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大学教育研究センター特任講師の平と申します。本

日コメントという非常に大きな役割をさせていただく

機会をいただきまして、どうもありがとうございます。

また、お聞きいただいてどうもありがとうございます。

本日、私がコメントをする内容といたしましては、

森先生にお話ししていただいたアクティブ・ラーニン

グ及び反転授業と呼ばれるものについて、本日の講演

を聞いた上で、実はこのアクティブ・ラーニングや反

転授業というのはこういったものなんですねという形

で、ここにいる皆様の理解、共通認識を若干お話しし

た上で、そこから、じゃあこのアクティブ・ラーニン

グであるとか反転授業というのを今後例えば日本の大

学教育の中でどう位置づけるべきなのか、そこから若

干話のスケールを落として、じゃあ、実際自分もやっ

てみたいんだけど、具体的にどんな効果というのを考

えていけばよいのか、さらに身内的なものの考え方

をするのであれば、例えば大阪市立大学の中で実際に

導入するときにどんな問題があるのか、大きくこのよ

うな観点からいろいろコメントをしてみたいと思いま

す。

まず、本日のご講演内容からですけれども、このア

クティブ・ラーニングと呼ばれるもの、学生の能動的

な学習を行わせる、まさにこれは仕組みであるという

ことが多分一番重要なポイントになってくるかと思い

ます。このような仕組みそのものであったり、あるい

はそれを伴った授業形態としてこのアクティブ・ラー

ニングというのは成立しているということ。なおか

つ、そのための一つの手段として、例えば反転授業と

いうやり方があるよというようなものの考え方で私は

大ざっぱに理解したということになっております。

まさにこの反転授業というのは、まとめますと、事

前学習というのを学生にとって必須の条件にした上
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で、それを引き継ぐ形で授業内学習、あるいはその後

の学習をより充実させる構造を持っているというの

が、多分この反転授業の一番重要なポイントではない

かというふうに考えております。

本日のご講演から

• アクティブラーニング

⇒学生の「能動的な」学習を行わせる“仕組み”
そのもの，或いはそれを伴った授業形態．

• 反転授業

– アクティブラーニングを可能とする“仕組み”の一
つのやり方．大雑把にまとめると，事前学習を必
須にし，それを引き継ぐ形で授業内学習をより充
実させる構造を持っている。

2

その上で、本日、反転授業には大体 2 つのタイプが

あるというお話をいただきました。習得型であれば、

授業参加者がある一定水準である知識などを習得する

ことを目的としているということ。その上で、事前学

習である程度学習させた上で、この授業内で規定の水

準に到達することを保証するというのが、恐らくこの

習得型においての強みではないかというふうに考えて

います。

ここで、あらかじめこの事前学習を含めた全体を通

じて何を学習・習得するのかのゴールが事前に明確に

なっている。なので、手段としての授業内の構造とい

うのが反転しているというのがまさにここのポイント

であるという形で私は理解しております。

それに対して活用探求型、さらに新しい部分になる

んですけれども、こちらはどちらかというと、事前学

習で学習した内容をもとに、さらに発展的な課題に取

り組むことを目的としているということで、どちらか

というと、あらかじめ決めた基準というものよりも、
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さらにそこから発展して何をするのかということにつ

いて主眼を置いているのではないか。なので、従来で

あれば、授業内で最低水準をクリアすることが前提条

件であったんですけれども、授業がさらに高度な課題、

問題を解決するための補助的手段であって、この授業

の位置づけ自体が実はここで反転していることになっ

ているということで、先ほどとは実は反転の意味が若

干違うというふうに私は何となく理解したということ

になっております。

本日のご講演から

• 反転授業

– 【活用探究型】

⇒事前学習で学習した内容をもとに，さらに発展的
な課題に取り組むことを目的としている。

⇒従来（？）では授業内で最低水準をクリアするこ
とが前提であったが，授業は更に高度な課題・問
題を解決するための補助的手段であり，“授業”
の位置づけ自体が“反転”している？

4

さて、そういったことで、実際このようなアクティ

ブ・ラーニングであるとか反転授業、森先生にご講演

いただいた内容から、特に重要なポイントといたしま

して、じゃあ何が何でもアクティブに反転していけば

何とかなるのかというと、実はそうではない。なぜわ

ざわざアクティブにする必要があったのか、なぜ反転

する必要があったのかのその理由をしっかり考えた上

で授業を設計しなければならないということで、一体

何の目的で、何を目標にしてこの授業に参加してもら

いたいのか。なおかつ、その中で具体的にどういった

運営をすればよいのか。さらに、その中でどういった

評価をして、実際に授業を進行していけばいいのかと

いうことを全て明確にした上で、教員側が事前にしっ

かりと授業設計を行う。その結果としてアクティブに

なっていたり、反転していたりするというような形の

順序というのが非常に重要ということで、単にアク

ティブな教育を行ったり、反転させたりすること自体

が重要でないということというのをしっかり考えなけ

ればいけないなと。実は私も本日大学での授業を行っ

てきたのですけれども、授業をやるときに、こういっ

たことをちゃんと意識しながら教育をしていかなけれ

ばならないなということで、改めて肝に銘じた次第で

あります。

ここまでがいわゆるアクティブ・ラーニングである

とか反転授業の醍醐味であるなということを理解して

いただいた上で、実際このアクティブ・ラーニングや

反転授業というのを方法論の一つとしてしっかりと考

えようということになります。では、このような方法

論をもとに、それらを導入することを通じて一体学生

にどのようなことを学習していただきたいのかと、学

習のあり方、そういったものを考えていく必要がある

だろうというふうにこの先ちょっと議論を進めていき

たいと考えております。なので、アクティブ・ラーニ

ングを実際自分の授業に導入しました、反転授業の形

式を導入しました、その結果、学生にどのような学び

をしてほしいのか、どのように変わってほしいのかと

いうことの基準をもとに、本日いろいろコメントをも

とに議論できる場にしていきたいなというふうに考え

ております。

それらの前提をもとに、私のほうから森先生に主

に 3 つの点、先ほども言いましたけれども、そもそも

このアクティブ・ラーニングというのを日本の教育社

会全体の中でどう位置づけていけばよいのかという観

点及び、じゃあ、もうちょっと実際にこの反転授業を

やってみたいと思っているんだけれども、その中身

についてもうちょっと詳しく知りたいなということ

で 2 点目のコメント。そして 3 番目のコメントといた

しまして、実際に大阪市立大学の中でこういったもの

を全学的に導入したときに一体どんな問題がありそう

なのかということで、例えば反転授業がちょっと苦手

であるというような学生に対してどういった対処をし

ていけばよいのかということで、主にこれら 3 つにつ

本日のご講演から

• 反転授業
– 【習得型】

⇒授業参加者がある一定の水準で知識等を習得する
ことを目的としている。事前学習である程度学習させ
た上で，授業内で既定の水準に到達することを保証
する。

⇒あらかじめ，事前学習含めた全体を通じて「何を学
習・習得するのか？」のゴールが明確になっている。
そのための“手段”として授業内の構造が“反転”し
ている？

3
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いてちょっと質問をしたいと思います。

森先生へのご質問

【1】 “大学”における「アクティブラーニング」や「反
転授業」の位置づけはどうあるべきか？

【2】 反転授業における“深い”学習と“浅い”学習
の意味は？

【3】 どんな学生に対しても「反転授業」は効果的
なのか？ 「反転授業」についていけない学
生へのフォローは？

7

なぜこのような質問を持ってきたのかといいます

と、まず 1 つ目、これは森先生のお話にもありました

けれども、現在、初等教育から中等教育、高等教育ま

で、そもそも学習観というのが大きく変わりつつあり

ます。実際もう既に高校まで、具体的には総合的な学

習の時間というような科目がありまして、そこを通じ

て実際アクティブ・ラーニングを導入している高校が

非常に多く発生しております。

そんな中でなんですけれども、実際このアクティブ・

ラーニングを導入した高校の中では、一部このような

能力が成長しているというようなデータが得られてい

ます。どういうことかといいますと、例えば先ほどの

お話にもありました批判的思考力であるとか、あるい

は問題解決力、人間関係形成力、これら全て21世紀型

ジェネリック・スキルと呼ばれるようなものなんです

けれども、これをとある高校で導入して、ほかの大学

であるとか、社会人であるとか、そういった人たちと

比べてみたところ、導入した直後については、やっぱ

り高校生よりも大学生、社会人のほうがこの手の能力

は高いなという判定だったんですけれども、実際に導

入すると、例えば一部の高校では、もう既に社会人レ

ベルになっているとか、あるいは大学をもうはるかに

追い越しているというような状況になっている。それ

でここで注意しなければならないのは、先ほど逆突き

上げというような言葉がありましたが、高校までの学

習で既にアクティブ・ラーニングが導入されて、そう

いったものになれている学生さんがどんどん入ってく

る状況の中、大学としてこのアクティブ・ラーニング

を導入してどうあってほしいのかということを非常に

大きな話で捉えた上で、どのように考えていくべきな

のかということを皆さんでも共有できたらなというこ

とで、このようなコメントをさせていただきました。

【1】 コメントの意図

• “高校”までの学習で、「アクティブラーニング」「反転
授業」を導入した教育に対し、学生は慣れている状況
になりつつある。
– 決して大学の中で特有の教育方法というわけではない。

– 一部の能力や態度は，大学生や社会人に近づく（ものに
よっては上回る）成果を上げている高校生もでてきている。

⇒“大学”という場で，そうした教育方法を取り入れること
の意義や目的とはどうあるべきなのか？ 高校から社
会までのつなぎ？ 大学ならではの意義がある？

10

 2 番目です。その上で、じゃあ実際にアクティブ・

ラーニングや反転授業を導入しようとしたときに、森

先生の資料、若干省略されていたような気がしたんで

すけれども、特に反転授業を導入することによって、

深い学習と浅い学習という観点で何か効果を見る必要

があると。私も実際この手の学会に行くと、常に深い

と浅いというキーワードがいっぱい出てくるんですけ

れども、そもそも反転授業をして深い学習が進む、浅

い学習が進むというのは一体どういったことなのかと

いうことについて、特に内化と外化の相互作用をうま

くデザインすることによって、これらをうまくコント

ロールできるのではないかというふうに私的には考え

ておりますので、そのあたりについてもうちょっと詳

しく、どういった効果があるのかということについて

お話しいただければなというふうに考えております。

【2】 コメントの意図

• 「反転授業」の効果について

– 内化と外化の相互作用をうまくデザインできてい
る授業設計が必要であり，それなりにコストがか
かるため，強みの内容をしっかり把握できている
と吉。

⇒ “浅い”・“深い”学習の意味とは？ 反転授業の

導入のもっとも効果的なあり方は、最終的に“深
い”学習に到達することなのか？

12

そして 3 点目です。これはもう大阪市立大学の身

内の話になってしまいますが、実際、大阪市立大学の
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中でもアクティブ・ラーニングというのは幾つかの授

業で行われています。具体的には、初年次を対象とし

た初年次セミナーであるとか、あるいは私が若干かか

わっております副専攻という形で積極的な学びを推進

する教育プログラムの中にこういった仕組みというの

は取り入れられております。で、実際この手の授業を

受講した学生、例えば私の例だと、CR副専攻と呼ば

れるものに参入した学生さんというのは、実際にこの

内化の過程であると思われます内省的な思考というの

がすごく強くなっております。その上で、もっと深い

学びに進んでいきたいということで、実際の成績のパ

フォーマンスも伸びているというような結果が得られ

ておりますので、まさにこれはアクティブ・ラーニン

グを導入することによる効果なんだなということを、

本日のお話を聞いて思った次第であります。

【3】 コメントの意図

• 大阪市大における反転授業を含むアクティブ
ラーニング実態について

– 各科目の「内容」「構成」「デザイン」等々をみると，
それに該当するものはいくつかある

• 初年次セミナー

• CR副専攻 コア科目（例：地域実践演習）……などなど

– こうした授業を受講した学生は，ある程度本学で
の深い学習を進めていると言える。

13

ですが、実際にこのような授業に参画する学生が伸

びているということはあるんですけれども、じゃあ、

この手の授業になじまない学生さんについてはどうい

うふうに対処していけばよいのかということをちょっ

と考えなければいけない。というのも、2014年の秋に

大学教育研究センターの西垣先生が中心になって実施

されました、本学の学士課程教育の成果に関する実態

調査報告というのがありまして、その中で本学の学生

の特徴といたしまして、実は自律的、自発的なリサー

チと発信を行う授業を好まないという傾向が実は得ら

れています。これは、例えばですけれども、学生によ

る調査とか発表とか議論を行う授業に関して、実際好

ましいと思って、履修したいと思っていて履修した学

生の割合に比べて、出席重視と呼ばれるような授業に

関してはすごく積極的にとりたいし、実際とっていま

すよというようなデータが出ているということになっ

ています。

【3】 コメントの意図

• 2014年度秋実施「本学の学士課程教育の学習
成果に関する調査報告書」から

– 本学の学生の特徴として、「自律的・自発的なリサー
チと発信を行う授業」を好まない傾向が見られる。

⇒「反転授業」に代表されるような、ある程度自立的・
自発的な学習を要求する方法は、上記のような学生
に導入しても、効果があると言えるのか？

⇒あるいは「反転授業」についていけないような学生に
対するフォローの手段等は研究されているのか？

16

また、皆さんもご存じかもしれません、大阪市立大

学には『クロバス』と呼ばれる『シラバス』の名をもじっ

た、本学で開講されている授業の評価を学生が主体と

なって集めたデータのようなものがありまして、あれ

を見ると、結局のところ、学生からみた評価の重要な

ポイントというのは、出席重視であるかどうか、コミュ

ニケーションカードを出しておしまいだったらそれで

完璧だ、みたいなことだったりもします。

これらも含めて、こういったアクティブな授業につ

いていけない学生に関してアクティブ・ラーニングを

強要したところで、実はあんまり意味がなかったりし

ないのかというのが非常に気になっていますので、そ

うした学生に対して、こういったアクティブ・ラーニ

ング及び反転授業を導入することによる効果であると

か、あるいはフォローの仕方が何かあるのかなという

のをちょっとお尋ねしたいということで、これら 3 点

について、一緒に考える機会があればということでコ

メントさせていただきます。

私のほうからは以上ということになります。よろし

くお願いします。
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