
 In April 2022, Osaka City University and Osaka Prefecture University marge to Osaka Metropolitan University   

Osaka Metropolitan University 

 

 

Title 質疑応答の概要 

Author 飯吉, 弘子 

Citation 大阪市立大学大学教育. 14巻 2号, p.42-50. 

Issue Date 2017-04 

ISSN 1349-2152 

Type Departmental Bulletin Paper 

Textversion Publisher 

Publisher 大阪市立大学大学教育研究センター 

Description 

第 24回教育改革シンポジウム(2016年 9月 29日開催) : 「学生の主体的

な学びをはぐくむ授業のあり方を考える : 反転授業を活用したアクティ

ブ・ラーニング」 

DOI 10.24544/ocu.20171218-030 

 

Placed on: Osaka City University 



【第 24 回教育改革シンポジウム】

42

第24回教育改革シンポジウムでは、「学生の主体的

な学びをはぐくむ授業のあり方を考える―反転授業を

活用したアクティブ・ラーニング」を全体テーマとし

て、関西大学の森朋子先生を講師にお招きし、「学生

の深い理解を促すアクティブ・ラーニング－反転授業

導入の可能性を考える」と題した約50分のご講演をい

ただいた。その後、本学の大学教育研究センター特任

講師の平知宏先生より、森先生のご発表について、平

先生のこれまでの研究成果や本学のCOC事業の学生

の様子などを踏まえたコメントや質問を10分程度で投

げかけていただいた。その後、35分程度の質疑応答の

時間を取った。

質疑応答は、かなり限られた時間で行うこととなっ

たため、まず、 1 ．平先生からのコメントや質問に森

先生にご回答いただいた上で、 2 ．当日のフロア参加

者からのコミュニケーション・ペーパー形式での質問

やコメントを、司会が整理して登壇者のお二人に投げ

かける形での質疑応答とすることとした。以下に、そ

の概要をまとめることとする。

 1 ．平先生からのコメント・質問への森先
生回答

【 1 －（ 1 ）大学段階でのアクティブ・ラーニングの

あり方】

ご質問をいただいた 3 点について、簡単にコメント

をお返ししたい。いずれも難しいご質問だと思った。

まず 1 点目、大学におけるアクティブ・ラーニング

という話について。本日は、アクティブ・ラーニング

が必要だ、という話を行ってきたが、私自身、「やは

り大学は大学」という考えも非常に強い。平先生に整

理をしていただいて、私も明確になったが、何でアク

ティブ・ラーニングをするのか、それは反転授業も同
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様だが、何でこれをするのかということを、先生方が

しっかりと理解されることが必要であるという点は、

これはもちろん重要である。しかし、案外置き去りに

されているのは学生のほうで、なぜこの方法をとるの

かということを、学生にきちんと説明をすることも重

要だと思う。当然それはシラバスにも載っているはず

だが、シラバスを見ていないのが学生でもあるので、

アクティブ・ラーニングの手法を採用するその理由に

ついて、まず学生に対して説明をすることが必要だと

思う。

到達目標等は、学生と教員が共有できている。評

価の報告も、共有できていることが多い。でも、方法

に関しては、教員が一方的に提供している、という場

合が多い。私は、アクティブ・ラーニングをする意味

は、当然ながら教育目標と結びついていて、その教育

目標と教育方法の共有化ということで、学生自身もそ

のメリットがわかっているということが非常に大きい

ので、絶対にアクティブ・ラーニングをやろうという

ことではなくて、やはり目標ありきかと思っている。

お話にもあったように、今、小・中学校等でも、総

合学習の時間等から、積極的にアクティブ・ラーニン

グを取り入れている。でも、小中学校に行ってみると、

先生方は「総合の時間だけでやればいいんでしょう」

とおっしゃる。「そうではない」とお答えする。本日

もお伝えしてきたように「知識の定着としてアクティ

ブ・ラーニングは非常に有効なので、先生方の教科教

育、専門教育の中で、ここは押さえてほしいというも

のがあれば、ぜひアクティブ・ラーニングを導入して

ください」ということを、今はお話ししている。

そういうことなので、大学、高校を問わず、目標と

方法を一致させるべきというのが、まず第 1 問目の質

問のお答えとなる。
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【 1 －（ 2 ）深い学習、浅い学習とはどういうことか】

 2 問目、これが少し難しい問いである。「浅い」「深

い」ということは、今とても議論になっている。次期

の学習指導要領にも「対話的で深い学び」とある。「深

い学び」の「深い」とは何か、などについて多くの研

究者が様々なことを述べているが、私自身は、単純に

用いている。つまり、「 1 回わかったことを、どれだ

けもう一度思考していくか、そして知識がどう変容し

ていくか」ということを指して「深い」という言葉を

使っている。

そういう意味では、まさに反転授業は「わかったつ

もり」を作ってくることが前提となっているので、授

業の中で 1 回は自分がわかってきたと思っていたこと

を、作りかえる作業を行えることによって、より深い

学びをつくりやすい授業デザインであり、そのように

「深い」という言葉を使っている。

先ほどは割愛してしまったが、実は、習得型はどう

しても深い学習の数値が伸びない。深い学習をどのよ

うな指標ではかってるのか、という点については、例

えば、ほかの授業と関連づけるとか、ここで学びを止

めないでもっと先に進めるとか、そういった質問項目

によって、深い学習アプローチをはかっているのだが、

それらの数値が、どうしても伸びない。かえって、プ

ロジェクト・ベースド・ラーニングでフリーライダー

がいっぱい出ているようなところで、同指標のデータ

をとると、深い学習アプローチが伸びてしまうという

傾向もある。そのようなこともあるので、授業の目的

が深い学びを示しているのか、あるいは浅いというこ

とではないが、ある特定の知識の獲得を目指している

のか、という違いによって、学生の意識や活動も引っ

張られるのではないかと思っている。

先ほどの基礎水理学の授業は、本当にすごくよかっ

たし、熱気があふれていた。授業が終わっても、わ

あっと議論をするような授業、そして誰一人フリーラ

イダーが出ない状況だったのだが、浅い学習が伸びる

という傾向があった。これはまだ、われわれの調査方

法が悪いことによる可能性もあるので、今後また検討

させていただきたいと思っている。

【 1 －（3）アクティブ・ラーニング等が苦手な学生へ

の対応について】

 3 点目、 1 つの教育方法が全ての学生に有効である

ことはまずあり得ない、ということは言える。ただ、

アクティブ・ラーニングが苦手な学生はたくさんいる

が、反転授業のシステムが苦手という学生はなかなか

いない、かなり少ない、というのが現状である。なぜ

かと言えば、 1 週間だったら 1 週間の間に、先ほど平

先生にまとめていただいたように、次にやる授業の内

容はこれだということがわかる。その際、自分の知識

が足りないという場合は、そこまでの間にフォローが

できる、準備ができる。つまり、自分が先生の求めて

いる水準に合わせてこられるということなので、予習

の時間がかなりばらばらになっている。動画を見ただ

けでわかる学生は 2 時間ぐらい、それだけではわから

ない学生は 7 時間、 8 時間かけているというデータが、

今出ている。

後からお話ししようと思っていたのだが、動画の作

り方が非常に親切な先生だと、この単語がわからない

人はYouTubeのこの動画を見なさい、この単語がわか

らない人はこれを見なさいと説明を付けておられる。

例えば、ベルヌーイの定理って、高校のときに物理を

やっていない学生はわからないわけだが、他の先生

が、ベルヌーイの定理を説明していたり、YouTubeに

アップしていたりするものを幾つか見つけておいて、

あっ、これはよく説明されているなというものにリン

クを張っておけば、学生はそれを見てから授業に参加

できる。なので、授業の中でいろいろ補習のようなこ

とをしなくても、ある程度知識レベルを合わせてから

スタートできるということは、教師にとってもハッ

ピーだし、学生にとっても非常にハッピーである。後

でアンケート等をとると、事前に準備をできてよかっ

た、との声が多くみられる。見てこないという怠け者

の学生はたくさん出るが、でも、苦手だという学生は

出ない。

ちなみに、見てこない学生の対策については、山

梨大学の工学部で非常に積極的に反転授業を入れてい

て、最初の10分は別部屋に連れていって、そこでまず

見せるということをしているという例もあった。

いずれにせよ、私が非常に重要だと思っているのは、
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「わかったつもり」を自分のペースで学生が作ってく

る環境を整えるということである。そして、授業の中

でそれを「わかった」に作り直す、ということが深い

学びにつながっているのではないか、ということであ

る。

 2 ．参加者からのコミュニケーション・ペー
パーでの質問への森先生・平先生回答
フロア参加者からコミュニケーション・ペーパー

で数多く寄せられた質問等を、以下（ 1 ）～（ 3 ）

の 3 つの観点、（ 1 ）反転授業による知識の学習量の

減少懸念と上位学生へのケア、（ 2 ）学生個人の特質・

属性・学修意欲の問題と具体的対策、（ 3 ）導入の際

の具体的内容・教授法・教材や工夫という観点に分け

て、森先生と平先生に投げかけた。以下、観点ごとに、

お二人の回答を紹介する。

【質問 2 －（ 1 ）：反転授業による知識の学修量の減少

の懸念と上位学生へのケアについて】

まず結構たくさんいただいたご質問が、事前学習で

見せる中身で知識の量が減ってしまうのではないかと

いう点である。つまり、情報化した事前学習を重要視

することで授業の質を高める効果があることは非常に

理解しやすいのだが、その一方で知識の量が犠牲にな

るということがあるのではないか、内容や量の問題を

どのように考えるのかということである。また、これ

までの授業の内容が半分ぐらいになるのではないか、

伝え切れなかった内容はどのように補うのか。あるい

は、これまで1.5時間授業をしてきた授業を、スライ

ド27にあるようなスタイルに変えたとすると、講義で

できる内容は 6 分の 1 に減るが、残り 6 分の 5 をどの

ように補うのか。 1 回の講義時間当たりに学ぶ、教え

る量を減らさずに習得型アクティブ・ラーニングを導

入する工夫を教えていただければということである。

あとは、反転授業では時間がかかる印象があるが、

習得させたい知識の量を減らし、絞り込む必要がある

のだろうかということ。とくに自然科学系の場合は、

これだけは学んでほしいというものの量が多いと思わ

れるので、量と時間が問題になるような気がする。言

い換えると、ゴールをどのレベルに設定するかを練り

直すべきなのか。あるいは、今までの講義、教授主体

の授業は内容を詰め込み過ぎていたのか、といったあ

たりの質問である。

また、これらに関連すると思われる質問として、ス

ライド23において、導入前よりも80点、90点付近の学

生が減っていることが少し気になるというものがあっ

た。もともと上位にいる学生へのケアという点も、今

の知識の量が減ったということと関係あるかもしれな

いと思い、一緒に質問させていただいた。

【森先生回答 2 －（1）－①：反転授業による知識の学

習量】

まず、知識の量、これを先生方が大変心配されるの

はよくわかる。そもそもアクティブ・ラーニングは、

あの活動を授業の中に盛り込もうとすると、どうして

も知識の量が減ってしまうという問題がある。それを

解決するのがまさに反転授業で、反転授業で最初の知

識のところを動画として前に出してしまうという発想

があった。

先ほど申し上げたような授業の中で、先生方にずっ

とインタビューをしているが、基本的に知識の量は変

わらない。これはｅラーニングの研究からであるが、

動画が15分よりも長くなったら学生は見ない、という

結果もあるので、大体15分ぐらいの動画を何ページぐ

らいのスライドでお話しされているかというと、25枚

程度である。なぜそのくらいの枚数になるかと言えば、

学生がわかろうが、わかるまいが関係なく、一方的に

弾丸トークで話しているからである。学生のほうが戻

したり進めたりしながら、それを自分のペースで見て

いる。なので、動画自体は、知識の量を減らしている

という先生は今のところはそれほど多くはない。もと

もとが、物すごく大量な量であれば、若干減るかもし

れないが、ふだんは、やはり先生方も話をされながら、

高校の内容を補足したり、前のところの復習をしたり

ということをされているなど、授業も行ったり来たり

しているのに対して、本当に一方向的に一気に説明す

ると、15分の動画でも、内容的にはかなり長いものに

なる。

学生のほうは、私たちの調査だと、それを最初から

細切れに見る学生と、最初はざっと見て、後からわか
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らなかったところだけストップモーションをかけて戻

しながら聞いているような学生もいる。先生の講義を

学生が勝手に進めたり、とめたりしながら自分のペー

スで聞いているというのがまず前提にあるので、知識

の量は、括弧つきではあるが、変わらないということ

がまず一点。

【森先生回答 2 －（1）－②：反転授業（習得型）の上

位者の学び】

 2 つ目、これに気づかれた先生はすごいと思う。実

は成績分布のところで、上の上位、減っていたとのご

指摘は、そのとおりである。習得型で、まさにあの形

の授業を 3 回やって、 4 回目に小テスト、また 3 回やっ

て 4 回目に小テストというように、毎回同じパターン

の繰り返しである。成績が下がっている学生に聞くと、

予習の部分というのは、自分のオリジナリティーが発

揮できるところだった、つまり、自分が自己肯定感を

上げて学習に臨めるところだったのに、そこが規定さ

れているということに関しては大変不満があるとのこ

とだった。いわゆる習得型なので、全員がある一定の

ところまで到達するということに関しては、もちろん

達成させるが、もっと学びたい学生にとっては十分に

満足できるものではないかもしれないという点も、同

時にわかっていることでもある。ただ、授業の目的は

「習得」なので、そういう意味では、完全にあの授業

は成功ということになる。

とは言え、当然ながら、上位の学生にとってそこで

学びがとまってしまってはいけないので、今その先生

がやられているのは、発展問題というものを成績に関

係なくもう 1 問作っておられて、それは現在の基礎水

理学で使われているような課題をそこに載せている。

例えば、私も知らなかったのだが、水に関する力の話

なので、例えば、ベネチアの地盤沈下をどうやって食

いとめるかといったプロジェクトも現在行っているの

で、そういうものの発展的なコラムを用意したり、終

わったときに時間があれば取り組むようなものを入れ

たりしている。そうすると、上位の学生の成績も、若

干上がってくるというわけである。

先ほどの話にもつながるが、目の前にいる66人の学

生が全て満足するような教育方法はなかなかない。な

ぜならば、個人個人によって、理解の仕方も根底にあ

るものも別だからである。しかし一方で、授業目的に

沿った目標でそれが達成されているということは、や

はり重要である。そのため、探求型の授業や上位の学

生の学修成果を上げるためには、また別の手だてを考

えることが必要だと思う。つまり、 1 つの授業でツー

インワン全部おいしいよ、というようなものは、もし

かするとかえって目的がぶれるのかもしれないと思う

次第である。

【質問 2 －（2）：学生個人の特質・属性・学修意欲の

問題と具体的対策について】

今のお答えが、次の質問につながる良い流れになっ

たが、もう 1 つたくさんいただいているご質問の方向

性としては、反転学習等の効果に関しては、学修者個

人の特質や、属性、学修意欲などが実はすごく大きく

て、そのあたりの問題をどう解決していったらいいの

か、あるいは、要はそういう問題なのではないかといっ

たものがある。

例えば、自然科学系の事例で落第者が激減したとい

うことだったが、落第者はテスト勉強など学修意欲が

そもそもなかったのではないか。そこに、反転授業と

いう事前学習をやらなければならないと強制したこと

により、学習時間が伸びたことの結果ではないのかと

いうご質問である。

あるいは、コミュニケーションが苦手な学生が多く

て、グループワークが活性化しない場合の問題はどう

考えればよいのか。

あとこれは平先生に対してのご質問ということであ

るが、コミュニティ再生（CR）副専攻という、COC

の知の拠点事業の関連で本学が立ち上げている副専攻

の中で、先ほどもご紹介があった地域実践演習やアゴ

ラセミナーを 3 年間担当されたという質問者の先生の

感想として、かなり時間をかけて個別指導とかフィー

ルドワークを実施した中で、結局は学生の資質に帰さ

れる部分が相当あったというご指摘がある。伸び代を

伸ばせた学生もいるが、最終的ゴールは学生の資質に

よるべきところが多かったように思ったとの実感が述

べられている。

また、これは学修意欲というよりは、学生の特質
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があることを実感している。関西大学には入学して良

かったが、〇〇学部には行きたくなかったという例も

ある。うちの場合は大学内併願がたくさんできるので、

〇〇学部の方が良かったというのをずっと引きずるわ

けである。その結果、専門教育に意欲が非常に少ない

学生も多い。でも、そういう学生にとっても、目の前

にある課題をみんなと解決した、といったような達成

感だとか、あとは興味がなかったが、実際にみんなと

やってみたら、少し面白かったといったところに、新

しい学びがあるのではないかと思う。

なので、大事なアウトプットのところを、 1 人の自

宅での学習に追いやってしまわないで、みんなの教室

の中で解決していくことによって、様々なモチベー

ションや、先ほど言ったコンピテンシーも育っていく。

これはメリットがあるんだということ、つまりこの教

育方法によってこういうメリットがあるよ、というこ

とが学生もわかっていれば良いのではないか。さらに

は、就職にも、つながってくるといったメリットも、

もしかしたら考えられるかもしれないということもあ

る。

つまり、学習への個人個人のモチベーションが違

うのは前提とした上で、モチベーションを育てたり

やる気のスイッチを探したりするためには、チョーク

＆トークよりも、他の学生とのアクティブ・ラーニン

グや反転授業で、理解が進むことが自己肯定感につな

がっていくという意味でも、効果的なのではないだろ

うか。

【森先生回答 2 －（ 2 ）－②：学修者の特性や学習障

がいについて】

難しいのは、いわゆる学習障がいがあったり、コミュ

ニケーションがそもそも苦手だったりする学生であ

る。しかし、この点については、私は切り離して考え

ている。もし本当に学習障がいという、ある意味きち

んと診断されているものであれば、これは素人が立ち

向かう問題ではないので、必ず専門家と一緒にやって

いかなければいけない。興味深いのは、この反転授業

は、実はそういう学習障がいのある学生さんに非常に

人気だということである。なぜなら、授業に出なくて

も授業の内容や課題がわかるからである。そして、あ

とでも言える、学習障がいのある学生について、他の

学生とのコミュニケーションが難しいケースもあるの

ではないかという点で、このあたりの苦手な人をどう

するかというのは、先ほどの平先生からのご質問にも

あったことではあるが、フロアからも質問が出ている。

それから、先にも、学生の意欲の問題をどう伸ばし

ていくかという質問があったが、それをどのように工

夫していったら良いかというご質問もある。事前学習

を積極的に行わせることのできる、動機づけの具体的

な例がもしあれば教えていただきたいとか、何かそう

いう確実に予習してもらうための工夫はあるかとか、

ｅラーニングの導入についての必要性とか課題につい

ても、教えていただきたいとのことである。

加えて、先ほどのフリーライダーとも言える、グルー

プワークをすると発言しない学修者の存在が出てくる

と思われるが、どうすれば良いか、具体的な例があれ

ば教えていただきたいというご質問もあった。

以上のように、実際にやってみての感想や工夫・対

策を教えていただきたい、というようなことについて、

いかがか。

【森先生回答 2 －（ 2 ）－①：学修者個人のモチベー

ションの問題】

「学修者個人のモチベーションの問題か」と問われ

たら、「はい」としか言いようがない。全くそのとお

りである。やる気のある学生とやる気のない学生がい

るということは確かにそうである。先ほどお示しした

通り、やる気のない学生に、「後で、自分でやっとい

てね」という対応にすると、一番大事なアウトプット

のところはやらないことになってしまう。つまり、現

状のまま学生に任せて放置しておくと、ずっとやらな

いまま学習の格差が増える。しかし、反転授業やアク

ティブ・ラーニングを採り入れた場合だと、まさに教

員の目の前でその課題を解くということがその授業の

主な内容になるわけなので、そこで少なくとも手を動

かし、思考を動かすということが組めるということに

なる。

学生全員が、入った学部・学科の専門教育に意欲的

だ、などということは全くないし、私もIRでずっと

学生を追っているが、不本意入学者の率やミスマッチ
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や様々な活動の総括の中で、今まで授業だけはチョー

ク＆トークだったが、その授業でも、やはりこういっ

た社会性を持つような教育方法によって、多様な力を

育てていこうという試みの 1 つだと、ご理解いただけ

れば、授業におけるアクティブ・ラーニングだけで学

生を育てるということにはならないので、学生も様々

なところで多様なサポートを受けながら、色々なプロ

グラムに臨めるのかなというふうに思ったりもする。

【平先生回答 2 －（ 2 ）－④：学修者個人のモチベー

ションを超えた手法としてのアクティブ・ラーニング】

CR副専攻も含めて、個人的にも気になった点があ

るので、幾つかお話ししておこうと思う。

まず、学生の特質や、やる気に依存するのではない

かとのコメントがあったが、例えば、先ほどの私のス

ライドでは、アクティブ・ラーニングを導入した高校

で、実際にそれに関連するパフォーマンスが伸びてい

る、というデータをお見せした。実はあれには隠しデー

タがあり、単純なパフォーマンスだけではなくて、そ

の生徒自身の態度や、もともと持っている意欲がどう

変化したのかなどもあわせて、データをとっていた。

しかし、実はそれらの態度に関しては、アクティブ・

ラーニングを導入したからといって、とくに伸びたと

いうわけではなかった。

逆に言ってしまえば、もともと意欲を持っている学

生も持っていない学生もいるけれど、アクティブ・ラー

ニングという枠組みを通じて、一定の学修成果が得ら

れたということは、どういった特質を持っているかと

いう点によって左右されるというよりは、どのような

特質の学生にとっても、一定の効果を上げる枠組みと

してアクティブ・ラーニングという手法があるという

ことだ、と私は理解している。

もちろんやる気のある学生に伸びてほしいし、なお

かつ、やる気のない学生にも様々な形で教育効果が出

てほしいということはある。われわれ教員の立場とし

ては、こうした成果を上げられるような枠組みを、幾

つか選択肢の手段として用意しておき、その中で、先

ほど森先生のコメントにもあったように、この授業に

参画したら具体的にこういった力が身につく、なおか

つ、こういった学習方法を行うのでぜひ来てくださ

る授業では、個別に先生とのやりとりを通して、授業

に参加してアクティブ・ラーニングに参加しなくても

単位がとれるといったような、つまり通信教育みたい

な形で対応している場合もある。それは明らかに学習

障がいということなので、カウンセラーの先生と担任

の先生とその学生の 3 人でやりながら行っているケー

スである。専門教育において、モチベーションの高い

学生さんであれば、そこで満足感もかなり上がると

いった結果が出ている。

そういう意味では、コンピテンシーは伸びないし、

アクティブ・ラーニングの部分は欠如されているけれ

ども、まさに大学教育としては一定の責任を果たして

いるとも言えるのではないかと思う。

一方で、苦手だという学生であれば、先ほどの教育

目標のところで、こういう力をつけるためにはこうい

う教育方法が必要なので、苦手は苦手なりにちょっと

頑張ってみてはどうかといったような働きかけも必要

かとも思う。コミュニケーション能力が欲しくない学

生なんて、いるはずない。それは英語力と一緒だが、

ただ苦手で逃げていても、なかなかできるようにはな

らない。じゃあ、ちょっと頑張ってみようかという環

境は必要かなと。ただ、これに関しても、こうしたら

良いという明確なお答えは、私も持っているわけでは

ない。

【森先生回答 2 －（ 2 ）－③：予習時間確保や学修意

欲向上のための工夫】

確実に予習させる方法というのはなかなか難しい。

自然科学系で多いのだが、予習の量が多ければ多いほ

どこんなに成績が上がるんだったら、私も私もと、先

生方が個人個人で導入されると、 1 週間に学生は幾つ

もの反転授業に対応しなければいけなくなる。そうな

ると、全体としてカオスになってしまう、という問題

が生じてしまう。あくまでもカリキュラムの前期、後

期の中で、例えば前期はカリキュラムの中のこの 2 つ

に集中させる、後期はこうするといったように、カリ

キュラム・マネジメントで学生の予習時間も担保して

いかなければいけないと思う。

最後に、アクティブ・ラーニングだけで、全ての学

生の学びを担保するわけではない。部活やアルバイト
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（e）動画以外に効果的な予習方法があるか。あるいは、

大人数クラスでも実施可能か。

（f）予習してこいと言っても、なかなか予習する学生

がいない。

（g）個人の学びの中に余りにも介入することで学習が

均一になり過ぎることはないのか。このあたりも重

要なご指摘だと思われる。

（h）成績向上云々の話があったか、従来の授業と反転

授業では、成績評価の方法が異ならざるを得ないの

ではないか。より率直に言えば、反転授業において

は、出席者は皆何かの形で出席の記録を残すので、

不可はつけにくくなるのではないだろうか。それが、

不可が減った原因とは考えられないのかということ

である。

（i）反転授業の導入によって、教員の時間的な負担は

どのように変化するか、業務量はどうかということ。

（j）最後に、事前学習プラスアクティブ・ラーニング

というのは有効なモデルだと考えるが、関西大学で

はこのモデルを学士課程全体に導入しておられるの

かということ。

かなり多様な質問を挙げたので、可能な範囲でご回

答をお願いしたい。

【森先生回答 2 －（ 3 ）－①：反転授業の事前学習教

材や内容】

頑張ってお答えしてみたい。非常に的確なご指摘を

いただいていると思う。

まず、事前学習の内容については、先生方が90分の

授業で使っておられるスライドがそのまま動画化され

ている。特定の問題を提示して解説する形というより

も、大学では単元とは言わないが、今日の授業でやり

たい内容が、そのままとなっている。つまり、パワー

ポイントでこれまで授業をされていた先生方の多く

は、そのままそのパワーポイントを使っておられる。

そのため、最後のほうで「負担はどの程度か」とのご

質問もあったが、案外そのままで、それに音声を吹き

込んでいる形である。

これまでは、動画をつくるのが結構難しかったりし

たが、最近はOffice Mixという、パワーポイントにア

ドインすれば使えるものがある。それはまだ英語バー

い、という予告や宣伝を行いつつ、そのような機会を

与えるということ自体が、かなり重要な点ではないか

と思った。

アクティブ・ラーニングを導入するだけではなく、

アクティブ・ラーニングを含めて、カリキュラム・マ

ネジメントという大きな視点を持ち、この大学の中で

どういった教育を組み込んでいくのかという全体像を

把握していく中で、アクティブ・ラーニングを 1 つの

手段として考える視点が、最も重要ではないかと、思っ

た次第である。

【質問 2 －（ 3 ）：導入の際の具体的内容・教授法・教

材や工夫について】

残り時間が少ないなか、ご質問がまだたくさんあり、

本当は 2 つに分けるつもりだったが、無理やり 1 つに

まとめて質問することとする。

実際に導入していくときにどのようなものを使って

いけばいいか、どのように工夫して教えればいいかと

いうあたりの質問である。以下、教材とか教え方の中

身の部分についての質問をまとめて紹介する。

（a）自然科学系の科目は、基礎となる膨大な知識の集

積を目的としてきたように思う。その知識の演習に

よる活用とまとめが期末テストだったと思う。事前

学習でのビデオで話す内容はどのようなものか。講

義の概略化、知識の提示―知識というのは公式や用

語や例題など、それから講義、演習、自己採点、解

説ならすぐできそうだが、事前学習、課題、解答、

解説という流れはちょっと難しそうである。

（b）課題の話だが、オンラインのほうが便利であるこ

とは理解できるが、事前学習を課題図書の自習とし

てはいけないのかということ。あるいは、事前学習

の教材は教科書でもよいのか。理系では演習の授業

があるが、それとの違いはということ。

（c）アクティブ・ラーニングを支えるハード面での工

夫があれば、商品名とかキーワードを挙げていただ

きたい。これは職員の方のご質問である。

（d）他の機関において施設とか設備がアクティブ・ラー

ニングを支えている、というような事例があればご

教示いただきたいということ。アクティブ・ラーニ

ングを支えるのに適した施設という意味である。
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化→内化、個人→集団→個人でできているということ

になる。

ただし、学生にとっては、文字情報を理解すると

いうのは非常に高度な認知になる。そのため、関西大

学の学生すべてが、文字情報を得意としているわけで

はない。もっと言えば、 3 分の 1 ぐらいしか文字情報

で適切に情報をとれる学生はいない、と私は思ってい

る。その一方で、今の学生はYouTube世代と言われて

いるので、動画で情報をとることには非常に長けてい

る。まさに視覚と聴覚によって情報を得るといったも

のが、「わかったつもり」をつくってくるには簡単だ

ということである。なので、 1 年生には反転授業をお

勧めする。ただし、 2 年生や 3 年生で同じことをする

わけではなくて、 2 ～ 3 年生になったら、そこのとこ

ろを課題図書にかえる、または反転授業との併用にす

る。そのようにすることで、私どもの業界では、少し

ずつフェーディングすると言うが、つまり、先生の支

えを少しずつ引いていって、まさに主体的な学生を育

てていくというようなカリキュラムの工夫も必要だと

考えている。

【森先生回答 2 －（ 3 ）－③：反転授業の介入による

学びの均一化と成績評価について】

均一化の問題についてだが、先生方にとっては均一

でも、学生においては、事前学習の方法も思考もみん

なそれぞれ自分のスタイルでやってくる。まさに個別

性を推奨しているような方法なのではないかと思う。

したがって、テストではあのような形で結果が出てい

るが、理解の方法も、もちろん質もばらばらなので、

個を大事にできるのがアクティブ・ラーニングの特徴

だと思っている。均一化の心配も、私はあまりしてい

ない。

成績だが、先ほど説明した成績のつけ方は、全く違っ

たテストではなくて、類似問題である。私のほうで要

因統制しているため、例えば計算問題が記述問題に変

わったということはない。そのため、まさに今までや

らなかった学生がやって伸びたということだ、と私は

思っている。そういう意味では、これまで十分に自分

でやっていた学生にとっては、わかったことをもう一

回議論しなければいけなかったりするので、少し退屈

ジョンしかないが、 1 枚 1 枚のスライドに音声と手書

きのものをつけ加えられるようになっているので、簡

単にこれまで使っていたパワーポイントを動画化でき

る。さらに先生の顔も映せる。分割画面でそれができ

る。

数学の先生方は、数学の伝統として真っ白なものに、

一気に書くような形のパワーポイントをOffice Mixで

作っておられたりする。そういう意味では、本当に手

軽になったなと思う。また、Office Mixの良いところ

は、スライド 1 枚 1 枚で作り直しができるという点で

ある。私の授業でも反転にしているものが 1 つある

が、 1 回作ってしまえば、後は毎年毎年少しだけのマ

イナーチェンジで、長く使っていけるので、かえって

効率的かと思う。

教員の役割が、大きく変わっている。教員がいなけ

れば授業ができないわけではなくて、まさにアクティ

ブ・ラーニングが授業の中心になるので、そこをしっ

かり支える仕組みが整っていれば、授業は成立する、

といったような理論になる。人文社会科学系の先生方

より、自然科学系の先生方が大変重宝されているのが、

この反転授業である。

ただし、繰り返しになるが、先生方にデータを見せ

ると、よしやるぞとなってしまうので、あくまでもカ

リキュラム全体としてマネジメントしていかないと、

学生は全ての授業の反転授業をサボるということにな

る。

【森先生回答 2 －（ 3 ）－②：課題図書による事前学習】

課題図書ではだめかというご質問、これもとても

すばらしいご指摘であるが、私は反転授業にこだわっ

ているわけではなく、予習で「わかったつもり」を

どう作ってくるかということを考えていきたいと思っ

ている。そういう意味で、反転授業の動画が課題図書

にかわれば、リーディングアサインメント（reading 

assignment）という教育方法になる。サンデル先生

がやっている方法である。サンデル先生は、あのよう

なすばらしい最後の話をされているが、あの前には実

はTAが入っている十分なアクティブ・ラーニングが

あって、その前に個人個人で課題図書を読んでくると

いったような課題がある。それらすべてが、内化→外
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にもなったことも併せて紹介しておく。

本日のシンポジウムのご講演と質疑応答や、ワー

クショップでの議論などを通して、学生の「わかっ

たつもり」を「わかった」につなげるための、「内化

→外化→内化…」という学びのプロセスを、さまざま

な方法で実現していくことが重要だ、という大きな課

題をいただいたような気がしている。そして、その中

の 1 つの方法として、アクティブ・ラーニングだった

り、反転授業だったりということがあるということ、

および、それらの手法も用いながら、授業の目的や学

生の学びの状況にあわせて個々の授業を設計するとと

もに、カリキュラム全体としてのマネジメントやデザ

インも行うことが重要だということがよくわかった。

本学では、今年度（2016年度）から文部科学省の大

学再生加速プログラム（AP事業）のテーマⅤに採択

され、本学の学生が真に深く学ぶためのアクティブ・

ラーニングの学修支援と、学生のそのような学びを促

進する教育を教員が行っていく際の教育支援を目的

として、学修支援推進室（OCUラーニングセンター）

を立ち上げようとしている。本日いただいた示唆も十

分に活かしながら、本学の学生の学びや本学の教員の

教育の現状とニーズに寄り添った、本当に必要な形で

の支援を行っていければと思う。

な授業になったのかなということである。

【森先生回答 2 －（ 3 ）－④：関西大学や他大学での

反転授業の取組】

関大でやっているかと言われたら、すみません、あ

まりやっていない、というお答えになる。

先ほど少し触れた、JMOOCが今立ち上がっていて、

関西大学でもJMOOCに大変高いお金を出して参加し

ているので、使わなきゃ損ということで、歴史学の先

生が東大の本郷先生の動画を使って反転授業をされて

おり、授業前にその動画を見てきた後にプロジェクト・

ベースド・ラーニングを行う等の事例は幾つか出てい

る。ただ、今のところ、本当に偶発的に興味のある先

生がやってみようかなということで行っており、組織

立ってはやっていない。

現在、組織的に導入されているのは、唯一、山梨大

学である。山梨大学の工学部はカリキュラムで反転授

業を入れておられる。そこでも非常に効果が出ている。

すなわち、継続して高くなっているという結果がデー

タでも出ている。論文もたくさん書かれているので、

ぜひまたご確認いただければと思う。

おわりに
以上の通り、限られた時間の中ではあったが、多

岐にわたる質問にお答えいただき、講演の内容をより

深く理解し内容や方法についても具体的な理解が広が

る、有意義な質疑応答だった。

当日は、このシンポジウムに引き続いて、森朋子先

生にもコメンテーター・アドバイザーとしてそのまま

ご参加いただき、全学FD事業の一環である第17回FD

ワークショップ（授業デザインワークショップ第 9 回

目）も開催することができた。ワークショップでは「知

識・スキル伝達修得型授業でのアクティブ・ラーニン

グのあり方を考える」をメインテーマに、本学内での

具体的な授業実践事例 3 例を題材に、自律的学修者育

成につながる教育のあり方・可能性について、考える

場も持った。今回のシンポジウムで得られた一般的な

知見にも照らし、森先生のご意見・コメントもいただ

きつつ、部局の違い・分野の違いを超えた視点から、

本学の具体的教育のあり方を、学内で議論する良い場
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