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はじめに

・ICTの中でも、特にLMS（Learning Management System）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挙げるGood Practiceを共有する。

・教育効果を挙げている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繋げる。

WASEDA e-Teaching Awardの概要

　大学総合研究センターでは、早稲田大学におけるICT活用教育のGood Practiceを顕在化し共有するための仕組みとして、2012年度よ
り「WASEDA e-Teaching Award」を実施しています。

　本冊子は2017年度「第6回 WASEDA e-Teaching Award」を受賞した15件（Good Practice賞含む）の優れた教育事例を紹介したも
のです。今回はウェブクリッカー（わせポチ）を利用した事例、Course N@viを積極的に活用した事例等、ICTによるインタラクティブな授業を
展開した取り組みが集まりました。
　受賞事例は過去にWASEDA e-Teaching Award受賞歴のある教員を中心とした審査委員会ならびに教育方法研究開発委員会による厳
正な審査を経て決定されましたが、いずれの事例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。
　また、いずれの事例においても、「既存の授業における問題点改善に取り組んだことによる教育効果の向上」、「対話型、問題発見・解決型教
育への移行」や「教育と学修内容の公開」の推進など、Waseda Vision 150の実現に寄与していました。
　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、様々な授業に広がり、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。

2018年7月

WASEDA e-Teaching Award
過去の受賞者紹介 34

CONTENTS

0302

早稲田大学 非常勤講師
中島 悠 ・

理工学術院 教授
菱山 玲子

はじめに
03

アントニ ローレンス 理工学術院 教授

各専門分野の学術論文を収集・分析・作成できるツールを開発。
特徴的な語彙や文法、表現などを学生が自ら学ぶことで、
論文を作成する際の適切な英語表現が身につけられる

04

印 省熙 文学学術院  准教授

アクティブラーニングの活用により、
学生の状況を把握しつつ自律学習を促す 06

江泉 芳信 法学学術院 教授

学内最大規模の教室でアクティブ・ラーニングに挑戦。
職員との協業で新しい刺激を受ける 08

川原 健太郎 教育・総合科学学術院 助教

ツールとしてのICT。
その楽しさと可能性を伝えたい 10

北川 彩 早稲田大学 非常勤講師

iPadでニュース番組を作成。独創性を問う主体的な
取り組みがさらなる学習意欲向上の一助にも 12

酒井 哲也 理工学術院 教授

Course N@viなどの活用により、
学生同士が相互に学び合う意識を高める 14

島﨑 裕子 社会科学総合学術院 准教授

既存のツールをつかって「フィールド」と「教室」を
つなぐ：アクティブ・ラーニングの実践

ドーラン ダニエル Ｐ．商学学術院 教授

Course N@viの活用で、学生の自主性を重視した
授業を実現最大限の学習効果を目指す

16

清水 孝一 理工学術院 教授

「わせポチ」＋グループディスカッションで国籍や
学習レベルが異なる学生たちの興味を引き、
知識と理解度を深めることに成功

18

20
オリジナルの参加型シミュレーション演習を導入し、
抽象度の高いモデル実験を可能に 22

中村 健太郎 人間科学学術院 准教授

反転授業導入の結果、学生の理解度向上に貢献し、
教員同士の情報共有も促進 24

深澤 良彰 理工学術院 教授

個人のPC画面を教場で共有し、
アクティブ・ラーニングを実践 26

本田 恵子 教育・総合科学学術院 教授

自分は不得意でも、
他の授業と連携してICTを積極活用 28

32

山崎スコウ 竜二 社会科学総合学術院 助教

ロボットメディア論のためのICT/ECT活用：授業内の国際
会議や学外への作品公開を通じて学生の問題意識を育む
相互的・体験的・国際的な学習環境の構築

間野 義之 スポーツ科学学術院 教授

あえてスマホを使わせ、
双方向性と参加意識を高める 30

目的

2017年11月1日（水）～11月16日（木）

エントリー期間

①Good Practice賞審査：
ウェブ申請内容をもとに、大学総合研究センター所長・副所長を中心に審査原案を作成し、教育方法研究開発委員会において協議の
上、決定する。
②WASEDA e-Teaching Award審査：
ウェブ申請内容および事例記事をもとに、第１～５回同賞受賞者、大学総合研究センター所長・副所長および大学総合研究センター所長
が指名する教育方法研究開発委員会委員若干名が審査委員会にて審査し、教育方法研究開発委員会において協議の上、決定する。

審査

下記①～③の基準を踏まえ、総合的に審査する。
①学習効果の向上：
インタラクティビティ機能や情報共有機能により受講者の理解を促進し、学習意欲を維持・向上させるなど、学習効果を向上させる
工夫がされていること。
②教場授業における課題の改善：
e-Teachingの利点を生かすことにより教場授業における問題点や課題を改善し、その結果として組織の目標達成に大きく貢献でき
るものであること。
③新たな教育手法・学習スタイルの創出：
チャレンジ精神を発揮した試みであり、新しい教育手法や学習スタイルの創出など、e-Teachingの将来に貢献するものであると判
断されること。

審査基準（Good Practice賞・WASEDA e-Teaching Award共通）



日本人学生にとって、英語の学術論文を作成することは簡単ではない。
なぜなら、学術論文には独特の言い回しや表現があり、さらに専門分野に
よっても使われる語彙などに違いがあるためだ。アントニ・ローレンス教
授は、自身が開発した言語収集・分析・作成ツールを使って、博士課程の
学生が各分野での適切な英語表現を自分で学べる授業を行っている。

各専門分野の学術論文を収集・分析・作成できる
ツールを開発。特徴的な語彙や文法、表現などを
学生が自ら学ぶことで、論文を作成する際の
適切な英語表現が身につけられる

時間の制約がある中、ICTツールの活用で
論文表現の英語スキルを学生自ら高めていく

　2017年度より開講している新科目「Doctoral Student Technical 
Writing」は、博士課程の学生に向けて学術論文を作成する際に必要なラ
イティングのスキルを指導するという内容だ。アントニ教授は、新たな科
目が開講された背景について、「学部生や修士課程の基礎ライティング知
識を元に、博士課程では学生が国際学術論文誌の論文作成方法をきちん
と学ぶべきであるという議論があり、新たな科目が始まりました」と語る。
　「特に学術論文では、論文ならではのスタイルや文法、また専門分野ご
とに異なる語彙や表現を覚えて使う必要があります。しかし、専門知識は
あっても、英語には自信がないという学生は少なくありません。そこで論
文の締め切りが迫っている場合、学生は必至に同じ分野の論文をいくつ
か見て、利用できる語彙や表現を探します。しかし、出版されている論文
から表現を真似ると『パッチワークライティング』という書き方になってし
まう場合があり、部分的に他人の論文を盗用する剽窃にあたることもあ
ります」。
　こうした状況を踏まえて、「Doctoral Student Technical Writing」で
は、国際的な論文誌から使える文を取り出すのではなく、学術論文の特徴、
望ましいスタイル、適切な文法、語彙、表現などを学ぶ。「ただし、限られた
回数の講義では時間的な制約があります。授業だけですべてを学ぶのは
困難です。そこで、私が開発した言語分析ソフトの『AntConc』と
『AntCorGen』という2つのソフトを使って、学生自身が既存の複数の論文
を分析して、適切な語彙や表現を自ら見つけていく手法を教えています」。
　どちらのソフトもフリーウェアで、操作方法が非常にシンプルで使いや
すいため導入しやすいのが特徴だ。「理工の博士課程の学生といっても、
必ずしもみんながコンピュータに詳しいわけではありませんから簡単に
使えることは重要です。さまざまなOSに対応していて、インストールが不
要なのでセキュリティ面での心配も生じにくくなっています。USBに入れ
ておくかデスクトップに置いておけば、学内や帰宅後にダブルクリックす
るだけで、ソフトを簡単に使えます」。

どんな単語をどのように使うのが望ましいのか、
自分で調べられる「AntConc」を授業で活用

　それでは簡単に、「AntConc」の機能を見ていきたい。「AntConc」は
約10年前にアントニ教授が開発し、世界で最も多く使われている言語分
析ソフトだという。「1年におよそ20万回、世界中の大学や政府機関等で
ダウンロードされています。早稲田大学ではすべての共通のコンピュー
タに入れてあり、全学生が簡単に使える環境になっています」。
　利用するには、まずテキスト化した論文を読み込ませる。複数の論文を
一度に読み込ませることが可能だ。「例えば、多くの学術論文では最後に
自分の略歴（Biography）を記載しますが、これまでその書き方を授業で
教えることはあまりありませんでした。そこで、略歴の部分をまとめて読
み込ませて、どのような単語が多く使われているのかを調べます。さらに、
様々な検索機能を使うことで、ある特定の専門分野でのみ使う用語を探
したり、ある動詞の後に来る前置詞を探したりといったことも簡単に行え
ます。ほとんどの操作がクリックと文字の入力だけなので、非常に簡単で
す」。
　また、「AntConc」では、単にある単語が多く使われているというだけ
ではなく、その単語の前後にどのような言葉が多く使われているのか、そ
の単語が論文内のどの位置で多く使われているのかといったことも簡単
に調べることが可能だ。単語の用例自体は辞書などでも調べられるが、
「学術論文」という限定された条件の中でどのように使うのが適切なのか
を多くのデータから調べられるのは、学生にとってはとても有効だと言え
る。
　さらに、100万語の一般用語と比較することで、特定分野の論文でよ
く使われる専門用語を調べる「Keyword List」機能なども備えている。
「また『AntConc』は、2つ以上同時に起動することもできるので、いろい
ろな検索をしながらその結果を比較することなども可能です」。
　アントニ教授は、「AntConc」が理工系の学生には特に向いているの
ではないかと考えている。「理由は、ツールを使って言語分析をすること
は顕微鏡で何かを観察するのと似ていて、いろいろ試して楽しみながら
面白い発見ができるからです。理工系の学生は、観察や考察が好きな人
が多くて、私が気付かない言語特徴を発見することもあります(笑)」。
　授業で「AntConc」や後述する「AntCorGen」を使用するときには、
なるべくグループワークやペアワークを取り入れるようにしている。「操
作方法は簡単なソフトですが、それでも一人だと操作を誤ったり使い方
が分からなかったりして混乱することがあります。2人以上でアクティブ・
ラーニングのような形をとると、教え合うことでスムーズに使えるので非

常に有効だと考えます。他分野の表現の共通点や相違点に気付くきっか
けにもなります」。

集めるのが難しかった大量の学術論文を自動
収集して言語分析ができる新たなソフトも開発

　ところで、言語分析ソフトを利用する際には、まず分析する論文を準備
する必要がある。しかし、大量の論文を用意するのは簡単ではないという
問題があった。「仮に、クラス全員で分担して一人5本の論文を集めれば、
20人のクラスなら100本集まります。ただ、学生それぞれの研究分野は
異なっているため、数だけを集めても自分の専門分野以外では役に立た
ない可能性もあります」。
　そこでアントニ教授は、「Doctoral Student Technical Writing」の
開講直前に、新たな言語分析ソフト「AntCorGen」を開発した。
「AntCorGen」の最大の特徴は、誰でも自由にアクセスできる世界最大
のオープンアクセスジャーナル「PLOS ONE」の論文集から、必要なもの
をまとめて読み込むことができる点だ。
 「PLOS ONEは、API（アプリケーション・プログラミング・インターフェ
イス）があり、異なるプラットフォーム間でも論文誌のデータベースにアク
セスが可能です。『AntCorGen』はそのAPIを介して、PLOS ONEにア
クセスして、一気に特定の論文をダウンロードすることができるのです」。
　PLOS ONEの論文掲載数は2017年時点で2万本を超えており、こ
れらの中から興味のある論文を絞り込むメリットは非常に大きいと言える。
「たとえば、ガン遺伝学（cancer genetics）が専門分野なら、biology 
and life sciences→genetics→cancer geneticsと絞り込んでいく
ことができます。その後、データを分析していけばいいだけです」。
　また、タイトル、導入、要約…といった論文の各セクションから特に調べ
たいセクションだけを絞り込むことも可能だという。「図の説明文（figure 
caption）の書き方がわからなければ、それだけを一気に収集して、まと
めて見ることなどが可能です」。
　学生は自分用のフォルダを作成し、必要なデータを保存。あとは、自分
の研究室や自宅などで論文を書くときに参照することで、自分の分野に
ふさわしい表現を選んで論文を作成できる。
　他にも、授業の中ではアントニ教授が開発した「AntFileConverter」
というソフトも紹介している。これは、学生自身が持っている論文のPDF

ファイル集やWordファイル集を自動的にテキストファイルに変換し、分
析できる形にするものだ。「PDFの文字が画像化されていたり、パスワー
ドがかかっている場合はソフトが対応できないが、多くの場合、数秒間で
個人言語データ集を作ることが可能です」。このソフトを使えば複数の
ファイルを一度に分析できる形に変えるので非常に効率的です。
　「『AntConc』や『AntCorGen』は、指導教員にとっても有用です。博
士課程では特定の専門分野については、教員より学生のほうが詳しいた
め、たとえば専門用語を教えることはできません。しかし、言語分析ソフト
があればその使い方や見方を教えることによって、あとは学生が自ら調
べればよいからです」。

今後もソフトの性能向上に取り組む、
将来的には「総合ライティングツール」開発も

　言語分析ツールの「AntConc」については、毎年のようにアップデート
をしているというアントニ教授。特に『AntCorGen』については、「今後
はAPIを増やして、前述のPLOS ONEだけでなく、より多くのそして幅広
い分野の論文収集に対応できるようにしていきたいですね」と語る。
　さらに、今後は新たなソフトの開発も検討したいとのこと。現在は、語彙
や文法、表現の分析が中心だが、たとえば構成に重きを置いて、文章の流
れがわかるようなソフトを想定しているという。「イントロダクションに何
を書けばいいのか、どんな構成にしていけばいいのか、そうした学生の疑
問に答えられるものを作りたいですね」。将来的には「総合ライティング
ツール」を作りたいという希望がある。「具体的には、学生が書きたいと
思ったものを構想から完成に至るまで支援するようなソフトを考えていま
す。『総合ライティングツール』は多くの人が開発に取り組む必要がある
ので、現在、開発チームを立ち上げています」。
　アントニ教授が開発したツールは、現在もそして将来も、多くの学生の
学術論文のスキル向上と教員のライティング指導に貢献することが期待
される。また、ICTツールを活用することで学生が自ら学習していくという
手法は、参考になる点が多いのではないだろうか。
「AntConc」、「AntCorGen」、「AntFileConverter]は以下のサイトを
ご参照ください。www.laurenceanthony.net/software

0504

アントニ・ローレンス
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「朝鮮語中級」「朝鮮語中上級」の授業では、わせポチやCourse N@vi
をこまめに活用することにより、学生が履修している朝鮮語の授業の受
講数や教室での学習の状況、課題に対する希望などを把握し、相互にコ
ミュニケーションを図っている。2017年度から本格的に活用を始めたと
ころ、学生の自律的な学習意欲の向上につながり、課題のクリア率は
80％に達し、学生からの反応も上々だという。

アクティブラーニングの
活用により、学生の状況を
把握しつつ自律学習を促す

アクティブラーニングの
可能性に開眼

　印准教授は2016年の春、FD（ファカルティ・ディベロップメント）
プログラムに参加し、米国ワシントン大学で「アクティブラーニン
グ」についての知見を深めた。「それまで、『アクティブラーニング』
という発想はなかったけれども、基本にある考え方は、自分でも知
らず知らずのうちに実行していたものだと思いました。私の担当し
ている授業は語学なので、アクティブラーニングとは相性がいいん
です。どういう形で学生たちに自発的に学習させるかということを
工夫する時に、たくさんの新しいアイデアが得られました」。
　2016年度の授業では、FDプログラムで学んだことを取り入れ
てみたが、運用に不慣れな点もあり、印准教授の感触としては高い
満足度は得られなかったそうだ。そこで、2017年度からは本格的
に活用する体制を整えた。その結果、学生の80％が課題をクリアし、
好感触を得ているという。理由としては、あらかじめシラバスに自
宅学習が必要だということを明記した点と、授業内でわせポチや
Course N@viを活用し、学生たちの意識向上を促す工夫を盛り込
みつつ、自宅学習をしやすくしたという2点が挙げられると、印准教
授は考察している。

わせポチとCourse N@viの活用により
学生の自律的な学びを期待

　朝鮮語中級は、主に文学部・文化構想学部の二年生以上の学生
が履修する定員40名の語学の講座だが、科目としての位置づけに
特色がある。早稲田大学には朝鮮語を専攻する学生はいない。しか
し、必修科目である第二外国語として、一年生の間に週4コマ、集中
的に朝鮮語を学習した学生たちが、二年になると選択科目として授
業を選んでいる。つまり、一年次に週4回も勉強し、ある程度朝鮮語
に興味を持っている学生たちではあるのだが、二年になると取って
いる朝鮮語の授業数が学生によって週1から週3以上までと異なり、
そのことが学生の学習意欲や態度に影響を与えている。また、学生
の構成としては例年9割以上が日本人学生で、中国人学生が数名、
たまにヨーロッパ系の留学生もいるが、朝鮮語を母国語としている

学生はいない。
　「二年生の最初の頃は、みんな一年生のときに週4コマ朝鮮語を
勉強してきている学生たちなので、それほど差はありません。でも、
そのあとは、どんどん差が開いていくんです。朝鮮語の授業の数が
週1の学生と週3以上の学生でまず違うし、留学を念頭に置いてい
る学生、韓国人の友だちがいる学生といった意欲的な学生はどん
どん伸びていきます」。
　そこで、印准教授は学期が始まって間もない期間に、わせポチを
用いて、週何回朝鮮語の授業を取っているかという設問を含むア
ンケートを実施している。「週1しか取っていない学生にとっては
『週2以上取っている子が多いから、家でも勉強しないとまずいぞ』
というアラートになってくれるのです。教える側の意識としても、週
2程度取っている子に授業のレベルを合わせていますので」。

学生たちの本音に
触れやすいICTツール

　わせポチを利用したアンケートでは、ワシントン大学での研修で
学んだ「ワンミニッツノート（1分間アンケート）」という技法を基本
にして、学生たちにその場で選択肢を提示し、直感的に選ばせる。
回答と同時にリアルタイムで変化していく円グラフを見せると、学
生には大きなインパクトがあるという。
　アンケートは学期のスタート時は、週何回、朝鮮語の授業を取っ
ているかという項目に加え、朝鮮語学習の目的や、大学入学前の学
習経験の有無などを聞き、しばらく時間が経った頃に、課題の量が
多いかどうか、席替えが必要と思うかどうかを聞き、特別な課題や
イベントを行ったあとにはその課題が勉強になったか、必要と思う
か、なども質問する。印准教授は従来通り、紙を用いてのアンケート
も行っている。興味深いことに、紙でのアンケートでは肯定的な意
見が多いが、わせポチでのアンケートでは、場合によっては、否定的
な意見も出てくることがあり、より「本音」を引き出しやすいのでは
ないかという感触があるそうだ。
　席替えについては、ペアワークが多い授業であるという授業の
性格上、アンケートの結果を重視してタイミングを考慮していると
いう。以前は印准教授の方から「席替えしましょう」という形で行っ

ていたが、わせポチによるアンケートを導入してからは「席替えが
必要と思いますか？」という質問を、クラスの状況を見ながら行うこ
とにした。アンケート結果によっては准教授の意向とは別の結果に
なることもあるそうだ。
　印准教授が、席替えのタイミングも含め、細やかに学生の状況に
気を配っているのには理由がある。早稲田の学生たちが非常に忙
しい日々を送っているという実感があるからだ。「ワシントン大学で
の研修の際にも話題にのぼったのですが、両大学の学生は、生活環
境も学習環境も大きく違います。早稲田の学生は、1週間に取って
いる講義の数も多いし、サークル活動もアルバイトもある。サーク
ル活動を重視している学生は非常に多いですね。通学時間も早稲
田の方が長いと思いますし、アメリカでよいと思った例をそのまま
日本に応用することは難しいですね」。
　アクティブラーニングを取り入れるということは、学生の自律学
習を促す意味で非常に有効ではあるが、講義に出席している時間
以外の学生の負担が増えるという側面もあるので、今後もきめ細か
く学生の様子を確認しながら進めていきたいと印准教授は話す。
「朝鮮語中級・朝鮮語中上級のクラスの学生は、ほとんどが一年生
のときに私が担当した学生たちですので、ある程度様子がわかっ
ているからこそ、状況の把握が可能なのだとは思います」。
　<2017年度には春、秋それぞれの学期最初のアンケート、5月
と10月に「１分アンケート」、中間、特別課題の反応、イベントの反
応など、かなりの頻度でわせポチでのアンケートを実施した。＞

Course N@viの「お知らせ」を活用し、
案内や課題の答え合わせに利用

　印准教授は、欠席した学生や、あとで見返したい学生のために、
Course N@viの「お知らせ」欄に、次回の課題の案内やイベントの
案内を平均して毎回3件程度とかなりきめ細かく情報を載せてい
る。それとともに、授業での課題を提示後、2日以内に課題の答えを
Course N@viの「お知らせ」にWordでアップロード。学生は自宅
で課題を行ったあと、自ら回答の確認と間違い直しを行い、次回授
業時に持参する。これによって、以前より自宅学習を行いやすくな
り、授業では質問の時間が確保できるようになった。また、学生たち

の「お知らせ」の閲覧は、2017年度は授業での告知が功を奏し、閲
覧数が非常に増えたという。学生からの反応も上々で、Course 
N@viの導入は有用であったという感想が複数届いているそうだ。
　授業は文法中心に構成されているため、会話などの映像資料を
載せることはしていない。また、ペーパーでの小テストも従来通り
行っている。「語学において、実際に文字を書くという作業は重要
だと考えているので、ペーパーでの小テスト等の形式は変えずに
続けていくつもりです」。

学生たちの状況をきめ細かく把握しつつ、
語学を学ぶ楽しさを伝え続けたい

　新しい試みを積極的に導入している印准教授の原動力となって
いるのが「語学を学ぶ楽しさを学生に伝えたい」という願い。必修
科目ではなく選択科目として選んでくれている以上、言葉を操れる
ようになる楽しさを知って、ドラマや音楽、食べ物など、かの地の文
化にもどんどん親しみ、朝鮮語を理解できるメリットを体感してほし
い。しかしながら、学生たちの大変さも理解できる。「教える側として
は、レベルを上げたいという思いと、あまり厳しくするとついてこれ
なくなる学生が出てしまう、というジレンマに常にさらされています。
自律学習を促すことはレベルを上げるために不可欠ですし、課題
の量が適当か、学生たちが満足しているか、などの状況把握のため
にも、わせポチやCourse N@viは非常に有効です。今後はどの程
度の間隔でアンケートを実施するかなどの検討を重ねながら使っ
ていきたいですね。また、授業のポイントを事前に動画で配信し、予
習してきてもらう反転授業の導入なども、今後は検討していきたい。
私自身もツールの使い方を学び、大いに活用していきたいと思っ
ています」。
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学習の理由、目標や今学期の受講数などを
新学期にワセポチで調査

全体授業風景 グループで対話練習 ペアで練習 ロール・プレー

授業の難易度や課題の量をワセポチで
ワンミニッツアンケート

コースナビによるお知らせを活用：
予習・復習など自律学習促進

印 省熙
文学学術院 准教授



大教室での授業では、教員が学生ひとり一人とコミュニケーションを図る
のがむずかしい。その課題解決のため、江泉教授は職員のサポートを受
けながら、ICTを活用し、350人規模の授業で双方向性のあるアクティ
ブ・ラーニングの可能性を見出している。

学内最大規模の教室で
アクティブ・ラーニングに挑戦。
職員との協業で新しい刺激を受ける

わせポチの出席管理で、
授業への積極的な参加意識が向上

　今回新たな試みが実践された「国際私法Ⅱ」は、グローバル化を
見据え、国際私法に関心を持ってもらいたいという思いから、学部
の2年生以上が履修できる科目として設置されている。「扱ってい
る内容は基本中の基本ですが、そこからさらに自分で発展させて、
先輩たちと議論を深めるなどして将来につながるような授業にし
たいなと考えていました」と江泉教授は語る。
　履修生が350人程度となるこの授業は、8号館106教室という
学内最大規模の円形型大教室でおこなわれる。大教室ゆえに学生
が積極的に参加できない点を不満に感じていた。「レジュメを大量
に作って配っても、準備に時間がかかる割に学生はしっかり読んで
くれるわけでもなく、もっと彼らの刺激になるような手法はないもの
かと悩んでいました」。そんな中、2017年度に職員の教職協働プ
ロジェクトチームから提案を受けたことが、ICTを使った授業改善に
取り組むきっかけとなった。
　まずはわせポチの活用だ。江泉教授は以前からわせポチを導入
しており、前回授業の復習として簡単な設問に答えさせ、回答状況
を円グラフで表示するという活用をしていた。これをさらに発展さ
せ、わせポチへの参加を以て出席の記録とすることにした。わせポ
チでは回答者のログが取れるため、これを後から集計して出席管
理に利用するのである。
　その結果、出席率向上とわせポチの設問への回答率の向上の相
乗効果が得られた。従来よりわせポチを前回の授業の内容を復習
する意味を込めて、覚えておいてもらいたいキーワードを思い出さ
せるような形で利用していた。しかし、参加してくれる学生は1～2
割に過ぎないこともあり、あまり真剣に答えてくれないと感じてい
た。新たに「出席管理」という機能も持たせたことで、学生が真面目
に取り組むようになり、合わせて学習効果の向上にもつながった。
　ただし、ここでカウントする出席は加点要素とはせず、テストが悪
かった場合の救済措置としている。というのも、本来は出席を取る
ことで縛るのではなく、学生が「おもしろいから出たい」と思うよう
な授業をするのが理想だと考えているからだ。「わせポチの出席管
理を職員の人と検討する中で、あくまで先週の復習に役立てるた

めの素材という位置付けにこだわり、加点要素にはしないというこ
とにしました。」と江泉教授は話す。
　スマートフォンを持っていない学生には通常の出席カードを用意
しようと準備したが、トライアル期間を設けて試してみたところ、実
際にはそういうケースはなかったという。

授業中に匿名で質問できて、
その場で疑問を解決できる

　さらにユニークなのが、わせポチを授業内での質問受付用に使
うという活用法だ。「最近の学生は目立つことを嫌うのか、大人数の
前で質問したくないという心理があるようです。本当は聞きたいこ
とがあるのに分からないままに帰ってしまう。そこをなんとかしてや
れないかと教職協働チームの職員との打ち合わせで相談したとこ
ろ、わせポチの別機能を使ってみたらどうかという提案を受けまし
た」。
　わせポチには選択式の問題だけでなく自由記述で答えられる機
能もあるが、これを利用して、授業中に質問や感想を自由に投稿し
てもらうことにした。実際にやってみると、1回の授業につき5、6個
の質問が寄せられたという。質問には時間が許す限りその場で答
える。「その場合、まず良い質問だねと褒めるところから始めるよう
にしています。実際にかなりきちんと考えた質問が多かったのも事
実で、それをその場で解決できる仕組みができたというのは、受講
学生全体にとってもとても良かったと思っています」。わざわざ質問
の時間を設けなくても、授業の中でこのような双方向性をスムーズ
に担保できるというのは、まさにICTの恩恵といえよう。
　質問の投稿は匿名とし、さらにその内容は他の学生からは見えな
いようにした。イタズラなど不適切な投稿がされた場合に、それが
即時公開されてしまうリスクに備えるという意味もあるが、学生か
らは他人の目を気にせずに気軽に質問できるという点もメリットと
なる。「実際には質問だけではなく、授業のここが良かったという感
想を書いてくれた学生もいて、私も励みになりました」。
　授業に熱中していると、質問が入ったことに気づけないこともあ
る。その点、この授業では授業に参加して学生の反応を確認し、わ
せポチの問題作成補助などをサポートする大学院生の高度授業

TAに入ってもらっているため、質問が入ったときには知らせてもら
うようにした。今後はこの機能をさらに活用して、高度授業TAの手
も借りながら、寄せられた質問をリスト化しCourse N@viに公開
することも検討したいと考えている。「同じような疑問を持つ人は
必ずいるはずですし、それがその場で消えてしまうのではなく、
後々にも確認できるようになっていれば復習にも使えるでしょう」。

法律答案のLIVE添削：
授業中に答案添削を公開する

　この授業には、わせポチ以外にももうひとつ注目すべきICT活用
法がある。授業中に、学生のレポートを添削する様子をカメラで撮
影してリアルタイムに公開するという試みだ。このレポートは、期末
試験に近い形の問題を出題し、学生は答案を作成してCourse 
N@viから提出するというもので、提出の義務はない。加点もしない
という位置付けにしているが、提出されたものについては、良い答
案作成のためのポイントを細かく解説して返却する。「義務にしたり
成績に反映したりすると、他人のマネをしたりコピーしたりという学
生も出てくるかもしれません。そうではなく、本当の実力を付けても
らいたいので、それでもなお出してくれる熱心な学生には、こちらも
全力で応えてあげたいと思うのです」。
　同時に、提出されたレポートの中から1つを選び、授業時間内に
教員が添削。手元を撮影するように固定したカメラで撮影し、それ
をスクリーン上で公開しながら解説を行う。これにより教員がどん
な目線で答案を採点しているかを、提出者だけではなく授業の出
席者全員に伝えることができる。
　この授業では、法律文書作成のノウハウを小手先のテクニックで
はなく本質的に理解して体得させることを目指している。基礎的な
マナーやルールを示すことで、授業に参加した学生が知識やノウ
ハウが共有できるようにするというのが狙いである。
　わせポチを使った質問も、任意提出のレポートも、特定の学生に
偏ることなく複数の学生が参加したという。「結構幅広い学生が取
り組んでくれました。他の人の様子を見て自分もやってみようとい
う意欲が生まれたのかもしれませんね」。

職員との協働で
新たな刺激をもらった

　今回の取り組みでは、教職協働チームの職員と協力して新しい
手法を取り入れた。この取り組みは、江泉教授自身にとっても刺激
的だったと振り返る。「だんだん年を取ってくるとあまり工夫もしな
くなりがちです。こういうチャンスをもらったおかげで自分の頭も整
理できたし、学生に向けてどんなメッセージを出したらうまく伝わる
のか、自分なりに考えるのも楽しくなりました。正直手間はかかりま
したが、新鮮な刺激で自分としてもとても楽しかったです」。
　こうした職員との協働への取り組みやICTの活用、さらには高度
授業TAの利用など、授業革新への意欲も高い江泉教授。この事例
から「わせポチを利用した出欠管理」が学生の授業参加促進のみで
なく、出席カード配付によって授業の流れが遮られてしまう問題も
解決し得ることがわかり、法学部内で他の教員の授業でも導入が
検討されるなど、水平展開の兆しも見られる。「今後は、学生とのや
りとりをどうやってさらに増やしていけるかを考えていきたいと思
います」。
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川原助教は、学生たちにビデオ教材を作成させ、それをCourse N@vi
上で試聴させる試みで2013年度に第2回e-Teaching Good 
Practice賞を受賞した。4年後となる今回は、ビデオ教材作成に至るま
でのグループワークの過程や意見交換に電子掲示板機能を活用した事
例でのエントリーとなった。この試みには「ICTの楽しさや可能性を体得
してほしい」という思いが込められている。

ツールとしてのICT。
その楽しさと可能性を伝えたい

話し合いの過程を
電子掲示板で記録する

　今回のエントリー対象となった「博物館情報・メディア論E」という
授業は、学芸員を目指す学生を対象に、博物館でメディアをどう活
用していくかを理論と体験で学んでもらうというものだ。15回の授
業のうち前半は主に座学で基本的な理論についてレクチャーを行
い、後半にはそれまでに学んだことの実践として、おおよそ4人程
度で一つの班を作りつつグループワークに取り組み、履修者がそ
れぞれ5分程度のビデオを制作させることを課題にしている。
　2017年度から重視しているのが、そのプロセスを記録に残すこ
とだ。テーマ決めから始まり、内容の検討、討議、役割分担など制作
に至る過程の意見交換をCourse N@viの掲示板に書き込ませる
ことにした。掲示板を利用するといっても、話し合い自体は授業中
に対面で行う。その際、グループごとに決めた書記が記録するほか、
全員が参加して作り上げるワークという意識を徹底させるために
「ひとり1レス(以上)」という決まりを設け、話し合いの過程で自分が
どう感じたかを全員に書かせる。授業はPCのある教室で行ってい
るが、各自が持ち込んだPCを使ってもよいとし、掲示板への書き込
みは基本的に授業時間内に行うが、外での取材などの連絡でも適
宜使用できるようにしている。「電子掲示板を使うことで、過去の議
論をアーカイブして積み上げていくことができます。教員も各班の
進捗状況が確認できますし、授業を欠席した学生も議論に参加で
きるというメリットもあります」。
　口頭でのディスカッションだけでなく掲示板への書き込みをさせ
ることは、オンライン上でのコミュニケーションリテラシーを学ばせ
るという効果もある。「書き込みルールをどうするかは少し迷いまし
たが、学生を縛ってしまいたくはなかったので、中傷だけは絶対に
やめてということだけを約束してもらいました」。著作権や肖像権な
ど基本的なメディアリテラシーについては前半のレクチャーで伝え、
それ以外は「相手が不快にならないように」という最低限の基準だ
けで自由にさせた。「あまり細かいことを言わずに、自分たちで自治
的な空気を作らせるのも学生にとっては学びになると思うのです」。
　掲示板の内容はすべてチェックしており、気がつくことがあれば
すぐに書き込みを行うが、今のところ掲示板の雰囲気が険悪になる

ことはなく、楽しく進めていこうという意識が感じられるという。そ
の一因は、グループ活動に入る前のレクチャーをしている時期にも、
隣り同士の学生で話し合ったりする時間を意識的に設けている点
にもあるようだ。「学生の間でなんとなく良い空気感ができたところ
でグループワークに入っているのが、良い流れになっているように
感じます」。
　ビデオの完成後は互いの感想も書かせている。そこでアドバイ
スしているのは、悪い所ではなく良い所を見つけて指摘することだ。
「自分の映像を見ると話し方の癖など悪い点ばかり目について、良
いところは気つきにくいものです。他人からの意見も、ひとつ悪い
コメントがあるとそれに引っ張られてしまいがちです。自分が言わ
れたときのことを考えて、なるべく良いところを見つけて、書き込ん
でもらうように伝えています」。

自分が楽しめないと、
楽しさは伝えられない

　2017年度よりビデオの作成にはCourse N@viから連動して使
えるContents Creation Studio（CCS）を使用している。これは
動画コンテンツの収録から公開までの作業をオンラインで行える
システムで、従来からあったWaseda-net Commonsの後継とな
るツールだ。毎年、その扱い方法などについては大学総合研究セ
ンターの職員を呼んで、授業内にイントロダクションしてもらう時間
を設けている。「毎年アップデートされる新機能などについては私
よりも職員の方が詳しいので助かっています。博物館で展示をつく
る際もチームワークは必要ですから、あえて外部の方の力を借りて
いくことで、その部分も意識して学んでもらえればと考えています」。
　CCSはCommonsに比べてレイアウトの自由度が上がるなど機
能が向上したものとなっている。レクチャーを受けた学生から「動画
画面の大きさを広げられるという新機能を利用して、座談会形式の
ビデオを作ってみたい」という提案があった。従来は画面が小さい
こともあり、ひとつの画面にひとりずつ話す形になっていたが、そ
こを変えてみたいというのだ。「学生たちが自分たちで新しい可能
性を広げてくれようとしているのはうれしいですね。それを見た他
の学生からもまた斬新なアイディアが生まれてくるのではないかと

楽しみです」。
　そもそもこの授業において川原助教が主軸にしているのは、ICT
を使えばいろいろなことができるということ、そしてビデオを作りな
がらその楽しさを感じていってほしいということだ。ゲーム感覚で
グループ分けをしたり、グループの名前にダジャレを入れさせたり
と、グループワークには楽しめる仕掛けが盛り込まれている。「自分
が博物館の学芸員として来館者にいかに楽しさを伝えられるのか。
自分が楽しくなければ見た人が興味を引くようなものをつくれませ
んから、この授業でも＜楽しさ＞をキーワードとして意識していま
す」。

理想は、ICTとアナログを
結びつけること

　川原助教はプライベートでもスマートウォッチなど、さまざまなデ
バイスを使いこなしており、普段からICT機器への関心が高い。一方
で「どうしてもICTだけでは頭に残りにくい」という認識も持ってい
る。そこで、授業では必ず手書きの板書も組み合わせるようにして
いる。「スクリーンも使っていますが、同じ内容であってもその場で
言葉をつなぎながら書く方が記憶に定着しやすいように思います」。
　自分自身でも普段から常にメモ帳を持ち運び、思いつきがあると
書き留めているほか、研究ノートもマインドマップを手書きしている。
最終的にはそれをスキャンしてデジタル化して保管しているが、構
想を練るときには手書きの方がいいのだという。「デジタルが好き
な学生もすごく多いですが、それに頼り切るのではなく、もう少し視
野を広げてほしいですね。ICTはあくまでもツールにすぎないので
あって、それを使って自分がどう楽しむか。どんな楽しさを提供でき
るか。学生たちにはそこを考えてもらえるように心がけています」。
今後は、アナログとデジタルをどう結びつけていくかということに
関心があるという。
　古代の壁画も同人誌もTwitterも掲示板も、そして芸術も「何か
を伝える」という意味では同じメディアだ。では、自分は何を残した
いのか。「学生たちにはそういうメディアを広く捉える方向性を意識
しつつ、ICTに囚われることなくメディアというものを考えていって
もらいたいです」。

　学部を問わないこの科目には、さまざまな学部、専攻の学生が履
修してくる。「ありがたいことに、最初は学芸員の資格を取るためだ
けのつもりできたという学生が、授業での学びをきっかけにメディ
アの研究をおもしろがり、よりその分野の研究を深めていこうとす
る学生もいます」。
　「授業をやっているときが一番幸せ」と笑顔で語る川原助教。「私
の授業では学生の自主性に任せすぎかなと思う部分もあり、もう少
しこちらから指導も入れるべき部分もあるのかなと思う部分もあり、
バランスはいつも悩ましいです。でも、こちらが8要求したことに対
して10返してくれるような優秀な学生がたくさんいますし、私自身
の凝り固まっている部分が学生たちの柔らかな頭から刺激を受け
てほぐれていくように感じ、たくさんの元気をもらっています」。
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語学の授業における大きな課題のひとつは、いかに学生から主体的に学
ぶ姿勢を引き出すかということである。北川講師はiPadのアプリを使っ
て英語のニュース番組を作るというプロジェクトを実践し、その成果に手
応えを感じている。

iPadでニュース番組を作成。
独創性を問う主体的な取り組みが
さらなる学習意欲向上の一助にも

ニュース番組制作体験で、
時事英語を実践的に学ぶ

　早稲田大学を卒業後イギリスへの留学を経て、私立高校で教鞭
をとってきた北川講師。2017年度より早稲田大学の教育学部にお
いて「英語中級コンプリヘンション（時事）B」という科目を担当して
いる。これは同学部の一般英語科目のひとつとして設置されてい
る通年授業で、1年生から履修が可能だ。リーディング・リスニング
を中心として時事ニュースを英語で理解することを目的としている。
　就任当初はシラバス通りにリスニングとリーディングを隔週で
扱っていた。座学の中にもペアワークやディスカッションなど学生
が活動する要素を盛り込んではいたものの、もっとニュースや英語
への理解を深めるために学生がより主体的にできる活動はないか
と模索するようになった。
　ちょうどその頃、本務校で、生徒のグループ活動にiPadを導入す
るという動きがあった。「私自身が中心になって関わった経緯もあり、
大学の授業でもiPadを使って何かできないかと考えてみて、
ニュースを扱っているこの授業では、自らがニュース番組をつくる
という体験がニュースや英語という言語への理解を深めるための
いい機会になるのではと思いました」。年間計画としてシラバスに
記載していなかったため、学生たちの意向を聞いてみると前向きな
反応を得られたことから、秋学期の授業で導入することを決めた。
News-at-Waseda Projectという命名したその活動では、ニュー
ス番組の題材として早稲田界隈にあるニュースを取り上げること
にした。まずクジで決めた3～4人のグループで扱うテーマを決め、
そして相談しながら英語で原稿を書く。グループ内でキャスターや
レポーターなどの役を割り振り、キャンパスの好きな場所でインタ
ビュー映像などを撮影して、教室に戻ってその動画を編集し、3分
程度の番組を完成させるという流れだ。

映像で見ることで、
話し方を客観的に振り返ることができる

　動画の撮影や編集には、iPadを4台用意して貸与した。iPadの
中にあるiMovieというアプリを使うと、動画をつないだり字幕を入

れたりという編集が誰にでも簡単にできる。「中には自分のiPhone
にデータを送って時間外で少し手を加えた学生もいましたが、動画
自体はそれほど凝ったものである必要はないので、基本的に授業
時間内の作業としました。iPadの操作には学生も慣れているのに
加え、アプリも直感的に分かりやすくできているため、一連の作業
は特にトラブルもなくスムーズに進んだという。「私の方で事前にマ
ニュアルも作っておいたのですが、実際には不要でした」と笑う。
　完成後はクラスで鑑賞し合い、意見交換をする。「このディスカッ
ションでは、ニュースの内容よりも、発表の仕方や話す英語、発音に
関する振り返りに重きを置いています」。ニュース番組を視聴者に
理解してもらうためには、話し方やスピード、言葉選びに意識を向
ける必要がある。それを理解するということが、自分やクラスメート
が英語を話している姿を客観的に見ることの狙いのひとつである。
「ニュースというのは人に伝えることが目的なので、番組作成を体
験することによって、＜相手に伝わる英語＞とは何かを知る機会に
してほしいと思いました」。
　鑑賞会では自分自身が英語を話す映像を教室の大きなスクリー
ンで視聴することとなる。「始める前は自分の姿を映像で見ること
を嫌がる学生もいるのではと心配したのですが、実際にやってみる
とみんなプロジェクトの最初から最後までとてもポジティブに取り
組んでくれたので感動しました」。
　背景としては、プロジェクトを始めるまでの半年間の授業を通し
て、良い雰囲気ができていたことも関係があるのではと感じている。
「元々人数が少ない授業だった上、グループやペアで行うタスクを
組み込んでいたので、クラスの人たちとある程度顔なじみになって
いたことが抵抗を少なくしたように思います」。

「もっと上達したい」という
モチベーション効果

　学生たちは、衣装や小道具まで用意したり笑いをとるポイントを
用意したりと、「うれしい誤算」と振り返るほどの熱意を持ってこの
プロジェクトに取り組んだ。「こういう取り組みは、嫌々やっても楽し
くないですし、そもそも学生が乗り気になってくれないとうまくいき
ません。その点、今回はみんな本当に楽しそうに取り組んでくれて、

私の期待が10とすれば、20以上のクオリティのものをつくってくれ
ました」。
　それを見ている北川講師自身もとても楽しかったというが、学生
たちからも「楽しかった」「刺激になった」「もっと英語を勉強したい
と思った」など、とても前向きなコメントが多数寄せられた。
　「英語を話すスキルというのは、これを1回やったからといって急
激に向上するものではありません。しかし、この体験によって、自分
の話す英語に対しての気づきを得て、さらに上を目指すためのモチ
ベーションになったことが一番の収穫かなと思います」。
　今回は就任初年度ということもあり年間の流れがよく分からず、
途中で思いついたアイディアだった。その結果このプロジェクトは
1回しか実行できなかったが、次年度以後は2回実施してみたいと
考えている。「2回目には発展形としてニュース原稿を見ずに話し
てもらうという条件を付けてみたいですね」。
　動画コンテンツを作成することは、取り組みの内容を成果物とし
て残すことができるのもメリットだ。今回はファイル形式の変換や
容量の問題がクリアできなかったが、将来的にはCourse N@viで
シェアすることも考えたいという。
　iPadでの動画撮影のさらなる活用法としては、普段のディスカッ
ションの様子を撮影しておくというアイディアも温めている。「それ
を蓄積していけば、自分のスキルの伸びも確認できます。この授業
は同じテーマを何度か違う角度から扱うこともあるのですが、その
際も前回はどんなことを話していたか確認できれば、内容について
の理解が深まるでしょう。授業が掲げる大きな目標であるコンプリ
ヘンションという視点から見れば、記録することによって自分の思
考をより深めていくことのできるのではと期待しています」。

ICTが苦手でも、
iPadなら気軽に扱える

　元々ICTは得意ではなかったという北川講師。「むしろICT機器は
苦手でした。未だに苦手意識はありますが、高校で導入され、電子
教科書を使ったり、スライドやYou TubeやTEDなどの動画を見せ
たりという機会が増えたことで、自然と慣れてきた感じです。使って
みるとiPadはそれほど難しくはないので、私のようにデジタルに詳

しい人間でなくても気軽に扱えるのは本当にありがたいですね」。
　iPadを利用すると、教室の設備に左右されないのも大きな利点
だと感じている。「PCのある教室を指定する必要もありませんし、
授業前の機材準備も不要です。実際は授業時間中に機器を操作す
る時間はそれほど長いわけではないので、むしろPC教室だとPC
が活動の邪魔になってしまうこともあります。その点でも、普通の教
室で必要なときだけサッと使えるiPadは便利でした」。
　今回のプロジェクトを振り返り、何より学生が楽しく積極的に取り
組めたことが成功の秘訣だったと感じている。「授業の中で教えて
あげられることは限られていて、ニュースの理解を深める、語彙の
指導、話す練習、リスニングスキルを伸ばすなど、いろいろ機会を
与えることはできても、結局は自分でやらないと英語は上達しませ
ん。そのためには自分の英語力について客観的に振り返ってみる
機会を与え、モチベーションを高めてあげることがとても重要だと
考えています。その意味において、学生たちのポジティブな姿を見
られたことは大きな成果です」。
　結局は自分でコツコツ勉強するしかないという語学学習におい
て、授業でしかできないことは何なのか。その場で共に学ぶ学生同
士で刺激を受け合い、主体性と独創性を引き出しながらモチベー
ションを高めるというのは、その答えのひとつといえそうだ。
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2014年度から授業を行っている「情報アクセス評価基盤」は、反転授業
を前提にCourse N@viとツイッターを活用して、学生自身の能動的な
学習と学生同士のインタラクションを促進している。酒井教授はさらに学
び合いを深める次のステップへと導くべく、2017年度から新たな試みを
取り入れた。

Course N@viなどの
活用により、学生同士が相互に
学び合う意識を高める

他の学生の発表をレビューする
仕組みを導入

　「情報アクセス評価基盤」は、2016年度春学期ティーチィングア
ワード総長賞を受賞している、学生からの評価も非常に高い科目で
ある。国際コースの学生にも開放されており、講義は全部英語で行
われる。スライドは全て事前にCourse N@vi上に公開しており、予
習も復習も学生主体という前提でカリキュラムを組んでいる。従来
よりCourse N@viレビューシートを活用していたが、今年度新た
にもう1種類、別のレビューシートを導入した。それが、オーディエン
スレビューシートである。全15回の講義のうち、4回を学生がプレ
ゼンテーションを行う回に設定しているが、別の学生のプレゼン
テーションを聞いた際、「誰の発表がよかった」という感想をこの
シートに記入すると得点が与えられる仕組みである。
　従来から活用していたものはアサインメントレビューシートとい
い、毎回の講義のあとに課題を与えてそれを酒井教授が採点して、
直接成績に反映させるというもので、こちらも継続して活用してい
る。
　各学生が担当するプレゼンテーションは年1回。毎回発表する課
題は違う。分析の内容を発表したり、あるトピックの論文の調査の
内容を発表したり、学生は何が当たるか分からないという形だが、
自分が発表担当ではない各プレゼンテーションの回には、聴いて
いるだけの学生がいることになる。その際、聴いているだけだとあ
まりおもしろくないのではと考え、新しくオーディエンスレビュー
シートを導入した。
　採点基準はシラバスに明記してあり、プレゼンテーションに関し
ては40点満点が与えられる。4つの軸があり、酒井教授に事前に送
ることになっている資料のスライドを、締め切りまでに指定された
フォーマットで送付することで10点。2番目が、与えられた課題に対
する内容や分析に対する評価で10点。1人当たりの発表時間を守
れるかというタイムマネジメントで10点。最後はプレゼンテーショ
ン自体の質で、内容とは別に、うまくデリバーできたかどうかが10
点で、すべて完璧だと40点。あとは機械的にトップ20％、次の
30％、次の30％とグレードをつける。
　プレゼンテーションの際にはもちろん質疑の時間もある。質疑に

関しては英語でも日本語でもOKとしている。この形式は、研究者
が学会で学会発表するシミュレーション形の講義になっており、従
来この時間はあまり盛り上がらなかったが、今年は積極的に質問や
コメントをする学生もおり、オーディエンスレビューシート導入の効
果を感じられたという。
　また、オーディエンスレビューシートに書かれた他の学生の意見
を酒井教授が集計し、次回の講義で優秀賞という形で発表したり、
学生たちの感想を伝えることも行っている。学生の意見をそのまま
伝えることが適切ではない場合は、酒井教授のフィルターを通して、
いい部分をポジティブな形で伝えるようにしている。「先週の発表
では、この人については2人がいいと言っていて、Winnerはこの
人です、こういうところがすばらしかったと書かれています、という
ような形で次回の講義の中で優秀賞を発表しています。盛り上がり
ますね」。
　これらのことで、他の学生のプレゼンテーションを聴くことが、学
生にとって自分のプレゼンテーションの参考になるという効果も期
待した。「学生がほかの人を見てどういうふうに思ったのか、どうい
うところに価値を感じているのか、どういうのが『いいプレゼンテー
ション』だと思っているのか、というのが明文化されて分かったこと
が僕にとってはうれしい。それを一人一人の学生が『こんなこと
言ってもらった』と共有してもらえたことがよかったと思っていま
す」。
　また、発表課題の中には実際にコンピュータを動かしてデータを
処理し、分析結果を出すものもあり、そのような課題に取り組む際
に学生同士が授業の相談をしていることもあるそう。最初から数人
のグループを決めて実験をする形ではなく、それぞれ微妙に担当し
ていることが違うのだが、学生同士、相談をしたりされたりという雰
囲気は育っているという。
　学生のプレゼンテーションを通して酒井教授が最終的に目指す
ところは、国際的な学会での研究者発表を想定したシミュレーショ
ンの場となること。学生自身が発表をする機会を持つことに加え、
レビューし合うという仕組みを加えたことで、お互いのポジティブ
な部分を参考にして、高め合っていく意識が芽生えてきているよ
うだ。

ツイッターでリアルタイムな
理解度を把握

　酒井教授が担当している全ての科目に共通している手法として、
ツイッターの投票用アカウント活用も挙げられる。授業中に問題を
出して、授業の最後までに投票してもらい、もし大多数の答えが正
答であれば、アサインメントレビューシートの問題の数を、例えば2
問ではなく1問にするような形で取り入れている。講義の流れとし
ては次のような構成になっている。まず、授業の最初の方と最後の
方に同じスライドを見せ、「正しい答えはどれでしょう」という問題を
提起する。授業を聞いていると、答えがわかるようになっていて、授
業の最後に同じスライドを再度見せて投票してもらう。その結果に
応じて、酒井教授は問題数の調整をするというわけだ。投票の結果
は数字だけが表示されるので、個人も特定されない。全員参加を強
制されるわけでもない。「学生がおもしろがるかなと思ったのと、ツ
イッターの投票用のアカウントは世界のどこからでも、だれでも見
ることができるので、早稲田大学ではこういうことをやっているっ
て全世界に伝わるのもおもしろいかなと思って。ゆるい感じで使え
るのが気に入っています」。

成績の分布も学生たちと
共有しフィードバック

　また酒井教授は、成績やアサインメントレビューシートの成績の
分布を、学生全員にフィードバックもして共有している。Course 
N@viの機能で、CSVファイルが簡単にダウンロードできるので、
それを基に毎回グラフを作成し、「こういう回答だと100点で、こう
いう回答だと80点」という形で得点の分布を確認できるようにし
ている。
　学生は自分が回答した内容は記憶しているので、この分布を見
て、自分がどのくらいのポジションにいるという自覚を持ち、次回に
向けて取り組んでくるという。この講義では期末試験はなく、その
代わりとして毎回の採点とフィードバックを実施しているので、学
生は講義の最初の段階で自分はどのくらいの位置にいるのかを推
測できる。酒井教授としても、期末まで待たずに最初の頃からどの

くらいの学生が講義の内容を理解できたのかを把握できるため、双
方にとってメリットとなっている。「僕の方の立場から言うと、最初の
方の講義のこの回答の分布を見て、この人たちには今年は難しす
ぎるみたいだから調整する、といった具合にダイナミックに調整す
ることができる。あまりスタティックな中身にするのではなくて、な
るべく初期にフィードバックのシグナルをもらいながら、調整してい
くことができます」。
　当然、年によって履修している人数も学生の質も違うのだが、
ICTツールをフルに活用してさまざまな形で学生の理解度把握を
行うことにより、自身の指導手法も調整していくことができ、その結
果、学生からも高い評価を得られているのではないだろうか。「学生
が発表する講義の回数や、ICTツールの使用比率などは、今後もそ
の都度試行錯誤しながら調整していきたいと思っています」。
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2014年度の開講以来、アクティブ・ラーニングを重視した授業を行って
いる島﨑裕子准教授の「グローバリゼーションと国際協力」。学生たちが
生きた学びをより深めていけるようにと、授業にさまざまなツールを取り
入れている。「わせポチ」をはじめ、PowerPointや書画カメラといった
ツールの独自の活用方法について聞いた。

既存のツールをつかって
「フィールド」と「教室」をつなぐ：
アクティブ・ラーニングの実践

生きた情報を伝え、学生たちに考えさせる
アクティブ・ラーニングがメインの授業を展開

　「グローバリゼーションと国際協力」は、全学部全学年を対象とし
たグローバルエデュケーションセンターの科目だ。人気が非常に高
く、毎回、線外（履修不可）となる学生が多数でるため、単位取得に
ならないが希望学生も多数参加する状態にある。本科目ではグ
ループワークやディスカッションなど参加型のアクティブ・ラーニン
グを授業のメインとしているため、対応できるのは60人前後が限
界だという。「基本的には、やる気の高い学生が多い傾向にありま
すが、参加型ということでやることが多くて大変そうだと、最初は
引き気味の学生も一部いるようです。ただ、どんな学生であっても
前のめりになって参加してくれるような授業にするよう工夫するこ
とが、教員の仕事だと考えています」。
　学生にやる気を起こさせるために島﨑准教授がまず重視してい
るのが、生きた情報を伝えることだ。「私自身、多くの開発途上国に
足を運んでフィールドワークをしているので、授業の中では実際の
経験を語っています。生の情報だからこそ、学生も興味を持つのだ
と思います。また、単に教科書を読むような授業ではなく、実例を多
く取り上げて学生たちがそれについて自分たちで考えたり、話し
合ったりする機会を多く設けるように心がけています」。
　グループ・ワークやディスカッションが多いため、できるだけ設備
の整った教室を利用したいと考えている。「最も望ましいのは机や
椅子が可動式のクラスです。今後、ホワイトボードに書いた情報を
直接データ化することが可能な通信環境も充実しているクラスが
増えるとことが望ましいと考えます。これらの教室は人気があるの
で必ず使えるとは限りませんが、椅子が動かせることは必須です」。
ちなみに、教卓が一段高いところにある教室は使わない。「教員と
学生の席の高さに差があるような教室は、アクティブ・ラーニング
には不向きだからです。教壇がある場合は、教員は教壇から降り、
学生の周囲を回りながら、意見を聞いたり、マイクを回すなどして
授業を展開しています」。

Web版クリッカーの「わせポチ」は
学生のタイプに合わせて利用を検討

　2014年に科目がスタートしたときから、アクティブ・ラーニング
を重視した授業をしていた島﨑准教授だが、さまざまなツールを授
業で使うようになったのは、2015年に参加したワシントン大学で
のFD（ファカルティ・デベロップメント）研修がひとつのきっかけに
なったという。「先進的なツールだけでなく、PowerPointやOHP
（オーバーヘッドプロジェクター）といった既存のツールを活用する
こともICT教育だと強調していたことが印象に残っています。そし
て、FD研修で得た知識も参考にして、どんなツールをどのように使
うのが効果的なのか検討するようになりました」。
　Web版クリッカーである「わせポチ」は、主に、グループ・ディス
カッションの際に活用している。「たとえば、『わせポチ』のコメント
入力機能を使って、各グループから出てきた意見を書き込んでもら
い、それを見ながら議論をするといった使い方をしています」。また、
授業の理解度を確認するために、4つ程度の選択肢を用意してクイ
ズ形式で回答を求めることもあるという。
　「わせポチ」を利用するメリットとして、島﨑准教授は授業へのよ
り積極的、能動的な参加を挙げる。「自分がBという回答を選んだら、
リアルタイムでそれが画面に反映されます。『B』を選んだ何人かの
中に自分も入っていると思うと、それは自分に関わる問題になるの
で、授業に対する意識が変わってきます」。
　ただし、島﨑准教授は常に「わせポチ」を使うことが常にベストで
はないともいう。「どんどん手が挙がって回答するような学生が多
ければ、わざわざ『わせポチ』を使う必要はないからです。ICTツー
ルありきではなく、学生のタイプや興味に合わせて適切に使用する
ことが重要だと考えています」。また、通信環境やシステムの仕様
の問題で、回答をしてから表示されるまでにタイムラグがある点も
「わせポチ」の短所だと指摘する。「以前、クラス全員が一斉に回答
したら、途中で2回ほど表示が止まってしまいました。『わせポチ』の
結果をもとにディスカッションをしようとしているのに、勢いがそが
れたと感じました。もちろん、『わせポチ』には前述のとおりメリット
もあるので、いつどのように使うのが効果的なのか、教員側の柔軟
な対応が求められるのではないでしょうか」。

PowerPointのレイアウト機能を使って
グループ・ディスカッションを活性化

　島﨑准教授の授業では、PowerPointもアクティブ・ラーニング
に欠かせないツールとして積極的に活用している。「授業で使用す
るレジュメをまとめるといった通常の使い方もしていますが、それ
だけではなく、ディスカッションで出てきた学生の意見や発表内容
を、その場でPowerPointのシートに書き込んでいます」。
　具体的には、PowerPointの「レイアウト」で1枚のシートが左右
2つに分かれる「比較」というテーマを選び、たとえばある問題につ
いて「賛成」と「反対」のどちらかに分かれて、それぞれのグループ
の意見を入力していく。「挙手をして意見を述べたら、入力自体は
TAが行います。プロジェクターで投影されているPowerPointの
画面に『賛成』派の意見が表示されると、それを見た『反対』派が今
度は別の意見を述べて、またTAが入力してそれが表示されます。
自分たちの意見がすぐに表示されることで、議論がより活発になる
という効果があり、非常にインタラクティブです」。また、作成した
PowerPointのシートは後でCourse N@viにアップして、復習の
教材として使用する。「わせポチ」でも意見を書き込むといったこと
は可能だが、「『わせポチ』だと賛成・反対を聞く設問と、意見を書い
てもらう設問は別の画面になります。PowerPointなら、一枚の
シートにまとめて書き込めるので、流れを止めることがないのがメ
リットです」。
　また、PowerPointにあらかじめ用意されているチャート図を
使って、途上国が抱えるさまざまな問題の優先順位をつけさせると
いった使い方もしている。「学部生の場合、その場でゼロからチャー
トを作るのは大変ですが、PowerPointのチャート図を使えば取り
組みやすくなるといった利点があります」。
　さらに、実際のモノをスクリーンに投影できる書画カメラも、よく
使うツールの一つだという。具体的には、フィールドワークで入手し
た資料の現物、たとえばカンボジアの貧困地域の女性が作った雑
貨や人身売買の注意が書かれたリーフレットなどを学生に見せると
きに使っている。
 　「もちろん、現物を回して手に取って見てもらうのが一番よいの
ですが、人数が多いとそれも難しい。かといって、画像をスライドで

見せるだけでは単なる資料でしかありません。書画カメラなら実際
のモノを見ている感覚があるので、リアルな学びにつながると考え
ています」。現物を見せる以外では、前述の貧困地域の女性が雑貨
を作る様子を現地に行った際に動画で撮影し、授業でそれを見せ
ることもある。「現物を見ることももちろん重要ですが、作っている
人を見ると、モノと生産者が結びつき、開発途上国の問題をよりリ
アルに感じることができるからです」。
　島﨑准教授は、ほかにもホワイトボードを使ったり、ときには模造
紙にマジックで書き込んだりなど、さまざまなツールやその活用を
授業に取り入れている。「重要なのは、あくまで効果的な授業のた
めに適切なツールを使うということだと考えています。最先端のも
のを導入することが教育ではないし、それで学びが深まるわけでは
ない、ということは強調したいです。最先端の技術と従来からある
方法の双方を生かしながら、授業をより効果的に展開していくこと
が必要だと考えます」。

開発途上国と教室をネットで結び、
より深い学びにつながる授業を行いたい

　今後は、開発途上国のNGOなどと教室をインターネットで結び、
現地の人と対話するネットワーク型授業を行うことにも取り組んで
いきたいという島﨑准教授。「たとえば、現地のNGOや子どもたち
が画面の向こうにいて、Skypeなどを使って実際に彼らとやり取り
ができれば、非常に臨場感があるし、学生たちの心にも残ります。彼
らの学びをより深めることにつながると考えています」。
　実は、ネットワーク型授業を一度試みたという。しかし、通信環境
やデータ負荷などの問題があり、途中で電波が途切れてしまったそ
うだ。「インターネットに関しては、日本側だけでなく相手先の通信
インフラも関係してくるので難しいところもありますが、意義と効果
は大きいと思うので引き続きチャレンジするつもりです。また、イン
ターネットを通じて日本と交流を持つことは、現地の子どもたちに
とっても世界観を広げるいい機会になるのではないでしょうか」。
　今回紹介した様々な方法は、社会科学部の英語単位プログラム
（ソーシャルイノベーションプログラム：通称TAISI）で島﨑准教授
が担当する科目でも応用展開されるという。
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学生の約9割が中国などからの留学生という、早稲田大学大学院の北九
州キャンパス。さまざまな背景を持つ学生たちに、授業に興味を持たせ、
理解を深めさせるにはどんな方法が有効なのか？　清水孝一教授がたど
り着いたのは、以前は理系の科目には馴染まないと考えていた「わせポ
チ」とグループディスカッションの導入だった。

「わせポチ」＋グループディスカッションで
国籍や学習レベルが異なる学生たちの興味を
引き、知識と理解度を深めることに成功

国籍や文化的背景、学力レベルの異なる
学生が集まる中での授業の難しさ

　最初に、清水教授が現在所属している早稲田大学大学院の北九
州キャンパスについて説明しておきたい。というのも、清水教授が
Web版クリッカーの「わせポチ」やグループディスカッションの導入
を検討した背景には、北九州キャンパス独自の事情があるからだ。
北九州キャンパスは、学生の約9割が中国や韓国、台湾などの東ア
ジアを中心とした留学生で構成されている。しかも、推薦入試で入
学してくる留学生が少なくない。この「推薦入試で入学してきた留
学生が9割」という特徴は、授業を行う上での難しい問題につな
がっていたと清水教授は説明する。
 「国籍が違い、言葉が異なると、当然文化的背景も違い、光工学の
基礎知識も留学生によってさまざまです。そのため、日本人学生だ
けならみんなが共通して理解できる話も、うまく通じないケースが
ありました。また、推薦入試では各大学から優秀な学生が推薦され
てきますが、推薦母体の大学のレベルには差があり、結果的に学生
の基礎学力に差があることも問題でした」。
　加えて、今回の対象である「光工学」「波動光学」「応用光学」の3
科目はいずれも選択科目で、熱心に授業に臨む学生がいる一方で、
必要な単位を取るためだけに履修している学生もいて、モチベー
ションにも大きな差があったという。
　興味や理解度、モチベーションのばらつきはどうやったら改善で
きるのか――。そこで目を付けたのが、「わせポチ」やグループディ
スカッションなどのアクティブ・ラーニングの導入だった。

FD研修で「効率的な知識の供給」より
「知識の定着」が重要と気付いた

　実は、清水教授はクリッカーやアクティブ・ラーニングについて
は、以前からある程度は知っていたそうだ。ただ、自身の授業に取り
入れようとは考えていなかった。そのいちばんの理由は、時間的な
問題だという。「授業で学生に発言を促したりディスカッションをさ
せたりすることが有用だとは、わかっていました。しかし、理系の大
学院の授業では最新の技術や知識をできるだけ多く伝えることを

最も重視すべきだと考えていたため、アクティブ・ラーニングは馴
染まないという先入観を持っていました」。
　実際、2016年度に早稲田の北九州キャンパスに着任するまで
は、知識供給型の授業でも大きな問題は感じていなかったと清水
教授。しかし、前述のとおり、文化的背景や学力レベルに違いがあ
る留学生中心の現在のクラスでは、従来の知識供給型では学生全
員を積極的に授業に参加させるのは難しいというのが結論だった。
　そして、課題を抱えた状態で初年度の授業が終了し、ワシントン
大学でFD（ファカルティ・デベロップメント）の研修に参加。研修で
の経験が、清水教授の考え方を大きく変えることとなった。
 「100のことを教えて50しか受け取ってもらえないよりは、60の
情報を提供してそのうちの50を受け取ってもらうほうが、学生に
とってはずっと印象に残る。そして、心に残った情報や知識のほう
がより利用可能なものになるということを、さまざまな実例と共に
教えていただきました。実際の授業見学でも、学生たちがディス
カッションなどを通じて学習結果を自らのものとしていく様子を目
の当たりにし、衝撃を受けましたね」。
　また、Web版クリッカーの「わせポチ」ができて、クリッカーの使
い勝手が以前より向上していたことも、アクティブ・ラーニング導入
の後押しになったという。

興味を持つ、他人の状況がわかる、理解が深まる、
学生同士が交流できる…などメリットは多数！

　では、「わせポチ」やグループディスカッションを授業にどのよう
に取り入れているのだろうか。3クラスとも、講義は毎回事前に作
成しておいたPowerPointのスライドに沿って進めていくが、その
中に「わせポチ」を使った設問をいくつか用意しておく。そして、そ
の画面が出てきたら、学生たちは自分のスマートフォンやラップトッ
プPCで専用サイトにアクセスして設問に答える。
 「『わせポチ』を使うタイミングは、基本的には一つの章が終わった
ときなどのキリがいいときですね。当初は、一度に1問ないし2問程
度を聞くだけでしたが、私自身が『わせポチ』に慣れてきたことと、
使っていくうちに効果を実感してきたため、今は一度に4問程度の
設問を用意しています」。

　ちなみに、事前の準備はそれほど大変ではないという。「設問を
考えてその分のスライドを作るという手間はありますが、負担が大
きくなったというほどではありません。むしろ、学生の反応を想像し
ながら設問を作ることは、通常の授業の準備とはまた違った楽しさ
がありますね」。
　設問の内容は、「〇〇を使ったことがあるか」「〇〇の原理を知っ
ているか」「〇〇について他の人に説明できるか」といった授業に
関わる事柄への理解度を聞くものが多い。たとえば、ある日の授業
では「レーザーポインタを使ったことがあるか」「LEDの光を見たこ
とがあるか」といった設問を用意。こうした質問を授業に挟むことで、
まず学生の興味を引くことができるという。「自分が回答した結果
が目の前のスクリーンに円グラフで表示されるので、参加意識も高
まります。育ってきた環境によっては、たとえばレーザーポインタを
見たことがない学生もいますが、他の学生のたとえば8割、9割が
知っているということがわかれば、身近な知識であり知っておくべ
きだということを実感として理解できます」。
　また、留学生は各大学で優秀な成績を修めてきた者が多く、プラ
イドが高いという傾向があるという。「『わせポチ』なら挙手などとは
異なり、留学生のプライドを傷つけることなく、知識や理解の有無を
確認できます。そういう意味では、『わせポチ』は北九州キャンパス
事情にマッチしたICTツールと言えるでしょうね」。
　さらに、「わせポチ」の設問について、クラスを5～6人程度のグ
ループに分けてディスカッションをさせたり、グループで競わせた
りすることもある。「レーザーの例で言うと、レーザーとLEDの違い
をいくつ挙げられますか、という設問をグループで話し合ってもら
い、どのグループがいちばん数を出せるかを競わせました。グルー
プでの競争形式にすると、学生は格段に熱心になります（笑）。また、
強制的にグループを作ることで全員が授業に参加し、それをきっか
けに学生同士の交流が深まるというメリットもあります」。
　以前の、一方的に教員が説明する授業と比べると、学生が自分で
考えて「わせポチ」に回答したり、グループディスカッションの中で
他の学生にわかるように説明することで、知識もしっかり定着する
ようになったと清水教授。「非常に多くのメリットがあり、実際に授業
に取り入れてみて、アクティブ・ラーニングはこんなに効果が高い
ものなのかと私自身、非常に驚きました」。

今後は、グループワークの「質」の
向上にも取り組んでいきたい

　一方、アクティブ・ラーニングのデメリットは、やはり「時間不足」
だという。「『わせポチ』だけなら毎回5～10分程度で済みますが、グ
ループディスカッションも取り入れたことで、一学期間でカバーで
きる内容が1、2割は減りました」と清水教授は話す。「ただ、教える
内容が減るというマイナス面があったとしても、最終的にはそれを
超えるメリットがあったと実感しているので、トータルでは導入して
よかったと思っています」。
　授業が以前とは変わったことは、学生たちも感じているようだ。
「わせポチ」導入後の学期末に実施した学生へのアンケートでは、
「知っていることと理解していること、説明できることの違いがわ
かった」、「当たり前に使っていたものを理解できるようになってよ
かった」と授業を評価する回答が複数寄せられたという。
　さらに、これまでは10名弱ということもあった授業の登録者数が、
「わせポチ」とグループディスカッションを取り入れた後の学期には、
一気に40～50名近くに増えたそうだ。「はっきりした理由はわかり
ませんが、授業が改善されたことが口コミで伝わったことも影響し
ているのではないかと考えています」。
　「わせポチ」などの導入から1年、まだ始めたばかりということで
今後も改善の余地はあると清水教授は考えている。その一つとし
て、グループディスカッションの「質」の向上を挙げる。「ディスカッ
ションの時間を増やすと、授業で教えられる内容がさらに減ってし
まうので、『量』ではなくディスカッションを含めたグループワークを、
もっとうまくコーディネイトすることに取り組みたいですね。たとえ
ば、学生同士で話し合う時間、グループごとに発表させて競わせる
時間、そこで得られた知識を定着させる時間、この3つをどのような
割合にするのか、最も効果の高い配分を考えていくことなども必要
だと思います」。
　また現状では、学生の興味を引き出し積極的に授業に参加させ
ることが、アクティブ・ラーニングの主な目的となっている。しかし、
「ゆくゆくは、将来エンジニアとなってグループで研究や開発をす
るときにも役立つように、話し合いのスキルを向上させることなど
もポイントに置いていきたいと考えています」。
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「Corporate Governance（企業統治）」を担当するドーラン・ダニエ
ル教授は、教員が一方的に講義をして学生は教えてもらうだけというよう
な伝統的な授業スタイルではなく、学生（＝学習者）が主体的に学ぶ授業
を目指している。そのために、Course N@viを活用して、グループワー
クなどの反転学習を積極的に授業に取り入れている。

Course N@viの活用で、学生
の自主性を重視した授業を実現
最大限の学習効果を目指す

「学生は『students』ではなく『learners』」
学生の主体性を重視して授業を運営する

　ドーラン教授が、授業でCourse N@viをどのように活用してい
るのかを説明する前に、まずは「授業」についてどう考えているのか、
その基本姿勢を説明しておく必要があるだろう。なぜなら、ドーラン
教授の授業や学生に対する考え方は、Course N@viの活用方法
に深く関わっているためだ。
 「私は、学生のことを『students（生徒）』ではなく『learners（学習
者）』と呼んでいています。その理由は、『students』は学ぶ過程に
フォーカスしているニュアンスがありますが、『learners』のほうは
学習の過程ではなく到達すべき目標にフォーカスしているからで
す。また、そもそも私の“辞書”には『lecture（講義する）』するとい
う言葉はありません。一方的に、こちらが講義をして学生はただ聞
いているような授業を行うのではなく、私のクラスでは学生が主体
となった授業をしたいと考えています」。
　いま目の前にいる、今期の学生のための最も意義のある授業を
提供したいというドーラン教授の思いは、たとえば「シラバスの見
直し」といった行為にも表れている。ドーラン教授が担当する科目
では、今回受賞の対象となった「Corporate Governance」に限
らず、学生の知識レベルやニーズに合わせて基本的に授業計画の
全面的な見直しをしているという。
 「初回の授業では、必ず学生たちのこれまでの経験や何を勉強し
たいのかについて詳しく聞き出し、彼らの希望を踏まえて私には何
が提供できるのかをよく考えます。そして次の回では、新たにプラ
ンニングしたシラバスを提案しています。大事なのは、今期の学生
たちが最大限の学習効果を発揮できるような授業の計画を作るこ
とだと考えています」。
　つまり、シラバスに学生を合わせるのではなく、学生に合わせて
学ぶ内容を変えているのだ。また、授業の計画は回が進んでから再
度変更することもあるという。「学生の様子を見て、学習進度に合
わせて、再度見直すということは珍しくありません。学生のほうでも、
自分たちのための見直しであると理解してくれているので、特に不
満などは出ませんね」。

テキストの配布から反転学習の実現まで学生主
体の授業のためにCourse N@viをフル活用

　一方的な講義形式ではなく、学生が主体となった授業を展開す
るためにCourse N@viは欠かせないICTツールだとドーラン教授
は語る。まず、授業で使用するテキスト資料は、基本的にCourse 
N@vi経由で配布している。「Course N@viであらかじめテキスト
を入手できる状態にしておくことで、学生たちは自分の学習計画を
作ることができます。逆に言うと、彼らには自らの責任で事前にテキ
ストを入手して、次の授業までに準備をしておくことを求めていま
す」。
　なお、事前のテキスト配布は単に予習のためではなく積極的な
「反転学習」を行うためだ。これについては、次の項目で詳しく説明
する。
　Course N@vi経由で宿題を出したり、さまざまなインフォメー
ションを伝えたりすることもある。「そのため、学生には毎週必ず
Course N@viを見るようにと伝えています」。
　また授業の後で、学生から質問やコメントがCourse N@viに届
くことも少なくない。「教室の延長線上にCourse N@viがあるとい
う感覚で、学生が気軽に質問などをできるのもCourse N@viのメ
リットだと言えるでしょう」。
　中でも、Course N@viの最もよい点としてドーラン教授が挙げ
るのは、すべての記録がCourse N@viの中に残ることだという。
「過去の資料が見当たらない、宿題を忘れたといったちょっとしたト
ラブルのときに、いちいち教員に聞かなくても学生が自分で
Course N@viの履歴を探して見つけることができます。小さなこ
とですが、こうした点も学生が自主的に学習するツールとして
Course N@viが優れているところだと思います」。
　さらに、今後は掲示板機能を利用するなどして、クラス内で作っ
たグループの議論などにもCourse N@viを活用していきたいと
考えているそうだ。

反転学習＋グループディスカッション
教え合うことで最大限の学習効果が得られる

　さて、Course N@viで事前配布されたテキストを読んできた学
生は、教室では反転学習に臨む。具体的には、それぞれが勉強して
きたテキストの内容やそこから得られた知識を使って、グループ
ワークを行う。「グループワークに入る前には、毎回必ず『事前学習
を通してどこがいちばん興味深かったか？　その理由は何か？』と
いうstandard questionを投げかけています。教員が、『今日のポ
イントはここです』と指示するのではなく、学生一人一人の視点や
考えを大事にしたいからです」。
　グループワークの際には、ディスカッションだけではなく学生同
士による「教え合い」もよく行っているという。ドーラン教授は、これ
を「教員と学生の役割の反転」と説明する。「学習するのに最適な方
法は、人に教えることだからです。また私自身が、学生たちの教え合
う様子から新たな指導方法やアイデアなどを学ぶこともあり、そう
いう意味でも『役割の反転』があると言えます」。
　グループワークのときには、ホワイトボードやPCなどのICTツー
ルは、自由に使えるようにしている。個人のPCの持ち込みや利用も
制限していない。これも、学生が自主的に学習することを推奨する
一環だ。「わからないことがあったときにまず教員に聞くのではなく、
PCで調べたりホワイトボードを使って人に説明したりすることに意
味があると考えています。先にわかった人が、答えをみんなにシェ
アするような使い方もいいですね。こうした学習姿勢が最大限の学
習効果を生み出し、学生たちのモチベーションにつながると確信し
ています」。
　ほかにも、学生の自主性を尊重した新しい取り組みとして、
2017年度はレポートの提出方法を3つの中から学生に選ばせたと
いう。「あらかじめ準備したものを提出するか、教室でゼロから書く
か、準備したレジュメを持ってきて教室で書き直すか。大事なのは、
暗記力ではなくあくまでリソースを自分で集めてまとめる力だと思
うので、あとはその学生ごとに最もパフォーマンスを発揮できるア
ウトプット方法を選ばせたいと考えたからです」。

学生の理解度をその場で知るために
次年度はWeb版クリッカーの活用を検討

　Course N@viを授業にフル活用しているドーラン教授だが、今

後もう一つ活用していきたいと考えているICTツールがある。それ
はインターネット上で利用する投票ツールの「Poll Everywhere」
だ。
　「昨年、海外の大学でFD（ファカルティ・デベロップメント）研修に
参加した際、試しに使ってみて大変使いやすいと感じたので、私の
授業にも導入しようと考えました。実は、2017年度にも何度か導入
を試みましたがセットアップで躓いてしまい、残念ながら導入には
至っていません」。
　「Poll Everywhere」を使いたい理由は、学生が授業の内容を
理解できたかどうかなどをその場で確認したり、学生が勉強したい
と考えている事柄に取り組めているのかを把握したりしたいからだ
という。「たとえば、その日の授業が終わった段階で、今日のディス
カッションで取り上げた概念についてどの程度理解できたかを、選
択肢の中から選んで評価してもらうといった使い方です。特に、こ
の『Corporate Governance』ではけっこう難しい概念も扱って
いるので、学生がどの程度理解しているのかは気になっています」。
　仮に、クラスの半分以下しか理解できていないなら、もっとケー
ススタディを増やすなどの対策を検討すべきだし、逆に9割が理解
していれば安心して次に進めるといった判断材料になる。「教員だ
けでなく学生にとっても、みんながどれくらい理解できているのか
がわかることは意味があると考えています」。
　また、「Poll Everywhere」の「匿名性」が、日本人学生に合って
いるとも指摘する。「日本人学生は、なかなか人前で『ここがわから
なかった』と言いづらいんですね。『Poll Everywhere』なら誰が
何に投票したかわからないので、プレッシャーなく本当のことを言
えると思います」。ちなみに、レポートの評価も「匿名性」を確保した
上ですべてオープンにしている。自分がクラスでどの位置にいるの
かを知ることが、学習のモチベーションにつながるからだ。
 「次年度は、『Poll Everywhere』の設定に再チャレンジしたいと
考えています。併せてWeb版クリッカーの『わせポチ』についても
調べて、どちらか使いやすいほうを授業に取り入れていきたいで
すね。Course N@viやクリッカーなどのICTツールを取り入れて、
学習効果を最大限に発揮できる手助けをすることが教員としての
務めです。プロフェッショナルとしての責任を今後も果たしていき
たいと考えています」。
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「経営システム工学入門実験A」は、創造理工学部経営システム工学科に入学した1年
生が春学期に初めて出会う実験科目である。この実験科目で学生達は参加型シミュ
レーション演習を通じて非常にユニークな「大規模アクティブラーニング」を体験する。
抽象的な経営システム工学分野のモデル概念を学ぶ機会を与えるこのシミュレーショ
ンは、教員により独自にシステム設計・開発がなされたもので、国際会議の査読付論文
やデモンストレーションを通じて学外へも紹介されており、対外的な評価も高いという。

オリジナルの参加型シミュレー
ション演習を導入し、抽象度の
高いモデル実験を可能に

大学で実験に参加する
環境を整えることから始まる

　実験の遂行・結果の整理、分析と考察、発表活動は理工系学生の基礎的なアカ
デミックリテラシーに位置付けられる。経営システム工学入門実験A（必修科目）
はいくつかの実験から構成されており、入学したばかりの新一年生がこれらのリ
テラシーを学ぶ機会を提供している。経営システム工学科ではノートPCが必携
となっており、授業では学生たちが各自のPCを大学のネットワークに繋げて各種
設定を行うことからスタートする。設定後は実験テーブルのグループ単位での実
験が始まり、グループワークを介して大学での学びを深度化してゆく。この科目
は春学期の月曜4限・5限の2限連続で行われている（次頁写真）。
　この科目は10年以上の長い歴史を持つ実験科目として設置されているが、
2013年度に大幅なカリキュラム変更を行った。その際に取り入れたのが「コロッ
ケ工場ゲーム」と「最後通牒ゲーム」というWebブラウザ上で行える参加型シ
ミュレーションゲームである。「経営システム工学という学問領域では、抽象度の
高いモデルを扱います。そこで、学科に進学した初期段階で、そのような抽象度
の高い問題のイメージを体験から獲得できるようにするための方法を開発しよう、
ということで取り入れました（菱山教授）」。

抽象度の高いシミュレーションに
ゲーム感覚で参加できる

　「コロッケ工場ゲーム」は、経営における人、モノ、金、情報の流れを時間軸のあ
るシステムとして体験できる、マルチエージェント指向のゲーミングシミュレー
ション（ゲーム性を有するシミュレーション）である。「エージェント」とは自律性を
持ち、意思決定機構、問題解決や学習機構を有する知的な振る舞いを実現する
ソフトウェア（オブジェクト）である。この演習ではジャガイモ農家、コロッケ工場、
小売店、消費者といった立場に、人やエージェントとしての役割（ロール）が付与
される。この計算環境で、学生たちは3人で1つのグループを組み、それぞれが
「コロッケ工場」「小売店A」「小売店B」のいずれかの役割を持つプレイヤとして
参加し、時間軸のある文脈（シナリオ）を体験する。
　学生たちは各自PCのWebブラウザを介してこのシミュレーションゲームに参加で
きるため、特別な独自ソフトウェアをローカルなPC環境にインストールする必要がな
く、準備のコストがかからない。また、欠席した学生がいた場合でもそのグループのみ
オンデマンドで、メンバー各自が自宅から追実験に参加できるというメリットもある。

　コロッケ工場のシミュレーション演習は、まず配布されるゲームの概要を記し
たシナリオを読み、グループで議論し戦略や仮説を立て、実験を行い、その結果
を分析し発表資料として提出するという流れで進行する。教員側は仮説を立てる
際、発注しても在庫がなければ売れない、冷凍すれば長期保存ができ商品を廃棄
せずに済む（機会損失、損失ロスの概念）、過剰な在庫はコスト要因となる等の基
本的な経営管理の概念に加え、顧客需要の小さな変動が工場や原料調達では大
きな需要変動になる（ブルウィップ効果）といったサプライチェーン上の理論を想
起させる仮説を期待する。しかし、1年生にはなかなかイメージができない。「学生
たちは、最初は『コロッケ屋なら簡単だ！』とバカにしますが、実際やってみると予
想外のことが次々と起こり、思ったように商売ができない。たかがコロッケ、され
どコロッケ、みたいなところがあります。」（菱山教授）。
　「コロッケ工場ゲーム」の実験演習プロセスは、次のとおりである．実験では
PC上で小売店A,Bがそれぞれ独自に販売価格を設定し、需要に応じて揚げたて
コロッケを販売すると同時に冷凍コロッケを工場に発注する。工場は農家にジャ
ガイモを発注し、冷凍コロッケを生産し在庫としてストックし、各小売店からの受
注に応じて出荷する。小売店は工場からのコロッケ納入数やコロッケ販売数、コ
ロッケ在庫数に加え、売上高や一般管理費などの財務データも分析し、反省をふ
まえて次期の価格設定や発注を見直し、これを10期分繰り返したところで1回の
実験が終了する。
　実験終了後、学生たちは各自の実験データをExcelで分析し、PowerPointで
プレゼンテーション資料を作成し、Course N@vi上のレポートボックスへアップ
ロードして提出する。翌週の授業では、経営成績が良好だったグループや、逆に
悪かったグループを教員が適宜選んで指名し、グループの3名（工場、小売店A,B
をロールプレイした学生）が1組となってプレゼンテーションする「業績報告発表
会」を実施する。
　年度毎の学生数により多少の違いはあるが、多い年では50以上のグループが
一度にシミュレーションゲームに参加することになるため、授業時は菱山教授が
実験室の学生への作業指示を担い、中島講師が実験システムの運行管理を行い
ながら連携して実験を進行する。また、この参加型シミュレーション形式の実験は
「コロッケ工場ゲーム」に加え、後続する「最後通牒ゲーム」と合わせて2回の実験
演習を、演習として年間カリキュラムに組み入れている。大規模な演習時には一
時的にコンピューティング環境に負荷がかかる。そこで、この演習ではコンピュー
ティング環境の変化に合わせて容量をスケールアップないしスケールダウンで
きるアマゾンウェブサービス（Amazon Web Service）の仮想サーバサービス
（Amazon Elastic Compute Cloud ，EC2）上で展開している。クラウド上の

サービス利用は実際に使用した分のみの課金体系であり、演習を行わない学期・
期間はコストの発生を抑えられるため経済性が高い。 

創造理工学部ならではの
学びに触れられ、学生からも好評

　この科目では以前より米国マサチューセッツ工科大学（MIT）で開発された
「ビールゲーム」と呼ばれる著名な机上シミュレーション演習も実施している。
ビールゲームと比較して「コロッケ工場ゲーム」は多人数が一度にオンライン上
で参加でき、机上の実験で生じやすいデータ記録ミス等の間違いが発生せず、結
果の把握も容易である点が好評だという。学生へのアンケート結果では、90%の
学生がこの演習を通じて経営システム工学に非常に興味を持ち、「（抽象度の高
い）モデルのイメージがつかめた」という感想もみられる。「アクティブラーニング
として価値が高く、実学を指向する創造理工学部ならではの学びも与えられてい
るのではないでしょうか（菱山教授）」。「早稲田が開発したオリジナルのコン
ピューティング基盤ですが、簡単なプログラミングで他の参加型シミュレーション演
習をすることができるので、学内や学外にもアピールしたいものです（中島講師）」。
　このツールは、MAGCru i se（Mu l t i a gen t  Gam ing  C ru i s e）
（https://www.magcruise.org/）と呼ばれる菱山教授・中島講師を含む研究
グループが2012年に開発したコンピューティング基盤上で動作している。この
基盤はJST RISTEX（国立研究開発法人 科学技術振興機構社会技術研究開発
センター）問題解決型サービス科学研究開発プログラムの支援を得て開発され
たが、プログラム終了後に基盤の発展的利用を検討する中でこの演習プログラ
ムを開発した。コンピューティング基盤は現在、Web上で無償公開されており、ブ
ラウザ上で気軽に利用してみることが可能である。コロッケゲームの他、公共財
ゲームなど別なシナリオも開発しており、これらの成果は国際会議における査読
付論文として、IEEE Xplore Digital Library（IEEEの電子版論文データベー
ス）をはじめとして学外へ発表・公開されている。
　なお、「コロッケ工場ゲーム」と共に演習に導入した「最後通牒ゲーム」は、行動経
済学・心理学分野で扱われる非常に有名なゲームで、ゲーム理論に基づくものであ
る。こちらもMAGCruiseでプレイすることができる。実際にやってみると理論上の
結果にはならず、利他性や互酬性に関して深い洞察を与えてくれる．実験ではネット
ワークを利用した大規模な実験クラスならではの取組みとして、一般的な最後通牒
ゲームの対照実験として、学生からみて誰が誰とペアになっているかわからない匿
名実験を行うなど、実験計画の断片を体験させる実験プログラムも提供している。

学ぶ意欲が高い学生の
要望に応えたい

　2013年度に「コロッケ工場ゲーム」と「最後通牒ゲーム」のシミュレーションを
取り入れるまでは、この科目のカリキュラムの中でExcelやPowerPoint等の操
作説明に時間を割いていた．しかし、高校の科目「情報」必修化や高大接続の高
度化により、高校時代に既にこれらのビジネスソフトを経験し操作できる学生が
増えてきた。そこで、2013年度以降はExcelやPowerPointを実験結果の分析
の「道具」と割り切った。ビジネスソフトの扱いに自信がない場合は、理工メディア
センターのコンピュータセミナー（動画コンテンツ）を自主的に受講すれば補える。
「早稲田の学生は自分で学ぶ力があり、学科の学生は問題なくついてきてくれて
います（菱山教授）」。

応用可能なオリジナル教材として、
今後の活用に期待が高まる

　「コロッケ工場ゲーム」は、時間の流れを包含する「経営システム」という、企業
での経験がない学生たちにとって捉えづらい学習対象を、Webベースでの参加
型シミュレーションを通じて体験できるようにしたという点で、画期的なオリジナ
ル開発教材といえる。先に記したように、コンピューティング基盤の機能は現在す
べて無償で、日英版サイトの両方で公開しており、インターネット上で世界のどこ
からでも利用することができる。また、Web上で言語選択機能が用意されており、
参加者にとっての母国語でシミュレーションゲームに参加することも可能である。
これは、母語が違う人々が同時に演習へ参加することを可能とするもので、遠隔
環境で中国から中国人学生が参加し、日本から日本人学生が参加する、といった
使い方が可能である。
　通常こうしたシミュレーションの開発には多大なコストや手間がかかるが、
MAGCruiseをコンピューティング基盤として利用することで、シナリオに相当す
るスクリプトを書き換えるだけで、他のシナリオに変更することができる。実際に
今まで、大学に限らずほかの教育機関で利用された実績も多々ある。理工キャン
パスでは、キャンパス見学で来訪された小田原白梅ライオンズクラブの小中学
生向けの模擬実験授業（2015年7月20日）での利用実績もある。今後もプログ
ラミングを専門的に扱わない分野での研究活動を含む、文理を超えて様々な場
面での応用の可能性を秘めているツールである。
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「データリテラシー」は、人間科学部の基礎教育の一環として設置されている必修科目
であるが、2017年度から動画コンテンツによる反転授業を導入した。このコースデザ
インと教材作成、高度授業TAや担当教員のコーディネートの一切を担当したのが中村
健太郎准教授である。授業内容には、入学したばかりの学生に情報リテラシーを身につ
けてもらうきっかけとなるような内容を盛り込み、動画コンテンツ作成の際にも、スムー
ズに大学での学びに慣れていけるようにするための工夫点が盛り込まれている。

反転授業導入の結果、
学生の理解度向上に貢献し、
教員同士の情報共有も促進

情報リテラシーを身につける
最初のステップを提供

　人間科学部では共通のプラットフォームとしてMacを授業で使
うため、入学時に学生全員が各自購入する。学生は一年次の春学
期に「データリテラシーⅠ」、秋学期に「データリテラシーⅡ」、二年次
の春学期に「データリテラシーⅢ」を必修科目として履修する。学生
数は年によるが、1学年600名ほど。約60名ずつに分かれ、毎週
10クラスが並行して履修していることになる。2013年度に新カリ
キュラムを導入した際に新設された科目であるが、2017年度にそ
れまでの反省点を生かす形で、中村准教授が導入したのがビデオ
教材による反転授業である。
　人間科学部の一年生は、「スタディスキル」や「データリテラシー
Ⅰ」などの必修科目を通じて、大学という場で学ぶための情報リテラ
シーを身につける。近年、デジタル機器を使い慣れた学生たちが多
いとはいえ、特にここ数年の顕著な傾向として、スマホのみで入力
をすることが多く、キーボードでのタイピングには不慣れな学生も
多いという。そこでまず用意されているのが、キーボードに慣れて
もらうための演習である。教材として、スタンフォード大学のWebサ
イトに掲載されている、2005年の卒業式でのスティーブ・ジョブズ
氏の有名なスピーチをプリントしたものを配り、決められた時間内
に何文字タイプできるかを測る。学生によって習熟度が大きく違う
が、このとき初めてタイピングをしっかり意識したという声も聞くと
いう。「カリキュラムを設計する際に、担当教員たちで話し合い、タ
イピングについて意識を高めた方がいい、との意見があったので
取り入れました。ジョブズ氏のスピーチの内容も、大学の卒業式で、
卒業生に向けたものなので、これから学問を学ぶ学生たちにとって
示唆に富むものであってほしいという意図もあります」。

工夫を盛り込んで
講義ポイント解説用の動画を作成

　反転授業を導入するにあたり、講義のポイントを解説するビデオ
については、骨子はほぼ決まっていたが、今回すべて中村准教授
が作成を担当。「データリテラシーⅠ」、「データリテラシーⅡ」、「デー

タリテラシーⅢ」すべて合わせて35～45本の動画であるが、スラ
イドとそれを解説する音声という構成で、5分から15分(ほとんど
が5～12分程度ですが，補足説明や授業内容の区切りなどの影響
で20分になる場合もあります)の長さになるように作成した。授業
の2～3週間前を目途に動画を作成し、講義を担当しているTAや
教員たちと事前に共有している。年初にまとめて動画を作成する
よりも、微調整しながらその都度作成していくほうがよいと感じて
いるそうだ。
　人間科学部には通信教育課程であるeスクールが設置されてい
るため、以前よりeラーニングを導入している実績があり、録画用の
スタジオも整っている。中村准教授が今回の講義ビデオを用意しよ
うと思った際、そのようなことを考慮して構えてしまう部分もあった
が、実際はスライドを簡単にキャプチャできるアプリ（Quick Time 
Player）の利用などにより、思っていたより負担がなく、スムーズに
作成できたという。動画ファイルを圧縮してアップロードするといっ
た手間を、eスクールのスタッフが担ってくれたことも負担軽減の一
因だったそうだ。
　講義ビデオは、内容のポイントとアプリケーションの使い方を、ス
ライドを用いて中村准教授が説明する音声で進行するスタイル。
授業だと指示棒で指すようなポイントとなる部分は、ハイライトで
色を変えることで対応した。動画の長さは1本5分～15分程度でま
とめている。「Course N@vi上でビデオを再生すると、長さが表示
されるのですが、あまりに長いと学生たちが見てくれないだろうと
思い、長さには気を配りました。ただ、データリテラシーⅡは2コマ続
きの授業なので、1回の授業のためのビデオを、原則15分で区切っ
て数本用意したりもしています」。
　動画撮影時には早口にならないようにと気をつけたが、ほかの教
員からのアドバイスとして、少々ゆっくりめだったかもしれない、と
の意見もあったそうだ。最初の頃は1本撮影するのに30～40分程
度かかることもあったが、慣れてきたので撮影にかかる時間は短縮
することができているという。最初から完璧なものを、と意気込むよ
りは、あとで編集をすることもできるので、リラックスして取り組む
ようにした。
　動画はCourse N@viで講義に先立って閲覧できるようにアッ
プロードし、学生たちは各自PCやスマホで事前に見て授業に臨む。

「最近は所沢駅からキャンパスへのバスの車中、スマホで講義動画
を見ている学生を目にする機会も増えました。スマホも、気軽に動
画を見られるツールとしてよいと思います。学生たちは、授業を数
回受けると『事前に動画を見てくると学習が進むな』と実感してくれ
ているようです」。
　動画の内容は授業でも再度解説はするが、その際、ただスライド
をなぞることは避け、応用を意識して、この内容はこういうことに役
立つ、という例を伝え、学生のモチベーションを高めるような工夫を
しているという。「授業の内容はデータ分析なので難しいことが多
いのですが、解説としては、学術的なことよりも、例えばお菓子の
パッケージに表示されているデータのような身近な例を挙げたり
すると、興味を引きやすいようです」。

ディスカッションのレポート、
フィードバックもCourse N@viを活用

　授業ではテーマを与えて4名程度の班でディスカッションを行い、
Course N@viを通じて提出させている。レポート類に関して、以前
は紙ベースで提出させていたのだが、数年前からCourse N@vi
の機能を活用するよう変更した。このことで教員側もコメントを返
しやすくなり、学生からも「一方通行ではなく、提出したものにコメン
トを返してもらえると、インタラクションがあって、学んでいると実感
できた」という肯定的なフィードバックがあった。もちろん、教員側も
紙での管理よりも格段に負担が軽減された点も評価できると感じ
ているそうだ。
　さらに、授業中のディスカッションも、終了後にレビュー提出を前
提としてディスカッションをするという共通認識が根付いたことが、
Course N@viを活用することで実感できた利点だという。「デー
タ分析という授業の性格上、報告するという目的に向かって議論し
あう、という姿勢になれたことが、導入したことで感じたメリットでし
た。レビューシートは、小レポートのような位置づけで成績にも反映
させています」。
　反転授業の導入前の悩みとして、どうしてもデータ分析の手順に
慣れている学生と慣れていない学生がいて、進度を揃えることが
できないという悩みがあった。講義内で一つ一つ手順を説明して

いると、理解が遅れている学生に合わせることになるし、進度を上
げると今度はついていけない学生が出てしまう。しかし、ビデオ動
画であれば、理解が遅い学生は事前に何度かビデオを再生して手
順を確認してくることもできるし、講義のあとで確認することも可
能なので、その点で非常に質の揃った授業になったと実感したそう
だ。担当教員によっては、進度の早い学生には応用問題として追加
の課題を出すなど、きめ細かい指導ができることも好評を得ている。
また、急な休講の場合などには、授業の代わりとして事前配信の動
画とは別に、講義の内容を収録した動画を配信する場合もある。

興味に従って
学びを深めるための一助に

　データ分析の授業としては、数理的に進めるパターンもあるし、
数理として理解することももちろん重要ではある。しかし、「データ
リテラシー」という授業に課せられたミッションは、「データを通じて
人間科学の研究を行える力を身につけるということ」であると、中
村准教授は考えている。
　以前から、実践的にデータを扱える人を育てたいという命題があ
り、それを打破したいという思いが人間科学部の教員たちの間に
はあった。反転授業を導入することによって、手順の説明時間が短
縮でき、進度が揃えられ、その結果、授業にディスカッションを多く
取り入れることができるようになったことで、より実践的な方向に
近づいているのではないかと中村准教授は言う。「学生には、さま
ざまな事象に興味を持ち、疑問に思ったことを、データを通じて明ら
かにできる力を身につけ、興味に従って学びを深めてほしいと思い
ます」。
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受け身ではなく、能動的、主体的な学びへの変換、すなわち「アクティブ・
ラーニング」は、グローバル化を目指す日本の教育にとっての重要なキー
ワードとなっている。大学の授業においていかにそれを実践するか。深澤
教授は、学生が個人のPCを持ち込んで利用する授業において、画面を共
有することでクラス全体の教育効果を上げている。

個人のPC画面を教場で共有し、
アクティブ・ラーニングを実践

クリックだけで、
学生のPC画面をスクリーンに表示

　今回のエントリー対象となった「ソフトウェア開発工学特論」は
基幹理工学研究科に設置されている科目で、ソフトウェア開発の
ための演習を行うため、学生は各自のPCを持ち込んで授業に参
加する。「大学院の授業なので、最終的にはある程度大きな問題に
取り組むのですが、授業ではそれを細かなステップに分けて演習
問題に取り組ませています」。その間、教員は学生の作業内容を見
て回り、答えがある程度出揃ったところで学生を指定し、自分の画
面をプロジェクタに映すように操作をしてもらう。それを見て互い
に意見を述べ合ったり、教員による解説を加えたりする。これを何
度か繰り返すことで、大きな問題の答えにたどり着くようにしてい
る。
　この流れを可能にしているのが、ワイヤレスコラボレーションハ
ブ「VIA Connect PRO」というシステムである。毎回授業開始と
共に学生たちはこのVIA Connect PROと接続されたLANに
WiFi経由でログインする。学生のPCにもあらかじめ専用ソフトを
インストールさせておくことで、ログイン後は学生の画面に操作パ
ネルが表示される。学生がこれを操作すれば教場のスクリーンに
その学生のPC画面が表示され、他の学生も見えるという仕組み
である。
　従来はこれと同じことをするためには、その度に学生に自分の
PCを持って教室の前に出て来てもらい、物理的にスクリーンと接
続するという手間が必要であった。「中には前に出てくることを嫌
がる学生もいますし、学生が移動したり接続したりという時間も無
駄でした。その点このVIA Connect PROを使えば、学生は自席
から動くことなくクリックひとつで瞬時に画面が切り替わるので、
大変効率的です。限られた時間内により多くの学生の画面を共有
できるようになりました」。
　他の学生の答えをたくさん見られれば学習効果が高まるだけで
なく、自分の画面が表示されるかもしれないと思うことで、より緊
張感を持って授業に臨んでいる様子が感じられるという。
　このシステムでは表示を4分割して4人のPC画面を一度に並
べて見せることもできるため、複数の学生の答えを比較しながら

解説することも可能となる。「『こことここは同じだけど、ここが違
うね』など、視覚的に情報が共有できるので、より分かりやすくなっ
ていると思います」。

授業中に必要な情報を
個別に送信できる

　さらに、VIA Connect PROにはファイル転送機能もある。教
員側PCにはログインしている学生のリストが表示されており、そ
こから相手を指定するだけでファイルを転送できるというもので
ある。「学生全員に一斉送信することもあれば、ちょっと遅れてい
るなという学生にだけこっそり解答例のファイルを送り、追いつけ
るようにフォローすることもあります」。以前はCourseN@vi経由
でファイルを送っていたが、あらかじめアップロードしておくと学
生が解答例を先に見てしまうという悩みがあった。「その点、これ
を使えば、授業中の任意のタイミングでサクっとファイルを送れる
ので、途中の答えをタイミングよく小出しにできるのがいいです
ね」。学生側からファイルを送ることもでき、それをみんなで共有
することもある。「そうやって、ステップごとに統一見解を出しなが
ら進めることで、授業のブレを少なくできるという効果がありま
す」。またCourseN@viにアップロードしたものは授業に出なくて
も入手できるが、授業時間内に配付するものは基本的に出席して
ないと受け取れないという制約にもなる。
　課題のやり方や座学の部分の資料等については、予習用として
あらかじめCourseN@viにアップロードしておき、授業開始時ま
でにダウンロードさせておく。授業開始後はVIA Connect PRO
用のLANに接続すると、大学のWiFiには接続できなくなるため、
そのPCからはCourseN@viも外部のインターネットもアクセス
できなくなるからである。授業中にインターネットを利用できなく
なることは、学生がPCを使って授業と関係ない私用への逸脱防
止という副次的な効果もあるという。「調べ物がしたいときはス
マートフォンも使っていいことにしていますし、授業中にPCからイ
ンターネットが使えないことによる不便はありません」。
　スマートフォンからはわせポチを使わせることもある。「選択肢
を選ぶだけの簡単な質問に使っています。答えの分布がすぐに出

てくるので、1という答えが多いけれど正解はこちらです、などと
いうことがビジュアルのインパクトをつけて伝えられるのがいい
ですね」。

通常教室でのアクティブラーニング実践に
おすすめしたい

　深澤教授がVIA Connect PROを購入したのは昨年のこと
だった。どんな機器を接続してどうシステムをつくるか試行錯誤し、
2017年度の秋学期から実用に供した。初めて導入してみて、想
定した以上の手応えを感じているという。「理屈だけではなく演習
で自分の手も動かしてもらいたい授業においては、自分のPCで
作業してもらうのが一番です。今まではこういう授業をしようと
思ったら、専用の設備のある教室を使う必要がありました。その点、
普通の教室で自分のPCを使ってこういう授業ができるのは画期
的だと思います。今後PCを使った授業はますます増えてくるで
しょうから、活用できる事例もたくさんあるのではないでしょうか」。
職場にPCやタブレット、スマートフォンなど各自のデバイスを持ち
込んで仕事を行う、いわゆるBYOD（Br ing  Your  Own 
Device）の動きは今後、広まっていくと思われるが、こうしたツー
ルの導入は多様な可能性を広げてくれそうである。
　次年度からは自身が担当する他の授業でも使ってみたいと考え
ている。「今は使っていませんがマルチメディア機能にも対応して
いるので、科目によっていろいろな利用法があると思います。機会
があれば学会などでも発表して、他のみなさんにも使ってもらえる
といいですね」。
　大学の授業も、学生と教員との間の情報のやりとりをもっと増
やしていくべきだというのが、深澤教授の考えである。「アクティ・
ラーニングをサポートするための道具として今すぐに使えるもの
という点で、1台15万円で使えるこのVIA Connect PROは、コ
ストパフォーマンスから考えてもベストな機器の一つといえると思
います」。
　ソフトウェア工学を専門としているだけあって、日頃からICT
ツールについては最新の情報をチェックしているが、今後使って
みたいのは、時系列に学生の作業内容をデータ化することだ。学

生がどんな手順でやっているのか、どこでつまずいて時間が掛
かっているのか。そういうことが分かれば、よりきめ細かな指導や
アドバイスができるはずだと考えている。「これはLearning 
Analyticsと呼ばれ、最近重要視され始めているアプローチです。
学生たちにとっても、将来企業でソフトウェア開発をどうするか？
というところにもつながってくると思うし、使い道はいろいろ広が
ると期待しています」。
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めざましいICTの進歩は、言葉や距離の壁、そしてさまざまなハンディ
キャップへの対応において大きな手助けとなる。最新の技術をいかに手
軽に取り入れて活動に活かしていくのか。本田教授の事例は、誰もが身
近にICTを使えるようになることで無限に可能性が広がることを示して
いる。

自分は不得意でも、
他の授業と連携してICTを
積極活用

講義の音声をリアルタイムで
翻訳しテキスト表示

　今回のエントリー対象となった2つの科目のうち「震災後を考え
る」は、2011年の東日本大震災の経験を踏まえて、現場で役立つ
防災の基礎知識と実践力を育むことを目指したオープン科目だ。
「大震災後に本学の先生方の論文をまとめたものを出版したので
すが、これをそのままで終わらせるのはもったいないということで、
教務部に掛け合って、各分野の先生方を集めたオムニバス授業を
設置しました」。
　参加する教員は、理工学部、法学、教育、人間科学、WAVOC（早
稲田大学 平山郁夫記念ボランティアセンター）など各分野から8名。
多忙な教員に参加してもらいやすくするために、それぞれ約30分
の講義動画を収録。初年度はそれを教場で試聴し、本田教授が
コーディネーターとなってディスカッションするという形で授業を
行った。
　ユニークなのはこの動画を再生するときに字幕が出るようにし
た点だ。「グローバルエデュケーションセンターの科目ということも
あり、当初はすべての講義を英語で話してもらう予定でした。ただ、
実際には日本人学生が7割だったこと、日本語で話したい先生もい
たので、日英どちらの言語でも理解できるように字幕を付けること
にしました」。
　字幕作成に使っているのは「UDトーク」というアプリだ。その場
で流れる音声を即時にテキスト化して表示するというもので、指定
した言語に翻訳して表示するということも可能だ。この授業は3号
館のCTLT教室でやっているので、スクリーンが2つ同時に使える
ことを利用し、片方には英語字幕、もう片方には日本語字幕を付け
ることで、どちらの言語で話している講義動画でも、学生は得意な
言語で理解できるようにした。「聴覚にハンディのある学生のため
のバリアフリーにもなります。授業でこういうものを使うことで、通
訳がいなくてもいろいろな言語の人と会話ができるということを知
り、ボランティアの現場での外国人との意思疎通に役立てて欲しい
ですね」。
　現場で有効なツールとしては、iPadのカメラを通して文字を翻
訳表示できる「Google翻訳」のリアルタイムカメラ翻訳機能も紹

介している。これを使えば、たとえば配付された書類を読めずに
困っている外国人を手助けするなどの活用法が考えられる。「せっ
かくこの授業を受けたのなら、実際にどこにでも行ってほしい。こう
いうツールを紹介することで、ボランティアに二の足を踏んでいる
人の背中を押してあげたいと思います」。

講義動画を事前に試聴し、
ディスカッションを深める

　この授業は2016年度から始まったが、初年度は担当教授に教
場で授業をしてもらったものを動画にして、授業後に復習で見てい
た。しかし、講義を聞いた後に行うディスカッションや体験の時間が
足りないし、復習の形だとそれを活かす場がないと感じたために、
次年度の2017年度には、これを事前の予習とさせることにした。
学生たちは事前に講義動画をCourse N@viから試聴し、さらに該
当する論文やアップロードされた資料を読み込んで授業に臨む。そ
の上で、教場ではそのテーマに関する模擬体験をしたり、ディス
カッションを行ったりするという流れだ。
　「講義の残り時間だけでは話し合うテーマも広がらないので、結
局は理解するだけで精一杯という感じでした。思い切って反転授
業にしてみたら、事前に十分理解してから臨むことで議論が深まる
など、学生の反応がまったく違ってきたんです。時間を十分に取れ
ば、こんなにみんな語りたいことがあるんだなと実感しました。授業
終了後も定期的に集まろうという声も出るほどの盛り上がりです」。
　終了後は、その日に学んだこと、自分が考えたこと、そしてそれを
今後どう活かしていきたいかを書かせて提出させている。「議論を
することに集中してたっぷり話してもらいたいので、内容の記録は
グループに一つディスカッションボードにキーワードでメモを書い
てもらい各自は写メでそれを記録します。キーワードにしているの
は、自分の考えを書くときにディスカッション内容を思い出しやす
いようにするためと、キーワードから自由に意見を展開できるよう
にするためです」。提出物はその場で書き上げて帰るように促し、
それをまとめて、その回の担当教員に届ける。質問があればそこに
書いておけば各教員から回答がもらえることになっている。
　なお、2年目も担当教員のうち4名は授業時間に教場に来てさら

にライブでも話をしてくれた。その場合もその模様を録画しておき、
授業後にCourse N@viに動画をアップロードしている。「自動録
画されたものをチェックして、著作権など問題がある場合は編集し
て1週間後ぐらいには公開できるようにしています」。動画の公開に
よって、ライブでは言語が聞き取れない箇所があった学生も、自宅
で何度も繰り返して試聴でき、分からないところを確認できるのも
メリットだ。

ICTを使って
オリジナル教材をつくらせる

　もうひとつのエントリー科目「脳科学を活かしたインクルーシブ
教育」は、文科省から委託された「発達障害のある児童生徒に関す
る教職員の専門性育成授業」の一貫として設置された8つの授業
のうちのひとつだ。この授業では、最新の脳科学知識を学んだ上で、
インタラクティブな授業を展開できるようなICT技術を体験し、アク
ティブラーニングのための教材を作成する。
　「多様な障害を持つ子供たちがみんなと同じ教室で学べるように
するには、黒板に書いたり、一方的に説明したりするだけではダメ
で、その子の状態に合ったさまざまなアクティブラーニングの手法
が必要です。この授業ではそれを実際に体験して、ICTを使って自
分で教材を作ってもらいます」。
　授業で作成した教材は、今回のプロジェクトを機に立ち上げられ
た「早稲田大学インクルーシブ教育学会」の学生部会のサイトに
アップロードする。「Course N@viに載せただけではこの授業を
履修している学生しか見えません。せっかくつくったものなので、ど
んどん積み上げていって、社会に出た卒業生たちにも現場で教材
として使ってもらいたいと考えています」。

ICTスキルは
他の授業で学んでもらう

　この授業で注目したいのは、ICTのどんな機能をどう使ってつく
るかという技術的な点に関しては、本田教授が直接教えるわけで
はないということだ。たとえば、ある学生は教育学部の三尾忠男、武

沢護両教授の「特別支援教育におけるIT実践演習」という授業を履
修し、そこで学んだ技術をオリジナル教材づくりに応用した。この
学生に話を聞くと、「この授業ではタブレットやスマートボードとい
う電子黒板などが用意されていて、自由に使える環境にあります。
他で学んできた知識を活かす場として有効活用できるのがうれし
い」という感想を聞かせてくれた。
　こうした授業連携が行われている背景には、オリエンテーション
の時点でこれらの関連授業についても並行して履修することを奨
励しているという事情がある。「私自身は技術系が苦手です。履修
できなくても聴講だけでもいいから勉強してきなさいと伝えていま
す。大学や学生の身近にあるものは全部使って、各自が学んできた
ことと、私の授業での脳の機能など理論的な知識とを結びつけて
もらいたいのです。技術や知識をどう現場に役立てるか、私自身は
そのつなぎ役みたいなものですね」。
　もっと高度なものをつくりたいという要望に応えて、次年度は初
歩のプログラミングを担当する教員にも協力してもらうことを検討
している。「学生が外に学びに行ってもいいし、外から招聘講師とし
て招くのもいいし、やり方はいろいろあると思います」。
　どちらの授業においても、ICTをツールとしてごく自然に、かつ積
極的に取り入れている本田教授だが、「自分自身はICTが苦手でも
大丈夫というお手本のようなもの」と笑う。「学生の方がよほど慣れ
ていますから、知識をちょっとつないであげれば、あとは自分たち
でどんどんやっていきます。そうやってみんなで学び合っていける
のがこの授業のおもしろいところかなと思っています」。
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学生にとって、スマートフォンはそれなしでの生活は考えられないほど身
近な存在だ。授業中での使用には賛否両論がある中で、間野教授はあえ
てスマホを使うことを前提とした授業を実施している。その決断がもたら
す効果とはどんなものだろうか。

あえてスマホを使わせ、
双方向性と参加意識を高める

「わせポチ」やネット検索で、
学生に参加意識を持たせる

　間野教授が担当している「スポーツ政策論」という授業では、学
生全員にスマートフォン、タブレット、PCのいずれかを持ち込むこと
を必須としている。たとえば、ある法律について説明をするときに
は各学生の端末からインターネットで検索させて条文を参照しても
らう。「以前はその部分を印刷して配ったりしていましたが、その場
で検索させれば、印刷する手間はなくなるし、ペーパーレスにもな
ります」。必要なら各自PDFでダウンロードしておくこともできるし、
検索の履歴は各自の端末に残るので、後から何度でも参照できる。
「紙で配ったものはどこかに置き忘れたりしてなくしてしまうかもし
れませんが、その心配もなくなるので、復習に使うときにも便利なは
ずです」。
　さらに、スマホから出題に答える「わせポチ」も導入している。そ
の日のテーマに合わせた設問を授業の冒頭で2，3問出題し、そこ
から話を広げていくという使い方だ。出題する問題は当日教場へ
向かう電車の中で、スマホから作成するという。「移動時間を使って
作業できるので負担にはなりません。その日のニュースに関連した
ホットな話題を盛り込めるのもいいですね」。
　選択肢から選ばせるもの以外に、学生に意見を求めて自由記述
で回答させるという使い方もしている。「学生が投稿する内容が5
秒ごとに更新されて画面に表示されていくので、この意見はおもし
ろいね、などと言いながら授業を進めます」。投稿の内容がすぐにス
クリーンに表示されてしまうと、不適切な発言があった場合のリス
クが懸念されるが、実際には非常識なことを書く学生はいないとい
う。わせポチへの回答は匿名としており、参加は自由。あくまでも学
生の参加を促し、関心を高めるためのツールという位置付けだ。
　わせポチを利用する前は、専用端末のクリッカーを使っていた。
「FDでカナダへ行った先生から大教室の授業にはすごく有効だと
聞いて使ってみました。授業の中での質問に挙手をさせて人数を
数えるということをしていたので、これは便利だと思ったのですが」。
実際に使ってみると、端末の配布や回収で手間も時間もかかるの
が難点だった。「それに比べるとわせポチは学生のスマホからさっ
と参加させることができるので、格段に手軽ですね。自由記述も使

えるし、学生たちもスマホの操作には慣れているので、文字打ちも
速くてスムーズに利用できています」。

授業のやり方を改善すれば、
学生の反応は良くなる

　授業中に自分のスマホを使わせることについて、昔は禁止して
いたこともあったという。「しかし、今は学生が当たり前に使ってい
るものなので、授業中は一切使うなというのも無理があります。そ
れならむしろどんどん使っていくべきだと思うようになりました」。実
際に積極的に使わせてみた結果、「自分のスマホを使えるのは気が
楽だ」と学生からも好評だった。知りたいことを検索して調べたり、
スマホを通して意見を述べたりするのは、学生にとっての日常行為
であり、それを公に認めることはある意味自然な流れといえるかも
しれない。
　スマホを容認すると学生が授業以外のことに使うのではないか。
そんな心配については「学生が寝たり内職をしたりする授業は、教
員の側の教えるスキルの問題」と考えている。「人を90分夢中にさ
せるのは大変なことですが、それをやるのが僕らの仕事だと思って
います」。
　2002年に民間のシンクタンクから早稲田に赴任した当初は、
90分間にスライドを50枚使うなど「企業のプレゼンみたいな授業」
をしていたと振り返る。「学生はどう見ても分かっていないようだし、
授業評価も低いという結果を受けて、ひとりよがりであったことを
反省しました」。翌年度からは思い切ってスライドは6枚に厳選し、
90分しっかり伝えることを意識するようにした。毎回コメントペー
パーを書かせ、その内容を次回の授業で紹介するなどていねいな
対応を心がけたところ、学生の反応が良くなったことを実感すると
同時に評価も上がった。「学生がつまらなそうにしているのを見ると
こちらも苦痛だし、徹夜してスライドを用意しても手応えがないの
では辛いです。しかし、こちらが改善すれば学生の反応も変わるの
だということを実感しました」。
　授業の進め方を変えた根底には、「～を理解させる」という授業
から「～できる能力を身に付けさせる」という意識の変化がある。
「この授業が終わったときには、日本のスポーツ推進計画の骨子を

立案できるような能力を身に付けてほしいと願っています」。

SNS利用の
危険性にも留意する

　授業の最後には課題を出し、それを翌日の23:59までに提出さ
せる。この授業では出席を取っていない代わりに、この課題の提出
が出席点としている。提出をCourse N@vi経由にすることで、自
動的に期限厳守となる。提出された課題はエクセルに落として次
回の授業でスクリーンに映して見せる。「特に興味深いものをハイ
ライトして紹介しています。褒める話なので、意図的に学生の名前
も公開するのがポイントです」。
　Course N@viはお知らせ機能なども使っているが、成績の管理
が行える点を最も高く評価している。「成績データはクラウドにある
ので、自分のPCで保管する必要がありません。データの管理に気
を遣わなくていいのでとても安心です」。
　ゼミでは学生とのコミュニケーションにLINEも利用している。ゼ
ミ長と直接連絡に使うほか、グループを作って質問を受け付けたり、
プレゼン担当学生の資料の共有化をしている。ただし、ゼミ長以外
の学生との個別連絡にはLINＥは使わないと決めている。学生から
は「LINEで直接つながりたい」という声もあるが、トラブル防止の
ため、特定の学生と個人的なやりとりをすることは避けている。
SNSの危険性という点では、特に部長をしている柔道部の学生に
は、軽はずみな投稿はしないように戒めている。「いつどこで足を
引っ張られるかわからないので、仲間内だからと気を抜かず、流出
するリスクを常に考えて発言するよう注意しています」。
　一方で、毎年ゼミではその代のメーリングリストをつくり、卒業後
もゼミとしてのつながりをつくることを意識している。350人を超え
るOBOGを含めて、全年代をつなぐための一斉ＭＬも作成している。
毎月1回なにかしらのイベントがあるほか、合宿にも多数のOBOG
が参加するという。「学生にとってゼミは一生の仲間ができる場で
あってほしいと思っているので、歴代のOBOGも含めて良いネット
ワークを作ってほしいですね」。
　将来的には、3DやVRなどの最新技術を組み込んだ授業のアイ
ディアを温めている。「スポーツは映像と親和性が高いので、いろ

いろ新しい試みができそうです。スポーツビジネスシミュレーション
ゲームを使わせてみるのもおもしろいと思います。インターンシッ
プでは失敗は許されないけれど、ゲームならいくらでも失敗体験が
積めますから」。
　個人的にもスマートウォッチを愛用するなどICTツールを積極的
に使っている間野教授。インターネット検索やわせポチ、LINEなど
を授業に使うことは、いたって普通のことだと捉えている。「今、第
四次産業革命といわれている時代に、学生が当たり前に使ってい
るものは、どんどん取り入れるべきです。こういうものを使うと学生
の目の輝きが違うし、参加意識が高まることは間違いないです」。
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間野 義之
スポーツ科学学術院 教授



山崎スコウ　竜二助教が担当する社会科学部の3つの科目は、いずれも
ソーシャルメディアと人との関わり方やメディアと社会のあり方について、
履修者同士や研究者との議論などを通して理解を深めていく科目だ。授
業のテーマであるメディアとICTツールは、非常に深い関係にあり、その
ためさまざまなICTツールを積極的に授業に取り入れている。

ロボットメディア論のためのICT/ECT活用：
授業内の国際会議や学外への作品公開を通じて
学生の問題意識を育む相互的・体験的・国際的な
学習環境の構築

クラスの規模や授業のスタイルに合わせて
ICTツールを積極的かつ効果的に導入

　山崎スコウ助教が2017年度から担当しているのは、「グローバルラーニング
（メディアと社会）」「ソーシャルメディア論1」「ソーシャルメディア論2」の3科目
だ。テーマにロボットやサイボーグと人間の関係を含み、次世代ソーシャルメディ
ア論としての特徴を持つ。「科目によってレベルの差があり、『グローバルラーニ
ング』は初級、『ソーシャルメディア論1』と『2』がそれぞれ中級、上級を想定して
います。ただし、『グローバルラーニング』は10～20人程度の少人数のゼミ形式
で、日本人学生が中心ですが海外で育った方や留学生も受講しています。授業
はその設定の通り、英語と日本語で行います。また、カリキュラムにはSkypeを
使った海外研究者との英語での議論なども盛り込んでいて、初級とは言っても
学部1年生にとってはそれなりに高いレベルのものになっていると思います」。
　一方、「ソーシャルメディア論」は「1」が100～150名、「2」が60～70名と人数
が多く、授業は講義形式だ。しかし、こちらも一方的な講義スタイルにはしていな
い。「ソーシャルメディアが授業のテーマであり、メディアやインターネット、ICT
ツールをどのように活用していくのかを知ることは、学生にとって大いに意味が
あります。そこで、Course N@viや『わせポチ』などのICTツールを使って、アク
ティブ・ラーニングを取り入れた授業を行っています」。
　もちろん、少人数の「グローバルラーニング」でも、映像資料やSkype、
Course N@viなどさまざまなICTツールを積極的に活用することで、学習効果
を最大限高めるように工夫しているという。

Course N@viのレビューを教室でフィードバック、
授業のインタラクティブ性を高める

　3つの科目で共通して活用しているのが、Course N@viのレビューシート機
能だ。授業の後で、学生から質問などのコメントが書き込まれた場合、必要に応じ
て山崎スコウ助教がそれに返信を付ける。ただし、Course N@viの中だけで終
わらせないことが重要だという。
　「次の授業でレビューの一部を抜粋して、スライドにまとめて口頭で回答しま
す。その上で、こういう意見がありましたが皆さんはどう考えますかと問いかけ
て、教室でCourse N@viのレビューやコメントを共有します。場合によっては、
そこからさらに質問が出たり、議論が起きたりすることもあり、授業のインタラク
ティブ性が高まるからです」。

　実は、春学期はCourse N@viのレビューには、Course N@viの中でコメント
を返すだけで終わっていたというが、前述のように授業で取り上げることで議論
がより広がると考え、秋学期からは授業でフィードバックする形に変えたそうだ。
「ただ、教室での意見が活発に出てくるのは、少人数の『グローバルラーニング』
の授業のほうが多いですね。大人数だと恥ずかしいのか、なかなか反応が返って
ことが多いと感じています」。
　なお、個人情報を保護するため、授業ではCourse N@viの画面そのものは共
有していない。山崎スコウ助教が授業で取り上げたほうがよいと思ったものを抜
粋して、改めてPowerPointのスライドにまとめ、それを紹介する形を取っている。
　また、ほぼ毎回、授業で事前に作成したソーシャルメディアに関連した映像資料
を提示することも3つの科目で共通した取り組みとなっている。「授業のテーマが
メディアですから、文字だけでなく視覚や聴覚など五感に訴えかける形を取りたい
と考えているためです。また映像があるとわかりやすく、議論もしやすくなります」。
　山崎スコウ助教が、特にロボットメディアとの関わりを研究していることもあっ
て、実体のあるメディアは実際に触れて使いながら考える機会も提供されている。
メディアと人間理解を深める研究へと誘いつつ、ロボットを使った実験風景を見
せたり、学会で発表するような映像を一部紹介したりすることもあるという。

Skypeを介して最先端の研究者と議論をする――。
「ゴールの明確化」でモチベーションがアップする

　3科目のうちゼミ形式の「グローバルラーニング」でのみ行われているICT
ツールを使った取り組みが、Skypeによる海外の第一線で活躍する研究者に対
してのプレゼンテーションとそれを受けての研究者との議論、そしてゼミ生全員
でのフラッシュモブ制作だという。「どちらも、学期の後半で行います。授業の一
つの『ゴール』ですね。学部1年生で英語でプレゼンや議論をするのは、かなり
ハードルが高いとは思いますが、ゴールを設定しておくことで、そこまで成長しよ
うというモチベーションになると考えています」。
　Skypeを使った議論は、山崎スコウ助教が一緒に研究をしていたフィンランド
やデンマークの研究者に協力を依頼している。Skypeを使うのは、映像を伴う遠
隔通信で最もシンプルで、かつ使いやすいからだという。フィンランド、デンマー
ク共に日本とは数時間の差があるが、そこは授業の時間をずらすことで対応し
ている。「画面の向こう側は研究者が一人で、こちら側は学生が複数いる状況で
すが、必ず一対一の時間を作って、学生たちにプレゼンと議論の場を提供してい
ます」。相互の交流が進めば、先方の学生や複数の研究者を含めた、授業内の国

際カンファレンスの形に近づけたいという。
　プレゼンや議論のテーマについては、「たとえば、トランプ大統領のツイッター
のコメントが政治にどう影響を与えているか、ロボットの権利を考える場合の倫
理的な課題は何かなど、メディアに関わるさまざまなことですね。中でも、ロボッ
トの権利や社会への進出は今まさに現実化しているので、世界の動向に目を向
けると同時に今こそ議論して欲しい課題だと考えています」。
　一方、フラッシュモブの制作は、日本の大学ではほとんど例がないと思われる
が、山崎スコウ助教がデンマークの大学に招かれて研究滞在していた時に、当
時の同僚がやっていてそれを参考にしたそうだ。
　「授業で学んだメディアについて、自分たちも発信する側になることで主体的
に学習を深めようという趣旨です。フラッシュモブを選んだのは、社会とのつな
がりを端的に見せやすい表現方法だと考えたためです。つまり、メディアを「上手
く」使うスキルアップと同時に、その人間の活動を社会の中で、見ず知らずの他
者も巻き込んで共に考えることが狙いです。具体的には、自分たちの考えやメッ
セージをフラッシュモブ形式で表現して、それをビデオで撮影し、一つの作品に
まとめる。最終的に、Youtubeなどにアップして世界に発信するまでの流れを通
して、メディアリテラシーやメディアの課題などを体験的に学んでほしいと考え
ています」。
　学生たちの反応はというと、最初は抵抗があった学生もいたそうだが、実際に
始めてみると楽しんで制作していたとのこと。「授業の一環ですが、フラッシュモ
ブの制作を通して友人と親しくなるといったプラス効果もあったようです」。

「わせポチ」を活用して、グループごとの
プレゼンテーションを相互評価する

　「グローバルラーニング」と「ソーシャルメディア論1、2」の3科目とも、授業の
中では必ずプレゼンテーションを行う機会を設けている。人数の多い「ソーシャ
ルメディア論」の場合は、4～5名程のグループに分けてグループで発表をさせ
ているという。
　「たとえば、『ソーシャルメディア論2』ではグループでのプレゼンテーションの
機会を2度設けていますが、2度目についてはグループ内で役割分担をしながら、
『Commons』を使って、グループ全員が出演するビデオを制作させています。プ
レゼンテーションを通してメディアリテラシーの向上やメディア活用のスキル
アップなどを図るのが目的ですが、ここでも一つの作品にまとめるという『ゴー
ル』があり、学習成果が可視化されることで、学生たちが取り組みやすくなると考

えています」。
　自分たちが問題意識を持って選んだテーマについて、教示に従って自ら学術
文献を検索して突き合わせて検討し、議論を深めて発表するだけでも意義があ
るが、その際にICTツールを活用して作品を作り、他の人にも見てもらうこともメ
ディアをテーマにした授業にとっては意義があるという。各グループが制作した
作品は、さまざまなコンテンツを登録できる学内のシステム「Contents 
Creation Studio」に保存している。
　また、グループでプレゼンテーションをした後には、Web版クリッカーである
「わせポチ」を使って、グループごとに相互評価をさせる点も特徴的だ。「5つの選
択肢から選ぶ設問を8つと、自由記述で評価します。選択式の設問は、たとえば
スライド資料はわかりやすかったか、問題設定は斬新だったか、独自の視点が
あったかなどを聞きます。自由記述については、批判だけではなく改善のための
提案も書くようにしてもらっています」。
　時間の有効活用を考えて、ビデオプレゼンテーションそのものは各自が家で
見て、「わせポチ」の答えも考えて、教室では「わせポチ」の選択肢を選び、自由記
述を行うだけにしている。ただし、教室内でもグループごとに全体で15分ほどあ
るプレゼンテーションを3分程度に要約したものを発表させる。「要約したプレゼ
ンテーションは、目の前に資金提供者や試験官がいると想定して、研究する価値
があると思わせるような発表をしてくださいとそのポイントを含めて指示してい
ます。教室での発表に関しては、その場で事前に決めておいたグループと質疑
応答を行い、その受け答えについても『わせポチ』で評価を行います。時間的な
制約から、授業後にアンケートとディスカッションで代用して相互評価を行うこと
もあります」。
　「わせポチ」を使う理由は、教員だけが一方的に評価するよりも履修者同士で
評価し合うことで相互性が生まれ、さらにその評価が「わせポチ」のグラフでリア
ルタイムに可視化されることで参加意識を高め、モチベーションにつながるため
だという。「特に、大人数のクラスでは『わせポチ』での評価は盛り上がります。ま
た、匿名性があるところでの自由記述を受けて、オンラインでの炎上といったメ
ディアの問題と結びつけて話ができるので、そういう内容に関わる意味でも『わ
せポチ』は授業に役立つ存在と言えます」。
　山崎スコウ竜二助教は、授業を通して学生に次のようになってもらいたいとい
う。「受け身や批判にとどまらずに、リスナーシップをもって授業後も『自ら学ぶ
力』を育めるようにするのが最重要と考えます」。学生の意欲を引き出し、相互に
触発して学生が自ら問題意識を深められるように促すため、ICTツールを活用し
た創意工夫が行われている。
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山崎スコウ　竜二
社会科学総合学術院 助教



WASEDA e-Teaching Award
過去の受賞者紹介

過去の受賞者の事例は以下のURLから確認できます。
https://www.waseda.jp/inst/ches/ctlt/faculty/awards/

　　　　第1回　2012年

太田 宏　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
　　　　　　高等学院 教諭
プログラミングの授業でe-Text環境を構築　習熟度の個人差に
対応し、学習の蓄積効果も

戸田 貴子　大学院日本語教育研究科 教授
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 

深澤 良彰　早稲田大学 理工学術院 教授
　　　　　　　早稲田大学 研究推進部科目運営スタッフ
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！

　　　　第2回　2013年

アルベリッツィ・ヴァレリオ・ルイジ
オープン教育センター 准教授
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
学習が可能に

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
目指す

大和田 和治　教育学部 非常勤講師
吉田 諭史　教育学部 助手
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
高める

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

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

折井 麻美子　教育・総合科学学術院 准教授
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

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BBSで反転授業、BBSを組み合わせることで「一回
転半」の効果、教場ではより深い学びが可能に

畠山 卓朗　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

　　　　第3回　2014年

砂岡 和子　政治経済学術院 教授
新設された3号館CTLT Classroomでスマホも活用LINEの利用
で学生のインタラクションも活発に

鈴木 利彦　商学学術院准 教授
LiveOnやCourseN@viの掲示板に加えてFacebookも活用す
ることで実りあるアクティブ・ラーニングを実践

橘 孝博　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
が向上した

中條 美和　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
性化

三尾 忠男　教育・総合科学学術院教授
2タイプのクリッカーの長所・短所を導入事例と学生の声から検証
より効果的な活用方法を提案する

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
　　　　　　　  グループ代表　日本語教育研究センター 准教授
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
クリッカーの導入で議論を活性化　理系の分野でも対話型授業が
可能に

　　　　第4回　2015年

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
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

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
促す

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
ンド授業を実現

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

毛利 貴美　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
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※所属・資格は受賞年度時点のもの

※第1回は大賞を設定していません

　　　　第5回　2016年

上野 達弘　法学学術院 教授
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

神尾 達之　教育・総合科学学術院 教授
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

栗崎 周平　政治経済学術院 准教授
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

佐々木 宏夫　商学学術院 教授
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

豊泉 洋　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　日本語教育研究センター 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


