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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。
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本冊子は、2016年度「第５回 WASEDA e-Teaching Award」
にエントリーされた11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における自動収録システムを
利用した事例、webクリッカー（わせポチ）
を利用した事例等、ICTを活用した幅広いe-Teachingの取り組みが集まりま

池島 宏子

生駒 美喜

理工学術院 講師

クリッカーを導入したことで、学生の理解度を瞬時に
正しく把握し、興味と積極性を引き出すことに大成功！
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した。

政治経済学術院 教授

学生の使い慣れたLINEを、
目的達成のツールとして活用する

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
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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。

伊藤 宏美

上野 達弘

国際学術院 非常勤講師

オンデマンド授業の併用で学習への不安をなくし、
授業の活性化を実現
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神尾 達之 ・ 福田 育弘
教育・総合科学学術院 教授

欠席した学生のフォローから、プレゼン能力の向上まで。
自動収録システムの活用で、ゼミの利便性と可能性を広げる

小西 真幸

豊泉 洋
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2017年3月

iPad＋ノートアプリ＋WiFiを電子黒板に活用。
双方向に使えて記録も残る

WASEDA e-Teaching Awardの概要
目的

商学学術院 准教授
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・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

教育・総合科学学術院 准教授

わせポチを導入し、
90分の授業にアクセントをつける

WASEDA e-Teaching Award
過去の受賞者紹介

国際学術院 准教授

Web講義＋デジタルペンを使って、自分のノート
テイキングを振り返り、講義理解能力向上を図る

Course N@viを使った「相互採点」、
「わせポチ」の
チャット活用など、独自の方法でICTツールを生かす

バックハウス ペート
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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。

政治経済学術院 准教授

佐々木 宏夫

商学学術院 教授

iPadのノートアプリの活用で、
学生をノートテイクから解放する

毛利 貴美
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スポーツ科学学術院 助教

学生になじんだスマホの活用で、
学習意欲を引き出す

学生が、より説得力のあるディベートを行えるように
自動収録システムで録画した映像の活用を推奨

栗崎 周平

教育・総合科学学術院 教授

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、

法学学術院 教授

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。
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・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
26

2016年11月1日（火）〜11月30日（水）

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、第3回、
第4回受賞者が審査を担当する。

32

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。
※所属・資格は2016年度時点のもの
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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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クリッカーを導入したことで、学生の
理解度を瞬時に正しく把握し、興味と
積極性を引き出すことに大成功！
「理工学基礎実験（生命科学系）」
は理工学術院の全1年生の必修科目で、
春と秋の各学期に1日ずつ授業がある。池島宏子講師は、
この授業の当
日最後に行う口頭試問対策で、2015年度よりクリッカー端末の利用を
徐々に開始した。
クリッカーの導入によって学生や授業がどのように変
わっていったのか、活用の流れと効果を紹介する。

各学期に一人1回のみの授業に
興味を持たせるための工夫
「理工学基礎実験（生命科学系）」の授業に興味を持たせて、学生
の理解を深めると同時に、積極的に授業に参加してもらうための工
夫として、
クリッカーを取り入れているという池島講師。導入の理由

池島 宏子
理工学術院 講師

さて、池島講師が授業にクリッカーを取り入れたのは2015年の

になることもあるそうだ。
クリッカーの導入が、学生たちの積極性を

春学期からだ。口頭試問の前に行う試験対策の講義の際に、
クリッ

引き出すのに確実に一役買っていると言えるだろう。
「クラスによっ

ただ、人気のクリッカーとは言え、質問数を増やし過ぎると学生

カーで質問に回答してもらい、学生がどの程度理解できているの

ては、学科の異なる学生が混在していることもありますが、
クリッ

はすぐに飽きてしまうという。そこで現在は、
クリッカーによる質問

かを確認している。使い始めたきっかけは、2015年2月にFD（ファ

カーでわいわいとやっていることで、学科の異なる学生たちのコ

は5問を目安に留めている。

カルティ・デベロップメント）研修で行ったアメリカのカレッジで、

ミュニケーションも活発になるようです」。

「クリッカーの利用によって学生の積極的な発言を促す」
という授

と活用法を聞く前に、
まずは授業の概要と特徴を見ていきたい。

業方法を教えられたことだった。
「そうした効果が期待できるなら、

「理工学基礎実験」
は、理工学術院の1年生全員が受ける必修科目

一度使ってみようと考えました」。

クリッカーの正答率が低ければ
翌日以降の授業内容を見直す

学生の反応も違いますね」

より効果的なクリッカー活用のために
設問内容や選択肢の数を工夫したい
クリッカーに関しては、機器の貸し出しや配布・回収の手間が面

だ。理工系の学生に欠かせない知識や実験の素養を養うのが目的

クリッカーを使い始める前から学生アンケートによる授業評価は

で、学生たちは物理系・化学系・生命科学系の3分野11項目に関わ

高かったが、毎年少しずつ学生の積極性が落ちていることが気に

る実験などを学ぶ。
「生命科学系」
はその中の1項目で、約1900名

なっていたからだという。

いきたい。
たとえば、
「DNAは何でできているか」
という質問と
「A：

クラス全員分のクリッカー端末を理工メディアセンターから半年間

の学生を40名弱ずつに分け各学期1回ずつ、2〜5限まで授業を行

「授業中、わからないことがあったら聞いてくださいと声をかけた

タンパク質 B：脂質 C：核酸」
という回答の選択肢をスクリーンに

継続して借りているという。授業のたびに機器の貸し出し手続きを

い、
もう一人の講師と交代で担当している。

り、手を挙げて答えさせたりしていましたが、
なかなか質問は出な

表示。学生たちは配られたクリッカー端末で、正しいと思うボタンを

行う必要はない。

いし自分から手を挙げることもしたがらない。間違えたくないし、変

押して回答する。間違った選択肢を押す人が多ければ、その問題に

生物学（生命科学）
を学ぶのは中学校以来という学生も少なくない。

なことを言っていると思われたくないというプライドもあるようで、

ついては理解が乏しいということなので、再度丁寧に説明をして、

の実験台に4人座っているので、
タイミングを見計らって私が直接

そのため、春と秋に1回ずつしかない授業をいかに興味を持って受

その点は改善したいと考えていました」

確実に理解させた上で口頭試問に臨ませる。

配っています。回収のときも同様です（気の利くTAが手伝ってくれ

高校や大学受験では物理と化学を選択した学生がほとんどで、

では、実際の質問と回答の選択肢の例を見ながら、活用法を見て

倒だという声もある。池島講師の場合は、授業で毎回必ず使うため、

配布は、実験の待ち時間を利用して行っている。
「実験中は、1つ

「この質問では正解はCの核酸ですが、説明する過程でタンパク

ることも）。実験台ごとに順番に配布・回収をしているので管理はし

環境を作ろうと考えた。
ただ、導入初年度の2015年度は、必ずしも

質という言葉も多く出てきたため、Aのタンパク質を選ぶ学生も少

やすいですね」。

鏡で細胞分裂や染色した動・植物細胞の観察などを行い、分子生

毎回クリッカーを使っていたわけではない。

なくありませんでした。そこで、
『タンパク質は形を変えているから

物学がテーマの秋学期は自分の口中の細胞からDNAを抽出し、
こ

「正直なことを言うと、使い始めた当初は本当にクリッカーで学生

DNAそのものではない』
という説明を改めて行います」

けてもらうか考えることは、非常に重要だという。
細胞生物学を学ぶ春学期は機能・見え方の異なる4種類の顕微

そこで、口頭ではなくクリッカーを活用することで、
「答えやすい」

また、配布・回収時は
「何か質問はない？」
「今の説明でわかりまし
たか？」
と学生に何気なく話しかけたりするコミュニケーションの機

のDNAを酵素反応で何億倍にも増幅する実験を行う。講義と実験

たちが学べるのか、学習効果が上がるのかなど、迷いもありました。

さらに、
クリッカーの回答結果を受けて、池島講師は翌日以降の

が終わった後には締めくくりとして口頭試問があり、
この試問にパ

けれども、すでに活用している先生にもアドバイスをいただいて、

授業についても見直しを行う。
「次の授業では、
タンパク質とDNA

スすれば単位取得へ一歩前進できる。

そこからは自信を持って使えるようになりました」

はまったく別物であることをこれまでより強調して説明しようと

クリッカー導入によって、口頭試問での学生の
「解答力」
が上がっ

いった調整を行います」。つまり、すぐ後の口頭試問対策ができるだ

たという池島講師。今後は、
クリッカーでもっと
「面白い質問」
を工

「春学期の実験は、顕微鏡を使うのが初めての学生もいて非常に

池島講師の狙い通り、
クリッカーを使うことで学生たちの反応は

会にもなっていて、池島講師は配布・回収を手間というよりはプラ
スにとらえている。

盛り上がります。秋学期の実験は自分のDNAを抽出・観察する滅

明らかに変わったという。

けでなく、翌日以降の授業の改善にもつながっているということだ。

夫していきたいと考えている。
「 具体的なところまでは至っていま

多にない経験で、
とても喜んで取り組んでいたようです」

「まず単純に、
自分たちがクリッカー端末で選択した回答が、棒グ

これは、
クリッカーで学生の理解の度合いを瞬時にかつデジタルに

せんが、たとえばちょっとした引っ掛け問題などを入れていきたい

実際、学期ごとの授業後の学生アンケートでは、
「理工学基礎実

ラフとしてスクリーンに表示されることが楽しいようです。回答制

把握できるからこそと言える。

と思っています。
また、現在は3つにしている選択肢をもう少し増や

験」の全11項目の中で、生命科学系は「わかりやすい実験説明」

限時間は大抵1分程度としていますが、それまでの間で徐々に棒グ

また、
クリッカーの質問内容も随時見直して、
よりよいものにした

して、選択肢を一つずつ検討することで授業内容を復習させる、
と

「指導がよかった実験」
などいくつかの項目で複数年にわたって高

ラフが伸びていくので、学生同士で『何を押したのか？』
などと盛り

いと心掛けている。学生の反応があまりよくなかった質問について

い評価を得ている。
また、
「試問・レポート・点検・質疑応答で理解が

上がります。
また、
クラスに楽しく穏やかな雰囲気が出てくることで

は、翌日以降、少し変更することもあるという。

深まった項目」
という、言わば総合評価においても学生たちの評判

口頭の質問もしやすくなったようで、
クリッカー導入前の2014年と

「口頭試問対策ではありますが、できるだけ学生が興味を持つ質

授業参加を促すためのみならず、自分自身の授業運営の効率化

はかなり高いものとなっている。

比べると、2015年のほうが授業中の質問数が多くなり、2016年

問にしたいと考えています。他にも、
ノーベル賞の発表がある時期

アップにも非常に重要な役割を果たしている。池島講師には当分

になると質問の数がさらに増えてきたと感じています」

にはできるだけタイムリーな質問を出したいので、直前に質問や資

の間、手放せないアイテムとなることは間違いない。

クリッカーを導入したことで
雰囲気が変わり積極性も向上した
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ときには、
クリッカーの回答に関して池島講師が学生に質問した
ところから議論が盛り上がり、
アクティブ・ラーニングのような展開

いうのも有効な方法と言えるかもしれません」。
このようにして、池島講師にとってクリッカーは学生の積極的な

料の内容を差し替えたこともあります。医学生理学賞やDNAに関
することはもちろん、
日本人が受賞した際に関連する質問を出すと
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学生の使い慣れたLINEを、
目的達成の
ツールとして活用する
スマートフォンは、学生世代にとっては欠かせないツールだ。一般的には
授業中の利用は禁じることが当然と思われがちだが、生駒教授はあえて
これを授業の中で学習のツールとして使わせることによって、
アクティブ
ラーニングの効果を高めている。授業の進行にもiPadを活用していると
いう生駒教授に、ICT活用のコツを伺った。

iPadなら、
PCよりも手軽でスピーディ
生駒教授がいくつか担当しているドイツ語の授業のうち、
インテ
ンシブコースは政治経済学部における外国語II、いわゆる第二外国

生駒 美喜
政治経済学術院 教授

持っていた学生が、オンライン辞書を使ったり、作文問題をオンラ

え、
ドイツ語でチャットの会話をするというものだ。その内容を教員

ティを以前から行っているのですが、
スマホのアプリでやったら盛

インで拾ってきたりしているのを見て、便利だなぁと感心しました。

に送信させて採点することはないが、学生からは「この場合はどう

り上がりそうですね」

それで、私もやってみたいと思い、新3号館で授業を始めた頃から

答えればいいか？」
など質問が出てくるので、教室内をまわりながら

使い始めました」。

サポートをしている。

びつけて使うかという点を挙げる。
「ICTでこれをやる！と大げさに

こうしたICT活用のコツについては、いかに他の作業とうまく結

同様のことはiPadに限らすPCからでも可能だが、PCのように

LINEを導入したメリットは、学生の反応が圧倒的に良いことだ。
「絶

構えるのではなくて、従来からあるさまざまな方法のひとつとして、

語の選択必修科目のひとつ。
ドイツ語を初めて学ぶ学生を対象に、

起動に時間がかかることもなく手軽にさっと利用できる点で、iPad

対うまくいくだろうという予感はありましたが、実際にやらせてみた

他のタスクに加える形で使うのがいいと思います。ICTを使うこと

週に4時間の授業が設定されている。2009年度から開始されたこ

が重宝しているという。

ら思った以上に好評でした。大いにモチベーションを持って参加し

自体が目的なのではなくて、たとえばコミュニケーション能力を伸

てくれたので、効果は大きいという感触を得ました」。

ばすという目的を達成するために、
どんな風に使っていけるかを考

の科目は、2014年秋に新3号館ができて以後、CTLT教室を主に
利用して行われている。
CTLT教室は、本学のめざす「対話型、問題発見・解決型授業へ
の移行」
を推進するため、各種最新ICT環境を備えているのに加え、
椅子や机は可動式になっており、
自由にレイアウトできることが特

情報共有は、
Course N@viとMoodleを使い分ける

授業中にスマートフォンを使うことを許してしまうと、私用に使う

えるのが大事なのではないでしょうか」。

のではないかという心配もある。
「確かにそれは課題です。そこで、

こうした問題を考えるとき、最近ある講演会で聴いた「ディープ

チャットをしたりグループで話し合ったり、次から次へと短時間でタ

アクティブラーニング」
というキーワードが印象に残っているという。

学生たちにWeb動画のURLや、
ドイツ語関連のイベントなどを

スクを切り替えることで、脱線している暇を与えないように工夫し

「アクティブラーニングということがよく言われますが、大事なのは

紹介する際には、Course N@viのお知らせ機能を使っている。
さ

ています。他のことをしていたら置いて行かれてしまうので、事実

アクティブにグループワークをやるだけではなく、その前後に＜内

語学の授業では教材の対話音声を聴かせるというシーンが多い

らに、たとえばスピーチコンテストに参加するためのドイツ語の台

上そんな時間はないはずです」。

化＞する、つまり一人ひとりが知識をきちんと復習するような地道

が、その際に自身のiPadをケーブルでつなぎ、教室内のスピー

本づくりをグループワークで行うときに、Course N@viのディス

スマートフォンを使えば、分からないことをオンラインで検索した

な作業も必要なのだということです。昔ながらの方式にもいい面は

カーから再生するという方法を採用している。
この授業で使用して

カッション機能を使って、各グループが作成したものをアップロード

り、
ドイツ語の意味を調べたりすることもできる。
「ドイツ語学習に

たくさんあるので、ICTをその場その場でうまく使って、全体として

いるドイツ語の教科書にはすべてオンラインで音声データが提供

して共有するというような使い方もした。
「 他人が書いたものを参

関連することであれば、
むしろ積極的に使っていいと考えています。

つなげていくということがすごく大事かなと思います」。

されているため、
これをダウンロードしてiPadに保存してあるのだ。

考にしながら、少しずつ改良を重ねて作り上げていくことができ、
こ

学生たちは日頃使い慣れている分、
自分たちなりに工夫して上手

の方法はとてもうまく機能しました」。

に利用しています。
これからの時代、昔ながらのやり方にとらわれる

徴だ。

「付属CDの音声をDVDプレーヤーで再生していたときと比べると、
CDを入れ替えたりリモコンで音声トラックを探す必要もなく、聴か

この授業はドイツ語ネイティブの教員2名とのティームティーチ

ことなく、新しいものの中でうまく使えそうなものは、柔軟に取り入

せたい部分をさっとピンポイントで再生できるのでとても便利です。

ング形式を採用しているが、教員同士の連絡には多国語対応でド

まわりの教員の中には、iPadではなくスマートフォンを利用してい

イツ語表示も可能なMoodleとうeラーニングシステムを利用して

現状、
クラス内でスマートフォンを持っていないなどの理由で

る人もいるようです」。

いる。Course N@viのインターフェイスは日本語か英語しか選べ

LINEが使えない学生はほぼ皆無だという。
「みんな日々当たり前に

教科書に連動する音源以外にも、
インターネット上には画像や動画

ないからだ。Moodleは世界的にもユーザー数の多いシステムであ

使っているツールなので、導入もスムーズです。何の抵抗もなく楽

などさまざまなドイツ語のコンテンツがある。教室でiPadを操作し

るため、
ドイツ語ネイティブの教員はこちらの方が使い慣れている

しそうに使っている様子を見て、次はLINEの無料通話機能を使っ

てスクリーンに投影すれば、それらを利用して多種多様なドイツ語

という事情もある。
「Moodle上にディスカッションのようなフォーラ

て、
ドイツ語での会話練習にも使ってみたいなと考えています 」。

を試聴させることが可能になる。
「ドイツ語のニュースサイトで天気

ムを作って、毎回の授業でやった内容、宿題、小テストの結果なども

予報をチェックしてみるなど、視覚情報も利用しながら聞き取りに

すべてここで共有しています」。

挑戦できる場面はたくさんあります」。
オンラインに限らず、たとえば色を見てドイツ語で答えることを
想定した自作の教材なども、iPadから教室のスクリーンに投影して
利用している。
これらはPCで作成するが、Googleドライブに保存

LINEを使って、
ドイツ語でチャットする

れていきたいですね」。

目標達成のため、
昔からの手法とICTを組み合わせる
普段から、おもしろそうなものをみると
「これは授業に使えるか
も？」
とアンテナを張っているという生駒教授。次はスマホアプリの

この授業で行われているICT活用としてユニークなのは、LINE

活用についても検討中だ。
「自分の子供が使っていた計算や数字

そもそも、iPadの活用を思いついたのは、2011年頃に学生が

によるチャットを利用している点だ。
あえて離れた席にいる2人を組

の練習のアプリなども、
ドイツ語でも使えそうです。サイコロやコマ

使っていたのを見たのがきっかけだった。
「 当時タブレット端末を

ませて、
「待ち合わせの約束をする」
など教科書に即した課題を与

を使ったアナログのゲームをドイツ語で楽しむというアクティビ

しておけば、iPad上からアクセス可能となる。
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オンデマンド授業の併用で
学習への不安をなくし、
授業の活性化を実現
日本語教育研究センターで学ぶ留学生・日本人学生は、国籍や教育的背
景の多様化が進んでいて、多様化に起因するとみられる学習面での問題
が発生している。伊藤宏美非常勤講師は、
この問題を解決するためにこ
れまでボランティアの導入などを試みてきて、今回は新たにオンデマンド
授業の併用を実行。その効果を実感している。

日本語の文章理解に欠かせない
「慣用句」
をテーマに学ぶクラス
日本語を母語としている人にとって
「慣用句」
は身近な存在だが、

伊藤 宏美
国際学術院

非常勤講師

度として、ボランティアが近い距離で繰り返し説明することで、受

ついてを、
スクリーンに映したパワーポイントの資料をもとに伊藤

講生の理解を促した。
「ボランティアと受講生のグループワークの

先生が説明していくというものだ。多様な国籍の学生が学んでい

ような形を取ることで、
スムーズに学習が進むようになりました」。

て、慣用句と国民性や文化は密接に結びついているため、人物な

しかし、一度は効果が上がったものの、その後は受講生間のレベ

どのイラストは入れず資料はあえて文字だけで構成した。
また、対

回数を重ねることで効果を実感、
今の授業内容では
「3回」
が適切
オンデマンド授業を取り入れたことで、質疑応答の活発化と自然

実は留学生は慣用句を勉強する機会がほとんどないという。一般

ルの差が再び開いてしまったという。同じような質問が繰り返され

面とは異なり、受講生はその場ですぐ教員に質問ができないので、

発生的なグループ学習という効果が生まれ、
あらかじめ授業で伝え

的な日本語の教科書には、慣用句やことわざ、四字熟語などを集中

たり受講生の勘違いやミスが続いたりして授業が予定通りに進め

取り上げる例文のわかりやすさには特に気を配ったという。

たいと考えていた情報量を超える内容を授業で教えることが可能

して学ぶ項目がないためだ。一方、
日常会話から新聞・雑誌、小説、

られず、インプットの量が減ると同時に、受講生が行うスピーチと

「オンデマンド授業自体は、
スクリーンと教員を固定カメラで録画

になったという。
では、
オンデマンド授業の回数をさらに増やすこと

テレビ番組や映画の中などまで、慣用句は頻繁に使われている。

いったアウトプットの面でも
「学習成果に自信が持てないため消極

したシンプルなものですが、
テーマとなる慣用句の例文の質と量に

は考えなかったのだろうか。すでに説明したとおり、
オンデマンド授

「慣用的な表現によって、多くの情報が短いフレーズや単語の中に

的になる」
という問題が発生した。

はかなりこだわったという自負があります」。
タスクには、
オンデマン

業は3回実施している。

ポンと収まっていることはよくあります。そのため、慣用句がわから

「ただ、受講生たちの意欲は非常に高く、
やる気がないわけではあ

ド授業の感想を書き込む欄も設けているが、
「 例文がわかりやす

「時間が許せば、
もう一回くらいやりたいという気持ちもあります。

なければ、何を言いたいのかという情報を、その背景にある心理的

りませんでした。
にもかかわらず、
うまくいかなくなった大きな理由

かった」
という感想がいくつもあり、狙いが確実に受講生に伝わっ

ただ、
この授業ではインプットと同じくらい、学生からのアウトプット

なものも含めて理解することができません」

は、受講生の多様化にあると見ています」

ていたことがうれしかったと伊藤先生は語る。

も大切にしたいと思っていて、最後の何回かの授業では受講生が

慣用句でつまずいて会話やニュースがわからないということが

スタート当初、受講生の国籍は全部で5カ国程度。そこから国の

オンデマンド授業後の対面授業では、提出されたタスクの答え合

ないようにと、約5年前に設置されたのが今回エントリーの対象と

数が急増して、
ここ最近は35名の受講生の国籍が30カ国以上に

わせを行い、間違いが多かったところなどを復習を兼ねてもう一度

チの機会を設けています。
スピーチに時間を取ることを考えると、

なった
「慣用句を学ぼう 5-7」
のクラスだ。

上っている。国が違えば文化的背景も受けてきた教育スタイルも異

学習していく。その際、伊藤先生はオンライン授業の効果を実感し

これ以上増やすのは難しいですね」

なり、それに対応するには教員＋ボランティアというこれまでの授

たという。
これまでの授業と比較して、2〜3倍もの質問が受講生た

授業では、
「頭」
「顔」
「気持ち」
といったテーマごとの慣用句やこ

一人ひとり自分の国の慣用句やことわざについて発表するスピー

一方、
オンデマンド授業の回数を減らすことも今のところ考えて

とわざ、四字熟語などを例文と共に学ぶ。
また、慣用句が使われる

業スタイルでは補いきれないものになっていたのだ。

ちから出てきたためだ。

はいない。
「オンデマンド授業に慣れてない受講生もいて、1回目よ

背景を知ることで、
日本社会への理解を深めることも授業の目的と

「教育的背景の異なる受講生全員が満足できるような学習の場を

「たとえば、
『さっと見る』
という言葉を学んでいると、
『ぱっと見る』

り2回目、2回目より3回目のほうが、その後の対面授業での質問が

している。
「たとえば、
『顔を立てる』
という表現がありますが、そもそ

提供するにはどうすればよいのか。
もちろん、
クラスを2つに分ける

はどうですか、
『さーっと』
という表現もありますねというように次々

活発になるからです。その実感からすると、オンデマンド授業は現

も目上に気を遣う文化がない国から来た学生には、言葉の意味だ

方法もありますが、今すぐ実現するのは難しい。
さまざまな検討を

出てくる。
自然にディスカッション風の流れにもなって、その回は非

状では3回が適切だと考えています」。

けを教えても本当には理解できません。そこに至る気持ちや社会

重ねる中でたどり着いたのが、対面授業とオンデマンド授業を併用

常に満足度の高い授業ができました」。

背景などについても詳しく説明していきます」。

するという方法でした」

受講生の多様化に対応するために
オンデマンド授業の併用を決定
30数名が在籍するクラスだが、約5年前のスタート当初は受講
生間のレベルの差が小さく、
目標以上の内容を学べていたという。

質疑応答の活発化と自然発生的な
グループ学習という2つの成果

伊藤先生は次学期以降も、オンデマンド授業の併用を継続する

オンデマンド授業を取り入れたことで、受講生たちに考える時間

予定だ。今回は、
スタジオが取れなかったため、CTLT教室の固定カ

が生まれ、
これまで見聞きしたり体験したりして蓄積されてきたも

メラで撮影を行ったが、
「自分でビデオ撮影をしてアップするという

のが、一気に外に出てきたようだと伊藤先生は考える。

方法も取れるということなので、
どんなやり方がよいのかは今後も

さらに、受講生たちの
「活性化」
は授業外の時間にも及んだ。授業

検討してきたいと思います」。

が始まる前の30分くらい前に、受講生たちが空き教室やオープン

オンデマンド授業を行うには、対面の授業用とは別に資料を用意

オンデマンド授業であれば、受講生はわからないところを何度で

スペースで自発的にグループ学習をするようになったという。
タス

する必要があり、
また前述のとおり撮影も行わなくてはならず、大

も繰り返し視聴できるので、
「聞き取れなかった」
という不安感を持

クシートのわからない部分を聞き合うだけでなく、各人オンデマンド

変な面もあったという。
しかし、
「日本語教育研究センターの方々の

ところが、学期を経るごとに状況が変わってきたと伊藤先生は振り

つことがない。対面授業の予習になるので、授業をスムーズに進め

授業で学んだこと、感じたことをやり取りし合っている。以前も多少

ご協力もあって、無事に実施まで漕ぎつけました。留学生の多様化

返る。
「個人個人の学習状況にばらつきが生まれて、私が一回説明

ることが期待できる。伊藤先生は、2016年度の秋学期に初めてオ

はこうした授業前の学習は見られたというが、
オンデマンド授業を

が進む中、
どのような授業が効果的なのかという問題は日本語教育

するだけでは聞き取れないし、聞き取れても理解が追い付かない

ンデマンド授業を導入し、全3回行うこととした。1回に付き約30分

取り入れてから明らかにより盛んになったそうだ。

センター全体で共有すべきだと思っています。
オンデマンド授業の

受講生が出てくるようになりました。そこで、
あるときから日本人ボ

間のコンテンツを用意し、受講生はCourse N@viにアップされた

「特に積極的ではない学生までも巻き込んで、学生の主体的なグ

併用が、他の先生方の参考になればうれしいですね」。

オンデマンド授業を対面の授業までに受講しておく。
また、受講後

ループ学習、つまりアクティブ・ラーニングが自然に始まったことは

には15分程度のタスク
（宿題）
も義務付けている。

非常に大きな驚きでした」

ランティアの方に授業に入ってもらうことにしました」。
伊藤先生がクラス全員に説明をした後で、次にボランティアが再
度、受講生に説明をする。ボランティア1名につき受講生は3名程
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具体的な内容は、次の対面授業で取り上げるテーマの慣用句に
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学生が、より説得力のあるディベート
を行えるように自動収録システムで
録画した映像の活用を推奨
模擬裁判風のディベートを授業に取り入れている、上野達弘教授の「法学
演習（知的財産権法）」。ディベートをやりやすい教室ということで、椅子や
机の配置を自由に変更できる3号館のCTLT roomに注目し、教室の利
用開始に伴い設置されている自動収録システムも使い始めるようになっ
た。
まだそれほど使いこなしているわけではないと話す上野教授だが、
自動収録システムには可能性を感じているという。

上野 達弘
法学学術院 教授

【自動収録システムの活用法】

の約10年分については、
ディベートとその後のジャッジの音声をす

内でのみ視聴可能ですが、
たとえば最近卒業したOBやOGに今の

（1）
自分たちのディベートの振り返り

べて録音して、
インターネット上のアーカイブに保存している。音声

ゼミの様子を報告するために利用するといった活用法も考えられ

（2）今後のディベートの予習

のみとは言え、
「授業を記録して残す」
という行為を長年続けてきた。

るのではないでしょうか」。

（3）OB・OGへの活動報告

音声を残す目的の一つは、同じようなテーマを取り上げる際に
ディベーターの学生に参考にしてもらうためだという。
「こんな風に

弁護側と検察側に分かれて、
模擬裁判風のディベートを行う

議論してうまくいったのかとか、あるいはこの論理ではこうした課
題があるんだなど、過去の音声を聞くことでよりよいディベートが
可能になるからです」。

収録した映像は、
翌日には指定の場所にアップされる
自動収録システムを使った映像の活用にはさまざまな可能性が

まず、
ゼミの概要から見ていきたい。上野教授のゼミでは、著作権

また、
もう一つの目的は、学生にディベートを振り返ってもらうこ

法など知的財産法に関わる実際の事件をテーマに、学生が原告側・

とだ。
「 ディベートで負けると、
『どう考えても自分たちのほうがよ

被告側に分かれて模擬裁判風ディベートを行っている。
もともと

かったのに負けたのは納得できない』
といった主張をする学生がと

「録画を見ることは非常に勉強になるので、学生には『見たほう

ロースクールなどでは、授業に「模擬裁判」
を取り入れる場合が少

きどきいます。でも、
自分たちのディベートを聞き直させると、伝え

がいいよ』
とか『ディベート直後に見返すと勉強になるよ』
とは事あ

なくないという。

方が悪かったり、論理的に飛躍があったりなど、
よくなかった点を確

るごとに伝えています。授業時間に余裕があれば、授業中にみんな

認、検証できます」。

で映像を見て議論することもよいとは思っていますが、今のところ

「ただ、本格的な模擬裁判となると、口頭での議論というよりは形
式的な手続きを勉強するような側面が強いです。一方で、
ディベー
トといっても本格的な競技ディベートになると細かいルールが定め
られているなどして、
自由度に欠けるところがあります。そこで、私
のゼミでは、
『 模擬裁判風ディベート』
と呼んで、模擬裁判と競技

あると考える上野教授だが、今のところ見る・見ないはあくまで学
生の判断にゆだねている。

はその時間を取れていません」
。今後は正規の授業時間だけでなく、

音声だけではわからない動作のクセなども、
映像では確認できる

学生から要望を聞きつつサブゼミ
（自主ゼミ）
を開くことなども検討
していきたいという。
「収録された映像はCourse N@viやBox（オンラインストレー

「映像であれば、
この振り返りをより効果的に行うことが可能で

ジ）
などアップする場所を指定することができ、
また収録の翌日に

す」
と、上野教授は自動収録システムのメリットを語る。
「映像の場

はアップされます。私が今も続けている録音のアーカイブは、音量

させることで、学生たちが自然と意欲的になることだ。
「一人ずつ研

合、音声を聞き直すだけではわからない、
身振りや手振り、動作のク

の調整などでアップするまでに時間がかかってしまっていますので、

究発表させる形式も有意義ですが、対戦形式にすると、ディベート

セなども、
目で見て確認できるのがいいですね」。

その意味でも、
このシステムは非常にスピーディで助かっていま

ディベートの中間のようなイメージで行っています」。
ゼミでディベートを行う意義は2つあると上野教授。一つは、競争

担当者は相手に負けたくないのでしっかり準備もするし、
自然と一
生懸命取り組むようになります」。
もう一つは、学生同士が評価し合うことによる活性化。ディベー
ター以外の学生はジャッジメントに回るが、
「仲間が目の前で議論を

プレゼンテーションは、話の内容（コンテンツ）
と構成（ストラク
チャー）、そして伝え方（デリバリー）
が重要と言われるが、伝え方と

す」。
後は、
なるべく多くの学生に映像を見てもらうために、
ゼミ生への

いうのは、
しゃべり方だけでなく、体や顔の向き、視線の移動や手足

呼びかけを続けていく予定だ。
「これまで通り
『見て欲しい』
と伝え

の動作など、立ち居振る舞いも大事な要素だという。

ることに加えて、随時アップされたことを知らせるメールを送るな

戦わせているので、単なる発表を聞くより興味をかき立てられるこ

学生が自分のディベートを振り返ることが重要なのは、
ジャッジ

とはもちろん、お互いにジャッジし合うので、
自然と真剣に聞くよう

の判定にも影響するためだという。
「ジャッジをする際の判断基準

になります」。

となるのは、理論的な側面と、その理論をわかりやすく魅力的に伝

どすれば、ちょっと見てみようというきっかけになると考えていま
す」。

えられているかというプレゼンテーションの側面の2点です。録画

約10年分の授業を録音して、
ディベートの予習と振り返りに活用中

した映像を見直すと、
自分が思いもよらない挙動をしている様子に
驚くことがよくあります。説得力のあるプレゼンの練習にとって、映
像は一目瞭然で、何より効果的なものと考えます」。

上野教授は、他大学と早稲田大学で合計12年間、
こうした模擬

また、過去のディベート映像を見ることは、振り返りだけでなく

裁判風ディベートを取り入れた授業を続けているが、実はそのうち

ディベートの「予習」にも役立つと上野教授。
さらに、
「 現在は、ゼミ
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欠席した学生のフォローから、プレゼン
能力の向上まで。自動収録システムの
活用で、ゼミの利便性と可能性を広げる
神尾達之教授と福田育弘教授が2人で指導にあたる
「複合文化学演習」
では、2015年度から3号館のCTLT roomで授業を行うことを選択し、
同時に自動収録システムの利用を開始した。
このシステムで撮影した動
画をどのように活用しているのか、
またどんな効果が得られているのかに
ついて、神尾教授に話を聞いた。

神尾 達之

福田 育弘

教育・総合科学学術院 教授

教育・総合科学学術院 教授

【自動収録システムの活用法】

みも当然できない。
「4年生では、就職活動でゼミを休まざるを得な

（1）欠席した学生のフォロー

い学生もいることから、
自動収録システムの利用を考えました」。

（2）
プレゼンを行った本人の振り返り
（3）前年度の
「ベストプレゼン」
による学習

収録したゼミの映像を後から見ることで、欠席した学生も掲示板
に感想や意見を書き込めるようになった。
「他のゼミや授業でも、
こ

「もちろん、最も重要なのは内容です」
と強調する。
「しかし、優れた
プレゼンは発表者の発声もいいし、構成やパワーポイントの見せ方
などにも工夫があり、
さらにディスカッションの受け答えもしっかり
していて、学ぶべきことは多いと思います」。

のような活用法は可能だと思います。授業に参加した学生と不公

ゼミ活動の中心は、
プレゼンテーションとディスカッション
ゼミでは、
自動収録システムで撮影した映像を3つの目的で利用

平にならないように、たとえば授業に参加して書き込んだ場合が
10点なら、動画だけでは半分の5点にするなど配点に差をつけて
もよいでしょう」。

使い方の「型」
を決めておくと、
スムーズに導入できる

活用法の2つめである
「プレゼンをした本人の振り返り」
とは、
プ

自動収録システムを利用して授業を録画していることは、学生た

している。詳しく聞いていく前に、
まずはゼミの概要を見ておきたい。

レゼンをした本人が後から自分の映像を見直すことだ。映像がなけ

ちにもよい影響を及ぼしているという。具体的には、
「 見られてい

神尾・福田ゼミの活動の中心は、
プレゼンテーションとディスカッ

れば、
自分のプレゼンをプレゼンとして振り返ることは難しい。
「映

る」
「撮られている」
ことを意識して、
よりよいプレゼンをやっていこ

ションだ。
ゼミは3年生と4年生の合同で行われ、複合文化に関わる

像があることで、
自分の発言内容や発話状況、身振り手振りなどを

うという姿勢が強く感じられるようになってきた。

さまざまなテーマを取り上げて、毎時間回1組の学生がプレゼン

確認して、
どこが弱かったのか何を直すべきなのかなど反省できま

テーションを行い、その後プレゼンした内容をゼミ生全員でディス

す。
なお、映像を見直すかどうかについては学生の自主性に任せて

大切なのはプレゼンよりコンテンツのほうだと学生たちには何度も

カッションする。
「昨年までは、90分のうち45分程度をプレゼン、残

います」。

言っています。
ただ、
コンテンツを相手に正しく伝えるためには、見

りの時間をディスカッションに充てていました。今年度は時間配分
を変更して、30分をプレゼン、60分をディスカッションとしていま
す」。
ただ、
このゼミはプレゼンとディスカッションだけでは終わらない。
「終了後には、ゼミ専用のネット掲示板にプレゼンの感想や意見な

せ方や伝え方も重要ということです」。その結果、パワーポイントの

前年度のベストプレゼンを見て、
新3・4年生で話し合う
3つめの活用法は、今年度から新たに始める取り組みだという。

どを書き込んで批評し合い、議論をさらに深めます」。掲示板への

「これまで、冊子にまとめた前年度の発表内容を読んで、そこからゼ

書き込みも評価の対象としているため、基本的にほとんどの学生

ミ生でゼミ論のベスト1を選ぶということをやってきました。今年度

が書き込むという。

からはそれに加えて、
自動収録システムで撮影した前年度の映像

また、すべての発表内容はその期が終わるごとに冊子にまとめ

「授業自体のやり方は変えていませんし、繰り返しになりますが、

を活用して、
プレゼンのベスト1を選んでもらうことにしました」。

資料に頼り切るのでなく、
自分の考えをフリーで話せる学生が如実
に増えてきたという。
「プレゼンのやり方やそれに至るまでの段取りなど、
プレゼン能
力を高めることは、社会に出てからも役立ちます。その意味でも、
自
動収録システムによってプレゼンを録画し、振り返りができるよう
になったことはよかったと考えています」。
自動収録システムの活用法はいろいろ考えられるが、ある程度
「こう使う」
というやり方、つまり
「型」
を決めておいたほうがスムー

ていて、翌期には
「最優秀卒業論文リーダーズチョイス」
としてその

と言っても、前年度の全プレゼンを動画で見るというのは時間的

中から最もよいものを新3年・新4年生で選ぶという取り組みも行っ

にかなりの負担になる。
また、そもそも新4年生は、前年度に教室で

プレゼンの振り返るに使うなどと決めて、それを授業の中で繰り返

ている。

実際にプレゼンを見ている。
「そこで、新4年生がまだ3年生である

すことで映像の活用が定着していくと考えます。
プレゼンやディス

2月時点でベストプレゼンを旧3年生と旧4年生で選んでおいて、

カッションを重視するためであれば、
自動収録システムを取り入れ

新3年生には年度が始まってから1位になったプレゼンだけを見て

ることは十分に意義があるのではないでしょうか」。

就活で欠席した学生も、
収録した動画を見て
「参加」
できる
さて、自動収録システムで撮影した映像の一つめの活用法は、

もらうことにしました」。
ちなみに、新4年生も自分が投票したもの以
外が選ばれているケースがあるため、映像でプレゼンを再度見直
しているはずとのこと。

「欠席した学生のフォロー」だ。前述のとおり、
プレゼンを見て感想

「ベストに選ばれたプレゼンを見てどう思ったか、改善すべき点

や意見を掲示板に書き込むことは評価の対象となっているが、
ゼミ

があればそれはどこかといった、感想や意見をCourse N@viに書

を欠席した学生はプレゼンを見ていないため、掲示板への書き込

いてもらい、それをもとにゼミで話し合う予定です」。神尾教授は、
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ズに導入できるのではないかと神尾教授。
「欠席した学生に見せる、
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Course N@viを使った「相互採点」、
「わせポチ」のチャット活用など、
独自の方法でICTツールを生かす
教員は、学生に大学ならではのクオリティの高い教育を十分に提供する
一方、
自身の研究活動にも力を注ぐ必要がある。栗崎周平准教授は、2つ
を両立するためにはICTツールが有効だと話す。Course N@viを使っ
たレポートの「相互採点」
や「わせポチ」の意外な使い方など、両立のため
のさまざまな工夫について話を聞いた。

学生によるレポートの相互採点で
授業以外の「学びの機会」
を増やす
ICT機器を活用して授業を工夫することは、学生の教育効果を
上げるという狙いだけでなく、実は教員にとってのメリットが大きい

栗崎 周平
政治経済学術院 准教授

採点用紙にはコメントを書き込む欄もあり、特に低い点数をつけ

などが増えるからだ。研究者としては学会に出席する機会は確保し

る場合は、
コメントを必ずつけなければならない。
自分のレポートを

たいが、授業は休講にしたくない。そのための方策として、
オンデマ

書いて、2名分の採点を行い、
コメントも書く。学生にとっては大変

ンド講義を活用したいと考えている。

学」
の授業を行う教室には2つの独立したプロジェクターがあるが、

だが、相互採点のレポートは毎回90％以上の提出率で、通常のレ

「時事的な内容を扱う応用レベルのクラスでは難しいと思います

栗崎准教授は一方に授業のスライドを映し、
もう一方を
「わせポチ」

ポートより提出率が高くなっている。

と栗崎准教授。その背景には、研究者である以上、教員は研究活動
に力を注ぐべきだという考えがある。
「我々が研究者として一流を
目指していなければ、学生にも一流を目指せとは言えないと思うか
らです。そのためには、授業の負担を軽減して研究の時間を確保し
たい、その思いがICT機器の活用につながっています」。

Course N@viをフル活用して
「相互採点」の仕組みを実現
さて、
この「相互採点」のレポートでは、Course N@viをフル活

スに関連する質問をすると教室は盛り上がりますね」。
ただ、普段の「わせポチ」の使い方はそれとは異なる。
「国際政治

が、
この授業では国際政治学の基礎的な内容を扱っているので、教

用に授業時間中、ずっと開放している。

える内容は毎年それほど変わらない。事前に準備したオンデマンド

「『わせポチ』
の自由記述の機能を使って、気になることがあれば何

講義でも対応は十分可能だと考えています」

でも書き込んでいいということにしています」

もう一つ、栗崎准教授が積極的に進めていきたいとしているの

たとえば、質問のある学生がいたらそれを
『わせポチ』
に書き込む。

が、
オンデマンド講義を使った反転授業だ。
こちらは、すでに実践中

プロジェクターに質問が表示されると、教室の前方にいるTAが栗

だが、現状ではまだ課題があるという。

崎教授に
「質問が出ています」
と知らせるという。授業中に
「質問が

工夫のひとつが、学生が書いたレポートを学生同士で評価し合う

用している。
まず、エッセイを書くために視聴するオンデマンド講座

「オンデマンド講義を用意している回は、教場ではいわゆる授業は

あります」
と声を出して尋ねるのはなかなか勇気がいる行動だが、

「相互採点」
という仕組みだ。
「国際政治学」
は履修人数が250名と

をCourse N@viにアップ。このオンライン講義は、2014年に

行いません。代わりに、Course N@viで視聴してきたオンデマンド

この方法ならいつでも気軽に質問ができるという。
また、栗崎准教

多いため、
レポートを採点するのも簡単ではない。
しかし、学生同士

「JMOOC」用に収録したものを使用している。学生は、講義を視聴

講義の内容を、現時点の国際情勢に当てはめて、それについてみ

授のほうから
「この略語の正式名称がわかる人は教えて」
などと尋

に採点させることで、教員の採点負担を減らしつつ、学生は通常の

後、Wordでエッセイを作成してCourse N@viから提出。その後、

んなで議論をしています。学生には、
『授業はしないけれど、興味の

ねることもある。
「そうすると、
スマホやPCでネット検索して、誰か

授業以外での学びの機会を得ることができるという。

栗崎准教授がTAと共に
「採点者割当表」
を作り、Course N@viに

ある人は来てください』
と呼びかけていますが、反転授業の回は50

が
『わせポチ』
で正しい名称を入力してくれます」。

「相互採点は、前任校であるテキサスA&M大学時代にその存在を

アップする。学生は割当表に従って、採点対象の学生のエッセイを

人前後しか出席しないことが多いですね」

さらに、
『わせポチ』
を使って学生同士で議論が展開されているこ

知りました。
日本でオンライン大学講座『JMOOC』
の講座を持った

Course N@viからダウンロードして、2人分の採点を行う。
もちろ

栗崎准教授の授業では普段から出席を取らない。学生がそれぞ

ともあるという。
「私が特にテーマを出したわけではなく、勝手に議

ときに初めて実際にやってみて、早稲田大学でも取り入れました」

ん、採点とコメントを入力した採点結果も、期限内にCourse N@vi

れの手段で勉強することが重要と考えているためだ。
また、現状は、

論をしている
（笑）。一種のチャット状態ですね。盛り上がっていると

「国際政治学」のクラスでは、
この相互採点を行うレポートを全部

にアップして提出する。
さらに、
「JMOOC」で相互採点をする際に

ディスカッションの構成や進め方なども試行錯誤の段階だという。

こちらも授業の手を止めて、画面上で展開する議論について話す

で5回課している。そのうちの4回は
「相互採点エッセイ」
で、指定さ

作ったという解説動画もCourse N@viにアップ。
「相互採点はま

「出席以外にどのようなインセンティブがあれば、学生がオンデマ

といったが今まで何回かありました」。

れたオンデマンド講義を視聴して、その内容について論述する。
ま

だ日本では一般的ではないので、解説動画があることで少し安心

ンド講義の後の反転授業についてやる気を出すのか、
これから検

もちろん、
ときには授業にまったく関係のない話を書き込む学生

た残り1回の
「政策分析エッセイ」
では、既存の時事評論の中から一

感につながると思っています」。

討していきたいですね。
また、現在オンデマンド講義→反転授業の

もいるそうだ。
しかし、栗崎准教授はそれを
『わせポチ』の活用で生

流れをうまく進めている先生の例があれば、そちらもぜひ参考にし

じる
「コスト」
と割り切る。
「目に余る場合は注意しますが、多少そう

たいと考えています」

いう発言があったとしても、真剣な議論が出てくることのほうを評

遍を選び、授業で学んだ理論モデルや実証的な知見を用いて再分
析を行う。文字数はいずれも800〜1000文字程度としている。
この
「相互採点」
の特徴は、
レポートを書いただけでは点数がまっ
たくもらえないところにある。学生は自分で書くだけでなく、必ずほ

ちなみに、学生が採点しているというと、そのクオリティに不安を
感じる人もいるかもしれない。
しかし、栗崎准教授によると、学生が
採点したものと自身の採点を比較すると、
かなりの部分で一致して
いるという。

かの2人の学生のレポートを採点しなくてはいけない。学生たちは、
栗崎准教授が作成した「ルーブリックス」
という採点基準の解説を
を見ながら採点していくという。
「ただ、採点基準を見てもよくわからないケースもあるので、採点

オンデマンド講義を利用して行う
反転授業の活性化が今後の課題

価します。
『わせポチ』の一番の眼目はアクティブラーニングが生ま

「わせポチ」
を授業時間中に開放、
アクティブラーニングにつなげる

れることだと考えています」。
ICT機器を活用した授業の工夫は、最初の準備が大変だと栗崎
准教授。
「ただ、
うまく回り出すと教員の負担が減るし、学生も積極

栗崎准教授が授業に活用しているICTツールには、ウェブ版ク

的になって学習効果も上がる。学生からも
『大学ではこういう学び

リッカーである
「わせポチ」
もある。
「わせポチ」
の使い方として一般

がしたかった』
という声も多い。私自身、授業をやっていて楽しいで

の際にはほとんどの学生がもう一度オンデマンド講義を見直して

オンデマンド講義について、
「相互採点エッセイ」
のためだけでな

的なのは、教員が学生に何らかの問いを投げかけて、それに対して

す。大学側の協力も得ながら、やってみる価値はあるのではないで

います。
また、授業のスライドもCourse N@viにアップしています

く、
もっと利用の機会を増やしていきたいという栗崎准教授。その

学生が与えられた選択肢か自由記述で答えるというものだろう。栗

しょうか」。

が、
こちらも参考に見ている学生が多いようです」。他人の採点を

一つとして、対面の授業の代わりにオンデマンド講義を充てていく

崎准教授も、そういった使い方をしないわけではない。
「たとえば、

することで責任感が生まれ、オンデマンド講義とスライドを何度も

ことを挙げる。その背景にあるのは、学会などとの両立だ。春学期

安保法制がニュースになったときには、賛成の人は1、反対は2、わ

見ながら、
自然に一生懸命勉強していくことになるのだ。

の場合、5〜7月は欧米の大学が夏休みに入って、学会や研究活動

からない人は3を押してください、
といった質問をします時事ニュー
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学生になじんだ
スマホの活用で、
学習意欲を引き出す
特に入学初年度の導入的な授業においては、その学問への興味関心を
高める工夫が必要となる。小西先生は、専門知識のない1年生には座学
だけの授業展開ではそれがむずかしいという判断から、体を動かす実習
を導入。同時にクイズ形式での問題提起や「わせポチ」
を使った確認テス
トなどを実施し、学生の学習意欲を高める効果を上げている。

初年度の導入教育では、
興味を持たせる工夫が必須

小西 真幸
スポーツ科学学術院 助教

運動と心拍数の関係を感覚的に感じてもらう。

の知識の習得具合をその場でリアルタイムに実感できるのは、学

この実習を組み込んだのは、座学だけではなかなか学生の集中力

習効果を挙げる効果がある。

が続かないと予想されることから、
なるべく体を動かすことを取り

学生寄りの柔軟な発想で、
意欲を引き出す環境をつくりたい

今回エントリーの対象となった
「スポーツ教養演習Ⅰ」
という授業

入れたいと考えたからだ。
「運動は好きだが勉強は……という学生

は、
スポーツ科学部の1年生を対象にした必修科目だ。
スポーツ科

も多いので、実際に体を動かすプロセスを取りいれることで、集中

学部には、スポーツ医科学、健康スポーツ、
トレーナー、スポーツ

力を上げると同時に、実際にスポーツをする上で経験していること

コーチング、
スポーツ教育、
スポーツビジネス、
スポーツ文化の7つ

が、学問として学ぶこととどう結びついているか、その関係を自分

小西先生の授業設計は、教室での座学だけでは困難なスポーツの

のコースがあり、2年次に進む段階で選択を行うことになっている。

の体で体感してもらいたいと思いました」。

現場と教科書の知識との融合を計るため、学生の意欲をいかに引
き出すかを考えて練り上げたものだ。実際に授業を行ってみて、学

そこにつながる導入指導と位置付けられているこの授業では、ス
ポーツ科学の基礎的な学びや、文章作成、
プレゼンテーションなど
学習のための基本スキル習得に加え、進路選択に必要な情報を提
供するため、各コースの内容を2，3回ずつテーマに取り上げて、講

「わせポチ」
を使うと、
ほぼ全員が復習問題に参加

生が生き生きと授業に取り組んでいるという手応えを感じている
という。他の教員からも
「小西先生のクラスは、特に積極的に学習に
取り組んでいる様子が感じられる」
という声が寄せられている。

義やディスカッション、
プレゼンテーションによる実習を行う。

その後教室に戻り、実習で得たヒントを手がかりに、4人程度のグ

今後は講義中心の授業にも新しい手法を取りいれていきたいと考

この科目は、全新入生をクラス分けして12人の教員が担当してい

ループでディスカッションを行う。その際、
スマートフォンなどを使っ

えているという小西先生。
「講義をしていても10分ぐらい話してい

る。
この授業を担当して2年目になる小西先生が重視しているのは、

て正解を調べることは禁止し、教員からの解説と実習の結果から自

ると学生の集中力は落ちると感じます。短時間の講義とアクティビ

専門的な難しい内容をいかに分かりやすく、興味を持ってもらえる

らの頭で考えて、
たくさんのアイディアを出すことを求めている。そ

ティとを組み合わせて繰り返していくような形で、
うまく展開できる

ように伝えるかということだ。
「そもそもスポーツに興味のある学生、

して、翌週までの課題として、各グループでさらに調べ、その内容を

アイディアを考えていきたいですね」。

自分自身がスポーツをやってきた学生がほとんどなので、
できるだ

パワーポイントにまとめてCourse N@viから提出させておく。次

わせポチなどICTを授業に活用することについては、今後も積極的

け自分の体を動かすという実体験に基づくところに触れながら、授

の授業ではそれをグループごとに発表し、適宜教員が解説を加え

に取り組んでいきたいと考えている。
「 今の学生はかなりスマート

業を展開していきたいと考えました」。

ていく。授業の最後には、それまでの内容を理解できたかどうかを

フォンに依存した生活をしています。それを批判するのではなく、
う

たとえば、スポーツ医科学コースをテーマにした授業では、
まず1

確かめるために、8問程度の設問に対し
「わせポチ」
から回答させる

まく利用することを考えたいと思います。問題に答えさせるときも、

回目の授業の冒頭で、
「なぜ走るとドキドキするのか？」
という、
あえ

ことで、復習の仕上げを行う。

挙手をさせるとあまり反応がないのに、
わせポチならスマートフォン

て小学生レベルの平易な言葉で問題提起をし、それに科学的に答

「わせポチ」
とは、
スマートフォン、
タブレット、PC などインターネット

から参加できるので、ほぼ全員が参加してくれます。
スマートフォン

えられるようになることがこの授業の目的なのだと伝えている。
「な

に接続できる端末から学生にリアルタイムでアンケートを回答させ

に限らず、何か使い勝手のいいものがあればどんどん使っていき

るべく全員に興味を持って学習してもらいたいので、最初にこの授

る機能だ。○×や選択肢から選べるほか、
自由記述の回答も扱うこ

たいですね」。

業にはどんなメリットがあるのかということを分かってもらうように

とも可能だ。回答内容は即座に集計され、
グラフや記述内容をその

今の学生は、一見やる気がなさそうに見えても、発表させれば時間

しています」。

場でプロジェクタなどに投影し視覚的に確認することもできる。回

をオーバーするぐらい熱心に話すというケースも多いという。
「そ

次の段階として、
この授業で最終的に理解してもらいたい内容を、

答時には、学生にログインしてから回答させるようにすれば、
どの

のやる気をうまく引き出していきたいですね。私はまだまだ経験も

あえて専門用語を使った「超難関穴埋めクイズ」
として出題する。

学生がどの答えを選んだかを確認できるが、
この授業では
「認証な

浅く未熟ではありますが、若いからこそいろいろ試せる部分もある

教科書に書いてあるような専門的な文章は、そのままでは身構え

し」のオプションを選んでいるため、学生はログインが不要になる

はず。テストや問題というと緊張してしまう学生も、
クイズというだ

てしまいがちだが、それを
「穴埋めクイズ」
と称して提示することで、

代わりに、
どの学生が答えているかは分からない。
「ここでの解答を

けでリラックスして臨めます。ほんの少しでも学生寄りの言葉に代

学生たちの心理的なハードルを下げようという意図によるものだ。

成績に反映することはしていません。
あくまでどのぐらいの学生が

えるなど柔軟な発想で、学生が学習しやすい環境をつくっていきた

もちろんその時点で学生は答えることは不可能だ。それをもう少し

正解できたかが把握できればいいというつもりで行っています」。

いなと思っています」。

理解しやすい文章にかみ砕いた質問として再度提示した上で、教

学生の理解度がその場で把握できれば、正答率の低い箇所にはさ

室外で実際に体を動かす実習として自分の心拍数の変化を計測し、

らに詳しい説明を補足することもできる。学生たちにとっても、個々
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iPad＋ノートアプリ＋WiFiを
電子黒板に活用。
双方向に使えて記録も残る
佐々木教授は数年前から、iPadのノートアプリを教室のスクリーンに投
影するという形で電子黒板として利用してきた。その場でペンを使った手
書きもできるだけでなく、前に書いた内容を簡単に再利用できる点も便
利だという。
さらに、2016年度からはゼミの学生全員にiPadを持たせ、
双方向的な利用のできるアプリを使って、参加者全員で同じ画面に書き
込みながら議論するという手法も導入している。

肩のケガを契機に、
iPadに手書きする電子黒板を採用
佐々木教授がこうした取り組みを始めたきっかけは、2008年の
末に大怪我をし、右腕が完全には上がらなくなったことだった。黒板

佐々木 宏夫
商学学術院 教授

リットと感じている。
「通常の黒板に書いた内容は一度消すと元に

類似アプリがいくつかある中でMetaMoJi Shareを選んだの
は、利用料が年間3600円と比較的リーズナブルだったことと、同

というように簡単に以前に書いた画面に戻って、再びその図を見な

一WiFi内に接続していなくても利用できるなどの理由による。
「イ

「学生全員に使わせるにはコストなどの問題もありますが、将来的

がら説明できます。
これはとても便利だと思いました」。

ンターネットに接続できればよいので、大学院生に頼んで理工のゼ

にはWiFi＋タブレットという組み合わせがひとつの標準になってい

ミの準備を進めてもらっている様子などを、私自身は早稲田キャン

くのではという気がしています。大規模な設備投資をしなくても、椅

パスにいながらにしてチェックすることもできます」。

子と机さえあればどこの教室でも利用できるのですから。
できるだ

データとして残ることで、授業が終わった後に見直して間違いに

の上半面には書けないという不自由さを補うために、当初は、

気づくこともできるし、翌年の授業のときに昨年はどんな話をした

PowerPointを使って作成したスライドを、教室でPCからスクリー

のか確認して参考にすることもできる。

この方法を用いたのは2016年度になってからなのでまだ日が

ンに投影して板書の代わりにしていた。
「数式はキーボードで入力

「昨今のテクノロジーの進化はすばらしく、特にiPad Proとそれに

するよりも手書きの方が楽なのですが、当時のPC環境では手書き

対応したApple Pencilというペンを使うと、ほとんど紙と鉛筆に

年度からはシラバスにも書く予定なので、意欲の高い学生が集まっ

したものを取り込むことが困難でした。
しかも、実際の授業ではその

近い感覚で書けるので、
まったく違和感はありません」

てくる可能性はありますね」。

浅いが、学生たちの反応も良く、楽しく利用できているという。
「来

場で黒板に手書きして補足したい場面もあるので、不便に感じて
いました」。
その後いろいろな方法を試してみた結果たどり着いたのが、
iPadとGood Notes 4というノートアプリの組み合わせだった。
こ

iPadなどのタブレットは、PCと比べてコンパクトな上、ほとんど

は戻せません。
しかし、
この方法だと
『さっきのあの図で言うと･･･』

設定の必要もなく、ICTに苦手意識のある人にもハードルが低い。

け既存の資源を使って、お金をかけずに素人でもほどほどのことが
できるという点は、大きなポイントですね」
大学は最先端のサイエンスを扱っていながら、教育手法につい
ては未だに明治以来の黒板に頼ってきたという現状がある。
しかし、
今ようやく教育のあり方を変える新しいイノベーションが起きつつ

ゼミの学生にもiPadを使わせ、
同じ画面に書き込みながら議論する

ハードに投資するのではなく、
今あるものを有効に使う方向へ

あると感じているという。
さらに、教授自身が右腕が不自由になった
ときにICTのおかげで困難を克服できたという経験に照らすと、
こ
れらの手法を取り入れていくことで、障がいを持っている学生や教

のアプリでは、iPad用のペンを使って画面に直接手書きできるほ

こうした使い方をしているうちに、
もっと双方向性を持たせた使

そもそも、
このiPadとWiFiを使うというアイディアは、渡米時の

か、PDFや画像を読み込むこともできる。教室でiPadからアプリを

い方をしたいと感じるようになった佐々木教授。
たとえば、
ゼミの授

飛行機での経験からヒントを得たものだったという。あるローカル

例えば、電子黒板をうまく活用すれば、障がいを持った学生のノー

員も参加しやすい環境を実現できるのではという期待もしている。

起動し、その画面をスクリーンに投影する点はPCを使うときと同じ

業でひとりの学生がスライドを投影しながら発表をするようなシー

線に乗ったとき、機内用エンターテインメントをWiFiで配信し、
タブ

ト・テイキングの苦労を軽減させることができるかもしれない。
「今

だが、異なるのはその場で手書きした内容もリアルタイムに反映で

ン。それに対して教員や他の学生が
「この証明はこうした方がいい

レットやスマホなど乗客の端末から鑑賞できるようになっていたの

後、ハンディキャップのある人に大学がどう向き合っていくかという

きることだ。

のではないか？」
などと意見を出す場合、いちいち黒板の前に出て

だ。一般に長距離線では画面サイズの大きな最新機材が導入され

のは重要な課題です。
こういう新しい方法が、その解決のためのア

きて書きながら話す必要があった。
また、黒板に書いた内容は消え

ることが多いが、
ローカル線では古い機材が使われていてそもそ

イディアを広げるのに役立つのではないでしょうか」。

まずは、事前に用意したPDFを見せて説明しながら、強調したい点

てしまうため、記録として残すには、それを書き写すか写真を撮る

も各座席にディスプレイが設置されていない。
これを補う方法とし

に線を引いたり、図や数式などを書き足したりする方法がひとつ。

必要がある点も不便に感じていた。

て導入されていたものだ。
これなら、座席をすべてディスプレイ付

佐々木教授は、現在このアプリを二通りの方法で利用している。

もうひとつは、
まったくの白紙画面に黒板を使うときのようにその

そこで、何かいいアプリはないかと探した結果、現在利用してい

場で書いていく方法だ。
「どちらの方法を使うかはケースバイケー

るのがMetaMoJi Shareというアプリだ。前述のGood Notes 4

「学内にもWiFiは飛んでいるのだから、
これと同じことができな

スです。あらかじめ用意したものを使う場合の難点は、授業を聴い

は、佐々木教授が書いた画面の内容をスクリーン上で学生に見せ

いかと思いました。大学のICT化というと、専用教室を作るとか最

ている学生の思考速度よりも速く進んでしまいがちだということで

るだけだったのに対し、MetaMoJi Shareでは、同じアプリをイン

新の機材を設置するという方向に考えがちですが、技術はどんど

す。その点、その場で書いていく方が、学生も一つひとつ理解しな

ストールしてある端末同士で同じ画面を共有でき、誰かがある箇所

ん進歩するので、多額の投資をしてもすぐに陳腐化してしまいます。

がら授業に参加できるような気がします」。

を指し示したり、図や文字を書き込んだりすると、他の共有者の画

早稲田大学でも、新棟ができるたびに多額の費用をかけて教室に

面上にもリアルタイムで反映される。

最新の教育機器が設置されてきましたが、数年で陳腐化してしまい

その点を考慮に入れ、
あらかじめPDFのスライドを用意してある

きのものに取り替えるよりもはるかにコストがかからない。

場合には、授業前に学生がダウンロードできるようにしておき、印

これを使用することで、
ゼミの発表者だけでなく、教員も他の学

今では利用されていないものも少なくないと思います。今後はハー

刷したものに各自でメモを書き込ませているが、その場で1から書

生も自分の席に座ったまま、各自の端末に書き込んだ内容を共有し

ドウェアに投資するよりも、学内のWiFiを強化し、それと汎用のソフ

く画面のデータは学生には公開しない。
自らの手でノートを取るこ

ながら発言できる。
もちろん、Good Notes 4同様に、書いた内容

トウェアを組み合わせて使うことを考える方が合理的だと思います。

とが、学習効果を上げると考えるからだ。
怪我をきっかけに黒板の代用として使い始めた電子黒板だが、
実際に使ってみると、書いたものを記録しておける点を大きなメ
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を保存しておいたり、後戻りして参照したりも可能だ。なお、
タブ

また、市販のソフトウエアで不十分な場合には大学で開発してもい

レットを所有していない学生に対しては、研究室の予算から供与し、

いと思います。幸いなことに、大学はそういう人材の宝庫なのです

一人一台利用できるようにした。

から」。
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iPadのノートアプリの活用で、
学生をノートテイクから
解放する
学生が授業中にノートを取るという行為は当たり前のことと考えられてき
た。
しかし、豊泉教授はiPad上で講義ノートに書き込む様子をリアルタイ
ムにプロジェクタで投影し、それをデータとしても提供することで、
ノート
テイキングを不要にした。授業終了後には動画ファイルも公開。
ノートテ
イクに気を取られずに授業に集中できるばかりでなく、動画を見返すこと
で復習にもなると好評だ。

ノートテイクではなく、
授業の内容に集中させる

豊泉 洋
商学学術院 教授

授業の様子を録画して
動画として公開する

BOXに保存したファイルは何回ダウンロードされたかの記録を

現状に改善を加えるとすると、授業動画にもう少しリアルな臨場

見ることもできる。その記録によると、講義ノートで60回、各講義の

感を出すことだという。現在の動画は、iPad上に映し出されている

動画は最高400回以上のダウンロードが行われている。
「 以前

講義ノートと、そこに手書きで書き加えている様子及び話している

Google DriveやDropBoxなど他のオンラインストレージを使っ

音声しか記録されない。教壇を離れて教室の中を歩きながら話して

通常の授業では、教員が黒板やホワイトボードに書いたり、パ

同時に、
この授業の様子は録画も行っている。iPadとPCをケー

ワーポイントの画面を投影して見せたりした内容を、学生がノート

ブルでつないでおき、iPad上で書き込みをしている画面と話して

ていたときは、実際どのぐらい見られているのかはわからず不安も

いるときには、声が小さくなって聞き取りづらかったり、学生の発言

に取るという形で進められることが多い。
しかし、豊泉教授が担当

いる音声を、QuickTimeというPCソフトを使って動画として記録

ありました。BOXではそれを数値で確認できるようになり、思って

がうまく録音されなかったりして、
どんなやりとりがなされているの

する数学や数理系の講義の場合、一度説明するだけでは学生が十

している。授業終了後にはこの動画ファイルを学生に公開しており、

いた以上に見てもらっていることが分かったので、手応えを感じて

かがよく分からないこともある。
「本当はカメラを回すなどして教室

分に理解するのはむずかしいと感じていたという。

復習や授業に出られなかった際の参考に使わせている。
また、前年

います」。

全体の様子も録画できるといいのですが、そうなると大がかりなこ

度の講義動画が残っていることによって、出席しなければいけない

学生アンケートの結果でも、
「説明が分かりやすい」
「興味を持って

とになってしまうので、実現はハードルが高いですね」。

国際会議があるときの休講対策にも役立っている。

授業を受けられる」
「復習ができていい」
と好意的に評価する声が

豊泉教授はこれらの方法を試行錯誤の上、
自分ひとりで築き上

授業の一部始終がすべて動画となって残っており、それをいつ

寄せられている。
「最近は若者の間でネット動画を見る習慣が定着

げてきた。
「 大学の教員というのは、小中高の教員のように教え方

書き込みを行った講義ノートの画面はリアルタイムでクラウドに自

でも試聴できるとなると、学生は授業に出てこないのでは？という

しているせいか、
この数年は特に＜動画があるのがうれしい＞とい

そのものを学ぶ機会がほとんどありません。そのため、
自分が学生

う声を多く聞くようになりました」。

時代に出会った先生のやり方しか知らないというのが現状だと思

そこで、
あらかじめ用意しておいた講義ノートをiPad上のアプリ
で開き、手書き入力用ペンApple Pencil を使って書き込みを行う
様子を、
リアルタイムに教室のプロジェクタに投影することにした。
動保存されるよう設定してあるため、学生は授業後にそれをダウン

点は気にしていない。
「 無理に授業に出てこなくても、動画を見て

ロードすれば、それをノート代わりとして利用できる。

理解できるのであれば、それでもいいと考えています」。そこで、会

BOX上に保存した講義ノートや授業動画のファイルへは、個人

この方法を使うと、板書するのに比べ、教員は1から書く手間が不

計研究科規定の必要最低限の出席数さえクリアすれば、出席率は

のホームページに設けたリンクからアクセスさせている。Course

いる人も多いでしょう。
たとえば反転授業とか、ICTの活用方法とか、

要で説明に集中できることに加え、学生の側も書き写すことに必死

成績に反映しないと公表している。
しかし、
この方法を始めてからも

N@viは使いにくいと感じるため、利用していない。
「インターフェイ

アクティブラーニングとか、そういうことについての情報を気楽に

います。特に新任の先生たちは、
どういう教え方が良いのか悩んで

になって説明を聞き逃すことがなくなる。一方で、その場で書き加

出席率の大きな低下は見られないという。
「90分の動画を見るのは

スの問題もありますが、最大の問題はCourse N@vi内に置いたも

共有できる場があるといいですね。
デジタル機器を使って講義を行

えながら説明することで、単に作成済みの講義ノートを見せるだけ

意外に負担が大きいので、教室に来て授業を受けた方が、学生に

のを出し入れしにくいことです。早稲田オリジナルのCourse

うために、教員が機器の操作の習熟など追加の負担をするのは、逆

よりも学生の理解は深まる。
まさに、板書とパワーポイント投影との

とっても楽なのではないでしょうか」。

N@viと違って、BOX自体は汎用のオンラインストレージサービス

に講義の質の低下を招きます。教員が普段使っている環境を生か

なので、他のアプリなどとの連携機能があるのが助かります。
さらに、

して、
デジタル機器の方が自動的に講義の質を上げ、教育効果が出

自分のパソコンの中にあるデータをクラウド上に同期しているだけ

るのが理想です」。

いいとこ取りだ。
こうした手法を導入したのは、
自身の学生時代の体験をいわば
反面教師としてのことだという。
「当時の先生は学生の方を一切見
ることもなく、ひたすら数式を板書していくというやり方でした。内

容量無制限でデータを保存できる
BOXが便利

容的にはすばらしい授業だったのですが、
ものすごいスピードなの

講義ノートや授業動画の保存に使っているのは、BOXというオ

で、消されないうちに書き写すことに必死で、十分に理解する余裕

ンラインストレージサービスだ。早稲田大学の教職員や学生であれ

がありませんでした」。

ば、データ容量の制限なく任意のファイルを保管しておくことがで

自分が教員になり授業を始めた当初は同じような方法でやって
いたものの、内容が確実に学生に伝わっているのか不安に感じた
ため、試行錯誤を重ねて現在の方法にたどり着いた。
ノートを取る作業から解放されると、学生は逆に集中力を失って

きる。
ここに保存したファイルはMy WASEDAから利用できるほ
か、直接URLを指定すれば、
ブラウザからもアクセスできる。
さらに、
専用アプリをインストールしておくことで、スマートフォンやタブ
レット端末からも利用可能となる。

なので、BOXとの契約が切れたり、早稲田を離れたりすることが
あっても、保存データをそのまま自分の手元に残せるのが安心です
ね」。

「教え方」
を共有できる仕組みが
あるといい
授業中の書き込みをプラスした講義ノートが残っていることは、
教員自身にも役立っている。授業前、前年の同じ授業で書き込みを

しまう心配もある。そこで、
ノートに書き込みをしていないときはな

講義ノートの作成にはGoodNotesというiPadアプリを利用し

した講義ノートを確認することで、
「ここでこんな話をした」
「この部

るべく教壇を離れ、学生の近くに行き、
「ここはどういうことだと思

ている。
このアプリがBOXとの連携機能を持っており、あらかじめ

分での学生の反応が悪かった」
などということを思い出して、参考

う？」
などと絶えず言葉を投げかけるようにし、学生の緊張感を保つ

自動バックアップの設定をしておけば、作成したノートを自動的に

にできる。
「すべてをデジタル化して事前に準備しているため、授業

よう工夫している。

BOXにアップロードすることができる。
「毎回のことなので、そのた

時間内はその場の話にも余裕ができるし、学生の反応をよく見られ

びにアップロード操作をしなくてもすむのは大変助かっています」。

るので、充実した授業が行えていると感じています」。
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わせポチを導入し、
90分の授業に
アクセントをつける
90分の授業の間、学生たちの集中力をいかに保つか。特に大教室の授
業では緊張感も薄れがちだ。
この課題を解決するひとつの手段として、
バックハウス准教授は「わせポチ」
と呼ばれるウェブ版クリッカーを採用
している。

バックハウス ペート
教育・総合科学学術院 准教授

各自のスマートフォンから
アンケートに回答する

用することがあるという。
「単純にYESかNOかを尋ねるような質問

授業と無関係なことに使う学生も出てくると思うので、指示をした

分けるほど人数の多くない授業でも、5分間各自で考える時間を与

に対して、
まわりの顔色をうかがってしまって、挙手では答えにくい

とき以外はスマートフォンをしまっておくように伝えています」。

えたりすることもある。
スマートフォンを使ったわせポチの導入も、そんなバリエーションの

ことがあります。その点わせポチを使うと、誰がどう回答したかが分

「わせポチ」
とは、スマートフォン、
タブレット、PC などインター

からないので答えやすいようですね」。このような使い方では、

ネットに接続できる端末から学生にリアルタイムでアンケートに回

YESなら1，NOなら2のように口頭で支持するだけでよいので、事

答させる機能である。
あらかじめ用意しておいた選択肢から選ばせ

前に予定していなくても思い立ったときにすぐ利用できる。その場

るだけでなく、
自由記述蘭に文章を入力させることもできる。回答

でさっと使えるために、活用用途はいろいろありそうだ。

は瞬時に自動集計され、
グラフや記述回答の一覧が画面に表示さ
れるというものだ。

Course N@viで共有し、
みんなで修正する

ひとつとして捉えている。
わせポチの利用も毎回の授業で取り入れ
ているわけではない。
「毎回だと学生も飽きてしまうでしょうし、あ
る程度は希少感を残しておくのがいいと思っています」。

この授業以外も含めてCourse N@viも活用しているが、重宝し

スマートフォンを使ったわせポチの利用は、学生が身近なメディ

わせポチの回答を集計した結果は、その場で公開するだけではな

ているのはゼミでのレポート提出機能だと言う。
「一番の利点は、締

アを授業で使えるという点で学生の意欲を引き出していると認め

く、保存しておくこともできる。そのデータは自身の研究用に使うこ

め切りを厳密に管理できることです。設定した時刻を過ぎると機械

ともある。
「興味深い結果が出たときには、それを材料にしてジャパ

的に送信できなくなるので、交渉を持ち込まれることもなくなりまし

and Cultureという科目は、2年生以上を対象にしたもので、90人

ンタイムズの記事を書き、掲載されたものは学生にも見せました」。

た」。

程度が受講している大人数クラスとなる。言語と文化や認識との関

大学の教員として、研究と教育をどうつなげるのかということが課

バックハウス准教授がこのわせポチを採用しているLanguage

る一方で、
「無理矢理使うと逆効果になるのでは」
とも感じている。
「特に語学の授業では実践練習が大事なので、
あまり使う場面はな
いかもしれません。黒板を使ったり、アナログな実験をやって見せ

Course N@viが役立っている別の例は、
「一般英語」
という授

たり、いろいろな方法も幅広く取り入れつつ、
目的を選んで適量使

係を考えるこの授業では、
さまざまな研究結果を紹介する場面があ

題だと感じているバックハウス准教授。
わせポチで学生から集めた

業におけるプレゼンテーション指導だ。学生が作成したパワーポイ

うのがよいのではないでしょうか。結局は、
さまざまなバリエーショ

る。たとえば、
「 次の行動についてどう感じるか」
というテーマで、

データを研究に役立て、それを授業で学生にもフィードバックする

ントの資料を提出する際に、それを他の学生も閲覧できるように設

ンで変化を付けるということが、
とても大事なのだと思います」。

という循環をつくることで、その解決にも役立っているようだ。

定しておく。授業ではそれを全員で共有した状態で、意見を出し合

「優しい」
〜
「押しつけがましい」
と5点スケールを使って学生に評価

い修正を加えていく。
「自分の分だけではなく、他の学生の分も修正

させ、各自のスマートフォンからわせポチに参加し、回答してもらう。
紹介する既存の調査結果だけでなく、
クラス内での集計結果を合
わせて見せることによって、学生たちはより身近に受け止めること
ができる。
さらに、調査結果の説明を一方的に聞くのではなく、
自分
の頭で一度考えてみるというプロセスを挟むということで、
より深

スマートフォンの利用許可は、
指示をしたときだけ

することによって多くのことを学ぶことができ、
とても効果的です」。
同じ方法は、
ライティングの授業でも採用している。間違えやすい
箇所は似ているため、
自分が書いたものに限らず修正の回数を多

わせポチを導入する前は、専用端末を利用するタイプのクリッ

く繰り返すことで学習効果が上がる。
「 一人ひとり個別にフィード

カーを使用していた。
「紙でアンケートを採ることと比べると、集計

バックするよりも、みんなで学ぶというこの方法はとても有効だと

場合によっては、
データに多少複雑な集計を加えた後、次回の授

の手間もなく結果を瞬時に共有できるという点が画期的でした。学

感じています」。

業でそれを元に解説することもある。前回自分も参加した設問に関

生の反応も良いのでもっと使いたいと思いましたが、専用端末を配

する話題であれば、学生も記憶が鮮明に残っているため、
より確実

布したり回収したりする手間がかかるので、面倒に感じていました」。

な復習効果が期待できる。

2014年度になり、専用端末を必要としないわせポチ
（当時の名称

い理解につなげることができる。

どの学生が回答したかはチェックできる状態にあるが、回答内容

はeClicker）
が開始されたため、
これを使ってみたところ準備や片

集中力持続のため、
90分の授業に変化をつける
これらさまざまな手法を授業に取りいれた背景には、90分の授

や参加の有無を成績に反映することはない。
「たまにスマートフォン

付けの手間が軽減され、
さらに便利に使えるようになったという。

を持っていない学生もいるので、それで点数をつけると不公平にな

紙のアンケートや専用端末ではなく、
スマートフォンから参加させる

業の中にできるだけ違うアクティビティを挿入したいという思いが

ります。実際に確認しているのは、何人が回答してくれたかという

という手法は、学生からも好評だ。授業アンケートでも
「おもしろ

ある。
「90分という時間は、話している自分はあっという間ですが、

全体の人数だけですが、その場にいるほとんどの学生が参加して

かった」
という声が聞かれるなど、楽しんで参加している様子がう

聞いている側にとっては長く感じるものです。
自分が学生だった頃

くれているようなので満足しています」
。

かがえる。

を思い出してみると、教員がどれだけ熱心に話しても、興味のある

通常わせポチを利用する際には、回答の選択肢を入力しておくな

その点にはバックハウス准教授も手応えを感じているものの、
ス

話であったとしても、20分以上集中力を保つのはむずかしいと感

どの事前準備が必要になる。
しかし、出題や選択肢の説明は口頭な

マートフォンの利用を全面的に許可しているわけではなく、わせポ

じます」。そこで、
この科目に限らず授業を行うときに心がけている

ど別の方法で行えば、事前準備なしにすぐにその場で利用が可能

チやグループワークで調べ物をするときに限っている。
「スマート

のは、
グループに分けてディスカッションする時間を設けたり、
ユー

だ。
これを利用して、
ゼミなど人数の少ない授業でもわせポチを利

フォンを使って実際に何をしているか、
こちらからは分かりません。

チューブの動画を見せたりなど、変化を加えることだ。
グループに
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Web講義＋デジタルペンを使って、
自分のノートテイキングを振り返り、
講義理解能力向上を図る
日本語教育研究センターの毛利貴美准教授は、留学生の講義理解能力の
向上を目指して、2016年度から授業にデジタルペンを導入している。多
くの教員にとってまだ馴染みのないデジタルペンだが、講義の音声と書き
取りの軌跡を記録し、後から同時に再生できる仕組みは、学生が自らの
ノートテイキングを振り返るのに大きな効果を上げている。

講義音声とノートの軌跡を
同時に収録できるデジタルペンを導入
日常会話は問題なくやり取りできる日本語レベルの留学生で
あっても、大学や大学院の講義を正しく理解するのは簡単ではない
という。
日本語教育研究センターの「アカデミック・リスニングの方
略7-8」では、アカデミックな視点からの講義理解能力の習得を目
指して、
さまざまなストラテジー・トレーニングに取り組んでいる。

毛利 貴美
国際学術院 准教授

に、翌週の授業では自己評価シートをもとに、毛利准教授がフィード

ところやノートの不足部分がわかる」
ともあり、高い学習効果をもた

にずれ込むグループがあれば、話し合いの内容を書いたホワイト

バックを行うという流れになっている。

らすICTツールと言えるだろう。効果を実感しているため、次年度

ボードを撮影してパソコンに取り込み、講義のURLなどの情報とと

以降も引き続き利用していく予定だという。

もにCourse N@viにアップしておく。翌週に発表するグループは、

デジタルペンなら自分のノートの
問題点に自分で気づける
デジタルペンを利用するメリットは、留学生が自分のノートテイキ

取り込んだデータをスクリーンに投影しながら発表を行うなど、授

グループでのピア・リスニングでは
CTLT教室のICT環境を活用

ングの問題点に自分で気づけることだと毛利准教授。その理由は、

講義理解能力を向上させる質のよい授業を目指して、毛利准教

その一つとして、毛利准教授が2016年度の春学期から新たに

すでに述べたように講義の音声と書き取りの軌跡をシンクロさせ

授はデジタルペンのほかにも、積極的にICTツールを活用している。

講義に導入したのが、デジタルペン（電子ペン、商品名：エコース

ながら再生できるからだ。通常のノートには、取った
「結果」
しか残っ

授業は、基本的にデジタル環境が整っていて、
グループワークに適

マートペン）
というICTツールだ。
「科研（科学研究費助成事業）
の研

ていないが、デジタルペンならノートを取っていく
「プロセス」
を詳

した設備のある3号館のCTLT教室で行っている。

究として取り組み始めているところで、研究費でデジタルペンを十

細に確認できる。

数本購入しました。本格的な調査活動はこれからになりますが、実
践も調査の一部なのでまず授業で使ってみようと考えました」。

業ではICTの利活用を常に行っている。

留学生の講義理解能力向上に役立つ
オリジナルのWeb講義を作りたい
さて、
ここまで見てきたように「アカデミック・リスニングの方略
7-8」の授業では、音声だけでなく、Web講義が重要な位置を占め

デジタルペンを使うかどうかにかかわらず、多くの場合、授業は

ている。それは音声だけでなく、実際の講義と同様に黒板の文字や

「たとえば、先生がここで
『つまりは』
と言ってからまとめの説明をし

まずWeb講義を視聴するところからスタートする。視聴後は、デジ

教員の動きなどの情報が含まれるからだ。現在授業で使っている

たのに自分は聞き逃していたとか、
キーワードだけを書いていて説

タルペンを使わない回の場合、3〜4人ずつのグループに分かれて

Web講義は、OCW上のWeb講義としてすでにあるものだが、毛利

「ピア・リスニング」
と呼ばれる協働学習を行う。

准教授はいずれは留学生が講義理解の方略を学習するのに最適

デジタルペンとは、ペンの先端部分に超小型のCCDカメラを内

明は書かなかったなど、音声を聞き直しながら自分でどこがよくな

蔵したペンで、専用のノートを使って書いた文字や図版などを、書

かったかを把握できます。私が口頭でいくら言ってもなかなかピン

「デジタルペンを使う場合は、個々に自分のノートテイキングを振

なWeb講義をゼロから作りたいと考えている。

いた軌跡と共に記録することが可能だ。
また、同時に音声も記録し、

と来ないことも、
自分自身で聞き取りのプロセスを精査することで

り返りますが、
ピア・リスニングではお互いのノートを見て、
自分た

「現在も留学生の聴読解用の映像はありますが、講義理解のため

講義を聞きながらノートを取れば、後から講義のどの部分を聞きな

理解が進む。その点がとてもよいと感じています」

ちの講義理解を確認し合う作業をします。具体的には、
グループご

のものとしては十分に機能しているとは言えません。たとえば、講

がらノートをどのように取ったのかを再現できる。
このデジタルペン

特に、
この
「アカデミック・リスニングの方略」
の授業では、前述の

とに講義の内容をメモリーツリー（樹形図）
というコンセプトマップ

義の構造や聞き取りのテクニックを総合的に学べるものを目指し

を活用したノートテイキングの取り組みを、全15回の授業のうち４

「つまりは」のほか、
「すなわち」や「次に」
「これから〜について述べ

のようなものを作成しながら整理していきます」。
この協働による振

たいと思います。
メタ言語や、一見意味のない『あのー』
『えーと』
と

回分実施している。
「ノートテイキングの記録で１回 、再生と振り返

る」
といった
「メタ言語」
を聞き取って講義の構造が認識できること

り返りから発表までのプロセスは、理解（インプット）
だけでなく、情

いったフィラーと呼ばれる会話中の音声、身振り手振りなどをどう

りで１回を１ユニットとして、学期の始めと終わりに実施しています。

が重要なテーマのひとつとなっている。
「デジタルペンを使うことで、

報を要約して再構築し、産出（アウトプット）するまでのプロセスで、

とらえるかなども含めたトレーニング用の講義映像を作って、多く

時間を空けて実施することで、
この授業を通して講義理解能力が

講義の中に出てくるメタ言語を意識できるようになるだけでも意味

アカデミック・リスニングの能力の養成には欠かせないものだとい

の留学生に利用してもらうことを考えていきたいですね」

向上したことを実感してもらうのが狙いです」

があります。それによって、次は聞き取り方が変わってくるからで

う。そして、他者と助け合い、
コミュニケーションをとりながら一緒に

具体的には、OCW（早稲田大学Open Course Wareなど）で

す」。

問題を解決していくことで、
クラスの結束力も強まるそうだ。

公開されているWeb講義の中から、教材として適切と判断した15

さらに、
デジタルペンを使うことが、学生のやる気にもつながって

「ピア・リスニングについての実践研究はまだあまり進んでいませ

〜20分程度のものを選び、学生たちは配布されたデジタルペンと

いるという。
「デジタルペンでノートを取る活動を始めると、学生は

んが、学習以外の能力の育成においても効果的な方法だと思いま

専用ノートを使ってWeb講義を視聴しながらノートを取る。

これ、すごいですね！ とまずは驚きます。またやりたいです とレ

す。」

講義を視聴した後はデジタルペンを回収して、USB経由でデー

ビューシートに書く学生もいますし、
かなりモチベーションを上げる

このピア・リスニング時に便利なのが、CTLT教室の可動式の椅子

タをパソコンに取り込む。そして、次の回の授業ではマルチメディア

ようです。楽しい授業という印象を持ってもらうことは、
クラス全体

とホワイトボードだという。CTLT教室の椅子は机と一体型で可動

教室に移動し、各自にパソコン上で音声付きのPDFファイルを開

にとってプラスです」。

式のため、
グループごとに集まりやすく、話し合いがしやすいという

いてもらい、
自分のノートの軌跡と音声を同時に再生。
自分が講義

デジタルペンはまだまだ一般的なツールではなく、現時点では授

メリットがある。
ホワイトボードも発表時の人数やトピックに応じて１

をどう聞いて、
どんなノートを取っていたのかという、
ノートテイキ

業に取り入れている教員はほとんどいないと毛利准教授は見てい

枚ずつ使ったり３枚合体させたりと、
さまざまな使い方をしていると

ングのプロセスを振り返らせて、
自分の聴き方の特徴や、今後改善

る。
しかし、学生のアンケート結果では、
「自分のノートのプロセスを

いう。

すべきだと思う点などを自己評価シートに書き込ませている。
さら

見て、書いた順番や思っていたことがよく思い出せる」
「聞き逃した

また、授業ではCourse N@viも必要不可欠な存在だ。発表が翌週
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WASEDA e-Teaching Award
過去の受賞者紹介
※所属・資格は受賞年度時点のもの

第1回

太田 宏

2012年

第2回

国際学術院 教授

海外の大学院との遠隔交流で、多角的視点から専門知識を学ぶ

武沢 護

教育・総合科学学術院教職研究科 客員准教授

2013年

習熟度の個人差に

対応し、学習の蓄積効果も

2014年

アルベリッツィ・ヴァレリオ・ルイジ

砂岡 和子

オープン教育センター 准教授

新設された3号館CTLT Classroomでスマホも活用LINEの利用

デジタル教材＋携帯端末で個々のレベルに合わせた効率的な語学

で学生のインタラクションも活発に

政治経済学術院 教授

戸田 貴子

深澤 良彰

鈴木 利彦

大鹿 智基

商学学術院 准教授

10分だけオンデマンド化し
「反転授業」大人数での対話型授業を

理工学術院総合研究所 次席研究員
基幹理工学部 助教
基幹理工学部 助教

演習時間の大幅増も増加できた

商学学術院准 教授

ることで実りあるアクティブ・ラーニングを実践

畠山 卓朗

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

大学院日本語教育研究科 教授

大和田 和治 教育学部 非常勤講師
吉田 諭史 教育学部 助手

早稲田大学 理工学術院 教授

デジタル教材の導入とBBSでの異文化交流で、学生の学習意欲を

早稲田大学 研究推進部科目運営スタッフ

高める

橘 孝博

促す

高等学院 教諭

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

堀井 俊佑

が向上した

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

中條 美和

ンド授業を実現

高等研究所 助教

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

いつでも、
どこでも、各分野の第一人者によるオムニバス形式の授
業で、研究倫理の修得を！

高安 亮紀
関根 晃太
森倉 悠介

2015年

LiveOnやCourseN@viの掲示板に加えてFacebookも活用す

目指す
オンデマンド＋多角的支援で日本語発音授業の学習効果を向上

第4回

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。

学習が可能に

高等学院 教諭
プログラミングの授業でe-Text環境を構築

第3回

小川 利康 商学学術院 教授
中村 みどり 商学学術院 准教授
自修用教材をオンデマンド化ネイティブの発音を繰り返し学習

松山 泰男

性化

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

三尾 忠男

教育・総合科学学術院教授

野で世界にアピールする社会貢献

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

折井 麻美子

教育・総合科学学術院 准教授

毛利 貴美

より効果的な活用方法を提案する

オンデマンド講義とCommonsを用いた音声録音で個別の英語発
音指導を充実させる

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

宮崎 七湖

日本語教育研究センター オンデマンド講義ワーキング

とは異なるインプットで理解を更に深める

グループ代表 日本語教育研究センター 准教授

向後 千春

人間科学学術院 教授

隔週で授業をオンデマンド化、教場実習では体験型の学びを充実

西村 昭治

人間科学学術院 教授

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

山名 早人

理工学術院教授

オンデマンドとBBSで反転授業、BBSを組み合わせることで
「一回

クリッカーの導入で議論を活性化

転半」
の効果、教場ではより深い学びが可能に

可能に

畠山 卓朗

理系の分野でも対話型授業が

人間科学学術院 教授

聴覚障がい学生への支援を充実させるITツールを開発

星井 牧子

法学学術院 教授

ドイツ語の授業でCCDLを導入生きたドイツ語を学ぶ機会を提供
する
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