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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、

はじめに

WASEDA e-Teaching Awardは新たなフェーズに移行しました。
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本冊子は2019年度「第8回 WASEDA e-Teaching Award」
を受賞した7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、本学の基盤ICTツールである
「Course N@vi」
や「わせポチ」
を積極的に活用した事例、
さらには年間5,000人以上の履修者

長内 厚

に向けたオンデマンドコンテンツや授業を完全デジタル化した事例などの取り組みが集まりました。

商学学術院 教授

講義とディスカッションにオンラインからも
参加できるようにし、社会人学生の学びを支援

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
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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。
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
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。

川島 浩平

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

収録動画とわせポチを使い、
FDプログラムで学んだ教育手法を実現する

佐渡島 紗織 国際学術院 教授
太田 裕子 グローバルエデュケーションセンター 准教授

坂本 麻裕子
外村 江里奈

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。

スポーツ科学学術院 教授
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2020年4月

WASEDA e-Teaching Awardの概要
目的

グローバルエデュケーションセンター 准教授

・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

グローバルエデュケーションセンター 講師

工夫を盛り込んだ動画や独自の指導体制で実現した丁寧な個別指導で、質の高いフルオンデマンド授業を提供
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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。
・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。

篠原 靖明

・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、
商学学術院 講師

社会からの理解と評価を求めることに繋げる。

英会話構造をいつでも繰り返し学べるオンライン動画を
作成し、授業中のQRコード表示で学生にアクセスを促す

高橋 薫
人間科学学術院 准教授

力丸 佑紀 人間科学学術院 准教授
佐野 雅規 人間科学学術院 講師
牧野 遼作 人間科学学術院 講師

石川 奈保子 人間科学学術院 講師
木下 衆 人間科学学術院 講師
近藤 嘉高 人間科学学術院 講師

布山 美慕
蓜島 旭
宗政 由桐
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エントリー期間
2019年10月1日（火）〜10月14日（月）

審査
人間科学学術院 講師

①Good Practice賞審査：

人間科学学術院 講師
人間科学学術院 講師

複数教員が「ONE TEAM」で基礎教育を担当。Course N@viを活用しアクティブラーニングを実現

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
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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１〜7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

田中 一成

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。
理工学術院 次席研究員（研究院講師）

ICTツールを駆使し、
授業を完全デジタル化。
学生と教員の双方がメリットを実感できる環境を実現

審査基準 （Good Practice賞・WASEDA e-Teaching Award共通）
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下記①〜④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

新美 貴英

工夫がされていること。

社会科学総合学術院 講師

Course N@viの機能を効果的に活用し、
学生相互の意見交換を促進。建設的な議論が可能に

②教場授業における課題の改善：
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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：

WASEDA e-Teaching Award
過去の受賞者紹介
2

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。
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※所属・資格は2019年度時点のもの

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。

3

講義とディスカッションにオンラ
インからも参加できるようにし、
社会人学生の学びを支援
大学院経営管理研究科（Waseda Business School：WBS) の夜間プ
ログラムは、実務経験 3 年以上という条件もあり、基本的に社会人学生が
対象となっている。仕事と学業の両立という、多くの学生が抱える課題を解
決するため、既存のインフラを使いちょっとしたアイデアで、オンデマンド
での授業も視聴、ディスカッション参加ができるようにし、仕事の都合で授
業に出席できない学生にも学習機会を等しく提供するシステムを構築した。

自動収録システムで、教員の負担なしに
オンデマンド授業がつくれる
今回対象となった「技術と戦略」という科目は夏クォーターに
設定されており、毎週木曜に 2 コマずつ、8 週間実施される。
受講者は 20 代後半から 40 代以上までさまざまだが、中心層

長内 厚
商学学術院 教授

の URL を記載する。
「動画は Course N@vi から見てもらうの

るケースもありました」
。

ICT に強くなくても誰でも負担なく使える
手法を目指した

が基本ですが、学生の中には昼間会社の PC からでは Course

ディスカッションの質自体を比べると、オンラインの方が勝っ

N@vi にアクセスしにくいケースもあります。Course N@vi は

ている点もあるという。
「文字での投稿は自分の考えを推敲しな

スマホからは利用しにくい面もあったため、スマホでも見やすい

がら書くことができます。対面で話せばその場の雰囲気で分かっ

長内教授が 2011 年度に着任した頃、最初に使った Course

ようにこの視聴方法も用意しました」。

てもらえるニュアンスも、文章ではきちんと書かないと伝わりま

N@vi の機能はレポート提出だった。
「成績評価の基準となる資

せん。オンラインで追加の質問をしてくる人は、授業中は分かっ

料は一定期間保存する必要がありますが、これを紙で保存する

は 30 代で特に仕事の忙しい年代だ。
「仕事を持っている学生に

学生の顔は映らない。
「学生には収録して公開する旨の了承をとっ

たような気になっていたけれど、より正確に理解したくなったと

のはかさばるしリスクもあります。授業の性格上、各学生のビジ

はいつ急な用事が入るか分かりません。この授業は 1 日に 2 コ

ていますが、顔が出ない分プライバシーの問題が出にくいのは安

いうことかもしれません」
。授業中のディスカッションは終了時

ネスに関わる話なども含まれるので、これを安全確実に保存して

マなので、たとえば 1 週間程度の出張でも曜日の関係によっては

心です」
。学生の発言など音声がきちんと拾えるかという不安は、

間で切り上げざるを得ないが、オンラインなら時間の制約を気に

おくためには Course N@vi が一番だと考えました」
。確実にす

計 4 回出られないこともありえます。そんな理由から途中で受講

教員はピンマイクをつけ、学生には必ずハンドマイクを持って話

せず続けられる点も良いと感じている。

べてのレポートを一括保存するため、締め切りに遅れた学生がい

を断念する学生をなくしたいと考えました」。社会人院生の特徴

させるよう徹底したことで、問題なく録音された。

として、受講開始後に業務多忙で受講を途中で断念する学生と、

自動収録の動画は教室の後方から定点カメラで撮影するため、

動画の視聴履歴を見ると、半分ぐらいの学生が 2 回から 4 回

また、潜在的に「この時期は業務が忙しそうなので受講できなそ

視聴していた。
「欠席した分を見る以外にも、遅刻してきたとき

うだ」として履修登録そのものを諦める学生という、事前事後

に聞き逃した分を視聴する、あるいは出席したけれども復習用に

の２種類の受講を放棄する学生が少なからずいる点が挙げられ

見返すという使い方もあったようで、想定以上の効果がありまし

る。この取組みは、こうした受講したくでもできない学生の授業

た」。

参加を容易にする仕組みを作りたいというところから始まった。
そこで、欠席しても講義が見られるように、当日の授業を録画
してオンデマンドで公開している。
「3 号館に自動収録システムが
できたのは知っていましたが、私たちは 11 号館なので利用でき

ディスカッションは、教場も Course N@vi
も同等に評価する

た場合には、期限を設定し直してでも Course N@vi に提出さ

対面での学びとオンライン参加との
相乗効果
こうした ICT を使った手法が社会人の学習支援に役立っている

せている。
その後、休講時の補足に講義資料を配信したり、オンライン
ディスカッションを導入するなど、だんだんと Course N@vi へ
の依存度が高くなったという。

と満足する一方で、
フェイス toフェイスも重要だと考えている。
「特

かつて自分自身も企業に属しながら修士を取得した経験を持

にビジネスの話となると、学生それぞれの体験に基づく暗黙知が

ち、社会人の学びの困難さを実感したという長内教授。
「仕事が

あります。それを共有するには、文字だけの交流ではなく、その

忙しいことを理由に諦めなくてすむように」という思いで取り組

場で顔を見て話しているというのはとても大きいのです」。

んだ今回の試みは、
「地味なところが特徴」なのだと強調する。

基本的には集まる場所があり、そのサポートとしてオンライン

「学内にある標準のリソースを使って、ICT リテラシーが高くな

がある。そんな、いわばハイブリッドな環境を用意することで、

い人にもできるものを目指しました。教員に追加の手間がかかる

ないと諦めていました。ところが、WBS の授業を 3 号館で行う

この授業では毎回ディスカッションも行っており、活発な発言

ように設定すれば自動収録システムを利用できると知り、2018

を促すため発言回数を平常点としてカウントしている。単純な質

顔を合わせることの良さと、教場に来なくても授業に参加できる

手法は広がらないし、継続もむずかしい。学生にとって利益が増

年度の授業で一度テスト運用し、2019 年度の授業からは全面

問などを除き、1 回発言するたびに TA が出席カードを 1 枚ずつ

という安心感の両方を提供できたことになる。
「顔を突き合わせ

すことを、ちょっとした工夫で無理なく実現するということに挑

的に導入しました」
。

配り、授業終了後に自分の学籍番号と名前を書いて提出させて

るからこそ共有できる感覚的なものに加えて、そこを理詰めで考

戦したかったのです」。

集計するという方法だ。一方、欠席した学生には後から Course

えて文字に落とし込むことで、学びに深みが出るという教育効果

この事例を見聞きし、自動収録システムを採用し始めた教員も

稲田大学の IT 資源を活用して誰でも実施できる汎用的な仕組み

N@vi の＜ディスカッション＞機能を使って参加できるようにし、

があるのだと思います。これを完全にオンデマンドだけにしてし

いるという。
「このシステムはまさにビジネススクール向きなので、

をつくろうとしたところだ。

その発言回数も教場での発言と同等に平常点に加算している。

まったら、違うものになっていたのではないでしょうか」
。

ぜひ 11 号館の設備も整えてほしいですね。そのためにも、この

この取組みのポイントは、ちょっとしたアイデアで、既存の早

自動収録システムを使うと、あらかじめ MyWaseda から予約

Course N@vi のディスカッションでは新規の投稿があると全

この授業に参加している学生は所属も業界もさまざまだ。違う

をしておくだけで、翌日には録画したビデオが Course N@vi に

員にメールでお知らせが来るので、そのタイミングで内容をチェッ

環境の学生との交流は大きな学びとなるだけでなく、ビジネス上

今後は学生の声も聞いてよりブラッシュアップを重ねたいと考

アップロードされる。
「我々教員は何もしなくてよいのでまったく

クできる。

の有益なネットワークとなる。
「Facebook の非公開グループは

えている。
「今は独立したものとなっている教場のディスカッショ

事例をもっと教員間でシェアしていきたいと思っています」。

Course N@vi のディスカッションは毎回の授業ごとに設けて

Course N@vi より気軽に書けるようで、直接授業に関係ない

ンとオンラインのディスカッションを、何かしらつなぐ仕掛けが

ビデオは Course N@vi で公開されるほか、動画ファイルとし

いるが、いずれも学期が終わるまでいつでも投稿できるようにし

雑談も交わされて和やかな雰囲気です」
。授業期間の終了後はア

できると、より効果が期待できるのではないかと期待していま

て教員のところにも Box 経由で送られてくる。これを TA に依頼

てある。
「欠席したときの分をオンラインから参加するだけでな

クセスできなくなる Course N@vi と違って、Facebook など

す」
。

し You Tube の非公開動画としてアップロードしてもらう。さら

く、授業では手を挙げられなかったとか、1 日経ってから湧いて

汎用サービスは卒業後もそのまま利用できるため、卒業後も交

に受講生用につくった Facebook の非公開グループにその動画

きた疑問をぶつけたいというときに、改めてオンラインで参加す

流を続けられる点もメリットだ。

負担はありません」
。
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収録動画とわせポチを使い、
FD プログラムで学んだ
教育手法を実現する

授業冒頭で提示する、授業設計の流れを示すスライド

川島教授は 2018 年から 2019 年にかけて本学が実施している 3 回の
「海外協定校派遣型 FD（Faculty Development）プログラム」に参
加した。そこで学んだ教育手法を授業で実践するにあたり、わせポチや
Course N@vi、および実際の授業を収録したオンデマンド配信を活用。
「やりたかったことを次々と実現できた」と手応えを感じている。

3 回の FD プログラムで教育の方法論を
学び、授業設計に取り入れる

川島 浩平
スポーツ科学学術院 教授

上級プログラムを実施したマカレスター大学の
バスケットボールチームと

＜講義＞のセッションで提示するスライド例

人物などについての既得知識の有無や度合いを尋ねる。
「まった

え席を移動しにくいという教室の制約もあり、無駄な時間がか

わなかった学生へのフォローの意味もあって収録しておくことに

く知らないのなら真っ白いキャンバスに絵を描くようなものでや

かってしまうことから諦めました」
。

しました」
。収録や動画の編集作業は基本的に本学が委託してい

りやすいのですが、間違った認識をしている場合には、まずその

そこで、わせポチから発言させる方法と、川島教授自身がマイ

る外部スタッフが行い、2 日後には動画が送られてくるので教員

2018 年度 4 月に本学に着任した川島教授は、同年 9 月にク

誤解を解かないと学生が混乱して学習効果が下がってしまうリス

クを持って学生の席に近づき意見を促す方法を併用している。
「壇

の負担はない。
「一応先に中身を確認したいので、まず 1 週間は

イーンズランド大学（オーストラリア）から招いた講師による FD

クがあります。そのため、そのことについて学生がどのぐらい知っ

上からずっと話しているのではなく、なるべく学生の中に入って

私だけが見られる状態にしておいて、その後学生に公開していま

の初級プログラムに参加したのを皮切りに、2019 年 2 月にはワ

ているかをあらかじめ確認することはとても重要です」
。

いくのが重要だと学んだからです。また、学生が発言しやすいよ

す」。実際には、ディスカッション内の自分の発言をカットしてほ

シントン大学（シアトル）で行われた中級プログラムに、同年 9

< 復習 > と < 既得知識調査 > は、学生のスマホや PC から

うに、問いかける内容は各自の経験などを尋ねるようなものにし

しいという学生がいたため、その部分は削除した上で公開したこ

月には米国五大湖・中西部私立大学連盟（GLCA/ACM）のプロ

オンラインで回答させるわせポチを使用している。
「FD の初級で

ています。ここのノウハウは中級と上級で得たものをうまくブレ

とがあったという。

グラムでマカレスター大学（ミネアポリス）に赴き、上級プログラ

学んだことのひとつが、学生を楽しませて注意をひくためにゲー

ンドした形です」
。

ムにも参加した。

収録した授業の様子を見返すことは、自分自身にもさまざまな
気付きがあった。
「自分の話し方や表情などの改善点も見つかり、

ム的な要素を取り入れるということです。わせポチは、気軽に参

最後の < 評価 > のセクションは、わせポチを使って「授業で

「前任校では 20 年勤め、その間長く管理職としての業務に忙

加できてその場で回答内容をシェアできる点が良いと思いまし

一番印象に残った点」「改善してほしい点」について自由記述で

とても勉強になりました。思っていたよりうまく話せていると感

殺され、教育や研究にあまり力を入れられませんでした。自分

た」
。わせポチの回答方法は選択式と自由記述式のどちらも利用

回答させる。
「これは中級で学んだ手法です。改善点では『黒板

じて自信になる点もありましたし、収録を通して客観的に確認で

の授業の方法論はアメリカで 1990 年代に行われていたもので

できるが、自由記述式の方がさまざまな意見が見られるため学生

に向けてポインタを振り回しすぎると目がチカチカする』など具

きたのはとても良かったと思います。収録していることで最初は

あり、その後 ICT を使うなど進化した手法を取り入れた授業を

には好評だった。
「中には多少ふざけたことを書いてくる学生も

体的な指摘も出てくるので、気をつけるようにしました」
。

少し緊張しましたが、授業に集中するとカメラの存在も忘れて気

横目に見ながら、なかなか追いつけずにいることにフラストレー

いますが、学生の生の声が分かるのは良いことだと考えているの

ションを感じていました」。そんな思いを抱えていたところ、早

で、適当に受け流しています」。

稲田で教鞭を執る機会を与えられ、この FD プログラムの存在を
知り参加を決めたという。

公開された動画は、欠席した学生だけでなく出席した学生に

回答は匿名で必須ではない。目新しさが減るのか授業回数を

たいので、授業時間内で行っている < 評価 > と違って、定形の

も復習用に役立っているようだ。
「視聴履歴を確認するとけっこ

重ねるにつれて回答率は減少してくるが、あまり気にしていない。

質問は用意しません。書いた内容に関わらず、提出すれば 1 点与

う見ているなという印象で、収録した価値があったと感じていま

えることにしています」
。

す」
。

「全員ではなくても、学生の反応が分かるということに大きな意

以降の学生向けの科目で、登録履修者が約 170 名という大教室

味があります。挙手をさせたらなかなか意見は出てこないですか

での授業だ。ここで 3 回の FD プログラムから学んだ手法を実

ら」。

践するために考えた授業設計は、毎回の授業を < 復習 >（5 分）
、
評価 >（10 分）という 4 つのセクションに分割することだった。

復習と既得知識調査に
わせポチを活用

Course N@vi のレビューシートで、
学生の自発的な意見を拾う
続く< 講義 > のセッションは、中身を 3 つのパートに分割。

回 FD プログラムに参加し、そこで得たノウハウを取り入れた授

き添えることもあります。ほとんどは、良い意見には『Great!』

業を行うという試みの出発点は、
「20 年以上同じ方法でやって

とか、
『コメントありがとう』など簡単な返信が多いので、大した

きたことを何か変えてみたい」という気持ちだった。2018 年度

手間ではありません」。人数が多い授業だけに「ここまでしてくれ

の後期、そして 2019 年度前期、後期とブラッシュアップを重ね、

る先生はいなかった」と学生から感謝されることもあるという。

すこしずつ前進していると感じている。
「わせポチや授業収録と

「せっかく返したコメントを読まない学生もいるようですが、まあ

いうテクノロジーを導入しながら、早稲田の 3 つの FD プログラ

すぎる、最大でも 20 分以内に収めるべき」という理論に基づく

批判がましい返信は一切書かないようにしています」
。

ICT ツールがない時代には戻れないと感じています」。

付ける統計や論文もたくさんあり、現場の共通認識となっている

回の復習をしっかりすることの重要性」を取り入れたこの < 復

そうです。そこで、講義にあてる 60 分を 20 分ずつ 3 つに分け

習 > セクションは、前回欠席した学生だけでなく、出席してい

ることにしました」。

6

ずつ返信している。
「質問があれば答えるほか、補足的な話を書

ムで学んだことを総動員することができました。今となっては、

て確認したうえで、要点を再提示する。FD の中級で学んだ「前

次の < 既得知識調査 > は、その日のテーマに関連する事柄、

そもそも「初めて何かをすることが好き」という川島教授。今

そんなものかなと思っています。参加意欲を削がないためにも、

ものだ。
「正直本当にそうなのか ? とも思いましたが、それを裏

思い出させてリフレッシュする効果があった。

このレビューシートに書かれた学生のコメントへは、必ず一言

これは FD の中級で学んだ「学生の集中力を考えると 90 分は長

まず冒頭に、前回学んだことの理解度や記憶度を学生に尋ね

たが聞きもらしたり忘れてしまったりした学生にも、その内容を

になりませんでした」
。

使って、自由なコメントを書かせる。
「自発的に出てくる声を聞き

今回アワードの対象となっている「スポーツ人類学」は 2 年次

< 既得知識調査 >（15 分）、< 講義および討論 >（60 分）
、<

さらに、授業終了後には Course N@vi のレビューシートを

授業を収録して動画で公開。
試合で欠席する学生や復習に役立てる

さらに、１つのパートが終わるタイミングで、学生の意見を聞

もうひとつの試みとして、授業の様子を収録しオンデマンドで

く時間を 5 分から 10 分ぐらい設けている。
「当初はグループに

公開している。
「スポーツ科学部では、試合などの関係で数週間

分けてディスカッションをさせたかったのですが、人数が多いう

欠席せざるを得ないケースもあります。そこで、授業に出席が叶

7

工夫を盛り込んだ動画や独自の指導
体制で実現した丁寧な個別指導で、
質の高いフルオンデマンド授業を提供
フルオンデマンド授業の「学術的文章の作成」は、論文などを書く際に必要な文章
の書き方の基本を学ぶ授業だ。グローバルエデュケーションセンター
（GEC）のクォー
ター科目として設置され、2019 年度は全 3 クォーターで約 5,000 人が学んだ。
文章作成をオンデマンドで指導することは簡単ではないが、動画にディスカッション
を盛り込んだり、毎回提出する課題文章を個別に指導したりすることで、一方通行
になりがちなオンデマンド授業の欠点を克服した豊かな授業が実現できている。

画面の中の登場人物に語らせることで
オンデマンドでもディスカッションを実現
「学術的文章の作成」は政経、商、社会科学、人間科学の 4
つの学部の 1 年生の必修科目となっている。大学生にとって、学

佐渡島 紗織

図１「学術的文章の作成」授業の組織

国際学術院 教授

り時代に即応した指導をするように変えています。」。

教員→シニア指導員→指導員という
独自の体制で、丁寧な個別指導が可能に

評価などのすり合わせをしているという。また、すべてのシニア

太田 裕子

坂本 麻裕子 外村 江里奈

グローバルエデュケーション
センター 准教授

グローバルエデュケーション
センター 准教授

グローバルエデュケーション
センター 講師

果、より双方向な指導ができるようになりました。」。

指導員が集まって、各シニア指導員が行ったミーティングでの様

また、他の履修 者がどのような文章を書いているのかを見

子を報告したり、次回授業のポイントを確認しあったりするミー

られるように、シニア指導員が 取りまとめている単位ごとに、

ティングも別途毎週行われていて、佐渡島教授や他の教員はこの

Course N@vi に「模範文章サイト」を作成。よく書けている課

シニア指導員とのミーティングにのみ出席している。

題文章を毎週クラス単位で取り上げて、それに対するコメントや

さて、
「学術的文章の作成」では毎回授業を視聴した後に、履

「指導員のミーティングでは、課題文章の評価について、何が

評価点と共に匿名で公開している。
「他の人が書いた優秀な文章

ろう。
「大学 1 年生が学ぶことを狙った授業ですが、実際には 3、

修者はその回の内容を反映させた課題文章を提出する。この文

どこまでできていれば何点というのをかなり細かくすり合わせし

を読めるのは、学生にとってよい刺激になります。コメントや評

4 年生が卒論を書く前に履修することもあり、あらゆる学部、学

章の提出とその後の個別指導も、授業の「要」と言える重要な

ます。実際の文章を例に、ここに何点配点するかを話し合ったり、

価も見られるので、採点基準が公正であることもわかるのではな

年の学生が学んでいます。」と佐渡島教授は語る。

ポイントだ。1 年間に 5,000 人もの履修者がいるオンデマンド

お互いのコメントを講評し合ったりもします。採点の匙加減は難

いでしょうか。
」
。

授業できめ細かな個別指導ができるのは、独自の指導体制が確

しいですね。ただ、公平であることは重要ですが、画一的には

さらに、指導員が担当するクラスごとに質問の掲示板も設けて

立していることによる。

したくないと考えています。大切なことは、履修している一人ひ

いて、履修している学生は疑問点などがあれば直接指導員に質
問をすることも可能となっている。

術的文章の書き方を学ぶことの重要性を示しているとも言えるだ

この科目は 2009 年度に開講したときからフルオンデマンド授
業だが、開講の検討を始めた当初は「オンデマンドでは、文章の
書き方を教えられない。」と佐渡島教授は考えていたそうだ。そ

具体的には、教員が指導員となる大学院生をまず指導・育成し、

とりの学生の文章作成力が伸びることです。指導員には、履修

の理由は、対面の授業では、
「この文章は分かりやすいか。」「ど

その大学生が学部生である履修者を指導するという「二階建て」

者が文章を書く自信が少しでも付いて、楽しさを感じられるよう

う書き直したらもっとよくなるか。」を検討させるディスカッショ

の体制を取っている。さらに、指導員の一部は「シニア指導員」

な指導をしてほしいとお願いしています。
」
。

ンを取り入れていたが、それをオンデマンドで実施するのは難し

として複数の指導員を束ねる役割をしている。
（図 1 参照）

く、例文だけを紹介するような一方通行の退屈で浅い内容になっ
てしまうと懸念したからだ。

「2009 年の開講当初からこのスタイルです。当初、教員は私一人
で、指導員が 16 名でした。授業規模が大きくなるにつれて増員し、

学生が自分の書いた文章を振り返る
「コメント欄」の設置で双方向性をアップ

「文献を文章に組み込む」をテーマにするなど
もう一科目設置することも検討していきたい
場所や時間に縛られず、多くの学生に一斉に指導できるという
フルオンデマンド授業のよさを確保しながら、丁寧な個別指導も

「その時、教務課やグローバルエデュケーションセンター、当

現在は教員が 4 名（佐渡島教授以外は、太田裕子准教授、坂本麻

時の遠隔教育センター（現・大学総合研究センター）の方々が全

裕子准教授、外村江里奈先生）、2019 年度の指導員は 81 名です。」。

面的なサポートを申し出てくださって非常に有り難く思いました。

指導員候補の大学院生は、大学院で「学術的文章の作成とそ

している。オンデマンドということで、もちろん、履修する学生

その Course N@vi が、2020 年度から新しい学習管理システ

そこでもう一度考えて、オンデマンド動画の中にディスカッショ

の指導」という科目を履修することが義務付けられている。こち

は場所や時間を問わず好きなときに授業を視聴できる。視聴後

ム（新 LMS）に切り替わる。
「Course N@vi がなくなることに

ンをする学生を登場させられないかと相談しました。」。
「指人形」

らは対面授業で、オンデマンド授業 8 回分の内容を 15 週間か

は、画面の指示に従って、その回の授業内容を反映した課題の

不安はありますが、新 LMS では動作が今までより速くなると聞

も考えたそうだが、最終的にはプロが描いた男女 4 人の大学生

けて対面でしっかりと学び、履修者の中で優秀な人材だけが指

文章を、Word で作成して Course N@vi から提出。指導員は、

いています。同じように使えるまでには少し大変なこともあるか

（と佐渡島教授）のアニメを登場させて、毎回動画の中でディス

導員になれる。
「履修者のうち約 7 割の院生が指導員になります。

担当する学生から提出された文章を読んで、Word のコメント機

もしれませんが、よい面もあるだろうと期待しています。」。

カッションをするという形式に落ち着いた。
「4 人の大学生」は、

残念ながら指導員になれない人もいますが、指導員は、提出さ

能なども使ってコメントと点数を付けて、Course N@vi から返

優等生タイプや少し個性的なタイプなどキャラクターを設定して、

れる文章に評価点もつけるという重責を負うので、慎重に合否を

却するというのが、各回の流れだ。

過去の対面授業でのディスカッションを参考に佐渡島教授が台

決めています。」。

オンデマンド授業は、毎週 1 回 Course N@vi を通じて配信

可能にしたのは、Course N@vi の存在も大きいと佐渡島教授。

必要に応じて微調整は行うものの、今後も授業の基本的な内
容は大きく変えるつもりはないというが、可能であれば別途、新

オンデマンド授業は、一方通行になりやすい、他の履修者の

しい科目を設置することは検討していきたいと佐渡島教授。
「理

本を書いた。音声は、キャラクターに合う声優を選んで録音。こ

指導員は、すべての研究科から募集しており、一人ひとりの指

様子がわからないといった点を指摘されることもあるが、この授

由は、クォーター科目で 1 単位しか取れないことが、必修化のネッ

うして、オンデマンドでありながら疑似的に文章についてあれこ

導員は、修士研究や博士研究の進み具合に応じて希望する人数

業ではそうした弱点を補う工夫もある。まず一つは、書いた文章

クになっている学部があると聞いているからです。とは言え、今

れ考える過程を体験できる授業が実現した。

の履修者を一つのクラスとして担当する。クラス制にしているの

について自分で振り返るためのコメント欄を設けている点だ。

の科目の発展的な内容を取り扱うとなると、それぞれの専門領

このときに作成した動画を現在まで利用しているが、時代の変

は、期を通じて一人の履修者を同じ指導員が見るためだ。
「そう

「オンデマンドでは、こういう意図で書きました、ここが難し

域によって違いが出てくるので注意が必要です。まだ構想のレベ

化などに合わせて一部は修正しているという。
「たとえば、第 1

することで、学生ごとの文章の癖や、学び始めからの上達ぶりな

かったといったことを指導員に直接説明できないため、指導員か

ルですが、たとえばさまざまな情報を目的に合わせて解釈、選択、

回では『論文は書き言葉で書きます』と説明していましたが、そ

どが把握でき、それが指導に反映されるからです。」。

ら『意図がつかめないときに、指導が難しい』という声が上がっ

整理し、適切に引用しながら自分の論に組み込んでいくというよ

指導員によって指導や評価にばらつきが出ないように、シニア

ていました。そこで、開講 3 年目くらいから履修者が自分の書い

うな内容をテーマにした科目ならすべての学部で役に立てるので

指導員ごとに数名の指導員が集まり、毎週 1 回のミーティングで

た文章について自由にメッセージを書けるコメント欄を設けた結

はと考えています。
」
。

の後 SNS の普及で『話し言葉で書く』機会も増えてきました。
そこで、話し言葉と書き言葉を対比させたリストを差し込み、よ
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英会話構造をいつでも繰り返し学べる
オンライン動画を作成し、授業中の
QRコード表示で学生にアクセスを促す
読む・書く
・話す・聞くという英語の 4 技能を総合的に高めることが目的の
「英
語 I（習熟度別）中級 総合英語」。担当教員の一人である篠原講師は、以
前自らが作成した英会話構造の解説動画を学生に提供することで、授業時
間外に学生が自主的に英語に触れる時間を生み出し、効果を上げている。
オンラインで見られる解説動画の作成時の工夫、並びに動画を学生に見せ
るための工夫、さらには Course N@vi の活用法などを聞いた。

理工系学生向けに、英会話の構造を理解して
ロジカルに話すためのオンライン動画を作成
「英語 （
I 習熟度別）中級

篠原 靖明
商学学術院 講師

のサイトの「Communication Strategies2」(*) のページにアッ
プして、2016 年度には同じ科目を担当するすべての教員と共有
していたという。

総合英語 (B11・B12)」で活用して

いる英会話構造の解説動画は、もともとは篠原先生が理工学術
院で「Communication Strategies2」を教えているときに作
成したものだ。まずは、この動画を作成した経緯について振り返っ
てもらった。
「理工学術院の英語教育センターには 2014 年から助教で入

授業だけでは足りない英語に触れる時間を、
いつでも繰り返し見られる動画で補足する
篠原先生は、このオンライン動画の狙い・目的について、いつ
でも英語を学習できる環境を用意することだと語る。

らだ。

「総合英語」では、オンライン解説動画のアドレスをシェアす

「対面の授業ではすぐ横に話す相手がいるわけですから、コ

る以外にも、メインの IT ツールとして、Course N@vi を日々

ミュニケーションを取ったほうがいいと考えています。話す機会

活用している。
「出席の管理やレポートの提出などに使っていま

を増やすことで、英会話のスキルは向上します」。

す。また、前半 45 分の授業の集大成となるディベートの準備

すでに説明したように、動画はもともと学生が自分で学ぶため

では、参考となるワークシートを Course N@vi にアップしまし

のツールとして作られている。授業中ではなく、授業の前後、特

た。自分のディベート内容 ( 原子力発電所使用維持への賛成・反

に復習に使うことで、授業の理解が進み効率的に学べると篠原

対、安楽死制度への賛成・反対 ) に関して、意見（opinion）
、理

先生は指摘する。
「また、
『中級』のクラスでは、説明の 6 割程

由（reason）、根拠（evidence）を述べられるよう、例として『死

度は英語で行っています。英語が苦手な学生にとっては、授業で

刑制度の賛成・反対について』まとめたものをアップロードしま

わからなかったところを動画で確認できるのも意味があると考え

した。
」
。

り、2016 年からは教える傍らコースコーディネーターも務めて

「英語は繰り返し練習することが重要ですが、15 回の授業だ

いました。理工系の学生は、3、4 年になると学会に行って英語

けで学生の英語のスキルを大きく向上させることは難しいのが現

で発表する機会があります。学会できちんと話せるように、1 年

実です。オンラインで見られる解説動画があれば、授業の空き

重要なのは「効果」だが、同じ学生の TOEIC のスコアを比べ

し、同様に自分の意見、理由、根拠を書く。それを持ち寄って、

生のときから英語をロジカルに話す訓練をする必要があり、当セ

時間や通学時間など好きな時間にいつでも、何度でも学習する

ると、
1 年次と 2 年次で多くの場合、
スコアが上がっているという。

グループ内でディベートの準備をするという。口頭での指示だけ

ンターでは、教科書も学会でのプレゼンを見据えた独自のもの

ことが可能です。もちろん、病気などで授業を欠席したときにも、

オンライン動画も含めて、この授業の効果を示すものと言えるだ

でなく、ワークシートを用意する理由については次のように語る。

を作成しています」
。

オンライン解説動画を見て自習できます」
。

ろう。また授業アンケートでも、
「総合的に見てこの授業は有意

「グループによってモチベーションには差があって、中には次に

ています」
。

学生は、Course N@vi から別途ワークシートをダウンロード

この理工オリジナルの教科書は、当時早稲田で教えていた増

理工学術院での授業で効果を実感できたことなどから、2017

義であった」の点数が 5.3( 同科目 A12、春学期評価 )と高く、
「もっ

何をすればいいかよくわからないというグループもあります。そ

田斐那子先生が中心となって編集を開始し、篠原先生も途中段

年度に商学部に移ってきてからも篠 原先生はこの英会話構造

と会話の練習をしたい」
「発音を教えてくれるのがうれしい」
といっ

んなときに、Course N@vi にワークシートが置いてあれば、こ

階から参加。そして、増田先生と相談する中で、英会話の構造を

の解説動画を引き続き活用している。ただし、理 工学 術院の

たコメントが目立ったそうだ。

の内容を埋めて次回は持って来ようという行動につながります。

解説する動画を作ることになったという。動画作成及び音声録

「Communication Strategies2」の授業では、現在もすべての

音については篠原先生が主導した。

Course N@vi での URL のシェア＋ QR コー
ドでオンライン動画へのアクセスをより簡単に

てしまうこともあるので、用意しておく意味は大きいと考えてい

解説動画は、現在も英語教育センターのサイトに掲載されて

篠原先生。
「たとえば、現在は理工系の学生用に作ったコンテン

総

いるが、篠原先生は授業で取り上げたユニットの動画に直接アク

ツをそのまま使っていますが、内容をもう少し商学部向けにする

合英語 (B11・B12)」は、90 分の授業のうち、前半の 45 分で

セスできるように、Course N@vi の「お知らせ」に URL を貼

など、いろいろなやり方が考えられると思っています。ただ、ど

担当教員とこの動画を共有しているが、商学部内では篠原先生

「Online Lecture Videos」というタイトルの動画は全部で

の担当クラスのみでの利用となっている。
「英語 I」は商学部の 1

5 本あり、1 本は 6 ～ 10 分程度。特別なツールは不要で、ブラ

年生全員が必修だが、教科書や教材、授業の進め方は各教員に

ウザがあれば再生可能だ。
「Unit1」の質問の仕方から「Unit5」

任されているためだ。

のディベートのやり方まで、段階を追って英会話の構造を学べる
ように作られている。また併せてリスニング教材も作成した。

逆に、ワークシートがなければ、何もしないまま次の授業になっ

さて、篠原先生が担当する「総合英語 （
I 習熟度別）中級

ます」
。
今後は、授業のやり方を少しずつでも改善していきたいという

英会話構造の動画の場合、画面に表示されるのは英語の文章

英会話の構造を学び、後半の 45 分はニュース教材を読んだり聞

り付けているという。さらに、アドレスを QR コード化して、授

のようなやり方をするにしろ、独りよがりにならないように授業

や図表のみで、それを英語母語話者のナレーターが解説する作

いたりして問題に答えるという構成になっている。英会話構造の

業中にスクリーンに映し出している。

アンケートなどを見て、学生の意見も取り入れながらよりよい方

りになっている。

動画に関連するのは前半の 45 分だ。

「今日の授業で学んだところは解説動画の Unit2 にあって、こ

向に進化させていきたいですね」
。

「解説動画の内容は、教材に沿ったものですが、工夫したのは

「物事を簡潔に説明する、自分の意見を論理的に説明する、相

の QR コードからアクセスできますと言うと、学生はスマートフォ

ナレーションの部分です。アメリカ英語やイギリス英語だけでな

手の質問に答える、といった英会話の構造を学びながら、繰り返

ンを使って読み込みます。もちろん、英語教育センターのサイト

く、多彩な英語に触れられるように、紹介会社を通してさまざま

し会話の練習をしていきます。最終的には、
クラスの中でディベー

を検索したり、直接アドレスを入力したりしてもアクセスできます

(*) 早稲田大学

な国や地域のスピーカーを集めました。理由は、学生のリスニン

トができるところまでを目標にしています」。

が、クリックの回数が多くなるなど手間が増えると、面倒だと感

1 st Year Courses>>CS2>>Information>>Materials -

授業の中では、
「Online Lecture Videos」の動画そのもの

じる学生もいます。QR コードの表示は、少しでもハードルを下

Online Lecture Videos

を使うことは基本的にはない。なぜなら、授業では「インプット」

げるための工夫です」
。なお、篠原先生の授業では、検索などの

Unit1~Unit5

より学生が自ら話す「アウトプット」のほうを重要視しているか

ためにスマートフォンの利用を普段から許可しているという。

http://www.celese.sci.waseda.ac.jp/year1/cs2

グ能力を伸ばすには、多様な英語のアクセントを聞くことが有効
だからです」。
2015 年度に作成した動画は、理工学術院の英語教育センター
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理工学術院

英語教育センター
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複数教員が「ONE TEAM」で基礎
教育を担当。Course N@vi を
活用しアクティブラーニングを実現
必修の基礎教育など同一科目を複数教員が並行して担当する場合、すべ

スタディスキル学生用

ての授業で同じ内容・質を担保することが要求される。この授業では、
さまざまな Course N@vi の機能を駆使することによって、教員間で
の情報共有を効率化したのみならず、アクティブラーニングを深化させ
た結果、
学生の基礎力向上に大きな成果を挙げている。コーディネーター
を務めた高橋准教授にお話を伺った。

高橋 薫

スタディスキル教員用

力丸 佑紀

佐野 雅規

石川 奈保子

近藤 嘉高

蓜島 旭

人間科学学術院 准教授

人間科学学術院 講師

人間科学学術院 講師

人間科学学術院 講師

人間科学学術院 講師

牧野 遼作

木下 衆

布山 美慕

宗政 由桐

人間科学学術院 講師

人間科学学術院 講師

人間科学学術院 講師

人間科学学術院 講師

人間科学学術院 准教授

アンケート機能を使った「リフレクション」
で理解度を確認する

字でコメントを書かせるというものだ。
「140 文字というのは

ない。
「やりたいことはたくさんあり、どうしても時間がタイトに

と教員だけがアクセスできるフォルダ（ダミークラス）別途用意して

Twitter と同じ文字数なので学生たちには書きやすいはずです。

なってしまうのが悩みでした。そこで、説明を聞けば分かる内容

いる。教員間のやりとりで確定したコンテンツはこちらにアップロー

学生自身の振り返りになるだけでなく、教員にとっても、どこま

はビデオを作成し、授業時間外に見てもらうことで授業内での活

ド。TA にも確認してもらうと同時に各教員がこれをコピーし、各自

今回対象となった「スタディスキル」という科目は、アカデミッ

で分かっているのか、あるいはどの部分の理解が不足している

動時間を捻出しました。いわゆる反転授業です」
。たとえば、文

の授業コンテンツとして設定する。
「以前は 10 クラス分すべての授

クライティングの基礎を中心に、大学で学ぶための基本的なスキ

のかを把握できます。＜アンケート＞機能を使うと、ひとつひと

献の引用方法の形式自体は見れば分かるのでビデオにする。一

業コンテンツの設定まで私ひとりでやっていたのですごく大変だっ

ルを身につけるものだ。人間科学部の１年次必修科目となってお

つクリックしなくてもすべてのコメントを一覧できるので、スピー

方、読んだ文献を自分の言葉でパラフレーズして引用する間接引

たのですが、この方法を取り入れてからはとても楽になりました」
。

り、1 学年 600 人を 60 人ずつに分けて 10 クラスの授業が設

ディに目を通せるのがいいですね」
。

用は難しく、ビデオを見ただけではできるようにならない。そこで、

置されている。高橋准教授は 5 年間に渡ってそのコーディネー
ターを務めてきた。

後述する＜ディスカッション＞機能と違って、このリフレクショ
ンは教員しか見られないため、学生は他の学生の目を気にせずに

こうした教員同士のコミュニケーションに Course N@vi の

上手に間接引用できるようになるためのタスクを授業内で取り入

フォルダ（ダミークラス）を利用するようになったのは 2018 年

れ、対面で時間をかけて指導するという具合だ。

度からだった。
「当初は複数授業を横断した教員同士のフォルダ

自身は元々ライティング研究が専門だが、他の教員の専門は

自由に書くことができる。ユニークなのは雑談も OK としている

学生の集中力が途切れないように考慮して、ビデオは最大でも

を設定してコミュニティとして活用するという発想がありませんで

多様で、必ずしも教育学の専門家ばかりではない。
「これは必修

こと。
「e ラーニングでは、
雑談がどれだけできるかがコミュニティ

15 分以内とし、長い場合は分割するようにしている。PC で自

した。ところが、ダミーの講義フォルダを作れば可能になると聞

科目なのでどの先生が担当しても同じ内容の授業ができるように

の活性化に大きく影響します。返事が必要なものは、全員が見ら

作するほか、文献検索方法については大学図書館で用意してい

いて、設定してもらいました。教員や TA など大人数が関わる授

するにはどうするかを考えてきました」。

れる＜ディスカッション＞の方に名前を伏せた上で返信コメント

る「オンライン図書館情報検索ワークショップ」を利用するなど、

業において、コミュニケーションが一元管理できるというのはと

を書いています」。

既存のものも積極的に利用している。視聴履歴はチェックしてい

ても重要なことなので、本当に助かりました」。

高橋准教授が 2015 年度に任期付き教員として着任したとき
には、すでにこの科目は存在していた。そこで、基本的な枠組み
は前任者のつくったものを利用し、他の教員とも相談を重ねなが
ら少しずつ改変を重ねてきたという。
「特別なことはしていませんが、とにかく Course N@vi の機
能は使い倒しました」と語るように、この授業ではあらゆる場面
で Course N@vi が活用されている。

ないが、ビデオ視聴後に視聴内容に関わる課題を設定し、これ

見れば分かる内容はオンデマンド化し、
アクティブラーニングの時間を確保する
この授業ではアクティブラーニングを積極的に取り入れている
のも特徴だ。60 人の学生を 4 人ずつのグループに分けて、ディ

を提出すれば達成度に応じて加点される仕組みだ。

担当教員専用の＜ファルダ＞で
情報を共有する

提出物のオンライン公開を前提にしたら、
読み手を意識して書くようになった
5 年の間には、学生の意見を取り入れたアイディアもある。
「学
期の最後には最終レポートとレポート内容をプレゼンテーション

まず、資料の配布は Course N@vi からダウンロードさせ、紙

スカッションやレポートのピアレスポンスを行わせている。グルー

教員同士のコミュニケーションは、毎週水曜日に集まって打ち

を使うことはほとんどない。学生からの提出物もアップロードさ

プは学期を通じて固定とするため、初回は互いに打ち解けるた

合わせを行うのに加えて、Course N@vi に担当教員専用に「基

学生から他の人の分も見たいので全員分公開してほしいという声

せることで締切時間を厳密に設定できる。

めの時間を多く設けている。
「アクティブラーニングを効果的に

礎教育」のフォルダ（ダミークラス）を設定し情報交換をしてい

が出ました」
。そこで締切後に公開することを前提にしたところ、

「Course N@vi の よ う な LMS（Learning Management

進めるには、このグループでは何を言っても大丈夫とうい雰囲気

る。授業内で使う資料などは教員間で話し合いながら修正を加

提出する作品に変化が見られたという。
「教員に見せるだけでは

System）の な い 非 常 勤 先 の 大 学 で 授 業 を 行 うとき に は、

を作って仲良しになってもらうことがとても重要なので、初回の

えていくが、そのデータを Box（学生・教職員向けオンラインス

なく、他の学生にも見られるということがいいプレッシャーになっ

Facebook の非公開グループを LMS として利用しています。レ

アイスブレイクは重視しています」。

するためのスライドを Course N@vi から提出させるのですが、

トレージ）上に保存し、Course N@vi のフォルダ内にそのリン

たのでしょう。どんな文書でも読み手を意識することは必要なの

ポートをメールで受信すると管理が煩雑になるので、Dropbox

ディスカッションなどグループ活動の内容は、授業終了後に

クを貼ることで共有している。
「Course N@vi に直接アップロー

で、喜ばしい効果です」。

のファイルリクエスト機能を使ってレポートをアップロードさせ

Course N@vi の＜ディスカッション＞にその内容を書かせてい

ドしたものは上書き保存などができないため、修正が生じた場合

るようにし、 その URL を Facebook グル ープに貼り付けて、

る。これはすべての学生から見えるようになっているのがポイン

は一度そのデータを削除してアップロードしなくてはなりません。

ングを効果的に取り入れ、さらに複数教員で担当するこのような授

Dropbox と Facebook を連携させて活用するなど、無料サービ

トだ。
「まず自分で考え、次にペアやグループで考えを深め、最

その点 Box ではオンライン上で共同編集ができる上に、一括ダ

業は、Course N@vi がなくては成り立たなかったと振り返る。
「前

スであれこれ工夫しています。ですから、Course N@vi のよう

後にクラス全体で情報を共有しさらに学びを深めていく。これ

ウンロードができるので、この方法を使っています。また、授業

任の先生がつくってくださったものをまねするところからスタートし、

に学内のシステムだけで完結できるのはとてもありがたいです」
。

は Think-Pair-Share というアクティブラーニングの手法のひ

実施後の申し送りなどは、＜ディスカッション＞を活用して情報

これはなんだろう ? と使っているうちに、分かるようになってきまし

毎回の授業終了後には「リフレクション」を行っている。こ

とつです。このケースでは、学びのプロセスを可視化するために

を共有しています」。

た。そもそもマニュアルを見ないでまず使ってみるタイプなのが良

れは Course N@vi の＜アンケート＞機能を利用し、その回の

Course N@vi の＜ディスカッション＞機能を活用しています」
。

この授業では各クラスに 4 名ずつの高度授業 TA がいる。彼ら

授業の理 解度や学習目標を 5 段階で自己評価した上で、140

春クオーターとして設定されているこの授業は全部で 8 回しか

とも授業の進め方や注意事項などの情報をシェアするために、TA
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高橋准教授は 2019 年度で任期が終わるが、アクティブラーニ

かったのかもしれません。授業自体は、他の先生方とも相談しなが
ら 5 年間でとてもブラッシュアップでき、120％の満足度です」
。
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ICT ツールを駆使し、授業を完全
デジタル化。学生と教員の双方が
メリットを実感できる環境を実現
授業をすべて電子的に記録して学生に公開する、自己採点システムを使って提出前
に演習の解答を確認させる、Course N@vi の小テスト機能で定期試験を自動採
点する、授業用にビジネスチャットツールを導入するなど、ICT ツールを駆使して効
率的な授業運営をしている田中一成講師。さまざまな工夫によって、学生は自ら積
極的に学ぶようになり、教員は時間に余裕が生まれて本来の指導に注力できる。単
なる効率化に留まらず、学生と教員の双方に大きなメリットがある点に注目したい。

毎回の授業を電子記録、
動画を即日アップロードして学生に公開
基 幹 理 工 学 部 の「Numerical Analysis」 は 学 部 英 語 プ ログ
ラムの科目で、授業はすべて英語で行われる。約 20 名の履修者

田中 一成
理工学術院 次席研究員（研究院講師）

業を欠席してしまった学生へのアフタフォローもスムーズです」。

自己採点ツールを使ってプログラムを事前
チェック。本提出前に何度でもチャレンジできる

また、自己採点システムは教員にもメリットがあると話す田中講師。

採点が終わり次第、結果を Course N@vi ですぐに公開する。試

「現在のクラスは 20 名なので人力でもある程度は対応できますが、

験終了の 1 時間後なら記憶もはっきりしているし、まだ学内にいる

仮に人数が増えた場合は難しくなります。自己採点により、一定の

ことも多い。同じクラスの学生同士で、どこをなぜ間違ったのかといっ

レベルが保証されるので採点の負担を軽減できます」。何回提出し

たディスカッションが起きることもあるそうだ。「このように、学習

たか、どこを間違ったかなどの学生の状況は、MATLAB Grader

効果を高める意味でも採点結果の公開は早ければ早いほうがいいと

は、帰国子女を除くとほとんどが留学生だ。科目名の「Numerical

授業ではプログラミング演習の時間も設けているが、ここでも

の機能で把握することができ、フィードバックに活かせるという。な

私は思っています」。特に、履修者の多い科目であればあるほど、自

Analysis」は日本語にすると「数値解析」。手計算では解くことが

ICT ツールを活用して効率的かつ効果的な教育を実施している。使

お、プログラム全体のバランスチェックや演習課題の最終的な点数

動採点のメリットはより強く実感できるのではないだろうか。

難しい問題を対象とし、それらをコンピュータ上で数値的に解くこと

用するツールは、数値解析を行うソフト「MATLAB（マトラボ）」と

付けは田中講師が行っている。

を目的とした学問である。田中講師は、2018 年度からこの科目を

自動採点ツールの「MATLAB Grader（マトラボグレーダー）」だ。

担当することになり、それを機に授業の電子化に大きく舵を切った

どちらも有料のソフトだが、2019 年度から理工系学部では包括ラ

という。

イセンスが適用され個人のパソコンで使用できる。

Course N@vi の自動採点機能を活用し、
試験終了後 1 時間で採点結果を公開

「Slack」で学生 - 教員間、
学生間のコミュニケーションを活発化。
最後は、主にビジネスの現場で利用されているビジネスチャット

「科目の特性上、授業にはパソコンが必須です。そこで、私が担当

「演習時間は 20 分程度で、MATLAB を使ってさまざまな問題

し始めた 2018 年度からは、教室をコンピュータルームに変更しま

を解いていきます。授業中は大学院生の高度授業 TA が常駐してい

した。そして、学生の前に 1 台ずつパソコンがある環境を活かして、

るので、わからないことがあればいつでも質問できます。ここでの

試験問題をパスワード付きの PDF で授業用サイトにアップロードす

ともと自身の 研究 室で Slack を使っていたことから、学 生 たち

その中で予習、授業、復習をすべて完結できるようにしたいと考え

質問やその回答も有用であると判断すれば授業動画に収録していま

る。試験当日、学生はその PDF をダウンロードした状態で待機。試

との情 報のやり取りにも Slack を導入したという。「Numerical

ました」。

す。学生が臆することがないよう個人の特定ができないよう工夫も

験開始時間になったら、田中講師が教室のスクリーンにパスワードを

Analysis」専用のアカウントを作成し、教員、高度授業 TA、そし

しています。授業の最後に演習課題を出して後日提出してもらうこと

表示し、学生はそれを入力することで試験問題を閲覧できるようにな

て履修者全員を登録している。

PDF 化したレジュメをモニタに表示しながら授業を行い、その画面

がありますが、ここで MATLAB Grader の自己採点システムが役

る。
「メモ書きをしたほうがやりやすい場合もあるので A4 の計算用

「Slack は LINE のようなメッセージツールとしても、情報伝達の

ごと記録していく。プログラミングやシミュレーション動画もその作

に立ちます」。

紙を 2 枚だけ配布しますが、テスト自体は Course N@vi の小テスト

掲示板（チャンネル）としても有効です。例えば、質問を投稿したり、

機能を活用し、解答はコンピュータの画面に入力してもらいます」。

それに答えたりするための『Question チャンネル』を作成し，投稿

授業を電子的に記録することは、実は難しくないと話す田中講師。

定期試験も、紙は使用せず、デジタル環境で実施している。まず、

ツール「Slack（スラック）」の活用を紹介する。田中講師は、も

成過程を含めて全て録画・録音される。授業全体の様子を動画で撮

課題を本提出する前に学生は MATLAB Grader でセルフチェック

影するのとは異なり、録画されるのは説明しているコンピュータの

をする。ただし、細かく採点をするというよりは、プログラムが検討

Course N@vi の小テスト機能を利用する最大の理由は、自動採

された質問とその回答を公開しています。一人が疑問に思うことは

画面と講師の声である。

外れではないかおおよその確認ができるというものだ。教員側が用意

点ができることだという。ただし、1 問だけ「reason」つまりなぜ

他の学生も少なからず疑問に思っていることが多いからです。実は

「PDF を電子黒板として使い、モニタにタッチペンで直接書き込ん

したいくつかの自動チェックルーチンで学生のプログラムをテストし、

その解答になるのか理由を問う記述式問題があり、ここだけは田中

質問には教員や TA だけでなく、学生も回答できます。質問や回答

でいきます。その様子もすべて録画されます。プログラムの作成過程や、

結果が怪しければ、ここが危ないぞと警告を出す。これにより何度

講師が採点する。また、自動採点したところも最終的に必ず目視で

をした学生には一定の基準を設けて平常点に加算するようにしてい

間違いの修正過程も記録できるのが魅力の１つです」。

でも修正→自己採点を繰り返して最終的なものを提出できる。質問

確認する。
「想定される正解は事前にすべてピックアップして自動採

ます。質問すること自体が評価に繋がると公言することで、学生間

用のプラットフォームも用意してあるので（後述する Slack を参照）、

点できるようにしておきますが、そこから漏れたもの、たとえば正解

の議論が活発化していることを実感しています」。

分からないことがあればいつでも質問をすることが可能だ。

が「1」で、学生が「1.0」と書いて不正解になっていた場合などは、

録音・録画するソフトは一般的なパソコンに標準装備されている
もので十分で、特別なソフトを用意する必要はないという。授業終

教員がチェックして採点を修正します」。

また、留学生は言葉の問題もあってどうしても孤立しがちになるそ
うだが、Slack でやり取りするうちに自然と仲間ができるという授

了後すぐに、この動画を YouTube にアップロード（受講者限定公開）

「特に、プログラムに慣れていない最初のころは、自分の書いたプ

するので、学生はいつでも見直して復習することが可能だ。「40 回

ログラムが合っているのかどうかよく分かりません。そんな状態で提

自動採点の確認を除くと、残りは記述式の 1 問だけなので採点の

以上再生されている授業動画もあります。履修学生は約 20 名なの

出しても『よくわからないけど、なんか ( できた ) できなかった』で

時間を大幅に短縮できるのがメリットだ。「今年度は私と高度授業

「Numerical Analysis」は、2020 年度からは「講義」と「演習」

で複数回閲覧している学生もいるようです。特に試験前は視聴回数

終わってしまいます。自己採点→警告→修正の過程を経て自分で勉

TA の 2 名で採点を行いましたが、20 名分の答案をかなり精密に

に分かれて 2 コマの科目になる。まずは、その変化に対応しながら、

がぐっと伸びますね。授業で使った私の書き込みのあるレジュメや

強し直すことが効果的です。ある学生は、ダメでもやり直して何度

チェックしても、所要時間は 1 時間です。もし、すべて手作業で採

これまでの電子化の試みについてもブラッシュアップしていきたいと

プログラムも、受講者専用サイトからダウンロードできるようにして

でもチャレンジできるところがゲームをクリアしているようで面白い

点していたら倍くらいの時間がかかるでしょう。また、記述式は採点

いう田中講師。「2019 年度はやりたいことにはすべてチャレンジし

います。授業すべてが電子的に記録されているので、次年度の授業

と、感想を述べていました。これは自己採点システムの補助がなけ

のブレが生じやすいものですが、その採点だけに集中できるのもよ

たので、来年度はそれぞれをより使いやすくしていくことに注力した

準備に活かせるという教員側のメリットも大きいですね。また、授

ればできないことです」。

い点だと思います」。

いですね」。
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業以外のメリットもあるという。
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Course N@viの機能を効果的
に活用し、学生相互の意見交換
を促進。建設的な議論が可能に
早稲田大学社会科学部で教鞭をとる新美講師は、アクティブ・ラーニン
グとe-Teachingを導入した授業を行った。学生たちの様子を見ながら、
Course N@vi の機能を効果的に利用するとともに、意見を交換しや
すい雰囲気を作り出すための細かな工夫も盛り込んだ。学生から高い評
価が寄せられた授業の様子や、Course N@vi を活用した取組につい
て話を聞いた。

アクティブ・ラーニングと e-Teaching の
実現を柱に授業を設計

新美 貴英
社会科学総合学術院 講師

が学生たちにしっかり伝わり、主体的に学ぶ姿勢を身につけてく

さらに、第 11 週から Course N@vi の「ディスカッション機

アクティブ・ラーニングを取り入れようと思ったときに念頭に

能」を活用した。各学生は新美講師に送るレポートと同じ内容

あったのは、教員の講義を学生が「受け身で・一方的に」聞くの

のものをディスカッションにも投稿し、学生同士で互いにコメン

ではなく、学生自らが「主体的・能動的・そして双方向的に」学

社会科学部の 1 年生以上が受講する基盤専門科目、
「グロー

トを書き込む。コメントを書き込む相手は指定せず、
「よいところ

べるように、ということだったそうだ。アクティブ・ラーニング

バルラーニング（ジャーナリズムから見る現代社会）Ａ」は、日

を必ず 1 点見つけて褒めること、なるべくコメントがついていな

を通して「考える力」と「伝える力」そして「相手の意見を聞く力」
、

を思いつくようなこともあると新美講師はいう。例えば「レポー

英併用で行われる、英語を使って専門分野を学ぶことを基本コ

いものにコメントをするように」と促したとのこと。また、第 11

この 3 つの力を養うことを目指した。そのうち、特に聞く力を

ト機能」に関して、当初は Word ファイルでレポートを添付する

ンセプトとする科目である。2019 年度春学期には 30 名程度

週から実施した理由は、相互にコメントしやすい雰囲気が作ら

学んでほしかった、と新美講師は語る。
「特に最近、大人も含め

ように指示したが、テキストのままでも受け付けて欲しいと要望

の学生が受講した。新美講師はこの科目を担当するにあたり、ア

れ、建設的な意見を書き込める段階に至るのを狙ったためであ

てですが、SNS とかで自分の都合のいい意見ばかり入ってきて、

された。Course N@vi では Word もテキストも特に余分な操

クティブ・ラーニングと e-Teaching を実現することを目標とし

る。ほぼ予定通りのスケジュールで進行できたため、予定してい

ある意味で偏った意見になりがちですので、いかに自分と違った

作をすることなく文章を閲覧することが可能だったので、OK し

て掲げた。学生の主体的な授業参加と相互の意見交換を促し、

た時期に相互評価を行う段階に移ることができたそうだ。

意見を尊重して聞けるかということを若いうちから学んでほしい

たという経緯があったそうだ。

課題発見能力と課題解決能力を身につけてもらうためである。
そのためのツールとして活用したのが、Course N@vi の中で
も特に「レポート機能」
「ディスカッション機能」
「お知らせ機能」
の 3 つであるという。

れたのではないかと手応えを感じている。
ICT ツールの活用について、学生からの要望で新しい使い方

ですね」
。

話しやすい雰囲気を作るための細やかな
工夫が功を奏し、深い議論が可能に

「アクティブ・ラーニングを実現するうえで Course N@vi な
また、ICT の活用という意味では、学期の後半、教室での講

どのツールはとても有効だと思います。また、
『このツールにはこ

義ではなく国会および議員会館訪問というフィールドスタディを

の機能がある。だったらこれができる』と、逆に機能の方から思

細かい工夫もいくつか施した。まず 1 点目は、学生間の活発

行ったが、その際 Course N@vi の「お知らせ機能」が非常に

いつく授業の方法もあるかもしれませんね。今後も積極的に活

な議論を可能にするためネットワーキングのための時間を設けた

役に立ったという。ゼミとは違い、連絡体制が整っていない科

用していきたいです」
。

ことである。これは第 2 週の
「イントロダクション」の時間に行っ

目ということもあり、集合場所の変更や出欠連絡など、Course

た。自己紹介シートを配布し、名前、趣味、サークルは何をやっ

N@vi の「お知らせ機能」を利用しなかったら成り立たなかった

ている、というようなことを自由に書いてもらった後、ペアで 8

そうだ。このように学生との連絡が容易に取れ、急遽の変更に

第 2 週に「イントロダクション（ネットワーキング）」を実施。履

分ずつ発表し合う機会を設け、かなり時間をかけて丁寧に行っ

も臨機応変に対応できるというのも ICT 活用のメリットの一つと

修している学生のうち 1 年生が多数を占めている状況を考慮し、

たそうだ。

言える。

Course N@vi の「レポート機能」、
時間差で「ディスカッション機能」を活用
全体の講義の流れとしては、15 週のうち初回にガイダンス、

学生同士がお互いに顔見知りになれる機会を設けた。第 3 週か

2 点目は、全員の前で発表という形にするのではなく、ペア

ら本格的に授業に入っていく。最初の数分で前回の復習、フィー

ワークという形にしたことである。いきなり大人数の前で発表さ

ドバックを行い、次に約 40 分間、課題に取り組む時間を設け

せると、学生が緊張・委縮したり、思ったような意見が出せなかっ

る。英文の新聞記事、雑誌記事などから選んだ題材を検討資料

たりする懸念がある。また、グループディスカッションにすると

として配布し、英文の読解を行わせる。次に、キーセンテンスの

話上手の学生と引っ込み思案の学生に分かれてしまうリスクがあ

把握と、自分の意見をまとめる作業を行わせる。

る。いい発想を持っていても発表できない状況を避けるために、

練って実施したこの授業は、学生授業アンケートでも高い評価を

その後、ペアワークに移る。時間にして 30 分ほどで、学生た

あえて二人一組にこだわった。
「ペアワークにしたことでお互いの

得た。学生たちに自由に書いてもらったレビューでは、
「他の講

ちはランダムにペアを作り、意見を発表し合う。話し合う時間は

意見を落ち着いて言い合えるし、テーマについて批判や賛同な

義ではいろんな人と意見交換をする機会がなかったので、この

8 分と設定。タイマーを表示させておき時間が来たらペアを交代

ども論じ、議論を深掘りできている時間になっていると感じまし

講義はとても新鮮に感じた。意見交換をする中で、同じ意見を

させる。授業後 1 週間以内に学生は Course N@vi の「レポー

た」。

持つ人でも物事の見方が自分と異なっていたりして改めて気づか

機能から思いつくやり方もある。
ICT ツールの今後の可能性に期待
アクティブ・ラーニングを取り入れた先行事例などから構成を

されることが多かった」「考えること、相手に伝えること。この

ト機能」を使って、レポートを新美講師宛てに送信する。新美

また 3 点目は、ペアワークに入る時点から BGM を流したこと

講師はレポートを読み、次回の授業でフィードバックがあれば触

である。個人で集中して行う作業の時間と、交流する時間とのメ

2 つを伸ばしてくれたこの授業に感謝している」「2 人 1 組だと、

れる、というのが基本の流れである。

リハリをつけ、リラックスした雰囲気を作るように心がけた。

チャット感覚で話し合いができるので、お互いの意見がよく引き
出された」などの感想が寄せられた。新美講師は、授業の目標
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WASEDA e-Teaching Award
過去の受賞者紹介
※所属・資格は受賞年度時点のもの

第1回

第3回

2012年

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/

2014年

第5回

2016年

第7回

2018年

※第1回は大賞を設定していません

太田 宏
武沢 護

国際学術院 教授
教育・総合科学学術院教職研究科 客員准教授

砂岡 和子

政治経済学術院 教授

上野 達弘

法学学術院 教授

大鹿 智基

商学学術院 教授

鈴木 利彦

商学学術院准 教授

神尾 達之
福田 育弘

教育・総合科学学術院 教授

大坪 康郎

理工学術院 講師
日本語教育研究センター 准教授

栗崎 周平

木下 直子
政治経済学術院 准教授

鎮目 雅人

政治経済学術院 教授

神長 伸幸

人間科学学術院 講師

高等学院 教諭

橘 孝博

戸田 貴子
深澤 良彰

高等学院 教諭

大学院日本語教育研究科 教授

中條 美和

高等研究所 助教

三尾 忠男

教育・総合科学学術院教授

佐々木 宏夫

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

第2回

2013年

アルベリッツィ・ヴァレリオ・ルイジ

宮崎 七湖

豊泉 洋
グループ代表 日本語教育研究センター 准教授

山名 早人

毛利 貴美

理工学術院教授

第4回

商学学術院 准教授

大和田 和治 教育学部 非常勤講師
吉田 諭史 教育学部 助手

2015年

第6回

西村 昭治
畠山 卓朗

人間科学学術院 教授

星井 牧子

法学学術院 教授

アントニ ローレンス

畠山 卓朗

人間科学部 教授

島﨑 裕子

社会科学総合学術院 准教授

堀井 俊佑

グローバルエデュケーションセンター 助教

中島 悠 早稲田大学非常勤講師
菱山 玲子 理工学術院 教授

松山 泰男

基幹理工学部 教授

毛利 貴美

日本語教育研究センター 准教授

中村 健太郎

人間科学学術院 准教授

深澤 良彰

理工学術院 教授

本田 恵子

教育・総合科学学術院 教授

山﨑スコウ 竜二
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理工学術院 教授

理工学術院 教授

折井 麻美子

人間科学学術院 教授

2017年

酒井 哲也

基幹理工学部 助教

理工学術院 准教授

日本語教育研究センター 准教授

基幹理工学部 助教

小川 利康 商学学術院 教授
中村 みどり 商学学術院 准教授

人間科学学術院 教授

ローズ ラルフ レオン

法学学術院 教授

理工学術院総合研究所 次席研究員

向後 千春

商学学術院 教授

江泉 芳信

高安 亮紀
関根 晃太
森倉 悠介

教育・総合科学学術院 准教授

商学学術院 教授

日本語教育研究センター オンデマンド講義ワーキング

オープン教育センター 准教授

大鹿 智基

教育・総合科学学術院 教授

社会科学総合学術院 助教
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