業では教場で教員のPCからインターネットにアクセス

る。
この賞は毎年選ばれるわけではなくて、賞に値するものがあっ

多くの講義動画が無償で公開されている。そしてさらに、MOOC

のこのような活躍を目の当たりにすると、
自分も何か社会に奉仕し

し、その画面をスクリーンに表示しながら行うという形を取ってい

たときにだけ授与されることになっている。
この受賞に関して、松山

なければという気持ちに駆られたというのが動機になっている。

る。
これにより、最新のデータベースやオンラインツールを通して

教授は
「論文賞というのは何度か経験がありますが、教材を対象に

最先端の情報を学生に伝えることができるようになっている。

した賞をいただいたのは初めてで、大変光栄に感じています。学内

（Massive Open Online Course）のように試験やレポートを課
したり、単位を修得させたりすることのできる、いわば無料のオンラ
イン大学が登場して話題になっている。

松山教授の授業はスライドでは英語を使用しているものもある
が、学部生への講義自体は日本語で行っている。そのため、学部レ

このような講義形態を維持するためには、次々に新たな内容を

だけで満足していてはいけないと思うので、本学のレベルがしっか

本学でもWaseda Course ChannelというOCWが設置され

ベルでの受講対象はほぼ日本人に限られてしまう。
これについて

加えて教科書を補う必要が生じる。
もちろんその手当には特有な苦

りしたものであることを学外にも発信できて、それを評価していた

ており、2015年末現在で、2,000以上の動画が誰でも無料で視聴

松山教授は次のように語っている。
「できれば、講義も英語で行って

労が付きまとう。
これについて、松山教授は次のような驚くべき事

だけたのはうれしいですね」
と語っている。

可能になっている。

海外の人にも見てもらえるようにしたいのですが、学内の学部生の

例を語っている。
「毎回の授業の前日には、
ツールと授業の内容を

OCWやMOOCが浸透しつつある今でも、授業を無料で公開す

松山教授はWaseda Course Channelの開設時からこれに参

反応を見ていると難しいというのが現状です。ただし、大学院の講

Webで確認して予習するのですが、それでも翌日授業を行う際に

ることについては賛否両論がある。
このことにつて、松山教授は次

加し、担当するすべての講義をビデオカメラで収録し、その動画を

義では留学生が受講しているので、本学の制度に合わせて、すべ

はさらに新しい情報が出現することが頻繁にあるのです。遅れた情

のように語っている。
「難しい問題ではありますが、世界中でオープ

公開している。
このような動画の収録は学内のスタッフに依頼する

て英語で行っています」。

報を学生に伝えることは許されない分野であるので、そこがとても

ンソースとオープンツールが当たり前になっている昨今において

頭の痛いところです」。

は、
自然な流れだと思っています。他の人たちが有していない内容

こともできるのであるが、理工学部という離れたキャンパスにいる

講義をそのまま動画でも見られるようにオンデマンド化すると、

こともあり、調整による手間を少なくするためTAに協力してもらい、

履修学生の出席率が悪くなるのではという心配がある。
このことに

この授業を始めた5年前というのは、
「遺伝子そのものを特許化

をもっているという自負がある場合には、それを対外的に知っても

ビデオカメラを設置して撮影している。そこで公開している動画は

ついて、松山教授は次のように語っている。
「この授業では出欠を

することを防ごう、そしてそのようなことが起こらないように研究内

らうという意味で、正当なアピール活動の一部ともいえるかもしれ

必要最低限の編集のみを行ったものであり、実際の講義の原型を

採っていないので回数を重ねるごとに出席者は少しずつ減ってい

容の公開を進めよう」
という機運が、全世界的に起こり始めた時期

ません」。

忠実に保っている。
このような形のOCW教材の準備にはかなりの

きますが、50%を割ることはありません」。授業に即した資料類を

になっている。その結果、現在では関連するデータやそれを扱う

松山教授は、青春時代の1974年からスタンフォード大学で受け

苦労が付きまとうと、松山教授は語っている。すなわち、遅れて入っ

充実させ、添付メールで配信している効果もあるのか、出席率によ

ツールはすべて公開されることが原則となっており、
この授業はま

た教育の斬新さが、今でも忘れられないと言っている。それは、PC

てきた学生が画面を横切ったり、咳き込んだ声になったり、独自取

る試験の出来の違いは少ないとのことである。そして、
「OCWや配

さにそれを活用して成立したものとなっている。そしてこの講義の

やネットワークがまだなかった時代に、学生の机に埋め込まれた小

材による著名な研究者に関する逸話であっても一般公開するのは

付資料を充実させるほど出席率が落ちてくるのは残念なことです

意義について、松山教授は次のように語っている。
「現在はまだ人

型テレビ画面に教員の映像と音声そして教材が表示され、それと

控えた方がよさそうな話をしている部分などはカットせざるをえな

が、最終的に試験はよくできるということは、それらを活用してくれ

間の遺伝子の配列や機能が分かるようになったという段階ですが、

同時に講義の全体が電波により放映されるという、他をはるかに凌

いということである。

ているということなのでしょう」
と、
この頃の学生気質について語っ

いずれは遺伝子に関する情報をさまざまなことに活用できる時代

駕していた臨場と遠隔の同時教育でした。そして、次のようにも

ている。

がやってきます。そこを見据えて、本学の学生にはぜひICTとバイ

語っています。
「私がこういう授業形態を試みているのは、そのとき

授業内では雑談的に周辺情報の話をすることが多いが、録画の

オの両方の知識を備えておいてほしいのです。そのためにも、
日頃

に体験した大きな衝撃が引き金になっています。
日本でもOCWや

しかし、現在は昨年度版のほぼ同じ内容もすでに公開されている

際にはさまざまな事情から削除してしまう部分も多い。そのため、そ

から最先端の情報やツールに触れることで、来るべき新時代に対

MOOCが利用できる時代になったことで、その抱負の一部がやっ

のに加え、毎回の授業を補足する資料をMyWasedaのメール機能

うした心を豊かにする話を聞けるのは、
やはり教場に出席する学生

応できる人材を育成したいという思いで、
この授業を行っていま

と実現できるようになったのだと感じています」。

を使って配信しているので、事情があって授業に出てこられない学

だけの特権となる。

す」。

こうした作業が必要となるため、該当授業の動画が実際に公開
されるまでには、最大で3カ月程度の公開遅れが生じることもある。

生でも、
オンデマンド授業のように利用している例もあるという。
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Skypeの導入で海外の大学
にも対象を広げ外国人学生との
言語・異文化交流の機会を拡大
早稲田大学には2015年度現在、100を越える国と地域からの5000人近い外国人留学生
が在籍しており、この数字は日本全国の大学の中で最も多い。こうした国際色豊かな環境を
活かし、キャンパスにおける異文化交流を充実させるために、国際コミュニティセンター
（International Community Center, ICC）は活動している。2006年の設立以来、ラ
ンチ会やカフェ、キャンプなど各種のイベントを実施し、学内における異文化交流の場と機会
を提供してきた。そうした活動の一環として、ICCでは、言語学習や異文化交流を希望する学
生の意欲に応えるため、2015年度より海外の大学と提携し、学生個人間でSkypeを使っ
て交流する機会を提供している。導入に至った経緯と成果、課題についてお話を伺った。

互いの言語と文化を教え合う
学生間の国際交流

三神 弘子
国際教養学部 教授/
国際コミュニティセンター長

いったアドバイスもおこなっている。
紹介する学生のマッチングでもっとも気を遣うのは、互いの言語

Skype交流実施中。
「最初は緊張したけどす

モナシュ学生が休みを利用して来日。

ぐ慣れて、楽しく勉強しています！」

Skype交流が友人作りのきっかけに。

知らない人と交流を始める際にいきなり対面で会うよりは、心理的

このプログラムでは互いの言語を教え合うというのがコンセプト

なハードルが低いのかもしれない。海を隔てての交流となるため、

となっている。そこで、学生の1対1の交流に加え、提携大学の日本

レベルの組み合わせだという。互いの言語レベルが違いすぎると、

回数を重ねて親しくなっても、いっしょに外出するなどという形には

語の授業に早稲田の日本人学生がSkypeを通して参加するという

ＩＣＣが2006年から実施している
「ランゲージ＆カルチャー・エク

うまくコミュニケーションが取れなくなったり、
フラストレーションが

発展しにくいが、交流終了後にいつか相手と直接会ってみたいと

試みも行っており、先方からも大変高い評価を受けているという。

スチェンジ」
というプログラムは、早稲田に在籍する学生に
「学びた

募ったりしてしまうからだ。細かい条件を合わせるのは難しいが、年

答えている学生は多い。

い言語」
と
「教えられる言語」
を登録してもらい、条件の合う学生同

齢や専攻なども考慮し、
なるべく話が合うような組み合わせを配慮

士が互いの言語を教え合うことを通して、1学期間、異文化交流を

しているということである。

体験してもらうというものだ。
ＩＣＣから紹介を受けた学生同士はお

従来の対面プログラムでは、距離的に離れている所沢キャンパ

このプログラムは授業ではないため、試験や出席チェックなどの

交流に参加した学生の満足度は総じて高く、
アンケート回答者の

強制力はない。
しかし、だからこそ、単位にならなくてもあえて参加

圧倒的多数が今のパートナーと個人的に交流を続けたい、あるい

しようという意欲の高い学生が集まってくるのが特徴だ。授業以外

は別のパートナーとまたこのプログラムを始めたいと答えている。

の場で英語などの外国語を使いたいという学生のニーズは高く、

互いに連絡を取り合い、ICCのラウンジおよび学内外の好きな場所

スの学生が、早稲田／西早稲田／戸山キャンパスの学生と交流す

中にはプログラム終了後も交流を続け、相手が来日した際、実際に

そうした場を大学として無償で提供するのは、大きな意味があると

で好きな時間に交流を深めてもらう。例年、約1,000人から40程度

る難しさが指摘されていた。
しかし、Skypeを使えば距離の問題も

会い、
日本を案内したという事例もあった。

考えている。学生にとっては、身近なツールを用いて、
日本に居な

の数の多様な言語が登録される。
（ 過去に、エストニア語を学びた

解決するため、
このプログラムでは所沢の学生を優先するようにし

い学生とエストニア語を教えられる学生がマッチングされた例もあ

ているという。

る。）
しかし、現実には
「英語を学びたい学生」
の数が圧倒的に多い。
日
本語非母語話者である外国人留学生と日本語母語話者の学生の
母数の違いを考えると、
「英語を学びたい学生」
と
「英語を教えられ

デジタル世代は対面よりも
心理的ハードルが低い面も

プログラムを通して得られたものとしては、聴解力や口語表現力、
語彙がアップしたという英語スキルに加え、異文化や自国の文化へ

できるという可能性を、
より多くの学生に体験してもらいたいと考

の理解が深まった、友人ができたという点を挙げる声が多い。

えている。

英語母語話者との
交流機会を拡大できる

る学生」
との数に大きな不均衡が生じるのは避けられない。その結

対面を基本とする
「ランゲージ＆カルチャー・エクスチェンジ」
と

果、
「英語を学びたい」
と希望しても実際に交流するパートナーを得

同様に、
「日英SKPYEパートナー・プログラム」
に登録した学生同

られない学生が数百名も出てしまうというのが課題であった。

士が実際に交流を行うかどうかは、学生たち自身に委ねられている。

少ない地域であることも考慮し、最初はオーストラリアのモナシュ

参加した学生のアンケート結果を見ると、残念ながら一度も交流せ

大学から始めたが、正規授業内での交流ではなく、個人が自由に交

海外大学との提携で
スカイプによる交流を開始
それを打開するために導入されたのが、2015年度より開始した
「日英SKPYEパートナー・プログラム」
である。春期はオーストラリ
アのモナシュ大学、秋期はそれに加えてアメリカのカリフォルニア

相手校の選定は、
日本語学習者が多いという点に加え、時差の

ずに終わってしまったというケースも5％ほど見られるが、その理由

流の時間を設定できるため、多少の時差も問題ないと判断し、秋期

はお互いのスケジュールの調整がうまくいかないためであることも

からUCLAとの交流もスタートさせた。Skypeというツールを使う

多いようだ。特に秋期は、相手校のアカデミックカレンダーとのズレ

ことで、海外在住の英語母語話者と交流できる機会を拡大できた

もあり、相手校が登録しにくい時期になってしまったという問題も

ことは、
このプログラムの大きな魅力であり、既に一定の成果をあ

あった。実施時期の設定などは今後の課題となっている。

げているといえるだろう。

学生間のSkypeでの交流は夜間自宅などで行うケースが多く、

入学したばかりの新入生は、
モチベーションも高く交流希望者は

大学ロサンゼルス校（UCLA）
とも提携し、それぞれの大学で日本

期間を通して6〜10回程度交流したというケースがもっとも多かっ

多いのに、登録者数のアンバランスによって、
マッチングの機会が

語を学習している学生と早稲田の日本語母語話者の学生との1対

た。Skypeではカメラを通して映像も交換するビデオ会話、音声の

与えらないことも多かった。意欲の高いときにこそぜひ体験して欲

1の交流を進めてもらうというものだ。

みの通話、文字をやりとりするチャットなどさまざまな方法を選択で

しいと思うので、Skypeを導入したプログラムによって間口を広げ、

このプログラムには早稲田側だけで246名（2015年度の春秋

きるが、
どれを使うかはそれぞれのペアが相談して選べばよい。音

マッチングできる数を増やせたのは良かったと思っている。

学期合計）の学生が参加した。最初は紹介された相手のアドレス宛

声やビデオで交流をしていても、会話に詰まったときやスペルを知

にメールで連絡を取り、互いに都合のよい日時を決めてSkypeで

りたいときなどに、
チャットを併用するケースもある。

初年度は実験的な試みとして行ったが、次年度以降は相手校に
も、
さらに積極的な広報を依頼する予定である。他にも提携の可能

交流するという流れだ。最初は、何を話していいのか分からないと

日本の学生はLINEを使い慣れているため、先方にもそれを提案

性のある大学もあるが、一気に増やすのではなく、
まずは現在の2

いうとまどいを感じる参加者もいたが、
まずは自己紹介から始め、

して、LINEを使ってもらうことでより絆が深まったという例もあった。

つの協定校とのプログラムを改善しながら徐々に拡大していく意

たとえば音楽や映画など、互いに共通する趣味を探り合うといいと

オンラインのみでのやりとりという点では、最近の学生にとっては、

向だ。
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がらにして海外の学生と友だちになったり、
ネットワークを作ったり
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Skypeを通じて海外の日本語教師の
生の声を聴き教科書や文献とは異なる
インプットで理解を更に深める
日本語教育研究センターの毛利准教授は、海外における日本語教育をよ
り身近に感じ、理解を深めるために、海外の現場で活躍する日本語教育
専門家の生の声を取り入れた教育実践を行っている。Skypeを使った遠
隔セッションを組み込んだその授業の実践と成果を紹介する。

毛利 貴美
日本語教育研究センター 准教授

海外からの生のセッションで
刺激を与える

ト実施される。
この組み立ては、あらかじめ基礎知識や予備知識をつけて遠隔

海外の専門家とSkypeを活用しながらのセッ

早稲田大学内の外国人留学生にインタビュー

ション。

を行う。

疑問や質問にすぐに回答が得られるというメ

様々な取り組みからの「気づき」
を大事にして

リットがある。

いる。

感想をCourse N@viのレビューシートに記入させている。最低文
字数のノルマを設けていないにも関わらず、常時1000文字以上書

生の声ならではのインプットで
考えを深化させる

セッションに臨むことによって、
リアルタイム接続時の限られた時間

いてくる学生もいるなど、積極的な反応が返ってきている。
「もしも、

今回エントリーの対象となった「海外の日本語教育を考える」
と

の中で説明部分を大幅に減らし、具体的な内容に時間を割けるの

学生の意見がステレオタイプな方向に傾くなど、国や民族に対して

この授業を通じて毛利准教授が伝えたいのは、
日本語教育の専門

いう授業は、海外における日本語教育の現状や課題を知り、
自らそ

と同時に、
ゲストスピーカーと学生とのインターアクションの時間を

誤解している部分があるときはきちんとフォローしておかないとい

的な知識に限らず、
自分以外の人の意見に触れ、
自分自身の考えを

の問題を考察することで問題意識を明確にして理解を深めること

増やそうという工夫だ。その結果、問題点についてより深く掘り下

けないので、
レビューシートの内容はしっかり読んで、
できるだけ次

深化させていくことの重要さだ。
これは自身が２年間赴任していたア

を目的にしている。

げて話し合うことができ、最終回のディスカッションはいつもストッ

回の授業に反映をするようにしています」。
ときには内容や授業の

メリカのリベラル・アーツ大学の教育方針に影響を受けているとい

プをかけないと終わらないほど盛り上がるという。
「もっと話し合い

進め方について厳しい意見を書いてくる学生もいるが、反応が分

う。
「コミュニケーション能力がなければグローバル人材として活躍

しかし、
日本国内で得られる教育情報は限られている上、
トピック
が身近ではない各国の言語政策や言語教育に偏りがちであるとい

たかった、他の人の意見が聞きたかったという意見もあったので、

かるのはよいことだと前向きに捉え、改善できる点は取り入れるな

することはできません。
この授業では、文献の理論や教科書の知識

う問題があった。
これを補うには、実際に海外で活躍する日本語教

今後はCourse N@viのBBS機能などを使って、授業時間外でも

ど参考にしているという

だけでなく、
ゲストスピーカーやいろいろな文化背景を持つ人々と

育の専門家を招くことが望ましいが、経費やスケジュールの点で実

話し合いを深められるよう検討しています」。

現は難しい。

ゲストスピーカーとの間では、授業で使うPPTの資料などを事

また、
レビューシートの内容は学生の名前が分からないようにし

ディスカッションし意見を交わす過程で、
これまでに想像もしていな

て、学生の了解を得た上でゲストスピーカーにもすべて見せている。

かった海外の実情を知り、気づきや刺激を受け、自分のスキーマ
(Schema)を広げていくプロセスを体験して欲しいと思います」
。

この問題をクリアするために着目したのが、一般的にも利用者の

前に見せてもらうなど、
あらかじめ内容の確認を行っている。
「ここ

ゲストスピーカーからは、学生との直接交流やレビューシートを通じ

多い遠隔交流ツールSkypeを活用し、海外の専門家にリアルタイ

はこういう質問が来ることが予想されるので、
もう少し詳しくして欲

てフィードバックが得られることで、
自分の教育活動を振り返り、現

ムでセッションを行ってもらうという方法だ。本格的なビデオ会議

しいなどとお願いしたりすることもあります」。

地の課題について改めて考えるきっかけとなったとの報告もあり、

Skypeを使ってゲストスピーカーの遠隔セッションを導入すると
いうこの手法は、
日本語教育にかかわらず、
さまざまなジャンルで

システムを利用するには、先方にも対応ソフトをダウンロードしても

授業時間内にゲストスピーカーが十分な時間が取れないときも

らうなど手間がかかるが、Skypeなら多くの人がすでにアカウント

あったが、PPTを用いた講義の一部をあらかじめ動画として録画し

を持っているので、手軽に使えるのがメリットだ。
「もし私が学生だっ

ておいてもらい、
これを遠隔セッションの前に自宅などで見ておく

「私自身が海外にいたときの経験からしても、
日本にいると分か

できるのは、学生にとってより広い視野で考え、知見を得られる機

たら、下を向いてずっとハンドアウトを読んでいる授業よりは、海外

という反転授業方式で補った。外部の専門家への委託を授業とし

らない、現地ならではの声を伝えたいという思いは強いのですが、

会になると思います。運営面では、遠隔支援のIT担当者が技術的な

で活躍している方たちに話を聞いたり、質問をしてみたいと思うの

て有効に活用するには、担当教員としてのこうした工夫も欠かせな

実際にはそれを発信する機会はあまりありません。同じように感じ

トラブルなく授業が進められるようにサポートしてくれました。私の

で、それを実現したくて作った授業でもあります」。

いようだ。

「遠隔セッションをやってよかった」
という感想が寄せられているそ
うだ。

利用できるのではと、毛利准教授は提案する。
「世界中のいろいろ
な研究者の生の声を聞いて、その場で質問したり意見を聞いたり

ている海外勤務者は多いのではないでしょうか」。現在は、早稲田

ようにこれを中心に授業を組み立てるというのではなくても、授業

2015年度後期の授業では、
フィリピン、
アメリカ、
ブラジル、韓国

4ユニット終えた後は、ゲストスピーカーと遠隔で結ぶ代わりに

大学大学院日本語教育研究科の第二言語習得研究室在籍時の同

の中に1回組み込むというような使い方も可能なのではないでしょ

に在住の日本語教育専門家にゲストスピーカーを依頼し、Skype

早稲田大学内の外国人留学生を教室に招きインタビューを行う。
こ

じゼミ生で、海外で日本語教育に従事している仲間にゲストスピー

うか」。

を通じて約1時間ずつ話をしてもらった。海外在住者との時差を考

こではなるべくさまざまな地域の留学生に来てもらって日本語学習

カーを依頼しているが、
「遠隔セッションを希望している人は他にも
たくさんいるから紹介します」
という声も聞かれるという。

ICTによる学びの
コミュニティ作りを目指して

慮し、授業は月曜日の一限目に設定。ゲストスピーカーには各地域

経験を聞き、理想とする日本語教師像を学生たちに探ってもらう。

における日本語教育の現状を語ってもらうだけではなく、文化の問

最後には、その内容をグループ内でまとめて発表するという流れに

成績はレビューシートの提出状況や平常点に加え、期間中に2

題や現地で起こりがちな課題など、各回であらかじめ決めたテーマ

なっている。
「日本語教師のあり方は、単に文法などを上手に教えれ

回レポートも提出させているが、その多くは学部や専門領域と

にフォーカスして話してもらっている。

ばいいということではなく、人間性の部分にも行き着いていきます。

いった受講者の背景に関係なく、目標としたレベルに到達できて

「この一年、SkypeとCourse N@viを使って授業を行ってきま

それを私が教えるのではなく、いろいろな人の話を聞くことによっ

いるという。
「この授業の目標は、海外における日本語教育の目的

したが、ICTの技術の進歩によって、時間や空間を越えた
『学びのコ

て、学生が自ら気づいて欲しいと考えています」。

や現状、課題を知り、考察することで自らの問題意識をさらに深

ミュニティ』作りが当初考えていたよりも容易にできるようになって

め、意見を明確にすることです。
ここでいろいろな人と触れあうこ

いると感じました。
また、
このクラスは留学生も多く履修しているの

とが刺激になって、広い視野を持ち、新たな考えが生まれてくると

で、文化や歴史の認識についても率直な意見を聞くことができます。

いう過程がレポートの中にも見られるという点では、手応えを感じ

日本国内か国外か、専門家かそうでないかという枠を越えて、
この

ています」。

授業に携わる全ての人たちが、それぞれの立場から
『海外の日本語

遠隔セッションの前週にまずは毛利准教授自身が教場で講義を
行い、その地域やテーマに関連する基本的な知識の教授を行う。そ
の上で翌週の授業時間内にゲストスピーカーの話を聞き、その場
で直接質問もするなどリアルタイムな交流を行う。
さらに、その翌
週には、
ゲストスピーカーから提示された課題について4人一組と
なってディスカッションを行う。すなわち、
１つのテーマについて授
業が３回行われ、
これを１ユニットとして授業期間内に合計４ユニッ
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セッションで感じたことを
レビューシートに書かせる
学生の理解を深めるため、遠隔セッションを終えた後は、質問や

教育を考える』
ことができればと思っています」。
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現地からのオンライン講義や
Course N@viを使ったグループ
発表でITの利活用を実践的に学ぶ
シンガポールをはじめアジア各国のIT事情を学ぶ、
「シンガポールのITと
社会」
と
「アジアのITと社会」。山内徹講師と田辺孝二講師は、現地からの
オンライン講義やCourse N@viを使ったグループワークなどさまざま
な取り組みを授業に導入。ITツールの活用によってインタラクティブな授
業を行い、学生の意欲と理解力の向上に努めている。

ITツールの活用によって
双方向で臨場感のある授業を目指す
春学期はシンガポール、秋学期は中国やインドなどアジア各国
のIT事情を学ぶ、
グローバルエデュケーションセンターの2つの科
目。各国のIT活用の現状から、国家・企業のIT戦略、ITがもたらす社
会のイノベーション、
さらにIT分野での日本との連携についてまで
幅広いテーマを取り上げている。
授業では、
さまざまなITツールを活用して、学生たちに積極的か

山内 徹 （左）
グローバルエデュケーションセンター 非常勤講師

田辺 孝二 （右）

グループ内で話し合った答えをグループの代表が

アジア各国のITに関する記事やサイトを見つ

webクリッカー「わせポチ」
から送信する。

けたときには、Course N@viの「お知らせ」機
能から学生に連絡を入れる。

グローバルエデュケーションセンター 非常勤講師

の前期までは、希望者のみで1週間程度、
シンガポールで現地研修

ポチ」
も導入して、普段の授業でもインタラクティブ性を高める取り

をしていました」。

組みを行っている。
具体的には、授業の終了約20分前に選択式あるいは記述式の

グループ発表ではCourse N@viを
メインに、TwitterやLINEも活用

問題を出題し、グループ内で話し合って答えをまとめた上で、グ
ループの代表がわせポチから答えを送信する。各グループの回答
を見て、
さらにディスカッションを行うこともあるという。

中間テストの代わりとして実施しているグループ発表でも、資料

「学生たちの理解力を向上させると同時に、議論の中から問題解

作りのための打ち合わせや資料の共有、連絡などに、ITツールをフ

決の道を探る力をつけてもらいたいと考えて、授業のまとめとして

ル活用している。

の映像を必ず数分程度は流しています」。
また、
アジア各国のITに関する最新情報を紹介した記事やサイト
を見つけたときには、Course N@viの
「お知らせ機能」
を使って学
生に逐次連絡を入れている。
「最新情報は、お知らせ機能のメールも使って周知に努めていま
すので、学生の皆さんに常にアジアやシンガポールのITについて
関心を持ってもらえているのではないかと思います」。
この授業を履修するにあたって「ITの専門知識は問わない」
とし

今年度から取り入れました。少し話は逸れますが、2015年度から

ているため、実は
「ITには興味はないが、
アジアに関心があるから」

つ主体的に授業に参加してもらうことを意識している。
「単に話を

「グループ発表では、3〜4名で1つのグループを作り、たとえば

教室が3号館CTLT Classroomに変更になり、机や椅子が可動式

という理由で受講する学生が半数近くいるそうだ。
しかし、授業を

聞くだけでなく、実際に目で見て感じてもらったり、
ディスカッション

『ITによる社会イノベーション』や『アジアにおけるITビジネス』
と

になったため、授業中にこうしたグループワークがやりやすくなりま

通してアジア各国のIT活用の現状に触れ、
日本との連携の可能性

などを通じて自分の考えを深めていってもらえるような授業を心が

いったテーマを決めて、
グループごとに発表に向けて話し合いを重

した」。

を考え、
また自分でも実際にITツールを使いこなしていく中で、IT

けています」。

ねていきます」。

わせポチは、
スマートフォンを利用するITツールのため、各人で

事情や活用に対して問題意識を持つようになる学生がほとんどだ

まず、
ビデオ会議システムを使って、現地からのオンライン講義

打ち合わせや連絡には、各グループとも主にCourse N@viの

回答することも当然可能だが、2015年度についてはグループで

という。
「卒業後は、
アジア各国で働くなどグローバルに活躍する人

を毎年必ず実施しているという。
「アジア各国の早稲田の事務所に

ディスカッション
（BBS）機能を利用するそうだが、
「グループによっ

回答をまとめる方法を取った。理由の一つは、全員が必ずスマホを

も多いですね」。

も協力してもらって、たとえばシンガポールであれば、政府関係者

ては、TwitterやLINE、FacebookなどのSNSツールも補助的に

所有しているとは限らないためだという。

アジアのIT事情を学ぶという授業のテーマも相まって、2001年

やシンガポールの日本人会事務局長といった方を外部講師に迎え

使っているようです」
（山内講師）。
ただ、Course N@vi以外につい

「まずは、
グループで話し合うという部分を重視しました。一人ひ

の授業スタート時から積極的にITツールを導入・活用してきた山内

ています」。

ては特に使い方の指示などは出さず、
グループの自主性に任せて

とりが回答するという方法も当然あるとは思っていますが、
スマホ

講師と田辺講師。Course N@viの導入や機能改善など、
この15

いるという。

を持っていない学生にどのように対処するのかという問題は残りま

年間でIT活用は大きく進んだと実感している。

ビデオ会議システムを通して現地の話を直接聞き、外部講師と
質疑応答などの対話する中で学生たちの理解も非常に深まると

もちろん発表の際には、各グループともパワーポイントなどのデ

す」。

「教員の雑務が減って、授業に専念できるようになったことも、大

ジタルツールを使いこなすことが必須だ。
「前年度には、パワーポイ

わせポチについては、
まだ実験的に取り組んでいる段階とのこ

きなメリットだと感じています。私は、JIPDEC（日本情報経済社会

実はこのオンライン会議は、最近始まった取り組みではない。
「ビ

ントより高度な表現が可能なPrezi（プレジ）
を使って素晴らしいプ

とだが、次年度以降も利用は続ける予定だ。
「たとえば、Aと回答し

推進協会）
でITの利活用を推進していますが、ITの分野では大学が

デオ会議のシステムは徐々に新しくなっていると思いますが、
オン

レゼンをした学生もいました。
プレゼンツールを使い慣れていない

た人とBと回答した人で、その場で席替えをしてお互いにディベー

ショウケースとなって世の中を牽引していくことが必要だと考えて

ライン講義自体はこの科目がスタートした2001年当時からずっと

学生には勉強になったのではないでしょうか」。

トさせるとか、
さまざまな活用法が考えられそうです」。
なお、必ずし

います。大学として教育の質を高めることも当然重要ですが、加え

もわせポチにこだわるわけではなく、今後は端末型のクリッカーに

て世の中における先進的なモデル提供をしていく場であって欲し

ついても利用を検討していきたいとしている。

いと考えています」
（山内非常勤講師）

いう。

続けてきました。当初から、ITの活用と双方向の授業という視点は
変わっていません」。

ちなみに、
グループ分けの際は、学部1年生から大学院生まで学
部・学年を問わずに履修が可能なグローバルエデュケーションセン

また、学内の留学生を授業に迎えて、母国のIT事情について話し

ターの科目ならではのポイントがあるという。
「同じ学部や学科、同

てもらう機会も設けている。その際も、具体的なIT関連のサービス

じ学年で固まらないように気を配っています。異なるバックグラウ

などを画面で見せながら説明してもらうようにしている。

ンドを持つ人同士で意見を交換することに意味があり、それが学生

「中国人の留学生に来てもらったときには、中国最大のSNSであ

の人間力向上にも役立つと考えているからです」。

山内講師らは、変化の激しいアジアのIT事情をリアルタイムで学

る微博（ウェイボー）やインスタントメッセンジャーの微信（ウィー
チャット）
について、実際の画面をスクリーンに映しながら現地での
使い方などを話してもらいました」。
さらに、現地に足を運んでシンガポールやアジアの国々のIT事
情を実際に目で見て体感する取り組みも続けている。
「2015年度
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大学がショーケースとなって
IT分野を牽引していって欲しい

新たに
「わせポチ」
を導入して
授業の双方向性を高める
さらに、2015年度の春学期からは新たにwebクリッカー「わせ

生に伝えたいと考えて、授業内はもちろん、授業外でもタイムリー
な情報発信を心がけている。
「毎回の授業では、YouTubeなどの動画ツールを使って、
シンガ
ポールやアジア各国のIT関連やセキュリティに関わるニュースなど
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エントリー事例で活用されている
ICTツール紹介

導入のご相談は大学総合研究センターまで
お問い合わせ先：大学総合研究センター

web会議システム・ビデオ会議システム

生が回答することができるシステムです。

教育方法研究開発部門（ctlt-staﬀ@list.waseda.jp）

・反転授業

「予習・復習、
グループワーク、
目的に合わせてCourse N@viの機能を選び、

学生の回答は教員のPCにて即時集計さ

反転授業とは、
自宅など授業外の時間に動画コンテンツ等のオ

web会議システム「LiveOn」やビデオ会議システムをサポート

れ、教室のプロジェクタ等に提示するこ

ンライン教材により知識を習得し、教室では議論や発展的な課題

しています。
インターネットを介して接続し、映像、音声、
データ等を

とができます。専用端末は早稲田ポータ

に取り組むという教育スタイルです。

リアルタイムに送受信することができます。教室同士を接続した遠

ルオフィスにて借りることができます。
〔活用事例〕

・
「わせポチ」
ウェブ版クリッカー

14ページ 高安 亮紀

理工学術院総合研究所 次席研究員

関根 晃太

基幹理工学部 助教

森倉 悠介

基幹理工学部 助教

ます。授業、各種講義、教

スマートフォン、
タブレット、PC などイ

育・研究を目的としたイ

ンターネットに接続できる端末から学生

ベントに加え、大学業務

にリアルタイムでアンケートを回答させ

を目的とした会議等にも

る機能です。選択式と記述式の２つの形

--

利用することができます。

式を選んで出題し、集計結果のグラフや

10ページ 国際学術院 日本語教育研究科

「国際コースとの共同授業開始を契機にオンデマンド授業を導入。演習時間
の大幅増も増加できた」

記述回答一覧を表示することができます。
利用申請など詳しくはITサービスナビ
（https://www.waseda.jp/navi/rental/enkaku̲tv.html）
を
ご覧のうえ、早稲田ポータルオフィスへご連絡ください。

〔活用事例〕

「Skypeを通じて海外の日本語教師の生の声を聴き教科書や文献とは異な
るインプットで理解を更に深める」
-28ページ 三神 弘子

国際教養学部 教授/国際コミュニティセンター長

「Skypeの導入で海外の大学にも対象を広げ外国人学生との言語・異文化
交流の機会を拡大」
--

「現地からのオンライン講義やCourse N@viを使ったグループ発表でITの
利活用を実践的に学ぶ」

クリッカー

06ページ 大鹿 智基

商学部 教授

「「10分だけ反転授業」
とWeb版クリッカーで学生の理解度と定着率の向上
が実証された」
-20ページ 畠山 卓朗

・端末型クリッカー
カードサイズのリモコンで、教員が出す選択式の質問に対して学
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-06ページ 大鹿 智基

商学部 教授

動画コンテンツ

（http://course-channel.waseda.jp/）
早稲田大学の授業をはじめとした教育内容を公開するプラット

動画コンテンツは大学内の専用スタジオで収録したり、動画制

フォームです。主に講義内容

作ツール（MyWaseda＞コンテンツ制作＞Commonsより起動）

を紹介する動画やオンデマン

を使って自主制作することが可能です。

ド授業動画、講義資料等を掲

導入に当たっては、
「オンデマンド授業実施ガイド
（MyWaseda

載しています。

ニューの「マニュアル」）」
をご覧の上、大学総合研
究センターまでお問い合
わせください。

・フルオンデマンド授業
8回もしくは15回の授業全てを動画コンテンツを使ったオンデ
マンド形式で実施します。
〔活用事例〕
24ページ 堀井 俊佑 グローバルエデュケーションセンター 助教
「Course N@viの活用により高い学習効果が望めるフルオンデマンド授業

SNS
大学が提供するLMSだけでなく、学生により身近なツールとして
SNSが活用されています。

・Twitter
〔活用事例〕
12ページ 酒井 哲也

基幹理工学部 教授

「Twitterの「投票機能」でその日の講義を全員で復習。講義の活性化にもつながる」

・Facebook
〔活用事例〕
08ページ オマール・カーリン 文学部 非常勤講師
「会話録音の課題提出にFacebookを活用データ共有やコミュニケーショ
ンにも重宝」

「CTLT Classroom1 〜3」
は、3号館2階に2014年9月にオー
プンした「ICTを活用とした教育手法の研究開発と普及」
ならびに
「新たな教育手法の研究と実践」
に寄与することを目的とした教室
です。新しい教育方法を企画・実践するために設置された教室で、
グループワークなどのアクティブ・ラーニングやICTを活用した授
業で利用できるように、机・椅子を自由に動かせたり、最新のAV機
器を取りそろえています。

＞ホーム画 面の右メ

を実現」

04ページ 伊藤 宏美 日本語教育研究センター 非常勤講師
「日本語作文の個別指導にCourse N@viを活用発表時の録画を見返して

CTLT Classroom

・Waseda Course Channel

た、学生の授業への参加意識が高まるなどの効果も期待されます。

r.html）
をご覧ください。

「Course N@vi上のオンデマンド授業で基礎内容を習得させ、授業中に演

「Webクリッカーなどを活用して大人数クラスで学生の主体性を促す」

適宜学生の理解度を把握しながら授業を進めることができます。
ま

（https://www.waseda.jp/navi/services/system/eclicke

創造理工学部 教授

が実証された」

人間科学部 教授

にする授業支援ツールです。効果的に使用することにより、教員が

詳しくはITサービスナビ

16ページ 所 千晴

「「10分だけ反転授業」
とWeb版クリッカーで学生の理解度と定着率の向上

クリッカーとは教員と学生との双方向コミュニケーションを可能

早稲田大学では、2種類のクリッカーを利用することができます。

大学院日本語教育研究科 教務主任

習用の20分間を創出。念願のディスカッションが可能に」

32ページ 山内 徹 グローバルエデュケーションセンター 非常勤講師
田辺 孝二 グローバルエデュケーションセンター 非常勤講師

戸田 貴子

--

政治経済学部 助教

--

30ページ 毛利 貴美 日本語教育研究センター 准教授

大学院日本語教育研究科 研究科長

力を養う」

「少人数の演習授業でクリッカーを利用学生の参加意欲・理解度が向上した」

〔活用事例〕

川上 郁雄

「ディスカッション動画を使った反転授業で研究倫理の問題を自ら考え対応
22ページ 星野 真

--

改善につなげる」

隔講義、会議室同士を接続した遠隔会議、小グループでの遠隔交
流などにご活用いただけ

学習効果を上げる」

また、授業内外の学びを連

〔活用事例〕
26ページ 松山 泰男 基幹理工学部 教授
「先端的WEBツールに基づく授業を動画としてオープン化：知の分野で世
界にアピールする社会貢献」

LMS（Course N@vi）

携させる場として、
グループ
学習室「W Space」
が隣接し
ています。
〔活用事例〕
32ページ 山内 徹 グローバルエデュケーションセンター 非常勤講師

早稲田大学が独自に開発したラーニングマネジメントシステム。

田辺 孝二 グローバルエデュケーションセンター 非常勤講師

レ ポ ート、小 テ スト、ア ン ケ ート等 様 々 な 機 能 が ありま す 。

「現地からのオンライン講義やCourse N@viを使ったグループ発表でITの

MyWasedaからアクセスします。

利活用を実践的に学ぶ」
-04ページ 伊藤 宏美 日本語教育研究センター 非常勤講師

〔活用事例〕
18ページ 中村 理

「日本語作文の個別指導にCourse N@viを活用発表時の録画を見返して
政治経済学部 准教授

改善につなげる」
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