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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活用教育における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。
また、今年度より新たに
『「学生授業アンケート」の活用』
を審査基準に追加し
ました。具体的には、エントリー頂いた科目の「学生授業アンケート」の設問項目
「総合的にみてこの授業は有意義であった」
を審査対象とし、
WASEDA e-Teaching Awardは新たなフェーズに移行しました。
本冊子は2018年度「第7回 WASEDA e-Teaching Award」
を受賞した12件（Good Practice賞含む）
の優れた教育事例を紹介したも
のです。今回は本学のICTサービスである
「わせポチ」
（ウェブクリッカー）
や「Course N@vi」、
「Contents Creation Studio」
を積極的に活

はじめに
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用した事例、
さらには学外の既存WEBサービスやLINEグループ機能を授業に活用した事例、エントリー者が主導して開発したWEB教材など
ICTツール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

大鹿 智基

大坪 康郎

商学学術院 教授

予習ビデオの工夫、高度授業TAの導入、Course N@vi
を使ったピアレビュー。効果を上げた3つの取り組みとは
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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。

理工学術院 講師

また、
「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

実験教育に反転授業を導入。理解度が深まり、
実験レポート成績でも高評価の学生が増加
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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。

川瀬 彩耶

木下 直子

理工学術院 講師

スマートフォンを使用したアクティブ・ラーニング
により、スピード感のある授業が可能に
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日本語教育研究センター 准教授

独自コンテンツや既存ソフトを駆使し、
履修後も持続可能な発音学習法を身につける

2019年4月

WASEDA e-Teaching Awardの概要
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目的
・ICTの中でも、特にLMS（Learning Management S ystem）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

鎮目 雅人

神長 伸幸

政治経済学術院 教授

わせポチからのコメント投稿で、
大教室での学生間インタラクションを活性化
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“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。

人間科学学術院 講師

「仮想コンテナ技術」によって、高度なデータ分析環境
を手軽に実現。限られた授業時間の有効活用が可能に

・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
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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。

杉本 清香

ドウ・シャオリン

人間科学学術院 講師

オンラインクイズ「Kahoot」で、
活気とモチベーションが向上
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エントリー期間

理工学術院 講師

ていねいな講義ノートを作成し、
Course N@viで配布する

2018年10月2日（火）～10月15日（月）
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審査
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

西多 昌規

山崎スコウ 竜二

スポーツ科学学術院 准教授

「心の病気」というセンシティブな授業内容を踏まえた上で、
「わせポチ」やCourse N@viのベストな活用法を検討
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上、決定する。

社会科学総合学術院 講師

アクティブ・ラーニングに加えてLearning by
Teachingを導入、学生の相互的活動を支援

②WASEDA e-Teaching Award審査：
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ウェブ申請内容および事例記事をもとに、第１～６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。

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

尹 智鉉

ローズ・ラルフ・レオン

日本語教育研究センター 准教授

Course N@viでフリー動画を共有。
反転授業でディベートを学ぶ
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下記①～④の基準を踏まえ、総合的に審査する。

理工学術院 准教授

英単語の語彙力テストを作るソフトウェアを開発。
教員の労力を軽減しつつ、学生に公平なテストを実施する

①学習効果の向上：
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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。

※所属・資格は2018年度時点のもの
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④「学生授業アンケート」の活用：
エントリー頂いた科目の「学生授業アンケート」の設問項目「総合的にみてこの授業は有意義であった」を対象とする。
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予習ビデオの工夫、高度授業TAの導入、
Course N@viを使ったピアレビュー。
効果を上げた3つの取り組みとは
担当する一部の科目で、予習ビデオによる「反転授業」を導入している大鹿
智基教授。
「管理会計論」では、ビデオを多くの学生に見てもらうために「視

上田巧（高度授業TA）

聴をすることでのインセンティブ」を設けたという。また、2018年度は高度
授業TAによる新たな工夫が授業にプラスされ、さらに教職協働研修からは
「Course N@viを利用したピアレビュー」というアイデアも生まれた。こ
れら3つの取り組みの詳細と背景、教育的な効果について話を聞いた。

予習ビデオを見ていれば答えられる
テストの実施で「視聴率」がアップ

教職協働研修チーム：
伊坂友宏（校友課）

大鹿 智基

中西あい（経営管理研究科）
濱田大輔（国際部国際課）

商学学術院 教授

具体的には、ビデオの最後に「あなたならこういうときにどん
な意思決定をしますか？」といった質問を投げかけて、それを授

森本

涼（キャンパス企画部企画・建設課）

だった。上田さんの工夫は、初回の確認テスト後に上田さんから

ので、手間はほとんどかかりません。また、レビューはレポートの

解答用紙を渡されて初めて気づいたそうだ。

コメント欄に書き込むので、自分のレポートにどんなレビューが

業でのディスカッションのテーマとした。併せて、予習ビデオの内

「テーマを提示する際には、当然こちらでもいくつかの解答を想

今回は、大鹿教授のほか、通常のTA（ティーチング・アシスタン

容を問う「確認テスト」も実施。予習ビデオは全部で12回分で、そ

定しています。ただ、学生は人数が多く、また知識がない分、意外

大鹿教授も、別の授業で実施したプレゼンテーションの相互

ト）以上に授業にコミットした役割が求められる高度授業TAの上

のうちの7回ほどで確認テストを行い、1回分で2点満点とした。

な答えを出してくることもあります。よい内容はもちろん、新しい

評価と比べて、格段に手間がかからないと話す。「たとえば4人

田巧さん、そして、早稲田大学職員による教職協働研修で授業に

毎回満点なら、14点分として成績に反映される。

考え方を紹介することは、他の学生の気づきにもなるので、これ

がプレゼンをする場合、それぞれの学生が1枚の紙に4名分の評

はいい方法だと思いました」。

価を書き、それをこちらで4つに切って発表者の学生に渡してい

関わった伊坂友宏さん、中西あいさん、濱田大輔さん、森本涼さ
んに話を聞いた。
大鹿教授は、以前担当していた「原価計算論」で10分程度の
予習ビデオを作成し、学生たちがそれを視聴して授業に臨むとい

「テストと言っても、ビデオを見てさえいれば必ず答えられる問

書き込まれているか、すぐに確認できます」。

題で、かつノートも持ち込み可です。テストの結果を見る限りで

見るべき解答を上田さんが事前にピックアップしているため、

ました。これだと1時間半はかかりますが、今回の方法では最初

は、ビデオを視聴し続けている学生は増えていると考えていま

解答の紹介をスムーズに行えることもメリットだ。
「それからは、

の指示と、レビューに対する採点くらいしか手間はかかっていま

す」。

改めてお願いしてこの取り組みを毎回続けています」。

せん」。

う「反転授業」を実施。
「ビデオの視聴回数が多い学生ほど成績

Course N@viを使ったレポートのピアレビューは、今回が初

教員の講義中に、高度授業TAが解答を確認。
「よい意見」を抽出して教員につなぐ

「Course N@viでピアレビューができる!?」
教職協働研修から生まれたアイデアとは

の試みだったが、レビューの質の向上とモチベーションアップの

「『管理会計論』は、経営者の立場から、会計情報の数字を使っ

確認テストのうちディスカッションのテーマとなる質問の答え

3つめの取り組みは、早稲田大学に入って比較的年次の浅い職

今後の課題としては、レビューの書き方や選定の理由などを事

た意思決定と業績評価の考え方を学ぶ科目です。重要なのは、ど

は、
「学生によって意見や判断が異なるので正解は特にありませ

員を対象にした「教職協働研修」から生まれた「Course N@vi

前に提示していくことを挙げる。また、学生によってレビュー数に

のように意思決定や業績評価をするかという部分ですが、根拠と

ん。似たような回答が多いですが、中には非常にいい回答もあり

を使ったピアレビュー」のアイデアだ。ピアレビュー（相互評価）

多少偏りがあったため、どのソート順を使用するかなど、ルール

なる数値を導出するための計算技術習得も必要です。ただ、授業

ます」。

とは、論文やレポートをお互いに読み合って評価することを指

の説明についてももう少し検討していくという。

がよい」というデータが得られるなど大きな成果を上げていた。
そこで、「管理会計論」でも同様の取り組みを行うことにしたと
いう。

いう。

中は計算よりも意思決定や業績評価をどう考えるべきなのかとい

ディスカッションに入る前には、大鹿教授が講義を行い、その

う思考の練習のほうに時間を割きたい。計算については予習ビデ

間に高度授業TAである上田さんが全員分の解答をチェックす

「お互いにレポートを読み合って、つけられたコメントを読むこ

していけたらと考えている。「Course N@viにピアレビューと

オである程度学んできてもらえると、授業ではディスカッション

る。ここに、今回紹介する2つめの取り組みがある。厳密には、IT

とで得られるものは多いのですが、人数が多いとなかなか難しい

いう機能はありませんが、レポート機能とコメント欄を活用すれ

などに時間を取ることができます」。

ツールを使った工夫ではないが、オンデマンドの予習ビデオに関

という問題がありました。しかし今回は、教職協働研修の中から

ばピアレビューは可能になる。こういう方法がありますよ、という

わる取り組みということで取り上げる。

いい方法が提案されました」と大鹿教授。

ことを広く伝えていくことには意味があると思います」
（大鹿教

予習ビデオの長さは、これまで同様10分程度を目安とした。そ

す。

ために、よいレビューをした5名を選んで授業中に表彰もしたと

の理由は、長すぎると学生になかなか見てもらえないためだ。ま

上田さんは、大鹿教授が講義をしている10～15分の間に、集

職員の中西さんが代表して説明する。「ピアレビューでは、教

た、ビデオに内容を盛り込み過ぎると、授業で話すこととダブっ

められた用紙に書かれたディスカッションのテーマに対する個々

員が『AさんがBさんのレポートを、BさんはCさんのレポートを

てしまうという。さらに、長いビデオを作成するのは教員にとって

の意見にすべて目を通す。そして、
「ここまでは考えてほしい一般

読んでください……』のようにアサインするのが一般的ですが、

も負担が大きい。
「10分程度なら、休み時間や通学途中の電車の

的な解答」には実線を、
「特徴的な解答」であれば波線を付ける

人数が多くなるほど『誰が誰のレポートを読む』と指定するのが

中で気軽に見られる長さで、ちょうどいいと考えています」。

という作業を行っている。「大鹿先生からは、当初そうした指示

大変です。そこで、Course N@viで提出されたレポートのソート

ただ、これまでの経験から回を追うごとに視聴する学生が減っ

があったわけではありません。ただ、高度授業TAとして何かしら

順を利用することで、先生が関わらなくても学生が誰のレポート

てしまうという問題もあった。
「最近は、スマートフォンが一般的

できないかと思い、内容によって線を引くことを考えつきました」

をレビューするべきかがわかるという仕組みを考えました」。

になってきて、視聴環境のハードルはかなり下がっています。せっ

と、上田さんはこの取り組みを始めたいきさつを振り返る。

授）。

レポートの並べ替えは、学籍番号順、提出日時順などいくつか

かくいい内容のビデオを作って、成績向上にも役立つとわかって

今年度から「高度授業TA」の制度が始まることを知り、公認会

できるが、今回はデフォルトの順番を採用。学生は、自分の学籍

いるのに見てもらえないのは残念です。そこで、
『視聴率』アップ

計士の資格を持ち、管理会計についても深く理解をしている上

番号の後に付いているチェックディジットの数字を見て、それが8

のために、今回はビデオを見たことが確認できる仕組みを取り入

田さんを高度授業TAに採用した大鹿教授だが、当初考えていた

であれば、8番目、18番目、28番目のレポートを読んでレビュー

れました」。

のは予習ビデオのコンテンツの相談、試験問題の作成・採点など

をしていく。
「これなら、こちらは最初の指示を与えるだけでよい
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中西さんたちは、今回の取り組みを何らかの方法で学内に発信
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実験教育に反転授業を導入。
理解度が深まり、実験レポート
成績でも高評価の学生が増加
早稲田大学理工学術院が教育の原点として重要視している「実験教育」。
創立当初から引き継がれているその理念を継承している科目の1つである
「機械科学・航空実験1」において、2018年度から講義ビデオによる反
転学習を導入し、成果を上げたのが大坪講師である。グループ学習という
独特な授業スタイルでの反転学習導入における工夫点などを聞いた。

グループ活動が主体の「実験教育」に
おけるe-Teachingの導入

大坪 康郎
理工学術院 講師

ておき、あらかじめ視聴することを義務付けた。2つめに、講義
ビデオを視聴したうえで当日、A42枚程度の事前レポートを提出
することを義務付けた。これにより、以前は講義時間内に行って

アクティブ・ラーニングについて
知見を得たことが契機

たちの反応や世の中の情勢などにスピーディに対応していく姿勢
を常に心がけている。2017年に着任して、この講義を担当して1
年目という早い時期に、学生たちの授業の理解度を考察した結

まずはこの講義に特有の形式を説明しておく必要があるだろ

いた実験に関する科学技術説明や試問などを省き、すぐに実験方

大坪講師は、2018年の春にFD(ファカルティ・ディベロップメ

果、反転授業を取り入れようと決断したことからもそのことが伺

う。基幹理工学部3年生の専門必修科目である「機械科学・航空

法の説明等に入れることになった。3つめに、実験とデータ解析

ント)研修のプログラムに参加し、米国ワシントン大学でアクティ

える。今後も、学生たちの反応を見ながら微調整を加えていく予

実験1」の授業では、約180名の学生を12班に分け、連続した2

だが、これは従来通り行い、早く終わったグループからグループ

ブ・ラーニングについての見識を深めたことも、有意義であった

定で、現在のところではあるが、反転授業用の講義ビデオについ

コマ（90分×2）の講義時間に、シラバスに基づいて、機械材料、

活動（議論して回答を作成）に入る。4つめに、両グループの活動

という。FDで学ぶことの基礎になっているものの一つに「BCD」

て現在5つにしている章を次年度は3つ程度にすることも検討中

機械力学、流体工学、熱工学、計測制御といった各テーマについ

と破面観察が終了した後、各回答のレビューと、考察の視点を与

（バックワードコースデザイン）という概念があり、学生の視点か

だ。また常に、研究内容による特有の事情として、より適した試験

ての実験教育を、それぞれ担当の教員がグループごとに行ってい

えるための実験補足データを示して、学生とのディスカッション

ら、学生がこの授業を受けることによってなにができるようにな

材料に変更する、関連するトピックスなども取り込むなども心掛

くという方式をとっている。各グループの人数は15名ほどで、グ

を行った。

るかをまず考えたうえで、授業の中身や評価の仕方などを検討し

けているので、そういったことにも都度いち早く対応していくつも

ていくというものだが、これが大坪講師には授業の構成を考える

りだという。

ループ単位で合計9つの実験教育を学期内に受講する。つまり、

講義ビデオを視聴して来なかった学生がいた場合は、基本的に

学生にとっては、所属したグループのスケジュールに基づいて、こ

当日の授業への参加は認められない。学期始めのガイダンス時

の日はこの実験、次の週はこの実験、という形で各カリキュラムを

に、授業前夜や直前の視聴は許容されない旨を伝えてあることも

「例えば、あちらでは学生の個人名を呼ぶことが多く、学生に

こなしていくスタイルの授業というわけだ。最終的な成績評価は

功を奏し、ビデオを視聴しなかったことにより欠席扱いになった

とっては、名前で呼ばれるのと『そこ、次』と指名されるのは確か

それぞれの担当教員がつけた評価を総合して決定される。

学生は数名に止まったそうだ。

に違うだろうなあ、と思いました。グループごとに毎回学生が変

際などに役立ったという。

今回エントリー対象となったのは、この科目の中の、大坪講師

ビデオ制作時に際してはContents Creation Studioを用い、

が担当している実験教育の1つ「材料の機械的性質Ⅰ」に対して

5つの章で構成し、ゆっくりとした話し方で、かつ、全体で30分程

行ったものである。反転授業を導入したことにより、タイムスケ

度に納まるように心がけた。また、ずっと話しているだけの画面だ

また、早稲田からワシントン大学に留学している学生の話を聞

ジュールが改善でき、グループ活動の時間が十分とれるように

と学生たちが飽きてしまうだろうという配慮から、途中で道具な

く機会があったことも大きな成果だったそうだ。「共通した意見

なったことや、学生たちのレポートにおける高評価を得ることが

どを取り出したりするなど、画面に動きを加えるといった工夫も

としては、ワシントン大の先生方の方が授業に情熱があるとのこ

できた人数の割合が増加したことなどから、学習効果の向上が読

取り入れた。

とでした。もちろん全体に当てはめるわけにはいきませんが、教

み取れる。

ビデオを利用しての反転学習を取り入れたことで、大坪講師が
非常に便利だと思ったのがCourse N@viの「参照履歴CSVダウ

反転学習を取り入れ、Course N@viの
機能で学生の視聴履歴を把握

えるときに情熱とまではいかなくても、気持ちが伝わる形で講義
をしたいな、と思いましたね」。

ンロード機能」だという。全学生の参照履歴をCSVでダウンロー

また、FDでは、グループディスカッションの仕方についても参

ドし、班別にソーティングすることにより、どの学生が、いつ、ど

考になる点を多く学ぶことができた。グループで一つのテーマに
ついて討論してまとめさせると、いわゆる「フリーライダー」
（討

前日や、場合によっては授業当日にもチェックした。この機能はビ

論に参加しないで結果が出るのを待っているような人）が出てし

着任して授業を行ってみたところ3点の課題点を感じたという。1

デオでの反転学習を取り入れるにあたって有効に活用できたもの

まうことが多い。そこで、最初はまず各自で課題シートに取り組ん

つめに、事前学習が不十分な学生がいること。２つめに、実験結

で、他の授業でも反転授業導入時の手法として、活用できるもの

でもらい、そのあとグループでの討議、結論付けという順序にす

果を正しく理解できていない学生がいること。3つめに、レポー

の1つであると言えるだろう。

る工夫を2018年度の講義からさっそく取り入れたそうだ。

レポートの評価基準を昨年度とあえて同一にして比較してみた

そこで、それまでのタイムスケジュールを見直し、反転授業を導

ところ、A判定（5段階の最上位）の学生が、昨年度の同講義の

入する新しいプログラムを検討し、2018年度の授業では以下の

18％から、29％へと大きく向上した。これは新制度を導入したこ

ように授業を行った。

とにより、学習効果が明瞭に表れたことを示している。

6

討していきたいと大坪講師は語っている。

私もなるべくそのようにしています」。

の章を何分視聴した、ということが簡単にチェックできる。授業

1つめに、講義ビデオを事前にCourse N@viにアップロードし

も授業内容の改善を図るとともに、国際プログラムへの対応も検

わるこの授業ではなかなか難しいのですが、それが刺激になり、

大坪講師がこの授業を担当したのは2017年度からであるが、

ト考察課題への回答内容が不十分である学生がいること。

ワシントン大学でのFD研修の内容も再度思い出しつつ、今後

学生たちの反応を見ながら、
新しい試みを取り入れていきたい
民間企業出身というバックグラウンドを持つ大坪講師は、学生
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スマートフォンを使用した
アクティブ・ラーニングにより、
スピード感のある授業が可能に
国際レベルの研究者・技術者を育成することを目標とし、英語での「意思
疎通能力」や英語で書かれた論文の読解といった「理解能力」、さらに英
語で論文を作成しプレゼンテーションを行う「発表能力」を高めることを
目指すこの科目では、スマートフォンを効果的に利用した取り組みを行っ
ている。2017年に着任した川瀬講師は、スピーディに授業や学生たちの
状況を把握し、この試みを導入し、成果を挙げている。

英語を学ぶのではなく
「英語で」学ぶ授業
基 幹理工学部設 置科目である「Concept Building and

川瀬 彩耶
理工学術院 講師

ベイ」という形でアンケートを取り、それをまとめて最後に英語

ツールやアプリに頼るのではなく、タスクによって選ぶ必要があ

一つだという。
「グループ替えの際のメンバーを決めるときに、ボ

でプレゼンテーションをする、という進め方になっている。今回

ると考えているという。例えば、大学3、4年生や大学院生向け

タンを押したらランダムにグループが決まるソフトウェアの機能を

スマートフォンを利用した実践例として注目したいのは、この「ト

の授業では、クラウドベースの「Slack」というコラボレーション

利用して、じゃあやってみましょう！とイベント感を出すと盛り上

ピック」決めの部分である。

ツールや、
「R studio」という統計解析・Data Visualization

がったりもしますね」。

Discussion 2」は2年生の必修科目であり、すべてが英語で行わ

川瀬講師は自身の学生時代の経験などからも、なにかを始める

ツールも積極的に利用している。それらのツールも熟知したうえ

日本人やアジア圏の学生は、シャイではあるけれども、見方を

れる。英語そのものを学ぶ従来の「語学」の授業ではなく、「意

ときに性急にトピックを決めてしまうのではなく、まずは思考を巡

で、学習者目線に立って使用デバイス等も考えつつ、取捨選択し

変えれば勤勉さなどの別のよい面があるわけで、グループ活動に

思疎通能力」や論文を読むための「理解能力」、英語で論文を書

らして話し合うというブレインストーミングを重要視している。し

ながら取り入れているのだそうだ。例えばこの授業の最後のプレ

慣れることで、よい面を研究者としての未来に生かすことができ

くためのリサーチ能力やプレゼンテーションのための「発表能

かし、2017年に着任して1年目の授業を担当しているときに感じ

ゼンテーションで相互評価をする際などには、評価用のアプリな

るような手助けをしたいと川瀬講師は語る。今後も臨機応変に、

力」を高めること、最終的には国際的な研究者になるための基

た課題として、理系学生に特有の現象なのか、答えが出ないもの

どの使用も十分考えられるのだが、英語でプレゼンしている学生

目の前の学生たちの反応を大切にし、ICTツールの効率的な利用

礎的な英語力を身につけてもらうための科目である。英語力の

に対して学習の価値が見出せない学生が多く、そのために集中力

の発表を聞いて、理解して、評価を記入して、模擬学会のように英

や時間配分といった細かい配慮もしながら、微調整を加えていき

レベル別にクラス分けがされており、レベル分けには現在のとこ

を欠いてしまうような場面もあるように感じたという。そこで、ブ

語で質問を書く、という作業をしながら学生にアプリを使わせる

たいという。

ろ、基幹理工学部の全学生に受けることが義務付けられている

レインストーミングを行うときに、まずは英語で話し合って「マイ

と、アプリにだけ目がいってしまい、プレゼンター（発表者）に目

TOEICのスコアが用いられている。川瀬講師が担当するこの科目

ンドマップ」
（主題を中心とし、細分化したトピックをつなげる方

が向かなくなってしまうことが多いのだそう。そのため、評価に

では、35～45名の、TOEICスコアで平均400点程度の生徒たち

法）を書いてみましょう、そして終わったらスマートフォンで写真

関してはあえて紙で提出させているという。出欠に関しても、川

が属している。

を撮ってCourse N@viにアップロードしましょう、という指示を

瀬講師はなるべく学生の顔を覚えたいとの思いから、あえてICT

したところ、分かりやすいゴールが設定されたことにより、集中

ツールなどは使っていないそうだ。

特徴的なのはスマートフォンの活用をしたことだ。2017年に着
任した川瀬講師は、基幹理工学部の学生たちを教えるにあたっ

力の向上が見られたという。

て、意外にも彼らが全員毎回PCを持参しているわけではないこ

具体的手順としては、あらかじめCourse N@viにフォルダを

とに気が付いたそうだ。
「この学部の2年生というと、朝9時から

作っておいて、書き終わったグループにその場でアップロードさせ

夜6時まで専門必修科目がびっしり、という日も少なくないよう

る。後日するようにさせると、逆に忘れてしまったりするので、そ

で、教科書を持ち歩くだけでも大変なようなんです。PCはもちろ

の場で作業を完結させるのが秘訣だそうだ。

ツールの導入や時間配分など、学生たちの
反応を見ながら考慮していきたい
川瀬講師は理系の学生たちの特徴としては、やはりシャイであ

ん使っていますが、どうしても必要なときしか学校には持ってこな

また、この作業の次の段階にも、次々にタスクがあり、このト

ることが特徴的だと感じており、学習効果が上がるのであれば、

いという学生も多いようです。その点、スマートフォンでしたらほ

ピック決めだけに時間をかけられるわけではないため、よい例を

細かい配慮もなるべくしていきたいと語る。川瀬講師自身が海外

ぼすべての学生が持っていて、写真を撮って共有するということ

いくつか授業内で他の学生と共有することが簡単にできること

の大学や大学院で文系理系の垣根を越えた場で学んできた経験

も難なくできるな、と思いました」。

も、インタラクティブ化や効率化につながっている。このマインド

から、アジア圏の理系学生たちの繊細さは身近に感じており、内

マップに関しては、優秀なグループの画像をいくつか「今回の優

向きの学生が多いことも理解していると語る。
「自分の経験もふ

秀作品」としてスライドで発表し、教員や学生間で共有している

まえて、学部生のときに『こういう授業があったらよかったな』と

そうだ。場合によっては授業の最初にアップロードされたものを

いうことも考えつつ構成しています。一番大切なのは、授業が心

授業の最後に見せることもできるため、非常にスピーディな授業

地よい空間であること。そうでないと学習にもよい効果が出ない

運営が可能なのだという。

と思っています」。

ICTは授業運営を円滑にし、
学習効果を上げる効果的なツール

らは、時間を区切られたり、目の前にゴールが見えたりしたとき

スマートフォンでインタラクティブ効果と
集中力を高める
授業の進め方としては、学期の前半でグループでのリサーチ
を行い、後半では個人でリサーチをするというのが大きな流れと
なっている。グループでのリサーチでは3～4名のメンバーが自由
にトピックを決め、そのあとにインターネットなどを使って論文や
参考文献を検索し、検索した結果を英語でまとめる「リサーチプ
ロポーザル」を書き、それを基にデータを取る。このときは「サー

8

時間の使い方も、1年目では反省点として挙げた部分である。彼

ICTツールを積極的に取り入れている川瀬講師だが、すべて

には集中力を発揮できる。そのため、例えばグループ活動のリー
ダーを決めるときに、
『じゃあ30秒で今日のリーダーを決めま
しょう！』などと短く時間を区切ることも、取り入れられる工夫の

9

独自コンテンツや既存ソフトを
駆使し、履修後も持続可能な
発音学習法を身につける
外国語学習において、発音の練習やその評価はネイティブ教員に依存す
る傾向にあるが、十分なフィードバックを行うには対応するマンパワーが
不足しがちだ。留学生を対象に日本語発音の授業を担当する木下准教授
は、各種のWeb教材を活用し、学生が自らの発音の問題点を見つけ、伝
わりやすくわかりやすい発音を自分で学べる仕組みを構築し、大きな学
習効果をあげている。

増加するニーズに応えるため、
自律学習支援用コンテンツを制作

木下 直子
日本語教育研究センター 准教授

自らの弱点を知り、
自分にあった学習法を見つけてもらう

しまうのも良くないので、自分ができるようになりたい発音を見
定めて、それに向かって何をどうすればいいのかを自己分析でき
るようになってほしいのです」。

独自コンテンツは
学外でも高い評価を獲得

2018 年度 現在、早 稲田の日本 語 教育研究センターでは約

この授業における教育理念は、授業を履修し終わった後も、自

発音のチェックにはpraatという音声分析ソフトを紹介してい

「つたえるはつおん」は、2014年度の研究プロジェクトとして

2500人程度の留学生が日本語を勉強している。その中でも発音

分で継続して発音を勉強できるようにすることにある。そのため

る。言語学の研究者向けにつくられたもので、誰でも無料で利用

開発をスタートし、2015年度から実際の授業に利用している。

の授業は非常に人気が高く、定員超過で抽選になることも少なく

にまず、日本語を使って何ができるようになりたいのかという自

できるようにWebで公開されている。モデルとなる音声や自分の

導入当初の2015年度春学期に、指導前、1週間後、学期末の3回

ないという。

分なりのゴールを設定し、そこに到達するにはどの程度の発音の

発音した音声を読む込むと、アクセントやイントネーションなど

で同レベルのテストを行ってみたところ、顕著な伸びが見られた

正確さが求められるのかを考えさせ、自ら学習プランを描くよう

が可視化され、客観的に比較分析することができる。耳で何回

という。学生からも「上達を実感できた」「ここで習った方法で、

に指導している。

聞いても違いがよく分からないという学生も、ビジュアルに分析

これからも勉強を続けていきたい」などとポジティブなコメント

すると分かりやすくなる。

が多数寄せられている。「学生たちはドラマの音声などをオウム

この授業は日本語の初級後半から中級の学習者を対象にした
もので、初歩的な語彙や文法などを習得した学生が、より伝わり
やすい発音を身につけることを目指している。
「ネイティブのよう

そもそも日本語教育研究センターでは、各授業に初級、中級、

に話せるようになりたいという学生は多いのですが、彼らの母国

上級というレベル設定はしているものの、どのレベルの授業を受

発音の練習用に用いるリソースは、自分が最近関心のあるも

返しにリピートして練習することはできても、発音のルールがわ

でも日本でも、発音に特化して勉強できる機会はほとんどない

けるかは各学生に委ねている。「読み書きは得意だが会話は苦

の、勉強しているものなどの中から探してきてもらうようにして

からないと他の場面では応用ができません。この授業を通して

のが現状です。早稲田には初級から上級までの発音クラスが揃っ

手、逆に会話はできるが漢字は書けないなど、そのスキルは多様

いる。「特に中級ともなると、少しは自分の意見も日本語で言え

ルールをしっかり学んだ上で、自分が話したい言葉の発音を調べ

ているので、ぜひその授業を受けたいという要望は多いようで

で一律には測れません。各自、オリエンテーションに参加して、自

るようになってくる頃なので、日本語の世界もいろいろ広がって

て勉強できるというのは大きいと思います」。

す」。

分の状況や目標に合わせて選んでもらっています」。

きています。そういう場で触れる関心のあるリソースを題材に練

「つたえるはつおん」の開発では、学生に手軽に利用してもらう

こうしたニーズは今後も増加することが予想される一方で、発

授業では、現在苦手な発音や練習したい発音はどんなものか

音を専門とする教員は限られており、十分対応できる人材を揃

を自覚させた上で、自分に最適な学習方法を見つけてもらう。
「た

自分で集めたリソースのお手本となる音声作成には、OJAD

けエッセンスを絞って提示するなど、スマホで快適に利用できる

えることはむずかしい。そこで、学生自身の自律学習支援用に開

とえば、同じリズムを学ぶにしてもいろいろなアプローチがあり

（Online Japanese Accent Dictionary）というサイトの

ようにも留意した。
「ひとつ説明しだすと長くなってしまいがちな

発されたのが、
「つたえるはつおん」というWeb教材だ（http://

ます。手を動かして学ぶと感覚がつかみやすい人、ビジュアル化

「韻律読み上げチュータ スズキクン」
（http://www.gavo.t.u-

ので、いかにシンプルに切り取るかは苦労しました」。

www.japanese-pronunciation.com/）。開発には木下准教

された説明を目で見るのが分かりやすい人、あるいはシャドーイ

tokyo.ac.jp/ojad/phrasing）を利用。PCの画面上で文章を

開発開始以来、随時改善を重ねてきた「つたえるはつおん」だ

授自身が代表となり、同センターでの教員経験者や、日本語教

ングなど耳だけで訓練するほうがいい人など、つかみやすい感覚

入力すると、合成音声を再生できるだけでなく、ピッチパターン

が、今後は初級者や上級者などターゲットを広げること、さらには

育の講師経験もあるWebデザイナーなど４人が共同で企画に携

や勉強しやすいものは人それぞれです。多くの選択肢を提供し、

やアクセントなどを表示してくれる。学生は、自分が話したい言

方言バージョンなども取り入れていきたいと考えている。一般に

わった。

各自の好みや得意不得意に応じて選んでもらうことで、15回の授

葉の正しい発音を、独力で調べて学ぶことができる。

も公開しており、「学び方を学べる」希少な教材として高い評価

柱となるコンテンツは、状況に適した音声を選択するクイズ
だ。4コマ漫画で状況を説明し、間違いやすい2種類の音声から

業を通して、自分にとって持続可能な学習方法を見つけてもらい
たいと考えています」。

選択すると、即座に正解が表示される。そこにはイントネーション
やアクセント、リズムなど5つの音声項目を扱う要素が埋め込ま
れており、学生はこのクイズに答えることで自分の苦手なものを
確認できるようになっている。項目ごとに練習問題があるだけで

話したい言葉のモデル音声作成や
発音の自己分析も可能に

習するのが効果的だからです」。

さらに、授業内では自分で録音した音声をファイルでCourse

を獲得し、国内外の多くの教育機関で広く利用されている。「海

N@viにアップロードさせている。公開レポートという形にする

外だけでなく日本国内でも、自分の発音に自信がないのでどう教

ことで、教員だけでなく留学生同士で評価し合うところがポイン

えていいかわからないという先生は多いようです。そうした状況

トだ。
「他の学生の発音を聞いて気づいたことを言語化するとい

でも、これを通してさまざまな学び方を紹介できたらいいなと思

うことは、自分にとっても非常に勉強になります」。

います」。

これらの経験から、発音の学習においてこうしたICTの学習

なく、自分で練習する方法を解説する動画も用意されている。
「こ

正しく発音できているかどうかの確認は、自己評価、他者評

ツールを導入することには、大きなメリットがあると実感してい

れは学習用の教材ではなく＜学び方を学ぶ＞ためのコンテンツで

価、学習ツールを用いた評価という3つの方法を導入している。

るという。「発音というのは目に見えないもので、一瞬で消えて

す。これを使って自分の目標を立て、どうやって勉強するかを学ぶ

「発音チェックはネイティブにやってもらうものと思いがちです

しまいますが、こうしたツールを使えばそれを記録することがで

のに役立ててもらいます」。

が、母国に帰れば日本人は身近にいないかもしれないし、日本人

きます。メタ的に捉えられるというのは非常に重要で、何度でも

であっても、アクセントを重視する人、イントネーションを気にす

繰り返して聞いたり、評価することもできるのは、とても効果的

る人など、人によって評価には揺れがあります。それに左右されて

です」。
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ことを考え、画面レイアウトなどを工夫するだけでなく、できるだ
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わせポチからのコメント投稿で、
大教室での学生間
インタラクションを活性化
学生のスマホやPCから回答させ、その結果を瞬時に開示できる「わせポ
チ」は、通常はクイズ形式で利用されることが多い。鎮目教授はこうした
使い方にとどまらず、コメントを投稿させることにも活用。授業への参加
意識や学習意欲を向上させるだけでなく、学生同士のコミュニケーション
活性化に成功し、大きな手応えを実感しているという。

学生発表へのコメントを全員に投稿させ、
フィードバックする
政治経済学部の英語学位プログラムとして設置されているこ

鎮目 雅人
政治経済学術院 教授

コメントかわからない形にして、発表したグループのメンバーに

という作業を通じて、その日学んだ内容について自分の頭で考え

た」。その結果、学籍番号順に並べ替えるなどの処理が楽になっ

フィードバックしている。
「よほど極端な意見は考えますが、今の

てほしいからです。質問があれば、それもわせポチから投稿しても

た上、紙で受け取るのでは手間がかかりすぎて不可能なフィード

ところみんなまじめに書いてくれているので、ほぼすべてをその

らいます」。その内容は授業終了後に確認し、理解が不足してい

バックも簡単にできるというメリットがあった。
「プレゼンを聞き

まま見せています」。

ると感じられる点について次回の授業の冒頭で補足したり、質問

ながらリアルタイムにコメントを書いてもらえるので、この方法は

に答えたりしている。

一度定着するととても便利です」。

の授業は、履修生の約8割が留学生で、すべての講義は英語で行

発表した学生はコメントを読むことで、自分たちの発表内容が

われる。日本の近現代における経済史を学ぶという内容で講義

どうだったか、何が良かったか、悪かったかという具体的な評価

2017年度は履修生は100名程度だったが、
「楽しかった」「役

一方で、日本語の授業でのみ使っている利用法もある。たとえ

を2回続けた後、3回目の授業では6人ずつのグループが発表する

を知ることができる。「だいたいは褒める内容が多いですが、た

に立った」という口コミ評判が伝わり、翌2018年度には150名

ば、講義の途中で「この状況であなたならどうするか？」と問いか

というサイクルで運営されている。授業1回につき6つのグループ

まに厳しいコメントを書く学生もいます。上級生になればゼミな

程度に増加した。
「初年度は3回講義で1回発表というサイクルで

けてわせポチから回答させ、回答結果と実際の歴史上の事実とを

が各8分間ずつの持ち時間で、講義で扱ったテーマについて調べ

どで発表する機会もありますから、1年生のうちに他人からクリ

したが、全員に1回ずつ発表させるために、2018年度は2回講義

比較して解説するというような使い方だ。「その場で聞いたこと

てきた内容を発表する。

ティカルなコメントをもらう経験も役に立つはずです」。

で1回発表というサイクルに変更しました」。

をすぐ集計して見せられるのはとても効果的です。ただ、このよう

グループワークは、この授業における重要なポイントとなって
いる。
「学んだことを自分の言葉でしゃべるという意味で、プレゼ
ンの体験自体にも意味があります。それ以上に、グループワーク
による共同作業で何かをつくるという経験はとても重要だと考

発表グループ内でも
相互評価に利用

えています」。履修生の多くは1年生で、この授業が秋学期に設定

発表するグループは全員が前に出て発表してもよいし、資料

されていることもあり、9月に入学したばかりという学生も多い。

の作成係と発表係など、担当を分けてもよい。発表の評価はメン

「ほぼ全員が初対面同士なので、単に授業を聞いているだけで

バー全員の一括となるが、活躍した学生とそうでない学生との不

は隣に座っただけの関係に終わってしまいます。せっかく多様な

公平を考慮するために、発表終了後に共同作業への貢献度を学

バックグラウンドの学生が集まっているのだから、グループワー

生たち自身に相互評価させている。

クを通して一種の異文化体験ができる機会を作りたいのです」。

これはメールを使って個別に集めるが、教員だけが見られるも

その結果講義に当てる時間が減ってしまう分を補足するため

な質問は日本史の基礎知識や各自の認識がある日本人学生相手

に、講義の授業開始前には毎回論文を1本読んでくることを課し

だから意味のあることなので、英語プログラムの授業では導入し

た。必ず読んでくるというモチベーションを持たせるために、授

ていません」。

業の冒頭で、その論文を読んでいれば答えられるような問題を、ラ

自分のやりたい授業のために便利なものがあるならおおいに

ンダムに指名して答えさせている。「答えられないとみんなの前

活用する。それが鎮目教授のスタンスだ。この英語プログラムの

で恥をかくので、みんなちゃんと読んでくるようになりました」。

授業においては、鎮目教授が理想とするグループワークを中心
にした授業に、わせポチを導入したことで、学生たちのモチベー

自分のやりたい授業を
実現するツールとしてICTを利用する

そのグループワークをより効果的に実践するために活用されて

のとして、自分を誰がどう評価したかは分からないようにしてい

鎮目教授はもともとICTが得意というわけではないが、
「便利

いるのが、わせポチだ。発表担当以外の聞いている学生は、その

る。
「グループ内だけの名簿をつくり、自分自身を含めたメンバー

なものはどんどん使えばいい」と捉えている。わせポチを知った

発表の仕方や内容などについて、自由なコメントをその場でわせ

を1~3の3段階で評価させます。1や3を付ける場合には、どのよ

ときも、その機能を見てみて自分にとって有益な活用法はどんな

ポチから投稿する。わせポチへのログインは学生の学籍番号と

うな理由でそのように評価するのか具体的なコメントも書いても

形がよいかを考えたという。
「私の場合は、100人規模の授業で

紐付いており、この投稿が出席点として成績に反映されるシステ

らっています」。これにより、リーダー的な役割をした、あるいは1

も学生と1対1のコミュニケーションができ、それをまとまった形

ムだ。

度も集まりに来なかったなどのプラスマイナスの要素が、成績に

で集計したり学生に還元したりするためのツールとして、大変役

反映される。

立っていると感じています。学生にしてみれば、自分の発表に対

出席点を獲得するには発表を真剣に聞いてコメントする必要が

は同じテーマについて3グループずつ行うのですが、グループに
よってアプローチやまとめ方も違います。グループ同士の対抗心

講義の回では
小テストとして利用

成果に結びついたと感じています」。

とも考えている。同じテーマの授業を日本人学生対象にも行って

わりにわせポチを使って小テストを行っており、これが参加点とな

紙に書かせて提出させているという。
「日本語なら紙に書いても

授業終了後にはそのコメントをダウンロードし、教員側で一度

る。「その日のポイントとなることについて140字以内で書かせ

らったほうが読みやすいからです。留学生の英語は直筆だと読み

目を通した上で、その日のうちかその週末ぐらいまでには、誰の

る問題を用意しています。選択式にしないのは、文字を入力する

づらいことも多いので、わせポチから投稿してもらうことにしまし
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ました。とりあえずやってみたこの方法は、私としては満足できる

同時に、他に便利なやり方があればICTにこだわることはない
いるが、そちらでは学生からの質問などのコミュニケーションは、

聞いていますね」。

起こし、インターラクティブな授業ができるという確信が得られ

は、そうそうないことでしょうから」。

また、学生の発表を行わない講義の授業の際には、授業の終

もあるようで、特に自分たちと同じテーマの発表はとても熱心に

授業でも、わせポチを使えば学生同士のインタラクションを巻き

して100人以上の学生から直接コメントをもらえる機会というの

あるため、授業の参加意識が高まる。その結果、履修生144名の
うち毎回120名程度は出席しているなど、出席率も高い。
「発表

ションは上がり、意欲的な発表につながっている。「人数の多い
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「仮想コンテナ技術」によって、
高度なデータ分析環境を手軽に実現。
限られた授業時間の有効活用が可能に
人間科学部の「調査データ分析法02」を担当する神長伸幸講師は、高度な
データ分析環境を学生に手軽に利用してほしいと、自身で用意した「分析環境」
を「仮想コンテナ技術」を使って丸ごと学生に配布している。また、Course
N@viの掲示板やオンデマンド動画などのサポート体制も整備。これによって、
学生は環境構築やソフトの使い方で躓くことなく、本来学ぶべきデータ解析の
方法や解析結果の解釈などに多くの時間を割くことができているという。

高度な分析環境を誰でも活用できるように
「仮想コンテナ技術」の導入を決意

神長 伸幸
人間科学学術院 講師

ゼロからインストールする必要がなく、すぐに本来の目的である

たので、これも『Docker』によるメリットの一つだと考えていま

られていると、目を背けにくくなる効果もありそうです。ただ、実

データ分析や統計学の知識習得に取り組むことができます」

す」。

際の教員だと若干威圧感があると思うので、どんなキャラクター
が親しみやすいのか、いろいろ試行錯誤中です」。

学生のデータ分析環境はなるべく高度に、
サポートの手間は最小限に。その両方が実現できた

「Course N@vi」の掲示板とオンデマンド動画で
「Docker」の導入をサポート

仮想コンテナとは、パソコン上に仮想環境を作成する技術の一

さて、すでに述べたとおり、仮想コンテナ技術を使って高度な

今後は、
「Docker」の導入にかかる手間や時間をさらに減ら

つで、すでにインストールされたツールや使いたいデータをまと

データ分析環境を実現するには、
「Docker」の導入方法や使用

して、本来の学びの時間をもっと増やしていきたいという神長講

「Excelでも簡単なデータ分析は可能ですが、
『R』はスクリプ

めて自分のパソコンに取り込むことができる。従来の仮想OSな

方法などを習得する必要がある。もちろん授業の中でも説明する

師。
「今の体制では簡単ではありませんが、現在のCourse N@

トベースで操作の記録が残るためミスをしたときには見つけやす

どに比べると、ハードディスクの占有領域が小さくて済むのが特

が、これについても本来の授業の目的ではないため、授業の時間

viの掲示板＋オンデマンド動画というサポート方法も、もう少し

いし、同じ分析作業が続くときは2回目以降のスピードが圧倒的

徴だ。

を過度に使うことは避けたい。神長講師は、Course N@viを活

工夫する余地があるのではないかと思っています。また、2018年

用したサポートを充実させて、自学自習を進められる体制を整え

度はプログラミングに詳しい高度授業TAでしたが、一般的なTA

ている。

でも対応できるような方法も考えていきたいですね」。

「調査データ分析法02」は、調査票を用いるような社会調査で
得られた量的データについて、分析方法の選択基準や分析結果
の解釈といった実践的な知識と理論を学ぶ科目だ。この科目に限
らず、早稲田大学人間科学部の統計教育では、統計分析向けのプ
ログラミング言語「R」を使用している。

に速い。また、
『R』はオープンソースのため世界中に数多くの開

神長講師は、担当2年目から仮想コンテナ「Docker」を使った

発者がいて、新たな機能もどんどん追加されています。結果的に

高度なデータ分析環境の配布をスタートさせた。「当時は、仮想

は『R』のほうがより実践的と言えます」と、神長講師は「R」を

コンテナ技術自体がまだ発展途上の段階で、導入するかどうか迷

使う理由を話す。なお、
「R」のアプリケーションは操作性が独特

いも若干ありましたが、結果的にはよかったと思っています」。

で、単体では使いにくい。そのため、
「R」を便利に使うことができ
る統合開発環境の「R Studio」も併せて使用するという。

細かい工夫が盛り込まれているが、動画の作成と編集に特別
凝ったツールなどは使っていないとのこと。撮影から編集までは、
1本につき1時間程度で完成させているそうだ。

具体的には、Course N@viに掲示板を用意して「Docker」

最後、仮想コンテナ技術は他の科目でも活用できるのではない

の操作などでわからないことは何でも書き込んでもらうようにし

かと神長講師は指摘する。
「たとえば、プログラミングを教えてい

「 D o c ke r」自 体 の 導 入や 使 用 法 の 習 得 は 必 要 だ が、「 R

た。また、高度授業TA（通常のティーチング・アシスタント以上に

て、その環境構築に難しさを感じている教員は少なくないと思い

Studio」による環境をゼロから作っていくことに比べると、かか

高度なスキルが求められるTA）を1名採用して、学生のサポートを

ます。しかし、拡張機能は使わずにベーシックな機能だけでなん

授業では、「R Studio」に実際のデータを取り込んでシミュ

る手間はかなり少なくて済む。
「『Docker』などの使用方法の習

担当させた。「高度授業TAには、事前に仮想コンテナ技術の研

とかしようとすると、レベル的に物足りないものになってしまい

レーションを行い、最適な分析方法などを学んでいくが、実は「R

得は、5～6回目の授業までにほとんど完了できたので、残り10

修も受けてもらい、どんな質問にも対応してもらえるようにしまし

ます。Dockerを使って、あらかじめ整えた環境を学生に提供で

Studio」の利用には課題もあった。それは、日本語環境で「R

回ほどの授業では本来学ぶべきデータ分析について、ディスカッ

た」。

きれば、その問題は解消可能です。私の経験が参考になれば幸い

Studio」の高度な機能を含めた解析環境をゼロからインストー

ションや実習を十分に行えるようになりました」。

また、Course N@viにはオンデマンドの動画も用意した。イン

ルするのが難しいという点だ。データ分析のための優れたツール

さらに、次のようなメリットも考えられるという。
「高度なデー

ストールや便利なコマンドなど、テーマごとに全部で4本の動画

があって、高度なデータ分析環境を提供できても、学生がインス

タ分析環境を身につけているという意識は、学生の学びへのモチ

を作成し、授業の3～6回目で1本ずつ配信。各10分程度と見や

トールで躓いてしまっては意味がない。

ベーションを高める効果もあるのではないでしょうか」。

すい長さにまとめた。
「連続性のある内容は、途中に理解できな

実際、4年前に神長講師が初めてこの科目を担当した際には、

また「Docker」では、インターネット経由で仮想環境を利用で

かったり飛ばしたりする箇所があると、その先をいくら学んでも

学生一人ひとりのパソコンに「R Studio」をインストールしたが、

きるホスティングサービスも用意している。神長講師はそこにも、

わからないままになってしまいます。オンデマンド動画なら、自分

使いこなせるようになるまでにはかなりの時間を要したそうだ。

自身が作成した高度なデータ環境を置いている。

のペースで理解ができるまで繰り返し見ることができます」。視

本来、高度なデータ解析環境を入手することは「目的」ではなく

「自分のMacを忘れて来た学生やMacが故障して一時的に使え

あくまで「手段」である。にもかかわらず、ツールのインストール

なくなった学生には、代替機を貸し出しています。その際、代替機

や使い方の説明、サポートで多くの授業時間を費やすのは望まし

にデータ解析環境をインストールするという方法もありますが、

ちなみに、動画については神長講師の独自の工夫も盛り込まれ

くないと神長講師は考えた。

より手軽なのはホスティングサービスにゲストとしてログインし

ている。それは、画面上の「講師役」をアニメーションのキャラク

て、Web経由でデータ解析環境を使用することです」。

ターにしていることだ。しかも、声は神長講師のもので、アニメの

「そこで、私のほうでインストールも拡張機能の追加もすべて

聴履歴からは、ほとんどの学生がこの動画を見ていることが確認
できるという。

完了している高度なデータ解析環境をあらかじめ準備。それを、

これによって、たとえ自分のMacが手元にない場合も、他の

口もとは音声に連動させている。
「自分の画像をキャプチャして、

オープンソースの仮想コンテナ技術『Docker』を利用して、学生

学生と同様に授業でしっかり学ぶことができるという。
「Macが

アニメと合成しています。説明画面だけでなく人の顔があるほう

に配布することにしました。この方法なら、学生は『R Studio』を

ないという理由で『置いてけぼり』になる学生を作りたくなかっ

が見てもらいやすいと思いますし、画面の向こう側からも見つめ

14

です」。
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オンラインクイズ「Kahoot」で、
活気とモチベーションが向上
100名を超える大人数授業において、学生との双方向コミュニケーショ
ンを実践するのはたやすくない。特に日本人学生を主な受講生とする授
業を英語で行う場合、英語力不足が理解度を妨げるため、学習意欲を
そいでしまいがちだ。この課題を克服するため、杉本講師はわせポチと
Kahootというオンラインツールを導入したところ、授業参加度と満足
度が大きく向上したという。

わせポチで知識レベルを把握し、
授業の目標を明示する
この「英語圏文化概論」という授業は、英語圏の文化を学ぶこ

杉本 清香
人間科学学術院 講師

PCやスマホから回答する。回答内容が瞬時にグラフ表示される

覚があった学生も、もっと上の学生がいるということに気づいた

わせポチもKahootも、スマホとPCどちらからでも参加でき

という点は、わせポチと同様だ。
「インターフェイスは英語のみで

り、逆に自信がなかった学生も意外にできていると感じたりする。

るが、どちらも持っていないという学生のことも考慮し、貸出用

すが、操作自体は簡単なのでわせポチを使えれば誰でも問題なく

「このツールで自分の立ち位置を相対化することができ、それが

のPCも検討していた。しかし、実際には不要だった。授業の最初

使えると思います」。

自分もがんばろうという意欲向上につながったようです」。

の頃はスマホから参加する学生が多かったが、次第にPCを持ち

とを目指すもので、複数の教員によるオムニバス形式となってい

わせポチとの大きな違いは、回答の制限時間を自由に設定した

Kahootへの参加は、学生が自分で決めたユーザーネームで登

込む学生が増えたという。その背景には、ワードでレクチャーノー

る。授業の少なくとも半分は英語で授業を行うという規定があ

り、クラスメートの回答状況を表示したりできることだ。回答ま

録させる。そのため、教場のスクリーンに表示される際には、学生

トを書く学生が増えたため、そのままPCから参加する方が便利

り、全15回のうち杉本講師が担当する7回は、すべて英語で行わ

での時間を記録し、早く回答したユーザーをリアルタイムにランキ

同士では個人を特定できない。しかし、出席票の裏に自分の用い

だったという事情がありそうだ。以前よりノートを取る学生が増

れている。しかし、100名前後の受講生のうち留学生は10%程度

ング表示したり、全問終了時に正答率の高いユーザー上位3名を

たユーザーネームを書かせることで、教員は保存したデータと突

えたというのは、まさしく授業の参加意欲が向上したあらわれと

で、ほとんどは日本人学生であることによる困難が生じていた。

表示したりすることもできる。
「特にランキング表示は学生たちが

き合わせて、どの学生がどのぐらい参加したか、あるいはどんな

いえるだろう。

ものすごくエキサイトし、モチベーションアップには大きな効果が

回答をしたかも把握できる。これは参加点として成績に加点する

授業中にスマホなどを使うデメリットについては、気にしてい

ありました」。

ほか、正答者の少ない問題に正答できた、あるいは全問が不正解

ないという。「ICTを使っていなくても、内職をする学生はする

だったなどの極端な結果は、プラスマイナスの評価として反映して

し、しない学生はしないものです。授業中はTAが見てくれていま

いる。

すが、今のところ特に問題はありません。スマホやPCも使い方に

杉本講師がこの授業を担当したのは2017年度からだが、前任
校でも英語だけによる授業を3年間経験していた。その頃から、
英語運用能力が不足していることが授業内容の理解やモチベー
ション維持を困難にするという問題意識を抱えていたという。

これら回答状況に関するデータはすべてダウンロードが可能。
「どの問題が学生にとってはむずかしかったか、どの学生がどの

この問題を解決するためのヒントとなったのは、オックスフォー

ぐらい回答できたか、どのぐらいの学生が授業内容を理解でき

初年度は授業の一番最後の時間帯に導入していたKahootを、

よっては授業にプラスになっています。例えば、授業中に知識や

ド大学やワシントン大学で受けた研修だった。そこで学んだの

たかなどを、数値ではっきりと知ることができます。それによっ

2年目からは授業の途中にも利用している。
「講義の内容がむず

英単語の検索にそれらを使うことは有効だと思うし、大いに活用

は、英語による授業のコツとして以下の4点が重要だということ

て、次回の授業の組み立て方も調整できるのは非常にいいです

かしいときには、半ばあたりで一度Kahootで一息入れるように

すればいいと考えています」。

だ。1.目標の明示、2.学生の知識や英語レベルの事前把握、3.ピ

ね」。

しました。なんとなくダレてしまっていた学生も『今からKahoot

今後の展開としては、Kahootの回答をグループ単位で競わせ

ア・ラーニングの活用、4.達成度の自覚。これを踏まえ、早稲田で

Kahootの導入は、授業態度の改善という効果もあった。「口

をやります』と言うと背筋がシャキっとなります」。また、初年度

ることも考えている。
「一度、グループワークの前にそのグループ

この授業を開始するにあたっては、ICTツールを導入することにし

頭で 質問するだけだと学 生はなかなか 答えてくれませんが、

は問題を出して答えてもらった後、授業をそのまま終了していた

単位で参加させたところ、ものすごく盛り上がり、その後のグルー

た。

Kahootを使ったクイズにはほぼ全員が参加してくれるなど、授

が、2年目からはその後5分か10分、問題の解説をする時間も設

プワークを円滑に進めるのに大いに役立ちました。今までは基本

まずは、当日の講義内容に関する質問を5、6問英語で用意し、

業参加度が大きく向上しました。クイズに参加するには授業を

けるようにして、授業のより良い理解へつなげるなど、その使い方

的に個人単位でしたが、それぞれのメリットを生かしていろいろ

授業の冒頭で学生にわせポチから回答させる。選択式の問題で

聞いている必要があるので、寝てしまう学生は減り、積極的に

も改善を加えている。

な使い方を組み合わせていきたいです」。

学生の知識レベルを把握することに加え、自由回答によって知識

ノートを取る学生も増えました」。学期末の学生アンケートでも、

だけでなく英語のレベルも把握することができる。その結果に応

「ゲーム感覚で楽しく学習できた」「自分がどの程度授業を理

じて授業での達成目標が調整可能になると同時に、学生たちに

解できているか確認できるのが良い」というようなポジティブな

も当日の目標を明示することもでき、上記1と2のポイントをクリ

フィードバックが得られた。

アできるというわけだ。

ランキング表示で、
学生の意欲が大幅アップ

学生間のレベル差が、
競争意識を刺激する

教育界も急速なグローバル化が進むなか、学部学科に関係な

英語で行う授業の
難問解決に一石を投じたい

語力が十分でない学生に対して英語で授業を行うむずかしさは、
教員の間でも大きな問題になっています。今回の試みとその成果

今回の試みを、日本人の学生に対して英語で授業を行うという

は、その課題の解決へ一石を投じるものだったと感じています。

困難さを乗り越えるために、必要に迫られた改善だったと振り返

成績向上との関係を検証するなどまだやるべきことはあります

る。「ユーモアを交えてフレキシブルに対応するなど日本語なら

が、今後もこの難問に対して石を投じ続けて行きたいと思いま

簡単なことが、英語ではむずかしい。そんな環境で学生の反応を

す」。

100名前後のクラスとなると学生間には英語力にも知識にも

良くするために、工夫せざるを得ない状況で取り入れたアイディ

さらに、授業中にはKahootというオンラインツールを利用し

レベル差があり、どこにフォーカスするのがよいのかという悩み

アです。学生はスマホやPCを触るのが好きですし、新しいものへ

ている。Kahootは一般に公開されている無料サービスで、選択

を抱えていたという。しかし、Kahootを使うことで、むしろレベ

の好奇心も強いので、関心をひきつけて授業を活性化するという

肢から回答を選ぶ問題をオンライン上で簡単に作成できるもの

ル差があることが学生にとっては良い刺激となるという発見も

意味では、日本語で行う授業でも同じような効果があるのではな

だ。教員が用意した問題をPCからスクリーンに投影し、学生は

あった。他の学生の回答が見えることで、自分は優秀だという自

いでしょうか」。
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く英語で行われる授業は今後もますます増えていくだろう。
「英
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ていねいな講義ノートを作成し、
Course N@viで配布する
理工学術院では、2010年度より英語による履修だけで学部課程の学位
を取得できる「国際コース」を導入している。このコースにおいて主に留
学生を対象にした英語で授業を担当しているシャオリン講師は、講義ノー
トの事前配布や学生とのコミュニケーションにCourse N@viを活用
し、授業が分かりやすいと好評だ。

例題と宿題入りの講義ノートを
事前アップロードで予習させる

ドウ・シャオリン
理工学術院 講師

学生個人への連絡メールと
一斉配信を適宜使い分ける

とだ。
「直接関係ないことでもなんでもいいので書いてねと伝え

という。
「ときどき私語を交わす学生はいますが、ノイズが気にな

ています。一種のコミュニケーションツールですね」。

ると私も集中できないし、他の学生にも迷惑なので、厳しく注意

質問は、Course N@viの私書箱を通じて投げかけてくる学生

するようにしています」。

早稲田大学で教鞭を取って6年目のシャオリン講師が力を入れ

宿題は数式などが主体となることもあり、紙に書いて提出さ

もいるという。「私はメールでやり取りしたほうが便利なので、

学生に頻繁に質問したり、黒板に書かせて答えさせたりするこ

ているのは、講義ノートの作成だ。毎回A4で4、5ページ程度の

せ、直接間違えたところに赤を入れて採点し、返却している。
「1

メールアドレスも公開しているのですが、メモし忘れるのか、なぜ

とは、学生の緊張感を保つと同時に、学生と教員との間の交流に

講義ノートを作成し、PDFでCourse N@viにアップロードし、

枚1枚採点するのは手間なのですが、最近はTAに手伝ってもらっ

か私書箱を使う学生が多いですね」。

もつながり、授業の活性化にもつながっている。

事前に読んでくるように指導している。「講義ノートは時間をか

ているので、だいぶ楽になりました」。よくできた解答はピック

質問は授業中にも奨励している。
「後から言うのではなく、その

このように講義ノートや宿題に手間をかけ、ていねいに対応す

けてていねいに作っています。初年度は１から作り上げたのでと

アップし、名前を隠した状態で切り貼りしてコピーしたものを他

場でなんでも聞いてほしい。授業が終わってからこういう風に説

る背景には、
「この学問を好きになってほしい、本当に分かるよう

ても大変でしたが、2年目以後は、加筆修正しながらブラッシュ

の学生たちにも見せている。「良い解答例として取り上げられる

明すれば良かったと後悔するのは嫌なので、ちょっとでも分から

になってほしい」という願いがある。
「教えたいことは本当にたく

アップして利用しています」。

ことは学生もうれしいようで、モチベーションアップにもつながっ

ないこと、疑問に思うことがあれば、私が話しているのを止めて

さんあるのですが、あまり詰め込みすぎても逆効果なので、ポイ

ています」。

でも聞いてほしいと伝えています」。

ントを絞るようにはしています。これらの授業は基礎的な学問で

授業ではこれを印刷したものを配布するので、ノート取りの時
間を少なくし、必要な情報をメモしたり、計算を説いたり考えた
りすることに集中できる。
この講義ノートには例題も多数入っており、これをよく読んで
授業を受けるだけで、他の参考書などは使わなくても授業内容

毎週必ず宿題を課すことによって、学生は実力を積み重ねられ

昨今はスマホやインターネットを授業に利用する事例も増えて

すが、これを理解することで、自分の好きな分野を見つけて、将来

ると共に、教員の側でもどのぐらいの学生が理解しているか、ど

いるが、シャオリン講師は反対派だ。「数学はとにかく自分の手

を見定めてほしいと思っています。私自身も今まで自分が好きな

こが間違いやすいのかなどの現状をきめ細かく把握することが

を動かして書かないとダメなのです。授業では分からないことが

ことをやってきたので、学生にも自分の好きなことを見つけてほ

可能となっている。

あったら、ネットやスマホで調べるのではなく、直接私に質問して

しいんです」。

が十分に理解できるように配慮されている。
「例題を多く取り上

宿題の提出が遅れた場合は1日ごとに点数が減点される仕組み

げてくれて、細かいステップで教えてくれるのが良かった」など、

を導入し、期限を守るように促している。それでも提出しない学

学生が恥ずかしがらずになんでも言えるように、学生の発言や

なり、オンライン授業の作成に携わる予定だ。
「学生との交流が

授業の分かりやすさは学生からも高く評価されている。「ある

生には、Course N@viを通じて直接メッセージを送り、早く提出

質問には意識して褒めるようにも努めている。「学生がうまく問

好きだったので、目の前に学生がいない状態で授業を行うのは

学生は、もともと優秀だったのだと思いますが、15回の授業のう

するように警告している。前述の授業にほとんど出ていなかった

題を解けたときは手を叩いて喜んだりもします。学生は私のこと

ちょっと不安です。でも、院生などにデータ解析のアドバイスをす

ち5回ぐらいしか出席しなかったのに、この講義ノートをダウン

学生は、試験の前になり宿題をまとめて提出してきたという。
「締

を怖い先生だとは思っていないようで、なんでも質問してくれま

る仕事もあるので、今までとは違う形ではありますが、学生と接す

ロードして独学で勉強しただけでも、テストでは高得点を取りま

め切りを過ぎているので点数にはなりませんが、試験前に宿題を

す」。

る機会はありそうです」。

した」。

解いたことで実力をつけるのには役立ったのでしょう」。

くださいと言っています」。

2019年度からは、データ科学総合研究教育センター勤務と

直接教員の研究室まで質問をしに来る学生も多い。「私はだ

いずれ教場で授業を持つ機会があれば、専門とする統計学の

「大 学 院 の 授 業 であ るA d v a n c e d P r o b a b i l i t y a n d

Course N@viのメッセージ機能は、学生からの個別の連絡や

いたい部屋にいるので、特にオフィスアワーを設けず、いつでも

もっといろいろな分野についても教えたいという夢がある。
「ま

Statisticsは、毎回出てこないと分からなくなるので出席も

質問にも利用されているほか、全員一斉配信も便利に使っている

来ていいことにしています。おかげで、いつも誰かが来てる感じ

た学生と楽しく交流しながら、一緒に学び、一緒に成長していき

点 数に入れていますが、人 数 が 8 名 程 度なので、顔を見 れば

という。「授業で言い忘れたことや伝えたいことなどを、思いつ

ですね」。そんな中で、ときには失恋の話まで聞くこともあるとい

たいと思います」。

わかります。学部生の授業はE xercise for Fundamental

いたときに全員に届けることができるのは便利ですね」。自身が

う。そんな関係を築いているのは「一人ひとりの学生を大事にした

Mathematicsが30名弱、Ordinary Differential Equations

インフルエンザで授業を休まざるを得なかったときも、一斉配信

い」との思いからだ。
「留学生は親が近くにいないので、ときには

(1)が54名と人数が多いので、いちいち名前を呼ぶ時間ももった

を使って休講を告知し、その日の分の講義ノートで自習しておくよ

大学の先生が親の代わりになる必要があると思います」。

いないと思って出席点はカウントしていません」。

うに伝えた。
「おかげで、次の回の冒頭に少し補足する程度で遅

その代わりとなるのが、講義中の質疑応答と宿題の提出だ。

れを挽回することができました」。

講義ノートの末尾には必ず宿題となる問題が入っており、これを
解いて次回の授業の冒頭で提出するように指示している。

紙媒体、Course N@viの私書箱、
対面のフル体制で質問を受け付ける
ユニークなのは、宿題を提出する際に、質問も書かせているこ

18

学生との交流が好き。
全学生が本当に分かるように教えたい
授業スタイルは、黒板に書きながら解説を行うというスタン
ダードな形式だが、適宜学生を指名して壇上で問題を説かせた
り、質問に答えさせたりするために、居眠りをする学生は皆無だ

19

「心の病気」というセンシティブな授業
内容を踏まえた上で、「わせポチ」や
Course N@viのベストな活用法を検討
スポーツ科学部の選択科目「スポーツ精神医学」では、スポーツに関わる
精神疾患など「心の問題」を多く扱う。西多昌規准教授は、スマートフォン
などのITツールに親和性の高い今の学生たちに向けて、
「わせポチ」をは
じめ授業内でも積極的にITツールを活用している。と同時に、授業内容
がセンシティブであることを意識して、設問やフィードバックを行う際に
は十分に心を配るようにしている。

徐々に下がる「わせポチ」の参加率、
学生メリットを強調することで改善
「スポーツ精神医学」は2017年度に開講した科目で、初年度
から西多准教授が担当している。受講人数は100名程度とかな

西多 昌規
スポーツ科学学術院 准教授

ることから、多くの学生が参加するようになりました」。

います。ワシントン大学のFD（ファカルティ・デベロップメント）

め切りは設けず、提出義務もありません。授業の評価として必須

仮にうつ病が授業のテーマであれば、
「①よく知っていて説明

研修に参加した際も、どの授業を見学しても資料は紙では配布せ

ではありませんが、テストやその他の評価がぎりぎりの場合は、

できる」「②ある程度は知っている」「③名前だけは知っている」

ず、学生はパソコンやタブレットなどで見ていました。それが主

レビューシートの提出も考慮すると学生たちには伝えています」

「④まったく知らない」というように4～5段階で答えさせて、答

流になっていくなら、その流れに合わせるのがよいのではないで

えに応じて実際に授業内容を調節した。

しょうか」。

レビューシートの利用は全体の1～2割というところだという。
多くの声を拾うなら、授業終了時にリアクションペーパーを配布

り多く、授業は基本的に講義スタイルで進めている。現状は、グ

「知識レベルの把握には、
『わせポチ』は非常に便利なツールで

学生の中には、ダウンロードした資料をプリントアウトせずにそ

して感想を書かせるという方法もあるが、西多准教授は、フィー

ループ討論などは取り入れていないが、その理由は「大人数」と

す。教員はどうしても『これくらいは知っているはず』と思いがち

のまま画面で見る者も少なくない。特に、スポーツ科学部生の場

ドバックのしやすさと「形式的ではない学生の声」を聞くには、

いうだけではなく、授業の内容がスポーツに関連した「心の病

ですが、実際にはそうではないことがほとんどです」。

合は、スマートフォンで見ている学生が多いため、資料を作成す

Course N@viのレビューシートのほうが適していると感じてい

る際には文字の大きさや構成要素を工夫しているという。

る。

気」― ―たとえばうつ病や摂食障害、ADHD（注意欠如・多動
症）などの発達障害を解説するものだからだ。

もう一つ、
「わせポチ」の役割として、授業の中盤で「活を入れ
る」効果も挙げられるという。
「動画を見せることなどにも同様の

「スマホの画面は小さいので、見やすさを優先して文字は大きめ

「レビューシートによい質問が来て、次の授業で紹介したいと思

西多准教授によると、この科目に受講する学生の中には、自分

効果がありますが、45～50分ほど経って少し中だるみになった

自身あるいは周囲の人が病気の当事者であるケースが少なくない

ときに、
『わせポチ』を挟むと学生がアクティブになって教室の空

一方、授業中にスクリーンに表示するものに関して、基本的な

という。
「授業内容自体に侵襲的な部分があり、たとえば学生の

気が変わります。もちろん、授業の後半で話す内容のレベル把握

内容は同じだが、イラストを使ったり動画を挟み込んだりして、見

体験など生の声を聞こうとするとプライバシーの侵害にもなりか

にも役立ちます」。

ていて飽きない工夫を施す。「事前配布と授業で使う資料に差

次年度以降に関しては、
「難しいですが、やはりSlackなど議論

があることは、授業に出席するインセンティブにもなると考えま

しやすいSNSを活用した学生同士のディスカッションなども検討

す」。

していきたいですね」と西多准教授。SNSを介することで、口下

ねません」。また、ある程度以上の基礎知識がなければ、グルー
プで討論しても有益な話し合いができないという問題もある。

ほかにも学生の意向を聞くときに使うなど「学生にメリットの
ある使い方」を明確にしたことで、2018年度はほとんどの回で、

に、イラストなどは排除して極力シンプルに作っています」。

うこともあります。ただ、たとえ匿名にしてもやはり内容的に紹介
することは難しいので、レビューシートは直接授業に活用するこ
とはしていませんし、今後もする予定はありません」。

とは言え、何らかのインタラクティブな取り組みはしていきた

「わせポチ」を活用できたと西多准教授は語る。今後は、
「わせポ

また、出席もQRコードとCourse N@viで管理している。具体

手の学生でも参加しやすくなるというメリットが期待できる。
「ま

い。そこで、西多准教授が初年度に導入したのが、Web版のク

チ」を出席管理に利用ことも検討しているという。
「『わせポチ』

的には一人ひとり異なるQRコードを記載したカードを渡して、そ

だ検討段階ですが、たとえば心の病気そのものではなく『障がい

リッカー「わせポチ」だった。試合などで移動する機会が多いス

の回答をもって出席とすれば参加率が上がることはわかっていま

れをスマホのカメラで読み込むとCourse N@viに登録される。

者スポーツは今後どうあるべきか』などをテーマに設定して、自分

ポーツ科学部の学生のスマートフォン保有率はほぼ100％で、導

すが、答えたらそこで集中力が切れてしまっては困ります。ただ、

「QRコードの有効期限は1限（9～10時半）の間だけです。一度、

たちで情報などを調べた上で議論するということなら、可能性は

入に際しては特に問題はなかったという。しかし、初年度は前半

試してみる価値はあると思うので、次年度は毎回ではなく、たま

QRコードの期限を一週間ほどに設定したところ、友人の分まで

あるのではないかと考えています」。

の5回ほどしか「わせポチ」を使用しなかったそうだ。最初は8割

に出席管理を絡めた形で『わせポチ』を使うことも考えたいです

持って行った学生がいたため、現在は授業時間中のみとして学生

程度の学生が回答したものの、だんだん参加率が落ちてしまった

ね」。

にはすぐに登録するように伝えています」。

スマホでも見やすい資料を作成して
Course N@vi上でのみ配布する

授業内では触れにくい個人的な内容は
「レビューシート」で伝えてもらう

ためだ。
「最終的には、回答者は授業の出席者の5割以下になりました。
もの珍しさから最初は参加しても、回を重ねると飽きてしまった
ようです」。どうすれば「わせポチ」への参加率を上げられるの
か。もちろん、プライバシーには十分に配慮した質問内容が求め

西多准教授は、Course N@viも積極的に活用している。早

さらに、Course N@viでは「レビューシート」の機能も活用し

られる。「学生の関心を引くために、興味本位の質問になるよう

稲田大学で教えることになってから、Course N@viを徹底的に

ている。前述のとおり、
「わせポチ」では匿名であったとしても立

なことは避けなければいけません」。考えた結果、西多准教授は

研究したそうだ。
「学生が予想以上にCourse N@viを使ってい

ち入ったことは聞きづらいし、もちろん授業中にプライバシーに

2年目となる2018年度は、
「答えることで学生にメリットがある

ることもわかったので、活用しないのはもったいないと考えまし

かかわるような質問をしたり話を聞いたりということもない。しか

かどうか」という観点を特に意識するようにした。

た」。まず、授業の資料は数日前にCourse N@viにアップする。

し、学生によっては、まさに授業で取り上げているような「心の病

紙の資料は一切配布しない。

気」に関わる質問などをしたいというニーズもある。

「具体的には、授業レベルの把握を『わせポチ』利用の主な目的
としました。
『質問の答えに応じて今日の講義のレベルを調節し

「学生に聞いたら、紙があれば便利だがなくても困らないという

「そうしたさまざまな質問や授業の感想などは、Course N@vi

ます』と説明すると、自分たちの意思決定が授業内容に反映され

ことでした。紙資源の節約の面からも、この方法でよいと考えて

のレビューシートに書いてもらっています。レビューシートには締
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アクティブ・ラーニングに加えて
Learning by Teachingを
導入、学生の相互的活動を支援
社会科学部でロボットやサイボーグと人間の関係なども含む次世代ソー
シャルメディア論をテーマに、教鞭を取る山﨑スコウ講師。2017年度に
は第6回WASEDA e-Teaching Awardを受賞するなど、ICTツール
を積極的に活用している。2018年度はさらに工夫を重ね、Learning
by Teachingの手法を導入。学生たちが自ら学習する姿勢を育む効果
が得られ、確かな手応えを感じている。

Learning by Teachingを取り入れ、
学生たちの理解を深めることに成功
今回受賞対象となったのは「ソーシャルメディア論1A」「ソー
シャルメディア論2A」。「1」は1年生以上対象で中級、学生数は

山﨑スコウ 竜二
社会科学総合学術院 講師

アップ用として保管、という形で利用している。

ビデオプレゼンテーションを
1回から2回に増やし改善の機会を与える

取ってもらい、後日代替としてCourse N@viのアンケート機能で

一方、課題としては、グループ内で脱落者が出たり、リーダー

評価させる。このような流れで各ツールを利用し、相互の学習を

だけがまとめる活動をすることになったりしてしまいがちである

深めている。

ため、そういったメンバーのモチベーションをどう高めていくか、
ということなどが挙げられる。例えば、完全に役割分担をしすぎ

学生へのアンケート結果でも
LT導入に好意的な反応が

100名程度で、メディア論や関連する意識論など幅広くさまざま

さらに「ソーシャルメディア論2A」では、ビデオプレゼンテー

な話題を取り扱う講義である。一方「2」は特定の話題を掘り下げ

ションを2回行うように工夫した。各グループで、事前に15～20

て多角的に論じるもので2年生以上対象の上級を想定しており、

分程度の研究プロポーザルを発表する内容をビデオにして、オン

「ソーシャルメディア論2A」に加え、同様の内容の他クラス

学生数30～50名程度となっている。
「2」の特徴としては、2年生

ラインでクラス全体に共有しておく。他のグループの学生には、

「ソーシャルメディア論2B」の授業アンケート結果でも、LTに対

とは限らず、3年、4年などの上級生が目立っているそうだ。

ていて、そのグループのメンバーが脱落して授業に来なくなってし
まって困った、という例もあったそうだ。前述の学生アンケートの
自由回答でも「学んだことの内容が高度で、かつ信頼できる資料
がまだ少なかったので『他人に教える』というところまでいけな
かったように感じる」という回答も見られた。

担当制で課題として事前に視聴しておいてもらう。授業内では発

する学生たちの感想が読める。講義で話を聴いて理解する従来

2017年度にもこれらの科目でICTツールを活用しており、一定

表しきれないので、各グループは対面用5分以内のダイジェスト

の学習スタイルが基準（条件1）とされる。そのうえで、
「課題を通

の成果を上げていたが、いくつかの反省点もあった。それらをふま

版スライドも作成しておき、授業内で発表する。授業の際には議

して自分で調べて学ぶ自習を加えることにより何割学習効果が

え、新しい試みを導入してみたのが2018年度の同科目だ。キー

論や質疑応答に時間をかけるという意味もありこの形を取ってい

増すと感じましたか？」という自習（条件2）に関する問いには、

ワードとなるのは「Learning by Teaching（LT：教えることに

る。昨年度もまとめとして最後に作成させていたが、一度だけだ

効果が増すと考える人の割合が多かったが、ボリュームゾーンは

より学ぶ）」。これにより相互的活動が可能になり、さらに深い学

と技術的なトラブルが多々起きてしまい、内容に集中できない。

50～60％程度であった。

びが可能になったという。

そのため、技術的な面に慣れ、内容についても成長できる機会

また、「学んだことを他人に教えること（LT）により何割学習

いる。
「LTの手法をロボットに適用するということなのですが、

アクティブ・ラーニングは大きく3段階に分けられるというのが

があるといいという学生からの意見があった。その反省点を踏ま

効果が増すと感じましたか」というLT（条件3）に関する設問に

例えば自分が学習したことを、人間ではなくロボットに教える。そ

山﨑スコウ先生の考えだ。１つめが、
「アクティブ・ラーニングで

え、今年度はシラバスに2回組み込むことにした。1回目のビデオ

は、7割増すと感じた人が60％（条件2では33.3％）、8割増す

うすると必ずしも相手が人間でなくても学習の促進に繋がってい

自主的な学習をする」。2つめが「相互に教え合う」。3つめが「相

プレゼンテーションで各自の反省点を挙げてもらい、2回目には

と感じた人が13.3％（条件2でも13.3％）で、多くの学生が学習

くのではないか。将来的にはそういう『聴き手ロボット』の開発も

互に学んだことをそれ以外の人に教える」。この3つめのステップ

それを改善しつつ中身の濃いものにしてもらうためだ。
「1回目に

効果が得られると考えていることがわかる。その理由に関しては

テーマになるかもしれません。私の研究の延長線上にある話なの

が特徴的であり、これまで意識していなかった部分なので、今年

は技術的な問題が起こりますが、それは織り込み済みで、慣れて

「自分の中で整理すること、論理的にわかりやすく説明すること

で、これから繋がっていくといいなと思っています。ロボットの知

度は重点的に取り入れた。この一環として、グループワークやペ

もらうためのもの。2回目で内容に集中してもらう。そして、1回目

が求められ、より学んだ内容を咀嚼できたから」などの回答が得

能を育てる教育は育てる側の人間の成長や成熟を促す助けとな

アワークを導入した。ペアワークの例としては、互いに資料を事

で出された反省点を2回目に活かしてもらう。PDCAサイクルのよ

られた。さらに、条件2に対してLTを加えることにより、学習効果

れるのか、こうした可能性について知能の種類や意味からあらた

前共有し、相手の資料を用いて他の受講者に教える手法などを導

うなものですね」。

についての評価の平均値が70％から80％へと1割増加する結果

めて考えています。ここでもテーマはやはり授業と同様に『メディ

も得られた。

アと人間の相互的な開発』です」。人間を相手にする場合でも、さ

LTの手法のロボットメディアへの
適用の可能性にも期待
山﨑スコウ先生の研究分野であるロボットメディアは、言葉の
壁を越え、今後LTにも取り入れられる余地があると先生は考えて

入した。具体的には、宿題でCourse N@viにアップロードされ

また、
「ソーシャルメディア論2」ではビデオプレゼンテーショ

た相手のビデオプレゼンテーションや資料を事前に見ておき質

ン後に相互評価を取り入れている。これも2017年度から取り入

以上のことから、LTを加えることにより、アクティブ・ラーニン

らに次のように先を見越してメディア技術の有効活用を考えてい

問を考えておく。一般的な方法では自分の作った課題を提出して

れている手法ではあるが、今回はさらに深掘りできるようにし

グを上回る効果が得られると、学生たちがLTの効果を好意的に

る。
「LTの手法は英語での授業でも取り入れているのですが、海

終了となるが、この授業では他の人の提出物を見る、という点が

た。利用している評価ツールは3種類あり、Web版クリッカー「わ

捉えていることがわかり、山﨑スコウ先生の意図した「教える者」

外の大学の授業と連携して遠隔通信で日常的に学生同士が互い

ポイントである。授業当日には相手のプレゼンを他のペアに説明

せポチ」、
「Course N@viのアンケート機能」「Course N@vi

「教えられる者」の立場を反転させることにより積極性を促す構

に学び、多言語で、他人に学習内容を教えられるように教育効果

する。理解が不十分だとお互いが困る。このようなペアワークは

のディスカッション機能」である。初回のプレゼンテーションの

図がプラスに働いていることが読み取れる。
「必ずしも全学生の

を高める工夫が進められたらとも思っています」。

授業内で適宜行っているが、受講生同士で交流を促せるというこ

際、例としてランダムに指名したグループの発表時、リアルタイム

モチベーションが初めから高いわけではなく、また発表の場で手

とと、グループと比較して、ペアだと人任せにできないという2つ

で評価を入力してもらう。この際はわせポチを使う。これでどのよ

を挙げて意見を言える人はそれほど多くないので、フィードバック

のメリットがあるそうだ。ツールについては、ビデオプレゼンテー

うに評価を行うかを学生に体験してもらうが、時間がかかるのが

を返せる場があるかどうか、というのは重要だと思います。何よ

ションはContents Creation Studioで作成し、後日、Course

難点で、すべてのグループをわせポチで評価することは時間の制

り、相手に物を言えるようにしてあげるコミュニケーションの場づ

N@vi内でURLを提出させて共有し、クラウド（Box）にバック

約上できない。そこで、他のグループの発表のときにはメモだけ

くりが授業、教育の基本にあります」。
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Course N@viで
フリー動画を共有。
反転授業でディベートを学ぶ
IT化、グローバル化が進む社会で生きていくには、コミュニケーション能
力、批判的思考能力、問題解決能力などの21世紀型スキルが必要とされ
る。留学生を対象にしたこの授業では、そのリテラシーを修得させるため
に日本語によるディベートを実践している。多様なバックグラウンドを持
つ学生ならではの学びの課題解決に、ICTの活用が大きな役割を果たし
ている。

多様な学生に対応するため、
各自で事前に動画を視聴させる

尹 智鉉
日本語教育研究センター 准教授

部分を授業時間内にみんなで視聴し、解説を行った。
「反転授業

Google ドキュメント、Google ハングアウトなどのICTツール

のような形を取ったことで、みんなが退屈することなく、効率的

が利用されている。
「共同作業の方法について私のほうから指示

Course N@viでは、教員とクラス全員、教員とグループのメン

に進められるようになりました」。

することはありません。学生たちが、それぞれ自分たちの都合と

バー、さらに教員と学生個人というように、目的に合わせてチャン

目的に合わせて、使いやすいと感じるものをうまく組み合わせて

ネルを作れることがメリットだと、尹准教授は感じている。
「私自

使っているようです」。

身は助手時代からCourse N@viに関わっていたので当たり前の

この授業の履修生は毎学期10～25名程度で、その中から5名
前後でグループを作り、15週の間に合計3回のディベートを実践
している。その狙いは、日本語表現を学ぶだけでなく、チームワー
クで準備をするというプロセスを通して21世紀型スキルを学ん

リサーチ作業には、
ネットの豊富なリソースを共有する

得るのかなと考えさせられました」。

たとえば、使う語句まで細かくこだわりたいためにGoogleド

ように思っていたら、非常勤で他大学の授業を持ったときにはこ

キュメントで原稿を共同編集するグループもいれば、Google ハ

れが利用できず、不便を感じました。今使っているのは、動画の配

でほしいという点にある。
「好奇心旺盛な学生たちのやる気を活

ディベートの論題が決まると、それにまつわるリサーチを学生

ングアウトを使って予行練習をするグループもいる。話し合いを

信、レポート提出とフィードバック、レビューシートと個別の連絡

かせる、学習者主体の場作りをしたいのです。卒業後、世界のい

が各自で行うが、経済問題など難易度が高いときには、教員から

するにも、時間を決めてSkypeを使うケース、LINEのグループ

ぐらいですが、それを学内の安心できるシステムの中で使い分け

ろいろな場面でリードしていく立場になるであろう学生たちに、

も参考となる材料を提供する。
「テーマは時事ネタも多いですし、

で各自が都合のいい時間に投稿し合うケースなどさまざまだ。

られるおかげで、私は非常に助かっています」。

せっかくこの早稲田という場所で集まったことを生かして、何か

基本的に学生たちが決めるので何が出てくるかわかりません。私

グループとしてのパフォーマンスを評価するために、どういう形

「目の前の学生の学びの質を少しでも良くしたい」と語る尹准

真剣に調べたり議論したりさせたいと考え、ディベートを取り上

の手元にある資料は限られているので、インターネットなどで入手

で共同作業を進めたのか、その記録も提出させている。
「Skype

教授は、今回の試みを、「教育現場で感じるちょっとした問題を

げました」。

できるフリーリソースはとても有用です」。

などなら、いつ、どのぐらいの時間やったのか。LINEなら一部を

改善するために、すでにあるものを工夫して組み合わせただけ」

スクリーンショットで提出してもらうなど、どんなツールを使って

と謙遜する一方で、
「特に高度な使い方ではないので、どの授業

どのぐらいやったかが分かるように報告させています」。

でも応用が効く」とも感じている。

しかし、実際に授業を始めてみると、さまざまな課題が浮かび

インターネット上には新鮮で豊富なリソースが出回っている現

上がってきた。集まってくる学生は文化的背景や年齢、国籍、所

状で、それらを利用しないのは、むしろ学生を隔離してしまうよう

属学部もバラバラ。日本語スキルや論理的思考能力、ディベート

なものとも感じている。
「今どきの学生は紙ベースでは退屈してし

経験の有無も一様ではない。そんなメンバーがグループワーク

まうという現状もあります。生教材を使わざるを得ないという状

の準備を行うのは、授業時間内だけでは限界があった。
「学生の

況において、Course N@viから手軽に共有できるのはとてもあ

意欲に個別に対応しながら、協働学習をスムーズに進めるために

りがたいことです」。

ICTの活用を考え、試行錯誤を重ねてきました」。

ネットで見つけた字幕付きニュース動画のURLをCourse N@vi

今後、「学習の個別化と持続可能性」は大きな課題になって

全員、個別、グループ単位で、コミュニケー
ションのチャンネルを使い分ける
ディベート終了後には、全体として感じたこと、自分個人として

たとえば、2014年度にこの授業が開講した当初は、ディベート

で配信することもあれば、新聞にルビを振って教室でみんなで読

考えたことをCourse N@viのレビューシートで提出させる。

の基本を学ぶために実際にディベートをしている映像のDVD教

むこともある。
「対面と非対面、アナログとデジタルのハイブリッ

あるとき、他人には言いづらい個人的事情からその論題について

材を授業時間内に視聴させていた。
「時間の制約もあり部分的に

ドで、適宜うまく組み合わせています」。

「賛成」の立場を取ることが非常に辛かったということを書いて

しか見せられませんが、本来はその間の流れを見てもらいたいの

各自で行うリサーチは必ずしも日本語資料である必要はない

きた学生がおり、じっくりと話を聞いたという。「この学生は、レ

です。また、母国でディベート経験があり映像を見なくても理解

が、出典を明記した上で日本語でまとめ、Course N@viからリ

ビューシートという、全員が提出する機会があったから書けたの

できる学生もいれば、何度も繰り返して見たい学生もいます。そ

サーチ課題として提出させる。「メール添付だと学生ごとに整理

だと思います。わざわざメールを書くのはハードルが高いし、まし

れを一律に扱うのには無理があると感じました」。

するのも大変なので、Course N@viが使えるのはとても効率的

てや直接に言いに来ることはないでしょうから」。

そこで、次年度からはこれを事前学習として各自で視聴させる

です」。

N@viを通じて共有している。
「自分が見たいところを何度でも繰
り返してゆっくり見てもいいし、見なくても分かるという学生は見
てこなくてもいい。ただし、その部分の解説は授業では扱わない
ので自己責任でということです」。
その上で、ライセンス問題のあるDVD映像は、ポイントとなる
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かで、最小最低限の負荷で教育の質を担保するためのソリュー
ションのひとつとして、ICTは大きな可能性を持っていると思いま
す」。

この体験を通じて、多様な学生の一人ひとりに寄り添うために
は、多様なコミュニケーション・チャンネルと機会を設けること

こととした。ただし、教材用DVDは著作権の問題もあるため、フ
リーで公開されているユーチューブなどの動画URLをCourse

いくと考えている。「マンパワーも教員の時間も限られているな

共同作業はLINE、Skypeなど
使いやすいものを自由に使う

は非常に有効であると実感したという。
「留学生の多様性につい
ては十分な配慮をしてきたつもりでしたが、学習障害なども含め
て、まだまだ教員が想像もしないことで苦しい思いをしたり、十分

その後、各グループに賛成、反対、ジャッジの役割を割り振り、

な学習が妨げられたりする学生がいるのかもしれません。そうい

それぞれが協力して準備作業に入る。授業時間内だけでは終わ

う意味では、学生個人と個別のチャンネルを設けることは、何か

らないため、それを補うために各グループ内でLINEやSkype、

あったときに学生が安心できるセーフネットのようなものにもなり
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英単語の語彙力テストを作るソフト
ウェアを開発。教員の労力を軽減しつ
つ、学生に公平なテストを実施する
理工学術院では、論文レベルの英語力を身につけるために2年生以上の全
員に「Academic Reading 1」の履修を義務付けている。担当教員の一
人であるローズ・ラルフ・レオン准教授は、授業内で行う語彙力テストの問
題を自動的に作成できるソフトウェアを開発。作成した問題は他の教員に
も配布している。このソフトによって、教員の労力を軽減できる一方、学生
にとっては偏りのない公平なテストを受けることが可能になったという。

48クラスで公平な単語テストを実施するために
6年前にオリジナルのソフトウェアを開発
「Academic Reading 1」は必修科目のため履修人数が多く、

ローズ・ラルフ・レオン
理工学術院 准教授

1つめは複数の単語から適切なものを選ぶマルチチョイスの穴埋

使えば、面倒なその部分を自動化できます」。

ないと、できる人もそうでない人も正解を選ぶことができません

め問題で、2つめは例文の単語と最も似た意味の単語をやはり複

その効果は、問題作成にかかる時間を見るとすぐにわかると

が、
『WQC』では、成績のよい人がきちんと答えられているので、

数から選択する問題、そして、3つめは自由記述式の穴埋め問題

いう。
「英語のWikipediaには普通のWikiとベーシックな単語の

『区別性』で見ても一定の水準はクリアできていると思っていま

だ。

みを用いるSimple English Wikipediaの2種類がありますが、

す」。

28人の教員で全48コマを担当している。授業の目標は、学術的

「まず、AWLの中から正解となる答えを選び、その単語が使われ

『WQC』ではその両方を使うことができます。必要時間は普通

ただ、まだまだ改善していきたいところもあるという。「たと

な論文の読解力を身につけることだ。そのため、授業では科学分

ている文章を米国のWikipediaからチョイスします。単に、その

のWikiでは1問につき1分少々、シンプル版なら30秒程度です。

えば、現在は3タイプの問題を作っていますが、もっと問題のタイ

野の多種多様な論文を読み、ディスカッションなどを行うが、読

単語が含まれているというだけでなく前後の言葉との組み合わ

手作業で問題を作る場合には、1問につき3分は必要ですから、

プは増やしたいと考えています。また、問題を作る際には、コー

解力の基礎となる「Academic Word List（以下、AWL）」の習

せで、使用頻度の高いパターンを探すようにプログラミングしてい

『WQC』で普通のWikiを使った場合と比べると3倍の時間がか

パス（文章を体系的に収集したデータベース）を参照して単語や

得も必須となる。

ます。その後、不正解の選択肢も用意します」。

かります。もし教員が20問作成するなら、少なくとも1時間はか

単語の組み合わせの頻度などを確認していますが、現在のコー

かってしまいます」。
「WQC」を使えば問題作成の時間を短縮で

パスは規模があまり大きくありません。よりよい問題作成のため

きるだけではなく、教員はその時間を別のことに充てられる。

に、Google booksをコーパスとして使用したいとも思っていま

「AWL」とは学術的な文章を理解するために必要な570単語

ちなみに、ローズ准教授はプログラミングのプロではない。
「昔

ファミリーのことで、習得ができているかどうか確認するために

からプログラミングは趣味として好きでしたが、本格的な開発は

授業では2～3週間に一度は単語テストも実施している。ちなみ

初めてでした。作成にあたっては、理工学術院の教授でソフト開

手作 業で問題を作成した場 合には起こり得る、教 員ごとの

すが、規模が大きいと問題作成に今以上の時間がかかることが

に、analyzeとanalysisのように同じ単語の変化形を1単語ファ

発にも詳しいアントニ・ローレンス教授にもアドバイスしていただ

テストの難易度などの差も発 生しない。逆に「 WQ C」なら、

難点です」。Google booksに対応させるには、プロのプログラ

ミリーと数えるため「570単語ファミリー」だが、変化形もすべて

きました」。

「automated readability index」という指標を用いて、問題の

マーにも関わってもらい、プログラムを見直していくことが必要だ

難しさをコントロールすることもできるという。

とローズ准教授。そのためには予算の確保が欠かせないと、現在

別の単語として数えると2700単語以上にもなる。
この単語テストを作成・実施する際に、以前は課題があったと
ローズ准教授は話す。
「48コマもあるので、全クラスで同じテスト
を行うことはできません。最初のほうにテストがあるクラスの学

手作業の3分の1の時間で自動的に問題を作成、
難易度を任意にコントロールすることも可能

では、履修者である学生にとってのメリットは何か。ローズ准教

は科研費の申請も進めている。

授は、学生にはソフトウェアを使って問題を作っていることは特

さらに、将来的には「WQC」を他学部や学外など、多くの人

には伝えていない。
「学生にとっては、ソフトを使って問題を作っ

に使ってもらいたいという目標もある。現在は、ローズ准教授だ

「WQC」では、マルチチョイス穴埋め問題を20問、似ている単

たかどうかはあまり関係がないからです。ただ、問題の偏りがな

けがソフトを使って問題を作り、それを各教員に配布するスタ

語を選ぶ問題を10問、自由記述の問題を10問の合計40問のクイ

いことや、先にテストを受けたクラスが不利になるということは

イルだが、多くの人に使ってもらうにはソフト自体の配布が必要

かと言って、クラスごとにすべて異なる単語テストを行うことも

ズを作成する。プログラムを実行すれば、いくつでもクイズは作

ないので、
『フェア』というメリットはあると思います」。

だ。「今はまだその段階ではありませんが、誰もがソフトを使え

よい方法とは言えなかった。
「テストは、すべて同じような難易度

成可能だ。完成したクイズは、Course N@viにアップして、英語

また、英語版のWikipediaには学術的な文章が多いため、単語

で行われる必要がありますが、それぞれの教員がバラバラに作成

教育センター用のワークグループを通じて各教員に配布される。

テストの勉強のためにWikipediaの文章に多く触れることは、ア

するとレベルを揃えるのが大変です。また、作成する人によって、

ただし、各教員は配布されたものをそのままテストに使用する

カデミックリーディングのスキルアップにも役立っているそうだ。

使用する単語に偏りが出てしまうこともあります」。もちろん、ク

わけではない。
「40問」という数は、問題の絞り込みや修正など

「Wikiは無料ですし、学生には普段からWikiをよく読むようにと

ラスごとに違うテストを作成する教員たちの労力は計り知れな

が行われることを見越した問題数だという。そこで、正解以外の

指導しています」。

い。

選択肢が不適切な場合にはそれを差し替えたり、それぞれの判

生が不利になってしまうからです」。どうしても学生間でテストの
情報が流れるので、公平とは言えなくなってしまうのだ。

この問題を解決するために、2013年にローズ准教授がプロ

断で問題に修正を加えたりと、教員ごとに多少アレンジして利用

グラミング言 語のJavaを使って自ら開発したソフトウェアが

している。
「私の場合は、40問の中から20問を選んで使っていま

「Word Quiz Constructor（以下、WQC）」だ。
「WQC」では、

す。また、たとえばある先生は、
『WQC』が提示した3つの選択

「AWL」にある単語を指定すると自動的に問題を作成できる。各

肢に、自分で2つ追加して選択肢を5つにして実際のテストを作成

教員がそれぞれテストの問題を作る手間を軽減できるだけでな

しています」。

く、人が作ることで起きてしまう問題の偏りなどをなくすことも
可能になったという。
具体的には、「WQC」では3パターンの問題を作成できる。
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るように今後もソフトの改良に取り組んでいきたいと考えていま
す」。

ソフトの改良に取り組んで、将来は
より多くの人に「WQC」を使ってほしい
「WQC」を最初に開発してから6年、ローズ准教授は少しずつ
ソフトの改良を重ねてきた。現状では、単語テストのクオリティ

「WQC」によって、教員が問題を作成するための労力は大幅に

は手作業で作った場合と遜色はないそうだ。
「研究のために実施

軽減されたとローズ准教授。
「先生方が自分で問題をゼロから作

した調査の結果では、
『正解率』は手作業のテストと『WQC』の

成する場合、最も大変なのは文章を考えることです。
『WQC』を

テストでは大きな違いはありませんでした。また、問題自体がよく
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