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11 はじめに
はじめに
AP 運営委員⻑による緒⾔
AP運営委員長による緒言

⽴正⼤学地球環境科学部 AP 運営委員⻑
島津

弘

⽴正⼤学では平成 26 年度に，⽂部科学省⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）テーマⅠ（アクティブラ
ーニング）に選定され，平成 30 年度までの事業として実施してきた．中間段階で，1 年延⻑が認められ
たため，平成 31（令和元）年度までの事業として継続される．これまで，⽴正⼤学としてはこの事業を
実施するための組織・体制づくり，教室インフラの整備を⾏い，地球環境科学部ではアクティブ・ラーニ
ングの先駆的実施⺟体として，本事業のための特任教員 2 名の配置，AP 事務局の設置をし，実際にアク
ティブ・ラーニング授業および学⽣主体のプロジェクト，それを広げるための研修会やワークショップ
を実施してきた．
5 年⽬としての本年度は，今までの地球環境科学部の取り組みを継続発展させるほかに，全学普及のた
めの活動を推進してきた．まず，アクティブ・ラーニングそのものに対する全教員の理解や授業実施の状
況を把握するためにアンケートを⾏った．次にアクティブ・ラーニングを実際に広く理解・浸透させるこ
とを⽬指したアクティブ・ラーニングとその授業実践の事例をまとめた「アクティブ・ラーニングを導く
教育⼿法 16」という冊⼦を発⾏した．AP として実施している 4 プロジェクトを中⼼に，そこから派⽣
したものや⼀般的にアクティブ・ラーニングとして取り上げられる計 16 の⼿法について，その概念，内
容に加え，主に地球環境科学部における実践事例をまとめたものである．本冊⼦は学内全教員に配布さ
れ，AP の活動の実際を全学に広めた．また，予習⽤動画を⽤いた反転授業（B プロジェクト）を全学普
及させるため，および各学部に FDer を育成するために，平成 31（令和元）年度に予習⽤動画の作成・
公開とそれを⽤いた授業を⾏う教員を各学部から 1 名以上選び，本年度は動画作成講習などを⾏った．
それぞれの教員は，予習⽤動画を作成するとともに，それを⽤いた授業を公開で⾏い，全学教員に対して
はその⾒学を FD 活動と位置づけ実施することになっている．
地球環境科学部で実施している A〜D のプロジェクトも徐々に広がりをみせ，多くの教員が何らかの
形で関わるようになってきた．プロジェクト C における学⽣研究プロジェクトも⼀定数の応募が継続し，
その研究結果は，AP 関係の報告会で報告するだけでなく，地理学科の全学⽣対象の卒業研究発表⼤会に
よる発表を⾏っている。環境システム学科では、今後卒業研究の発表の場などで成果を発表することに
している。最終年度である来年度は，AP による補助終了後の体制づくりや，⼀層の全学展開などを⾏い，
この事業で得られた成果の定着をはかっていきたい．
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地理学科における AP の活動の成果
地理学科におけるAPの活動の成果

地理学科主任

伊藤徹哉

地理学科では、各種の実験実習科⽬や「フィールドワーク」を中⼼に据えた主体的な学びとなる授業
や、⾃由な発想・思考や活動を核にした卒業研究など、アクティブ・ラーニングの特徴を備えた授業に取
り⼊れてきた⻑年の実績がある。AP 採択以降は、それらに加え、⼤教室での授業におけるタブレット端
末を⽤いた双⽅向授業、海外の⽂化・⺠族的教材などのリアル教材の活⽤、講義科⽬における予習⽤動画
の活⽤がすすめられてきた。
双⽅向授業では、平成 28 年度までに 150 ⼈規模の講義科⽬におけるタブレットの各⾃配布における双
⽅向授業を実施した。また、200 ⼈以上規模の講義科⽬において複数⼈に 1 台のタブレットを配布し、グ
ループワークと意⾒の投稿を組み合わせた疑似議論を取り⼊れてきた。平成 29 年度には、予習⽤動画教
材を⽤いた反転授業を組み合わせた双⽅向授業をさらにすすめた。特に予習⽤動画による学修と練習問
題への取り組みを⾏い、授業ではタブレット端末による練習問題解答の投稿と解説から授業を始めると
いう展開に基づく授業も実施した。タブレット端末を⽤いた授業に参加するため、初年時教育・導⼊教育
の⼀環として設けられている 1 年次前期必修科⽬「学修の基礎 I」（140 名程度）において学⽣に端末を
使⽤するスキルを修得させた。平成 30 年度には双⽅向授業の内容を改善しながら、予習⽤動画教材が拡
充されている。
リアル教材の活⽤は、平成 30 年度も地域研究や地誌的科⽬などの授業を中⼼にすすめられている。授
業活⽤時の利便性の向上を⽬指し、リアル教材の写真付きでのリストが拡充された。また、近隣の⾼等学
校へのリアル教材の貸し出しも⾏われ、授業内容の理解促進に寄与している。AP 学⽣研究プロジェクト
も継続し、本学科学⽣らによる研究プロジェクトによる成果が得られた。さらに、AP 予算によって、常
総市における学⽣主体の地域連携プロジェクトが推進されている。これらの研究成果や地域連携の成果
は、本学科学⽣と教員による平成 30 年度卒業研究発表⼤会において、⼝頭により発表された。
本学科のほぼ全ての学⽣は、これまで AP 事業に関する双⽅向授業など授業やプロジェクトに参加し
ており、学⽣の主体的学びにつながる経験を積んでいる。⾃ら学ぶ学修のあり⽅を体験するという⼀定
の成果を上げる⼀⽅、各教員や個々の授業レベルでは、興味関⼼はあるものの双⽅向授業の導⼊をため
らい断念する場合も多い。また、リアル教材の授業での活⽤や、近隣の⾼等学校等へのリアル教材の貸し
出しも必ずしも活発とはいえない。これらは次年度の活動において課題となるだろう。
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環境システム学科におけるアクティブ/パッシブ・ラーニング
環境システム学科におけるアクティブ/パッシブ・ラーニング

環境システム学科主任

中川清隆

⼩職が環境システム学科主任を拝命したのは平成 31 年 4 ⽉からなので，⼩職は平成 30 年度に於いて
は AP 運営委員の職になかった．このため，事業採択されて４年⽬の平成 30 年度に於ける環境システム
学科の活動を把握する⽴場にないが，当学科では平成 26 年度当初からの活動が継続され，複数の教員が
双⽅向授業や反転授業，リアル教材を活⽤した授業を実施し，その成果もあって⼀部の学⽣が AP 学⽣研
究プロジェクトや地域連携プロジェクトに参加するなど学⽣主体の活動が活性化したと認識している．
アクティブ・ラーニングは，当然のことながら，パッシブ・ラーニングを反省・否定しこれに対抗して
提唱された学修法であろうが，これは平成の初・中等学校教育現場で展開されて来た「新しい学⼒観」に
伴う「総合学習」の⼤学版と捉えることもできると思料している．基礎的な知識・技術を持たない児童⽣
徒に⾼度な課題を与えるという「新しい学⼒観」に基づく教育⽅法は「ゆとり教育」と総称され，その後
⾒直しの機運に曝されているのは周知の事実である．アクティブ・ラーニングの根幹となる双⽅向授業
は，双⽅の基礎的な知識・技術が共有されている時にのみ有効な授業法となるのであって，無知な集団の
思いつきのような議論で正反合を⽬指しても新規性のある有益な結論に到達できる可能性は極めて⼩さ
いと思料される．⼤学での授業と⾔えども，基礎的な知識・技術を伝える講義や基礎実験・実習において
はパッシブ・ラーニングを否定することは危険ではないか？これに対して，講義や基礎実験・実習で⾝に
付けた基礎知識・技術を現場で実際に使⽤しながら結論に迫ろうとする野外実習や卒業研究は，当初か
ら，正にアクティブ・ラーニングであったと思料する．野外実習や卒業研究を活発なアクティブ・ラーニ
ング場とするためには，これらの授業の参加者が豊富で正確な基礎的な知識・技術を既得であることが
必須の条件であり，そのような属性は経験豊かな指導者の指導のもとにおける効果的，かつ，効率的なパ
ッシブ・ラーニングによらないと獲得できないのではないか？と思料している．
かつて，卒業研究指導において，某学⽣に「A の場合と B の場合で測定値に差が⽣じていると⾔える
か否か，検討するよう」指⽰したところ，数⽇後当該の学⽣から「⼀晩寝ないで考えたが，測定値に差が
⽣じていると⾔えるか否か，結論を下す⽅法を想いつけなかった」旨の報告を受け，驚いたことがある．
統計学における検定の理論は数世紀にわたる多数の研究者の不断の努⼒の集積の結果であって，⼀⼈で
⼀晩布団の中で思考しただけでこれと同値の結果を得ることができたとすると，とんでもない⼤天才と
いうことになる．流⾏に流されて，総ての事項をやみくもに何でもかんでもアクティブ・ラーニングで修
得させようとすると，⼤学における教育・研究を破壊してしまうことを危惧する．
このような危惧を，当学科で気象学の教育・研究に当たっておりアクティブ・ラーニング授業も取り⼊
れている渡来 靖教授に質してみたところ，渡来教授からは「パッシブ・ラーニングを完全に否定し，ア
クティブ・ラーニングが万能であるというわけではない．どちらにも利点があれば⽋点もあり，適・不適
もある．また，両者は相互補完的な側⾯もあると考えている．私がアクティブ・ラーニング型授業を実施
するときは，それまでに当該授業や関連授業などで得た予備知識を使って，課題解決のための議論をし
たり，複雑な図表を解釈させたりすることを想定しており，知識の活⽤・応⽤⼒養成を⽬指している．そ
のためには，事前に必要知識を習得することが必須であり，予習⽤動画を活⽤したり，パッシブ・ラーニ
ングによる知識定着を図った上で実施したりすることで，より効果的なアクティブ・ラーニングとなる
と考えている」という回答が返って来た．この回答は，正に，パッシブ・ラーニングとアクティブ・ラー
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ニングの均衡のとれた融合を⽬指したものと解釈でき，⼩職の漠然とした所感と通底すると思料される．
当学科が現在開設しているカリキュラムをパッシブ・ラーニング的なものとアクティブ・ラーニング的
なものに識別して履修学⽣に提⽰することにより，当学科の教育効果がより⼀層⾼まるものと期待され
る．
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2 【計画】平成 30 年度 ⽴正⼤学 AP 事業計画（調書）

2-1 平成
30 年度 AP 事業計画(案)
2-1
AP事業計画（案）
平成30年度
平成 30 年度は、４つのプロジェクト（A:タブレットを活⽤した双⽅向授業、B:予習⽤動画を⽤いた
反転授業、C:フィールドワーク・地域連携・学⽣研究プロジェクト、D:リアル教材の活⽤）をさらに推
進し、学内普及を⽬指す。本年度は、重点的に反転授業の授業設計、リアル教材の活⽤・貸出と⾼⼤接
続、学⽣に対する初年次研修・ファシリテーション研修について検討し、平成 29 年度に実施した全学
アクティブ・ラーニングアンケート調査の結果をもとに、教職員が⼀体となって事業を深化させる。

2-1-1 平成30年度
平成 30 年度 APAP事業実施計画
事業実施計画
2-1-1

本事業は、タブレット等を活⽤した双⽅向授業の導⼊と、問題解決型フィールドワークの実施を核とし

ている。具体的には、前者は多⼈数講義科⽬で実施し（A・B）、後者は主にフィールドワーク・実習系科
⽬での取り組み（C・D）に分けられる。
A．多⼈数講義科⽬におけるタブレットを利⽤した双⽅向教育
B．予習⽤動画の作成と公開による反転教育の導⼊
C．フィールドワーク・実習科⽬におけるアクティブ・ラーニングの実践と地域連携
D．国内外のリアル資料の収集と活⽤、近隣校への貸与
①

４⽉

委員・担当者等を選定。事業実施のための組織・設備構築。

②

４⽉〜３⽉

アクティブ・ラーニングに関する研修会の実施。

③

４⽉〜１⽉

タブレットを⽤いた双⽅向教育の実施（A）。

④

４⽉〜３⽉

予習⽤動画教材の作成と公開（B）。

⑤

６⽉〜１⽉

フィールドワーク・実習科⽬における学⽣主体の調査（C）
。

⑥

４⽉〜３⽉

リアル教材の収集とリストの作成（D）。学部内公募制の導⼊を検討している。

⑦

５⽉・２⽉

学⽣評価委員からの意⾒聴取。

⑧

４⽉〜２⽉

教員相互による授業評価・研究授業の実施。授業設計のアドバイス。
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⑨

１１⽉〜３⽉

シンポジウム・年次報告会・外部評価委員会の実施。報告書・ニュースレターの作成。

次年度以降の計画策定。

2-1-2
AP事業の内容
2-1-2 平成
30 年度 AP 事業の内容
平成30年度
①

教務補助員を雇⽤し、外部評価委員（原則として継続）などを選定し、事業実施のための組織を構築

する。
②

事業に関連する専⾨家を招聘するほか、学内の取組み事例を紹介する研修会を学内の教職員に対し
て開催する。

③

授業への関⼼や学修への動機付けを⾼める。タブレットを⽤いた双⽅向授業を導⼊する科⽬を増や
し、可能な限り授業を公開とする。教職員による教育⼿法の検討を⾏い、到達度テストやアンケート調
査などによる教育効果測定を⾏う（A）。

④

予習⽤動画教材を作成し学⽣に予習⽤動画を閲覧させ、双⽅向授業と連携するほか、教員のスキル
を⾼める（B）。

⑤

⾼次アクティブ・ラーニングとしては、地域連携や能動的学修を視野に⼊れたフィールドワーク、問
題解決型授業を取り⼊れた実習を⾏う。また、教育効率と安全性を⾼めるためにフィールドワークの事
前調査を実施するほか、授業期間外の主体的活動の補助を⾏う（C）
。公募型学⽣研究プロジェクトや地
域連携プロジェクトなども実施する。

⑥

リアル教材を収集・管理し、授業で活⽤した効果を測定するほか、外部教育機関へ貸与し、意⾒を聴
取する（D）
。

⑦

AP 学⽣評価委員を選定し、アクティブ・ラーニングを取り⼊れた授業進⾏について学⽣の視点から
意⾒を集約し、改善案を作成する。

⑧

これまでに作成した授業評価シートを改善し、教職員による授業相互評価を⾏い、他学部への波及
措置を視野に⼊れて検討する。また、アクティブ・ラーニングの効果を測定する体制を整え、試⾏を⾏
う。

⑨

外部評価委員会を実施し、本事業の成果をとりまとめる。他⼤学や⾼校の教員などを招きシンポジ
ウムを開催する。

2-1-3 平成
30 年度 AP プログラムから得られる具体的な成果
2-1-3
APプログラムから得られる具体的な成果
平成30年度
①

授業中に機器操作などのサポートを⾏うことで、授業の実施および新しい⼿法の開発に教員が専念

できる体制を整える。
②

研修会を開催することで、アクティブ・ラーニングの意義と⽅法に関する理解を深められる。

③

双⽅向授業の導⼊により、学⽣のモチベーションを⾼め、他者とのコミュニケーションを通じてよ
り深い洞察⼒を得られる。また、学⽣が主体的に振り返り、学修⽬標を達成しやすくなる。教員は、学
⽣の知識や考え⽅に関する理解度をリアルタイムに認識できるため、授業⽅法の改善につなげられる
（A）。

④

学修理解度の向上、および主体的な授業外学修時間の増加により、学⽣の知識定着率も上がるほか、
復習や補習にも有⽤である。⼀⽅、動画作成を複数教員等で準備することで、教員は授業内容の⾒直し
や教授⽅法を改善できる。科⽬間の学修内容の関連性を具体的に把握し、将来のカリキュラム改訂など
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で効果を期待できる（B）。
⑤

主体的なフィールドワークの実施により、協同作業やコミュニケーションに関する能⼒を向上させ
られる。
学科、ゼミ、学年の垣根を取り払った交流関係を促進し、海外へも視野を拡⼤させ、⾏動⼒や考察⼒
を⾼められる（C）。

⑥

リアル教材とバーチャル教材を融合させて活⽤し、学⽣の好奇⼼・関⼼・探究⼼を⾼め、学修意欲を
向上させることができる(D）。

⑦

AP 学⽣評価委員からヒアリングすることで、学⽣の視点から授業の問題点を把握し、改善できる。

⑧

教員相互の授業視察と意⾒交換の実施により授業法やカリキュラムを⾒直し、学⽣の授業外⾃修ス
タイルを改善できる。

⑨

外部評価委員会で本事業の取り組みを評価し、より質の⾼い授業の展開が可能となる。
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3 【委員会報告】平成30年度 立正大学 APプログラム取組
3 【委員会報告】平成 30 年度 ⽴正⼤学 AP プログラム取組
3-1 平成平成30年度
30 年度 組織図組織図
3-1
AP プログラムを円滑に進めるため、平成 30 年度は、地球環境科学部の両学科に 2 名の特任教員（地理
学科：⼟屋 特任講師、環境システム学科：三島 特任講師）を配置し、以下の組織を設置した。

ＡＰ全学推進委員会

地球環境科学部 AP 事務局
熊⾕キャンパス 3 号館 3319 室に事務局を置き、今年度は補助員 3 名を雇⽤した（平成 31 年 3 ⽉ 31
⽇現在）。AP 事務局としての事務作業のほか、アクティブ・ラーニング授業の準備と補助を⾏っている
タブレットの保管、図書の管理と貸し出し、書類作成のほか、学内外での調整作業を⾏った。
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3-2 全学全学AP推進委員会資料実施報告
AP 推進委員会資料実施報告
3-2
Ⅰ.⽇時

平成 30 年 6 ⽉ 21 ⽇（⽊） 16：10〜

Ⅱ.場所

品川キャンパス 1 号館 3 階

第 1 会議室

熊⾕キャンパス 1 号館 3 階

第 1 会議室

(※遠隔システムを利⽤)
Ⅲ.議題
審議事項
1. 平成 30 年度全学 AP 推進にかかる事業計画について
2. AP 事業にかかるホームページの更新について
3. その他
報告事項
1. 平成 29 年度⽴正⼤学⼤学教育再⽣加速プログラム事業報告書作成について
2. 平成 30 年度⼤学改⾰推進等補助⾦（⼤学改⾰推進事業）調書について
3. ⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）フォローアップに係る実施状況報告書提出について
4. 平成 30 年度第 1 回外部評価委員会について
5. その他
全学 AP 運営委員会（第 2 回）
Ⅰ. 日時

平成 31 年 3 月 15 日（金）

Ⅱ. 場所

品川キャンパス

Ⅲ. 出席者

1 号館

15：30～16：25

第７会議室

齋藤学長、池上副学長、松井副学長、永田副学長、寺尾仏教学部長、島村文学部長、王経

済科学部長、宮川経営学部長、位田法学部長、古屋心理学部長、清水社会福祉学部長、川野地球環境
科学部長、佐々木学事課長、池田総合経営企画課長、大石課員、小松地球環境科学部 AP 運営委員長
Ⅳ.議題
審議事項
1. 2019（平成 31）年度全学 AP 推進にかかる事業計画について
資料に基づき説明がなされ、全学的 AP 推進計画、および主として地球環境科学部における実施計画が
承認された。
2. AP 事業最終年度に向けた課題整理について
平成 30 年度までのフォローアップ報告書による指摘、AP 外部評価委員会や学部 AP 運営委員会等な
どで議論された課題のほか、最終年度における課題、および事業終了後５年間における課題について、資
料に基づき説明がなされた。組織、予算、⼈事、各種事業などを次年度以降に引き継ぐことが承認された。
3. AP テーマ 1（アクティブ・ラーニング）協議会
2019 年度シンポジウム開催にかかる会場提供について、協議会幹事校である徳島⼤学から依頼された
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シンポジウムの開催について、その位置づけおよび学内外に及ぼす影響について説明がなされ、実施す
る⽅向性が承認された。詳細については今後、幹事校担当者、総合経営企画課、地球環境科学部 AP 運営
委員会などで調整して進めることとなった。
4. その他

Ⅴ.資料
資料 1 2019（平成 31）年度全学 AP 推進にかかる事業計画について
資料 2 平成 31 年度大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）調書
資料 3 AP 事業最終年度に向けた課題一覧
資料 4 2018（平成 30）年度 AP 事業概要報告書
資料 5 2019（平成 31）年度予習用動画導入予定授業一覧
資料 6 大学教育再生加速プログラム（AP）フォローアップに係る報告書
資料 7 AP テーマ 1（アクティブラーニング）協議会議事録
資料 8 平成 30 年度 AP 年次報告会外部評価委員会報告
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3-3 平成平成30年度
30 年度 地球環境科学部
AP 運営委員会実施報告
3-3
AP運営委員会 実施報告
地球環境科学部
地球環境科学部 AP 運営委員会は、AP 事業の遂⾏に必要な情報を集約し、各種審議および報告を⾏う。
原則として⽉ 1 回（11 回）開催した。平成 30 年度における委員会メンバーと各回の審議事項は以下の
とおりである。
3-3-1 平成
30 年度 AP 学部運営委員メンバー
3-3-1
AP学部運営委員メンバー
平成30年度
教員
川野

良信

学部⻑（環境システム）

⼩松

陽介

教育改⾰推進委員会委員⻑（地理）

須⽥

知樹

学科主任（環境システム）

伊藤

徹哉

学科主任（地理）

島津

弘

A プロリーダー（地理）

渡来

靖

B プロリーダー（環境システム）

北沢

俊幸

C プロリーダー（環境システム）

原

美登⾥

D プロリーダー（地理）

⼟屋衛治郎

地理

三島

環境システム

阿由葉

啓雄
司

地理

横⼭

貴史

地理

原

将也

地理

宇津川喬⼦

地理

下岡

順直

環境システム

⻘⽊

和昭

環境システム

鈴⽊パーカー 明⽇⾹

環境システム

関根

⼀希

環境システム

岸

和央

環境システム

職員
藤村

哲

地球環境科学部事務⻑

村⽥康⼀朗

地球環境科学部

岡⽥みゆき

総務部 研究推進・地域連携課⻑

折原

康太

総務部 研究推進・地域連携課

盛源

環境システム

オブザーバー
李
AP 事務局
藤野

希

AP 事務局

⽟置

⾹織

AP 事務局

⻘⽊

由⾹

AP 事務局
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3-3-2 平成
30 年度 AP 学部運営委員委員会審議事項および報告事項
3-3-2
AP学部運営委員委員会審議事項および報告事項
平成30年度
平成 30 年 4 ⽉ 25 ⽇
平成 30 年度第 1 回地球環境科学部 AP 運営委員会
議事録確認
審議事項
1. 平成 30 年度 AP 学部運営委員確認
2. AP 運営委員⻑の選出
3. 平成 30 年度地球環境学部 AP 運営委員会⽇程（案）
4. 平成 30 年度 AP 運営委員会議事録作成者（案）
5. 平成 30 年度 AP 外部評価委員
6. 平成 30 年度Ⅰ期全国アクティブラーニング調査
7. その他
報告事項
1. 平成 29 年度 AP 学⽣研究プロジェクト研究報告書および要望
2. 平成 28 年度 AP 学⽣研究プロジェクト成果公表（泉北⽃さん他）
3. 平成 30 年度 AP 学⽣研究プロジェクト募集
4. 就活応援特別企画「プロと進める就活」登録説明会
5. 教育 IT ソリューション EXPO 等参加の件

5 ⽉ 16・17・18 ⽇

6. タブレット（iPad Pro）の購⼊について
7. ⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）の中間評価結果について
8. 平成 28 年度 AP 補助⾦額の確定および返還命令
9. 平成 29 年度 AP 事業実績報告書（回覧あり）
10. 平成 29 年度 第 3 回 ⽴正⼤学全学 AP 推進委員会報告書
11. 平成 30 年度 AP 補助⾦調書（3/8 修正版）
12. 平成 29 年度 年次報告会・外部評価委員会⽂字起こし
13. 各プロジェクト報告
A.

双⽅向授業（昨年度までのまとめ）

B.

予習⽤動画（昨年度までのまとめ）
・ドローン総合団体保険更新について

C. フィールドワーク・実習（フィールドワークアンケート報告）
D. リアル教材（昨年度までのまとめ）
E.

その他

14. 平成 29 年度⽀出簿（最終）
15. その他
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平成 30 年 5 ⽉ 16 ⽇
平成 30 年度第 2 回地球環境科学部 AP 運営委員会
議事録確認
審議事項
1.

リアル教材

地理学科購⼊⽅針

2.

リアル教材

環境システム学科購⼊⽅針

3.

全国アクティブラーニング調査(再)

4.

その他

報告事項
1.

平成 30 年度「⼤学教育再⽣加速プログラム」の交付内定について

2.

平成 30 年度第 1 回 AP テーマⅠ協議会（県⽴広島⼤学 7/3）

3.

平成 30 年度第 1 回全学 AP 推進委員会に関する報告

4.

⼤学教育加速プログラム AP 選定校合同 FD・SD ワークショップ（9/10.11 広島）

5.

アクティブ・ラーニング採択校・情報発信サイト ALO の紹介

6.

iPad Pro 購⼊について進捗状況

7.

平成２９年度 AP 事業報告書作成について

8.

⽴正⼤学学園新聞について

9.

各プロジェクト報告

（AP 学⽣研究プロジェクトの紹介）

A. 双⽅向授業（5/15 現在）
B. 予習⽤動画（5/15 現在）
C. フィールドワーク・実習
D. リアル教材（5/15 現在）
E. その他
10. 平成 30 年度⽀出簿
11. その他
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平成 30 年 6 ⽉ 27 ⽇
平成 30 年度第 3 回地球環境科学部 AP 運営委員会
議事録確認
審議事項
1.

平成 29 年度ＡＰフォローアップに係る実施状況報告書の提出について

2.

第 5 回⼤学教育再⽣加速プログラム(AP)テーマⅠ採択校協議会の開催(広島：7/3)

3.

⼤学教育再⽣加速プログラム(AP)選定校合同 FD・SD ワークショップ(広島：9/10、11)

4.

平成 30 年度学⽣ＡＰ評価委員会の実施内容

5.

平成 30 年度 AP 運営委員の業務分掌(案)

6.

授業改善アンケートの追加質問項⽬案(島津先⽣メール)

7.

フィールドワークの下⾒および予習⽤動画作成のための出張

8.

予習⽤動画の作成(七輪マグマ)

9.

リアル教材

環境システム学科購⼊⽅針

10. 常総市⽔害復興連携活動 中越メモリアル回廊視察
11. 教職課程科⽬における双⽅向授業導⼊の件
12. 平成 30 年度Ⅰ期全国アクティブラーニング調査
13. その他
報告事項
1.

平成 30 年度⼤学改⾰推進等補助⾦交付申請書

2.

平成 30 年度第 1 回全学 AP 推進委員会

3.

平成 30 年度⼤学教育再⽣加速プログラム

4.

テーマⅠ及びテーマⅠ・Ⅱ複合型共同開催シンポジウム（案）(11/24)

5.

外部評価委員委嘱の件

6.

平成 29 年度 AP 事業報告書について：経過報告

7.

AL 普及⼩冊⼦作製原案

8.

リアル教材リストの⽴正⼤学ＡＰウェブサイトへの掲載

9.

iPad Pro 購⼊について進捗状況

10. ⽴正⼤学学園新聞 142 号記事
11. 各プロジェクト報告
A.

双⽅向授業

B.

予習⽤動画
・予習⽤動画の作成・公開状況アンケート（2018 年度 1 期）
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C. フィールドワーク・実習
・平成 30 年度 AP 学⽣研究プロジェクト審査結果について
・平成 30 年度 AP 学⽣研究プロジェクト採択者説明会について
D. リアル教材（6/26 現在）
12. その他
13. 平成 30 年度⽀出簿
14. その他
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平成 30 年 7 ⽉ 25 ⽇
平成 30 年度第 4 回地球環境科学部 AP 運営委員会
議事録確認
審議事項
1.

AP 全学展開に向けた AL 普及冊⼦の執筆依頼

2.

平成 30 年度 ⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）テーマⅠ成果報告書作成に
ついて（依頼）

3.

北海道

4.

その他

森⾼等学校における特別実習「地元の記憶を記録する」

報告事項
1.

外部評価委員会開催について（8/2）

2.

第 5 回⼤学教育再⽣加速プログラム(AP)テーマⅠ採択校協議会報告（広島：7/3)

3.

平成 29 年度ＡＰフォローアップに係る実施状況報告書の提出について

4.

授業改善アンケート（独⾃項⽬）集計結果

5.

各プロジェクト報告
A. 双⽅向授業(7/24 現在)
B. 予習⽤動画
・予習⽤動画(七輪マグマ)再⾒積もり
C. フィールドワーク・実習
・平成 30 年度 AP 学⽣研究プロジェクト採択結果発表ポスターについて
・平成 30 年度 AP 学⽣研究プロジェクト採択者経費説明会について
D. リアル教材（7/24 現在）
E. その他（7/24 現在）

6.

平成 30 年度⽀出簿

7.

その他
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平成 30 年 9 ⽉ 26 ⽇
平成 30 年度第 5 回地球環境科学部 AP 運営委員会
議事録確認
審議事項
1.

AXIES ⼤学 ICT 推進協議会

2018 年度年次⼤会展⽰会出展について

2.

全国アクティブ・ラーニング調査

3.

その他

報告事項
1.

第 6 回⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）テーマⅠ選定校協議会および
平成 30 年度⼤学教育再⽣加速プログラムテーマⅠ及びテーマⅠ・Ⅱ複合型
共同開催シンポジウムについて(11/24 開催)

2.

⼤学教育再⽣加速プログラム（ＡＰ）テーマＩ選定校最終報告書原稿

3.

⼤学教育再⽣加速プログラム（ＡＰ）選定校合同ＦＤ・ＳＤワークショップに
ついて（9/10,11）

4.

e ラーニング研究会

アクティブ・ラーニングの実践とポートフォリオに

ついて（10/13）
5.

常総市⽔害復興連携活動

6.

北海道

中越メモリアル回廊視察について（9/19,20)

森⾼等学校における特別実習「地元の記憶を記録する」の延期と

再開催について
7.

教育改⾰ＩＣＴ戦略⼤会発表について(後藤先⽣、⼭下先⽣)

8.

ＡＰカレンダーについて

9.

授業改善アンケート（独⾃項⽬）集計結果：追加分

10. Find! アクティブラーナー

授業動画概要⽂作成について

11. 各プロジェクト報告
A.

双⽅向授業

B.

予習⽤動画

C. フィールドワーク・実習
D. リアル教材
・

貸出実績⼀覧

・

⾼校貸出⼀覧（9/25 現在）

①

⼤宮北⾼等学校（双眼実体偏光顕微鏡）

②

桐⽣⾼等学校（地震発⽣装置）

12. 平成 30 年度⽀出
13. その他
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平成 30 年 10 ⽉ 31 ⽇
平成 30 年度第 6 回地球環境科学部 AP 運営委員会
議事録確認
審議事項
1.

平成 30 年度 AP 年次報告会・外部評価委員会・シンポジウム（案）について

2.

⼤学・社会⼈教育懇談会（案）について

3.

平成 30 年度 ＡＰ公開授業および研修会(案)

4.

平成 30 年度 学⻑政策費における全学 AP 推進予算の配賦について

5.

その他

報告事項
1. 平成 29 年度 ⽴正⼤学

⼤学教育再⽣加速プログラム（ＡＰプログラム）

事業報告書の発⾏について
2. 全国アクティブラーニング調査

進捗状況と集計分析についてのお知らせ

3. ｅラーニング研究会実施報告（10/13）
4. 北海道

森⾼等学校における特別実習「地元の記憶を記録する」再開催の

⽇程について（地域連携）
5. ⼤学 ICT 推進協議会（AXIES）

2018 年度年次⼤会（11/19〜21 ⽇）

6. 業務分掌（10 ⽉ 31 ⽇版）
7. 授業改善アンケート（独⾃項⽬）集計結果：追加分
8. 各プロジェクト報告
A. 双⽅向授業
B. 予習⽤動画
C. フィールドワーク・実習
D. リアル教材
E. その他
9. 平成 30 年度⽀出簿
10. その他
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平成 30 年 11 ⽉ 28 ⽇
平成 30 年度第 7 回地球環境科学部 AP 運営委員会
議事録確認
審議事項
1.

平成 30 年度 AP 年次報告会・外部評価委員会・シンポジウム(2/26)

2.

地球環境科学部学⽣向けアクティブ・ラーニングに関するアンケートの実施

3.

AP ニュースレターVol.05（案）

4.

AP グループワーク・ファシリテーター

5.

⼤学教育再⽣加速プログラム(AP)パンフレットの原稿作成について

6.

AO 中期⼊学試験（地理学科）での iPad の利⽤について

7.

その他

報告事項
1.

予習⽤動画を⽤いた反転授業の全学展開に向けた講習会

2.

平成 30 年度第 2 期 A・B プロジェクト新規授業(地理学科・環境システム学科)

3.

平成 30 年度 ＡＰ公開授業および研修会

4.

平成 30 年度 学⻑政策費における全学 AP 推進予算の配賦について

5.

公益財団法⼈私⽴⼤学情報教育協会

物理学・科学・機械⼯学・建築学・

経営⼯学・電気通信⼯学・⼟⽊⼯学・⽣物学グループ
分野連携アクティブ・ラーニング対話集会(12/26)
6.

⼤学教育再⽣加速プログラム(AP)アーカイブ

7.

⼤学 ICT 推進協議会（AXIES）2018 年度年次⼤会報告（11/19〜21）

8.

第 6 回 AP テーマⅠ協議会・シンポジウム(11/24)

9.

AP テーマⅠ成果報告書発⾏(⼀部回覧)

10. 常総市の地形や成り⽴ちを知ろう

「講演申し込みフォーム」

⼩⾙川-⻤怒川⾃転⾞ツアー

11. 北海道森町および北海道森⾼等学校における特別実習
「地元の記憶を記録する」実施報告
12. e サロン第 9 回シンポジウム「学⽣と⼤学の現在」参加報告
13. ⽂部科学省依頼：平成 29 年度⼤学教育再⽣加速プログラム実績報告書の
確認事項について
14. 各プロジェクト報告
A.

双⽅向授業
①

「教職演習 A」村上美奈⼦先⽣
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B.

予習⽤動画

C. フィールドワーク・実習
D. リアル教材
①
E.

学習⽤教材利⽤報告書(さいたま市⽴⼤宮北⾼等学校)

その他

15. 平成 30 年度⽀出簿
16. その他
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平成 30 年 12 ⽉ 19 ⽇
平成 30 年度第 8 回地球環境科学部 AP 運営委員会
議事録確認
審議事項
1.

ロイロノート『シンキングツール⼤研究会』参加について

2.

予習⽤動画作成について(岩崎先⽣)

3.

平成 30 年度 AP 学⽣評価委員会（案）

4.

よりよい FDer になるための WS 企画案

5.

地球環境科学部学⽣向けアクティブ・ラーニングに関するアンケート（修正版）

6.

その他

報告事項
1.

「予習⽤動画導⼊研修会」熊⾕キャンパス開催⽇程について

2.

⼤学教育再⽣加速プログラム(AP)パンフレット【⽂科省】について

3.

⽂科省提出書類確認(平成 29 年度⽀出関係確認)

4.

平成 30 年度 ⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）シンポジウムの進捗状況について

5.

AP 公開授業への参加のお願い

6.

AP ニュースレターvol.5 進捗状況について

7.

ベネッセ i キャリアによる就職⽀援企画打ち合わせについて

8.

平成 30 年度Ⅱ期全国アクティブラーニング調査ポスト調査のお願い

9.

AL 普及⼩冊⼦の進捗状況

10. AP グループワーク・ファシリテーター試験導⼊（12/11,13）の経過報告
11. 各プロジェクト報告
A.

双⽅向授業

B.

予習⽤動画

C. フィールドワーク・実習
①

AP フィールドワークアンケート

D. リアル教材

E.

①

12/18【世界のフードフェスタ】開催報告

②

リアル教材展⽰変更

その他

12. 平成 30 年度⽀出簿
13. その他
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平成 31 年 1 ⽉ 31 ⽇
平成 30 年度第 9 回地球環境科学部 AP 運営委員会
議事録確認
審議事項
1. 平成 30 年度 AP 年次報告会・AP 外部評価委員会・シンポジウムの件（2/26）
2. その他
報告事項
1.

平成 30 年度フォローアップ報告書の開⽰

2.

教育の情報化等を推進するための著作権法の改正について(通知)

3.

平成 30 年度 AP 学⽣評価委員会(1/31、16 時実施、3426、環シス 8 名・地理 8 名)

4.

AL 普及⼩冊⼦の進捗状況

5.

⼤学・社会⼈教育懇談会開催（2/7）

6.

よりよい FDer になるためのワークショップ企画(2/13)

7.

平成 30 年度 AP News Letter（Vol. 5）制作（進歩状況）

8.

2018 年度⽴正⼤学地球環境科学部新卒エージェント企画（ベネッセ i キャリア）

9.

全国アクティブラーニング調査 集計等進捗報告

10. 地球環境科学部学⽣向け AL に関するアンケート(C-learning)の実施(1/末〆切)
11. フィールドワークアンケートの件（1/31 ⽇〆切）
12. AP グループワーク・ファシリテーター
13. 私⽴⼤学情報教育協会対話集会参加報告(12/26)
14. AP 講義実施報告書提出依頼（2 ⽉ 15 ⽇〆切）
15. 平成 31 年度業務分掌
16. 各プロジェクト報告
A. 双⽅向授業
B. 予習⽤動画
C. フィールドワーク・実習
・AP 学⽣研究プロジェクトの地理学科卒業研究発表⼤会での発表
D. リアル教材
・12/18【世界のフードフェスタ】報告
E. その他
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17. 平成 30 年度⽀出簿
18. その他
・AP 公開授業⼀覧
・平成 30 年第 2 回全学 AP 推進委員会(年次報告会・シンポジウム終了以降開催)
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平成 31 年 2 ⽉ 20 ⽇
平成 30 年度第 10 回地球環境科学部 AP 運営委員会
議事録確認
審議事項
1. 平成 31 年度⼤学改⾰推進等補助⾦（⼤学改⾰推進事業）調書（案）
2. その他
報告事項
1.

平成 30 年度第 2 回⽴正⼤学全学 AP 推進委員会

2.

平成 30 年度 AP 年次報告会・外部評価委員会・シンポジウムの開催形式に
ついて(2/26)

3.

平成 30 年度シンポジウムプログラム・ニュースレターvol.5 発送について

4.

平成 30 年度⼤学・社会⼈懇談会の実施報告(2/7)

5.

平成 30 年度学⽣評価委員会実施報告(1/31)

6.

e-ポートフォリオによる学修成果の可視化コンソシアームの設⽴について

7.

よりよい FDer になるためのワークショップ実施報告(2/13)

8.

フィールドワークアンケート回収状況の報告(北沢先⽣)

9.

北海道森町における特別実習「地元の記憶を記録する」実施報告

10. ベネッセｉキャリア「プロとすすめる就活」登録会等の打ち合せ報告
11. 全国アクティブ・ラーニング調査の集計進捗報告
12. 各プロジェクト報告
A.

双⽅向授業

B.

予習⽤動画

C. フィールドワーク・実習
D. リアル教材
E.

その他

13. 平成 30 年度⽀出簿
14. その他
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平成 31 年 3 ⽉ 13 ⽇
平成 30 年度第 11 回地球環境科学部 AP 運営委員会
議事録確認
審議事項
1.

平成 30 年度 地球環境科学部 AP 運営委員会⽇程（案）

2.

平成 30 年度 地球環境科学部 AP 運営委員（案）

3.

平成 31 年度 AP 学⽣研究プロジェクト募集スケジュールの件

4.

その他

報告事項
1.

平成 31 年度 AP 調書提出の件

2.

平成 30 年度 第 2 回 ⽴正⼤学全学 AP 推進委員会開催の件

3.

平成 30 年度 年次報告会・外部評価委員会報告および議事録（チーム A,B）

4.

平成 30 年度 AP シンポジウム実施報告

5.

平成 30 年度 年次報告会・外部評価委員会、シンポジウム参加者リスト

6.

平成 30 年度 AP シンポジウムアンケート集計結果

7.

平成 30 年度 2 期アクティブ・ラーニング全国調査結果

8.

平成 30 年度 C プロジェクト フィールドワークアンケート結果報告

9.

平成 31 年度 Find！アクティブ・ラーナー動画担当（環境システム学科）

10. 平成 30 年度 AP 学⽣研究プロジェクト研究報告書
11. ベネッセ i キャリア「〈19 年卒〉最速⼀週間で内定可能なイベント！」（3 ⽉ 15 ⽇）
12. ベネッセ i キャリア「『プロとすすめる就活』登録会」（3 ⽉ 28 ⽇）
13. 平成 30 年度 D プロジェクト 特別実習「世界のコーヒーを学ぶ」の実施について
14. 平成 30 年度 D プロジェクト リアル教材の展⽰内容の⼊れ替え報告
15. 平成 30 年度 D プロジェクト実績集計（追加）
16. 平成 30 年度教育再⽣プログラム（AP）事業 AL 勉強会の開催について （徳⼭⼤学）
17. ＡＰ事業 H29 実績報告に係る回答【2 回⽬】について
18. 予算消化状況（⽀出簿）について
19. その他
AP 運営委員会からご退任される教職員の挨拶
川野教授、須⽥教授、⼩松教授
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44 【事業報告】平成
【事業報告】平成30年度
立正大学 APプログラム事業報告
30 年度 ⽴正⼤学 AP プログラム事業報告
4-1
4-1

A Aプロジェクト（タブレットを利用した双方向教育）報告
プロジェクト（タブレットを利⽤した双⽅向教育）報告

テーマ：タブレットを利⽤した双⽅向授業
以下の教員がタブレット⽤授業⽀援アプリ「ロイロノート」を⽤いて双⽅向授業を⾏った。
AP 講義実績（A プロジェクト：タブレットを利⽤した双⽅向授業）
期間：平成 30 年度通年
講義回数

履修者数

iPad 使用台
数(最大)

教室

講義
時期

アジア・オセアニア地誌

7

73

63

A204

Ⅰ期

災害・防災地図の作成と利用

7

31

9

A415

Ⅱ期

地図と測量の科学

6

160

121

A204

Ⅱ期

風土と人間生活

5

122

107

A204

Ⅱ期

学修の基礎Ⅰ

1

143

140

A201

Ⅰ期

水文学

5

124

105

A414

Ⅰ期

地域調査法

6

53

45

A414

Ⅰ期

地形学

4

96

78

A414

Ⅱ期

須田知樹

人間活動と物質循環Ⅱ

1

21

19

A304

Ⅱ期

山田淳一

交通地理学

7

132

103

A205

Ⅰ期

渡来靖

大気大循環論

3

26

25

A417

Ⅱ期

鈴木重雄

自然公園とエコツーリズム

6

50

9

A415

Ⅱ期

北沢俊幸

第四紀環境変遷史

1

55

44

A203

Ⅱ期

学修の基礎ⅡA

2

32

ー

A416

Ⅱ期

スマートフォン使用

学修の基礎ⅡB

1

32

ー

A417

Ⅱ期

スマートフォン使用

ジオインフォマチックス

1

208

ー

A205

Ⅱ期

スマートフォン使用

学修の基礎ⅡC

2

32

24

A415

Ⅱ期

地域研究 5

1

120

89

A301

Ⅱ期

生物学実験 A

5

15

15

3107

Ⅱ期

生物学実験 B

5

21

19

3107

Ⅱ期

環境生物学実習

2

50

36

3107

Ⅰ期

地学実験 A

2

30

18

3202

Ⅱ期

グループワーク

地学実験 B

2

24

18

3202

Ⅱ期

グループワーク

教職演習 A

1

7

7

1201

Ⅱ期

教職実践演習

1

30

21

1201

Ⅱ期

教育方法論ⅡA

1

24

2

1201

Ⅱ期

担当教員

島津弘

伊藤徹哉

小松陽介

土屋衛治郎
三島啓雄
本岡拓哉

関根一希

鈴木パーカー明日香

村上美奈子

授業名

担当教員

13 名

講義科目計

19 科目

講義回数計

82 回
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備考

グループワーク

グループワーク

4-2
4-2

BBプロジェクト（予習用動画）報告
プロジェクト（予習⽤動画）報告

テーマ：予習⽤動画による反転授業
AP 講義実績（B プロジェクト：予習⽤動画の作成と公開）
期間：平成 30 年度通年
<動画作成実績>
科目名

担当教員

タイトル

タイトル数

サンゴとサンゴ礁 1

生態と地形

アジアオセアニア地誌

サンゴとサンゴ礁 2

環境問題

フィールドワークⅡ

サンゴとサンゴ礁 3

サンゴ礁の地形

3

動画作成

動画

講義

形態

公開方法

時期

MediaDEPO

Ⅰ期

MediaDEPO

Ⅰ期

MediaDEPO

Ⅰ期

MediaDEPO

Ⅰ期

MediaDEPO

Ⅰ期

MediaDEPO

Ⅱ期

MediaDEPO

Ⅱ期

MediaDEPO

Ⅱ期

教員による
撮影・編集

を見る
アジアオセアニア地誌

マングローブとその生態

1

教員による
撮影・編集

大槌町吉里海岸の地形・堆積物と津波
被害
宮古橋左岸の状況と避難
宮古市役所前における津波の浸入
フィールドワークⅠ

島津弘

大槌町中心部における被災状況、住民

7

避難と復興状況

教員による
撮影・編集

閉伊川を遡った津波
断面図の作り方
雨温図の作り方
フィールドワークⅡ

伊良部島からみた宮古島の地形

1

教員による
撮影・編集

扇状地
植生土壌

自然地理学概論

4

日本の植生

教員による
撮影・編集

サンゴとサンゴ礁
地図とは何か
正確な海岸線を描く
地球の形
地図と測量の科学

島津弘

角の大きさの表し方

8

地図と測量の科学まとめ

教員による
撮影・編集

高さの基準を決める
水準原点を見に行く
経緯度原点を見に行く
アジア地域と気候
コラート高原で稲作を行う
モンゴルとウズベクの生業
風土と人間生活

島津弘

風土と人間生活の関係性

6

フィジー雨温図の作成と気温の特徴

教員による
撮影・編集

ヨーロッパの気候とワインとビールの
基礎知識
防災・災害地図の作成
と利用
計

島津弘

防災地図課題ハザードマップの作り方

講義数:7

1

タイトル数：31
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教員による
撮影・編集

<動画公開実績>
科⽬名
基礎地図学およ
び実習 IB

担当

教員

原将也

基礎地図学およ

タイトル
参考_グラフ⽤紙の使い⽅

第 04 回_地形図から標⾼を求める

タイトル数

講義数

19

30

19

30

第 05 回_等値線の書き⽅

び実習 IＤ

動画

作成形態

動画

公開⽅法

備考

アクト社によ

Media

Ⅰ期

アクト社によ

Media

Ⅰ期

る撮影・編集

DEPO

Ⅱ期

第 06 回_尾根と⾕

基礎地図学およ

第 08 回_⽔系と流域界

び実習ⅡB

第 09 回_地形断⾯図の作成

基礎地図学およ

第 10 回（1）_位置の測定

び実習ⅡD

第 10 回（2）_距離の測定
第 11 回_⾯積の測定

第 12 回_傾斜の求め⽅
第 17 回

地形図からメッシュマ

ップを作る

第 19 回 空中写真から地域を読む

第 20 回

ベースマップの描き⽅

（字幕⼊りも公開）

第 21 回（1）⼟地利⽤図の描き⽅
準備・調査編

第 21 回（2）作図編
第 23 回

分布図の描き⽅（字幕

⼊りも公開）

第 25 回（1）⾯積図（字幕⼊りも
公開）

第 25 回（2）タイトルなどの貼り⽅
第 28 回

熊⾕市の⼟地利⽤メッ

シュマップ
基礎地図学およ
び実習ⅠC

基礎地図学およ
び実習ⅠS

基礎地図学およ
び実習ⅡC

基礎地図学およ
び実習ⅡS

横⼭貴⽂

参考_グラフ⽤紙の使い⽅

第 04 回_地形図から標⾼を求める
第 05 回_等値線の書き⽅
第 06 回_尾根と⾕

第 08 回_⽔系と流域界

第 09 回_地形断⾯図の作成
第 10 回（1）_位置の測定
第 10 回（2）_距離の測定
第 11 回_⾯積の測定

第 12 回_傾斜の求め⽅
第 17 回

地形図からメッシュマ

ップを作る

第 19 回 空中写真から地域を読む

第 20 回

ベースマップの描き⽅

（字幕⼊りも公開）

第 21 回（1）⼟地利⽤図の描き⽅
準備・調査編

第 21 回（2）作図編
第 23 回

分布図の描き⽅（字幕

⼊りも公開）

第 25 回（1）⾯積図（字幕⼊りも
公開）

第 25 回（2）タイトルなどの貼り⽅
第 28 回

熊⾕市の⼟地利⽤メッ

シュマップ

30

る撮影・編集

DEPO

Ⅱ期

地圏環境学実習

下岡順直

偏光顕微鏡の使い⽅

8

15

19

30

地下⽔流動モデル

1

1

Ⅰ期

環境データの 3D 表⽰と回転に

1

1

Ⅰ期

宝⽯サンゴ

1

1

Ⅰ期

偏光顕微鏡を⽤いた主要造岩鉱
物の同定_⿊雲⺟

アクト社によ

Media

Ⅰ期

アクト社によ

Media

Ⅰ期

る撮影・編集

DEPO

偏光顕微鏡を⽤いた主要造岩鉱
物の同定_カリ⻑⽯

偏光顕微鏡を⽤いた主要造岩鉱
物の同定_カンラン⽯

偏光顕微鏡を⽤いた主要造岩鉱
物の同定_⾓閃⽯

偏光顕微鏡を⽤いた主要造岩鉱
物の同定_斜⻑⽯

偏光顕微鏡を⽤いた主要造岩鉱
物の同定_⽯英

偏光顕微鏡を⽤いた主要造岩鉱
物の同定_単斜輝⽯斜⽅輝⽯

基礎地図学およ
び実習 IA

宇津川喬⼦

基礎地図学およ

参考_グラフ⽤紙の使い⽅

第 04 回_地形図から標⾼を求める
第 05 回_等値線の書き⽅

び実習ⅠR

る撮影・編集

DEPO

Ⅱ期

第 06 回_尾根と⾕

基礎地図学およ

第 08 回_⽔系と流域界

び実習ⅡA

第 09 回_地形断⾯図の作成

基礎地図学およ

第 10 回（1）_位置の測定

び実習ⅡR

第 10 回（2）_距離の測定
第 11 回_⾯積の測定

第 12 回_傾斜の求め⽅
第 17 回

地形図からメッシュマ

ップを作る

第 19 回 空中写真から地域を読む
第 20 回

ベースマップの描き⽅

（字幕⼊りも公開）

第 21 回（1）⼟地利⽤図の描き⽅
準備・調査編

第 21 回（2）作図編
第 23 回

分布図の描き⽅（字幕

⼊りも公開）

第 25 回（1）⾯積図（字幕⼊りも
公開）

第 25 回（2）タイトルなどの貼り⽅
第 28 回

熊⾕市の⼟地利⽤メッ

シュマップ
⾃然計測実習

宇津川喬⼦

セミナーの

吉岡茂

⼈間活動と物質

李盛源

基礎 O

循環Ⅲ

よる観察
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アジアオセアニ
ア地誌

島津弘

サンゴとサンゴ礁 1 ⽣態と地形

サンゴとサンゴ礁 2

サンゴとサンゴ礁 3

環境問題

4

2

7

3

3

1

4

2

8

8

6

11

1

2

サンゴ礁

の地形を⾒る

教員による

Media

Ⅰ期

教員による

Media

Ⅰ期

教員による

Media

Ⅰ期

教員による

Media

Ⅰ期

教員による

Media

Ⅱ期

教員による

Media

Ⅱ期

教員による

Media

Ⅱ期

撮影・編集

DEPO

マングローブとその⽣態
フィールドワー
クⅠ

⼤槌町吉⾥海岸の地形・堆積物と
津波被害

宮古橋左岸の状況と避難

撮影・編集

DEPO

宮古市役所前における津波の浸⼊

⼤槌町中⼼部における被災状況、
住⺠避難と復興状況
閉伊川を遡った津波
断⾯図の作り⽅
⾬温図の作り⽅

フィールドワー
クⅡ

⾃然地理学概論

伊良部島から⾒た地形

サンゴとサンゴ礁 1 ⽣態と地形
サンゴとサンゴ礁 2

環境問題

扇状地

植⽣⼟壌

⽇本の植⽣

撮影・編集

撮影・編集

DEPO

DEPO

サンゴとサンゴ礁

地図と測量の
科学

地図とは何か

正確な海岸線を描く
地球の形

撮影・編集

DEPO

⾼さの基準を決める
⽔準原点を⾒に⾏く

経緯度原点を⾒に⾏く
⾓の⼤きさの表し⽅

地図と測量の科学まとめ

⾵⼟と⼈間⽣活

アジアの地域と気候

コラート⾼原で稲作を⾏う

フィジー⾬温図の作成と気候の

撮影・編集

DEPO

特徴

ヨーロッパの気候とワインとビ
ールの基礎知識

モンゴルとウズベクの⽣業
⾵⼟と⼈間⽣活の関係性
防災・災害地図
の作成と利⽤

防災地図課題ハザードマップの
作り⽅
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撮影・編集

DEPO

⽣物学実験
A・B

関根⼀希

PCR①反応液の調整

10

PCR②電気泳動

シークエンサーによる塩基配列
の読み取り①PCR 産物の精製

6

東京シネマ新

社による

撮影・編集

シークエンサーによる塩基配列
の読み取り②シークエンサー反
応液の調整

シークエンサーによる塩基配列
の読み取り③エタル沈殿による
DNA の精製

シークエンサーによる塩基配列

の読み取り④HID ホルムアミド
への置換

シークエンサーによる塩基配列
の読み取り⑤シークエンサーの
セット

⽣物試料からの DNA の抽出①解
剖とサンプルの保存

⽣物試料からの DNA の抽出②ア
ルカリ処理と中和

⽣物試料からの DNA の抽出③
DNA 濃度の測定
科⽬名数：13

タイトル数計：71

講義数計：143
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Media

DEPO

Ⅱ期

4-3
4-3

CCプロジェクト（学生主体のフィールドワーク実習）報告
プロジェクト（学⽣主体のフィールドワーク実習）報告

4-3-1 教員向けアンケート調査
4-3-1
教員向けアンケート調査

平成 30 年度においては、以下に⽰す項⽬を⽬的とし、現在⾏われているフィールドワーク型実験および
実習の担当教員にアンケートを⾏った。
1) 授業内のフィールドワークでも学⽣が主体的に学べる仕組みづくり
2) アクティブ・ラーニングの成功例や問題点を収集し、整理および教員間の共有
3) 教員間で情報を共有することによって、次年度以降の授業に役⽴てる
実施内容：
⽇時：平成 31 年 1 ⽉ 8 ⽇(アンケート発送⽇) 〜1 ⽉ 31 ⽇(締め切り⽇)
設問：
問 1．この授業ではフィールドワークを⾏っていますか？※該当するものを残して下さい
問 2．フィールドワーク実施場所はどこですか？（都道府県・市町村，⼤学キャンパス内など）(※複数
⼊⼒可)
問 3．現地の⽇程について教えてください．(※複数⼊⼒可)
問 4．フィールドワーク（事前事後学修を含む）でアクティブ・ラーニング（学⽣の能動的な学修）の
必要性を感じたり，実際に⾏いましたか？（例えば学⽣による⽴案，地域連携，協働作業，双⽅
向授業など）
問 5．昨年度と⽐べて，この授業のアクティブ・ラーニングは進みましたか？
問 6．フィールドワーク（事前事後学修を含む）のアクティブ・ラーニングに有効だった取り組みを挙
げて下さい．
問 7．フィールドワーク（事前事後学修を含む）のアクティブ・ラーニングに期待した成果が出なかっ
た取り組み，難しかった点などを挙げて下さい．
回答結果：
アンケートの回収率および上記回答群のうち問 1,問 4,問 5 の回答の集計結果を以下に⽰す。また過年度
(2015-2017)実施分の回答結果も併せて記載した。問 4 のアクティブラーニング実施率が学部全体で 88％
という⾼いパーセンテージで推移し、問 5 のアクティブラーニング実施状況についても「進んだ」
「すで
に⼗分」という回答の割合が学部全体をみると上昇する結果となった。また問 6 および問 7 の⾃由記述
の設問に対する記述内容についても記載する。
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1)選択設問の回答結果のまとめ
対象：実習演習科⽬(学部全体 130 クラス,環境システム 62 クラス,地理 68 クラス)
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2)⾃由記述の設問に対する回答
質問 6．フィールドワーク（事前事後学修を含む）のアクティブ・ラーニングに有効だった取り組み

ま

とめ
a）学⽣の⾃主性
 露頭の前で観察と学⽣同⼠の議論のために⾃由時間を⼗分にとり，教員も加わり議論を⾏った．
 調査⽤具の準備，現地での⾷事，会計などを学⽣が⾏う．教員は運転，現地調査の安全管理，技術的指
導のみ⾏う．実習内容は学⽣が個⼈で考えて⾏うものがほとんどである．事後に，現地で⼊⼿した地質
調査データを使って，地質断⾯図，地質図の作成を⾏う．
 班ごとに巡検計画を⽴案させ、企画書を提出させた事。調査後はプレゼンテーションで成果発表を⾏
った。
 事前事後学修を⾏ない、グループディスカッションを⾏ないつつ、学⽣⾃⾝が調査内容を決定した
 グループワークで相談する時と，⼀⼈で考えて作業をする時を両⽅⾏った．3 年⽣と 4 年⽣が合同で
⾏うことで，4 年⽣は教えることを体験する．地質調査の基礎的技術を習得することを⽬的に，個⼈で
考えて⾏う作業時間を多く取った．
 おおよその調査エリアは教員で指定するが、エリア内での調査地点の選定は学⽣主体で⾏ったこと。
エリア内の環境変数の空間変動を考えながら、調査地点を選択させた。
 学⽣に課題企画書の提出を求め、教員がチェック＆フィードバックする
 学⽣にテーマを決めさせて、同じグループとなった学⽣同⼠で必要となる調査を考えさせて、実施さ
せること。
 ガイドブックの作成（事前学習の促進）．現地におけるグループ調査と⽴案。アポ取り等→共同作業の
ポイントを考えさせるのに有効
 事前学習会を 5 回、事後学習会を 1 回開催したことで、学⽣主体による調査計画の⽴案とまとめが可
能となった。
 学⽣にテーマを決めさせて、同じグループとなった学⽣同⼠で必要となる調査を考えさせて、実施さ
せること。
 学⽣による調査テーマの⽴案，グループによる成果の発表および報告書の作成
 事前学習時における研究計画の⽴案と⼩集団（グループ）での討議・検討，研究計画，調査実施後の概
要，分析結果の概要それぞれの段階におけるプレゼンテーションと質疑応答。
 ガイドブック作成と現地でのポイント説明（事前学習の促進）→調査を個⼈単位での実施とした為、⼀
連の調査の段取、レポート作成を全ての学⽣が経験できた。
 地点間の案内役を決めておき、学⽣に経路を決めさせて案内させること。
 授業時間内で成果物（例：野外実習の実践⽅法を紹介する動画の作成）を出せるように事前に課題を伝
えておき，当⽇は学⽣同⼠のみで協議させた点．教員からは調査⽤機材および更なる学習や協議時に
有効なタブレットのみを与え，学⽣の想像⼒と実践⼒の育成を図った．
 現地における観察・⾒学内容に関する質疑応答。
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b）グループワーク
 グループごとのディスカッション・プレゼンテーション、研究計画の⽴案・調査準備。
 グループ調査を⽴案させる際、ブレインストーミングや、類似したテーマを持つ仲間を探させること
で、参加者全体の当事者意識が⾼まった。
 事前に調査地に関して調べグループごとに発表を⾏い、お互いに質問をしあうことで理解が深まった。
また、⼀部を学⽣主体で計画⽴案し、協同で調査を進めた。
 KJ 法によるグループディスカッションやフィールド実習において、担当されている助教の先⽣⽅によ
り、学⽣に考えさせたり主体的に取り組ませる⼯夫がなされている。
 グループ⾃由⾏動の計画⽴案，中国でのグループ別⾃由⾏動の実施，グループ別報告書の共同執筆な
ど。
 グループでの事前調べと取りまとめ．
 事前学習会での練習を踏まえ、本番の現地観測では 3 名程度のグループごとにローテーションしなが
ら様々な観測を担当させ、グループ内外とのコミュニケーションにより臨機応変に作業を進めさせた。
 学⽣同⼠の協働作業やディベートを通じて学習効果が上がった
 班を作成してディスカッションを⾏った
 グループごとにキャンパス内外で調査観測を⾏いディスカッションを⾏った。
 班を作成してディスカッションを⾏った
 ベトナムの学⽣とのコミュニケーションを通じて異⽂化体験を得たこと。ベトナムや国内の他⼤学の
学⽣と協働作業やグループディスカッションを⾏ない、学習効果を⾼めたこと。
 熊⾕周辺でのグループ調査を体験して、後に FWⅡで個⼈調査に取り組むスタイルは経験の積み⽅と
して良かった。
 班に分かれて、調査を実施したこと。
 現地での景観観察や資料説明を通じた質疑応答やレポート作成にむけた協同作業など。
 ガイドマップを作成する前に、グループで検討し、作成計画書を提出した。
c）事前事後学修
 ルートマップ作成を教室で事前学習→現地で実践、という取り組みが効果的であった。
 地図を使った事前作業
 事前に地形図上で作業させているため、現地に⾏ってからの解説がスムーズであった。
 地理的な⾒⽅の教⽰ができた。フィールドワーク（巡検）後の感想の集約をすることで、振り返り作業
を実施した。
 調べ学修（事前事後）と、それに基づくレポート作成。
d）地域連携
 グループディスカッション、NPO 法⼈熊⾕市ほたるを保護する会と連携しての調査実習を⾏なった
 つくば FC との連携により、総合型地域スポーツクラブの運営と課題について、現地にてレクチャーお
よびディスカッションを実施したほか、学⽣主体でスポーツフェスティバルを企画開催した。
 地域住⺠との意⾒交換および地元こどもたちとの連携
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e）動画等の活⽤
 フィールドワーク先の映像を予習⽤動画としてあげ，現地に関する予習を⾏う．現地へ⾏ったときに
「あそこがこうだったんだ」というように現地観察がより深くなる．
 フィールドワーク時に撮影した動画を上げ，復習に活⽤．特に⽔中映像は，観察時は泳ぐのに精⼀杯だ
ったこともあり，あとからの振り返りに有効．
 インターネットを利⽤して、野⿃観察のポイントや野⿃の鳴き声、姿の特徴を学習させた。適度に⾃由
観察する時間を与えて、学⽣が観察を通して発⾒する姿勢を促した。
f）上級⽣のサポート
 以前参加した４年⽣，院⽣が，３年⽣に調査⽅法を教授するとともに，室内実験の指導も⾏っている．
 学んだ対象や先輩の卒論現場を，実際に⾒て体験すること．
質問 7．フィールドワーク（事前事後学修を含む）のアクティブ・ラーニングに期待した成果が出なかっ
た取り組み，難しかった点

まとめ

a）学⽣間の差
 事前学習会での⽂献紹介発表は 5〜6 名のグループ作業となり、率先して作業や発表を⾏う学⽣とそう
でない学⽣との差が⾒られた。
 プレゼン作成の負荷がノートパソコンを所有している学⽣に偏っていた印象がある。
 グループディスカッションの際に、特定の学⽣しか参加していないことがある。
 所属する学⽣の意欲や能⼒、必要となる個別対応などがその年によって異なること。当初の⽬標を達
成できなかった。
 準備期間の確保について、試合⽇程・練習時間との兼ね合いから、学⽣間でやむを得ず偏りが⽣じてし
まうこと。
 学⽣間における能⼒や意欲差の把握，および履修者の多さによる個別指導時間の確保。
 個々の意欲差が⼤きく、難しかった。
 事前作業がただ⾯倒だったと感じていた学⽣がいたこと．タブレットを使⽤しようとしたが，appleID
の⼊⼒を求められ，使えなかったこと．
 班によって、読図⼒に差があった。
 グループワークに取り組めない（集団での⾏動が苦⼿な）学⽣への対応はやや頭を悩ませたが，強制は
せず，グループでの話し合いを聞き，⾃分なりに考えをノートにまとめるよう指⽰した．学⽣によって
対応を変える必要がある点は難しい．
 内容によって時間がかかる差が⼤きかった。
b）学⽣の意欲
 事前調べがネットからのコピペで満⾜しがちで，深まらないこと．
 考える⼒を⾝につける⽅法を開発する必要がある。
 受動的に聞くだけの学⽣が多いこと．
 難しかった点：本年度学⽣のモチベーションが低かったこと。
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 事前学修をしてこない学⽣が⼀部いること
 予習⽤動画を⾒ていなかった参加者がいたこと
c）教員の⽬が届かない
 フィールドでの誤った学⽣の作業に対する配慮。学⽣の間違いに気づかず、進めさせてしまっている
ことがある。
 現地調査において、20 名を超える学⽣を教員 1 ⼈で対応するのは難しい。
d）その他
 昨年度に⽐べて実習内容は充実したと思うが、学⽣を引き連れてのツアーに終始した感は否めない。
学部１年⽣ということもあり⼀部分野の専⾨的な意⾒を求め難い中、学問的内容に関わらず学⽣から
の意⾒を求めたりする⼯夫を模索したい。
 聴覚障がいの学⽣も参加したが、他の実習と異なり、ノートテイカーがつかなかった。そのため、グル
ープディスカッション等が⽐較的困難であった。
 現地での観察を豊かなものにすることが難しかった。もっと掘り下げたり、体感でもよいので豊富に
語ってほしかった
 SA の存在は有効に機能したが、履修学⽣に対する SA の役割についてさらに⼯夫開発することで、よ
り有意な授業科⽬となりうる。
 実際にはできなかったが、事後学習会を実施することで、地理的な⾒⽅をより深く体得できたかもし
れない。
 事前調査の⽅法や現地で観察するポイントなどの説明が主であるため、学⽣主体となる学修が難しい。
 事前事後指導の時間の短さによる不⼗分な指導
 事前に作業させるのみであり、アクティブラーニングの学修活動としては、不⼗分であったと認識し
ている。
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4-3-2 学⽣研究プロジェクト
4-3-2
学生研究プロジェクト
平成 27 年度より実施され、今年度も学科・ゼミの垣根を超えた学⽣主体のプロジェクトに 1 グループ
あたり 20 万円を上限に助成した。今年度は 3 件の応募があり、3 件が採択された。 採択された約 8〜
9 ⽉間、⾃修的に研究活動を⾏い、平成 30 年度 地理学科卒業論⽂発表会において⼝頭発表を実施し、
年度内に報告書を提出した。以下に採択された 3 件の学⽣研究プロジェクトの報告書を添付する。
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立正大学地球環境科学部 AP学生研究プロジェクト
2018年度研究報告書
1）研究代表者
⽒名

奥⼭航紀

地理学科 学籍番号 161X00059

2）プロジェクトメンバー
⽒名

⻑⾕川圭輔

地理学科 学籍番号 161X00096

⽒名

根本ひかり

地理学科 学籍番号 161X00099

⽒名

杉本奈緒

地理学科 学籍番号 161X00117

⽒名

⼩河原佑佳

地理学科 学籍番号 161X00135

※書ききれない場合は⾏を追加してください．
3）研究協⼒者
⽒名

岩⾕恭弥

地理空間システム学専攻

学籍番号 188X00001

⽒名

飯⼭和也

地理空間システム学専攻

学籍番号 188X00002

4）研究指導者
⽒名

⼩松陽介

5）研究タイトル
観光地における名産品 PR−ご当地ソフトクリームを事例として−
6）⾃⼰評価
学⽣研究プロジェクトに参加したことで，個⼈あるいはグループとして成⻑できたこと，組織を運営する上
で難しかった点などを書いてください．
（枠は広げて構いません）

学⽣研究プロジェクトを通して、組織を運営することがとても⼤変だと感じた。私は研究代表者で

はなかったが、全体を取りまとめる⽴場になることが多かったと思う。以前から、グループ活動の際
はリーダーシップを発揮することがよくあったので苦ではなかったが、途中、ほかのメンバーももっ
と積極的に参加してほしいと感じたり、誰かに押し付けるなどせず、みんなで協⼒してやっていきた

いと感じるなど、⾃⾝がどこまで引っ張っていけばよいのか悩むこともあった。こうした経験から、
よりよいグループ運営⽅法はないのか、これからどうしていけばまとまりのあるグループになるのか
を考えることにつながり、取りまとめ⽅を改めて考えさせられた。メンバーと意⾒が合わなかったり

噛み合わない部分も途中で何回もあったが、グループのまとめ⽅を改善し、また、メンバーも積極的
に活動してくれたおかげで、卒論発表⼤会が近くなった 12 ⽉以降はより⼀層団結⼒が⾼まった。そ

して、納得のいく成果につながったと思うのでよかった。このような経験から個⼈としても、グルー
プとしても成⻑できたのではないかと思う。

研究⾯では、研究活動を⾏う⼀連の流れを考えるいい経験となった。研究⽬的、研究⽅法などの考

え⽅、結論の導き⽅、現地調査の⽅法、調査後のデータ整理や作図⽅法など、さまざまな⾯でどのよ
うにして研究を進めていくか理解することができ、今後の卒業研究にも⼤いにつながると感じた。
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7）学⽣研究プロジェクトに対して
学⽣研究プロジェクトという制度に対する意⾒，改善点や要望などがあれば書いてください．
（枠は広げて構
いません）

学⽣研究プロジェクトという制度があることで、卒業研究を⾏う前に、研究活動が経験できるた
め、とてもいい制度だと感じた。4 年⽣以前にこうした経験ができることは、卒業研究に向けての練
習になるとともに、就職活動においても有利に働くのではないかと感じるので、今後も継続してやっ
ていくべき制度だと思う。
8）研究成果
学術的な観点から，得られた成果，残された課題などについて 1 ページ以内で書いてください．

本研究では、はじめに名産品をソフトクリームにする傾向があるのではないかという仮説を定め、
仮説を実証し、ソフトクリームによる観光や名産品といった地域の魅⼒の PR 効果を検討することを
⽬的とした。研究対象地域は⻑野県⻑野市、松本市、上⽥市の３地域と、⽐較地域として神奈川県箱
根町とした。
名産品を使⽤したソフトクリームは⻑野県の 3 地点合計で約 40％であり、バニラ、抹茶、チョコ
レート、ストロベリーを定番の 4 種類とみなすと、約 33％であった。このことから、名産品を使⽤
したソフトクリームは多いといえる。
地域別にみると、⻑野市の特徴として、⻑野駅から善光寺に向かう中央通りに集中しており、善光
寺に近いエリアで特に店舗が集中していた。⻑野駅に近いエリアでは店舗数は少なくなっていた。ま
た歩⾏者数が多いエリアに店舗が分布していることが⾔えた。松本市は⻑野市同様、駅周辺に少なく、
松本城をはじめとする観光地に近いほど店舗がみられた。また、景観整備された中町通りをはじめと
した通りにも集中していた。歩⾏者数の広がりを⾒ても、松本城⽅⾯や中町通りに向かって歩⾏者が
多くなっており、それに沿って店舗分布が⾒られた。上⽥市は、ほかの 2 地域と⽐べて店舗数は少な
く、主要観光地である上⽥城跡⽅⾯に向かって店舗が多くなるという特徴は⾒られなかったが、旧北
国街道という景観整備された通り沿いに集中していた点は共通していた。
ソフトクリームによる PR 効果として、商品名に産地や品種名を⼊れているソフトクリームが多か
った点やバリエーションが豊富な点から、数多くの名産品を知るきっかけとなり、名産品の認知度向
上に繋がり、さらにソフトクリームは現地でしか⼿に⼊らないものであるということから集客効果が
期待できる。
結論として、⻑野県において名産品を使⽤したソフトクリームが多く、販売店は観光地に近いエリ
アや⼈通りの多いエリア、景観が整備されたエリアによくみられたことから、ソフトクリームを通し
て名産品の PR に繋がっていると考えられる。
⽐較地域として神奈川県箱根町でも同様の⼿段で調査を⾏ったが、ソフトクリームの販売数は多い
ものの、名産品が⻑野県に⽐べて⾮常に少なかったため、名産品にちなんだソフトクリームは少ない
という点で地域差が⾒られた。
残された課題として、観光地によって特性が異なったり、調査した地域数が少ないため、さまざま
な観光地において調査を重ねてより正確なデータにしていく必要がある。
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立正大学地球環境科学部 AP学生研究プロジェクト
2018年度研究報告書
1）研究代表者
⽒名

佐藤寛輝 学科

地理

学籍番号 171X00026

2）プロジェクトメンバー
⽒名

⻘⽊基寛 学科

地理

学籍番号 171X00016

⽒名

⼩林知寛 学科

地理

学籍番号 171X00040

学科

学籍番号

⽒名

※書ききれない場合は⾏を追加してください．
3）研究協⼒者
⽒名

岩⾕恭弥

地理空間システム学専攻

学籍番号 188X00001

4）研究指導者
⽒名

⼭⽥淳⼀

5）研究タイトル
秩⽗地域におけるセメント関連産業に関する観光資源化の検討
6）⾃⼰評価
学⽣研究プロジェクトに参加したことで，個⼈あるいはグループとして成⻑できたこと，組織を運営する上で
難しかった点などを書いてください．（枠は広げて構いません）

・計画の⽴案や調査、発表を通し、研究活動の⼤変さを学ぶことができた。
・既往研究や前提知識の重要性に気づかされた。
・グループで話し合う時間を⼗分に確保できなかった。
7）学⽣研究プロジェクトに対して
学⽣研究プロジェクトという制度に対する意⾒，改善点や要望などがあれば書いてください．
（枠は広げて構
いません）

・予算の枠を，最初から 20 万に固定しなくて良いと感じた。
例えば，研究対象とする地域が近場で，備品等を勘案しても 10 万円程度しか使わないことが分かっている場合，残り
の 10 万円を他のグループに分配する，もしくは上限が 10 万円の別グループを設けるなど，柔軟に対応できれば良い
と思う。
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8）研究成果
学術的な観点から，得られた成果，残された課題などについて 1 ページ以内で書いてください．

１．はじめに
1990 年代以降、日本の新たな観光資源として産業観光が注目されてきた。産業観光においては、稼働中の工場や、
近代化産業遺産に代表される地域の産業の歴史を示す遺構などの「産業景観」が、重要な構成要素の一つとされてい
る（岡田 2017）。本研究が対象とする埼玉県秩父地域は，石灰石採掘とセメント産業の発達した地域である。従来、
秩父地域の観光資源としては、秩父神社や秩父夜祭、アニメの舞台巡りなどが注目されてきたが、産業観光の側面に
おいては、秩父銘仙に関連するちちぶ銘仙館などの観光資源はあるものの、セメント産業の産業景観には着目されて
こなかったといえよう。
そこで、本研究では，秩父地域のセメント産業とその輸送を担ってきた鉄道に関連する産業景観に注目する。秩父
地域におけるセメント産業と鉄道輸送の関わりを示す施設や遺構と、従来型観光地の分布との差異を明らかにし、秩
父地域におけるセメント産業と鉄道輸送の関わりをテーマとする産業観光のコースを検討した。

２．調査結果
秩父地域におけるセメント産業と鉄道輸送の関わりを示す施設・遺構と従来型観光地の分布を、現地調査および文
献調査により明らかにした。その結果，セメント産業と鉄道輸送に関連する施設・遺構は大野原駅周辺，秩父市街地，
影森駅周辺に集中していた。大野原駅周辺には，秩父太平洋セメント本社と鉄道施設・遺構があるが，従来型観光地
はごく僅かであった。一方、秩父市街地には従来型観光地が点在するものの，セメント産業に関連する遺構は秩父駅
の東側に集中していた。さらに影森駅周辺では，従来型観光地とセメント産業の施設・遺構が混在して分布していた。

３．産業観光のコース
従来型観光地とセメント産業の関連施設・遺構が混在している影森駅周辺を事例に，産業観光のコース案を作成し
た。影森駅周辺においては、セメント産業に関連する廃線の一部が遊歩道として転用されていることから，この遊歩
道をコースの一部に設定した。これにより，従来型観光地を巡る過程で産業景観に触れることが可能となり，一般観
光客と産業観光を目的とする観光客の双方の誘客につなげられるのではなかろうか。

４．今後の課題
本研究では，影森駅周辺を主な事例として産業観光の可能性を検討した。今後は，新たな情報の発掘に向け，現地
における聞取り調査や文献調査の継続が必要である。また，紙媒体やインターネット等を利用し，セメント関連施設
の産業景観の認知度向上に取り組む必要もあろう。
【参考文献】
岡田昌彰（2017）：『日本の砿都：石灰石が生んだ産業景観』
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立正大学地球環境科学部 AP学生研究プロジェクト
2018年度研究報告書
1）研究代表者
⽒名

⼩林あかり

地理学科 学籍番号 161x00092

2）プロジェクトメンバー
⽒名

坂井雛⼦

環境システム学科 学籍番号 161w00119

⽒名

武内景⼦

地理学科 学籍番号 161x00107

⽒名

堀越優⾹

地理学科 学籍番号 161x00087

※書ききれない場合は⾏を追加してください．
3）研究協⼒者
⽒名

専攻

学籍番号

4）研究指導者
⽒名

島津弘

5）研究タイトル
鳩間島と⻄表島における星砂と太陽の砂の分布について
6）⾃⼰評価
学⽣研究プロジェクトに参加したことで，個⼈あるいはグループとして成⻑できたこと，組織を運営する上
で難しかった点などを書いてください．
（枠は広げて構いません）
グループや個⼈で成⻑できたことは、危機管理能⼒や⾃分達で⾏動を先駆けてする能⼒だと思います。台
⾵の中や藪の中での調査でどういう事が危ないか⾃分達で考え、⾃分達で⾝を守れていたと思います。私
たちの班は個々で動くことが多かったため、こういう調査が良い、他の⼈が分かりやすいのでは、など率
先して考え⾏動したり班のなかで発信することができたと考えられます。また、個々で動くことが多かっ
たからこそ、なかなかまとまることができず、⽅向性がずれてしまったという点が難しかった点にあげら
れると考えられます。
7）学⽣研究プロジェクトに対して
学⽣研究プロジェクトという制度に対する意⾒，改善点や要望などがあれば書いてください．
（枠は広げて構
いません）

今年度、学⽣研究プロジェクトを⾏って、私たちの班は遠⽅での調査であったこともあり、資⾦が⾜
りないと感じました。私たちは⾜りない資⾦を⾃分の⼿持ちから出していましたが、学⽣研究プロジ
ェクトが広く知られ、遠⽅での調査の希望が増えた場合、資⾦の⾯でプロジェクト⽴ち上げなくなる
チームも出てしまうのではないかと感じました。
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8）研究成果
学術的な観点から，得られた成果，残された課題などについて 1 ページ以内で書いてください．
1.

有孔⾍の⽣態
星砂、太陽の砂は有孔⾍の中でも⼤型底⽣有孔⾍に分類される。⼤型底⽣有孔⾍はサンゴ礁の礫や海藻の表⾯に
⽣息している。春頃に分布数がもっとも多くなると住⺠の⽅から聞き取った。
⼤型底⽣有孔⾍はアガモントとガモントという２つの世代があり、それぞれ無性⽣殖、有性⽣殖を⾏う。星砂も
太陽の砂もアガモントは棘が多く先端が分かれている、ガモントは棘が少なく、先端が分かれていないという外観
の特徴がある。

2.

調査⽅法
海に向かって浜の右側から横は 10m ごとに縦は 5m ごとに砂を採取していった。浜の⼤きさが 1km 以上ある場
所では、横の幅を 100m 単位にして採取していった。また、縦と横の線が直⾏する形で図に表し、その上に凡例を
のせた図を作成した。項⽬は星砂の形、星砂の棘の数、太陽の砂の棘の数である。

3.

調査結果
星砂の形 作成した分布図の尖った星砂が多い凡例の割合を⾒ると、南東側の浜ではいずれも 25%を越えていた
が、北⻄側の浜では 15%を越えない。この事から、南東側には尖った星砂が多く堆積しているが、北⻄側には丸
くなった星砂が多く堆積していることがわかった。
星砂の棘の数

南東側の浜は⽔際に沿って棘が多い星砂が堆積しているが、北⻄側の浜では縦に棘の多い星砂が

堆積していた。南東側と北⻄側で傾斜が異なることや浜の周りの崖の形成要因の違いが出ているのではないかと
考えられる。
太陽の砂の棘の数

太陽の砂は分布が南東側と北東側で違った。南東側には広く太陽の砂が分布していたが北⻄

側にはほとんど分布が⾒られなかった。南東側は⽔際に沿って棘の数の多い太陽の砂が分布していたが、北⻄側
では浜の奥に分布していた。星砂の棘の数ごとの分布と特徴がにていると考えられる。
4.

まとめ
この調査によって、砂浜のどこにどのような星砂、太陽の砂が堆積しているかがわかった。また島全体で⾒たと
きに、南北差があることもわかった。
残された課題としては、有孔⾍の世代交代が⾏われることによって棘の数が多い有孔⾍が今より多く堆積する、
今より少なくなる、などの違いが⾒られるようになるのではないかと考えられる。継続的に堆積を調査すること
によって、世代交代の様がわかり、有孔⾍の⽣態について理解が進むのではないかと考えられる。
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4-3-3 地域連携型プロジェクト
4-3-3
地域連携型プロジェクト
平成 30 年度は、合計 5 件の地域連携型プロジェクトが⾏われた。プロジェクトのリストを以下に⽰す。
C プロ（地域連携プロジェクト）実績⼀覧
1 北海道森町 デジタルアーカイブプロジェクト
時期：平成 30 年 11 ⽉ 2〜3 ⽇,平成 31 年 2 ⽉ 8〜9 ⽇
内容：この活動は、⽴正⼤⽣が北海道森町の⼈々と共に、地域の過去の景観や⾵俗の未来への継承を古写
真デジタルアーカイブにより⾏うものである。初回(2018 年 11 ⽉)の活動では、森町役場の約 2 千枚の
資料写真をデジタル化し、それを素材として時層写真(現景観と古写真の融合)を撮影した。また北海道森
⾼等学校の学⽣に本活動を紹介する講義と実習を⾏った。2 回⽬(2019 年 2 ⽉)開催時では、森町在住の
⽅々を協⼒者として迎え、昭和 30-40 年代の古地図を元に写真撮影位置の特定を⾏った。述べ 12 名の参
加学⽣により位置が特定された古写真はウェブサイト「キロク乃キオク」にて公開されている。
担当教員：三島啓雄
場所：北海道森町
*別途詳細を記載
2 ⼩学⽣のためのプログラミング教室
時期：平成 28 年 4 ⽉〜
内容：2020 年より⼩学⽣のプログラミング教育の必須化に備え、⼩中学校⽣に対し毎⽉開催（計 10 回）。
LittleBits を使った電⼦⼯作、scratch を使ったプログラミング演習を⾏い、学⽣は scratch を使ったプロ
グラミング演習につきテーマを設定し学⽣主導で講義・演習を、LittleBits については TA を⾏った
担当教員：後藤真太郎
場所：埼⽟県熊⾕市⽴正⼤学熊⾕キャンパス
3 常総市⽔害復興連携活動
時期：平成 30 年 9 ⽉ 19〜20 ⽇,平成 30 年 11 ⽉ 17 ⽇
内容：平成 27 年（2015 年）の関東・東北豪⾬で⽔害に⾒舞われた常総市の⽔害復興関連活動として、⽴
正⼤学地球環境科学部地理学科学⽣と、⽔害の記憶を語り継ぐ市⺠団体「⾒てみようよ常総市の会」メン
バー、常総市在住の⽅とともに、中越地震復興のメモリアル施設である中越メモリアル回廊の視察を実
施した。また「⾒てみようよ

常総市の会」が主催する「⼩⾙川―⻤怒川⾃転⾞ツアー」に本学学⽣と

教員が参加した。市内外から⼤学⽣や会社員、公務員ら約 20⼈が参加し、⾃転⾞で常総市内における災
害の痕跡を⾒て回った。
担当教員：島津

弘/⼟屋衛治郎

場所：茨城県常総市, 新潟県⻑岡市および⼩千⾕市
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4 ネパール地図プロジェクト
内容：⽴正⼤学のプロジェクトであるネパールプロジェクトの中で，ネパールの地震で被災した学校に
世界地図を贈るプロジェクト（ネパール地図プロジェクト）を地理学科の学⽣を主体に⾏った。⽇本地図
センターと協⼒しながら地図作成を⾏った。学⽣たちの検討の結果、地図には世界地図とネパールの地
域学習に役⽴てるネパールの地図、⽇本を知ってもらうための⽇本地図と⽇本を紹介するイラストが配
置された。
担当教員：島津

弘

場所：ネパール連邦⺠主共和国
5 ⾕津⽥イノベーションプロジェクト
時期：平成 29 年 10 ⽉〜
内容：⽐企丘陵で 1000 年以上の歴史の中で養われた、ため池⽂化に改めて着⽬し、世界農業遺産に登録
申請をするため、滑川町、熊⾕市、深⾕市、東松⼭市、⼩川町、嵐⼭町、⼤⾥町、寄居町で構成される協
議会が 2001/7/7 に発⾜。⽐企丘陵の⾕津⽥を利⽤した新たなビジネスモデルを作るため個別に検討。研
究会も開催。
担当教員：後藤真太郎
場所：埼⽟県熊⾕市⽴正⼤学熊⾕キャンパス
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北海道森町 デジタルアーカイブプロジェクト詳細*
1)北海道森町および北海道森⾼等学校における特別実習「地元の記憶を記録する」実施報告
平成 30 年 11 ⽉ 2 ⽇(⾦)から 3 ⽇(⼟)の 2 ⽇間の⽇程で、北海道森町および北海道森⾼等学校における
特別実習「古写真を通じた地域の記憶のデジタルアーカイブ」を地球環境科学部の学⽣ 5 名の参加のも
と実施したので報告する。実施内容は以下のとおりである。
初⽇(11/2)の実施内容
実習 1 町役場の資料写真のデジタル化
実習主体：⽴正⼤⽣
場所：北海道森町役場
時間：09:00-15:00
内容：
・1960-70 年代に撮影された 2500 枚程度の資料写真の整理
・写真のスキャン(デジタル化)とクラウドストレージ(OneDrive)へのアップロード
実習 2 北海道森⾼等学校の課外活動としての特別実習
「古写真を通じた地域の記憶のデジタルアーカイブ」
実習主体：森⾼等学校学⽣および⽴正⼤⽣
場所：森⾼等学校
時間：16:00-18:30
内容：
・古写真のデジタルアーカイブについての講義
・森⾼⽣による実際の古写真のスキャン作業の実施
・森⾼⽣が⾃ら選んだ写真をプロジェクタで投影し解説を⾏う
2 ⽇⽬(11/3)の実施内容
実習 1 古写真の撮影場所特定フィールドワーク
実習主体：⽴正⼤⽣
場所： 森町市街地各所
時間： 10:00-15:00
内容：
・森町において古写真の撮影場所を徒歩で探し、現実の背景と古写真を重ねて撮影する
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実習 2 撮影した古写真のウェブサイトへの掲載
実習主体：⽴正⼤⽣
場所：森町社会福祉協議会
時間：16:00-18:30
内容：
・撮影した画像データから位置情報を抽出しスプレッドシート形式で整理
・キロク乃キオクウェブサイトへのアップロード
本学学⽣及び森⾼等学校の学⽣がフィールドにて撮影した、現在の⾵景に古写真をを合成した画像デー
タは以下のサイトにて閲覧可能
キロク乃キオク
https://kirokio.howmori.org/
⽴正⼤学からの参加学⽣
⽥嶋 壯太(3 年), 森 奨乃(3 年), ⽯川 好祐(3 年), ⼩⾕野 郁弥(2 年), ⻄牧 遼太(2 年)
(5 名すべて環境システム学科所属)

写真 1 森町役場での古写真整理作業

写真 3 古写真と現在の⾵景の重ね合わせ

写真 2 環境システム学科 3 年
⽥嶋壯太さんによる
森⾼校での講義

写真 4 森町内でのフィールドワーク
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2)北海道森町における特別実習「地元の記憶を記録する」実施報告
AP 事業のうち、地域連携型フィールドワークの取り組みの⼀環として、平成 31 年 2 ⽉ 8 ⽇(⾦)から 9
⽇(⼟)の 2 ⽇間の⽇程で、北海道森町において、特別実習「古写真を通じた地域の記憶のデジタルアーカ
イブ」を実施したので報告する。参加者は地球環境科学部の学⽣ 7 名である。実施内容は以下のとおり
である。
1 ⽇⽬(2/8)の実施内容
実習 1 森町在住の⽅ともに⾏う古地図をもとにした古写真の位置特定
場所：森町社会福祉協議会

時間：13:00-17:00

内容：1960-70 年代に撮影された資料写真のうち、冬季間または市街地中⼼部で撮影された写真の位置特
定を昭和 35 年に作成された古地図をもとに位置特定を⾏った。その際には 1960 年代より森町で⽣活し
てきた地元在住のゲストからの聞き取りを⾏った (写真 1)
2 ⽇⽬(2/9)の実施内容
実習 1 古写真の撮影場所特定フィールドワーク
場所： 森町市街地各所

時間： 09:00-12:00

内容： 古写真の撮影場所を徒歩で探索し(写真 2)現在の⾵景と古写真を重ねて撮影した(写真 3)。さらに
町内を 360 度カメラによって撮影も実施した。
実習 2 古地図による位置特定結果のデジタルデータ化
場所：森町社会福祉協議会 時間：13:00-18:30
内容：初⽇の地元在住ゲストの知⾒と古地図をもとに実施した古写真の位置特定結果を、GIS ソフトウ
ェア上でデジタルデータ化し(写真 4)、キロクのキオクウェブサイト(https://kirokio.howmori.org/)⽤の
JSON データへ変換した。また聞き取りで得られた知⾒と森町史をもとに、昭和 36 年 10 ⽉ 23 ⽇に発⽣
した森町⼤⽕に関する記事を wikipedia に投稿した。
本学からの参加学⽣
⽥嶋壯太(環シス 3 年), 鈴⽊翠(環シス 3 年),平地美樹⼦(環シス 3 年),澁⾕朋伸(環シス 3 年),岩崎遼汰(環
シス 3 年),⼤塚理功(地理 2 年),⼩菅悠⼈(環シス 2 年) 計 7 名
新聞報道
函館新聞(2/15)
「古写真の位置特定へ奔⾛

⽴正⼤学⽣、森町で作業」

https://digital.hakoshin.jp/news/national/45064
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写真 1 森町在住の⽅からの聞き取りと
古地図による古写真の撮影位置特定

写真 3 古写真と現在の⾵景の重ね合わせ

写真 2 森町内でのフィールドワークの様⼦

写真 4 位置特定結果のデジタル化作業
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DDプロジェクト（リアル教材の収集と活用）報告
プロジェクト（リアル教材の収集と活⽤）報告

平成 30 年度は、両学科合わせて、合計 137 品⽬のリアル教材を購⼊し、整備を⾏った。購⼊した教
材リストを以下に⽰す。地理学科では、主に⺠俗資料を揃えた。環境システム学科では、主に地学分野の
標本を備えた。またリアル教材を⽤いた講義及び実習は、担当教員 7 名により 13 の講義科⽬において 33
回実施された。リアル教材を利⽤した講義科⽬のリストをあわせて⽰す。
購⼊リアル教材⼀覧
項⽬名

詳細（具体的な名称など）

使途・⽬的（活⽤法）

⽯鉄隕⽯標本

⽯鉄隕⽯標本：ブラヒン

環境地学を学習する講義（地

隕⽯
⽯質隕⽯標本

学Ⅰ）において、岩⽯を詳し

⽯質隕⽯標本：プレイン
ビュー隕⽯

鉄隕⽯標本

く観察するための試料として
購⼊したもの。

鉄隕⽯標本：シホーテ・ア
リン隕⽯

顕微鏡観察試料（姶良⽕⼭灰）
顕微鏡観察試料（東京軽⽯）

顕微鏡観察試料

環境地学を学習する講義に

（姶良⽕⼭灰）

おいて、⽕⼭灰岩⽯を詳しく

顕微鏡観察試料

観察するための試料として購

（東京軽⽯）
顕微鏡観察試料（⽊曽御嶽⼭第⼀軽⽯）

⼊したもの。

顕微鏡観察試料
（⽊曽御嶽⼭第⼀軽⽯）

実習⽤鉱物（10 種 10 点）

実習⽤鉱物（10 種 10 点）

環境地学を学習する講義に
おいて、岩⽯を詳しく観察す
るための試料として購⼊した
もの。

実習⽤鉱物鉱⽯（15 種 10 点）
実習⽤モース硬度計（7 種 10 点）

実習⽤鉱物鉱⽯

環境地学を学習する講義（地

（15 種 10 点）

学実験 A・B）において、岩⽯

実習⽤モース硬度計

を詳しく観察するための試料

（7 種 10 点）
実習⽤⽕成岩（10 種 30 点）

実習⽤⽕成岩
（10 種 30 点）

実習⽤堆積岩（10 種 30 点）

実習⽤堆積岩
（10 種 30 点）

実習⽤変成岩（10 種）

実習⽤変成岩（10 種）

実習⽤化⽯（8 種）

実習⽤化⽯（8 種）

53

として購⼊したもの。

結晶標本（30 種）

結晶標本（30 種）

環境地学を学習する講義（地
学 I、地学実験 A・B）におい
て、岩⽯を詳しく観察するた
めの試料として購⼊したも
の。

レアアース鉱物標本 20 種

レアアース鉱物標本
20 種

環境地学を学習する講義（地
学Ⅰ）において、岩⽯を詳し
く観察するための試料として
購⼊したもの。

Bat Detecting Kit（超⾳波検出器）
Bat2 Detector（超⾳波検出器）

Bat Detecting Kit

環境⽣物学を学ぶ講義内で

（超⾳波検出器）

の実験・観察実習で活⽤する

SSF Bat2 Detector

ことを⽬的に購⼊したもの。

（超⾳波検出器）
Echo Meter（超⾳波変換器）

Echo Meter Touch 2
（超⾳波変換器）

Duet Bat Detector
（超⾳波検出器）
BatScan

Duet Bat Detector
（超⾳波検出器）
BatScan Software

(超⾳波解析ソフトウェア）

(超⾳波解析ソフトウェア）

超⾳波検出器収納ケース

超⾳波検出器の収納ケース

環境⽣物学を学ぶ講義内で
の実験・観察実習で活⽤する
ことを⽬的に購⼊したもの。
Bat2 Detector の 保 護 ケ ー
ス。

⽣物識別ハンドブック

コウモリを識別する為の
ハンドブック

環境⽣物学を学ぶ講義内で
の実験・観察実習で活⽤する
ことを⽬的に購⼊したもの。
コウモリの⽣態およびバット
ディテクターでの観察⽅法を

⽣物識別ハンドブック

コウモリを識別する為の
ハンドブック
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理解してもらうために使⽤す
る。

北⽶の郷⼟⾷材

メープルシロップ
カナダ産

主に『ヨーロッパ・アフリカ
地誌』などの講義科⽬を関連
授業とした特別授業「フード
フェスタ」において世界の⾷
⽂化の理解促進を⽬的として
使⽤する。

中央アジアの⾐料品 4 点

中央アジアの⾐料品 3 点

ウズベクの⼈びとによる

地理学科の地誌科⽬、地域研

伝統的なデザインを模し

究科⽬等で取り上げられる地

た⼥性⽤の靴、上着

域の⺠族的・伝統的な⾐⾷等

ウズベクの⼈びとによる
伝統的デザインの⼥性⽤
上着①

に関わるものを授業中に回
覧、学⽣が⾃由に⾒られる場
所に展⽰する。

ウズベキスタン北部の亜
寒帯の帽⼦
中央アジアの織布 3 点

スザニ（ウズベクの伝統
的デザインの刺繍布）

中央アジアの⾐料品 2 点

ウズベクの⼈びとによる
伝統的なデザインを模し
た帽⼦

中央アジアの⾐料品

ウズベクの⼈びとによる
伝統的デザインの⼥性⽤
上着

アフリカの CD

南アフリカ⾳楽の CD

世界の⾐⾷住に関する課外
の学習イベントにおいて、活
⽤する。地域・⺠族的な楽器
の展⽰とあわせて、使⽤する。

アフリカの⺠芸品（⼈形）

ンデべレ族の⺠族⼈形

アフリカの⺠族楽器

⽜⾰を使⽤したタイコの
キーホルダー

地理学科の地誌科⽬、地域研
究科⽬等で取り上げられる地
域の⺠族的・伝統的な⾐⾷等
に関わるものを授業中に回
覧、学⽣が⾃由に⾒られる場

アフリカの⺠芸品（照明器具）

ダチョウの卵の
ランプシェード

アフリカの⺠芸品（⾰製品）

オリックス
（ゲムズボック）の⽪
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所に展⽰する。

アフリカの⺠芸品（籠）

スワティ⺠族の伝統的な
プレースマット
（バスケット織り）

世界の⾷⽂化に関して実践
的に学習する課外の学習イベ
ントにおいて、活⽤する。実
際に世界各地で利⽤されてい
る調理器具を⾒て触れて使う
機会をつくる。

アフリカの⾷材

マンデラ⼤統領のルイボ
スティー

世界の⾷⽂化に関して実践
的に学習する課外の学習イベ
ントにおいて、活⽤する。実
際に世界各地で利⽤されてい
る⾷材を⾒て触れて味わう機
会をつくる。

アフリカの⾐料品
アフリカの⾐料品

⻄アフリカの伝統的な
シャツ（オレンジ）

究科⽬等で取り上げられる地

⻄アフリカの伝統的な

域の⺠族的・伝統的な⾐⾷等

シャツ（⽔⾊）
アフリカの⾐料品

⻄アフリカの伝統的な
シャツ（⻘）

アフリカの地図

地理学科の地誌科⽬、地域研

南部アフリカ地域の道路
地図

に関わるものを授業中に回
覧、学⽣が⾃由に⾒られる場
所に展⽰する。
地理学科「基礎地図学および
実習Ⅰ・Ⅱ」などの地図学系
科⽬において、世界各国のさ

アフリカの地図

レソト王国の道路地図

まざまな地図について学ぶ場
⾯で活⽤する。

アフリカの⺠芸品（置物）5 点

お⼟産品のキリン、カバ、
サイ、ゾウ

地理学科の地誌科⽬、地域研
究科⽬等で取り上げられる地
域の⺠族的・伝統的な⾐⾷等
に関わるものを授業中に回
覧、学⽣が⾃由に⾒られる場
所に展⽰する。

アフリカの⺠芸品（籠）

ロジ⺠族の伝統的なバス
ケット

世界の⾷⽂化に関して実践
的に学習する課外の学習イベ
ントにおいて、活⽤する。実
際に世界各地で利⽤されてい
る調理器具を⾒て触れて使う
機会をつくる。
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アフリカの⺠芸品

トンガ⺠族が屠殺の際に
利⽤する伝統的な槍

地理学科の地誌科⽬、地域研
究科⽬等で取り上げられる地
域の⺠族的・伝統的な⾐⾷等
に関わるものを授業中に回
覧、学⽣が⾃由に⾒られる場
所に展⽰する。

アフリカの⺠芸品（収納具）

トンガ⺠族の伝統的なバ

世界の⾷⽂化に関して実践

スケット

的に学習する課外の学習イベ

トンガ⺠族の伝統的蓋つ

ントにおいて、活⽤する。実

きバスケット（穀物⼊れ） 際に世界各地で利⽤されてい
る調理器具を⾒て触れて使う
機会をつくる。
アフリカの絵画

バナナの茎・葉でできた
トンガ⺠族の伝統的な絵

アフリカの⺠族楽器

トンガ⺠族の伝統的な
タイコ
ショナ⺠族の伝統的な
カリンバ（親指ピアノ）

アフリカの⺠族楽器

地理学科の地誌科⽬、地域研
究科⽬等で取り上げられる地
域の⺠族的・伝統的な⾐⾷等
に関わるものを授業中に回
覧、学⽣が⾃由に⾒られる場
所に展⽰する。

ルバレ⺠族の伝統的な
マラカス①

アフリカの⺠族楽器 4 点

トンガ⺠族の伝統的な
マラカス（2 種）②

アフリカの⺠芸品（収納具）

トンガ⺠族の伝統的な
バスケット①

世界の⾷⽂化に関して実践
的に学習する課外の学習イベ
ントにおいて、活⽤する。実
際に世界各地で利⽤されてい
る調理器具を⾒て触れて使う
機会をつくる。

アフリカの織布

アフリカの⽣活雑貨（照明具）

タンザニア・ケニアで

地理学科の地誌科⽬、地域研

伝統的な布（カンガ）

究科⽬等で取り上げられる地

アフリカで利⽤されてい
るソーラーパネルライト・
充電器

域の⺠族的・伝統的な⾐⾷等
に関わるものを授業中に回
覧、学⽣が⾃由に⾒られる場
所に展⽰する。
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アフリカの⽣活雑貨（調理具）３点

アフリカの⽣活雑貨であ
る⽊べら、バウラ
（ストーブ）

世界の⾷⽂化に関して実践
的に学習する課外の学習イベ
ントにおいて、活⽤する。実
際に世界各地で利⽤されてい
る⾷材を⾒て触れて味わう機
会をつくる。

アフリカの⺠芸品（装飾品）

アフリカの⺠芸品である
付け⽑

アフリカの織布 2 点

地理学科の地誌科⽬、地域研
究科⽬等で取り上げられる地

アフリカンプリントの布

域の⺠族的・伝統的な⾐⾷等

（パーニュ、⻄アフリカ） に 関 わ る も の を 授 業 中 に 回
覧、学⽣が⾃由に⾒られる場
所に展⽰する。

アフリカの⾷材 10 点

⼤⾖ミート、紅茶（南アフ

世界の⾷⽂化に関して実践

リカ産）、ルイボスティー、 的に学習する課外の学習イベ
コンソメスープの素、トウ

ントにおいて、活⽤する。実

ガラシの調味料、トウモロ

際に世界各地で利⽤されてい

コシ粉

る⾷材を⾒て触れて味わう機
会をつくる。

アフリカの地理教科書

ザンビアの中学⽣の教科
書（地理）

アフリカの社会教科書

ザンビアの⼩学校⾼学年
の教科書（社会科）

地理学科「基礎地図学および
実習Ⅰ・Ⅱ」などの地図学系
科⽬および地理教育系の科⽬
において、世界各国のさまざ
まな地図について学ぶ場⾯で
活⽤する。

アフリカの地図 8 点

アフリカの地図

道路地図（マラウィ、ザン

地理学科「基礎地図学および

ビア、ジンバブエ、モザン

実習Ⅰ・Ⅱ」などの地図学系

ビーク、中部・南部アフリ

科⽬において、世界各国のさ

カ地域、ナミビア、ボツワ

まざまな地図について学ぶ場

ナ、南アフリカ共和国）

⾯で活⽤する。

マキシ（ルバレ⺠族の精
霊舞踊）の本

地理学科の地誌科⽬、地域研
究科⽬等で取り上げられる地
域の⺠族的・伝統的な⾐⾷等
に関わるものを授業中に回
覧、学⽣が⾃由に⾒られる場
所に展⽰する。楽器（マラカ
ス）の説明資料となる貴重な
書籍である。
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アフリカの⾷材 7 点

キャッサバ粉、ザンビア
産コーヒー等

世界の⾷⽂化に関して実践
的に学習する課外の学習イベ
ントにおいて、活⽤する。実
際に世界各地で利⽤されてい
る⾷材を⾒て触れて味わう機
会をつくる。

アフリカの⾷材

醤油（シンガポール製）

世界の⾷⽂化に関して実践
的に学習する課外の学習イベ
ントにおいて、活⽤する。実
際に世界各地で利⽤されてい
る⾷材を⾒て触れて味わう機
会をつくる。⽇本にもある⼯
業製品の⽣産地に着⽬し、地
域間のつながりを理解する。

⽊⼯細⼯

⾹川県の⽊⼯細⼯である
まな板（オリーブ⽊材）

主にフィールドワーク II の
事前学習での使⽤を想定。⾷
⽤のイメージが強いオリーブ
の別の側⾯を理解し、地域資
源の活⽤法を知ることで、さ
らなる地域のネームバリュー
の向上、他地域への地域資源
の活⽤の応⽤を考えさせるこ
とを⽬的に購⼊し、活⽤した。

⽯⼯細⼯

⾹川県の⽯⼯細⼯である

主にフィールドワーク II の

サヌカイト ドアチャイム

事前学習での使⽤を想定。世

ホーム

界的に有名な希少価値サヌカ
イトに触れ、その⾼付加価値
たるゆえんを考えさせる。ま

⽯⼯細⼯

⾹川県の⽯⼯細⼯である
サヌカイトチャイム

た本資料をもとに他地域への
地域資源の活⽤の応⽤を考え
させることを⽬的に購⼊し、
活⽤した。
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⽊⼯細⼯

⾹川県の⽊⼯細⼯である
カッティングボード

主にフィールドワーク II の
事前学習での使⽤を想定。地
域資源の活⽤法を知ること
で、さらなる地域のネームバ
リューの向上、他地域への地
域資源の活⽤の応⽤を考えさ
せることを⽬的に購⼊し、活
⽤した。

アフリカの⺠族楽器

アフリカ⼯芸品の楽器サ
ンザ（⼩）

アフリカの⺠族楽器

アフリカ⼯芸品の楽器カ
リンバ（⼤）

アフリカの⺠族楽器

アフリカ⼯芸品の楽器カ
リンバ（ギター）

東南アジアの⼿芸品（収納具）

モン族の伝統模様の刺繍
カードケース

東南アジアの⼿芸品（収納具）

モン族の伝統模様の刺繍
スマホケース

東南アジアの⼿芸品（収納具）

モン族の伝統柄の刺繍ト
ートバッグ

南アジアの⼿芸品（マット）

バングラデシュ伝統柄の
刺繍布

南アジアの⼿芸品（織物）

バングラデシュ伝統柄の
テーブルセンター

南アジアの⼿芸品（収納具）

バングラデシュ伝統柄の
刺繍トートバック

アフリカの⽣活雑貨（⾷器）

ケニアデザインのソープ
ストーン⼩⽫（⻲）
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地理学科の地誌科⽬、地域研
究科⽬等で取り上げられる地
域の⺠族的・伝統的な⽣活に
関わるものを授業中に回覧、
学⽣が⾃由に⾒られる場所に
展⽰する。

アフリカの⺠芸品（置物）

ケニアデザインのライオ
ンの置物(⿊・茶）

アフリカの⺠芸品（収納具）

アフリカデザインのケニ
ア⼯芸品の⽑⽷サイバル
ポシェット

アフリカの⽣活雑貨（⾷器）

ケニアデザインのソープ
ストン絵⽫（ゾウ）

アフリカの⺠族楽器

マリの素材を使った伝統
楽器
バオバブの実シェーカー
(楽器）

アフリカの⺠族楽器

ヤシを使ったブルキナフ
ァソの伝統楽器
シェケレ

アフリカの⺠芸品（籠）

アフリカデザインのブル
キナファソ⼯芸品のバス
ケット

アフリカの⺠芸品（収納具）

マダガスカルの伝統素材
を使ったアフリカの伝統
的なチュレアルバオバブ
箱(丸）

アフリカの⺠芸品（収納具）

ルワンダのアフリカの伝
統的なバスケット蓋つき

アフリカの⼿芸品（収納具）

アフリカデザインの南ア
フリカ⼯芸品のズールー
バスケット壺蓋つき

アフリカの織布

アフリカデザインの⻄ア
フリカ⼯芸品の布(パーニ
ュ）
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⻄アジアの⽣活雑貨（⾷器）

中央アジアデザインのも
ととなったトルコデザイ
ンのティーカップ(⻘・⽩）

⻄アジアの⽣活雑貨（⾷器）

中央アジアデザインのも
ととなったトルコデザイ
ンのコーヒーカップ(⼩
柄・⼤柄）

⻄アジアの⽣活雑貨（⾷器）

中央アジアデザインのも
ととなったトルコデザイ
ンのティースプーン

⻄アジアの⽣活雑貨（⾷器）

⻄アジアの⽣活雑貨であ
る器(⿊・⻘）

⻄アジアの⽣活雑貨（⾷器）

中央アジアデザインのも
ととなったトルコデザイ
ンの⼩⽫

東南アジアの⺠芸品（置物）

東南アジアのココナッツ
のお⽟

東南アジアの⺠芸品（⾹⽴て）

東南アジアの⾹⽫(ココ
ナッツ：こげ茶、⽊：茶）
①

東南アジアの⺠芸品（⾹⽴て）

東南アジアの⾹⽫(ココ
ナッツ：こげ茶、⽊：茶）
②

東南アジアの⽣活雑貨（⾷器）

東南アジアのココナッツ
⽫

東南アジアの⽣活雑貨（⾷器）

東南アジアのアタコース
ター

東南アジアの⺠族楽器

東南アジアのココナッツ
のマラカス

東南アジアの⺠芸品（置物）

東南アジアの⺠芸品ネコ
の置物(⼤）
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東南アジアの⺠芸品（置物）

東南アジアの⺠芸品ネコ
の置物(⼩）

東南アジアの⼿芸品（織物）

東南アジアの⼿芸品イカ
ット布(草⽊染）

東南アジアの⺠芸品（篭）

東南アジアの⺠芸品アタ
カゴ

東南アジアの⺠族楽器

東南アジアの⽵琴

東南アジアの⼿芸品（刺繍収納具）

モン族アンティーク刺繍
バッグ

東南アジアの⾐料品

東南アジアの⾐料品ジャ
ケット

東南アジアの⼿芸品（収納具）

東南アジアの⼿芸品ポー
チ

東南アジアの⼿芸品（収納具）

東南アジアの⼿芸品スマ
ホケース

東南アジアの⺠族⾐装

東南アジアの⺠族⾐装⽑
⽷の帽⼦（⿊・グレー)

南アジアの⼿芸品（刺繍）

南アジアの⼿芸品ブラウ
ス

南アジアの⼿芸品（刺繍）

南アジアの⼿芸品チュニ
ック

南アジアの⼿芸品（ストール）

南アジアの⼿芸品ストー
ル(MIX/⻘）

南アジアの⺠芸品（⾹）

南アジアの⺠芸品お⾹

⻄アジアの織物

⻄アジアのシェニール織
りクッションカバー（⿊・
⾚・紺・⻘）
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⼟性練習⽤⼟壌標本

⼟性練習⽤⼟壌標本

『⾃然計測実習』の「⼟壌を
観る／分析する」の回で使⽤。
授業中に⽰し、実習中に学⽣
が⾃由にみられるようにし
た。

⼀般⼟壌標本

⼀般⼟壌標本

『⾃然計測実習』の「⼟壌を
観る／分析する」の回で使⽤。
授業中に⽰し、1 班ごとに 1 箱
配布することで実習中に学⽣
が⾃由に観察できるようにし
た。

欧州の⾷材

欧州の⾷材（菓⼦）

地理学科の地誌科⽬、地域研

欧州の⾷材

欧州の⾷材（菓⼦）

欧州の⾷材

欧州の⾷材（菓⼦）

欧州の⾷材

欧州の⾷材チーズ加⼯品

欧州の⾷材

欧州の⾷材チーズ加⼯品

究科⽬等で取り上げられる地
域の⾷⽣活や⽂化に関わるも
のとして、購⼊した。とくに、
ヨーロッパに関する教材が少
なかったため、補充した。こ
れらは学⽣が⾃由に⾒られる
場所に展⽰し、特別授業にお
いて試⾷する。

欧州の⽣活雑貨（⾷器）

欧州の⽣活雑貨フォンデ
ュ鍋

欧州の⽣活雑貨（敷物）

究科⽬等で取り上げられる地

欧州の⽣活雑貨スイスコ
ースター

欧州の⺠芸品（オルゴール）

欧州の⺠芸品オルゴール
（⾚）

欧州の⺠芸品（織物）

欧州の⺠芸品テーブルマ
ット（花）

欧州の⽣活雑貨（⾷器）

欧州の⽣活雑貨⽫（⻑⽅
形：緑）

欧州の⺠芸品（置物）

欧州の⺠芸品⽊製

⽜の

置物
欧州の⺠芸品（織物）

欧州の⺠芸品テーブルマ
ット（⽩）

欧州の⺠芸品（オルゴール）

欧州の⺠芸品オルゴール
（四⾓：牧場）

欧州の⺠族楽器

地理学科の地誌科⽬、地域研

欧州の⺠族楽器カウベル
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域の⾷⽣活や⽂化に関わるも
のとして、購⼊した。とくに、
ヨーロッパに関する教材が少
なかったため、補充した。こ
れらは授業中に回覧または学
⽣が⾃由に⾒られる場所に展
⽰した。

南太平洋の⾷材

南太平洋の⾷材塩

世界の⾷⽂化に関して実践
的に学習する課外の学習イベ
ントにおいて、活⽤する。実
際に世界各地で利⽤されてい
る⾷材を⾒て触れて味わう機
会をつくる。

南太平洋の⾷材

ニューカレドニア

ロブ

スタ種コーヒー
南太平洋の⾷材

ニューカレドニア

の歴史、栽培地域の⾃然環境
ブル

ボン種コーヒー
アフリカの⾷材

エチオピア

野⽣種のコ

ーヒー
アフリカの⾷材

マダガスカル産乾燥ほお
ウガンダ産乾燥ジャック
フルーツ

アフリカの⾷材

ブルキナファソ産乾燥マ
ンゴー

アフリカの⾷材

トーゴ共和国産乾燥バナ
ナ

南太平洋の⾷材

との関係、⽣産地域・質、貿易
についての講義や地形図など
の地図を⽤いたコーヒー栽培
地域環境の読み取りに活⽤す
る。

ずき
アフリカの⾷材

世界のコーヒーの拡散、伝播

ハワイコナ
のコーヒー
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アラビカ種

利⽤科⽬⼀覧
担当教員

授業名およびイベント名

教材名

講義回数

履修者数

講義時期

5

73

Ⅰ期

3

122

Ⅱ期

4

14

Ⅰ期

1

33

アオザイ、サリー、フィリピン民族衣
装、タイのお弁当箱、コーラン、ヒンズ
ー教ポスター6 枚、シヴァ神、ガネシャ
神、マニ車×2、マニ車台座つき×1
アジア・オセアニア地誌

コーラン 7 冊、ヒジャーブ、イカール、
カフィーヤ(赤チェック×2・白×2・赤

島津弘

×1）、フレームドラム、
イスラム帽子×3 チェチェン、仏教タル
チョ×5、ディジュリデュ×3、ドラ

タイの 3 段弁当箱、帽子、調味料（島津
風土と人間生活
先生私物）クルアーン
地震動発生装置、じしん計、火山灰、実
地圏環境学実習
体偏光顕微鏡，偏光顕微鏡、岩石
下岡順直

地学実験 A
岩石標本・モース硬度計
地学実験 B

Ⅱ期
1

24

3

50

Ⅰ期

1

5

Ⅰ期

1

15

軽石彫刻(人間・動物)、弓矢(大)弓矢セ
ット(小)3 組、吹矢 3 組、フィリピン歯
地域研究 1
磨き粉、フィリピンお米の神様、織物、
3点
タイのお弁当箱、タイのプレート、フィ
貝沼恵美

実践英語Ⅲ

リピンの枕、舞踊面、フィリピンの教科
書 11 冊、民族衣装

地理学セミナーⅠーK

徳島県産杉の間伐材（トレイ）

Ⅱ期
サヌカイトチャーム／オリーブの木の
地理学セミナーⅡーK

1

15

2

31

Ⅰ期

1

2

Ⅰ期

まないた
木材標本、soracube、白雲母(実験用)、
ボーキサイト(実験用)、透明方解石、斑
宇津川喬子

自然計測実習
銅鉱、藍晶石、水晶、硫黄、黄鉄鉱、自
然銅、方鉛鉱

小松陽介

自然地理学特論Ⅰ

地下水流動モデルセット(1 セット)
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Magenda Bat5、BATBOXDuet、SSFBat2、
フィールドワークＡ

EchoMeterTouch2‐ios、リニア PCM レ

1

19

4

15

Ⅰ期

コーダー
生物学実験 A
関根一希

One Spin4 台、Multi Spin3 台、微量高
速遠心機 2 台、超微量分光光度計、トラ

Ⅱ期

ンスイルミネーター、プレパラートセ
生物学実験 B

ット、透明骨格標本、昆虫の乾燥標本

4

21

1

69

ヒグマトランクキット、ツキノワトラ
三島啓雄

環境科学

ンクキット(日本クマネットワークよ

Ⅱ期

り借用)
川野良信

デリバリーカレッジ

ストロマトライト、縞状鉄鉱層

1

出席者
50

Ⅰ期

イスラム帽子×3、フィリピン民族衣装
(バロンタガログ)、イカール・カフィー
ヤ、中国宮廷衣装
マサイ族のシュカ、チャイナドレス、メ
キシコラレイサ帯、インドパンジャビ
原美登里
オープンキャンパス（ブース展示）
宇津川喬子

ドレス

1

Ⅰ期

アジアの民族衣装(バナナ繊維シャ
ツ)、チマチョゴリ、立体地図、ブーメ
ラン、ブーメラン木製台、ジャーキー
(ビーフ・カンガルー・エミュ)、アボリ
ジナル生地①-④、エミュクリーム
(全てオーストラリア)

フィリピンの織物、鍋敷き、ヒジャー
ブ、アボリジナル生地、バードホイッス
ル、アバカバック、3 段ランチボックス、
カンガ布、ティンシャ、カシシ、バラフ
ォン、アサラト、トンガ族木製椅子、チ
ェチェン、ウズベキスタン靴、帽子、上
原美登里

特別授業

世界のフードフェスタ

着、スパイス類、ザンビアマラカス、カ
リンバ、布、キャッサバ粉、トウモロコ
シ粉、木べら、バスケット、大豆ミート、
コーヒー、南アフリカ音楽 CD、紅茶、
ルイボスティー、西アフリカシャツ、ケ
ニアコンソメスープの素、タンザニア
布、アフリカタイコ
オリックスの毛皮
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Ⅱ期

アバカバック×2、ミラー付服、ミラー
付服(子供用)、カンガ布 4 枚、
あみがさ×3、イカール・カフィーヤ
(赤・黒 各 1)、ヒジャーブ(黒)×2、
イフガオ族民族衣装(女性)、中国服(男
性)、ウズベキスタン帽子×4、
ウズベキスタン女性用上着×3、女性用
靴、女性用サンダル、フィリピン民族衣
装、アジアの民族衣装(バナナ繊維シャ
ツ)、パッド付ボレロ、アジア民族衣装
一式(女性)、チマチョゴリ、チャイナド
レス、インドパンジャビドレス、イフガ
オ族民族衣装、ネックレス、フィリピン
アカデミックキューブ展示

サンゴ(大・中)、黒檀ブレスレット、ロ

Ⅱ期～

ウソク立て、Sora cube、アンティーク

原美登里
マロン、バオバブの木、骨アート、象の
皿×2、工芸品(キリン・サイ、ゾウ、カ
バ)、おぼん、南部鉄器、虫かご、こけ
し、コマ、風呂敷(西陣織)、透明骨格標
本、モン族の刺繍バッグ、ジャケット
(ゲリ織り)、シャツ青・オレンジ(シャ
ツ)各 1、トールフロアアジアンランプ、
タイの民族衣装、舞踊衣装レゴンダン
ス一式、スイスのチョコレート×2、レ
シュティ、フォンデュ鍋、スイスコース
ター、オルゴール×2、ランチョンマッ
ト×2、飾り皿、木製牛の置物、クリス
マスオーナメント
担当教員計

7名

講義科目計

13 科目

講義回数計

33 回
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4-4-1 ⾼等学校へのリアル教材貸出
4-4-1
高等学校へのリアル教材貸出
立正大学 AP プロジェクトの根幹として位置づけられる「リアル授業資料の収集と活用」では、主とし
て１・２年次の専門分野の基礎科目で用いることを考え教材収集を行っている。それらの教材は中学校
や高等学校の授業で活用できることも多いため、地域貢献の一環として近隣の学校に無料で貸出を行っ
ている。このリアル教材の貸し出しは、2019 年 3 ⽉ 31 ⽇現在、群⾺県⽴桐⽣⾼等学校およびさいたま
市⽴⼤宮北⾼等学校の 2 校に対して実施されている。以下より、当該 2 校におけるリアル教材の活⽤概
要と両校の教員からのコメントを紹介する。また資料として各高等学校から提出された学習用教材利用
報告書と貸し出したリアル教材のリストを添付する。
群馬県立桐生高等学校：
大谷義人教諭が担当されている「探求」という教科で実施された「課題研究」において、地震発生装置
「じしん君」が活用された。具体的には地震発生装置「じしん君」による液状化現象のシミュレーション
を眼前で見ることにより、「液状化現象と土と水分量の比率」に関する研究を、実施することができたと
の報告があった。当該本授業では、延べ 4 名の生徒による 2 時限×10 回の計 20 時間の利用があった。大
谷教諭からは、「SSH 校に指定されてはいるものの、研究を行う際に実験道具がなかなか揃わないことが
あるため、教材をお借りできるシステムは大変ありがたく思います」とのコメントを頂いた。
さいたま市立大宮北高等学校：
田村守行教諭が担当されている SSH サイエンスフィールドワーク（希望者が集まる講義・実習）の「化
学および生物分野に関する実験」において、タンパク質の結晶化条件を探索することを目的とし、結晶の
生成状況を確認するために、５台の実体顕微鏡が活用使用された。当該本授業では、26 名の生徒による
10 時限×10 回の計 100 時間の利用があった。田村教諭からは、「高額な機器を無償で貸していただくこ
とで、通常の授業では扱うことができない高度な実験を効率よく行うことができました」とのコメント
を頂いた。
平成 30 年度 リアル教材貸出実績リスト

№ 学校名

1

教材名

群馬県立

地 震 発

桐生高等学校

生装置

数
量

貸出期間

1 H30.8.31-12.21

科目名

利用者数 使用教材

探究

4名
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2

さいたま市立
大宮北高等学校

双 眼 実

SSH サイエン

体 偏 光 5 H30.9.11-10.20

ス フィールド 26 名

顕微鏡

ワーク

4-4-2
4-4-2 学内におけるリアル教材の展⽰
学内におけるリアル教材の展示

熊⾕キャンパス 19 号館(アカデミックキューブ)１階に常設されているリアル教材の展⽰スペースにお

ける展⽰内容を以下の通り⽰す。これは授業内外における教材の積極的な活⽤をねらったものである。
特に今年度は展⽰の⼊れ替えを複数回実施し内容の充実を図った。
平成 30 年度における展⽰⼊れ替えの狙い
展⽰内容：⺠族⾐装・帽⼦等の⼩物・各国の布、 フィリピン・アフリカ・スイス・⽇本の⼯芸品等、植
物・蝶の標本
連携する授業科⽬：「⾵⼟と⼈間⽣活」「ヨーロッパ・アフリカ地誌」
「南北アメリカ地誌」「アジアオセアニア地誌」
「⽣物学実験」「⾃然計測実習」「フィールド演習ⅡＧ（社福）」
展⽰⽅法：
１．⺠族⾐装・帽⼦等
各国の⺠族⾐装の解説（国・着⽅など写真付き）を記載した展⽰カードとともに、マネキンではなくハン
ガーにかけ、気軽に着て貰えるように、展⽰した。姿⾒も⽤意し、スマートフォンなどでの撮影、SNS で
の投稿も可とした。
２．フィリピン・アフリカ・スイス・⽇本
統⼀展⽰としては、上記各国の布を展⽰した。そのほかに、各国の⼯芸品などを展⽰した。展⽰物につ
いては、写真をもとにした解説を⽰した。
フィリピン：⼯芸品(フィリピンサンゴ、⿊檀ブレスレット、ロウソク⽴て、アンティークマロン、コ
コナッツの実を使⽤した⼯芸品)
アフリカ ：⼯芸品(ボゴランフィニ(マリ共和国)、バオバブの⽊・四⾓絵⽫(ケニア)、キリン・ゾウ・
サイの置物(ザンビア) )
スイス：⾷（レシュティ・チョコレート・チーズフォンデュ鍋）、⼯芸品（刺繍マット・⼿書き絵⽫・
オルゴール）
⽇本：⼯芸品(⻄陣織の⾵呂敷・おぼん(寄⽊細⼯ ⼋⼨盆)・南部鉄器・⾍かご・宮城伝統こけし・ちょ
うちんこま・染め和紙)
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３．植物・蝶の標本およびスイスオルゴール・お⼟産⽤ミニカウベル
気軽に触ってもらえるよう、オープンな展⽰を⾏った。
展⽰品リスト
教材名

国名

フィリピン地図

フィリピン

名古屋帯 西陣織

日本

個数

展示開始日

1

4月1日
4月1日

チェンチェン

4月1日

ボゴランフィニ

4月1日

ンデベレ人形

4月1日

フィリピンミンダナオ島マロン(アンティーク)
フィリピン
女性用

4月1日

STUDENT WORLD ATLAS

4月1日

アバカバック

フィリピン

2

1 月 10 日

ミラー付き服

インド

2

1 月 10 日

カンガ布

ケニア タンザニア

4

1 月 10 日

編み笠

タイ

3

1 月 10 日

イカール・カフィーヤ

エジプト

2

1 月 10 日

ヒジャーブ

エジプト

2

1 月 10 日

ネックレス

フィリピン

1

1 月 10 日

イフガオ族民族衣装スカート

フィリピン

1

1 月 10 日

中国服(男性)

中国

1

1 月 10 日

中国 帽子

中国

1

1 月 10 日

ウズベキスタン 帽子

ウズベキスタン

2

1 月 10 日

ウズベキスタン 帽子

ウズベキスタン

2

1 月 10 日

ウズベキスタン 女性上着

ウズベキスタン

1

1 月 10 日

ウズベキスタン 女性上着

ウズベキスタン

1

1 月 10 日

ウズベキスタン 女性上着

ウズベキスタン

1

1 月 10 日

女性用靴

ウズベキスタン

1

1 月 10 日

女性用サンダル

ウズベキスタン

1

1 月 10 日

フィリピン民族衣装

フィリピン

1

1 月 10 日

バナナ繊維男性シャツ

フィリピン

1

1 月 10 日

パッド付ボレロ

フィリピン

1

1 月 10 日

白いワンピース

フィリピン

1

1 月 10 日

フィリピン民族衣装一式

フィリピン

1

1 月 10 日

ボゴランフィニ

マリ

1

1 月 10 日

チマチョゴリ

韓国

1

1 月 10 日
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チャイナドレス

中国

1

1 月 10 日

パンジャビドレス

インド

1

1 月 10 日

1

1 月 10 日

sola cube
フィリピンサンゴ(中)

フィリピン

1

1 月 10 日

フィリピンサンゴ(大)

フィリピン

1

1 月 10 日

黒檀ブレスレッド

フィリピン

1

1 月 10 日

ココナッツの実を使用した工芸品

フィリピン

1

1 月 10 日

ロウソク立て

フィリピン

1

1 月 10 日

フィリピン アンティークマロン

フィリピン

1

1 月 10 日

1

1 月 10 日

ザンビア キリン 象 サイの置物
バオバブの木

ケニア

3

1 月 10 日

オーストラリア 骨のアート

オーストラリア

1

1 月 10 日

四角絵皿

ケニア

2

1 月 10 日

モン族のアンティーク刺繍バック

タイ

1

1 月 10 日

ジャケット(布 ネパール ゲリ織り)

ネパール

1

1 月 10 日

風呂敷(西陣織)

日本

2

1 月 10 日

おぼん

日本

1

1 月 10 日

南部鉄器

日本

1

1 月 10 日

虫かご

日本

1

1 月 10 日

染め和紙

日本

1

1 月 10 日

宮城県伝統こけし、ちょうちんこま

日本

2

1 月 10 日

民俗衣装

ペルー

1 月 10 日

民俗衣装

ペルー

1 月 10 日

舞踊衣装レゴンダンス一式

インドネシア

1 月 10 日

透明標本

9

西アフリカ シャツ

西アフリカ

1

西アフリカ シャツ

西アフリカ

1

スイス チョコレート

スイス

2

3月7日

レシュティ

スイス

1

3月7日

クリスマスオーナメント

スイス

1

3月7日

飾り皿

スイス

1

3月7日

フォンデュ鍋

スイス

1

3月7日

ランチョンマット(花)、(白)

スイス

2

3月7日

オルゴール

スイス

2

3月7日

キーホルダー

スイス

1

3月7日

スイスコースター

スイス

1

3月7日

ウシの置物

スイス

1

3月7日
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展⽰の様⼦

アカデミックキューブ 1F での展⽰の様⼦
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4-4-3
4-4-3

リアル教材を⽤いた特別実習
リアル教材を用いた特別実習

平成 30 年度はリアル教材のうち特に⾷⽂化に関わる教材を⽤いた特別授業が地理学科主導で実施さ
れた。この特別授業は学科の枠組みを超えた授業であり学部に所属する学⽣であればだれでも参加可能
な実習である。各実習の内容を以下より記載する。
1) 特別授業「世界のフードフェスタ」
〇実施内容
⽇時：2018 年 12 ⽉ 18 ⽇（⽕）5 限〜7 限
場所：3 号館 4 階実習室
⽬的：世界各地の社会・⽂化・⾃然環境に関して、⾷⽂化の視点から理解することを⽬的としている。実
際に世界の料理を調理し、飲⾷することで、各地の⼈間⽣活を体感することができる。
関連科⽬：「⾵⼟と⼈間⽣活」「ヨーロッパ・アフリカ地誌」
（地球）
「フィールド演習ⅡＧ」
（社福）
内容：中国・台湾、韓国、タイ、ウズベキスタン、ネパール、スイス、ザンビアの料理を⽤意した。その
ほか、スイス、南アフリカ、中国のお茶を⽤意した。中国・台湾、韓国、タイの料理については留
学⽣が準備した。島津教授がネパールとウズベキスタン、タイ料理、原美登⾥准教授がスイス料理、
原将也助教がザンビア料理を提供した。料理については説明カードを提⽰するとともに、授業開始
時に各料理について、教員・留学⽣が解説をおこなった。また料理だけでなく、リアル教材として
楽器や⾐服、かごや調理器具などの⽣活雑貨を展⽰し、リアル教材にも触れる機会をつくった。
参加者数：
【学⽣】
1 年⽣

2 年⽣

3 年⽣

4 年⽣

不明

合計

地理学科

31

4

1

5

0

41

環境システム学科

0

6

1

0

0

7

10

10

10

58

社会福祉学部
合計

31

10

2

5

【教員】（敬称略）
地球環境科学部（島津、原美登⾥、⾙沼、⼭⽥、⼟屋、三島、横⼭、宇津川、原将也、）9 名、社会福祉
学部（中島）1 名、⾮常勤講師（藤本アンマリー）1 名、合計 11 名
参加学⽣のコメント（抜粋）：
「世界各国の料理が⾷べられてよかった」
「楽器や織物など実に多くのものが展⽰してあり良い経験ができたと思います．また，先⽣⽅の様々な説
明があったことも有り難かったです．」
「量が多い⽅がいい」
「⼈数的にスペースが狭い」
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補⾜：当初の想定では 30 名程度の参加者であったが、想定以上の学⽣が参加し、会場が⼿狭であった。
また当⽇は、
「⾵⼟と⼈間⽣活（島津教授）」の補講が隣教室で開催された。
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2) 特別授業「世界のコーヒーを学ぶ」
１．開催日時等
2019 年 3 月 15 日

15:00～18:00 3 号館 3424 室

２．参加者
1 年生：7 名，2 年生：1 名，4 年生：1 名

いずれも地理学科

教員：1 名，AP 事務局：2 名
３．関連授業
風土と人間生活，環境保全実験（以上，学部共通専門科目），アジア・オセアニア地誌，ヨーロッパ・
アフリカ地誌，南北アメリカ地誌（以上，地理学科専門科目）
４．プログラム
世界のコーヒーの拡散，伝播の歴史，栽培地域の自然環境との関係，生産地域・量，貿易についての講
義（島津・原）

15:00～16:00

各種，各地域のコーヒー豆の観察
地域，品種による味の差異を体感
アフリカ各地のお茶請けを体感
地形図などの地図を用いたコーヒー栽培地域の環境の読み取り
実際の特別授業のようすは別紙の通り．
５．使用したリアル教材
コーヒー（ザンビア・アラビカ種，エチオピア・野生種，エチオピア・アラビカ種，ニューカレドニア・
ブルボン，ニューカレドニア・ロブスタ種，ハワイコナ・アラビカ種）
アフリカ産乾燥果実（トーゴ産乾燥バナナ，ウガンダ産ジャックフルーツほか）
６．教育効果
熱帯地域の商品作物であるコーヒーについての実体験に基づく理解の深まりから，熱帯途上国の自然
環境，経済，商品作物の世界流通に関する関心や理解の端緒となったことや熱帯途上国についての関心
の向上がみられたと考えられる．
参加学生のコメントは以下のとおりである。

実習の様子

76

「世界のコーヒーを学ぶ」参加者コメント
1.「世界のコーヒーを学ぶ」に参加したきっかけを書いて下さい。
 友人の誘い
 先生からこの授業の案内のメールを頂き、様々な地域のコーヒーの味を知ってみたいと思った

為。
 友人の誘いがあったので参加しました。
 叔父が喫茶店を開いている為、興味を抱き、出来心で参加した。国立の「ぶん」で開いているの

で行ってあげてほしいです。
 以前からコーヒーの種類や産地に興味があったから。海外 FW に参加するにあたり、コーヒー

産業に関する基礎的な知識を身につけたかったから。
 コーヒーが昔から好きだったので、参加しました。前回のフードフェスタの時に原先生のコーヒ

ーが飲めなかったので参加しました。
 普段自分では買わない希少なコーヒーを飲みたいと思ったから。
 コーヒーが好きだからです。ザンビアなどのコーヒーを飲んだことが無いので興味がわきまし

た。

2. 授業を受けた感想、授業を通して考えたこと、はじめて知ったことなどを自由に書いて下さい。
 コーヒーにも種類があること。気候などで栽培できる種類が違う。エスプレッソはヨーロッパ
 コーヒーによって、味が違うという事を知った。また、コーヒーの作られ方についても学ぶこと

が出来良かったと思う。自宅でもコーヒーを飲んでみたいと思う。
 様々な種類のコーヒーを知る事ができ、自分の中で世界が広がりました。
 ニューカレドニアの 3000 円のコーヒーが一番好みでした。

エチオピア野生コーヒーすごく美味しかったです。
ショートブレッド美味しかったです。
産地が違うものを同じ時間で飲み比べる機会は初めてだったのでハッキリと違いを感じられて
驚きました。
普段飲む機会がないところのコーヒーも飲めて良かったです。
 想像していたよりも品種や栽培条件が細かく面白かった。また、戦時であってもコーヒーは例外

なく求められていたことに現代の味の追求との共感を抱いた。
初めて知るもの、初めて見るものが多く紅茶や間食でも同じような授業が開催されるなら参加し
たいと思った。
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 コーヒーの種類や伝播の様子についてより詳しく知る事ができた。

コーヒー豆の歴史について知る中で、歴史にどのように関わってきたのか、また、経済の中でど
のような立場だったのかについて知る事ができた。
現在のコーヒー豆生産の課題などについてもっと調べてみたいと思った。
いろいろなコーヒーを飲み比べてみて、やはり産地によって大きな違いがあることを実感でき、
コーヒーの奥深さに触れることが出来て、大変勉強になった。
 ザンビアのコーヒーは白色の豆もあったり金額などで他と差があったり、他のコーヒーでも、え

ぐみや、エスプレッソ向きなど、国ごとに差を実感しました。
 コーヒーの味から自然環境の違いを感覚ではあるが、感じ取る事が出来た。
 ニューカレドニアのコーヒーがブラジルに似ていて、とても飲みやすかったことです。

コーヒー栽培地域の気候条件を解説

豆の品種についての実物を用いた解説

コーヒーの栽培および収穫作業の
現状について解説

コーヒーの品質および品種の違いと
味の関係を体験
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4-5
4-5

E Eプロジェクト(タブレット利⽤)報告
プロジェクト（タブレット利用）報告

テーマ：タブレットを利⽤した講義や実習
以下の教員がタブレットを⽤いた授業を⾏った。
AP 講義実績（E プロジェクト：タブレットを利⽤した授業）
iPad
講義
担当教員

授業名

講義
履修者数

使用台数

教室

回数

備考
時期

(最大)
担当教員
河野・北沢・
学修の基礎Ⅰ

1

93

5

A201

Ⅰ期

下岡順直

渡来・下岡・
青木・鈴木 P・
関根・岸

地圏環境学実習

4

14

20

3202

Ⅰ期

実践英語Ⅰ

3

16

19

A418

Ⅰ期

学生 13 名
留学生 6 名
貝沼恵美
学生 4 名
実践英語Ⅲ

3

7

7

A418

Ⅰ期
留学生 2 名

自然計測実習

4

31

30

3424

Ⅰ期

基礎地図学および実習ⅡA

1

31

26

3320

Ⅱ期

地理基礎巡検

1

4

1

学修の基礎ⅡA

1

32

10

A416

Ⅱ期

学修の基礎ⅡB

1

32

10

A416

Ⅱ期

本岡拓哉

学修の基礎ⅡC

1

32

27

A415

Ⅱ期

小松陽介

自然地理学概論

1

36

1

1152

Ⅱ期

宇津川喬子

Ⅱ期

野外巡検

土屋衛次郎

担当教員計

6名

講義科目計

9 科目

講義回数計

21 回
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品川

4-6 グループワークファシリテーターの導⼊
4-6
グループワークファシリテーターの導入
過年度より講義科⽬においてグループワークを⾏う際に、上級⽣による学⽣ファシリテーターを導⼊
できるよう検討を重ねていたが、本年度、当該制度を 1 科⽬で試験導⼊した。
ファシリテーターは 2 年⽣以上の SA 経験者で、授業が重複しない学⽣に依頼した。
対象科⽬と実施⽇時
・地理学科

1年

学修の基礎Ⅱ【必須科⽬】担当：⼟屋衛治郎

12/11 ⽕ 2 学修の基礎ⅡA

(A416 教室)

学⽣ファシリテーター：
171X00026 佐藤寛輝
12/11 ⽕ 4 学修の基礎ⅡB

(A416 教室）

学⽣ファシリテーター：
161X00092 ⼩林あかり,161X00096 ⻑⾕川圭輔,161X00107 武内景⼦
12/13 ⽊ 2 学修の基礎ⅡＤ

(A415 教室)

学⽣ファシリテーター：
161X00135 ⼩河原佑佳
以上の科⽬において、Ⅱ期中にそれぞれ 1 回の試⾏を⾏った。ファシリテーター役の学⽣に対し 1 時
間程度の事前研修を実施し、事後研修では⾃⾝と履修⽣の様⼦について振り返りを⾏った。
・学⽣への謝礼
4 時間分（事前研修 1 時間、授業打合せ 30 分、授業 1 時間 30 分、事後研修 1 時間）×学部⽣への謝
⾦設定⾦額を⽀払った。
・実施しての所感
打合せを兼ねた事前研修と実施中についてともに⼤きな問題はなかった。みな、スムーズに学⽣に対
応していた。ファシリテーターの介⼊後に議論や学習活動がはかどった履修⽣も多くみられた。予想外
の効果として、グループワーク上で特に問題が⾒られない際も、ファシリテーターの⽅から履修⽣に話
しかけ、活動の進捗や困難点を聞き出してくれていた。
今回の実施では課題点は⾒られなかったが、そもそも難しいグループワークではなかった可能性が⾼
く、SA 経験者という学⽣サポートの慣れているファシリテーターであったことも念頭に⼊れねばならな
い。
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ファシリテートの様⼦
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4-7 平成
30 年度⼤学・社会⼈教育懇談会
4-7
平成30年度大学・社会人教育懇談会
平成 31 年 2 ⽉７⽇に地球環境科学部の主な就職先となる企業の⼈事担当者から、⼤学教育の在り⽅や
教育改⾰に対する要望について意⾒交換を実施した。
日時：
平成 31 年 2 ⽉ 7 ⽇（⽊）13:30~14:45

業界・企業研究フェア後

場所：
熊⾕キャンパス６階地球環境科学部会議室
参加企業一覧：
会社名
エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社

所属・役職
管理本部

⼈事部

ご出席者
伊藤

沙希

増⽥

清

新井

順⼦

⼾塚

正⼀

経営企画事業本部
コーポレートセンター
関東ビジネスサポート部
埼⽟ビジネスサポートグループ
リコージャパン株式会社

リーダー
経営企画事業本部
コーポレートセンター
関東ビジネスサポート部
埼⽟ビジネスサポートグループ

⼤和探査技術株式会社

総務部

部⻑

立正大学側 参加者：
⼩松陽介・⼟屋衛治郎・三島啓雄
懇談内容まとめ：
＜はじめに＞
・懇談会の開催に先⽴ち、本学 AP 事業の取組み、本学部の学科構成、専⾨科⽬と教養科⽬などのカリキ
ュラム構成などについて資料を⽤いて紹介した。学⽣がアクティブ・ラーニングを⾏う回数や、実践し
ている教員数や科⽬内容について質問があり、すべての授業ではないことを伝えた。
＜最近の新⼊社員・学⽣に⾜りないことがら＞
・新⼊社員研修では、時代背景や⽣活環境の変化にともない、常識と思われていたことも教える時代にな
ってきている。敬語の使い⽅、メモの取り⽅などについても、取引先や顧客の前には出せない社員が増
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加している。⼀般社会における仕事内容が⾏われているのかを、地域連携事業を通じて⾝に付けられる
のではないか。
・グループディスカッションを取り⼊れても学⽣間で話が盛り上がらないこともあり、先輩ファシリテ
ーターの導⼊や積み重ねが重要と考えている。
・上司や教員の中においてもジェネレーションギャップなどもあり、新しい教育内容や仕事の取り組み
⽅が浸透するには時間がかかる。
＜コミュニケーション⼒＞
・技術系社員は顧客と接する機会が少なく、研修ではなく現場で仕事をしながら社員を育成することが
多い。個⼈的には、⼯学部より理学部の学⽣の⽅が仕事の進め⽅や探究⼼は良いイメージがあるが、コ
ミュニケーション⼒が弱い気がする。上司に報告する時には、「⼩学⽣にもわかるように説明させる」
などの⼯夫をしている。相⼿の知りたい内容を的確に捉えることが⼤事である。
・学⽣（新⼊社員）は⼤学教員（上司）に誤りを指摘されないか、発⾔内容を否定されないかと畏れ過ぎ
ていて、無難に「わかりません」という回答をする場合が多い。しかし、その⾔葉の持つ意味は広いの
で、理解できないことがすべてなのか、⼀部なのか、知識がないのか、不注意で聞いていなかったのか、
正確に状況を伝えるよう⼼がけさせている。
・知識があればできる仕事も多いが、会社で働くうえでは「報連相」を含めてコミュニケーションが必要
になってくる。
・授業で質問が出ないと、教員が答えを先回りして答えてしまう場合もある。この授業では「質問をする
ことがもっとも⼤事である」などとルールを決めることも学⽣の姿勢を変える上で効果的である。
・経験や慣れがスキル習得に繋がることは間違いないが、根性論などで強制することは減ってきた。精神
⾯などについては個別相談するように対応している。
＜専⾨教育・⾼等教育について＞
・⼤学では⾼等教育機関として⾼度な専⾨能⼒を⾝に付けているが、必ずしも学んだ専⾨分野と仕事内
容が⼀致するわけではない。
・地理学科を卒業したら地理を活かさねばならないというような思い込みが強すぎる。たとえば、物理探
査そのものを専⾨的に学ぶ⼤学は少ない。調査、分析、報告などといった⼀連の流れを理解し、卒論な
どを通じて喜びを感じる経験をした学⽣を求めている。
・IT 関連の企業説明会に来る学⽣は、情報について専⾨的に学んでいないことに⼤きな不安を持ってい
る場合が多いが、この業界や仕事内容について興味を持つことができれば技術は後からついてくる。そ
ういう意味で、さまざまなことに興味関⼼を抱く気持ちが重要である。また、壮⼤な夢を⾒過ぎると、
⼊社前後のギャップでつまずく場合もある。
・インターンシップでギャップを減らすことができた企業もある。⼀⽅で、夏期インターンシップを社会
貢献や地域貢献の⼀つと捉えて⼈材育成に尽⼒し、むしろ１day インターンシップを採⽤に結び付ける
企業もある。
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＜卒業研究・専⾨性・学⽣の個性＞
・卒論を究めれば、⼤学教員より詳しい部分が少なからず出てくるはずなので、⾃分のやってきたことや
知識を⾃慢できるくらいの⾃信をもって学⽣にはアピールしてほしい。
・⼤学で学んだ専⾨知識が⼊社後に直接役⽴つわけではないので、
「学び⽅を学ぶ」経験をしたことが先々
で役⽴ってくる。
・⼈物重視ではあるが、卒業研究は「まとめる⼒」
「表現する⼒」の修得に繋がることはある。就職活動
と卒業研究を同時進⾏させることは、社会でも複数の仕事をこなすことに役⽴つ。
「⾃分で考えて⾏動
する」「⻑期計画を⽴てる」能⼒は重要。
・ベースとなる能⼒や資質・態度は備えた上での「個性」は優位性がある。
その他：
後⽇、エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社の伊藤様より、1day インターンシップについてメー
ルで案内を頂き、両学科教員のメールで伝えた。
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4-8
4-8

AP
研修会
AP研修会

平成 30 年度には、以下のような AP 研修会を⾏った。
4-8-1 ＡＰ公開授業
4-8-1
AP公開授業
地球環境科学部の教員を対象としたアクティブ・ラーニング講義についての研修として、今年度はアク
ティブ・ラーニング導⼊講義を公開授業としピア・レビューを⾏った。これは他の教員の講義を⾒学しそ
の内容についてコメントするとともに、有⽤な講義⼿法を⾃分の講義に取り⼊れることを考えてもらい、
講義担当者と⾒学者相互の講義内容の向上を狙った試みである。公開講義は 18 を数え、のべ参加教員数
は 22 名となった。実施した科⽬や⽇程のリストは以下のとおりである。
AP 公開授業⼀覧
実施日
12/24

12/25

1/7

1/8

プロジェクト

学科

担当教員

A

環シス

須田

A

地理

鈴木重雄

地理

土屋

学修の基礎ⅡA・B

環シス

渡来

大気大循環論

地理

島津

A

A

地理

B

地理

地理情報システムの応用および実習

鈴木パーカー

地理

土屋

学修の基礎ⅡA・B

環シス

関根

生物学実験 A

本岡

地域研究 5

土屋

学修の基礎ⅡS・D

地理

A

自然公園とエコツーリズム

環シス

A

1/21

地形学

大気大循環論

A

A

災害・防災地図の作成と利用

渡来

1/15

1/18

風土と人間生活

環シス

A

A

原(美)

自然公園とエコツーリズム

風土と人間生活

1/10

B

鈴木重雄

備考

人間活動と物質循環Ⅱ
（生物生産と生物圏の物質循環）

島津

A

1/17

小松

科目名

1 限のみでも可

地学実験 B

環シス

鈴木 P

社福

村上

教職実践演習(中・高）B

社福・地理

三島

ジオインフォマチックス

sli.do を使用（タ
ブレット未使用）

関根

生物学実験 B

小松

地形学

島津

地図と測量の科学

環シス

地理

地学実験 B
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4-8-2 よりよい
FDer(ファカルティーディベロッパー)になるためのワークショップ
4-8-2
よりよいFDer（ファカルティーディベロッパー）になるためのワークショップ
よりよい FDer(ファカルティーディベロッパー)になるためのワークショップを以下の内容で実施した。
以下よりその内容を記載する。
ワークショップの⽬的:
全学的な AL 普及のため FDer を養成することが求められている。新規に AL を始める先⽣や、AL に
ついて困難を抱える先⽣⽅への⽀援者となる⼈材が FDer である。FDer 育成のためのワークショップと
して、FDer として⽀援者にどう向かえばよいのか、FDer 候補者が主体的に考える会として実施した。
実施内容:

⽇時・場所:
2 ⽉ 13 ⽇（⽔）2 限（10 時 40 分から 12 時 13 分）、AC6 階会議室
参加者:6 名:以下の 2 グループで実施
A グループ 北沢先⽣、⼩松先⽣、三島先⽣
B グループ 島津先⽣、渡来先⽣、⼟屋
活動 No.3「どのような問い合わせがあるか・どう対応するか」で出た意⾒は以下のとおりである。
A グループ
・AL を実施するモチベーションの⾼い教員と低い教員に分かれる。前者は FDer 側は問い合わせ等を待
ち構える体制でよいだろうが、後者は FDer 側から積極的に働きかけをしなくてはいけない。
・モチベーションが⾼い教員はさらに、具体的に実施したい AL のアイデアがある層と、具体的なアイデ
アがない層がある。
・モチベーションが低く積極的に働きかけなければいけない層へは、⽇本私⽴⼤学連盟 FD 推進ワーク
ショップ（別紙）のように、まずはとにかく⼀度 AL に触れてもらうような研修を⾏う。
・FD 研修を 5 年に⼀度だが参加必須のように集中的に実施し、教員同⼠で AL の模擬授業を実施させる
など、AL を実際に試⾏する経験をもたせる。
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B グループ
・AL で使⽤する機材に抵抗がある層とない層に分かれる。
・本当に主体的学習や深く思考をさせる AL はどのように実施できるかという先⽣⽅への疑問に対応す
る必要がある。
・⽅法や機材にこだわっていないが、実は AL を実施している教員も多いだろう。すでに実施されている
AL の要素を促進し、その中で機材や ICT も薦めるという⽅向もある。
・評価⽅法が確⽴されていない、時間が⾜りないという疑問に対応することも必要になる。
・AL をすれば SA・TA が付くというような具体的メリットを込みに AL 推進をする。
・ICT のメリットをアピールする。
活動 No.4「AL 普及にあたっての重要点」で出た意⾒は以下のとおりである。
A グループ
・問題点として既存の研修があまり実質的効果ない。
・⽇本私⽴⼤学連盟 FD 推進ワークショップのように、グループ分けして時間制限をして教員内で模擬
授業を実施するような研修がよいのではないか。タブレット使⽤が必須のような模擬授業にし、AL を実
施する機会を設ける。
・まずは⼀度 AL を実施させることで、AL へのモチベーションが低い教員を後押しする。
・FDer も相談を待っているだけでなく、上記研修を⽀援するなどの役割を担う。
B グループ
・AL を実施したい or すでに⾃⾝で実施している層と、興味のない層があり、これまでの調査から前者
が本学では多いのではないか。まずはその層に対してアクセスする⽅向性がよいだろう。
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4-9 平成
30 年度⽴正⼤学 AP 年次報告会
4-9
AP年次報告会
平成30年度立正大学
AP 運営委員⻑の⼩松教授より、今年度の事業内容について配布資料をもとに説明があった。配布資料
リストは以下のとおりである。なおこれらの資料は外部評価委員に事前に送付している。なお、配布資料
のうち本報告書にて⾔及および記載されていない「平成 30 年度⽴正⼤学地球環境科学部 AP 実施報告
（要約）」については配布資料リストの末尾に記載する。
事前配布資料リスト
・平成 30 年度⽴正⼤学⼤学教育再⽣加速プログラム(AP)シンポジウム チラシ
・平成 30 年度年次報告会・外部評価委員会・シンポジウムの開催形式について
・平成 29 年度 AP 年次報告会・外部評価委員会議事録概要
・平成 30 年度⼤学推進補助⾦調書
・平成 30 年度⽴正⼤学地球環境科学部 AP 実施報告＜要約版＞
・平成 29 年度実施状況報告書
・平成 30 年度フォローアップ報告書
・各プロジェクト(A~D)概要ポスター
・平成 26〜30 における各プロジェクト(A~D)の実績⼀覧
・平成 30 年度学⽣研究プロジェクト採択ポスター
・常総市⽔害復興連携活動中越メモリアル回廊視察について(概要報告)
・常総⾃転⾞ツアーアンケート集計結果
・北海道森町および北海道森⾼等学校における特別実習「地元の記憶を記録する」実施報告
・リアル教材の貸し出しについての報告書
・・リアル教材貸出⾼校リスト
・・学習⽤教材利⽤報告書(⼤宮北⾼校）
・・学習⽤教材利⽤報告書(桐⽣⾼校）
・AP 特別授業「世界のフードフェスタ」実施報告
・2018 年度全国アクティブ・ラーニング調査 フィードバックシート(まとめ)
・地球環境科学部学部学⽣向けアクティブ・ラーニングに関するアンケート(概要報告)
・地球環境科学部学部学⽣向けアクティブ・ラーニングに関するアンケート(結果詳細)
・平成 30 年度 AP 学⽣評価委員会報告
・平成 30 年度 AP 公開授業⼀覧
・2018 年 e ラーニング研究会 アクティブ・ラーニングの実践とポートフォリオ チラシ
・2018 年 e ラーニング研究会 アクティブ・ラーニングの実践とポートフォリオ 実施報告
・平成 30 年度⼤学教育再⽣加速プログラムテーマⅠ及びテーマⅠ・Ⅱ複合型共同開催シンポジウム チ
ラシ
・第 6 回⼤学教育再⽣加速プログラムテーマⅠ選定校協議会

参加報告

・第 6 回⼤学教育再⽣加速プログラムテーマⅠ選定校協議会の開催についての通知⽂
・第５回⼤学教育再⽣加速プログラムテーマⅠ選定校協議会議事要録
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・第６回⼤学教育再⽣加速プログラムテーマⅠ選定校協議会議事要録
・⼤学教育再⽣加速プログラム（ＡＰ）選定校合同ＦＤ・ＳＤワークショップ参加報告
平成 31 年 2 ⽉ 18 ⽇
平成 30 年度⽴正⼤学地球環境科学部 AP 実施報告（要約）
⽴正⼤学地球環境科学部 AP 運営委員⻑
⼩松陽介
平成 30 年度⽴正⼤学 AP 年次報告会および外部評価委員会を、平成 31 年 2 ⽉ 26 ⽇に⾏う予定であ
る。今年度の AP 外部評価委員は、平成 26 年度より引き続き 5 名に委嘱し承諾を得ている。AP 外部評
価委員会の終了後には、予習⽤動画と反転授業に関するシンポジウムを開催し、最終年度に向けて取り
組んだ内容について質疑応答を⾏う計画である。
また、外部評価委員会に先⽴ち、Ⅱ期終了時に両学科合わせて 15 名の AP 学⽣評価委員で、アクティ
ブ・ラーニング科⽬に関するワークショップを実施した。アクティブ・ラーニングのメリットとして、他
者の意⾒を知ることができる、学修意欲が向上するなどの意⾒があり、デメリットとして、ディスカッシ
ョンなどグループワークの得⼿不得⼿があるなどの意⾒が挙げられた。アクティブ・ラーナーになるた
めの学⽣⾃⾝の⼯夫として、授業中のコミュニケーションが円滑に進むよう協⼒をする、⼤学で学ぶ⽬
標を意識するなど意⾒が出された。
⽴正⼤学の AP 事業は平成 26 年度に選定され、平成 31 年度までの６年間の事業となっている。1 年⽬
は体制づくりを⾏い、タブレットを⽤いた双⽅向授業を試験的に導⼊した。2~3 年⽬の平成 27~28 年度
は 4 つのプロジェクトを本格的に稼働させ、全学的な組織づくりも⾏った。5 年⽬の平成 30 年度は、こ
れまでのプロジェクトのほか、全学的なアクティブ・ラーニングの普及推進活動として、予習⽤動画を活
⽤した反転授業を 8 学部 15 学科で導⼊・展開することを⽬的とした研修会を実施した。また⾼⼤接続改
⾰推進事業の⼀環として、リアル教材の⾼等学校への貸し出しが本格的に稼働を開始した。平成 29 年度
実施状況報告書に対する、フォローアップ報告書では、順調に進捗している点として、全学 AP 推進委員
会の下、平成 29 年度に全学的体制の中⻑期計画が整った点、AP 学⽣評価委員会を確実に実施し機能し
ている点が挙げられ、AP 学⽣研究プロジェクトが主体的な学修姿勢を引き出すのに効果的な活動として
評価されている。⼀⽅、課題として、全学的体制の中⻑期計画が整ったものの中⼼⺟体である地球環境科
学部以外の学部における取組が⾒えない点、予習⽤動画の活⽤促進の遅れやリアル教材の実施授業数の
伸びの鈍さが指摘された。
A プロジェクト（双⽅向授業）では、導⼊した科⽬数、教員数ともに順調に推移しているが、既存のタ
ブレットではイラストや⼿書き⽂字⼊⼒の精度が低いため、デジタルペンを使える iPad Pro を 50 台新
規購⼊した。双⽅向授業の利⽤状況の現状として、タブレットやアプリケーションを⼗分使いこなす教
員がいるものの、躊躇して利⽤できない教員も存在する。⼀⽅で、全学展開を考慮した試みとして
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BYOD(Bring Your Own Device)を導⼊し、学⽣個⼈のスマートフォンを利⽤した双⽅向授業を取り⼊れ
たり、既存のウェブサービスを利⽤したより平易な⼿法を試みる教員もいる。このように、双⽅向授業導
⼊を躊躇する教員向けの新たな選択肢の提⽰や、導⼊のハードルを下げる試みが⾏われている。
B プロジェクト（予習⽤動画を⽤いた反転授業）については、既存の動画資料の再利⽤というかたち
で、実施する講義や教員の定着化がみられる⼀⽅で、短時間動画の作成本数が両学科において増加して
いる。反転授業⽤の授業設計と合わせて動画作成⽀援体制のみならず著作権に留意したコンテンツの作
成についてさらなる改善が必要である。さらに、⼊学予定者等に反転授業のイメージを持ちやすいよう
に、本学ウェブサイトにおいて予習⽤動画のサンプルを掲載することについての調整が進められている。
C プロジェクト（学⽣主体のフィールドワーク）では、平成 27 年度に⽴ち上げた AP 学⽣研究プロジ
ェクトの成果が得られ、平成 30 年度の採択件数は 3 件でいずれも地理学科学⽣が代表であった。卒業研
究発表⼤会で数百⼈の聴衆を前に成果発表を⾏い、他の学⽣への波及効果を⾼めている。また、昨年に引
き続きフィールドワーク科⽬の実施内容に関するアンケートを実施しており、現在その回答内容につい
て分析中である。地域連携を取り⼊れた学⽣主体のフィールドワークでは、過年度から継続されている
常総市災害マップ作製プロジェクトに加え、本年度からは、北海道森町および北海道森⾼等学校におい
て、特別実習「古写真を通じた地域の記憶のデジタルアーカイブ」を実施した。本プロジェクトでは地域
連携のみならず、森⾼等学校の課外授業において本学学⽣が講義や実習補助を担当する等、参加学⽣の
能動的な学習を図る試みもなされている。各事業の⽬的やカウンターパート、授業との組合せが異なる
ものの、全学的には研究推進・地域連携センターを中⼼として情報統⼀化が図られてきている。
D プロジェクト（リアル教材）では、これまで収集したリアル教材や実験機材を活⽤する授業を⾏っ
たほか、新たに世界の⾷⽂化に関わるリアル教材授業の実施を⾏った。これは本学の留学⽣や対象地域
で調査研究を⾏う教員が、実際に現地の⾷材を使った料理を参加者に提供し、そのうえで対象地域の⽂
化や⾵俗についてリアル教材を交えて解説を⾏うという斬新な試みである。また、新しく⾼⼤接続を視
野に⼊れたリアル教材の貸し出しについては、本年度より、周辺⾼校に対する教材リストの送付や、地球
環境科学部の⼊試対策⾼校訪問時において担当教員へ教材の説明を⾏うなど、周知活動を展開した結果、
貸出の実績が積み重なってきた。また本学内におけるリアル教材の展⽰⽅法も改善し、⾐服教材につい
ては実際に着⽤することを促す展⽰⽅法に変更するなど、授業外においてもリアル教材の利⽤を促進す
るための対策が進められている。
本年度の新たな試みとして、地球環境科学部全学⽣向けのアクティブ・ラーニングに関するアンケート
調査を実施した。全般的に学⽣はアクティブ・ラーニング講義や実習について好意的にとらえており、ア
クティブ・ラーニングによる学修効果の向上についての実感があるとの回答が得られた。また 2〜3 割の
学⽣からの回答からはアクティブ・ラーニングによる学修姿勢の向上が認められた。過年度より実施し
ている全国アクティブ・ラーニング調査については、本年度も実施し、過年度の結果と⽐較を⾏う予定で
あるものの、データの集計作業体制が変わり本学独⾃で実施する必要が⽣じたため現在鋭意データ処理
中である。
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過年度より講義科⽬においてグループワークを⾏う際に、上級⽣による学⽣ファシリテーターを導⼊
できるよう検討を重ねていたが、本年度において、上級⽣による学⽣ファシリテーター制度を 1 科⽬で
試験導⼊した。今後の他講義への波及には、学⽣ファシリテーター養成の研修会の実施等、学⽣ファシリ
テーター不⾜やファシリテート能⼒不⾜への対応が必要である。
地球環境科学部の教員を対象としたアクティブ・ラーニング講義についての研修として、今年度はア
クティブ・ラーニング導⼊講義を公開授業としピア・レビューを⾏った。これは他の教員の講義を⾒学し
その内容についてコメントするとともに、有⽤な講義⼿法を⾃分の講義に取り⼊れることを考えてもら
い、講義担当者と⾒学者相互の講義内容の向上を狙った試みである。公開講義は 18 を数え、のべ参加教
員数は 22 名となった。
アクティブ・ラーニングの全学展開については、今年度は複数の新たな取り組みがなされた。まず、予
習⽤動画を活⽤した反転授業を全学部学科で導⼊・展開することを⽬的とした研修を複数回実施した。
また、アクティブ・ラーニングの導⼊促進を狙った参考資料として、アクティブ・ラーニングの定義と、
⼿法の具体例を提⽰して解説する⼩冊⼦を作成し現在印刷の準備をしている。さらに、アクティブ・ラー
ニング導⼊についての相談役として機能する FD の企画運営担当者（ファカルティ・ディベロッパー＝
FDer）を養成するための試みとして、FDer の研修ワークショップを平成 31 年 2 ⽉ 13 ⽇に実施し、⽴
正⼤学において求められる FDer 像についての具体的な議論がなされた。全学的な推進体制が整備され
るにともない、それに付随する体制構築が少しずつ進展している。
本年度も本学での取り組み内容が学内外で発表・紹介された。学内では平成 30 年 10 ⽉ 13 ⽇に品川キ
ャンパスにて、e-ラーニング研究会を環境情報基盤センターの協⼒を得て開催し、アクティブ・ラーニン
グと e-ポートフォリオの内容について情報交換した。また、平成 30 年 11 ⽉ 19 ⽇〜21 ⽇に、札幌市に
て開催された⼤学 ICT 推進協議会（AXIES）において、⽴正⼤学のアクティブ・ラーニングに対する取
り組みを紹介するブースを設置したほか、⻘⽊和昭助教ほかによる発表も⾏われた。さらに、平成 30 年
12 ⽉ 26 ⽇には、市ヶ⾕で開催された私情協分野連携アクティブ・ラーニング対話集会において、島津弘
教授により、⽴正⼤学のアクティブ・ラーニングに対する取り組みが紹介された。
本学のアクティブ・ラーニングに関する取り組みは学⽣の卒業後を⾒据えた活動や⼊試にも取り⼊れ
られている。平成 31 年 2 ⽉ 7 ⽇には、⺠間企業 3 社と⼤学・社会⼈教育懇談会を開催し、⼤学での学び
と経験、汎⽤的スキルと専⾨的履修内容、グループワークに必要な⼒などについて意⾒交換を⾏った。ま
た平成 30 年 12 ⽉ 8 ⽇に実施した AO 中期⼊試（グループディスカッション⼊試）では、これまでのア
クティブ・ラーニングに対する取り組みを⽣かし、タブレットを導⼊した。
ここまで述べてきた内容の⼀部については、学外向け広報誌である平成 31 年 2 ⽉ 1 ⽇発⾏の AP ニュ
ースレター vol. 05 や、平成 30 年 10 ⽉ 31 ⽇発⾏の平成 29 年度版 AP 事業報告書に記載されている。
また、これらは⽴正⼤学 AP ウェブサイト上に PDF ファイルとして公開されている。
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4-10 平成
30 年度⽴正⼤学⼤学教育再⽣加速プログラム(AP)シンポジウム
4-10
平成30年度立正大学大学教育再生加速プログラム（AP）シンポジウム
平成 31 年 2 ⽉ 26 ⽇(⽕)に、平成 30 年度 ⽴正⼤学⼤学教育再⽣加速プログラム(AP)シンポジウム「主
体的学習を促すための動画と反転授業」を実施した。まず基調講演として、AP 外部評価委員である⼭梨
⼤学の塙雅典教授より、反転授業そのものについての解説や、反転授業を取り⼊れた授業設計について、
⼭梨⼤学における実施実績に基づいた具体的な実施内容や知⾒についての講演があった。次に、本学地
球環境科学部の教員により、これまで実施してきた予習⽤動画・反転授業の事例紹介を⾏った。最後にす
べての登壇者を交えたディスカッションを実施し、外部評価委員会に引き続き活発かつ具体的な議論が
⾏われた。シンポジウム実施内容は以下のとおりである。また、基調講演およびディスカッションにおけ
る質疑の概要をあわせて記載する。
シンポジウム実施内容：
⽇

時：平成 31 年 2 ⽉ 26 ⽇（⽕）15:00〜19:00

場

所：アカデミックキューブ A201 室

参加者数：シンポジウム：34 名（学内 28 名、学外 3 名、外部評価委員 3 名）
情報交換会

：15 名（学内 13 名、学外 0 名、外部評価委員 2 名）

プログラム:
基調講演：
主体的学習を⽀える反転授業・授業設計・学習管理システム
塙 雅典

⼭梨⼤学 ⼯学部 教授

事例発表：
地球環境科学部における予習⽤動画/反転授業の実施状況
渡来靖 准教授
はじめての予習⽤動画と反転授業
宇津川喬⼦ 助教・原将也 助教
偏光顕微鏡を⽤いた主要造岩鉱物の同定観察を⾏うための予習⽤動画作成
下岡 順直 助教
「考える」授業外学修を促す予習⽤動画と反転授業
島津弘 教授
ディスカッション(全体質疑)
登壇者全員
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情報交換会
基調講演質疑:
□⼩松：塙先⽣の取り組みに対する周りの先⽣の反応は？
・塙：⼈によるが、絶対やらないという⼈もいる。国⽴⼤学には研究予算がほとんどつかない現状では、
「他のことをやりたくない」という⼈に強く⾔えない現状がある。
□松井：地道に信頼関係を作って教員学⽣が⼀体化し教育成果を上げるのが⼤事だと学んだ。塙先⽣の
具体的な努⼒を学べてよかった
□宇津川：事例として東⼤の「聴くだけの授業は終わり」という⾔葉が出てきたが、聴くという授業は重
要だと思っている。塙先⽣はどのように思われるか？
・塙：重要と思っており反転授業では動画を使う。話は聴くもので、
「解かっておいてください」、または
「解からないことを明確にしてから授業に臨んでください」ということ。
□下岡：TA が教員と学⽣の間に⼊ることにより相乗効果で学習効果を⾼めていると思うがそれについて
の意⾒は。
・塙：TA の確保が難しく⾃分の研究室の修⼠の学⽣が TA をしているのが現状である。TA の教育は各
授業の教員に丸投げとなっている。TA 担当学⽣の質によって機能したりしなかったりしている。⽴正⼤
学で導⼊している SA は⼭梨⼤でも導⼊が検討されており先⾏事例を教えてほしい。
□島津：反転授業は、どういうタイプの授業で実際に⾏われており効果が挙げられているのか？ ⼀般教
育のような科⽬で反転授業を⾏っているか？
・塙：教育学部の授業でも⾏われている。⼯学系でだけではなく授業設計次第で⽂系科⽬でも問題ない。
⼀般教養では反転授業までやっている事例は少ない。以前英語科⽬で積極的に実施していたが担当教員
の定年退職と共になくなってしまった。
□島津：語学以外の⼀般教養(⼈⽂・社会・⾃然)というところで実践されている事例はあるか?
・塙：残念ながらほとんど事例がない。動画作成は⾮常に簡単だが、相当コンピュータが使えないと⼿を
出せないと考えられているようだ。苦⼿意識が強くて⼿を付けてもらえない。毎年研修会を⾏うが最初
から忌避されている。LMS も同様で、活⽤してもらうためいろんなところに教えに⾏くが、皆むずかし
いという。このギャップを埋めるのが⼤変だと思っている。
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ディスカッションにおける質疑：
□⼭⽥：予習⽤動画および予習課題の実施について評価に直結する点数配分を指定して実施しているか。
またその⼿法についてどう思うか。
・塙：授業前に動画で何を学んだか書かせる/何か課題を出すと必ずクイズを提供している、その結果は
かならず評価に組み込んでいる
・塙：MediaDEPO 動画への直リンクを WebClass に記載し、他の資料と組み合わせてコース化するとよ
い。
□⼩松：授業設計についてわかりやすく伝える⼿法について
・塙：⼊⼝と出⼝（学⽣が何を知ってて、何を知っていることを前提とするか。各回でなにを勉強するか）
を整える。⽬標記述を明確にする。各回で前提知識と到達内容を書き出して明⽰する。課題に付随した⼩
テスト等をつけるだけでも⽬標が明確になる。
・島津先⽣：反転授業&振り返りについては⼀回⼀回適合するものもあればそうでないものもある。ユニ
ットで考えることも必要。⼀つの課題に対してというよりは、３回から５回で⼤きなユニットで構成し、
たとえば知識ベースの回/予習⽤動画の回/振り返りの回というユニットで考えることもできるのでは。
・渡来：授業設計がいかに⼤事かということに気付けた。授業の中で詰め込み式に教えてた授業から、反
転授業へと内容を組み替えた際に、この授業ではどこまで教えたいのか、なにが重要でなにが重要でな
いのかに気付けた。
・宇津川：実習科⽬を受け持っているが、実習内容が２コマずつ区切られている。そのため各授業の⽬標
ははっきりしている。実習系の講義で、道具の使い⽅、野外の服装などある程度前もって知っておくべき
内容を動画にしておくというのは有意義であり、予習⽤動画には向いている。
・塙：本学の医学部でも⾔われている。実習前に動画を与えると⾮常にうまくいく。
□ ⽶林：昨今の学⽣をみていると⼊⼝が揃わない。たとえば中学校以降、たとえば⽣物なんてまったく
やっていないという学⽣もいれば、かなりやっている学⽣もいる。動画教材はそれを克服できるか。
・塙：動画に頼るという意味ではそれは違うと思う。知識だけなら、補⾜の動画を作れば埋められる。
・島津：リメディアル教育を動画で作れれば（可能なら段階的に）とても理想的である。ただし実際は難
しい。しかし⼀番ベースとなる部分は作っておけば汎⽤的に使えると思う。
・塙：Youtube にも⽣物学系の動画教材はある。そういうのを活⽤するのも⼀つのやりかたである。
・⼩松：過年度の外部評価委員でのことだが、主に野外で調査するのが初めてという学⽣に対し、野外へ
の出⽅、露頭の⾒⽅、等基礎的なことをと教えるのが精いっぱいでなかなか「主体的にフィールドワー
ク」というわけにはいかないというコメントに対し、予習⽤動画等を含めたカリキュラムにすればよい
と回答いただいたことが記憶にある。実習でも学⽣間で得意不得意があり学⼒においてもだが⼊り⼝が
かなり違うことがある。最低限ここまでは必要という部分は予習⽤動画で対応するのがよいのでは。
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□北沢：実習系のハウツー動画のように、だれが教えても同じ、というものがあり、⼤学間で共有できる
ような仕組みができたとする。でもそうすると⼤学教員の存在意義というのが問われてくるような気が
する。
（存在意義が）ないとは⾔わないが、講義実習における⼤学教員の役割が変わってくるのでは。動
画を使うことが進展すると、どのように⼤学教育が変わるか。
・塙：講義はオンラインで、PC 上で授業を⾏うという⼤学があるが、そこには教員がいる。オンライン
の授業をファシリテートしており、しないと崩壊する。動画で授業をするというのが進んで、知識伝達が
できても、⼈を導くという部分は⼤学教員に求められるのではないか。悲観する必要ないが、努⼒はしな
いといけない。
□三橋：⼀部の進学校ではやっているが、⾼校⽣は予習を⼤学⽣よりもしていない。現在ほとんどの予備
校は動画を使う。⼤教室の授業はほとんどない。⾼校⽣は動画に慣れている。⾼等学校は取り残されてい
る。⾼⼤接続という意味で、先⽣⽅お考えのところあればきかせてほしい。
・島津：⾼校の先⽣と話しする機会がないので、具体的な実態はわからない。⾼校での授業の展開や⾼校
⽣の今考えていることを知る機会があるとよいと思う。
・塙：中等教育をなんとかしてほしいと思っている。中学校と⾼校の授業は知識伝達に偏っているのでは
ないかと考えている。黙って教員の話を聞くするスタイルや中学⾼校の管理教育をなんとかしないと変
わらないと考える。それを⼤学でがらりと変わるのは間違っていると考えている。中等教育の改⾰が今
⼀番重要なのではないか。
・島津：地理については、教科書は⼀例を⽰しているに過ぎないことが多くある。しかしその内容を「こ
れを覚えなさい」と教育されてきたのち、⼤学にきて混乱するということがある。先⽣たちとコラボし
て、教科書を教えるだけでないところまでできるような教育体制ができるとよい。
□⼩松：⼊り⼝を揃えるということを考えるとおのずと⾼⼤接続ということは必要な観点になる。⼤学
１年⽣に⾼校での授業の様⼦を聞く機会があればよいと思う。
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4-11

大学教育再生加速プログラム（AP）選定校協議会

4-11-1 第5回大学教育再生加速プログラム（AP）テーマI選定校協議会
１ ⽇

時

平成３０年７⽉３⽇（⽕）１３：００〜１４：１０（協議会）
１４：１５〜１５：４０（ワークショップ）
サテライトキャンパスひろしま（５階）

２ 場 所
３ 出席者
県 ⽴ 広 島 ⼤ 学
⽴
正
⼤
学
京都光華⼥⼦⼤学
徳
⼭
⼤
学
福 岡 ⼯ 業 ⼤ 学
崇
城
⼤
学
仙台⾼等専⾨学校
明⽯⼯業⾼等専⾨学校
徳
島
⼤
学

⻄本寮⼦副学⻑，⾺本勉学⻑補佐，⼩川仁⼠教授，
佐藤哲義事務局次⻑，伊藤俊経営企画室員
⼩松陽介教授，⼤⽯⼤祐総合経営企画課事務員
酒井浩⼆教授，宇野哲司学⽣サポートセンター副センター⻑
寺⽥篤史講師，中嶋克成特任講師
⻑⾕川純⼀ FD 推進室次⻑，川⼝薫 FD 推進室課⻑補佐
⼤嶋康裕准教授
若⽣⼀広教授，川崎浩司准教授
梶村好宏教授，荘所直哉准教授
川野卓⼆教授，上⽥勇仁助教（司会），
塩川奈々美特任助教，上岡⿇⾐⼦特任研究員，
⽩⽥智⼦教育⽀援課専⾨職員

議事に先⽴ち，徳島⼤学川野教授から挨拶があり，司会の上⽥助教から台⾵接近に伴う終了時間の切り
上げについて説明が⾏われた。
４ 議 題
（１）平成３０年度⼤学教育再⽣加速プログラムテーマⅠ及びテーマⅠ・Ⅱ複合型共同開催シンポジウ
ムについて
上⽥助教から，議題１資料に基づき，テーマⅠ及びテーマⅠ・Ⅱ複合型共同開催シンポジウムに
ついて説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。
また，シンポジウムでの選定校事例紹介にて発表をしていただく⼤学等について照会したとこ
ろ，仙台⾼専，明⽯⾼専，県⽴広島⼤学から挙⼿があり，審議の結果，仙台⾼専と県⽴広島⼤学の
２校に依頼することとした。
（２）「ＡＰテーマⅠアクティブ・ラーニング」に関する授業動画撮影進捗状況について
塩川特任助教から，議題２資料に基づき，
「ＡＰテーマⅠアクティブ・ラーニング」 に関する授
業動画撮影進捗状況について説明があり，審議の結果，平成３１年度に，⽴正⼤学・福岡⼯業⼤
学・明⽯⼯業⾼等専⾨学校・総集編の動画撮影を実施するこが承認された。
また，撮影業者（Find!アクティブラーナー）からの周知事項として，次の事項が共有された。
① 屋外撮影時の⾬天決⾏について，機材の保護等に設備が必要なため，予め連絡して欲しい。
② 撮影⽇当⽇に，事前申告の無い追加内容を伝えた場合，別料⾦が発⽣する。
③ ⾬天中⽌の撮影について予備⽇を設けることについて，例え予備⽇に撮影が⾏われなかっ
たとしても，料⾦が発⽣する。
④ 撮影⽇３週間前からキャンセル料が発⽣する。
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▼「ＡＰテーマⅠアクティブ・ラーニング」に関する授業動画撮影の⽅針
原則として，役務の発⽣していない事例には，ＡＰ予算での⽀払が困難なため，予備⽇は設け
ないで欲しい。
また，⾬天での撮影キャンセルについても料⾦が発⽣するため，⾬天時は屋内で撮影できるよ
うに準備するなど，⼯夫が必要である。
（３）アクティブ・ラーニング・オンライン(ＡＬＯ)の利⽤状況について
塩川特任助教及び上⽥助教から，議題３資料に基づき，アクティブ・ラーニング・オンライン(以
下，ＡＬＯ)の⼤学等別の利⽤状況と，ＡＬＯのレイアウト変更について説明があり，審議の結果，
原案のとおり承認した。
（４）⼤学教育再⽣加速プログラムテーマⅠ成果報告書の作成（案）について
塩川特任助教から，議題４資料に基づき，⼤学教育再⽣加速プログラムテーマⅠの成果報告書の
作成（案）について説明があり，今回の成果報告書については，来年度の最終年度に作成すると⾮
常に煩雑になるため，１年前倒しで作成するものであり，⾼等学校等への広報を⽬的に配付する予
定にはしていないことが確認された。各選定校に２００部程度を送付し，配付先については選定校
に⼀任し，不⾜が⽣じた場合は，同時に作成するＰＤＦデータを⽤い，印刷等で適宜利⽤いただく
予定である旨の説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。
また，報告書内に表記する必須指標に対する達成度について，各⼤学等によって算出⽅法に多少
の違いがあり，⼀律に並べてしまうと，⼤学間の格差が⽣じる可能性があるため，補⾜として算出
根拠を追記することとした。
（５）⼤学教育再⽣加速プログラムテーマⅠ幹事校業務スケジュール（案）について
塩川特任助教から，議題５資料に基づき，幹事校業務スケジュール（案）について説明があり，
審議の結果，原案のとおり承認した。
（６）採択期間終了後のアクティブ・ラーニング・オンライン(ＡＬＯ)の運⽤（案）について
上⽥助教から，議題６資料に基づき，採択期間終了後のＡＬＯ運⽤について無償の Facebook を
利⽤することが提案され，審議の結果，原案のとおり承認した。
なお，採択期間中に現在のＡＬＯの内容を転載し，ＡＬＯと並⾏運⽤とする。また，採択期間終
了後は，Facebook の発信や書き込みに対する返信等については，将来的に運⽤管理者の⼈員を確
保することが不明確であるため，原則として⾏わないこととしている旨の説明があった。ただし，
採択期間終了後の Facebook 利⽤状況等を鑑みて，更新等について今後検討していくこととした。
（７）その他
特になし。
報
告
（１）その他
①この後に実施される採択校協議会ワークショップについての説明があった。
②次回は，平成３０年１１⽉２４⽇午前中，第６回テーマⅠ選定校協議会をキャンパスプラザ京都
で開催することとした。
以上
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4-11-2 第第6回大学教育再生加速プログラム（AP）テーマI選定校協議会
6 回⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）テーマ I 選定校協議会
4-11-2
第 6 回⼤学教育再⽣加速プログラム（ＡＰ）テーマ I 採択校協議会が平成 30 年 11 ⽉ 24 ⽇に実施さ
れた。本学からは 2 名の教職員が参加した。その内容を以下より報告する。
１ ⽇

時：平成３０年１１⽉２４⽇（⼟）１０：００〜１０：４５

２ 場

所：キャンパスプラザ京都 第２会議室（２階）

３ 出席者：23 名
うち⽴正⼤学からは、⼟屋衛治郎・三島啓雄(地球環境科学部教員)の 2 名が参加した。
議事に先⽴ち，徳島⼤学川野教授から挨拶があった。
４ 議

題

（１）「Find!アクティブラ−ナー」授業動画撮影の進捗状況について
塩川特任助教から，議題１資料に基づき，
「ＡＰテーマⅠアクティブ・ラーニング」 に関する授業
動画撮影進捗状況について説明があり，審議の結果，平成３１年度に県⽴広島⼤学・徳⼭⼤学・福岡
⼯業⼤学・明⽯⼯業⾼等専⾨学校の動画撮影を実施することが承認され，⽴正⼤学は検討中であるこ
とが報告された。また，平成３１年度前期授業の撮影希望は今年度中に撮影⼿配を始めることと，動
画撮影及びインタビュー等は，予算の関係上１⽇で終了するように,幹事校から依頼があった。
（２）アクティブ・ラーニング・オンライン（ＡＬＯ）の運営計画について
塩川特任助教から，議題２資料に基づき，アクティブ・ラーニング・オンライン(以下,ＡＬＯ)の⽉
別利⽤状況の報告及び，補助⾦終了後に向けてのフェイスブック開設と運⽤⽅法について説明があ
り，審議の結果，原案のとおり承認し，２０１９年度末までに，ＡＬＯフェイスブックへ完全移⾏す
ることとした。
（３）平成３１年度スケジュールについて
塩川特任助教から，議題３資料に基づき，平成３１年度のスケジュールについて説明があり，審議
の結果，選定校協議会は５⽉に開催する予定で調整することとした。
（４）⼤学教育再⽣加速プログラムテーマⅠ成果報告書について
塩川特任助教から，議題４資料に基づき，⼤学教育再⽣加速プログラムテーマⅠ成果報告書につい
て説明があり，審議の結果，下記のとおり承認した。
①成果報告書のＰＤＦデータを共有する。
②年内に全国の⾼等教育機関に送付し，各選定校には１００部送付する。
③ＡＬＯに挙げて，各校のホームページにリンクを貼る。
（５）その他
特になし。
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4-12 就活応援特別企画「プロとすすめる就活」
4-12
就活応援特別企画「プロとすすめる就活」
平成 30 年度、ベネッセ i-キャリアとの連携により実施した、
「<19 卒向け>最速⼀週間で内定可能なイ
ベント!」（キャリアサポートセンターとも連携）と「就活応援特別企画『プロとすすめる就活』登録会」
について報告する。
１）<19 卒向け>最速⼀週間で内定可能なイベント!


実施⽇時・場所

平成 31 年 3 ⽉ 15 ⽇⾦曜⽇ 1 号館 2 階 1203 教室 13：00 〜 16：50


内容

・平成 30 年度卒（19 年卒）学⽣のうち、未内定者へ向けた年度末就職⽀援イベント
・求⼈紹介付き 個別就職相談会
・働き⽅別 特別求⼈紹介フェア


実施結果

・参加者 8 名（全員学部 4 年⽣、環境システム学科 4 名、地理学科 4 名）
・実施報告（ベネッセ i−キャリア中村様からの報告を下記）
・個別相談の事前予約枠４枠に対し、WEB 予約画⾯から 4 名の事前予約があり、全員参加。
・⾶び込みでさらに 4 名の⽅が参加。
・時間を 16:50 まで 40 分延⻑し、⾶び込みで来た 2 名について短縮版でカウンセリングを実施。
・⾶び込みで来た残り 2 名は 25 ⽇(⽉)に来社予定。
・結果 8 名参加→8 名登録→6 名当⽇カウンセリング（⼤学）＋２名後⽇カウンセリング（新宿）。
・後⽇（3 ⽉ 28 ⽇）、中村様より伺ったところ、8 名中 6 名がサービス利⽤を継続。
２） 就活応援特別企画「プロとすすめる就活」登録会


実施⽇時・場所

・平成 31 年 3 ⽉ 28 ⽇⽊曜⽇（両学科の 4 年ガイダンス直後に実施）
環境システム学科

A201 教室

地理学科

13:00〜13:30



A203

15:00〜15:30

内容

・2019 年度 4 年⽣を対象とした、就職⽀援サービス「doda 新卒エージェント」（⾯談カウンセリングと
企業紹介）の説明と登録会
・「プロとすすめる就活」の内容について説明
・希望者はその場でサービスへ登録
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実施結果
平成 30 年度

平成 29 年度

参加者

登録者

参加者

登録者

環境システム学科 : 18 名

15 名

21 名

16 名

地理学科

: 104 名程

77 名

55 名

44 名

両学科合計

: 122 名程

92 名

76 名

60 名



⽋席者対応

・3 ⽉ 28 ⽇⽋席者⽤のサービス紹介登録チラシを学部学科掲⽰板に貼付。
・当⽇の説明会内容の動画を MediaDEPO で公開し、登録 web サイトの URL と合わせて本学部 4 年⽣
にメール連絡済み。
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4-13 その他の
AP 関連のイベント
4-13
その他のAP関連のイベント
4-13-1 ⼤学
ICT 推進協議会 AXIES AXIES
4-13-1
大学ICT推進協議会
⼀般社団法⼈⼤学 ICT 推進協議会主催による⼤学 ICT 推進協議会 2018 年度年次⼤会（AXIES2018）
が札幌にて 2018 年 11 ⽉ 19 ⽇〜21 ⽇の⽇程で開催された。⽴正⼤学は地球環境科学部が進めるアクテ
ィブ・ラーニングの内容を紹介するブース展⽰と⼝頭発表を⾏った。開催内容の概要を以下に⽰す。
⽇時：2018 年 11 ⽉ 19 ⽇〜21 ⽇
場所：北海道札幌市の札幌コンベンションセンター
参加⼈数(本⼤会)：約 1100 名
参加団体：62 団体（78 ブース）
ブース展⽰：
⽴正⼤学地球環境科学部のアクティブ・ラーニングの取り組みに関する展⽰

ブース展⽰の様⼦
⼝頭発表：
タイトル：「聴覚障碍者に対する ICT を活⽤したアクティブ・ラーニングの実践」
発表者：⻘⽊和昭・関根⼀希・下岡順直・鈴⽊パーカー明⽇⾹・岸
(8 章に内容を掲載)
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和央

4-13-2 e ラーニング研究会
4-13-2
eラーニング研究会
平成 30 年 10 ⽉ 13 ⽇（⼟）に e−ラーニング研究会 「アクティブ・ラーニングの実践とポートフォリ
オ」を開催した。「アクティブ・ラーニング」，「ｅポートフォリオ」や「10 年後の⼤学教育」という
キーワードとし，産学連携研究，ＦＤ／ＳＤ推進，将来の⼤学教育の在り⽅についての議論を深めること
を⽬的としたものである。開催内容概要を以下に⽰す。
主催：⽴正⼤学
講演：（株）インターネットイニシアティブ，⽇本データパシフィック（株），⽇本ユニシス（株），富⼠
通（株），（株）富⼠通マーケティング
協⼒：⽴正⼤学ＡＰ運営委員会，⽴正⼤学情報環境基盤センター
⽇時：平成 30 年 10 ⽉ 13 ⽇（⼟）
場所：品川キャンパス１１号館 5 階 1152 教室
参加者数：４６名
第Ⅰ部
テーマ：「ポートフォリオの開発・構築から学ぶ」
「教育の内部質保証システムの⼀端を担うポートフォリオシステムの活⽤」
岩⼿⼤学

江本理恵准教授

「⽂化体験を通した語学教育を⽀援する e ポートフォリオ」
⽇本⼥⼦⼤学

⼩川賀代教授

第Ⅱ部
テーマ：「⽴正⼤学におけるアクティブ・ラーニングの実践」
「ロイロノートスクールを⽤いた双⽅向授業の設計」
（AP 運営委員会委員⻑・⼩松陽介教授）
「Webclass のチャット機能を⽤いた講義科⽬の活性化」
（同委員，⼭⽥淳⼀専任講師）
「⼤学図書館による情報リテラシー教育−⽴正⼤学品川図書館の事例−」
（島⽥貴司品川図書館課⻑）
第Ⅲ部
テーマ：「企業から提案するこれからの⼤学教育」（パネルディスカッション）
進⾏役：
菅野智⽂熊⾕情報システム課課⻑
パネラー：
⽇本データパシフィック・平治彦⽒
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⽇本ユニシス・古賀先峰⽒
富⼠通・寺下⼀欣⽒
熊⾕情報システム課・⽻⿃課員
熊⾕情報システム課・⼩林課員
５．アンケート結果（２３部回収）など（要約）
＜集計結果＞
・研究会のテーマ、コンテンツ、進⾏のスムーズさ、スタッフの対応については、いずれの項⽬も「満⾜」
「やや満⾜」が９６％以上を占めた。
・研究会の時間配分については、「どちららでもない」２２％、「やや不満⾜」５％という回答があり、
やや時間が⻑いとするコメントがみられた。
＜おもな意⾒＞
・ICT を活⽤した教育事例の具体的な内容について知ることができた
・最新の教育⽅法に関する知識を得た
・コンテンツ作りだけでなく、システム導⼊までの経緯について、教員・職員の⽴場から苦労が伝わった
・動画で授業の様⼦や学⽣の声を聞く機会があってわかりやすかった
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4-13-3 平成
30 年教育改⾰ ICT 戦略⼤会
4-13-3
平成30年教育改革ICT戦略大会
平成 30 年教育改⾰ ICT 戦略⼤会において、地球環境科学部の後藤慎太郎教授・⼭下倫範教授・⼩松陽介
教授の連名で「ICT を⽤いた地域連携におけるアクティブラーニングの適⽤」というタイトルの⼝頭発
表を⾏い、⽴正⼤学における ICT を⽤いたアクティブ・ラーニングの紹介を⾏った。以下より発表時の
スライドを⽰す。
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4-13-4 私⽴⼤学情報教育協会
分野連携アクティブ・ラーニング対話集会
4-13-4
私立大学情報教育協会
分野連携アクティブ・ラーニング対話集会
2018 年 12 ⽉ 26 ⽇ 13:30〜17:00 に法政⼤学市ヶ⾕⽥町校舎で開催された同対話集会に本学島津教授
が話題提供者として参加した。その内容を以下より報告する。
本集会の趣旨は、アクティブ・ラーニングを分野として進める第 2 ステージとして、
「知識の活⽤」と
「考える⼒を⾼める」ための問題を整理し、
「問題の発⾒と解決のための」活動を実⾏していくための⽅
法を特に ICT の活⽤を注視して探るというものである。
最初に趣旨説明の後、話題提供者 4 名による 15 分ずつの以下の話題提供が⾏われた。本学島津教授を
含むタイトルは以下のとおりである。
⾦沢⼯業⼤学基礎実技教育課程主任教授

松本 重男 ⽒

「異分野融合によるビジネスシーンを模したプロジェクト教育の紹介」
⽴命館⼤学常務理事、理⼯学部教授

建⼭ 和由 ⽒

「学内外の多様性を活かした考動型学びの事例紹介と ICT 活⽤による⾼度化」
⽇本⼤学理⼯学部次⻑、教授

⻘⽊ 義男 ⽒

「ものづくりＰＢＬによる質保証を⽬指した企業との共創教育の取り組み」
⽴正⼤学地球環境科学部教授

島津 弘 ⽒

「⼤⼈数講義におけるタブレットを⽤いた双⽅向授業の実践」
本学島津教授以外の 3 件はいずれも⼯学部における学⽣を中⼼とした「ものつくり」に特化した PBL
の実践事例であった。⾦沢⼯業⼤学は以前の FD 研修会における⿅⽥先⽣の発表と同じ内容で、1、2 年
必修科⽬としての「ものつくり」に限らないさまざまな分野横断プロジェクト研究の実践事例であった
が、残り 2 件は⾃由参加の課外「ものつくり」PBL であった。特に⻘⽊⽒による「企業ニーズに応じた
研究・開発から学⽣の提案・企画によるプロジェクトを企業が⽀援するように変える」という発⾔が、⼯
学部が置かれた状況を端的にあらわしていると思われた。⾦沢⼯業⼤学以外は、参加学⽣は⼀握りで、
「意識の⾼い」学⽣に限定されること、分野横断型を志向しながら実際はそうなっていないことが効果
を半減させていると感じられた。
本学島津教授は「⼤⼈数講義におけるタブレットを⽤いた双⽅向授業の実践」というタイトルで、タブ
レットを使ったアクティブ・ラーニングを進める⽅法 7 パターンについて紹介、解説した。すべての話
題提供後に実施された 20 分ほどの質疑では、⽴命館、⽇⼤に企業とのコンタクトの取り⽅や事業を進め
る⽅法、参加学⽣などに質問が集中した。
「⾦沢⼯⼤は違う」という空気と「⽬⽴つものをつくった」と
いう 2 校に注⽬したという感じであった。なお、⾦沢⼯⼤の松本⽒と島津以外の 2 名は対話集会の運営
委員である。
本学島津教授に対しては質問は 1 件で、他の教員への波及などについての質問があった。帰り際に解
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答・回答をリアルタイムで整理する⽅法について尋ねられた。
残りのおよそ 2 時間は意⾒交流に当てられ、事前に設定した以下の 4 つのテーマについて、事前アン
ケートの結果やその結果からの参加者指名による意⾒やコメントの提⽰が⾏われた。
①問題発⾒・解決⼒を⾼める課題探求型授業における ICT 活⽤の取り組みと課題
②ICT を活⽤した知識の創造と実践⼒の向上を⽬指す分野横断型フォーラム授業の必要性と導⼊の課題
③ネット上で学内外の意⾒を取り⼊れたオープンな教育改善実現の可能性と課題
④ビデオ試問による外部評価モデルの仕組み、実現に向けた課題・対応策
また、私情協で進めている「分野横断型 PBL 授業モデル」とその評価システムに関する取り組み実験
について内容と問題点が合わせて紹介された。
感想：⽴命館や⽇⼤の取り組み、私情協の実験は⼀部の「意識の⾼い」学⽣向きであり、
「下町ロケット」
的実績を上げているが、多くの学⽣に有効に機能するにはまだ課題が多い。
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4-14 アクティブ・ラーニングの全学展開
4-14
アクティブ・ラーニングの全学展開
4-14-1 アクティブ・ラーニング普及冊⼦の作成
4-14-1
アクティブ・ラーニング普及冊子の作成
平成 30 年度における AP の全学展開の⼀環としてアクティブ・ラーニング普及冊⼦を作成し、全学の
教員に対して配布を⾏った。冊⼦はアクティブ・ラーニングの 16 の技法について、それぞれ⾒開き 2 ペ
ージでの解説がなされており、技法解説 1 ページと具体的な事例 1 ページで構成されている。技法解説
ページについては地球環境科学部の⼟屋特任講師が執筆を担当した。具体的な事例ページについては地
球環境科学部を中⼼とした学内の教員が執筆を担当した。それぞれのページ作成テンプレートを以下よ
り⽰す。

アクティブラーニングを導く教育手法16
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4-14-2 予習⽤動画導⼊研修の実施
4-14-2
予習用動画導入研修の実施
全学的なアクティブ・ラーニングの推進を図るべく、平成 31 年度より予習⽤動画を活⽤した反転授業
を全学部学科で導⼊・展開予定である。その事業展開に向け、全学科から予習⽤動画導⼊授業を選定し、
予習⽤動画導⼊研修を平成 30 年 12 ⽉から翌年 1 ⽉にかけて実施した。研修では、地球環境科学部教員
が先⾏事例を参考に、動画を活⽤した事前事後学修に適した内容やそれと連動した授業の⼀体的設計に
ついてのレクチャーと、動画の作成・公開実習を⾏った。研修の概要を以下に⽰す。
■ 事前準備
・ 資料印刷
・ MediaDEPO 利⽤設定（情報システム課）
■ 当⽇準備
・ 授業⽀援室よりヘッドセット 10 個借⽤（12/18 のみ→午前中に受取）
・ 図書館 2 階カウンターにてヘッドセット 5 個借⽤（12/18 のみ→午前中に受取）
内容
【講義】
(30min)

► 予習⽤動画を活⽤した授業実践について
参加教員がそれぞれの授業でどのように活用可能かイメージできるよう、実例を踏まえた説明。
・動画の活用事例（事前/事後学習としてどのような使い方があるか、学生に何をさせるのか）
・授業のどの部分を授業外学修として切り出すのか、またそれを受けて授業とどう接続するのが
効果的か
・教材作成で気をつけるべき点（動画の長さや 1 コンテンツに盛り込むボリューム、声の大きさ
や過度な演出の是非等）

【実習】
(40min)

► パワーポイントを利⽤したナレーション付動画の作成
①スライド「実習手引き（1-6）」により実習概要説明（3 分）
②スライド「実習手引き（7-8）」によりナレーションの録音方法の説明（3 分）
③各自サンプルファイルを利用したナレーション録音実習（10 分）
（録りなおしや削除等一通りの作業を各自で実施）
＊＊＊全員が作業を終えたことを確認＊＊＊
④スライド「実習手引き（9）」により動画書き出し説明（1 分）
⑤各自サンプルファイルを利用した動画書き出し実習（5 分）
＊＊＊全員が作業を終えたことを確認＊＊＊
► MediaDEPO への動画アップロード
⑥スライド「実習手引き（11）」により MediaDEPO へのログインについて説明（1 分）
⑦各⾃ MediaDEPO へログイン後、各教員フォルダまで移動（5 分）
＊＊＊全員が作業を終えたことを確認＊＊＊
⑧スライド「実習手引き（12）」により動画のアップロードについて説明（1 分）
⑨各⾃、作成した動画ファイルを教員フォルダ直下へアップロードし視聴テスト（5 分）
＊＊＊全員が作業を終えたことを確認＊＊＊
⑩スライド「実習手引き（13-14）」により MediaDEPO の仕様の説明（3 分）
⑪各⾃ MediaDEPO の各種画⾯の確認（3 分）
⑫アップロードした動画を削除（1 分）
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【その他】 ► 予習⽤動画を活⽤した授業運⽤に係る情報提供
(5min)

⑬スライド「実習手引き（15）」により研修の案内（3 分）

【質疑】

► 質疑応答

(15min)

※情報システム課および授業支援室より実習サポートが同席
・ 端末室準備（端末起動、プレゼンセッティング、データ配付準備等）
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55 【事業評価】⽴正⼤学の
【事業評価】立正大学のAP事業に関する評価
AP 事業に関する評価
5-1 学⽣評価委員会
5-1
学生評価委員会
平成 30 年度 AP 学⽣評価委員会を以下の内容で実施したので報告する。
⽇

時：平成 31 年 1 ⽉ 31 ⽇（⽊）

場

所：３号館４階

16:00〜17:15

地理学実習室 2（3427 室）

参加学⽣：15 名（1 名は所⽤のため⽋席）
A 班：環境システム学科委員（４名）151ｗ00043 樋⼝

絢渉 161ｗ00042 ⼩林 凌輔

161ｗ00052 佐藤

巧真 161ｗ00095 岩崎 博道

B 班：環境システム学科委員（４名）161ｗ00024 下地 楓
C 班：地理学科委員（３名）

161ｗ00080 ⼭澤 ⽣樹

161ｗ00104 ⻑峰 由樹

161ｗ00122 ⻑⾕川実紀

181ｘ00042 ⼭科 拓⼰

181ｘ00079 ⾼畑 雄⽣

181ｘ00138 百瀬 友希
D 班：地理学科委員（４名）

181ｘ00045 ⽯濱 実佳

181ｘ00094 ⼩川 麗奈

181ｘ00134 遠藤 康介

181ｘ00140 ⼤塚 永遠

（⽋席：181ｘ00077 齋藤 諭吉）
参加教員：⼩松陽介・下岡順直・宇津川喬⼦・原

将也・岸

和央

委員会の進⾏
・グループごとにファシリテーターを１名選出する。
・
「地球環境科学部学⽣向けアクティブ・ラーニングに関するアンケート」結果を⾒て、感想または意
⾒、良い点と改善すべき点などを列挙する。
・より良くアクティブ・ラーニングを取り⼊れた授業を実施するために、学⽣⾃⾝ができることについ
て考える。
グループディスカッションでの発表内容（要約）
１．アクティブ・ラーニングを導⼊した授業に関する意⾒・感想
A 班：双⽅向授業では他⼈の意⾒を知ることができ、学習意欲が向上した。ディスカッションに加わら
ない学⽣がいる。
B 班：実習やグループワークを取り⼊れた講義では、コミュニケーション能⼒の向上につながる。就職
活動に活かすことができる。教員からフィードバックをもらえる。課題発⾒能⼒が⾝に付く。⾃分の
⾔葉で伝える能⼒が⾝に付く。視覚的理解が進む。リアル教材を⽤いたことで他者と意⾒や考えを共
有できる。
C 班：他者の意⾒を知ることができる。⾃主的に学ぶ。予習⽤動画を⾒ない学⽣がいる。ディスカッシ
ョンの際に誤った意⾒を出すことになると恥ずかしく、他者の意⾒をまねしてしまいがち。双⽅向授
業では時間が不⾜する。

116

Ⅾ班：⾃分と他者の意⾒を⽐較することができる。授業の参加意欲が⾼まる。双⽅向授業で提出物を作
成するため、結果的に⽂字を書く総量が減る。
２．学⽣⾃⾝がアクティブ・ラーニングをよりよく受けるための⼯夫
A 班：学⽣同⼠でコミュニケーションを深めるために、質問などに対してリアクションをとり、無関⼼
にならないようにする。相⼿の意⾒をしっかり聞く。
B 班：グループディスカッションする場合にはまずファシリテーターを決める。得意な⼈が苦⼿な⼈を
上⼿に巻き込むことで、ディスカッションを深める。授業を受ける際の意識を変える。
C 班：動画を⾒てこない学⽣にはペナルティを与える。⽬の前で受けている授業の中で⾝に付けられる
スキルが、将来何に役⽴つか具体的な⽬的を持つことを⼼掛ける。授業の中に「おもしろさ」を⾒出
すようにする。
D 班：他者の意⾒と⽐較するために、まず学⽣⾃⾝が⾃分の考えを持つように意識を変える。そのため
にも、授業内容に興味や関⼼を持ち、⼤学で学ぶ⽬的を再認識する。
レポート
アクティブ・ラーニングを改善していくための意⾒を A４サイズ１枚程度にまとめる。
謝礼の配布

QUO カード（2000 円分相当）を⼿渡しした。ただし、当⽇印鑑を持参し忘れた学⽣３名
と⽋席学⽣１名には、後⽇ AP 事務局で捺印するように依頼した。
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5-2 AP AP地球環境科学部学生向けアクティブ・ラーニングアンケート
地球環境科学部学⽣向けアクティブ・ラーニングアンケート
5-2
地球環境科学部学⽣向けアクティブ・ラーニングに関するアンケートの実施について以下のとおり報告
する。
実施の趣旨：
⽴正⼤学で AP 事業に選定されてから５年⽬となり、これまで各種アンケートやヒアリングなどを実
施して教育効果について測定を⾏ってきた。そのなかで、中間評価や、平成 29 年度 AP 外部評価委員会
では、AP 学⽣評価委員会の取組みが評価されてきている。
その⼀⽅で、アクティブ・ラーニングに積極的に取り組んでいる⼀部の優秀な意⾒に偏りがあるのでは
ないかとの指摘もあり、学⽣全体から記述形式を含むアンケートを実施することが提案された。これを
受け、地球環境科学部在学⽣全員を対象として、WEB 上で回答できるアンケートを実施した。アンケー
トは本学が導⼊している C-learning システムを利⽤して実施した。なお本アンケートは記名式である。
回答者名がわかるため、学科・学年や GPA、出席状況などの情報と組合せて分析を⾏った。
１）教員への事前通知
実施にあたり教員に対し以下の⽂書をもって実施内容の通知を⾏った。

平成 31 年 1 ⽉ 10 ⽇
地球環境科学部学⽣向け
アクティブ・ラーニングに関するアンケートの実施

地球環境科学部 AP 運営委員会
⽴正⼤学で AP 事業に選定されてから５年⽬となり、これまで各種アンケートやヒアリングなどを実
施して教育効果について測定を⾏ってきました。そのなかで、中間評価や、平成 29 年度 AP 外部評価委
員会では、AP 学⽣評価委員会の取組みが評価されてきています。
その⼀⽅で、アクティブ・ラーニングに積極的に取り組んでいる⼀部の優秀な意⾒に偏りがあるのでは
ないかとの指摘もあり、学⽣全体から記述形式を含むアンケートを実施することが提案されました。
これを受けて、地球環境科学部在学⽣全員を対象として、WEB 上で回答できるアンケートの案を作成
しました。なお、アンケートは C-learning 利⽤により回答者名がわかり、学科・学年や GPA、出席状況
などの情報と組合せて分析を⾏いますが、個⼈名が特定されないよう留意します。
アンケート実施の周知については、対象学⽣に対して⼀⻫メールでアナウンスを⾏います。両学科の必
修科⽬などを利⽤してアンケート回答のアナウンスを⾏っていただきご協⼒を頂ければ幸いです。
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⽬的

アクティブ・ラーニング取組み科⽬での学⽣⾃⾝による授業振り返り

⽅法

C-learning の「地球環境科学部学⽣向けアクティブ・ラーニングアンケート」

回答

スマートフォンやパソコンなどで Web 上で回答。

時期

1 ⽉末まで

問い合わせ先

AP 事務局・地球環境科学部事務室

広報または実施をお願いしたい科⽬
・環境システム学科
1 年環境情報学概論

2 年空間情報システムの基礎

3 年セミナー

4 年卒業研究指導

・地理学科
1 年学修の基礎Ⅱ
※

2 年都市地理学

3 年地理学セミナー2

4 年地理学セミナー4

本アンケートで収集した個⼈データは、教育改善を⽬的とした分析のためのみに⽤います。

2）学⽣への事前通知
実施にあたり学⽣に対し以下の⽂書をもって実施内容の通知を⾏った。
平成 31 年〇⽉〇⽇
地球環境科学部学⽣の皆さんへ
アクティブ・ラーニングに関するアンケートの実施協⼒の依頼
地球環境科学部 AP 運営委員会
⽴正⼤学地球環境科学部では、平成 26（2014）年度に⽂部科学省⼤学教育再⽣加速プログラム（AP 事
業）のテーマⅠ（アクティブ・ラーニング*）に選定され、さまざまな⾰新的な教育改⾰を様々な授業で
導⼊してきました。
このたび、地球環境科学部学⽣に対してアンケートを実施することでアクティブ・ラーニングの取組成
果を測ることといたしました。学⽣の皆さんにおかれましては、これまで受けた授業を思い出し、その授
業に対する理解や知識の定着、考え⽅や学習法の変化などを振り返っていただき、率直な意⾒をお寄せ
いただければと思います。
ご協⼒よろしくお願いいたします。
なお、このアンケートは、匿名式ではありません。学⽣の皆さんがそれぞれ振り返りを⾏い、今後の学
修に役⽴ててもらいたいとも考えています。
以下の⼿順に従って、WEB 上でアンケートに回答してください。記述欄もありますので、必ずそちら
にも記⼊してください。
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⽬的

アクティブ・ラーニング取組み科⽬での学⽣⾃⾝による授業振り返り

⽅法

WebClass（または C-learning のシステム）

回答

Web 上で回答。

時期

１⽉末まで

本アンケートに対する問い合わせ先

地球環境科学部事務室・AP 事務局

本学のアクティブ・ラーニングには、主として以下の４つのプロジェクトがあります。
A：タブレットを⽤いた双⽅向授業
教員の話を聞くだけの⼀⽅向的な授業を受動的に受講するだけでなく、
学⽣の意⾒や解答を開⽰することで正確な理解を助け、思考⼒を⾼められます。
B：予習⽤動画を使った反転授業
事前に予習してから授業に臨むことで、授業中にはより⾼度な内容や
発展的な内容を学び、ディスカッションを通して発⾔⼒を強化できます。
C：フィールドワーク・実験実習科⽬でのアクティブ・ラーニング
地域連携フィールドワーク、実験科⽬などを通じて、コミュニケーション⼒や
協調性、⾏動⼒、計画⼒などを⾝に付けることができます。
地域連携活動や、学⽣研究プロジェクトも含まれます。
D：リアル教材の活⽤
実物教材（実験機材、模型、サンプル、⺠族⾐装など）を実際に触れたり、
操作したりすることで、より深い学びができるようになります。
*アクティブ・ラーニングとは？
教員による⼀⽅向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り⼊
れた教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的
能⼒、教養、知識、経験を含めた汎⽤的能⼒の育成を図る。発⾒学習、問題解決学習、体験学
習、調査学習等が含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グルー
プ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの⽅法である。
⽂部科学省資料より

3) アンケート内容
アンケートの質問項⽬は以下のとおりである。
⼊学後から今までの AP アクティブ・ラーニング経験すべてを踏まえて回答して下さい。
※

本アンケートで収集した個⼈データは、教育改善を⽬的とした分析のみに⽤います。
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受講経験のあるものを選んでください。

A

タブレットを利⽤した双⽅向教育
タブレット端末やロイロノートなどを⽤いた授業
「地図と測量の科学」、
「環境⽣物学実習」など

B

予習⽤動画を⽤いた授業
講義動画、MediaDEPO などを⽤いた授業
「基礎地図および実習」、「⽣物学実験」など

C

学⽣主体のフィールドワークや地域連携、実験実習
地域連携、フィールドワーク、AP 学⽣研究プロジェクトなど

D

リアル教材を活⽤した授業
実物資料を⽤いた授業
「⾵⼟と⼈間⽣活」、
「⽔質⽔⽂学」など

0. 共通質問

あなたの今年度の 1 授業あたりの出席状況を教えてください

0-1 回⽋席
1.共通質問

2-3 回⽋席

4-5 回⽋席

6 回以上⽋席

A〜D を取り⼊れた授業を受けているとき、

1.1.⼊学後から今までに上記の A〜D プロジェクトのアクティブ・ラーニング科⽬をどれくらい受講して
きましたか。
多く受講した

いくらか受講した

あまり受講しなかった

ほとんど受講しなかった

1.2.授業中に主体的・積極的に学べましたか
当てはまる

やや当てはまる

やや当てはまらない

当てはまらない

1.3.⾃分でよく考える、他の⼈の意⾒から刺激をうけるなどして、深く学ぶことができましたか
当てはまる

やや当てはまる

やや当てはまらない

当てはまらない

2. A タブレットを利⽤した双⽅向授業の受講経験がある⼈は以下にお答え下さい
2.1.先⽣や友⼈とやりとりがある学習ができましたか
当てはまる

やや当てはまる

やや当てはまらない

当てはまらない

受講経験なし

当てはまらない

受講経験なし

2.2.⾃分とは異なる多様な考え⽅があると思いましたか
当てはまる

やや当てはまる

やや当てはまらない
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3. B 予習⽤動画を取り⼊れた授業の受講経験がある⼈は以下にお答え下さい
3.1.授業以外の時間に主体的な学習ができましたか
当てはまる

やや当てはまる

やや当てはまらない

当てはまらない

受講経験なし

3.2.授業中に教員や他の受講⽣と活発に討論やグループ活動ができましたか
当てはまる

やや当てはまる

やや当てはまらない

当てはまらない

受講経験なし

当てはまらない

受講経験なし

3.3.動画により知識の定着が進みましたか
当てはまる

やや当てはまる

やや当てはまらない

4. C 学⽣主体のフィールドワークや地域連携、実験実習に参加した経験がある⼈は以下にお答え下さい
4.1.⾃ら考えて活動し、学ぶことができましたか
当てはまる

やや当てはまる

やや当てはまらない

当てはまらない

受講経験なし

4.2.地域社会や学外の⼈の交流や、実験する中でよく学ぶことができましたか
当てはまる

やや当てはまる

やや当てはまらない

当てはまらない

受講経験なし

5. D リアル教材を取り⼊れた授業の受講経験がある⼈は以下にお答え下さい
5.1.実物に触れることで、該当授業の学習内容に関する理解が深まりましたか
当てはまる

やや当てはまる

やや当てはまらない

当てはまらない

受講経験なし

5.2.実物教材に触れることで、好奇⼼や学習意欲が⾼まりましたか
当てはまる
6.共通質問

やや当てはまる

やや当てはまらない

当てはまらない

これまでのアクティブ・ラーニング受講経験を振り返って、以下の質問に答えて下さい

6.1.知識の定着につながりましたか
当てはまる

やや当てはまる

やや当てはまらない

当てはまらない

6.2.知識を応⽤する⼒につながりましたか
当てはまる

やや当てはまる

やや当てはまらない

当てはまらない

6.3.批判的思考⼒の獲得につながりましたか
当てはまる

受講経験なし

やや当てはまる

やや当てはまらない
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当てはまらない

6.4.論理的思考⼒の獲得につながりましたか
当てはまる

やや当てはまる

やや当てはまらない

当てはまらない

6.5.主体的に学習するようになりましたか
当てはまる

やや当てはまる

やや当てはまらない

当てはまらない

6.6.他者と協調的に学習するようになりましたか
当てはまる

やや当てはまる

やや当てはまらない

当てはまらない

7.⾃由記述
7.1.アクティブ・ラーニングの良いところを述べてください。その理由や場⾯を詳しく書いてください。
（100−200 字程度）
7.2.アクティブ・ラーニングの悪いところを述べてください。その理由や場⾯を詳しく書いてください。
（100−200 字程度）
7.3.アクティブ・ラーニング受講経験が活きて・または活⽤して⾃ら実施した学習活動や⾏動があります
か？（複数選択可）
・疑問に思ったことや、授業の感想を友⼈と議論した
・授業内容に関して、他の⼈がどのような考えをもっているか気になったので⾃主的に意⾒を聞いてみ
た
・⾃主的に先⽣に質問した
・指⽰がなくとも⾃分で予習⽤動画を⾒たり、復習に利⽤した
・指⽰がなくとも⾃分で予習を⾏った
・⾃主的にフィールドワークや地域連携活動に係るようになった
・地域連携活動に興味をもった
・⼤学での学習内容に関する実物をみたいと思った
・実際に実物を⾃主的に⾒に⾏った
・疑問点を⾃主的にインターネットや図書館で調べた
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5-3 全国アクティブラーニング調査
5-3
全国アクティブラーニング調査
AP 事業を取り⼊れているアクティブ・ラーニング科⽬の学習効果検証のため、下記の科研採択者が実施
している全国的アンケート調査と同等の調査を研究代表の許可を得たうえで実施した。調査はⅡ期に実
施した。
分類：科学研究費補助⾦(基盤研究(B))
課題番号：16H03075
タイトル：学習成果に結実するアクティブラーニング型授業のプロセスと構造の実証的検討と理論化
研究代表：溝上慎⼀ (京都⼤学 ⾼等教育研究開発推進センター 教授)
アンケート実施講義：
⽴正⼤学地球環境科学部におけるアンケートの実施講義を以下に⽰す。
講義名

担当

履修者数

地形学

⼩松陽介

94

地図画像処理論および実習

原美登⾥

33

⾵⼟と⼈間⽣活

島津弘

135

学修の基礎ⅡA

⼟屋衛治郎

32

学修の基礎ⅡB

⼟屋衛治郎

32

学修の基礎ⅡC

本岡拓哉

32

学修の基礎ⅡD

⼟屋衛治郎

32

学修の基礎ⅡS

⼟屋衛治郎

19

基礎地図学および実習ⅡA

宇津川喬⼦

31

基礎地図学および実習ⅡＢ

原将也

31

基礎地図学および実習ⅡC

横⼭貴史

30

基礎地図学および実習ⅡD

原将也

30

基礎地図学および実習ⅡS

横⼭貴史

19

基礎地図学および実習ⅡR

宇津川喬⼦

14

⾸都圏の環境と⽣活

本岡拓哉

149

⼤気⼤循環論

渡来靖

26

⽣物学実験 A

関根⼀希

14

⽣物学実験 B

関根⼀希

22

地学実験 A

下岡順直・鈴⽊パーカー明⽇⾹

30

地学実験 B

下岡順直・鈴⽊パーカー明⽇⾹

24
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アンケートのフィードバック：

アンケートのフィードバック：

プレ・ポストの学⽣主観アンケートの集計結果をサマリーを以下に⽰す。

プレ・ポストの学⽣主観アンケートの集計結果をサマリーを以下に⽰す。
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130
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133
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137
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140
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5-4 AP AP外部評価委員会
外部評価委員会
5-4
平成 31 年 2 ⽉ 26 ⽇に平成 30 年度 AP 年次報告会および外部評価委員会を実施し、平成 30 年度の事
業内容と次年度以降の課題について外部評価委員よりコメントを頂いた。実施形式として、5 名の外部評
価委員と本学地球環境科学部の AP 運営委員によるグループディスカッション形式で⾏うことにより、
外部評価委員と AP 運営委員間のプロジェクトに対する現状認識の共有が図られ、現状を改善するため
の議論が深められた。
⽇時：平成 31 年 2 ⽉ 26 ⽇（⽕）13:00〜14:50
13:00〜13:05

開会・趣旨説明

13:05〜13:10

学部⻑挨拶

13:10〜13:30

年次報告会

13:30〜14:50

外部評価委員会

場所：⽴正⼤学熊⾕キャンパス

平成 30 年度 AP 成果概要説明

アカデミックキューブ A415 室

委嘱した AP 外部評価員は以下の 5 名であり、参加者は 4 名であった。
（敬称略）
塙

雅典

（⼭梨⼤学⼤学院総合研究部⼯学域電気電⼦情報⼯学系

春⽊ 良且

（フェリス⼥学院⼤学国際交流学部 教授）

三橋 浩志

（⽂部科学省初等中等教育局教科書課

野吾 教⾏

（河合塾教育イノベーション本部教育研究部）

真下 峯⼦

（⼤妻嵐⼭中学校・⾼等学校

教授）

教科書調査官）

校⻑）

※野吾委員は⽋席
本学の参加教員は以下の 13 名である（敬称略）
川野

良信

⽴正⼤学

地球環境科学部

AP 運営委員

⼩松

陽介

⽴正⼤学

地球環境科学部

AP 運営委員⻑

須⽥

知樹

⽴正⼤学

地球環境科学部

AP 運営委員

教授

伊藤

徹哉

⽴正⼤学

地球環境科学部

AP 運営委員

教授

島津

弘

⽴正⼤学

地球環境科学部

AP 運営委員

教授

渡来

靖

⽴正⼤学

地球環境科学部

AP 運営委員

准教授

北沢

俊幸

⽴正⼤学

地球環境科学部

AP 運営委員

准教授

美登⾥

⽴正⼤学

地球環境科学部

AP 運営委員

准教授

⼟屋衛治郎

⽴正⼤学

地球環境科学部

AP 運営委員

特任講師

三島

啓雄

⽴正⼤学

地球環境科学部

AP 運営委員

特任講師

⻘⽊

和昭

⽴正⼤学

地球環境科学部

AP 運営委員

助教

宇津川喬⼦

⽴正⼤学

地球環境科学部

AP 運営委員

助教

原
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学部⻑
教授

教授

関根

⼀希

⽴正⼤学

地球環境科学部

AP 運営委員

助教（陪席）

年次報告会では、⼩松 AP 運営委員⻑より、今年度の事業内容について配布資料をもとに説明があっ
た。配布資料は外部評価委員に事前に送付された資料である。
年次報告会に引き続き、外部評価委員会が開催された。参加者を 2 チームに分けて、グループディスカ
ッション⽅式で、年次報告に対する外部評価委員からの評価・コメント受けや、次年度最終年度の AP 事業
の課題等について議論を⾏った。最後に、両チームで議論した内容の紹介と質疑応答をし、終了した。
両チームの議事録を以下に⽰す。
◎外部評価委員会グループディスカッション

議事録

A チーム 議事録
参加者：
外部評価委員：三橋委員、真下委員
AP 運営委員：川野委員、⼩松委員⻑、島津委員、須⽥委員、渡来委員
議事録：宇津川委員
１. AP 年次報告会を踏まえた委員の所感
三橋委員より、フォローアップの下⽅修正は年によって科⽬開講が変動することをうけて現実を踏ま
えているといえることと、学⽣アンケートの⾃由記述回答をテキストマイニングにより構造をつかむべ
き意⾒が出された。
真下委員より、数値⽬標をクリアしても、教員が⽬標としている中⾝をクリアしているかどうかは、必
ずしもアンケート等からでは把握できない。理想とする学⽣像にどこまで迫っているかを評価する必要
があるとの意⾒が出された。真下委員の勤務校では⽣徒と教員で同じ趣旨の項⽬を⽤意したアンケート
を実施しており、教員と⽣徒の間にある意識の差が明らかとなり、教員は学⽣の意識より⽬標が⾼いと
のことであった。
２. 教員と学⽣との理解の差・学⽣の個別対応と学修の最適化
島津教授より、アンケートでは「（意識が）変わった」と答えている学⽣は成績が良い傾向があるのは
確かであるが、優秀な学⽣がどこまで伸びたかは認識しにくい（⼆極化はせず、ばらけている）。AL によ
って「⾃分のペースでできる」など学⽣の満⾜感を⽰す感想が⾒られるものの、全体の中での⼈数はそれ
ほど多くないとのコメントがあった。
真下委員の、学⽣個別に対応するか、学⽣を類型化しつつ「学修の最適化」を図る必要性を感じている
というコメントについて、⼩松教授からは、あらゆる授業で学⽣個々に最適化をはかることは難しいが、
カリキュラム全体を通じて対応する⼯夫は必要と返答があった。
須⽥教授より、AL は全体的に学⽣に楽しく学ばせる取組みのように⾒えるため、学⼒を⾝に付けるこ
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とにつなげる開発や検討が必要である。卒論は学⽣の能⼒を⾶躍的に伸ばすことから、個別最適化の典
型例としての AL と捉えることができるという意⾒が出された。川野学部⻑も同意⾒であり、加えて、理
解が困難な学⽣には異なる対応も必要であるが、時間と労⼒をかけるのは難しいため、GPA から卒論指
導の最適パターンを考えて対応しているとコメントがなされた。⼩松教授からは、効率性を考えれば類
型化は良い⽅法だが、多様な⼈間で構成される社会の中でのスキルアップが求められていることから、
様々な科⽬について指導することが良いとの意⾒が出された。渡来准教授からは、学⽣を平等に対応す
ることには限界があり、学⽣が各々感じる「学修の壁」を越えられるかどうかは GPA に関係がないだろ
うとの意⾒が出された。
川野学部⻑より、卒論に関連して、どうすれば探求⼼を持たせられるのか試⾏錯誤の段階であるとのコ
メントがあった。ここまでの意⾒を踏まえて、⼩松教授より卒業式で「卒論に対する意識と GPA」の関
係を明らかにするためのアンケートを実施する提案がなされた。真下委員より、テキストマイニングを
しても結局はマスで⾒ているとのコメントがなされた。
３. カリキュラムマネジメントについて
三橋委員より、初等・中等教育と異なり、⾼等教育では科⽬ごとに GPA の役割を変えて構わないと考
える。GPA は講義や教員によって評価が異なるが、科⽬をまたいで「知識」
「思考」
「技能」を共有する
という考え⽅の下、学部の中で認識を共通させる必要があるのではないか、とのコメントがなされた。
真下委員より、多様なトレーニングを積んで最終的に卒論を書けるようにするために、GPA と卒論の
相関を捉えて学⽣を類型化してはどうかと提案がなされた。川野学部⻑からは、先ほどの議論を踏まえ、
教員と学⽣の考え⽅の乖離を把握し、近づける努⼒が求められるのではとの返答があった。島津教授よ
り、GPA の⾼い学⽣は正解のある課題は得意であるが、卒論のような正解のない課題に対しては不安に
なる傾向にあり、⾃分で解決することは難しいが、そこに AL が取り⼊れられないかは常々考えていると
の返答がなされた。
三橋委員より、全教員や他学部に展開する際には、AL について「活動あって学びなし」の危惧がある
ため、タブレットやグループ学習などという「かたち」から⼊らないように注意すること、社会系の学部
では学修において重要視している事柄が異なることが述べられ、それらを把握しておくことが円滑な AL
普及活動に結び付くのではないかと意⾒が出された。真下委員からは、学修効果に影響する「学⽣同⼠の
相互作⽤」を把握する必要性がコメントされた。渡来准教授より、学⽣の構成メンバーによって卒論の出
来が左右される傾向にあり、⽬⽴つ学⽣は良くも悪くも影響を及ぼすと返答があった。
⼩松教授より、予習⽤動画の閲覧に対して評価するかどうか話題が提供された。渡来准教授から、学⽣
は教員が想像する以上に評価を気にしているとコメントがあった。真下委員から、⽴正⼤の学⽣の GPA
の⽬標値について質問があった。⼩松教授より、科⽬や教員によって評価⽅法や基準が異なるため、⽬標
は定める段階にないと返答がなされた。
４. まとめ
教育の質や、学⽣の学⼒などが、数値ですべてが⽰されるわけではない。今後、どのように⽰していく
かが課題となる。
AL に関する教員と学⽣の間に、理解の差がある可能性が指摘され、教員と学⽣で同様の内容のアンケ
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ートを実施し、両者の歩み寄りが提案された。
より深い学修や完全な理解を念頭に置くと、
「学⽣の個性に応じた学修の最適化」に到達する。学⽣を
類型化し効率的に指導⽅法を⼯夫することはひとつの⽅法である。
もっともわかりやすい AL は卒業研究である。学⽣がより良い ALer(注：Active Learner)になるために
は、最終年度だけではなく４年間を通した総合的なカリキュラムマネジメントが必要となる。
卒業研究と GPA の相関を踏まえ、学⽣相互による主体的評価を含む学修の可視化を⾏う提案がなされ
た。
以上
B チーム 議事録
参加者：
外部評価委員：塙委員、春⽊委員
AP 運営委員：伊藤委員、原美登⾥委員、北沢委員、⼟屋委員、三島委員
議事録：⻘⽊委員
１. 予習⽤動画について
塙教授より、B プロジェクトについて、以下の点について指摘があった。
予習⽤動画の科⽬数は多く⾒えるが、動画が１個しか無い科⽬が多い。15 回の授業のうち、予習⽤動
画の利⽤が 1 回のみであると、学⽣が予習⽤動画に慣れることができないため、あまり効果が得られな
い。
予習⽤動画の導⼊科⽬が専⾨科⽬に偏り過ぎているように⾒える。基礎科⽬や教養的科⽬など、全学的
に利⽤可能な科⽬に動画とワークシート等をセットで準備すれば、全学的な導⼊も進むのではないか。
指摘を受けた点に関して、⽴正⼤での予習⽤動画作成のための取り組み、全学教育推進センターが動き
始めたところであることなどが議論された。
２. ポートフォリオについて
学⽣のポートフォリオを残すための⽅法について議論がなされた。春⽊教授より、試験持ち込み資料な
ど⼿書き⽂化が多く、電⼦⽂書で学びの成果が残らないため、Moodle や WebClass 等 LMS の活⽤と、
学⽣・教職員へのリテラシー教育が重要であるとの意⾒があった。
３. アンケート結果について
塙教授より、アクティブ・ラーニングアンケートについて、以下の指摘があった。
アンケートの回収率が約 4 割と低い。回収率は 80〜95％を⽬指さないと、アンケート回答者に偏りが
⽣じる。偏った回答者によるアンケート結果を基に、⽅針を決めてよいのか？
⼭梨⼤でのアンケート回答率と GPA の関係を分析したところ、回答率と GPA は正⽐例していること
がわかった。
アンケートのまとめ⽅、⾒せ⽅にも⼯夫が必要であると感じた。
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塙教授より、アンケートの回答率を⾼める⼯夫として、アンケート回答後に回答確認番号を画⾯に出
し、その番号を紙に書いて提出させる⽅法の紹介があった。また、⾃由記述を重視しており、アンケート
の最初に⾃由記述を持ってくる、⾃由記述のテキストマイニングによる分析についても説明があった。
アンケート調査について、プレポスト調査の有効性、特に主体性の評価として現在の評価項⽬が妥当で
あるかなど、アンケート項⽬の設計⽅法と分析⽅法の議論がなされた。春⽊教授より、アンケート調査の
時期について問題提起があり、期末に取るよりは段階ごとに取るほうが有効である、など議論がなされ
た。
４. 外部連携について
企業・NGO との連携、地域連携について議論があった。地球環境科学部では地域連携は盛んであるが、
企業連携はそれほど多くないとの紹介があった。企業連携において、学⽣が単なる労働⼒になってしま
う、企業・⼤学間での利益配分などの問題点について議論がなされた。また、企業側が学⽣への注意など
適切なフィードバックを⾏わないこともある。AL ⼿法と同じく、表⾯をなぞるだけではなく、学⽣の学
びにつながるよう配慮が必要である。
以上
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66 【フォローアップ】教育再⽣加速プログラム（AP）フォローアップ
【フォローアップ】教育再生加速プログラム（AP）フォローアップ
⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）事業の効果的な実施および事業⽬標の着実な達成に資するため、
⽂部科学省が、本学におけるプロジェクトの進捗状況や成果等を適切に把握・確認し、指導・助⾔を⾏う
ことを⽬的としたフォローアップが平成 29 年度の内容をもとに実施された。その内容を以下より報告す
る。

6-1
フォローアップ報告書要項
6-1 フォローアップ報告書要項
フォローアップの⽬的および実施の⼿順、スケジュールは以下の要項に記載されている。

150

151

152

153

6-2 平成
29 年度実施状況報告書
6-2
平成29年度実施状況報告書
フォローアップ資料として平成 29 年度のプロジェクトの実施内容をもとに作成した本学の実施状況報
告書は以下のとおりである。

大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）
平成２９年度実施状況報告書
大学等名
テーマ

取組学部等名

事業期間

事業推進責任者

事務担当者

立正大学

整理番号

3

Ⅰ（アクティブ・ラーニング）

地球環境科学部

平成 26 年度～平成 31 年度（6 年間）

職名・氏名

地球環境科学部

職名・氏名

研究推進・地域連携課

電話番号

048-536-6019

ＦＡＸ番号

048-539-1493

Ｅ－Ｍａｉｌ

教授

小松陽介
折原

康太

shien@ris.ac.jp

＜概要＞
事業の概要（※400 字以内）
本事業は、講義科目と実習科目においてアクティブ・ラーニングを行うための教育手法の開発とそ
の実践を主眼とし、地域社会の発展に貢献できる能動的人材育成を目的とする。そのためには、大教
室多人数講義科目においてタブレットを活用して双方向授業を行い、学生の主体的な学修姿勢を引き
出して教育効率を向上させ、予習用動画教材を作成し反転授業を実施する。一方、フィールドワーク
実習科目に重点を置いた地球環境科学部において、地域連携を軸としたアクティブ・ラーニングを積
極的に導入し、学生の考察力やコミュニケーション能力の向上に努める。計画を円滑に遂行するため
に、大学全体のＩＣＴ環境や教育システムを整備し、教職員と学生が一体となって大学教育の新しい
在り方を模索する。本事業の一環として収集したリアル教材を活用し、近隣学校へ無償貸与するなど、
本事業は広く社会へ還元できるものである。
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【公表】
進捗状況の概要（１ページ以内）
1. 学内の実施体制
本学は８学部１５学科から構成されており、品川・熊谷の２キャンパスで学ぶ環境を整えている。
ＡＰ事業は熊谷キャンパスにある地球環境科学部（環境システム学科・地理学科の２学科）単独で採
択されており、以下の体制で他学部へのアクティブ・ラーニングの普及にも取り組んでいる。
学長を委員長とする全学ＡＰ推進委員会（学事担当副学長・ＦＤ担当副学長、各学部長、ＡＰ運営
委員長から構成）において全学的なＡＬの展開を年間３回審議し、教務委員会、FD 委員会と連携して
AP 推進に携わる。各組織は、総合経営企画課を中心として、学事課、情報システム課、研究推進・地
域連携課などの事務局と連携を図りながら活動している。平成 29 年度には、学長を中心とした教学
面での教育改革推進を実現する全学的体制や中長期計画を整えた。
地球環境科学部でのＡＬ推進には、地球環境科学部ＡＰ運営委員会を組織し、原則として毎月第４
水曜日に学部 AP 運営委員会を行っており、取組内容について審議および報告がなされている。AP 運
営委員会のメンバーは、地球環境科学部長や両学科主任を含む 22 名で構成され、ＡＬの導入や普及
の取組みを審議する体制となっている。
ＡＰ年次報告会とＡＰ外部評価委員会は、委嘱した５名のＡＰ外部評価委員とＡＰ運営委員長、各
プロジェクトリーダーなどによって毎年度末に実施している。ＡＰ学生評価委員会を期末ごとに計２
回実施し、各期とも１０名の学生からワークショップ形式でＡＬ導入科目の利点や問題点をヒアリン
グした。
2. 中心となる取組
本学のＡＰ事業の取組みは以下の４つのプロジェクトを中心的な取組みとしている。Ａ：タブレッ
トを利用した双方向授業、Ｂ：予習用動画の作成と公開による反転授業、Ｃ：学生主体のフィールド
ワーク・実習科目、Ｄ：リアル教材の収集と活用。私立大学にみられる多人数講義科目に対して、双
方向授業と反転授業を取り入れることにより学生の学びを能動的にし、リアル教材を用いて専門科目
に対する興味を引き出すことを目的としている。一方、本学部の特徴であるフィールドワーク（野外
調査）の教育知見を集約し、学生の自主性や協調性を重んじた指導方法を深化させる。その一環とし
て、ＡＰ学生研究プロジェクトを公募制で実施し学問を学生自身の力で探究する試みを支援した。地
域連携事業の推進により社会と大学のつながりを学生に意識させ、卒業後のキャリアを見据えた学修
行動に結びつけ、企業人事担当者を招いて大学・社会人教育懇談会を実施した。
3. 取り組みの成果
４つのプロジェクトについてより多くの教員がＡＬ推進に取り組んでいる。指標の量的増加は緩や
かな部分もみられるが、ＡＬの本質を議論して教授法を工夫するほか、学生の視点から躓きの原因を
探るなど、教職員と学生が相互に意見交換を行い、ＡＬが質的に向上している。また単独学部採択で
はあったが、全学的な波及措置を具体的に進める準備が全学ＡＰ推進委員会のもとで整備されてき
た。
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4. 補助期間終了後の継続発展に向けた取り組み
本学におけるＡＰ事業を推進する体制はいずれも継続的なものであり、通常の教育研究費及び管理
経費の中で扱うことが可能である。そのため本取り組みは、補助期間終了後も継続的かつ発展的に実
施していくことを十分見込むことができ、全学 AP 推進委員会でも承認されている。人材配置につい
ても、現在の形を基本的に引き継ぐことが可能であり、AL 推進は本学の学長政策事業として位置づけ
られ発展的な展開を行う方針である。
5．学内外への波及効果
教員向け FD フォーラムや新任研修会などを実施し、ニュースレターの発行、立正大学学園新聞で
の AL 事例の紹介、HP の更新などを行った。また学会発表や研究会の主催なども行った。
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＜実施状況＞
１.中間評価時に付された留意事項への対応（３ページ以内）
留意事項

平成 29 年度の状況

1.本大学のALの目標は、学生自らの主体性・自

1. 補助対象経費を用いた取り組みとしては、教育

律性を高めるものであるはずだが、フォーラム、 手法の改善をメインに据えているため、これまで
セミナー、研究会の開催といった教職員対象の

とほぼ同様の事業を深化させた。

事業が主だったものとなっており、取組に偏り

事業計画に基づき、４つのプロジェクトを中心

が認められる。学生が授業の中でどのようにAL

に、既存授業において従来とは異なるアプローチ

に関わっているのかをより明確化するととも

および発展的な手法で学生の主体性向上を促して

に、ALの実質的な取組を可視化することが必要

いる。また、授業外でも、地域連携推進型ＦＷの推

である。

進、学科の垣根を超えた学生研究グループに対し
て最大 20 万円の調査費用を補助する AP 学生研究
プロジェクト（５件応募、３件採択）を展開してき
た。学生研究プロジェクトは、申請書の作成指導や
経費使用説明会を通して技術面・精神面での成長
機会となり、卒業研究発表大会などで成果発表会
を公開し、非採択学生に対しても学術研究に対す
る動機付けを高める工夫がなされている。
その効果については、各種アンケート調査やＡ
Ｐ学生評価委員会などを通じて実態を把握し、更
なる改善に繋げている。このＰＤＣＡサイクルは
学生への教育効果という事業の主目的が根幹に据
えられており、各種取り組みは定量・定性の両面か
ら可視化されている。
その他、学生へのＡＬ支援として、全学部新入生
が履修するフレッシャーズ科目群「学修の基礎Ⅰ」
「学修の基礎Ⅱ」などで、アクティブ・ラーニング
に関する理解を深め、実践するサポートを以前か
ら行ってきた。さらに、予習用動画や Web での授
業支援ツールの使い方は PC インストラクターが、
AP 事業にかかわるタブレットなどについては AP
事務局の教務補助員が支援している。そのため、Ａ
Ｐ学生評価委員会でも機器の使用に関する技術的
な問題点や、学習方法に関するネガティブな意見
は初年度に比べて格段に減っている。

2. 平成 28 年度から、積極的に学んでいる学生

2. ＡＰ事業を推進する上で、その第一段階として

に特化したヒアリングを実施しているというこ

は、取組内容の不備を学生視点から検証すること
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とだが、やる気のない学生、他学生とコミュニケ

が重要であったため、ＡＬに積極的かつ向上心の

ーションを取りにくい学生こそが、本プロジェ

高い学生でＡＰ学生評価委員会を構成する必要が

クトを通して自立していく必要があることか

あった。一方で、それ以外の学生の意見や学習内容

ら、ヒアリング対象の学生を再考することが必

については、全学的に実施している授業改善アン

要である。

ケートの中で把握してきた。AL を導入している科
目では６頁「１）授業改善アンケートの追加質問項
目」において詳述した。今後、Web 上で記述式ア
ンケートを実施することを検討している。

3-1. 今回の選定されたテーマで、AL として最

3-1.中間評価コメントでは「AL として最も効果が

も効果があるべきはずの予習用動画がほとんど

あるべきはずの予習用動画」と記載されているが、

機能していないことは、本事業の今後の進展を

当大学で進める４つのプロジェクトをはじめとし

考える上でも危惧される。

た多様な学修方法は、いずれも効果があると考え
られるため、それだけに特化せず、多面的なアプロ
ーチを同時に進行させている。
予習用動画の活用促進については、教員間の協
働や各種ツールの活用、業者への委託を積極的に
推し進め、負担の軽減と効果の拡大が実現できる
よう教員に働きかけを行っている。また、平成３１
年度に８学部１５学科で予習用動画を取入れた授
業を試行することを全学ＡＰ推進委員会で機関決
定した。各学科特性に応じて授業規模や形態によ
り多様な活用方法の創出を図ることで、様々な視
点からその効果を検証し、普及の足がかりとする
ことを目的としている。

3-2. ホームページの進捗状況も遅れており、３

3-2. ホームページでの情報公開体制を見直し、学

年経った現在、具体的なものはニュースレター

部ＡＰ運営委員会に専門的なＨＰ専門担当者を配

が３部のみでは不十分と考えられる。早期の対

し、ＨＰを管理している広報課と緊密に連絡する

応を望むとともに、補助開始時期に入学した学

こととした。ニュースレターのほかに、地球環境科

生が残りの学士課程教育を充実したものとする

学部通信、立正大学学園新聞、各種パンフレットを

ためにも、早急に事業の展開を実施することが

発行して情報発信に努めているほか、地域連携プ

必要である。

ロジェクトなどでは個別に成果を印刷物にまとめ
ている。そのため、ニュースレターの発行頻度は年
に１回程度で十分であると考えられる。ニュース
レター以外のＡＰに関する記事を集約してＨＰに
掲載する。
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3-3. そのためには、学長のリーダーシップが不

3-3. 平成 29 年度より、全学 AP 推進委員会の原

可欠であり、全学 AP 推進委員会と学部教育と

案作成メンバーを総合経営企画課が担当し、学長・

の連携を強化し、PDCA サイクルをより明確に

担当副学長のリーダーシップのもと、教務委員会

しつつ、本取組を全学的に波及していただきた

やＦＤ委員会など組織的にＡＬを進める体制が構

い。

築されている。専任・非常勤教員を対象としたＡＬ
アンケートでは、回答者の 91％が何らかのアクテ
ィブ・ラーニング手法を取り入れていることが明
らかとなった。今後は、その内容を教職員・学生と
ともに振り返り、ＰＤＣＡサイクルを確立してい
く。その一環として、現在、全学的にＡＬを普及さ
せるための学内教職員向けパンフレットを作成中
であり、併せてＡＬを取入れた効果的な授業設計
を行うためのワークショップや予習用動画活用研
修を全学規模で実施する計画である。

２.達成目標と事業内容（３ページ以内）※【取組内容・成果】については 1 ページ以内
【定量的な数値目標の達成状況】

①ＡＬを導入

H26

H27

H28

H29

H30

H31

実績

実績

目標

実績

目標

実績

目標

目標

16.5％

12.4%

27.0%

14.2%

27.0%

33.3％

50.4%

50.4%

16.7%

33.3%

25.4%

29.0%

25.4%

30.5％

22.5%

19.0%

94.8%

98.0%

98.0%

100.0%

98.0%

100.0%

100.0%

100.0%

した授業科目
数の割合（導入
科目数／総科
目数）
②ＡＬ科目の
うち、必修科目
数の割合（必修
科目数／ＡＬ
科目数）
③ＡＬを受講
する学生の割
合（受講学生数
／在籍者数）
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④学生 1 人当

7.8

9.0

23.0

11.8

23.0

13.5

55.0

55.0

94.1%

94.6%

65.2%

89.5%

70.8%

89.7%

76.3%

77.7%

8.3

9.9

14

10.2

14

6.4

14

14

4.8％

17.3％

21.4％

23.8％

21.4％

39.5％

35.7%

35.7％

2

5

2

6

2

6

4

4

3

12

14

11

18

10

22

23

32

33

33

36

33

35

33

33

21

26

30

36

30

35

34

34

たり AL 科目受
講数
⑤ＡＬを行う
専任教員数（実
施教員数／総
教員数）
⑥学生 1 人当
たりのＡＬ科
目に関する授
業外学修時間
（1 週間あた
り）
①予習用動画
を作成・公開す
る講義科目の
割合
②ファカルテ
ィーディベロ
ッパー数
③ＡＬ（講義系
科目）を行う専
任教員数
④ＡＬ（実習系
科目）を行う専
任教員数
⑤ＡＬに関す
る FD 受講者数
各必須指標の達成度について
共通指標①②③⑤については、目標値と同等もしくは上回っている状況である。②については、必
修科目自体を増やしていないので、大半を占める選択科目でＡＬが導入すると数値は減少する予定で
ある。⑤「ＡＬを行う教員数」も増えており、ＡＬの必要性が浸透するには時間を要することも分か
った。⑥「授業外学修時間」については、全学的に行っている授業改善アンケート結果の内容に基づ
いているが、値が減少した理由は不明である。実際にはレポートの作成、予習・復習などの授業外学
修時間は長いと考えているが、学生自身が正確に把握していないと予想される。一方で、④「学生１
人当たりＡＬ科目受講数」は 13.5 科目で、平成 28 年度（11.8 科目）に比べて増加したものの、目標
値には到達していない。これは、地球環境科学部が１学部２学科体制であり、所属学科の開講科目を
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受講するカリキュラムであるため、現在の計算式によると他学部の授業を履修できないために生じる
現象であり、大まかに見れば、目標値の半分程度が現実的に受講可能な数値となると考えている（昨
年度中間評価調書にも記載）。
立正大学任意指標の達成度について
任意指標①②④⑤については、目標値と同等もしくは上回っている状況である。必須指標と同様に、
ＡＬについて普及していることがうかがえる。一方で、③ＡＬ（講義系科目）を行う専任教員数は目
標の 18 名を 8 名下回っている。ＡＰ事業で立ち上げたＡ・Ｂプロジェクトの導入状況がまだ少ない
ことを示す。ただし、実際には多くの教員がさまざまなＡＬ手法を導入しているため、広義のＡＬに
当てはまる講義科目は多いがここではあえてＡＰ事業のプロジェクトに関わる科目のみを算出して
いる。平成 30 年度には全学的にアクティブ・ラーニングの定義を教務委員会で検討したので、そち
らの指標に基づき改めて算出する予定である。
各種アンケート分析結果について
１）授業改善アンケートの追加質問項目（ＡＬ科目履修学生対象）
全学的に実施している授業改善アンケートに追加質問項目を設定し、ＡＬ科目に対する学生の意見
を集約した。その結果、いずれも「理解が深まった」
「自分で考えるようになった」
「授業に参加する
意識が高まった」
「興味を持てた」など肯定的な意見が大多数を占めた。グループワークの導入につい
ても同様に肯定的な意見が多数を占めたが、講義時間の減少を指摘する学生もいた。
２）立正大学教員に対するＡＬ実態調査および、ＡＬに関する意識調査（専任・非常勤教員対象）
全学ＡＰ推進委員会主導で授業科目毎に実施した「ＡＬ実態調査」の結果によると、８学部 3981 科
目に対して 2705 科目（回答率 68.0％）に回答があり、うち 97.3%の科目で少なくとも一度はＡＬ手
法を導入していることが明らかとなった。
また、教員に対する「能動的学修を促し思考力を高める工夫に関する意識調査」の結果によると、
教員 665 名中 451 名（回答率 67.9％）の回答があり、うち 91％の教員が何らかの AL 手法を取り入れ
ていた。一方で、ＡＬ授業における学生の反応についてポジティブな回答が 53％ある一方で、「どち
らともいえない」「消極的・戸惑いがある」が合わせて 47％を占めた。この結果は、教員の教授法の
未熟さだけでなく、学生のＡＬ授業に対する取組姿勢が不足している部分があると考えられる。教員
から要望高かった AL 事例紹介小冊子の作成や、品川キャンパスにおける双方向授業の実施サポート
などを行いつつ、学生への学習方法の強化をはかる予定である。
３）全国アクティブ・ラーニング調査（科研費；ＡＬ科目履修学生対象）
溝上教授（京都大学）が研究代表者となっている全国アクティブ・ラーニング調査に参加し、１８
のＡＬ科目について履修学生に対してプレテスト・ポストテスト調査を実施した。その結果、多くの
科目で深い学習アプローチが増加傾向を示した。その一方で、授業外学修時間が長い実験科目におい
て、深い学習アプローチが減少するなど、因果関係が不明な点も散見され、次年度以降も継続して分
析する必要があると考えている。
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４）フィールドワークアンケート調査（学部教員対象）
前述した通り、地球環境科学部ではフィールドワークを基幹科目とするカリキュラムを有してお
り、専任教員に対してその内容について振り返りを行うアンケート調査を平成 27 年度より継続して
いる。平成 29 年度のアンケート回答率は 70％と２年連続で大きく向上した。フィールドワークを実
施すること自体がＡＬであるものの、学生の能動的な活動や学習を意識して指導している割合は 77％
であり、平成 28 年度より 21 ポイント増加した。
「ＡＬが進展した」もしくは「十分である」と回答
したのは 59％で前年度に比べ 23 ポイント増加した。これらのことからも、アクティブ・ラーニング
に対する教員の意識が向上し、何らかの工夫を取り入れている状況が明らかとなった。
【取組内容・成果】
取組内容
タブレットを利用した双方向授業については、8 名の教員により 14 科目（20 クラス）で、の

Ａ

べ 69 回実施された。
Ｂ

予習用動画の作成と公開による反転授業については、13 名の教員により 17 科目（28 クラス）
で実施された。使用した動画本数はカウントしていない。

Ｃ

学生主体のフィールドワーク・実習については、すべての実習・実験科目で学生が実体験をと
もなう授業が行われている。地域連携をともなう事業やＡＰ学生研究プロジェクトは後述する。

Ｄ

リアル教材の収集と活用については、12 名の教員が 16 科目（25 クラス）で活用したほか、教
材の常設展示コーナーを設けて授業外学修に役立てている。実施回数はカウントしていない。

１グループあたり最大 20 万円の研究補助を得られる AP 学生研究プロジェクトは２年目を迎え、
学生が申請書を作成して公募書類を提出し、プレゼンテーションを行うことが特別なイベントではな
くなってきた。１年生など次年度の採択に向けて説明会や発表会を聴講する学生も増えており、大学
の履修科目以外に、研究テーマを設定して空き時間に研究に没頭する学生グループが増えたことは予
想以上の効果があった。
H29 年度に初めて開催した大学・社会人教育懇談会では、地球環境科学部の卒業進路として人気の
高い鉄道会社の一つである㈱JR 東日本と、地図情報や GIS を扱うマルティースープ㈱に依頼して、
アクティブ・ラーニングの取組み、主体性のある行動力・協調力・創造力などを身に付けることが、
社会人になってからどのような場面で必要となるなど意見交換を行った。
地域連携事業の例としては、日光市栗山地区ダムツアー企画プロジェクト、栗山ブランドプロジェ
クト、常総市災害マップ作製プロジェクト、ネパール地図プロジェクト、秩父市との連携事業などが
あげられる。ＡＰ事業の予算を用いない地域連携事業はさらに数件行われた。連携の目的、カウンタ
ーパート、授業との組合せ方法、補助金の有無などの違いから、さまざまな状況下で大学教職員が社
会貢献するための方法を認識する契機ともなった。
外部向けの研究会など普及活動は以下のものがあげられる。平成 29 年 10 月 14 日に品川キャンパ
スにて、e-ラーニング研究会を主催し、ＡＬと e-ポートフォリオの在り方について議論した。平成 29
年 12 月 13～15 日には、大学 ICT 推進協議会（AXIES）において、立正大学のＡＬ事例を紹介するブ
ースを設置し、研究事例を発表した。平成 30 年 2 月 1 日には AP ニュースレターvol.04 を発行し、立
正大学学園新聞やＨＰでは随時取組み情報発信した。平成 29 年 7 月 22 日には立正大学オープンカレ
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ッジで、一般向けに「アクティブ・ラーニングと地域連携」と題した講演を行った。
また、高校との連携では、熊谷市周辺の高校が行う英語によるプレゼンテーションに教員が参加し
たほか、高校生向け地学実験、立正大学付属高校でのタブレット双方向授業の見学と意見交換などを
行ったほか、埼玉県の高等学校社会科研究会・地学研究会でも情報交換を行ってきた。
平成 30 年３月９日に具体的で率直な意見交換を主目的とした、非公開ワークショップ形式で年次
報告会とＡＰ外部評価委員会を実施した。同日開催した公開型高大接続ワークショップ「大学入試に
おける多面的・総合的な評価手法の導入と課題」
（参加者 47 名）では、立命館大学入試担当教員を招
き、フィールドワーク入試、プレゼンテーション入試、グループディスカッション入試などの実施方
法や各種ポリシーとの関わり、入学後の学修状況について議論した。
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＜その他＞
３.事業経費その他特筆すべき事項（１ページ以内）
【補助事業に要した補助対象経費の額（平成 29 年度）
】
経費区分

金額（円）

物品費

3,613,558 円

人件費・謝金

7,104,735 円

旅費

1,902,210 円

その他

5,067,847 円
合計

17,688,350 円

【学内外資源の活用】
学内経費を使用したインフラ整備は以下の通りである。
タブレットを用いた双方向授業を展開する上で必要な、教室内の WiFi 環境を熊谷キャンパスでは段階
的に合計８教室整備してきた。56～270 名が同時にネットワークを利用できる環境を構築した（A204・
A205・A303・A414～A419 の各教室）
。また、ＩＣＴ教育のインフラとして、予習用動画を閲覧や、e-ラ
ーニング、web での資料配布・レポート回収などを行うアプリケーションソフトも情報システム課で整備
し、それらの利用方法に関する研修会を開催したほか、授業補助スタッフも配置している。
また、熊谷キャンパスにおいては 108 名収容可能なグループワークの実施に特化したアクティブ・ラー
ニング教室を整備し、講義科目や実習科目のほか、授業外の地域連携活動などに用いてきた。教室とは別
に全学的なラーニング・コモンズ（RillFore、RillPort など）
、地球環境科学部で設置したラーニング・コ
モンズ（ICT 研究教育 Lab.）などを整備し、授業だけでなく、学生が主体的に活動できる場を創出し、授
業での活用のほか、学生の自学自習の場として浸透してきた。
全学部１年生必修科目（フレッシャーズ科目群）である「学修の基礎Ⅰ」
「学修の基礎Ⅱ」では、大学で
学ぶ上で必要なアカデミックスキルに関するレクチャーを行うほか、アクティブ・ラーニングの一環とし
てグループワークやディベート、双方向授業などを体験する機会を設けている。学部によって詳細な題材
は異なっているが、学習環境の高大接続においてギャップをなくし、能動的な学修に取り組むための支援
を行っている。
教員対象の研修会は、教育内容の充実や工夫を発表する FD フォーラム、グループワークなどを通じて
教育スキルを向上させる新任教員研修会などを全学的取り組みとして継続的に実施してきた。一方、地球
環境科学部や地球環境科学研究科においても学部 FD 研修会、地球環境 FD 懇談会などを定期的に実施し
ている。
学生の主体的な学修活動を促す試みとしては、学内公募資金として研究推進・地域連携センターにおい
て学内公募制の研究支援費が用意されており、地域連携活動などを推進する取り組みを支援している。
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6-3 フォローアップ報告書
6-3
フォローアップ報告書
前項の実施状況報告書を受けて担当委員が作成し通知されたフォローアップ報告書および通知⽂は以
下のとおりである。なお現地視察については、実施状況報告書をもとに⼤学教育再⽣加速プログラム委
員会（第３回）において進捗状況の確認を⾏った結果、平成 30 年度においては本学に対する現地視察は
実施しない旨連絡があった。
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1）通知⽂(事務連絡)
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2)フォローアップ報告書
１．進捗状況の概要
■順調に進捗している点
・本事業は、地球環境科学部単独での採択ということで、全学への波及効果が⾒受けられない状況が
続いたが、学⻑を委員⻑とする全学 AP 推進委員会の下、漸く平成 29 年度には全学的体制の中⻑期
計画が整ったことは順調に進捗しており、全国の⼤学のモデルとなるべき取組として進展することが
期待される。
・中⼼⺟体である地球環境科学部の AL 推進は順調に進捗していると⾒受けられる。
・AP 学⽣評価委員会も確実に実施しており、AP の問題点の洗い出しに有効に機能しているようであ
る。
・公募制の AP 学⽣研究プロジェクトは、学⽣にとっての主体的な学修姿勢を引き出すのに効果的な
活動であると考えられる。
■課題（今後対応状況の確認を必要とする点）
・中⼼⺟体である地球環境科学部以外の学部における取組が殆ど⾒えないので、全学への波及効果の
⾯から確認が必要である。
・補助期間の後半にもかかわらず、全学的な波及措置を具体的に進める準備が全学 AP 推進委員会の
もとで整備されてきた状況であることは進捗状況が⾮常に遅れていると考えられる。
・アクティブ・ラーニング授業に対する意識調査において、
「どちらともいえない」や「消極的・⼾惑
いがある」が 47％を占めている。本事業の⽬的は学⽣の⾃主性や協調性を重んじた学修指導⽅法を開
発・深化させることであり、学⽣が主体となり、学⽣の意⾒を集約することが⾮常に重要であるため、
AP 学⽣評価委員会におけるヒアリング内容とその結果は確認が必要である。
・4 つのプロジェクトの⼀つである D プロジェクトに「リアル教材の収集と活⽤」が位置付けられて
いるが、12 名の教員が活⽤しただけであり、学⽣の学びを能動的にするために機能しているのか、リ
アル教材を⽤いて専⾨科⽬に対する興味を引き出せているのか、また、果たして学校や地域からのニ
ーズに基づいているのか、経費執⾏の適切性の⾯からも甚だ疑問である。
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２．中間評価時に付された留意事項への対応
■順調に進捗している点
・全ての留意事項に対して、それぞれ対応と改善が図られている。特に専任・⾮常勤教員を対象とし
たアクティブ・ラーニングアンケートでは、回答者の 91％が何らかのアクティブ・ラーニング⼿法を
取り⼊れており、順調に進捗しているようである。
■課題（今後対応状況の確認を必要とする点）
・
「予習⽤動画を作成・公開する講義科⽬の割合」の実績値について、中間評価調書に記載の値から⼤
幅な下⽅修正がなされている。実績値の修正は評価結果に直接かかわるものであり、⼤学として厳正
に対処していただきたい。また、今回の下⽅修正から、
「学⽣の主体的な学修姿勢を引き出して教育効
率を向上させる」という本事業の⽬的に予習⽤動画の作成が役に⽴っているとは⾔えず、経費執⾏の
適切性の⾯からも⾒直しが必要である。
・ホームページの「⼤学教育再⽣加速プログラム」の内容を充実させる必要がある。
「お知らせ」の項
⽬以外、中間評価時と⽐べ殆ど新しい情報が加えられていない。また、予習⽤動画の紹介動画も⼀点
のみであり、今後の対応状況の確認が必要である。
・予習⽤動画の活⽤促進について、業者へ全て委託するのではなく、教員の考えを基にした動画の作
成や、教員との共同作成が望まれる。また、どれだけの科⽬で予習⽤動画を導⼊するのか確認する必
要がある。導⼊計画はあるようだが、それらの計画の具体的な内容を⽰すことが求められる。
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３. 達成⽬標と事業内容
■順調に進捗している点
・各種アンケート調査が進み、それらの分析結果により、アクティブ・ラーニングのメリット・デメ
リットが認識されつつあり、より⼀層の改善が試みられることと考えられる。また、全国アクティブ・
ラーニング調査では、「実験科⽬の授業外学修時間と学習アプローチの因果関係」において興味深い
結果も出ており、今後も継続して分析・調査を⾏うことが期待される。
■課題（今後対応状況の確認を必要とする点）
・4 つのプロジェクトのうち、Ａ、Ｂ、Ｄの実施教員数がかなり少ない。
４．事業経費その他特筆すべき事項
■順調に進捗している点
・学⽣の主体的な学修活動を促す試みとして、学内公募資⾦として研究推進・地域連携センターにお
いて学内公募制の研究⽀援費が⽤意されており、地域連携活動などを推進する取組を⽀援している点
は順調に進捗していると⾔える。
■課題（今後対応状況の確認を必要とする点）
・補助期間終了後も滞りなくアクティブ・ラーニング活動を進展できるような体制を完備することが
求められる。特に、予習⽤動画は補助期間終了後も必要であり、教員⾃らが作成できるようになって
おくことが望ましい。学内外の資源等を有効に活⽤し、アクティブ・ラーニング活動を進めていける
か、⼤学の⼒量が試されるところでもある。
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7 【広報】平成 30 年度 ⽴正⼤学 AP プログラムに関する広報活動

7-1
Active
Learning
Online（ALO）
7-1 Active
Learning
Online (ALO)
Active Learning Online（以下，ALO）は、⽂部科学省の⼤学教育再⽣加速プログラムテーマ I「アクティ
ブ・ラーニング」に採択された全国の 9 つの⼤学が、連携して情報や成果の発信を⾏うポータルサイト
(https://al-online.jp/)である。2017 年 4 ⽉の新規開設以降、徳島⼤学が取りまとめを⾏っている。サイ
ト内容の閲覧には制限がないが、⼤学等ドメイン（ac.jp）のメール・アドレスを持つユーザは会員登録を
⾏うことで各コンテンツにコメントすることができ、各校の取組みについての意⾒交換の場として利⽤
することができる仕組みになっている。⼤学教育再⽣加速プログラムの終了に伴うホストサーバの契約
停⽌後における ALO のコンテンツへのアクセシビリティを担保するため、ALO の内容を Facebook へ
移植し、閲覧できるように運⽤を開始した。これまで、採択校の取組のお知らせや報告、授業動画の紹介
が⾏われており、本学の取り組みも以下の 2 件のコンテンツとして登録されている。
ALO コンテンツ：
タイトル：多⼈数講義科⽬とフィールドワーク科⽬におけるアクティブ・ラーニングの実践
URL：https://al-online.jp/topics/rissho/
本学のアクティブ・ラーニング講義についての紹介動画へのリンク：
タイトル：⽴正⼤学・⼩松陽介先⽣インタビュー（地球環境科学部）
URL：https://find-activelearning.com/set/2895/con/2892
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7-2 AP APアーカイブ
アーカイブ
7-2
⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）では 5 つのテーマが設定されており全国の⾼等教育機関の取組 77
件が採択されている。これらの全テーマ・全選定校の取組の成果の積極的な発信・普及を促進するため
に、
「AP についての全ての情報を網羅したアーカイブ」として「⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）ア
ーカイブ」のウェブサイト(https://www.ap-archive.jp/)が設置されている。
このウェブサイトでは
・⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）アーカイブとは？
・AP の基本的情報
・各テーマ概要
・選定校の⼀覧
といった基本的な情報が整理されているほか
・AP カレンダー(google カレンダーおよび goole マップを利⽤して作成されたもの)
・講演申し込みフォーム
のような「⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）」で得られた知⾒を広く社会に還元することを⽬的とした
情報共有を円滑にするシステムが⽤意されている。
本学においても各種のイベントを AP カレンダーに登録している。また本報告書の年度からは外れるも
のの令和元年にはいってから講演申し込みフォーム経由での講演依頼も届くようになった。よって今後
もプロジェクト期間中における積極的な利⽤を予定している。
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7-3 AP APパンフレット
パンフレット
7-3
⽇本学術振興会は、同会サイトで⽂部科学省「⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）」パンフレットの
PDF 版(https://www.jsps.go.jp/j-ap/data/h30AP-program.pdf)を公開している。現在実施中のテーマ I か
らテーマ V までの 78 の⼤学・短期⼤学・⾼等専⾨学校による 77 の取組についてプログラム概要や中間
評価結果、個々の取組等が紹介されているものである。このパンフレットのなかで本学の取り組みにつ
いて紹介したセクションを次ページに⽰す。
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7-4 ⼤学教育再⽣加速プログラムテーマ
I 成果報告書
7-4
大学教育再生加速プログラムテーマI成果報告書
テーマⅠ（アクティブ・ラーニング）選定校 9 校は 2018 年 11 ⽉に『⽂部科学省 ⼤学教育再⽣加速プ
ログラム（AP）事業

テーマⅠ（アクティブ・ラーニング）成果報告書』を発⾏した。各選定校におけ

るこれまでの取組の概要、成果、今後の展望をまとめた冊⼦である。電⼦版は「Active learning Online」
において次の URL で公開されている。https://al-online.jp/fs/3/7/1/_/APtheme1_report.pdf
このうち⽴正⼤学の報告書を以下より記載する。
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7-5 NEWS
LETTER
7-5
NEWS
LETTER
平成 30 年度も AP プログラムの成果の発信を⽬的に「⽴正⼤学 AP NEWS LETTER
機関に発信した。その内容を次のページより⽰す。
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vol.05」を関連
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立正大学 AP News Letter Vol. 05
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立正大学 AP News Letter Vol. 05
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立正大学 AP News Letter Vol. 05
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立正大学 AP News Letter Vol. 05
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立正大学 AP News Letter Vol. 05
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立正大学 AP News Letter Vol. 05

7-6 ⽴正⼤学学園新聞
7-6
立正大学学園新聞
本学内で発⾏されている⽴正⼤学学園新聞内において掲載されたアクティブ・ラーニングに関連する
記事を次より転載する。
誌名：⽴正⼤学学園新聞
号数：vol.142
発⾏⽇：平成 30 年 7 ⽉ 1 ⽇
記事 1：
タイトル：⽂部科学省

⼤学教育再⽣加速プログラム（AP）採択事業

学⽣研究プロジェクト
誌名：⽴正⼤学学園新聞
号数：vol.143
発⾏⽇：平成 30 年 10 ⽉ 1 ⽇
記事 2：
タイトル：学⽣作成の世界地図をネパールの学校に贈呈
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立正大学学園新聞 vol.142
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立正大学学園新聞 vol.143

7-7 ⽴正⼤学
AP 事業についての報道機関による紹介
7-7
AP事業についての報道機関による紹介
立正大学
AP 事業に関して複数の記事が各種の報道機関において掲載された。掲載記事は以下のとおりである。
北海道森町および北海道森⾼等学校における特別実習「地元の記憶を記録する」関連記事：
・2018 年 11 ⽉ 15 ⽇ 北海道新聞 16 ⾯：
古い町並み写真 ネットに

森のＩＴ団体「ハウモリ」現在の⾵景と合体

・2018 年 11 ⽉ 18 ⽇ 函館新聞 2 ⾯:
古写真をデジタル化

森町で取り組み進む、⾼校⽣も体験

⼩⾙川-⻤怒川⾃転⾞ツアー関連記事：
(常総市災害マップ作製プロジェクト関連⾏事として本学学⽣および教員が参加)
・2018 年 11 ⽉ 18 ⽇ 読売新聞 茨城版：
⾃転⾞で巡る

⽔害の痕跡…常総

・2018 年 11 ⽉ 20 ⽇ 朝⽇新聞 茨城版：
常総の⽔と暮らし

銀輪でめぐる

北海道森町における特別実習「地元の記憶を記録する」関連記事：
・2019 年 2 ⽉ 15 ⽇ 函館新聞：
古写真の位置特定へ奔⾛ ⽴正⼤学⽣、森町で作業
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88 【学術成果】AP
【学術成果】APに関連する学会発表および論文
に関連する学会発表および論⽂
本学で実施中のアクティブラーニングプロジェクトに関わる学会発表および論⽂のうち平成 30 年度に発
表/出版されたものを次に転載する。
論⽂ 1：
誌名：地球環境研究
出版：⽴正⼤学地球環境科学部
号数：vol.21
タイトル：アクティブ・ラーニング科⽬における聴覚障碍者に対する情報保障の実践例
著者：⻘⽊和昭，関根⼀希，下岡順直，鈴⽊パーカー明⽇⾹，岸和央（⽴正⼤学地球環境科学部環境シ
ステム学科）
論⽂ 2：
誌名：地球環境研究
出版：⽴正⼤学地球環境科学部
号数：vol.21
タイトル：偏光顕微鏡を⽤いた主要造岩鉱物の同定観察を⾏うための予習動画作成の試み
著者：下岡順直（⽴正⼤学地球環境科学部環境システム学科）
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アクティブ・ラーニング科目における聴覚障碍者に対する
情報保障の実践例
青

木

和 昭＊
関 根 一 希＊
鈴木パーカー明日香＊
岸

下 岡 順
和 央＊

直＊

キーワード：情報保障、アクティブ・ラーニング、音声入力アプリケーション

１

正大学地球環境科学部では、平成26年10月に文部科学

はじめに

省大学教育再生加速プログラム（AP）補助金（テーマ

立正大学地球環境科学部環境システム学科では、聴覚

Ⅰ：アクティブ・ラーニング）に選定されALに積極的

障碍学生に対する情報保障として手話通訳、手書きによ

に取り組んでおり（立正大学教育再生加速プログラム,

る筆談、パソコンノートテイクによる支援を実施してき

2014）
、聴覚障碍学生に対する支援方法の確立が重要な

た。近年では、スマートフォンやタブレット端末の普及

課題となっている。

に加え、音声認識技術の向上と音声認識アプリケーショ

また、地球環境科学部環境システム学科ではフィール

ンの発展、無線LANネットワークの設置など、ICT利用

ドワークを重視しており、実習や集中講義などで野外活

環境が向上している。そこで、本学科ではこれまでの支

動を行う場面が多々ある。屋内での授業に関しては、こ

援手法に加えて、様々なアプリケーションやICTの活用

れまでにも音声認識や字幕を用いた支援が検討されて

を検討し、実践している。

いる（皆川, 2016, 加藤ほか, 2015）ものの、フィールド

これらの支援方法は、聴覚障碍学生の障碍の程度と授

ワークは教室での講義とは異なり、手話通訳やノートテ

業の形式によって適切に使い分ける必要がある。二神ほ

イク、パソコンノートテイクによる情報保障支援が困難

か（2018）は、大学・大学院における高等教育において

な場面が多い。ここ数年は、スマートフォンやタブレッ

情報保障支援を行う場合、留意すべき点として以下の３

トなどのICTを活用した支援に取り組んでいる。
本稿では、ALを主とした授業と実習における、聴覚

点を挙げている。

障碍者に対する情報保障支援の実践例を報告する。教室
１．聴覚障碍学生が専攻する専門領域に知識を持つ人

での授業・実習では手話通訳やノートテイク、パソコン

間が、必ずしも支援に入れるとは限らないこと。

ノートテイクを主に用いているが、フィールドワークで
はフィールドノートを用いた筆談が主となっているた

２．聴覚障碍学生は一方的な情報の受け手の立場ばか

め、情報伝達の遅れや支援者の負担が課題となっていた。

りではなく、学生自身が発言・発表する場面が

そこで、音声認識アプリケーションであるUDトークや、

多々あること。

Google Documentやスマートフォンの音声入力、スマー
トフォンアプリのLINEを用いた支援について検討し、

３．高等教育機関における情報保障支援は、受け手、

授業への導入を試みた。結果として、フィールドワー

担い手ともにあらゆる障碍者、高齢者、外国人な

クでの音声入力を用いた支援には課題も多く、LINEと

ど様々な人が関わるユニバーサルデザイン的なあ

筆談による支援が主となる場面が多かった。また、AL

り方が求められていること。

によって授業でどのような知識・技能が身に付いたか、
AL型授業に対するアンケート結果についても報告する。

特に２．に関しては、近年、学生が主体となって能動
的に学ぶアクティブ・ラーニング（AL）
（文部科学省,
2014）が多くの授業や実習で導入されており、聴覚障碍
者の発言や行動をいかに支援するかが重要である。立
＊

２

目的

本稿では、筆談やノートテイクなど従来からの情報保

立正大学地球環境科学部
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アクティブ・ラーニング科目における聴覚障碍者に対する情報保障の実践例（青木・関根・下岡・鈴木・岸）

３．
３

障支援に加えて、スマートフォンアプリや音声入力等を

パソコンノートテイク

パソコンノートテイクは、紙に書き取る代わりにノー

活用することでより効果的な支援を行うことを目的とし、

トパソコンを利用して授業内容を記録していく方式であ

以下の２つの観点から検討・実践した。

る。パソコンノートテイクの習熟度合いによって差異は
ＲＱ１

屋内でのAL科目と、フィールドワークを伴う

あるが、手書きノートテイクと比較して入力速度が早く

AL科目では、聴覚障碍者に対する情報保障支

なり、１分間に100～200字の入力が可能である。パソコ

援の手段にどのような違いがあるか？

ンノートテイクの場合でも、体力的・精神的な疲労を考
慮して２人体制で実施することが望ましい。

ＲＱ２

授業で２人体制でパソコンノートテイクを行う場合に

AL科目において、聴覚障碍者への情報保障支

は、ノートパソコン２台をクロスケーブルで接続して利

援は適切に機能しているか？

用する。２台はノートテイカーの入力用パソコンであり、

３

聴覚障碍学生はどちらか見やすい方のパソコンを、必要

情報保障の手段

に応じて閲覧する。ノートテイクにはIPTalkというア

情報保障とは、人間の「知る権利」を保障するもので

プリケーションを利用する。IPTalkを利用するとお互

あり、障碍を持つ者に対しては代替手段を用いて情報を

いの入力状況がリアルタイムで閲覧できるため、もう一

提供する必要がある。聴覚障碍学生への情報保障は、障

方が入力しきれていない内容を入力することで相互に補

碍の程度や学力、コミュニケーション方法、授業形態に

完が可能となる。

よって必要な方法が異なる。手話通訳やノートテイクと
３．
４

いった支援をつけるだけで情報保障が適切に行われるわ

音声認識アプリケーション

パソコンやスマートフォン、タブレットの音声入力機

けではなく、個々の学生のニーズに応じた適切な支援方

能を利用して、文字情報を聴覚障碍学生に提供する方法

法を検討する必要がある。

である。国際会議などでは、発表者の音声を入力・翻訳
３．
１

手話通訳

して画面に字幕として表示するシステムが利用されてい

聴覚障碍学生同士は手話を利用して会話しているため、

る。授業や実習で利用する際には、スマートフォンアプ
リやWebアプリケーションを利用する。

手話通訳は情報保障の手段としては最も確実なものであ
る。しかし、手話を身に付けている教員や学生は少なく、
実際に授業や実習で手話通訳を手配することは少ない。

３．
４．
１

UDトーク（UDトーク, 2015）

ガイダンスや説明会などの重要な行事の際には、手話通

音声認識入力を行うスマートフォンアプリであり、端

訳を手配することはある。また、手話サークルに所属し

末にインストールして実行する。発表者はスマートフォ

ている学生が聴覚障碍学生と同じ授業を受講している場

ンのマイク、もしくはパソコンの入力用マイクに音声を

合には、サポートを依頼することもある。

入力し、聴覚障碍学生は端末に表示された文字情報を閲
覧する。音声入力前には発言開始のボタンを押し、音声

３．
２

ノートテイク（筆談）

認識を開始する。

ノ ー ト テ イクは、教員の話を聞き取り記録する人
３．
４．
２

（ノートテイカー）を聴覚障碍学生の隣に配置し、授業

Google Document

Google Documentを利用すると、音声入力を利用した

内容を文字で伝える方法である。記録はノートやルーズ
リーフなどに書き取っていく。１コマ90分の講義では、

文字起こしが可能となる。Google Documentはアカウン

ノートテイカー１人では体力的・精神的な負担が大きい

ト作成さえ行えば無料で利用可能である。パソコンで

ため、可能な限りノートテイカーは２人配置し、一定時

Google Documentを開き、マイクで音声を入力すること

間ごとに休憩を取るようにしている。ノートテイクとし

で、
ドキュメント上にテキストが入力されていく（図１）
。

ては、教員の話している内容をそのまま記録する場合と、

Google Documentは複数アカウントで同一のドキュメン

講義の内容を要約して記録する場合があるが、基本的に

トが編集可能であり、例えばあるPCのマイクで音声入

は前者の方式を採用している。

力を行い、別のPCで修正作業を行い、聴覚障碍学生は
自分のPCに表示される文字を見る、といった使い方も
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可能である。
UDトークと同様に、Google Documentでも音声入力
時には入力開始ボタンを押下する必要がある。音声入力
機能を常時ONにしておくことはできないため、開始ボ

４

授業でのAL実践例

授業・実習では、ALとして以下の４つの内容に取り
組んでいる。

タンの押し忘れがしばしば起こるという問題点がある。
Ａ）タブレットを用いた双方向授業
Ｂ）予習用動画の作成と公開
Ｃ）学生主体のフィールドワーク・実習
Ｄ）リアル教材の収集と活用
本稿では主に「Ｃ）学生主体のフィールドワーク・実
習」を対象とした授業について述べる。以下は、授業中
の様々な場面において、３章で述べた情報保障支援手法
を活用し、ALを実践した結果について報告する。ノー
図１

トテイカーは基本的にはパソコンノートテイクの準備を

Google Documentでの音声入力

行い、それ以外の支援方法については授業ごとに聴覚障
碍学生、ノートテイカー、教員が相談して支援方法を決

３．
４．
３

めている。

スマートフォン音声入力＋Google Document

屋外ではパソコンの利用が困難であるため、iPhoneや
Android端末の音声入力機能と、Google Documentの共
同編集機能を組み合わせて利用することで、フィールド
ワークや野外実習でも音声入力による支援が可能となる。

４．
１

環境生物学実習

生物学に関する実習科目であり、個人での実験の他に、
３－４名でのグループ実習がある。授業は屋内実験室で
の講義・実習の他に、野外実習や動物園でのフィールド

３．
５

LINE（LINE, 2011）

ワークがある。受講した聴覚障碍学生は１名であり、通

LINEはLINE株 式 会 社 が 提 供 す るSNS（Social Net-

常は手話を利用している。この授業では進行補助として

working Service）で、スマートフォンやフィーチャー

SA（Student Assistant）１名と、ノートテイカーとし

フォン、タブレット、パソコンで利用可能なアプリケー

てSA２名が配置されている。いずれの学生も手話の知

ションである。利用者の端末にアプリケーションをイ

識は無い。授業時には２台のPCによるパソコンノート

ンストールすることで、複数人でのグループ通話や会

テイクが基本となり、図を書いて説明する必要がある場

話、チャットが可能となる。前述のUDトークは、普段

合には１名がパソコンノートテイク、１名がレジュメや

から端末にインストールして利用している学生は稀であ

紙に図を描く、と作業を分担した。

るが、LINEは多くの学生が日常生活で利用するアプリ

教員は授業開始時にレジュメを配布し、レジュメに基

ケーションであるため、情報支援の手段として導入が容

づいて実習内容を説明していく。聴覚障碍学生はレジュ

易であると考えられる。

メ、PC、手書きの筆談と板書を交互に見ながら授業を
受けることとなる。この授業で実験室、および野外実習

３．
６

ブギーボード

で用いた情報保障支援は以下のとおりである。

ブギーボードは電子メモパッドであり、軽量であるた
め持ち運びが容易である。また、ワンタッチで画面を消

実験室

パソコンノートテイク、筆談

野外実習

筆談、LINE

去可能であり、手書きノートやフィールドノートの代わ
りに利用可能である。
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ノートテイクを担当したSAにインタビューした結果、

トテイカー担当としてSA２名を配置したが、実習中
は各SAが臨機応変にノートテイクに入り対応していた。

以下のようなコメントが得られた。

２名の聴覚障碍学生は同グループに配置し、２名のSA
◦

が中心となって支援を行った。

実験では水や薬品を使用するため、パソコンやス

屋内での講義は、講演と１グループ５－６名のグルー

マートフォンが利用しづらい。

プワークを行った。講演はPowerPointを用いた形式であ
◦

パソコンノートテイク用PCとケーブル類が机上

り、２台のPCを用いたパソコンノートテイクを実施し

でスペースを取るため、実験器具や試料を机に広

た。グループワーク時には教員がPowerPointで説明を

げるような実験中はノートテイクが行いにくい。

行った後にグループディスカッションを行い、最後に成
果発表を行った。いずれもレジュメ等の配布はなかった。

◦

実験データの分析はパソコン教室を利用するが、
ノートテイク用PCをセッティングするスペース

講演

パソコンノートテイク

グループワーク

パソコンノートテイク、筆談

野外実習

筆談、LINE

がそもそも無い。パソコン教室のPCにはノート
テイク用アプリがインストールされていないため、
ノートテイクには利用できない。
◦

野外実習時、移動しながら教員が説明する場合に
はノートテイクが困難であり、筆談とLINEを併
用して説明していた。

図３

野外実習でのノートテイク

ノートテイクおよび補助を担当したSAにインタビュー
した結果、以下のようなコメントが得られた。
図２

実験室でのパソコンノートテイク

◦

複数人でのパソコンノートテイク時に入力内容の
重複が多く、分担が難しかった。

また、聴覚障碍学生からは「黒板、パソコン、レジュ
◦

メ、手書きの図と、見るべき箇所が多く分散しているた

雨天での野外実習時、傘を差しながらスマート

め、必要な情報を取捨選択するのが大変であった。しか

フォンやフィールドノートでノートテイクを行う

し、数回授業を受けるうちにSAも自分も慣れてきた。
」

のがとても大変だった。足元が滑りやすい場所や、

というコメントが得られた。

歩きながらの説明は特に気を配る必要があった。

４．
２

学修の基礎Ⅱ

◦

ノートテイカー同士が初対面だったり慣れてない
場合、連携をうまく取れるまで時間がかかった。

野外実習を主とした科目であり、１泊２日での合宿形
式の授業である。ただし、屋内での講演やグループワー
◦

クも含んでいる。受講者は１年生で、聴覚障碍者２名を

LINEは既にインストールして使用している学生
も多く、導入が容易だったため利用した。

含む91名であった。進行補助としてのSA６名と、ノー
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◦

LINEのグループチャット利用すると、野外で複

て、SAや聴覚障碍学生の距離が離れていても連

数人による支援が可能であり、画像や動画の共有

絡が取れるため、使いやすかった。

が簡単だった。特に、スマートフォンで撮影した
４．
４

写真をすぐに共有できる点が使いやすかった。

環境保全活動実験

海外で植林や環境調査などの環境保全活動を行う授業
４．
３

フィールドワーク

であり、10泊11日の行程でベトナムに滞在する授業であ

学修の基礎Ⅱと同様に野外実習を主とした２年生対象

る。SAやノートテイカーは配置していないため、教員

の科目であり、３泊４日の授業である。屋内での講義や

や学生同士での支援が主な情報保障手段であった。ベト

グループワーク、野外での単独実習とグループ調査を

ナムでは現地学生との共同作業やグループワークも多く、

行った。受講生は16名であり、そのうち聴覚障碍学生は

聴覚障碍学生とのコミュニケーションが課題であった。

１名であった。SAは２名であり、交代で授業補助とノー

ベトナムの学生が数名日本語を理解できているため、筆

トテイクを担当した。

談による通訳が主なコミュニケーション手段となってい
た。

屋内講義は大教室でPowerPointを用いた講義であっ
たため、パソコンノートテイクによる支援を行った。グ

４．
５

ループワーク時にはSAのみならず、同グループの学生

AL型授業評価

ここでは、授業でALを実施した結果、学生がどのよ

や周囲の学生が筆談による支援を行う様子が見られ、受

うな知識・技能を得たか、AL型授業に対する評価はど

講生全体で支援しようという雰囲気が感じられた。
野外でのグループワークは、受講生が５グループに分

うであったか、という点について述べる。評価は学生に

かれて調査を行う形式であり、広範囲にグループが分散

対するアンケートで実施した。アンケートは、初回授業

するためSA１名を専属でノートテイカーとしてグルー

時（プレ）と最終授業時（ポスト）の２回行い、結果を

プに配置した。筆談に用いるフィールドノートはサイズ

比較した。なお、アンケート調査にはJSPS科研費（学

が小さく図形等が書きにくいため、ブギーボードを導入

習成果に結実するアクティブラーニング型授業のプロセ

しSAに携行してもらった。

スと構造の実証的検討と理論化, JP16H03075）にて作成
されたアンケート用紙を使用した。

講演

アンケートでは、１）授業で身に付いた知識・技能、

パソコンノートテイク

２）AL型授業に対する評価（ポストのみ）、について５
グループワーク

パソコンノートテイク、筆談、ブギー

段階で評価させ、当該授業に関連が無いと回答者が判断

ボード

した項目については「評価なし」と回答させた。１）に
ついての質問内容は表１に示す20項目である。２）につ

野外実習

いては、ⅰ）AL型授業と非AL型授業を比較した場合の

筆談、ブギーボード、LINE

内容の理解度、ⅱ）授業への参加度、ⅲ）学習へのやる
気、について質問した。

ブギーボードは書いたものをボタンを押すだけで消去
可能であるため、図形等を含めて筆談がしやすかったと

回答数は環境生物学実習（プレ31名、ポスト31名、聴

いう声が得られた。しかし、フィールドノートと異なる

覚障碍学生１名含む）
、学修の基礎Ⅱ（プレ11名、ポス

点として、書いたものが記録として残らないという欠点

ト15名、聴覚障碍学生２名含む）、フィールドワーク

も指摘された。この点に関しては、SDカード等に記録可

（プレ15名、ポスト16名、聴覚障碍学生１名含む）
、環境

能な機種を導入することで対処可能であると考えられる。

保全活動実験（プレ10名、ポスト９名、聴覚障碍学生１

その他の意見として、以下のような点が挙げられた。

名含む）であった。アンケート結果を図４に示す。
いずれの科目も、一部の項目を除いてポストの結果が

◦

屋外でのグループワーク時、各グループが別々に

プレと同程度か上回っており、AL型授業において知識・

行動しているため授業補助とノートテイクの役割

技能が身に付いていると感じている学生が多いことが示

を同時にこなすのが困難であった。

された。屋内での実験実習が主である環境生物学実験で
は、全般的に向上が見られた。学修の基礎Ⅱでは、特

◦

LINEのグループチャットを利用することによっ

にQ14-Q17での向上が顕著であり、野外活動、およびグ
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表１

AL型授業で身に付いた知識・技能に関する質問

番号

図４

質問内容

Ｑ１

一般的な教養

Ｑ２

分析力や問題解決能力

Ｑ３

専門分野や学科の知識

Ｑ４

批判的に考える能力

Ｑ５

異文化の人に関する知識

Ｑ６

リーダーシップの能力

Ｑ７

人間関係構築能力

Ｑ８

協働能力

Ｑ９

異文化の人との協働能力

Ｑ10

地域社会問題の理解能力

Ｑ11

国民が直面する問題の理解能力

Ｑ12

文章表現力

Ｑ13

外国語の運用能力

Ｑ14

コミュニケーション能力

Ｑ15

プレゼンテーション能力

Ｑ16

数理的な能力

Ｑ17

コンピュータの操作能力

Ｑ18

時間の効率的利用能力

Ｑ19

グローバルな問題の理解力

Ｑ20

就職準備に関する能力

ループワークとその成果発表などによってコミュニケー
ション能力やプレゼンテーション能力の向上が見られた。
フィールドワークでは全般的に伸びが鈍かったが、これ
はプレでの回答値がそもそも4.0前後と比較的高かった
ことが原因と考えられる。環境保全活動実験ではほぼ全
ての項目で伸びが見られ、海外での長期にわたる実習に
よって知識・能力の成長を実感した学生が多かったと考
えられる。
身についた知識・技能について、健常学生と聴覚障碍
学生を比較した結果を図５に示す。ポストでの結果を比
較すると、どの科目でも健常学生と聴覚障碍学生は同程
度の値を示しており、知識・技能の習得に関しては情報
保障支援が機能していたことが示唆された。なお、学修
の基礎Ⅱとフィールドワークのプレにおける聴覚障碍学
生の値が非常に低い点については、回答者がほぼ全ての
項目について「０（当該授業には関係がない）
」と回答
したためであり、ポストではほぼすべての項目が「０」
以外の回答であった。
AL型授業の評価について、健常学生と聴覚障碍学生
を比較した結果を図６に示す。環境生物学実習では両者
で同程度の評価であったものの、学修の基礎Ⅱ、フィー
ルドワーク、環境保全活動実験では聴覚障碍学生の値が
健常学生の値よりも1.0程度低い結果となった。

AL型授業で身に付いた知識・技能に関するアンケート結果（破線がプレ、実線がポストの結果を示している）
回答数は、環境生物学実習（プレ31名、ポスト31名、聴覚障碍学生1名含む）
、学修の基礎Ⅱ（プレ11名、
ポスト15名、聴覚障碍学生２名含む）、フィールドワーク（プレ15名、ポスト16名、聴覚障碍学生１名含む）
、
環境保全活動実験（プレ10名、ポスト９名、聴覚障碍学生１名含む）
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図５ AL型授業で身に付いた知識・技能に関するアンケート結果
（健常学生と聴覚障碍学生の比較、各科目の回答数は図４と同様である。
）

図６ AL授業評価に関するアンケート結果
（健常学生と聴覚障碍学生の比較、各科目の回答数は図４と同様である。
）

５

要であり、いずれも初期の導入が障害となった。さらに、

考察

ノートテイカーは授業ごとに担当者や組み合わせが異な

AL型授業での情報支援方法として、２章で示したよ

るため、毎回セットアップが必要となり、定着しなかっ

うに様々な手段を検討したものの、結果としてはこれま

たと考えられる。また、スマートフォンは学生の私物で

で通りパソコンノートテイクが主な支援方法であり、屋

あるため、アプリケーションのインストールに抵抗を感

外ではLINEが利用されていた。特に、音声入力による

じる学生も見られた。こうしたアプリケーションを利用

支援については、教員側で準備を行いノートテイカーと

するためには、支援用のスマートフォンを大学側でセッ

も相談して導入を試みたものの、利用されることはな

トアップし、貸与することで解決可能であると考えられ

かった。

る。

UDト ー ク やGoogle Documentが 継 続 し て 利 用 さ れ

さらに、音声入力の精度にも課題があり、音声入力に

なかった原因としては、導入手順の煩雑さが挙げられ

よって書き起こされた文章をそのままノートテイクに利

る。いずれもスマートフォンから利用可能ではあるも

用することは困難であった。文字や単語の認識・変換に

のの、UDトークは聴覚障碍学生とノートテイカー双

ついては許容範囲であったものの、発声者が意識しない

方のスマートフォンにインストールと設定が必要であ

と句読点や改行が入力されないため、文章が読みづらい

る。Google Documentも利用にはアカウント作成が必

という課題があった。この点を解決するためには、文章
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◦

を修正する担当者が必要であると考えられる。

野外実習でPowerPoint資料を印刷・ラミネート

一方、LINEは多くの学生がインストールして利用し

加工しておき、紙芝居のように見せながら説明す

ているアプリケーションであり、情報保障支援に利用す

ることで、ノートテイクは口頭で喋った事項を補

るためにはグループを作成するだけでよく、導入が非常

足するのみで良くなるため、ノートテイカーの負

に容易である。また、音声入力アプリを利用する場合、

担軽減につながった。

音声認識された文章を修正する必要があることが多く、
◦

野外では修正まで行うことは困難である。LINEであれ

特定の学生にノートテイカーの負担が集中するこ

ば、キーボードやフリックなど打ち慣れた方法で入力が

とが多く、大学・学部としてノートテイカーの確

可能であるため、ほぼ修正の必要は無い。

保・教育と適切な配置を考慮するべきである。

AL型授業での情報保障支援効果について、知識・技
能の修得という観点では、アンケート結果から健常学
生、聴覚障碍学生の間に大きな差は見られなかったため、

６

支援が適切に行われていたことが示唆された。しかし、

おわりに

本稿では、アクティブ・ラーニング科目における情報

AL型授業への評価については、屋内での実験実習科目

保障支援の方法について、これまでのノートテイクなど

では健常学生の平均が3.52、聴覚障碍学生の平均が3.33

の方法に加えて、スマートフォンアプリや音声入力を活

と同程度であったことに対して、学修の基礎Ⅱでは健常

用した支援方法について検討し、授業での実践例とアン

学生の平均が3.67、聴覚障碍学生の平均が2.67、フィー

ケートによる評価を行った。結果として、以下のような

ルドワークでは健常学生の平均が4.22、聴覚障碍学生の

結論が得られた。

平均が3.00、環境保全活動実習では健常学生の平均が
4.58、聴覚障碍学生の平均が3.00と差が見られた。この

ＲＱ１

屋内でのAL科目と、フィールドワークを伴う

ことから、野外授業やフィールドワークでの支援には課

AL科目では、聴覚障碍者に対する情報保障支

題も多く残されており、音声入力アプリの利用も含めた

援の手段にどのような違いがあるか？

支援方法の改善が必要であることが示唆された。
以下は、実際に授業を担当した教員からのコメントで

A１

屋内でのAL科目ではパソコンノートテイクや

あり、今後はこうした経験を基に改善を進める必要があ

筆談が用いられ、フィールドワークを伴う科目

る。

では筆談、LINE、ブギーボードが用いられて
いた。

◦

野外実習では地形の様子など言葉では説明が難し
いことがあり、身振り手振りを交えて説明するこ

ＲＱ２

とがある。身振り手振りは聴覚障碍者には伝わら

AL科目において、聴覚障碍者への情報保障支
援は適切に機能しているか？

ず、ノートテイカーもどう伝えていいかわからな
いため、混乱を招いてしまった。

Ａ２

屋内科目では授業に対する理解度、授業評価は
ほぼ同程度であり、情報保障支援が適切に行わ

◦

ノートテイカーを介した情報伝達にはタイムラグ

れていることが示された。しかし、野外科目で

があり、これを意識することでスムーズな授業進

は聴覚障碍者の授業評価が低くなる傾向が見ら

行が可能となった。

れ、野外での情報保障支援に課題があることが
示唆された。

◦

聴覚障碍学生を意識しすぎるあまり、他の学生に
対する気配りが疎かになることがあり、バランス
の取り方に苦労した。

今後は、音声入力を活用するなど、野外科目における
情報保障支援の改善を進めるとともに、聴覚障碍者だけ
でなく、視覚障碍、歩行障碍など様々な障碍をもつ学生

◦

事前にレジュメを用意して配布することで、聴覚

の入学も予想されるため、学生にあわせた適切な支援方

障碍学生も授業の流れが把握できるため、授業が

法を検討する必要がある。

進めやすくなった。
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Practice of Information Assurance for Hearing Impaired
in Active Learning Subjects
AOKI Kazuaki＊ , SEKINE Kazuki＊ , SHITAOKA Yorinao＊
SUZUKI-PARKER Asuka＊ , KISHI Kazuhiro＊
＊

Faculty of Geo-environmental Science, Rissho University

Abstract:
Faculty of Geo-environmental Science, Rissho University offers various Active Learning（AL）subjects including
indoor and outdoor experiment, fieldwork subjects. Information assurance for hearing-impaired students in AL
subjects are supported using ICT tools such as PC note-taking, speech input applications, LINE. For indoor lectures
and practical subjects, PC note-taking and writing note-taking are used, and for outdoor practice subjects, writing
note-taking and LINE are used. In this paper, we report the example of practice of information assurance. Also,
from the results of the questionnaire, current status and problems of information assurance support in AL subjects
are discussed.
Key words: Information assurance, Active learning, Speech input application
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偏光顕微鏡を用いた主要造岩鉱物の同定観察を行うための予習用動画作成の試み
下

岡

順

直＊

キーワード：造岩鉱物、同定、偏光顕微鏡、予習用動画

１.

ム学科が編集した『環境のサイエンスを学ぼう―正しい

はじめに

実験・実習を行うために―』においても、
「偏光顕微鏡

高校や大学における地学（地球科学）分野の実習では、

の使用方法」
（川野2016ａ）に始まり、
「主要造岩鉱物の

岩石の分類手段の基礎となる方法として、偏光顕微鏡を

鑑定方法」
（川野2016ｂ）において詳しく説明が記述さ

用いた岩石薄片の主要造岩鉱物の同定観察は必須であろ

れており、口絵にはオープンニコルとクロスニコルにお

う。高等学校の「地学」では「（２）地球の活動と歴史」

ける顕微鏡下での各造岩鉱物のカラー写真が添付されて

において、「ウ 地球の活動と歴史に関する探究活動」の

いる。このため、学生は実習前、実習中、実習後と「環

中で、「「ア 地球の活動」については、岩石や鉱物の偏

境のサイエンスを学ぼう―正しい実験・実習を行うため

光顕微鏡観察及び実験・・・（略）・・・などから探求さ

に―」を片手に、口絵の写真と説明文を見比べながら一

せることが考えられる。」（文部科学省2009）とある。し

人で訓練実習を行うことも可能である。ただし、造岩鉱

かし、高等学校で地学を受講している大学生は少数派で

物の同定を行う際、直消光や斜消光などの消光角を確認

あり、大学に入ってから偏光顕微鏡を用いた岩石薄片の

するため、岩石薄片を載せた顕微鏡の回転ステージを回

主要造岩鉱物の同定観察の実習を受ける学生が大半であ

しながら観察しなければいけない。このような動きの中

ろう。それにもかかわらず、偏光顕微鏡の取り扱いは煩

で造岩鉱物の観察をする必要があり、静止画や説明の文

雑な上、偏光顕微鏡下で見える造岩鉱物の特徴について

章だけでは同定方法について伝わりにくいところがある。

説明文を見るもしくは説明を聴いて覚えるだけでは同定

そこで、顕微鏡下で見える光の動きも加味した、造岩鉱

は極めて困難であり、顕微鏡観察を繰り返しながら同定

物の同定方法を解説する動画を作成し、これまでの解説

する能力を習得することが必要である。この際、同定の

書とともに動画を見ながら同定の訓練実習を行うことを

上級者と一緒に繰り返し実習を行うことができれば、そ

目的とした。

の都度顕微鏡下で見える鉱物について検鏡が可能であり、

なお、立正大学では、2014年度に採択された文部科学

かつ詳しく説明を受けることもできる。しかし、繰り返

省の「大学教育再生加速プログラム」の取り組みの中に

し観察訓練をするのであれば、学生一人でも訓練実習を

おいて、予習用動画を活用した反転授業の実施が試みら

行える環境を整えることが望ましい。これまでにも、偏

れている（小松・松尾2018）
。反転授業は、
「従来の授業

光顕微鏡を用いた岩石薄片の主要造岩鉱物の同定観察に

では学習者の主体性に大きく任されていた授業外学習の

関する著書はいくつもあり（例えば、黒田・諏訪2010）
、

部分にも、対面授業同様、教員の意図を大きく反映させ

その中には顕微鏡下での鉱物の見え方についての詳細な

ることが可能」（森2015）とあり、偏光顕微鏡を用いた

説明やカラー写真による視覚的に確認しやすい入門書など

岩石薄片の主要造岩鉱物の同定観察においても、学習者

もある（例えば、チームG 2014やhttp://domi.hiroshima-u.

が予習の段階で造岩鉱物の同定法を、参考書を読んで頭

ac.jp/rf_minerals/index.htmlなど）。岐阜成徳学園大学

の中で想像するだけでなく、動画による解説を用いて主

川上研究室では、偏光顕微鏡で観察した岩石や造岩鉱物

体的かつ可視的に学ぶことができれば、実習時間を最大

の薄片写真をホームページ上で公開している（http://

限活用しての顕微鏡観察を可能にし、同定訓練実習を充

www.ha.shotoku.ac.jp/~kawa/KYO/CHISITSU/dezital_

実できるだろう。

henkoh/index.html）。この教材で特徴的なことは、薄片

以上の観点から、偏光顕微鏡を用いた岩石薄片の主要

写真をカーソルで回転させて観察できることである。こ

造岩鉱物の同定を解説した動画を作成し、環境システム

れに加えて、関連する用語集も備えている。環境システ

学科２年次の実験実習である「地圏環境学実習」で予習

＊

立正大学地球環境科学部
187

200

地球環境研究，vol.21

偏光顕微鏡を用いた主要造岩鉱物の同定観察を行うための予習用動画作成の試み（下岡）

用動画として採用した。本稿では、主要造岩鉱物の同定

が、動画撮影は実習とは別に時間をとって行った。
まず、実習の進め方および実験室の機器について、撮

を解説した予習用動画の作成概要と、それを用いて実施
した実験実習について報告する。

影と映像編集を専門とする業者と数回にわたって打ち合
わせを行った。今回記録する動画は、顕微鏡下での映像

２．予習用動画作成の概要

となるため、顕微鏡に装着したデジタルカメラにRGB
ケーブルを接続することで映像を記録した。予習用動画

予 習 用 動 画 の 作 成 方 法 は、
「 業 者 委 託 」（ 松 尾 ほ か

は、主要造岩鉱物である黒雲母、斜長石、カリ長石、石

2016）の形式で実施した。今回の動画作成では、実習の

英、角閃石、単斜輝石、斜方輝石、カンラン石の８種類

中で教授者が造岩鉱物の同定方法について解説した場

について動画を記録し、単斜輝石と斜方輝石は併せて１

面（図１ａ）をそのまま動画と音声で記録し、それを編

本として合計７本の動画を完成した。動画の編集は、業

集する形を採用した（図１ｂ）
。こうすることで、より

者に委託し、出来上がったデモ動画を校正した上で、納

実習の臨場感が予習の段階で学習者に伝わるのではない

品した。動画校正の際に、鍵になる用語や説明には字幕

かと考えた。そして、はじめから「完璧なものを作ろう

をつけてもらった。また、教授者が言い間違えてしまっ

としない」という先行導入事例（田丸2017）に則り、動

た用語の読み方には、フリガナを振るなどの工夫をした

。完成した動画は、それぞれ１分30秒～５分間程
画撮影のためだけに時間を割くことをしなかった。なお、 （図２）
偏光顕微鏡の使い方については、後日に予習用動画を作

度と短めである。動画の公開は、富士ゼロックス社が

成した。この動画の撮影方法も「業者委託」を採用した

立正大学に提供しているマルチメディア・コンテンツ・

（ｂ）

（ａ）

（ｃ）

図１ 実習風景
（ａ）実験実習中に、教授者が造岩鉱物の同定方法について解説する場面
（ｂ）教授者が造岩鉱物の同定方法について解説する場面を動画と音声で記録（写真右端）している場面
（ｃ）学生個人で、主要造岩鉱物の顕微鏡観察を行っている場面
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（ａ）

（ｂ）

（ｃ）

（ｄ）

図２ 偏光顕微鏡を用いた主要造岩鉱物同定の動画
（ａ）動画の表紙タイトル
（ｂ）鍵になる用語や説明のためにつけた字幕①
（ｃ）教授者が間違えた用語の読み方にフリガナを振った （ｄ）鍵になる用語や説明のためにつけた字幕②

マネージメント・システム「Media DEPO」（松尾ほか
2016）にデータをおき、学生に「Media DEPO」へ接続

表１

偏光顕微鏡を用いた主要造岩鉱物の同定観察を
行うための「地圏環境学実習」２回分の実習案
経過時間

させて視聴させるようにした。
１回目
（180分）

３．実験実習の概要
「地圏環境学実習」では、１回が180分間で15回実施の
実習の内、２回にわたって偏光顕微鏡を用いた岩石薄片
の主要造岩鉱物の同定観察に充てている。造岩鉱物の同

２回目
（180分）

実習内容

30分

偏光顕微鏡の使い方

60分

造岩鉱物の見方の説明

90分
180分

学生個人で顕微鏡観察
造岩鉱物の観察とスケッチ
火成岩の薄片試料の観察とスケッチ

※予習用動画は１回目の前に視聴してもらった

定訓練を実習２回分だけでは正直時間は短いが、「地圏
環境学実習」という枠内で、まずはこういった同定観察

２回分の実習案を表１に示す。１回目においては、学
生は予習用動画を視聴してきているが、改めて偏光顕微

に慣れてもらうことを第一の目的とした。
予習用動画は、実験実習初回の実習ガイダンスの時

鏡の使い方から始まり、岩石薄片をセットした顕微鏡を

と、この２回分の実習が始まる直前の実習の際に、これ

覗きながら、主要造岩鉱物の同定方法についての解説を

ら予習用動画を必ず視聴してくるように受講学生には伝

行った。その後、学生個人で主要造岩鉱物の顕微鏡観察

えた。
「Media DEPO」では受講学生名簿が登録されて

を行い（図１ｃ）、主要造岩鉱物の見極めがある程度で

おり、誰がいつ視聴したのかは「Media DEPO」で確認

きるところまで習得させた。２回目には、岩石薄片を観

できる。予習用動画を採用した2017年度および2018年度

察し、岩石を構成する造岩鉱物を同定しつつ、顕微鏡観

において、出席した受講者についてはほぼ視聴してこな

察したものをスケッチすることで造岩鉱物の特徴を理解

かった学生はいなかったが、もしそういう学生がいた場

してもらうことを行った。実習では班構成しており、個

合は、先に視聴させてから実習に入らせることを想定し

人で顕微鏡観察しながらも、同定が不明な場合の相談や、

ている。

同定の確認などについては学生同士で話し合いをさせな
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て言えば今回のビデオは当たり障りのない普通の資

がら実習を行わせた。

料といったように感じられました。

なお、実習中はタブレット端末も使用し、学生が動画
を見ながら顕微鏡観察ができることを目指した。

⑧

字幕があるとわかりやすかった。

⑨

わかりやすく、重要な部分は記憶に残りやすかった。

４．受講学生からのコメントと課題

①～⑨のコメントから、学生からの評価は全体的に概
ね好評ではあるが、いくつか動画の問題点も挙げられた。

予習用動画を実験実習に組み込んで取り組んだ2017年
度および2018年度の実習では、顕微鏡で観察する時間が

①では、
「自形」
・
「他形」などの説明が欲しいとある。

それまでの実験実習よりもほぼ倍になるなど顕微鏡観察

顕微鏡下での造岩鉱物の状態について、導入部分の用語

を行う時間をより長く確保することができた。

説明が予習用動画には入っていない。これらは、別途
予習用動画を作成するか、１回目のはじめに説明を加え

受講学生には、実験レポート提出の際に予習用動画の
使い勝手について自由にコメントを書くようにお願いし

ておく必要がある。③では、
「最後になりますが・・・」

た。学生からは、いくつか示唆に富むコメントが得られ

という動画内の発言に戸惑った、とあった。これは、授

た。以下、９つのコメント（原文ママ）について羅列す

業中の説明を記録して動画を製作したために生じたこと

る。

である。④についても、動画中の字幕に出てくるフリガ

①

今回反転授業の一環として、実習前に主要造岩鉱物

ナの方が正しいということを説明しておけばよい。これ

の判別方法や偏光顕微鏡の扱いについて動画や教科

らについては、２回分の実習が始まる直前の実習の際に、

書をみて予習したが、事前に鉱物の特徴を大まかに

説明しておけば混乱を防げる問題だろう。⑤は技術的な

つかめたので理解しやすかった。だた、動画予習で

話であり、各動画中で観察できるすべての造岩鉱物を識

ある鉱物の識別法の途中で自形と他形の説明が入っ

別しておけばよい。ただし、今回作成した動画は「業者

たところは、別々に説明を入れたほうがわかりやす

委託」であり、容易に動画の修正を行うことができない。

いのではと思った。

これは、「業者委託」形式による動画作成の短所である

ビデオでの予習はとても良かったと思う。授業時間

と感じた。⑥のコメントは、筆者にとって少し意外で

内でより理解が深められるため、これからもやった

あったが、確かに動画の中に確認テストを作成しておけ

ほうがいいと思う。ビデオで予習している分、講義

ば、学生がより主体的に学ぶことができると感じた。今

重視よりも偏光顕微鏡を使っての実践練習をした方

後、追加の動画作成も検討していきたい。

②

がいいのではないかと感じた。
③

かんらん石の動画にて「最後になりますが」とあり

５．まとめ

ましたので、動画に順番があるのならば順番をつけ
るべきだと思いました。順番があれば説明の二度手
④
⑤

⑥

⑦

「大学教育再生加速プログラム」の取り組みの一部と

間がなくなり、さらにわかりやすくなると思います。

して、偏光顕微鏡の使い方および偏光顕微鏡を用いた岩

黒雲母の動画にて、解説では「たしき」ですが、文

石薄片の主要造岩鉱物の同定観察方法を解説した予習用

章のフリガナが「たしょく」になっていました。

動画を作成し、それを実験実習科目である「地圏環境学

説明が細かくされていて理解しやすかった。あとは

実習」に活用した。このような実験実習はまだ始めたば

映像の中に違う種類の鉱物も混ざってたかもしれな

かりであるが、受講学生からのコメントを確認すると、

いので、どれが何かも表記してほしい。

ある程度の成果が上がっている一方、動画の内容や公開

各ビデオともに、再生時間が２分ほどと短くなって

の方法についての課題も整理することができた。今後も

いたことは非常に見やすくてよかった。短い時間の

動画の改良や改善を行いつつ、同様の実験実習を継続し

なかでも、鉱物の特徴がわかりやすく説明されてい

て実施していきたい。さらに、予習用動画による学習者

た点も良かった。最終的に確認テストのようなもの

自身のノートテイク方法（田丸2017）や、予習用動画に

があれば、より知識が身につくのではないかと思っ

よって得られた学生の理解到達度についても探っていき

た。

たい。

ビデオは長さがちょうどよく感じました。内容も不

今回作成した動画は予習用動画であるが、実験実習中

満はありません。改善点かはわかりませんが、しい

も使用でき、さらに復習などにも活用できる。こういっ
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た観点から、岩石薄片や偏光顕微鏡とともに予習用動画
を授業現場への貸出セットとして高等学校への提供もで
きるだろう。そのときに、ルーブリックによる課題の評

ンスを学ぼう―正しい実験・実習を行うために―』丸善プ
ラネット, 108-111.
川野良信（2016b）主要造岩鉱物の鑑定方法. 立正大学地球環
境科学部環境システム学科編著『環境のサイエンスを学ぼ

価ができるシートなどの作成も、反転授業を含めたアク

う―正しい実験・実習を行うために―』丸善プラネット,

ティブ・ラーニングを行っていく上での課題の一つであ

112-113.

る。これを契機に、学習者がより主体的に学ぶことがで

小松陽介・松尾忠直（2018）立正大学地球環境科学部におけ

きるように内容の改良や工夫を凝らしていき、教材とし

るアクティブ・ラーニングの導入と教育改革の進展. 地球
環境研究, 20, 43-55.

てより洗練されたものにしていきたいと考える。

黒田吉益・諏訪兼位（2010）『偏光顕微鏡と岩石鉱物』第２
版
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Challenges in producing self-learning preparatory videos
for identification of rock-forming mineral
using polarization microscope
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