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「対話型，問題発見・解決型教育」
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早稲田大学では，Waseda Vision 150実現のため

に，「入試戦略」「教学戦略」「展開戦略」「経営戦略」

の4つの戦略の枠組みの中で，13の核心戦略を挙

げている。その中の教学戦略の一つとして，「対話

型，問題発見・解決型教育への移行」を掲げている。

この主旨は，下記のとおりである。

ネットワークを活用した遠隔・オンデマンド授業環境

の整備，教材開発と授業形態の革新等を図り，教

室での一方的な講義主体の授業形態から演習・ゼ

ミを主体とする学生参加対話型教育や，フィールド

ワークも活用したプロジェクト型教育へと重点を移し，

問題を発見し，解決策を提案し実現する能力を涵養

する。

また，目的・目標は，下記のように示されている。

授業の簡易収録・自動収録の仕組みや教材の電子

化を支援する体制を構築し，授業内容のデジタル化

を促進し，多くの講義科目のオンデマンド化を図っ

ていく。その上で，１年次より演習・ゼミを主体とする

学生の発表やディベートなど，学生参加型の授業を

展開することにより，個別的直接指導を強化する。

また，プロジェクト型の授業形態により，集団での問

題発見・解決の機会を増やすこととする。

さらに，この改革のポイントは，下記二つの点に集

約される。

1. 教員負担の軽減を実現するICT活用方法や教員

サポートの充実策，教員の担当コマ数削減などの

各種方策を実施する。

2. 教員がより深く指導し，かつ学生主体で実施する

対話型，問題発見・解決型授業のあり方およびサポ

ートのあり方を検討する。

Waseda Vision 150における「対話型，問題発

見・解決型教育」と関連するものとして，これまでの

教授・学習理論の知見に基づいたさまざまな教育手

法が提案されている。「対話型，問題発見・解決型

教育」について提案する上で，アクティブラーニング，

PBL，協同学習，アクションラーニングなどの知見を

参照し，それらとの類似や相違について言及する。

1.1 背景

1. 対話型，問題発見・解決型教育とは
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表１ アクティブラーニングの役割分担

教育方法 学生 教員
TBL 協調 リーダー
WBL リーダー ファシリテーター
PBL ファシリテーター コーディネーター

また茨城大学における取組みでは，下記のように定

義している。

アクティブラーニングは，学習者の能動的な学習を

取り込んだ授業形態の総称で，クリッカーなどを用

いた学生参加型授業，協調学習や共同学習ととも

に，PBLもこれに含まれると理解されます。これらの

授業の中には，情報収集，傾聴，問題認識，課題発

見，論理的思考，批判・創造的思考，問題克服，解

決などの諸要素が含まれています。これらの要素を

含むことから，学生が主体的に取り組んだり，体験

的に理解したり，他者の理解や自己の相対化が可

能となったりするという高い教育効果が生み出され

ます（茨城大学）。

文部科学省（2013）の定義は，下記の通りである。

教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり，

学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教

授・学習法の総称。学修者が能動的に学修すること

によって，認知的，倫理的，社会的能力，教養，知

識，経験を含めた汎用的能力の育成を図る。発見

学習，問題解決学習，体験学習，調査学習等が含

まれるが，教室や大学図書館でのグループ・ディス

カッション，ディベート，グループ・ワーク等も有効な

アクティブ・ラーニングの方法である。

大山・田口（2013）では，アクティブ・ラーニングを

「学生の能動的な学習を促すための教授法」として

捉え，そのような教授法を用いる授業を「アクティブ・

ラーニング型の授業」と定義している。

また溝上（2014, p. 7）は，下記のように定義して

いる。

一方向的な知識伝達型講義を聴くという（受動的）

学習を乗り越える意味での，あらゆる能動的な学習

のこと。能動的な学習には，書く・話す・発表するな

どの活動への関与と，そこで生じる認知プロセスの

外化を伴う。

さらに松下（2015）は，上記のBonwell and Eison

(1991)の定義に溝上（2014）の「認知プロセスの外

化を伴うこと」を足した6つの観点をアクティブラーニ

ングの定義としている。

1.2 アクティブラーニング

はじめに，アクティブラーニングについて言及する。

Bonwell and Eison (1991)は，一般的によく述べら

れてきたアクティブラーニングの特徴を，次の5点に

まとめている。

・学生は聴く以上のことをおこなう

・情報の伝達よりも学生の技能の発展のほうに力点

が置かれる

・学生は高次の思考（分析や統合・評価など）を働か

せる

・学生は活動（読む・議論する・書くなど）に従事する

・学生自身の態度や価値の探求がより強調される

さらに，アクティブ・ラーニングには，主にTeam

Based Learning （TBL ）・ワークショップ型学習

（Workshop Based Learning，略してWBL＞・課題

解決学習（Problem Based Learning，略してPBL）

という3つの教育方法 があり，後者になればなるほ

ど，学生の主体的な取り組み具合が高くなる（表1参

照）（山下, 2014）。
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1.3 Problem Based LearningとProject Based Learning

問題基盤型学習が提唱されたのは，1960年代であ

り，プロジェクト型学習は，1990年前後から広まって

いる（湯浅・大島・大島, 2011）。国内では，三重大学

が組織的に導入しており，下記のように言及してい

る。

三 重 大 学 で は ， PBL を 「 問 題 発 見 解 決 型 学習

（Problem-based Learning）」と呼んでいます。ここで

の「問題」とは，教員が提示した具体的な事例の中

の問題・課題を解決するために，学生が学習しなけ

ればならない「学習課題」を指します。問題発見解

決型学習という言葉には，学生が主体的に学習項

目を設定して学習を進めるという，自己決定的な学

習への期待が込められています（三重大学, 2007）。

また同大学は，PBL教育の基礎要件として下記3点

を挙げている。

7.

8.

9.

10.

たし，学生は，必要なときに教員のサポートを受

ける。

学生には，必要な学習資源，時間，場所が確保

されている。

学生には，授業外の学習に必要な時間，場所が

確保されている。

学生による自己省察を促す。

学生による能動的な学習の過程と結果を把握す

る評価方法を使用する

また広島大学では，学生の主体的学びの確立に向

けた授業方法の改善を図るため，教養教育一年次

必修科目「教養ゼミ」にアクティブラーニングの一形

態であるPBL（Problem-based Learning：問題基盤型

学習）を取り入れることを推奨している（吉田・小澤・

於保・古澤・西堀・田地, 2013）。

最後に，産業技術大学院大学の定義を紹介する。

PBL（Project Based Learning）型教育とは，実社会

で即戦力として活躍できる人材を育成するために有

効な教育手法であり，数名の学生が，明確な目標を

掲げ，できるだけ実際の業務の内容に近い1つのプ

ロジェクトを完成させていくプロセスの中で，実社会

で真に役立つスキルやノウハウを修得します。通常

の研究型の大学院では，修了要件として論文作成

を課す例が多いですが，PBL型教育は，複数人のチ

ームとしての取組みであること，成果物だけでなく，

プロセスにおける活動も評価の対象とすること，具

体的なプロジェクトの成果発表となることなど，大きく

異なります。

本学では，コンピテンシーを実践的に身につけるた

め，1年次に基礎的な知識，スキルを修得したうえで，

主に2年次にPBL 型教育を実施しており，修了に欠

かせない要件としています。PBL 型教育は，まだ歴

史の浅い教育手法ですが，本学はPBL開発の先駆

者として最先端の取組みを行っています（産業技術

大学院大学）。

1.

2.

3

問題との出会い，解決すべき課題の発見，学習

による知識の獲得，討論を通じた思考の深化，

問題解決という学習過程を経る学習を行う（問

題基盤性）

学習は，学生による自己決定的で能動的な学習

により進行する（学習自己決定性）

学生による自己省察を促し，能動的な学習の過

程と結果を把握する評価方法を使用する（形成

的評価）

さらに，これらの基礎要件に加えて下記10個の特徴

を挙げている。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

学生は，事例シナリオなどを通じて，現実的，具

体的で身近な問題と出会う。

問題解決レベルの深い知識，進化した思考力を

獲得する。

学生は，学習課題を自己決定する。

学生は，能動的に学習を進める。

学生は，自己学習・グループ学習（討論）を通じ

て知識の獲得と思考の深化を行う。

教員はファシリテータ（学習支援者）の役割を果
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1.5 アクションラーニング

アクションラーニングは，高等教育ではなく，企業の

人材育成などで用いられる手法であるが，近年学校

から仕事へのトランジション研究が盛んに行われて

おり，リーダーシップ教育などの文脈で盛んに導入さ

れている。

マーコード（2004）によると，アクションラーニングとは，

「実務を通じたリーダー育成，チーム・ビルディング，

組織開発を効果的に行う問題解決手法である。小グ

ループが現実の問題を解決するなかで行動し，個人，

グループ，組織が学習していくプロセス」であると定

義づけている。

1.6教授・学習理論に基づく「対話型，問題発見・解決型教育」の定義

対話型，問題発見・解決型教育を下記のように定義

する。

「授業の形態・クラスサイズなどに応じて，教員と学

生，学生と学生同士が意見を交わして授業内容の

理解を深める対話型，また，学問の活用を通して，

社会における複雑な問題を発見し，分析する能力を

養う問題発見・解決型教育」

Johnson, Johnson and Smith (1991)は，協同学習を

下記のように定義している。

「小グループの教育的使用であり，学生が自分自身

の学びと学習仲間の学びを最大限にするために共

に学び合う学習法」

協同学習をいわゆるグループ活動と区別するための

基本的な要素として，Johnson and Johnson (2005)

1.4 共同学習

は，下記の5つの要素をあげている。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

肯定的相互依存

促進的相互交流

個人の責任

集団作業スキルの促進

活動のふり返りと改善

学習

問題

討論

解決
方法

実践



1.7 対話型，問題発見・解決型教育の実現に向けて

現在の対話型，問題発見・解決型の授業比率は

学部においては29％，大学院においては55％であ

るが，WASEDA VISION 150の数値目標では，学部

75%，大学院80%を目指している。これを実現するた

めに本手引きにおいては，グループワーク・ディベ

ートの手法，フィールドワークの手法，プレゼンテー

ション，振り返りの手法などを紹介する。活動の選

定にあたっては，バークレイ・クロス・メジャー

（2009）及び中井編著（2016）を参考にさせて頂いた。

実際に授業に導入するには，授業のどの段階でど

の活動を行うべきであるかということが重要となる。

下記の表1が，大まかな授業のフェーズ毎の手法と

なっている。クラスサイズや授業形態に応じた対話

型，問題発見・解決型教育の実現に向けて、本手

引きがその一助となれば幸いである。

表1. 授業フェーズごとのアクティブラーニング手法
授業のフェーズ 活動名
アイスブレーク 三つ選んで自己紹介

アタック25
導入 シンク・ペア・シェア

ピア・インストラクション
ラウンドロビン
バズ・グループ

展開 ペイパー・セミナー
スリー・ステップ・インタビュー

ピア・エディティング
コラボラティブ・ライティング

マイクロディベート
クリティカル・ディベート
センド・ア・プロブレム

ケーススタディ
ストラクチャード・プロブレム・ソルビング

グループ・インベスティゲーション
リフレクション ミニッツペーパー

レビューシート
評価 ルーブリック評価

ポートフォリオ評価
相互評価
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2.1 アイスブレークの手法

2 .対話型，問題発見・解決型教育のTips

三つ選んで自己紹介

人数：4-6人
所要時間： 5-6分

説明： 下記のシートに基づいて，それぞれの学生が自己紹介を行う人間関係の向上を目的としたアイスブレ
ーク手法。

手順

1. 学生を4-6人のグループに分ける

2. テーマを三つ選んで，○で囲む。

3. その三つについて，それぞれに自己紹介をさせる。

三つ選んで自己紹介シート（中井編, 2015, p. 194）

頑張ったこと 将来の夢 バイト 嫌いな食べ物 家族

好きな授業 地元自慢 大学生活 行きたい国 好きな本

趣味 好きな映画 高校時代 憧れの人 フリー
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アタック25

人数：クラス全体

所要時間：適宜

説明： 学習者同士が相互に質問をすることで，交流を深めるアイスブレーク手法

手順

1. 学習者は下の例のような用紙を持ちながら，質問をする。

2. 一人に対して，質問は一つまでとし，誰かが全ての質問を聞き終えるまで続ける。クラスの人数によって

質問数は適宜変更する。

アタック25の例（中井編, 2015, p. 195）
氏名 質問 回答

1 出身地

2 好きな音楽

3 昨日の晩御飯

4 趣味

5 高校時代に熱中したこと

6 ニックネーム

7 好きな本

8 好きな有名人

9 自分の強み

10 最近，最もうれしかったこと

11 これまでで最も面白かった授業

12 5年後の自分

13 行ってみたい場所

14 将来の夢

15 この授業に期待すること

（中略）

25 フリー
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2.2 授業導入のための手法

シンク・ペア・シェア

人数：ペア
所要時間： 5-15分

説明：簡単に短時間で行える手法。教師が話し合いの課題を示し，まず一人で学生に考えさせます。その

後，ペアでその内容について話し合わせ，考えを共有させます。

手順

１．クラス全体に質問を提示し，一人で考える時間を取ります。

２．近くの学生とペアにします。

３．ペアの仲間と答えを共有するために，まず一方の学生Aが他方の学生Bに自分の答えを伝えます。その
後，学生Bが学生Aに自分の答えを伝えます。

＜関連動画＞
アクティブラーニングTips集 グループディスカッション編 https://youtu.be/QszQMW0f0t4

Think Pair

Share
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ピアインストラクション

人数：少人数～大人数

所要時間：5-15分

説明：ハーバード大学のマズール教授が開発した教授法。授業中に問題を出題し，付近の学生同士で議論

させることにより理解度を高める。これを用いることで，学生の授業への参加意識が高まり能動的学習態度

が身に着き，問題について深く考えさせることにより知識の定着率が高まり，クラス全体で問題を考えるとい

う共同体意識が芽生える。また学生の理解度を常に意識しながら授業を進めることができるという利点があ

る。実施の際のポイントは，なるべく解答にばらつきが出るような問題を出す。

手順

1. 選択式の問題を出題する。

2. 学生にクリッカー（わせポチ）で答えさせる。

3. 付近の学生同士で議論させる。

4. 同じ問題に対してもう一度わせポチで答えさせる。

5. 正解を示し解説を行う。

＜関連動画＞

アクティブラーニングTips集 わせポチ編

https://youtu.be/heBzkffFt2Y

アクティブラーニングTips集 Peer Instruction 編

https://youtu.be/cYARZMfihTw
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ラウンド・ロビン

人数：4-6人

所要時間：5-15分間

説明：ブレーンストーミングの技法。ある課題について，単語や熟語や短い言葉で順番に答えていきます。

答える順番は，一人の学生が答えたら次の学生へと続け，すべての学生に発言する機会を与えます。

手順

1. 学生を4人から6人のグループにします。

2. この活動の目的は多くのアイディアを生み出すことであることを説明し，出されたアイディアを評価したり，

質問したりはしないように説明します。

3. 制限時間があれば伝え，質問を提示します。

4. だれから始めるかを指示し，順番に意見を言い，全ての学生が意見を言い終えるまで続けていきます。

＜関連動画＞

アクティブラーニングTips集 グループディスカッション編https://youtu.be/QszQMW0f0t4

12

https://youtu.be/QszQMW0f0t4


バズ・グループ

人数：4-6人

所要時間：10-15分

説明：授業内容に関連した質問に答えるために，その場で構成された4人から6人のグループで行います。

クラス全体の話し合いのためのウォームアップとしての役割を果たします。

手順

1. グループを作り，話し合いの内容と制限時間を伝えます。

2. 指定された話し合いの内容について，メンバーの間で考えを交換させます。

3. クラス全体での話し合いを再開し，話し合いの内容を再度伝えます。
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スリー・ステップ・インタビュー

人数：2人か4人

所要時間：15-30分間

説明：スリー・ステップ・インタビューでは，学生はペアになり交代でインタビューをし合います。そしてペアの

パートナーから学んだことを，他のペアに報告します。

手順

1. 学生を4人グループに分け，A・B，C・Dの二つのペアをつくります。

2. 決められた時間内で，学生AがBに，学生CがDにインタビューします。インタビューをする側は質問をし，

回答を聞き，さらに情報を引き出します。その際，相手の話を評価したり，話し合いになってはいけません。

3. 次に同じペア内で役割を交代し，同じ時間を使ってインタビューをします。

4. 学生Aと学生Bはパートナーへのインタビュー内容を要約して学生CとDに紹介します。次に学生CとDが

同じように学生AとBにパートナーを紹介します。

2.3 授業展開のための手法
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ピア・エディティング

人数：ペア

所要時間：2時間

説明：学生がペアになって，お互いのレポートなどを読み，文章をよりよくするためのコメントを交換する。

手順

1. 学生をペアにし，これから書く文章のアイディアを順番に述べさせます。一方の学生がアイディアを述べ

ている間に，パートナーはノートをとり，質問をし，提案をします。

2. 学生には自分が書く内容について調べさせます。その際，学生はパートナーが書く内容に関係する資料

がないか気にとめておきます。

3. 個人で文章を書かせます。

4. ペアの学生と原稿を交換しチェックさせます。相手の原稿を読み，校正した個所に印をつけたり，コメント

を書き込み，評価表にそって評価をつけさせます。すべての項目を評価したことを確認するために，評価者

のサインを評価表に書かせます。

5. パートナーからのコメントを参考にしながら原稿を書き直させます。

6. 最後の原稿に評価表を添えて提出させます。
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コラボラティブ・ライティング

人数：2-3人

所要時間：数時間

説明：2人または3人の学生が協力して一つの原稿を書き上げる活動。

手順

1. 教師の指示で2人または3人のグループをつくるか，学生に自由にグループをつくらせ，一緒にブレーン

ストーミングしながら文章のアイディアを練り上げさせます。

2. 仲間で，出し合ったアイディアを整理し，アウトラインをつくらせます。

3. アウトラインをグループの人数分に区分けし，一人ひとりに自分が担当する部分の下書きを書かせます。

4. 一人で書いた下書きを持ち寄り，内容や文章スタイルに顕著な違いが見られないか話し合って，調整さ

せます。

5. 一人ひとりの担当分をつなげ，一つの文章にまとめさせます。

6. 一つまとめられた文章を読み，内容や文章の明瞭さ，文法やつづり，句読点の間違いがないかをグルー

プで確認させます。

7. 最終確認が終わったあと提出させ，教師が評価をします。
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マイクロディベート

人数：3人

所要時間： 10-15分

説明：クリティカルディベートの簡略版。短時間で行うことができるのが利点

手順

1. 教員から論題を提示する。

2. 肯定または否定の立場を決め，その論拠を5つ以上書き出す。

3. さらにその反対の立場をとったと仮定し，その論拠を5つ以上書き出す。

4. 3人グループを作り，肯定側，否定側，ジャッジの役割を順に担うことにより計3回のディベートを行う

＜関連動画＞

アクティブラーニングTips集 グループディスカッション編 https://youtu.be/QszQMW0f0t4
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クリティカル・ディベート

人数：4－6人，その後8-12人

所要時間： 1-2時間

説明：クラス内を二つに分けて，議論する手法。ディベートに適した相反する二つの考えのあるテーマを時

間をかけて選ぶことが必要。また背景となる情報が必要となる場合は，その内容について調べるなどが必

要。

手順

1. 課題を示し，学生にどちらかの立場に賛成かを決めさせます。学生に手を挙げさせたり，リストに名前を

書かせて，立場を明示させます。

2. 自分の個人的な立場とは反対の立場に立って，反対の立場を擁護する議論をおこなうことを説明します。

その際，反対の立場に立つことの利点を強調します（利点とは，たとえば自分自身の考えを明確にできたり，

その問題に対してより深く理解できることなどです）。

3. 学生を4人から6人のチームに分け，半分を肯定側，もう半分を否定側にします。できるだけ多くの学生

が自分の意見と反対の立場で討論できるようにします。しかし，とくに複雑な問題では，学生を平等に分け

るのは難しいでしょう。その時は，どちらの立場か決められないという学生や中間派の学生をふり分けて調

整します。

4. 基本ルールを説明し，役割を決める時間を設け，ディベートの準備の仕方や手順を考えさせます。

5. 時間を取って討論の準備をさせます。（15分から30分くらいを目安に）

6. 反対の立場に立つペアと対戦させます。

7. 各ペアの主張を述べさせます。（各チーム5分間，合計10分間を目安に）

8. 再度，討論をおこなうための作戦時間を設けます。（10分間を目安に）

9. 再度，各ペアの主張を述べさせます。

10. 最後にクラス全体で話し合いをおこないます。そこでは，重要な問題点を要約したり，体験したディベー

トについて話し合う機会を設けます。
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センド・ア・プロブレム

人数：2-4人

所要時間： 30-45分

説明：グループごとに一つの問題を与えて解かせる手法。

手順

1. 2人から4人のグループをつくります。活動内容を説明し，必要な教示をおこない，学生からの質問を受け

つける時間を設けます。

2. 各グループに，それぞれ別々の問題を配布します。配布された問題をグループごとに話し合い，もっとも

望ましい解決法を見つけるように指示します。グループで見いだした解答をフォルダーや封筒のなかに入

れさせます。

3. 各グループは制限時間がきたら，手元にある問題を次のグループに渡します。自分たちも別のグループ

から新しいフォルダーや封筒を受け取ります。

4. 新しい問題を受け取ったら，制限時間までブレーンストーミングをおこない，もっとも望ましい解答をグル

ープで考えます。そして，次のグループに問題を送ります。

5. 上記の手順を，それぞれの問題を検討するために必要と思われる解答が集まるまで何度か繰り返させ

ます。

6. それが終わったとき，手元にあった問題について各グループが出した解答を検討します。一つひとつの

解答を吟味し，評価し，統合します。必要であれば，この段階でグループの考えを加えても構いません。

7. この活動は，各グループが評価した解答について，クラス全体に報告することで終わります。グループが

報告するときに，もし誤りがあれば指摘し，正しい解決法を強化します。
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ケーススタディ

人数：3-6人

a所要時間：適宜

説明：現場が抱える問題を含んだ現実のシナリオを学生グループが検討する。

手順

1. 学生のグループをつくります。各グループにすべて同じケースを配布する場合もあれば，別々のケース

を配布する場合もあります。

2. ケースで提示された問題を明確にするために，学生がいまから実施することについての質問時間を設け

ます。

3. 課題の複雑さにもよりますが，授業の1コマあるいは数コマにわたって，グループで活動させ，中心人物

の視点からケースを深く理解させ，さまざまな問題点や，そこで取りうる解決策について理解を深めさせま

す。
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ストラクチャード・プロブレム・ソルビング

人数：4-6人

所要時間：1-2時間

説明：制限時間内に複雑な問題を解決する方法。

手順

1. まず，学生グループを編成し，解決すべき問題を割り当てます。

2. 次に，問題解決の方法として教師が考えているステップを利用して問題を解かせます。次に具体例を示

します。

問題を見つける。

可能性のある解決策を考える。

考えられる解決策を検証し，評価する。

グループメンバー全員が納得できる解決策を決定する。

その解決策を実行する。

その解決策を評価する。

3. グループごとに解決策を報告させます。

問題 解決！

実行
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グループ・インベスティゲーション

人数：2-5人

所要時間：数時間

説明：研究プロジェクトをグループで計画し，実施し，報告します。

手順

1. 授業が対象としている領域内で，学生に研究テーマをいくつか自由に考えさせます。

2. 学生が出したテーマから研究テーマを選択させます。教師が選択しても構いません。別の選択方法

として，適切と思われるテーマを列挙し，学生による投票でトップ３を決めるという方法も考えられます。

クラスで人気の高いテーマが選択の候補になるわけです。

3. 興味あるテーマごとにグループを編成します。

4. グループに計画書を準備させます。計画書には研究上の疑問点を明確に述べ，目標を設定し，研

究を進めるうえで必要になると考えられる資料を明らかにし，研究の方法を選択し，課題遂行の分担

を記入させます。

5. グループごとに研究を始め，情報を収集し，検討するように指示します。引き続き，より多くの情報

が必要であるかを判断させ，情報の分析や解釈をおこなわせます。

6. 最終報告の準備をさせます。
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ペイパー・セミナー

人数：4-6人

所要時間：適宜

説明：一人の学生が小グループにおいて自分の論文のプレゼンテーションをおこないます。

手順

1. 学生をグループに分け，グループの仲間の論文を公式あるいは非公式な形で評価することを伝えます。

2. それぞれの論文に対し，誰が評価者となるか決めます。4人グループであれば一人の評価者を選び，6

人グループであれば2人の評価者を選ぶとよいでしょう。

.3 学生に作業内容と時間配分について説明します。

4. ペイパー・セミナーの実施にあたっては，まず発表者が約5分から10分間，自分の論文について話します。

5. 続いて，評価者が10分ほどで評価をします。

6. 最後に，グループで20分ほどかけて話し合いをします。

7. 二人目以降の発表者についても，手順の4～6までと同様の流れでおこないます。
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ミニッツペーパー

人数：少人数～大人数

所要時間：5-10分（授業の最後）

説明：毎回の授業で配布し，学生に本日の学習事項や疑問点，理解度などを記入してもらって回収し，授

業改善に生かすためのものです。中井編（2015, p. 166）によると，「最後にアウトプットすべきものがあると

あらかじめ学生に認識させることによって，授業中の集中力を維持することができる。また学生の理解度を

測り，次の授業でフォローすべきポイントを明確にする。出席簿としても活用できる」などの効果があると言

われています。

ミニッツペーパーの例（中井編, 2015）

授業名 日付 年 月 日（ ） 限

氏名 学部・学科

学籍番号 学年 年

質問1 今日の授業内容で重要だと考えた点を記してください。

質問2 今日の授業内容でよく理解できなかった点，疑問に思った点を記してください。

2.4 リフレクションの手法
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レビューシート

人数：少人数～大人数

所要時間： 5-10分（授業の最後）

説明：授業における受講生と教員のコミュニケーション・ツール。学生は，授業の最後の時間を少し使って，

その講義の振り返りや教員へのコメントなどを記入する。向後（2006）によると，「出席促進，積極的な受講

態度，講師と学生との信頼関係の形成，授業内容の理解と定着」の効果があるということが報告されてい

る。向後千春先生のウェブサイトよりテンプレートがダウンロード可能。本学においては，Coursen@viを活

用して，オンライン上で同様の試みが可能（向後, 2007）。

レビューシートの例＜向後 (2006）に基づく＞
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ルーブリック評価

説明：ルーブリック評価とは，スティーブンス・レビ（2014）によると，「ある課題をいくつかの構成要素に分け，

その要素ごとに評価基準を満たすレベルについて詳細に説明したもの」のことを指す。想定される課題は，

レポート，書評，討論への参加，実験レポート，ポートフォリオ，グループワーク，プレゼンテーションなど多

岐にわたる。作成するのに多少の時間を要するが，一度作成したルーブリックは，相互評価などにも活用

することができる（相互評価については33ページを参照）。日本高等教育開発協会のルーブリックバンク

（https://www.jaedweb.org/blank-3）には，様々なルーブリックが公開されている。

手順

1. 課題を設定する。

2. 評価尺度を設定する。

3. 評価観点を設定する。

4. 評価基準を設定する。

2.5 評価方法

レポート作成に関するルーブリックの例
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ポートフォリオ評価

説明：「学習において，自分はどのようなことに努力しているか，どこがどのように成長したか，何を達成し

たかなどについての証拠となるものを，目的，目標，規準と基準に照らして，系統的・継続的に収集したも

のをポートフォリオ」（田中編, 2010, p. 106）と呼びます。

ポートフォリオに含まれるものは，下記の三つです。

1. 学習の成果としての作品や学習のプロセスを示す作業メモ

2. 子どもの自己評価

3. 教師による指導と評価の記録

これらを利用することで，テストだけで学習者の能力を評価するのではなく，日々の学習などから形成的に

学習者の能力を評価することが可能となります。

近年では，学習者のポートフォリオをLearning Management Systemなどに蓄積するeポートフォリオなども

活用されています。
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相互評価

説明：学習者同士が相互にパフォーマンスを評価する。植野・ポクポン・岡本・永岡（2008）によると，相互

評価には下記７つのメリットが存在する。

（1）相互評価をすることにより，学習者をより自律的にさせ，学習動機を高める。

（2）他者からの意見は，テスト得点以上に学習者の内省を促進する。

（3）他者を評価することにより，他者の成果から学んだり，自己の内省を促すことができる。

（4）経歴が似た学習者同士からのフィードバックは，理解しやすい。

（5）教師の負担を軽減するとともに，教師不在でも有用な学習者へのフィードバックが促進される。

（6）教師が考えつきもしない有用なフィードバックを与えることや，フィードバックのバラエティが広がる。

（7）成人学生の場合，教師一人で採点を行うよりも，多人数で評価を行った方が信頼性が高くなる。

評価の際には，ルーブリックなどを用いた方が評価のぶれが起きにくい。
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