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立正大学は―
学習者が主体性を発揮し、能動的に学習活動に取り組むことで理解の深化を図り、「モラリ
スト×エキスパート」を体現する人材を育成するため、「アクティブ・ラーニング」の促進・習
慣化に取り組みます。

ディプロマ・ポリシー（DP）に掲げる学修成果獲得に資する能動的な学習者へと学生を育て
る営みとして、「能動的学修を促す工夫（Active Learning Promotive Module）」を取り
入れます。

事業の普及と実質化にあたっては、主だった取組みとして「能動的学修を促すための教育手
法」を選定し、教育者と学習者の共通理解のもと効果的な教育の実施を目指します。

また、カリキュラムと学習活動の効果的組合せを模索するとともに、学修段階別に求める資質・
能力を育成可能なプログラムの開発を目指します。

立正大学が選定する
─能動的学修を促すための教育手法─

① 発問・応答・挙手を求める ⑨ グループ討議／グループワーク

② コメント・質問の提出および回答 ⑩ プレゼンテーション／ポスターセッション

③ 小テストや小レポートの実施とフィードバック ⑪ フィールドワーク

④ クリッカー／タブレット等を利用した意見共有 ⑫ 課題解決型学習（PBL）

⑤ 授業内独自アンケートの実施 ⑬ サービスラーニング

⑥ 反転授業 ⑭ リアル教材

⑦ 宿題／授業外学習／調査研究 ⑮ ロールプレイング／シミュレーション

⑧ ディスカッション／ディベート ⑯ 実験／実習／実技

※これらの教育手法については、実態や新たな教育手法の台頭も予測されることから、適宜柔軟に見直しを図ります

立正大学アクティブ・ラーニング推進方針
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1980年代、アメリカでは『高等教育の大衆化』が進
む中、大きく対象の広がったこれからの高等教育にお
いては、従来の『レクチャー型授業』ではもう立ちゆか
ないという認識に立ち、『学生中心型』と言われる教育
への転換が提唱されます。

これを端緒として、アクティブ・ラーニングは90年
代に教授パラダイムから学習パラダイムへの転換を推
進する、新しい高等教育観にもとづく学習論の総称と
して広まっていきます。

日本でも、アメリカよりおよそ20年遅れで「学生中
心主義」が叫ばれるようになり、知識伝達型授業では
なく、学生が自ら学ぶ態度を引き出すアクティブ・ラー
ニングへの転換を施策化しました。

アクティブ・ラーニングは、アメリカ発祥の概念が、
授業改善（FD）のための手法や形態として受け入れら
れてきたそれまでの経緯もあり、「学習形態や授業形
態の一種」と見られがちですが、本来のねらいである「学
生中心の学び」を通して、主体的に既習の知識や経験
を相互に関連づけて理解の深化を図ることが目的です。

立正大学では、とかく教育手法や授業形態に囚われ
がちなアクティブ・ラーニングに対する共通認識を形
成するため、以下のようにその言葉を定義しました。

そもそも大学での学びとは、自ら課題を発見し、仮
説の設定、調査研究結果から考察し論理を構築すると
いうアクティブ・ラーニングが前提となっており、改
めて声高に謳うことに違和感を覚えます。

しかし、受験をはじめとする知識偏重の試験を重視
する正解主義により、失敗しないことを優先する志向
が強く、すぐに答えを求める気質の学生が増えている
ことも事実です。

社会変革スピードが増す中で、答えのない問題に対
し、俊敏に、柔軟に対応し都度最適解を見出そうとす
るデザイン思考やアジャイル思考の必要性が説かれる

現代において、本当の意味での大学生の思考力を鍛え
るため、アクティブ・ラーニングを「意図的」に促進す
ることが教育の現場には求
められています。

『優れた授業実践のための 7つの原則』
（Chickering, A. and Gamson, Z, 1987）

◦学生と教員のコンタクトを促す
◦学生間で協力する機会を増やす
◦能動的に学習させる手法を使う
◦素早いフィードバックを与える
◦学習に要する時間の大切さを強調する
◦学生に高い期待を伝える
◦多様な才能と学習方法を尊重する

“Learning”の再定義
（アメリカ高等教育協会 , 1998）

◦学習者が能動的に意味を探求する営み
◦経験によって得られた知識を構築する営み
◦将来の基盤となる知識を構築する営み

アクティブ・ラーニングとは動作、態度、状態、
姿勢もしくは習慣である

問いを立てるより
正解が欲しい ･･･

そ もそもアクティブ・ラーニングとは

Ⅰ アクティブ・ラーニングの定義と期待される効果

な ぜアクティブ・ラーニングへの転換が必要か

アクティブ・ラーニングとは―
「学習者が主体性を発揮し、能動的に学習活動に取り組むこと、またその習慣」
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情報や知識のオープンソース化により、ただそれを
蓄えることの価値は、今後薄れていくことになるでしょ
う。

そうした意味で、大学での学修成果として重視され
るべきは、「何を知っているか」という表層的な理解で
はなく、既習の知識や経験を相互に関連づけた深い理
解に裏打ちされた「（正解のない課題に対し）何ができ
るか」という知恵と思考力（いわゆる課題解決能力）で
あると言えます。
 立てた問いに対して様々なアプローチを試みる中で、
必要な周辺情報を収集し見識を広げ、経験知・実践知
を獲得しながら解決へ導く思考力を養うには、「学生
中心」の学びなしには成し得ません。

では、アクティブ・ラーニングによって、どのような
教育効果が期待されているのでしょう。

■期待される理解の深化
学習過程における「問い」や「気づき」、「発見」が理

解の深化を促します。「知識伝達」のみに留まらない、
学生自身が思考することによる付加要素が学習効果を
より高めてくれるでしょう。

そのためには、しっかりとした課題設定を行い、方
法論を授ける必要があります。学生がいかに考え、活
動し、感じるか、そこに教員がどのような働きかけや
手助けをすることができるかが、学習成果を大きく左
右します。

■個性的な学習成果
授業やカリキュラムで定める到達目標は、「教える側」

が設定した単位や学位取得に必要な最低限の目標にす
ぎません。それを越えて、個性的に学習成果をあげる
ことが期待されます。

また、「教える、習得させる」という従来の目的に加え、
学生の「学びの指向性」を示すことで、授業・カリキュ
ラムにおける学習目標、組織的な教育目標に即した学
習を促し、個性的な成長指標のもとでの人材育成に寄
与します。

■副次的成果としての汎用的能力
アクティブ・ラーニングと併せて語られることの多

い汎用的能力の育成ですが、それ専用の科目でない限
りは、学習活動を通して副次的に獲得するものと考え
られます。社会的需要を考慮し、前項で触れた「学びの
指向性」と併せて、そのマネジメントはカリキュラム
全体を通して行われる必要があります。

知恵
（Wisdom）

経験
（Experience）

知識
（Knowledge）

情報
（Information）

データ
（Data）

未整理

整理・集計

分析・体系化

活用・判断

個性的な
学習成果

授業・カリキュラムの
到達目標

学びの指向性

ど んな教育効果が望まれているのか

情 報から知識、そして経験を通した知恵へ 
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俗に「アクティブ・ラーニング型」と呼ばれる教育手
法や授業形態を用いても、うまく効果が上がらないと
いう事例は多々あります。ここでは「学びを深める学
習プロセス」について紹介します。

■学びを深める学習プロセス
学習者の内部で生じる認知過程を外部に表すことと、

それに対する認知結果の内化を繰り返すことで、新た
な知識の獲得と理解の構築を促します。その際、学習
者自らの思考活動を伴わない、単なる情報のインプッ
ト/アウトプットでは理解は深まりません。

すなわち、理解したこと、考えたこと、疑問に思った
こと、気づいたことなどを“書く”、“話す”、“発表する”
などの活動によって外に出すことが、まず重要なポイ
ントです。

そして、外化を行う際には、十分に思考する時間を
設けるように心がけましょう。

また、外化のみで「わかったつもり」になってしまう
ケースも多く、この「わかったつもり」から、既有知識
の修正や新しい理解を振返り等で確認し、「わかった」
にする外化から内化のプロセスも重要です。

こうして、内化－外化－内化を往還させる学習サイ
クルを機能させることが、深い学びへとつながります。

■外化するということ
外化による学習活動へのメリットとして、①認知結

果や過程を可視化、固定化することによる記憶の保持、
②外化した内容自体を操作の対象とすることで、情報
処理の負荷を軽減、③外化する過程において、自身の
認知活動の再吟味が行われることによる情報整理、④
可視化、固定化することでの他者との共有、新たな視
点の獲得などが挙げられます。

一般的にアクティブ・ラーニングを促すとされる教
育手法も、外化手段とその内容に対するアプローチの
差異に着目すると、授業運営上のポイントが見えてき
ます。特性を把握することで、授業外学習時には外化
と内化の往還をどのように促すかなど、学習者目線で
の課題設定、指示が可能となります。

外化（がいか）externalization≒アウトプット

◦書く・話す・発表するなどの活動を通して、知識の理解や頭の中で思考したことなど（認知プロセス）
を表現すること。可視化（見える化）とも呼ばれる。

内化（ないか）internalization≒インプット

◦読む・聞くなどを通して知識を習得したり、活動（外化）後のふり返りやまとめを通して気づきや理解を
得たりすること。

意見
疑問

理解内容
etc...

共有

新たな
視点・知識

再吟味

認知過程の内化

認知過程の外化

ア クティブ・ラーニングを機能させる

アクティブ・ラーニングの“キモ”は―
「認知プロセスにおける
外化と内化の往還」にあり‼

Keyword―

Ⅱ 学びを深める学習プロセス
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「学生中心」の学習に対し、教員はどのように関与す
ることが望まれるのでしょう。ここでは「アクティブ・
ラーニングへの関わり方」について紹介します。

■知識伝達型授業の拡張・発展
「学生中心型学習」は、対比される「知識伝達型」のそ

れを否定するものではありません。
教授学習活動全般を見渡したとき、学習パラダイム

は教授パラダイムを基礎として、教授学習活動を豊か
に拡張、発展させるものです。

教授パラダイムに基づき、講義で学生に知識を伝達
する時間はあっていいし、その時間はこのパラダイム
転換によって否定されるものではありません。

■学習をデザインする
「学生中心型学習」では、学生がいかに考え、活動し、

感じるか、そこに教員がどのような働きかけや手助け
をすることができるかが重要となります。

そのためには、授業での学習をデザインすることは
もちろん、科目単位のコマ数がアクティブ・ラーニン
グ先進国のアメリカに比べ少ない日本の大学において
は、特に授業外学習を含めたマネジメントが欠かせま
せん。

立正大学では、授業設計にあたって「能動的学修を
促す工夫（Active Learning Promotive Module）」を
モデル化し、様々な場面で意識的に取入れることを推
奨しています。

学習をデザインすることで、学習活動の意図を学生
と共有し、高い意欲と学習成果を期待します。

■能動的学修を促すための主な教育手法
アクティブ・ラーニングを推進するうえで、立正大

学では右に掲げる教育手法を「能動的学修を促すため
の教育手法」として選定しました。

立正大学が選定する
─能動的学修を促すための教育手法─

① 発問・応答・挙手を求める
② コメント・質問の提出および回答
③ 小テストや小レポートの実施とフィードバック
④ クリッカー／タブレット等を利用した意見共有
⑤ 授業内独自アンケートの実施
⑥ 反転授業
⑦ 宿題／授業外学習／調査研究
⑧ ディスカッション／ディベート
⑨ グループ討議／グループワーク
⑩ プレゼンテーション／ポスターセッション
⑪ フィールドワーク
⑫ 課題解決型学習（PBL）
⑬ サービスラーニング
⑭ リアル教材
⑮ ロールプレイング／シミュレーション
⑯ 実験／実習／実技

※これらの教育手法については、実態や新たな教育手法の台頭
も予測されることから、適宜柔軟に見直しを図ります

〈参考文献〉
溝上慎一（2017）「（理論）アクティブラーニング論の背景 v3」,〈http://
smizok.net/education/subpages/a00001(haikei).html〉（参照2018-8-
6）.
堀哲夫（2010）「認知過程の外化と内化を生かしたメタ認知の育成に関する
研究(その1)OPPAによる外化と内化のスパイラル化の理論を中心にして」,

『山梨大学教育人間科学部紀要』11,pp.12-22, 山梨大学教育人間科学部.

認知過程の

外化
認知過程の

内化

理解の
深化

吟味

調節

修正

再編

発話

メモ

図

ジェス
チャ

文章 モデル

シミュ

外化内容の
固定化

共有

Active Learning Promotive Module

新たな
視点再吟味

ALを促す
工夫

ア クティブ・ラーニングに関与する

〈教授学習活動〉

学習パラダイム

教授パラダイム

Ⅲ アクティブ・ラーニングに関与する
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P8 ①発問・応答・挙手を求める
事例研究「学修の基礎Ⅱ」
土屋衛治郎先生（地球環境科学部）

受 講 者 数 少 多

授 業 準 備
時 間 短 長

内化・外化
活動レベル ★★★★★

P10 ②コメント・質問の提出および回答
事例研究「交通地理学」
山田淳一先生（地球環境科学部）

受 講 者 数 少 多

授 業 準 備
時 間 短 長

内化・外化
活動レベル ★★★★★

P12
③小テストや小レポートの実施と
　フィードバック
事例研究「水文学」
小松陽介先生（地球環境科学部）

受 講 者 数 少 多

授 業 準 備
時 間 短 長

内化・外化
活動レベル ★★★★★

P14
④クリッカー／タブレット等を利用した
　意見共有
事例研究「都市大気環境」
渡来靖先生（地球環境科学部）

受 講 者 数 少 多

授 業 準 備
時 間 短 長

内化・外化
活動レベル ★★★★★

P16 ⑤授業内独自アンケートの実施
事例研究「アジア・オセアニア地誌」
島津弘先生（地球環境科学部）

受 講 者 数 少 多

授 業 準 備
時 間 短 長

内化・外化
活動レベル ★★★★★

P18 ⑥反転授業
事例研究「基礎地図学および実習 Ⅰ・Ⅱ」
原将也先生・宇津川喬子先生・横山貴史先生（地球環境科学部）

受 講 者 数 少 多

授 業 準 備
時 間 短 長

内化・外化
活動レベル ★★★★★

P20 ⑦予習・復習／調査研究
事例研究「地図画像処理論および実習」
原美登里先生（地球環境科学部）

受 講 者 数 少 多

授 業 準 備
時 間 短 長

内化・外化
活動レベル ★★★★★

P22 ⑧ディスカッション／ディベート
事例研究「地理学基礎セミナー」
伊藤徹哉先生（地球環境科学部）

受 講 者 数 少 多

授 業 準 備
時 間 短 長

内化・外化
活動レベル ★★★★★

Ⅳ 能動的学修を促す教育手法

目 次
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P24 ⑨グループ討議／グループワーク
事例研究「固体地球物質環境学」
川野良信先生（地球環境科学部）

受 講 者 数 少 多

授 業 準 備
時 間 短 長

内化・外化
活動レベル ★★★★★

P26
⑩プレゼンテーション／
　ポスターセッション
事例研究「実践英語 Ⅲ」
貝沼恵美先生（地球環境科学部）

受 講 者 数 少 多

授 業 準 備
時 間 短 長

内化・外化
活動レベル ★★★★★

P28 ⑪フィールドワーク
事例研究「セミナーの基礎 H」
北沢俊幸先生（地球環境科学部）

受 講 者 数 少 多

授 業 準 備
時 間 短 長

内化・外化
活動レベル ★★★★★

P30 ⑫問題解決型学習（PBL）
事例研究「情報システムの構築と応用」
後藤真太郎先生（地球環境科学部）

受 講 者 数 少 多

授 業 準 備
時 間 短 長

内化・外化
活動レベル ★★★★★

P32 ⑬サービスラーニング
事例研究「経済フィールドワーク １」
外木好美先生（経済学部）

受 講 者 数 少 多

授 業 準 備
時 間 短 長

内化・外化
活動レベル ★★★★★

P34 ⑭リアル教材
事例研究「水文環境学」
李盛源先生（地球環境科学部）

受 講 者 数 少 多

授 業 準 備
時 間 短 長

内化・外化
活動レベル ★★★★★

P36 ⑮ロールプレイング／シミュレーション
事例研究「カウンセリング」
徳丸享先生（心理学部）

受 講 者 数 少 多

授 業 準 備
時 間 短 長

内化・外化
活動レベル ★★★★★

P38 ⑯実験／実習／実技
事例研究「地圏環境学実習」
下岡順直先生（地球環境科学部）

受 講 者 数 少 多

授 業 準 備
時 間 短 長

内化・外化
活動レベル ★★★★★
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①発問・応答・挙手を求める

教員が指導するときの言葉は大きく分けて、説明、発問、指示の3種
類とされ、その三つのバランスを変えるだけで、授業の印象は大きく
変わるといわれています(中井編著 2015)。

その期待される効果として、以下の5点が挙げられます。
①学習意欲の促進：学生の集中力低下を防ぎ、学習意欲を喚起する
②重要な問題に対峙させる：授業で最も考えてほしい内容を問うことで、

学生の思考を促す
③思考の焦点化：授業目標に合わせて思考を焦点化する、思考や議論

を軌道修正する
④思考の拡張：オープンな発問や連想を促す発問などで、学生の思考を拡張させる
⑤学習状況の把握:発問に対する応答内容や挙手数などにより、学生の理解状況を確認する

教員からの発問は簡潔に、明確に！
発問の意図が伝わるよう、一度に一つの質問、簡潔な表現など、
明確さを心がけましょう。
問いを"味わう"時間が大事
学生は発問自体に戸惑うこともあります。内容を咀嚼できるよ
う「少し待つ」ことも重要です。
思考を促すツールやヒントの提供
まず書いて考えさせる、隣と相談させるなど外化活動による思
考促進も効果的です。

思考活動をプロモート！
発問・応答・挙手の目的は、あくまでも学生自身の学びを深める
ことです。学生自身の思考を促すことを意識し、思考のための
時間や工夫などを取り入れましょう。
学生の意見は積極活用
発問・応答は学生の理解度や意欲の把握にもなります。学生全
体に応答・挙手を求めるなどにより学生の進度を把握することで、
授業計画の適切な修正につながります。

授業規模が大きくなると、挙手への参加率が下がるなど教員のコントロールが難しくなります。ミニッツ・ペーパーや少人数での
意見交換を取入れるなど、授業参加を促す工夫を取入れましょう。

また、発展的な発問方法もあります。
「デビルズ・アドボケイト」：教員があえて厳しい問いかけやコメント（学生の主張に対して「本当にそう言い切れるか？」など返す）

によりさらに深い思考へ誘います。ただし、厳しい質疑応答に慣れていない学生もおり注意が必要です。

授 業の水先案内人。問いは思考の出発点！

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

授業運営のワンポイント

授業の特徴
受講者数 授業準備時間 内化・外化活動レベル

少 多 短 長 ★★★★★

授業設計モデル
授業前 授業中 授業後

─ 5分 10分 5分 15分 35分 10分 10分 ─

─ 導入
導入発問
前回内容

確認

発問
本授業の
主発問

回答共有
FB

講義または主発問の探求GW
適宜、焦点化または拡張質問を挟む

あらためて
主発問への
回答共有

最終FB
まとめ
講義

─

〈参考文献〉 中井俊樹編著（2015）「アクティブラーニング」（大学の教授法3）,玉川大学出版部.
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事例研究「学修の基礎Ⅱ」
担当  土屋衛治郎先生（地球環境科学部）

学生から「引き出す」ための工夫を
学生のその時点の学力や知識、興味に合わせ、質問しやすさ、答
えやすさを意識します。
まずは質問しやすい環境で
公開しない、無理に出させないなどできるところから。

返答は工夫を
主だったものにまとめて返答する、面白いと思った内容は素直
に面白いと発する、否定しないなどを考慮しました。
どうしてもできない人もいる
グループ活動でもそうだと思いますが、このような対話的活動
はどうしても抵抗があるという学生がいます。焦らず、できな
いならしょうがないと考えました。

やはり授業内容、とりわけその時々の質問する対象や教員か
らの問いかけには多少なりとも興味をもってくれるようです。
一度質問をうまく引き出すことができれば、その後も質問が続
くという継続性もあるようです。

どうしても質問が少ない、何かうわべだけの質問が多いとき
もあるなど課題も多いです。内容の吟味や質問する際にとなり
の学生とまず相談させるなどもっと取り入れたいと思います。

「学修の基礎Ⅱ」は地球環境科学部地理学科の新入生に向けた初年次教育で
す。大学で学ぶ学習スキルや態度を学ぶ授業になっています。そのため、発問・
応答・挙手という活動そのものが学習目標として成り立つものとなっています。

いきなり発問しろ、挙手しろといっても一部の学生にしかできません。ま
た学生によって、特に他の学生がいる前では、一切そのような活動ができな
いという人もいます。

授業では、先輩学生が実施している課外的活動の紹介をうけ、それについ
て発問をもとめたり、ビデオ教材化しておいた先輩学生の地域連携活動を1人一台のタブレット端末でじっくり
と視聴させ、コメント共有にも使えるアプリであるロイロノートなどを活用し、匿名性に配慮しながら質問や意
見を取り上げたり、無理のない形で活動に参加できるよう工夫をしました。

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

実感する教育効果・学習成果 今後の展望・改善点など

身 近なところから・できる範囲から

授業設計例
授業前 授業中 授業後

─ 適宜 ─

発問内容
等検討 発問・応答 ─

授業の特徴
授業形態 実施規模 履修年次 教室（規模） 主な外化手法 主な内化手法 必要機材

講義 30名 1年次 普通教室（56） 発問 応答への吟味 ─
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②コメント・質問の提出および回答

大人数授業や講義型授業において学生の積極的な学習姿勢を生み出
すため、学生の質問や考えていることを聞きその返答をする、という
双方向授業化が役立ちます。リアクションペーパーというツールを用
いることが多く、授業のポイントや疑問点を学生に回答させ、教員は
その返答をするというやりとりで学生の思考や理解を深めます。「ミニッ
ツペーパー」（安岡ほか 1991）、「大福帳」（織田 1991）などがよく利
用されます。

教員にとっては学生の理解度や疑問点の把握に役立ちます。またコメントや質問に返答することで、学生の理
解や思考を深める、授業計画の修正をする、さらには学生との信頼構築につながります。

学生にとっては、授業の重要点や疑問点を自ら振り返るという内省的学習が、知識の定着や理解の深化に寄与
するとともに、授業への参加意欲向上などの効果があります。

学生同士のプレワークによる質向上
学生同士の振り返りを経て記入させることで、内容の消化を促
し、コメントの質を高めます。
読んでいることを"示す"ことが大事
良いコメントや補足説明が必要な質問を取り上げることで、学
生のやる気を高めます。
LMS:Learning Management Systemの活用
WebClassなどのLMSを活用し、学生全員の多様な意見を共
有することで、内省的学習を促します。

全てにフィードバックする余裕がない場合は、
ランダムまたは良いコメントに回答
全コメントへの返答が望ましいですが、大人数や毎回の授業で
は大きな負担となります。コメントのランダム抽出や、優れた
もの、特に補足説明が必要なものに回答するという手もあります。
TAなどのアシスタントとの作業分担も
コメントの整理・返答負担を分散するため、TAなど授業補助員
がいるならば分担してもらうこともできます。先輩目線の返答
で授業にアクセントを与えることにもなります。

主な手法としてリアクションペーパーを取り上げましたが、ミニッツペーパーなど多くのリアクションペーパーが開発されています。
また、紙媒体に限らず、WebClassなど様々なWebサービスを活用し学生のコメント・質問を集めることもできます。配付・回収

の手間を省くとともに、寄せられた意見を授業で紹介する場合に、口頭で読み上げるだけでなく、スクリーン等に提示することもで
きるため、共有手段として有用です。

全 員参加！ つながりが育む内省的学習

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

授業運営のワンポイント

授業の特徴
受講者数 授業準備時間 内化・外化活動レベル

少 多 短 長 ★★★★★

〈参考文献〉
安岡高志・及川義道・吉川政夫・斉藤章・高野二郎・光澤瞬明・香取草之助（1991）「Minute Paper」,『東海大学紀要』4,pp.39-43,教育研究所　教育工学部門.
織田揮準（1991）「大福帳による授業改善の試み」,『三重大学教育学部研究紀要（教育科学）別冊』42,pp.165-174, 三重大学教育学部.
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事例研究「交通地理学」
担当  山田淳一先生（地球環境科学部）

WebClassへの講義用資料の事前アップロード
その場で考えることが苦手な学生でも予習できるようにしてい
ます。
学生の回答を成績評価に直結させる
正答1回答ごとに1点、計20点の配点を行い、学習意欲を高めて
います。
良い回答や質問を学生個人名で紹介する
相互学習の促進のため、特定の学生に偏らないように紹介して
います。

授業中における回答・解説時間の確保
教えなければならない内容が多く、時間配分の難しさはありま
すが、授業中にある程度の回答や解説のための時間を確保する
努力をしています。
授業後の回答見直しとフォローアップ
受講生数と回答数が多いため、授業終了後にあらためて回答を
見直し、良い回答を次回の授業で紹介できるよう準備します。

良い回答や新たな視点を視覚的に表示することで、「考え方
の共有」に効果が出ていると思われます。また、回答を成績評価
に直結させることで、聴講時における集中力や意欲を高める効
果も出ていると考えられます。

チャットでは学生自身が合計点を把握できないため、代替方
法を確認しています。さらに、予習する学生が少ないため、授業
前課題を検討しています。また、学生からは、授業途中の評価は
集中力を削がれるため、最後にまとめて聞きたいとの意見もあ
りました。

本授業は、交通地理学の基本的概念や研究方法の理解と、交通機関の発達
過程や現代社会における交通の諸問題を、地域の視点から捉えるための能力
の習得を目的としています。従来は、授業前にコメントペーパーを配布し、聴
講中に気づいた、地域から交通への作用、交通から地域への作用について記
述させ、授業終了時に回収していました。良い回答はその次の授業冒頭に口
頭で紹介し、見方や評価を共有することで、学習効果の向上を狙っていました。
しかし、学生の理解を深めるため、視覚的に表示して評価したいと考えてい
ました。そこで、タブレットからWebClassにアクセスさせ、チャット機能（写
真）を用いて、回答を視覚的に表示して評価を共有することで、学生の理解を深め、さらなる学習意欲の向上につ
なげています。リアルタイムで評価できる利点もあります。

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

実感する教育効果・学習成果 今後の展望・改善点など

タ ブレットを用いたコメント・質問の提出と評価

授業の特徴
授業形態 実施規模 履修年次 教室（規模） 主な外化手法 主な内化手法 必要機材

講義 130人 2年次以上 大教室（248） メモ、文章化 共有、
評価・比較 タブレット

授業設計例
授業前 授業中 授業後

─ 5分 5分 5分 70分 5分 ─
WebClassへの

講義資料
アップロード

機器準備
前回の

良回答の
紹介

導入
授業の聴講とチャット機能による

「地域から交通への作用」
「交通から地域への作用」の回答

今回の
回答への
コメント

学生回答の
見直しと次回への

フォロー準備
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③小テストや小レポートの実施と
　フィードバック

小テストや小レポートの実施により、授業の途中途中で学生の学習
が狙い通り進んでいるかを評価し、フィードバックとして学生に返し
ます。それにより、学生・教員双方が学習達成度を認識し、教員はさら
に必要ならば修正的な指導や、発展的学習を取り入れるといった形成
的評価につながります。

形成的評価は成績付けのためではなく、改善と発展のための評価で
す。学生がつまずいたり失敗したりしやすい場面で、それに気づくた
めのテストや課題を課し、なぜうまくいかなかったかを振り返らせる
ために行います（中井編著 2015）。また、「学生がここまで学んでいるならば次はこのような内容を提示してあげ
よう」という学生の学習状況に上乗せする形の発展的学習の企画にもつながるでしょう。

学習達成度を測る問い方を吟味する
問いは学習達成度の期待値を共有するものです。授業目標を鑑
み適切に設計しましょう。
ピア・レビューがもたらす相乗効果
学生同士の評価は学習意識向上に効果的です。教員の負担減に
もつながります。
ルーブリックを活用する
評価基準をあらかじめ設けて、教員と学生相互に学習の道筋を
付けます。

学生のさらなる学習のための評価と理解する
成績をつけるためだけでなく、その授業内やカリキュラム全体で、
学生がよりよく学ぶために次に何をすればよいのかを考えるた
めの評価と考えることが重要です。

小テスト・小レポートの実施とフィードバックは頻繁に実施することが理想的ですが、特に大人数授業などでは教員の負担が増大
します。授業全体の目標を考え、授業計画の中のどこで実施すればよいかを考えつつ、間隔をあけての実施や学生相互評価の活用、
同様の回答にはまとめてフィードバックするなど、学生・教員相互の負担をマネジメントしていきましょう。

ICTを活用すると、回答集計や採点の省力化ができたり、学生が結果の振返りに利用できたりというメリットもあります。積極的
に活用してみてください。

つ まずきから導く改善と発展学習への展開

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

授業運営のワンポイント

授業の特徴
受講者数 授業準備時間 内化・外化活動レベル

少 多 短 長 ★★★★★

〈参考文献〉 中井俊樹編著（2015）「アクティブラーニング」（大学の教授法3）,玉川大学出版部.
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事例研究「水文学」
担当  小松陽介先生（地球環境科学部）

授業内容を学生自身や友人と振り返る
周りの友人とも授業内容について語る機会が増え、知識の正確
さを確認し、考え方の相違点を議論できます。
他人と競わず共に高め合う
なるべく学生同士が積極的に学習内容について教え合ったり、相
談し合う環境を創出したりしています。
学生自身が授業のポイントをみつける！
フィールドワークや実社会で必要不可欠な「聞きながら考える」
能力を磨きます。

履修生の理解力やつまずきを知ることができる！
つまずきポイントを教員が知ることは効果的です。学生間で学
力差が大きいため、基礎学力だけでなく、文章力や思考力の差
を知り、次回の授業に活かせます。
学生の模範解答を伝える
通常の期末試験しかない授業では、他人の記述解答を見る機会
が学生にはありません。模範解答だけでなく、着眼点や文章構
成を含めて良い点を学生に示しています。

期末試験・レポートだけの授業では「あとで勉強すればよい」
との考えから真剣さに欠ける学生もいました。しかし、毎回小
テストを実施するので、いわゆる代返も効かず、授業参加姿勢
や態度が向上します。授業後には毎回複数の学生が質問をする
ために残っており、学びに対する意識が高まったようです。

論述問題では自由な形式で記述させるのですが、文字数を設
定した方が良いと思われます。また、小テスト等を採点した後、
学籍番号順に並び変え、得点入力する作業負荷を軽減できる方
法の導入を是非検討してほしいところです。

本科目は、自然科学や社会科学の視点から地球上の水資源や水問題を考え
るための専門基礎を学ぶ講義科目です。理数系の知識も必要とされるため、
高校程度の復習を織り交ぜながら深い理解につなぐ工夫をしています。

各回の授業の最後に、小テスト・小レポートを実施します。内容は、基礎的
内容（計算問題なども含む）、授業内容の要約、応用的・発展的問題、学習内容
の実例やモデル化など、多岐にわたっています。一問一答問題やネットで検
索できるような問題を出題しないこともポイントです。出席した授業内容を
正しく理解し学生自身が考えれば、解答できる作問を心掛けています。ふるい落とすことが目的ではないので、難
易度の高い問題の場合、途中でヒントを出すこともあります。

小テスト・小レポートを通して、①学生が授業内容を振り返り、正しく理解できたかどうか確認できるようにな
る、②意見交換のなかから、水文学を学ぶ上で必要な考え方を深めることができる、③誤って学習した内容を正し
い知識に置き換えることができる、といった教育効果を期待して取り組んでいます。

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

実感する教育効果・学習成果 今後の展望・改善点など

授 業の要点を学生が考え、学習成果を振り返る

授業の特徴
授業形態 実施規模 履修年次 教室（規模） 主な外化手法 主な内化手法 必要機材

講義 120人 2年次 中教室（140） 文章化・図化 共有・評価 A5用紙

授業設計例
授業前 授業中 授業後
30分 10分 30分 15分 15分 5分 15分 30分

予習用動画や
事前課題

導入
前回の復習 講義

作業
相談
発表

講義 まとめ
小テスト・

リアクション
ペーパーの記入

復習課題
など
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④クリッカー／タブレット等を利用した
　意見共有

クリッカーやタブレット端末などを用いて、問いに対する学生
の回答を瞬時に集計や共有することができます。教員はその都度、
学生の考えにフィードバックを与えられ、学生間にどのような考
えの多様性があるかを知ることができます。一斉講義型授業の中
で比較的気軽に学生と教員のやりとりや、学生の意見共有をする
ことができます。

WebClassなどのLMS: Learning Management Systemやス
マートフォンなど、手元にある機材を活用できることも強みです。

全員から回答を求めることで、考えの外化を促すことにつなが
ります。回答をその場で共有することで、異なるアプローチやたとえ誤答であったとしてもその理由を知ること
で理解が深まるでしょう。授業への参加意識も高まると報告されています。

教員にとっては、学生の考えを授業のその時々で知ることができ、学生の状況に合わせた指導や授業展開をす
ることができます。

一覧化することで参加意識を刺激
回答を一覧表示することで参加意識が高まり、必然的に外化活
動が促されます。
回答の多様性が知見を広げる
問いに対する様々なアプローチの共有は、誤答を含め、新たな
知見獲得につながります。
失敗を受容することが積極的参加を促す
誤答だとしても、つまずきポイントとして紹介するなど配慮します。

全体の理解度に応じた柔軟な授業展開
この手法は学生の考えや積極性をみながら授業を進められるメ
リットがあります。柔軟性のある授業展開で、学生の理解度や
満足度の向上にもつながるでしょう。
匿名性のケア
はじめのうちは回答に匿名化するなど、匿名性の有無を検討し
ます。

学内システムではWebClassの機能を使って実施することもできます。立正大学地球環境科学部ではロイロノートスクール
（https://n.loilo.tv/ja/）というアプリ（有償）を利用し、多くの講義型授業を学生と教員のやりとりがある双方向授業にしています。

スマートフォンを使用した授業では、回答を入力しているように見えて、まったく違う作業をしているといったケースが散見されます。
回答状況をスクリーンに表示しながら授業を進めたり、出席状況を把握して、未回答学生を把握できることを周知したりするなど抑
止力を働かせることも必要です。

す ぐ共有！ 回答が教材！ 思考と表現の多様性

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

授業運営のワンポイント

授業の特徴
受講者数 授業準備時間 内化・外化活動レベル

少 多 短 長 ★★★★★

授業設計モデル
授業前 授業中 授業後

─ 5分 20分 10分 10分 10分 10分 20分 5分 ─

機材準備
質問内容の準備 導入 講義 課題

作業
回答

共有とFB
課題
作業

回答
共有とFB

解説
最終FB

次回予告
課題提示

機器回収
学生の回答の見直し
次回のフォローへ
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事例研究「都市大気環境」
担当  渡来靖先生（地球環境科学部）

学生のアウトプットを授業進行に組み込む！
学生の回答を基にしたコメントや解説がライブ感を生み、参加
意欲を盛り上げます。
あえて説明しすぎない！
学生自身の気づきを期待し、はじめの説明は“あえて”概要にと
どめます。
適度に作業を挟むことで学生の集中力を持続！
考える時間と、教員の解説により整理する時間のメリハリを意
識し、集中力を維持します。

学生の回答を教材とする
学生には回答を一覧的に共有することで、共同学習者としての
責任を求めます。そのなかで学生の理解度を把握し、授業進行
に必要な「教材」に対して適切な解説を加えることが重要です。
授業後の回答見直しとフォローアップ
授業進度を考慮し、授業中に十分なフィードバックが行えなかっ
た回答を見直し、必要に応じて次回授業時にフォローアップを
実施します。

出席者全員の意見を等しく共有するため、全員が主体的に授
業へ参加するようになりました。他の学生の意見を広く扱える
ことが何よりのメリットと考えます。また、授業内で生れた回
答結果は、学生にとってオリジナルの教材となり、学習内容の
定着に寄与するものと期待します。

授業中に出す質問の内容を工夫することで、学生の主体的な
学びをさらに促せると期待します。またタブレットは直感的な
操作が可能なため、使用する教材等も工夫の余地があるものと
考えます。タブレットが貸出機器のため、準備/撤収の時間を
見込む必要があり、学生側の慣れも必要です。

本授業では、都市の気象・気候に関する特徴やそれらが起こる原理を理解し、
現在様々な都市で顕在化している大気汚染や熱汚染などの環境問題の解決策
を考えることができる能力を身につけることを到達目標としています。

従来は授業中に学生へ質問しても反応が悪く、理解度の把握が困難でした。
しかし、タブレットを使って教員と学生の間にホットラインが開通されると、
その環境は大きく変わりました。ロイロノートの質問機能を使えば学生は答
えてくれますし、回答結果がデジタルで残るため、学びの過程がそのまま教
材となることも便利だと思います。

また回答比較機能は、講義科目においてもピア・ラーニングを促すことはもちろん、ともすれば傍聴者になりが
ちな授業への参加態度を変える一助となってくれます。

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

実感する教育効果・学習成果 今後の展望・改善点など

50 人の意見がその場で教材になる参加型授業

授業設計例
授業前 授業中 授業後

5分 20分 10分 10分 10分 10分 15分 5分 5分
講義スライド準備

➡
クラウドにデータUP

機材
準備

導入
概説

質問
課題① コメント 質問

課題② コメント 解説
最終FB

次回予告
課題提示

機器
回収

学生回答の見直し
次回のフォローへ

授業の特徴
授業形態 実施規模 履修年次 教室（規模） 主な外化手法 主な内化手法 必要機材

講義 50人 ２年次以上 普通教室（56） メモ、図式化 比較、共有 タブレット
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⑤授業内独自アンケートの実施

C-learningやWebClassのアンケート機能を用いて、授業それぞ
れに特化したアンケート項目を作成・実施することができます。

授業にはそれぞれの教育目標や教員の工夫点が入っています。その
ような独自の工夫点が学生にとってどのように受け取られたのか、学
習効果はどうであったかについて、学生の意見、要望、質問などを吸い
上げます。その声に回答することで、学生とのコンセンサスの構築や、
より綿密な学習状況の把握、授業改善やコミュニケーションにつなげ
ることができます。

また、15回の授業において、授業終盤でのアンケート実施だけでなく、授業開始直後や、15回にわたる授業期
間において適宜アンケートを実施することで、学生の授業内容や授業方法や進め方についての意見や、授業内容
に関わる学生の考え方を知ることができるでしょう。

客観的に振り返る機会を意図的に作る！
定期的に学習状況や授業への取り組みを振り返ることで内省的
学習を促します。
評価する観点は明確に！
学生のどのような声を聴きたいのか、設問の意図が伝わるよう
留意します。
答えやすさと気づきのハイブリッド選択肢
段階評価や記述式だけでなく、選択式設問を工夫することで気
づきや振返りを促します。

ブラックボックス化しない
アンケート結果の中で、多く出てくる回答や、気になる回答に
は率先してフィードバックをし、学生に安心感を与えます。
また、設問の内容にもよりますが、結果を公表することで、クラ
ス全体の中での自身の学習状況を把握したり、他者の意見に対
する共感を得たりと副次的な効果が期待できる場合もあります。

全学で実施する「授業改善アンケート」もありますが、汎用的設問で構成されるため、授業個別の学習状況や授業法を必ずしも適
切に評価できるとは限りません。授業内容の区切りに合わせて、扱った内容について、興味深いと感じたことや難しいと感じたこと、
どんな活動に意欲的に取り組めたかなど振返りの習慣化を狙いましょう。その際、学習内容を意図的に羅列し、直近扱った内容以外
の記憶を掘り起こすなど工夫してみてください。C-learningやWebClassなどのアンケートシステムを活用すると、集計の手間が
省けたり、授業内でリアルタイムに実施できたりと重宝します。

届 く、伝わる、把握する！ 学習成果向上計画！

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

授業運営のワンポイント

授業の特徴
受講者数 授業準備時間 内化・外化活動レベル

少 多 短 長 ★★★★★
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事例研究「アジア・オセアニア地誌」
担当  島津弘先生（地球環境科学部）

授業を学生と協働でチューニング
授業進度の適切性や、進行方法、レクチャーとワークのバラン
スなど、学生の意見も取入れながらチューニングします。
学生の興味の感度を測定
リアル教材利用の効果を評価し、学生の視点から必要なリアル
教材を調査します。
自由記述を活用した振返り
授業の評価だけでなく、自身の取り組みの様子を振り返ること
で内省を促します。

ネガティブ評価選択肢の作成
さまざまなネガティブ選択肢を十分に用意し、問題点を拾い上
げます。
自由記述への誘導
自由記述をさせることにより、より詳細に実態を明らかにします。

独自のアンケート結果からは、授業の進め方に対して肯定的
回答が過半数を占め、自由記述では、自ら考える姿勢を持てた
こと、考えの共有について評価した回答が得られるなど、ねら
いに即した一定の成果が得られました。一方で、双方向授業で
は講義内容が少なくなるとの回答も20％あり、予習用動画によ
る補填など改善点も見出すことができました。

また、リアル教材は学生の関心を高めるのに効果があると実
感しました。リアル教材体験の回数増を望む声も多く、実際に
触れる時間を設けることの重要性が明らかになるなど、教育効
果の測定に寄与しました。

本アンケート実施の最大の問題点は，回答人数です。大学実
施の共通授業改善アンケートは最終履修者（試験受験者）65名
に対し、62名が回答しましたが、独自アンケートは同時実施に
もかかわらず、回答者数は46名にとどまりました。スマートフォ
ンによる回答であること、共通アンケート回答後、追加アンケー
トが存在することが画面上に表示されるはずですが、なぜか回
答しない学生が1/3程度いました。改善に向けては、出席との
紐付けなどが必要と考えます。

本授業ではアジア・オセアニア地域に生起する地理的事象を知り、ア
ジア地域、オセアニア地域に共通する地域的特徴および地域内の差異と
地域区分について考えます。この中でタブレット端末を用いた双方向授
業の実施による情報や考える視点の共有、リアル教材を用いた地域理解
の深化を行いました。その効果について学生の視点から評価するのが授
業内独自アンケートです。なお、本授業では7回の授業で計8回の発問と
解答・回答を行い、3回の授業でリアル教材を活用しました。また、1回の授業では、さまざまなリアル教材を集め、
学生が積極的に手に触れるという授業を行い、その授業内でもアンケートを実施しました。

アンケート結果から、アクティブ・ラーニング方法の検討、より効果の上がる方法の検討を行うことができました。

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

実感する教育効果・学習成果 今後の展望・改善点など

ア クティブ・ラーニングを取り入れた講義を振り返る

授業の特徴
授業形態 実施規模 履修年次 教室（規模） 主な外化手法 主な内化手法 必要機材

講義 70人 1年次以上 大教室（270） メモ 振返り タブレット・スマート
フォン・リアル教材

授業設計例
授業前 授業中 授業後

─ 5分 20分 65分 ─

アンケート項目の策定と
アップロード

アンケート準備
趣旨説明

回答方法の説明

授業改善アンケートへの
回答および

独自アンケートへの回答
通常授業 独自アンケート結果の

整理
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⑥反転授業

反転授業は、説明中心の講義などを動画化するなどして、事前学習
として学生が知識習得を済ませることを前提に、対面授業ではより主
体的に学ぶ演習やプロジェクト型学習を行う授業形態全般を指します。
反転授業の成功には、学生の活発な学習活動を主体とする授業を作る
ことを主眼とし、授業外学習を含めたトータルデザインが必要不可欠
です。

主な流れとして、事前学習として学生に動画を視聴させ、授業では
学生主体の演習やプロジェクト型学習、ディスカッション、より高度
な内容、はたまた復習などアクティブ・ラーニングの具体的手法を用
います。こうした活動を通して、「深い学習アプローチ」（例えば、自分の知っていることと授業内容を結び付けよ
うとする、様々な見方・考え方を考慮するなど）や学習意欲を上昇させるとされています。

授業外学習と授業内学習の有機的関連づけ
事前学習教材の内容と授業中の学習のつながりを意識します。
説明は極力省いて授業中は知識の定着、応用課題を徹底！
授業内で再度詳細を説明すると授業外学習の意義が薄れます。
事前学習についての質疑や確認テスト等、最小限にとどめて授
業時間を効率的に使います。
わからないところは巻き戻し！
授業と違い、動画はわからなかったところを繰返し見ることが
でき、理解度向上に寄与します。

教えることから学びの様子に視点を移して
事前学習に「教える」役目を移すことで、授業中はファシリテー
ションに重心を置くことができます。授業内の活動を通して、
何を学んでいるか、どこに苦戦しているか目を配りましょう。
事前学習を前提とした外化活動のプロデュース
事前学習で学んだ知識を活かし、どのような外化活動を行うか
を意識します。基礎的な知識習得は済ませたうえで、発展的、応
用的課題を教員とともに考える場とすることが理想です。

授業外学修を含めた外化と内化を意識した授業設計が反転授業の肝となります。授業は「事前学習が済んでいる」うえで成り立ち
ますので、学生にそれを徹底できるかがポイントとなります。

事前学習教材については、既にある予習用動画などを参考に、内容、コンテンツの長さ、授業への接続方法など、教員それぞれの工
夫を探ってみてもよいでしょう。

なお、クラス内には事前教材の視聴や家庭学習を支援する必要がある学生がいます。事前学習の理解度を測る確認テストを実施す
るなど、ケアが必要な学生の把握と必要に応じた個別のフォローを心がけましょう。

学 生主体の授業実現のための反転授業

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

授業運営のワンポイント

授業の特徴
受講者数 授業準備時間 内化・外化活動レベル

少 多 短 長 ★★★★★

授業設計モデル
授業前 授業中 授業後

─ 10分 15分 5分 50分 10分 ─
事前学習課題の提示

LMSで取組状況の確認
➡授業計画の調整

導入
事前学習課題の簡
単な解説と取り組
みに対するFB

本時の学
習活動の
説明

グループワークや
PBLなど学習者主
体の学習活動

まとめ（学生同士の意
見交換含む）次回の事
前学習課題の提示

課題資料の作成や公開
学生の様子や意見を参
考に授業計画の調整
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事例研究「基礎地図学および実習 Ⅰ・Ⅱ」
担当  原将也先生・宇津川喬子先生・横山貴史先生（地球環境科学部）

予習用動画によって効率的な実習に！
事前に作業内容・手法を解説した動画を見ることで、授業時間
には作業に集中できます。
個々の学生にあわせたアドバイス！
個々の学生の進捗度・理解度にあわせて指導できます。
学生自身が主体的に取り組み習得できる！
動画で学んだ手法を用いて作業に取り組み、内容を理解すると
ともに、復習にも活用することで知識の定着につなげることが
できます。

作業内容と課題のきめ細やかな確認
授業時間内に個別に質問を受け、作業の進捗を確認することで、
学生のつまずきを防ぐことができます。個々のペースにあわせ
て学習を進められます。
欠席時や授業後の学習が可能
やむを得ず欠席した学生や授業内で作業が終わらなかった学生
には、予習用動画の再視聴を促すことで、授業後にも学習活動
をサポートすることができます。

予習用動画を視聴してから授業に臨んでもらうことで、作業
内容や手法についての解説にとどまらず、課題の解説や考察に
割く時間を確保できるようになりました。学生の進捗状況を把
握する時間をつくることができ、学生を個別にサポートできる
ようになっています。

予習用動画を視聴せずに授業に参加すると、理解が不十分に
終わることがあります。そのため、授業内容によって異なる動
画の長さを統一するなど、より手軽に視聴できるよう改善する
ことで、学生の予習をより確実なものにしていく必要があります。

本授業は地理学科１年次の必修授業です。地理学で重要な地図の概念を学
び、地形図読解の基礎的技法を身に付け、地域特性の理解に寄与することを
目標としています。授業では地形図を用いて等高線や地図記号、土地利用を
判読する作業をおこなっています。学生が事前に予習用動画を使って、それ
ぞれの基礎的な手法について学習することで、授業時間内に作業に取り組め
る時間が大幅に増加しました。それによって、個々の学生の進捗状況や理解
度にあわせて指導することができるようになりました。また授業内でより発
展的な内容を解説する時間も増え、総合的に学生の到達レベルが向上しています。

事前に予習用動画を視聴し、授業内で作業する本授業は、学生の主体的、協同的な学びの一助にもなっています。

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

実感する教育効果・学習成果 今後の展望・改善点など

予 習用動画を用いた反転授業で実習時間の有効活用

授業の特徴
授業形態 実施規模 履修年次 教室（規模） 主な外化手法 主な内化手法 必要機材

実習・講義 30人 1年次 実習室（54） メモ・文章化・
図式化 共有・比較 PC

授業設計例
授業前 授業中 授業後

─ 5分 10分 20分 5分 10分 20分 5分 10分 5分 ─
学生による
予習用動画

の視聴

課題の
回収と解説

作業内容に
関する補足と
発展的説明

作業①
注意点の補足説明

（とくに予習用動画
で分かりにくい点）

作業①の
確認 作業② 注意点の

補足説明
作業②の

確認
課題の

出題と説明
予習用動画

の告知
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⑦予習・復習／調査研究

授業に対する予習・復習を含むいわゆる「授業外学習」の実質化には、
それを前提とした授業デザインが必要不可欠です。授業外学習の成果
を授業中に活用する、授業を受けての発展課題を与えるなど授業との
接続を意識した設計は、講義科目はもちろん、サービスラーニングや
課題解決型学習といった活動でも土台となるものです。

期待される効果として、学習時間の増加による内容理解が進むこと、
さらに学生個々の学習スタイルの確立、学習スキルの獲得があげられ
ます。

課題に対する学生独自の解を得るためにどのような道筋を辿るか、どのような周辺情報に目を向けるか、限ら
れた授業時間内では難しい「自由を与える」ことが個性的学習を促し、学修成果を拡張します。

意義や目的、問題意識を明確に
やらなくても支障がない課題は誰もやりません。取り組む意義
を見出せる授業設計を模索しましょう。
自由を奪わない適切な課題設定と指示
多様な意見、多様な成果を授業に持ち寄ることで相乗効果をも
たらします。形式的かつ画一的な成果とならないよう、一定の
自由を担保しましょう。

「みんながやっている」という危機感を煽る
学生同士で進捗を確認したり、ラーニングコモンズを利用させ
たり、やって当たり前という空気感を演出しましょう。

目が届かないからこそ、積極的に関わる
授業中に授業外学習のやり方を提示するだけでなく、個別相談
に応じたり、授業内でその成果に対し積極的にフィードバック
を与えたりとケアしていきます。
安易なコピペへの対応
授業外学習の成果で懸念されるのが「コピペ問題」です。様々な
情報を整理し、自分なりの結論を導くことの意義を認識させ、
借り物の知識ではボロが出るという危機感を持たせましょう。

多くの先行研究から、授業外学習においては、先輩サポーターの支援や、学生同士の学び合い（ピア活動）、教職員からのフィードバッ
クといった多層的支援が学習効果促進に有効であるといわれています。課題を設定する際には、課題にどのように取り組ませるかも
併せて検討しましょう。

授業外学習と授業の接続においては、確認テストの実施、調べ学習をもとにした議論、調査報告等が挙げられます。常に緊張感をもっ
た授業とするためにも、効果的な活用を検討しましょう。また、WebClass等を介した情報提供を行うなど、欠席学生へも配慮する
ようにしましょう。

予 習？ 復習？ 個性的学習を促す知的探求時間

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

授業運営のワンポイント

授業の特徴
受講者数 授業準備時間 内化・外化活動レベル

少 多 短 長 ★★★★★

授業設計モデル
授業前 授業中（課題提示回） 授業外 授業中（課題報告回）

─ 15分 10分 45分 20分 ─ 30分 25分 10分 25分
課題案の作成

学生の
授業外活動

導入
解説

課題提示など

グループ決め
や役割分担

グループでの
テーマ決定
などの議論

各グループの
議論内容への
フィードバック

学生の
授業外
活動

調査結果の
報告作成

報告（発表）と
フィードバック

今後の方向性
の教示や

予定確認など

調査活動
計画の
見直し
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事例研究「地図画像処理論および実習」
担当  原美登里先生（地球環境科学部）

時には学生に委ねることも大切です！
事例などを示して丁寧に説明すると学生の自発性を奪ってしま
うので、あえて説明は簡単に。
課題設定などは下準備・調査を含め、入念に!!
PCや特殊なソフトを使用するため、トラブル回避のための事
前チェックが大切です。
発表はメモを取りながら聞くようにアドバイス！
発表を聞く際にメモを取らせると、質疑応答が活発になります。

学生のオリジナリティを尊重
学生の自発性・積極性を保持および活性化させるために、学生
の発見・気づきを尊重し、アドバイスしすぎず、自らが考えて実
践させるようにします。
成果については、丁寧なアドバイスを！
成果完成後は、個々の学生のもつ良い点は褒め、他学生のもの
を参考にすることで気づきを促し、より良いものにするための
アドバイスは丁寧に行います。

学生自らが企画から発表までを一貫して行うことにより、単
なるPCを使用した地図作成とは異なり、授業に積極的に取り
組むようになりました。また、他者の成果を見ることで、フィー
ドバック効果が大きくなったと実感しています。

現状の課題は二つあります。一つは機器操作に関する個人差
が大きく、その解消にはTAが欠かせない存在です。一方、テー
マ設定や地図作成の格差の解消には、教員等のアドバイスが必
要となり、オリジナリティの尊重とのさじ加減を含め、ボトムアッ
プの方策を模索しています。

本授業では、地理学において必要なパソコンを活用したデジタル地図や
GISにおける基本要素を理解するとともに、基礎的スキルを修得できること
を到達目標としています。第7回から第9回におけるWeb-GISに関わる授業
では、Webで公開するキャンパスマップ作成において、企画・調査・地図作成・
成果発表の一連の学修を、一貫して行う実践型授業として実施しました。こ
れにより、学生の興味関心を深めました。また、調査の一部は授業内で実施し
ましたが、多くの学生が自発的に課外における調査に取り組むことで、授業
への積極性を高めました。

調査・地図作成終了後、グループごとに成果発表を行い、教員からのコメントのみならず、学生同士の意見交換
も行いました。その結果、より高い地図作成に関する知識や表現方法を修得することが可能となり、その効果は大
きなものでした。

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

実感する教育効果・学習成果 今後の展望・改善点など

課 外でも調査課題に取り組み、学生の自発性を生む

授業の特徴
授業形態 実施規模 履修年次 教室（規模） 主な外化手法 主な内化手法 必要機材

講義・実習 30人 2年次以上 端末室（32） モデル化・
文章化 評価・比較 PC・

タブレット

授業設計例
授業前 授業中 授業後

─ 10分 15分 45分 20分 60分 15分 10分 5分 ─
前回の授業時に今回課題を明示

➡
課題案を作成して持参

グループ
決めおよび
役割分担

導入および
課題内容

説明

グループでの
テーマおよび調査
項目におけるGW

コメ
ント

タブレット
を使用した

調査

調査
報告

コメ
ント

次回
課題
提示

キャンパスマップ作成
における準備および

次回フォローコメント
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⑧ディスカッション／ディベート

ディスカッションとディベートはアクティブ・ラーニングのみなら
ず様々な教育・学習の実践の中で活用されます。ただし、話し合わせよ
うとしてもなかなかうまくいかなかったという経験をされた方も多い
のではないでしょうか。多くの場合は、教員側の準備不足がその原因
とされています。問いの立て方や議論の進め方の工夫を取り入れ、構
造化された議論を構築し有意義なものとしていきましょう。

議論の方向性を指し示すことで学生の主体性が高まります。自ら考
え、他者の意見に耳を傾け、さらに自ら考えていく姿勢が養われるで
しょう。

論理的思考力はもとより、その議論でテーマとなっている内容の理解が進むでしょう。

テーマを身近な事例に置き換える
議論の目的を明確化し中心的問いを準備します。抽象的テーマ
は議論の取っ掛かりが掴みづらいため、身近な事例に置き換え
るなど工夫しましょう。
議論の深め方を構造化する
雑談化防止のため、議論の筋道を提示し、様子をみながら適切
にファシリテートします。
議論の過程で興味深い点を拾い上げ共有する
議論の結論に加えて、グループの議論の過程で特筆すべき点を
共有しましょう。

発言しやすい環境づくり
発話による外化を促すため、環境づくりは特に重要です。必要
に応じて議論のルールを設定するなど、学生の積極的参加を促
したり、議論の焦点を都度そろえたりするなど工夫しましょう。
教員は1人4役！
各班の進行は学生に委ねつつ、教員は全体管理に徹します。道
筋に沿ったファシリテート、時間管理、各グループの議論の様
子の確認、議論を活性化するフィードバックをこなします。

アクティブ・ラーニングで重要視される外化・内化が顕著に表れ、また、それを意識して促進してあげる必要がある活動です。議論
にはテーマや想定する深め方によって相応の時間を確保する必要がありますが、段階によって教員が介入するなど、メリハリをつけ
た進行となるよう心がけましょう。

また、様々議論したにも関わらず、最終発表者の意向が強く反映されることがあるため、そのグループでの議論の過程から、興味
深い点や必要な観点を抽出するなど工夫しましょう。

議 論の構造化が導く思考活動の深化

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

授業運営のワンポイント

授業の特徴
受講者数 授業準備時間 内化・外化活動レベル

少 多 短 長 ★★★★★

授業設計モデル
授業前 授業中 授業後

─ 10分 20分 10分 20分 5分 15分 10分 ─
題材や
テーマ、

問いの準備

導入と
解説

個人での
資料読みや

題材への理解深化

議論のテーマや
問いの紹介と

説明
議論

議論の仕方や
内容について

FB

再度議論
まとめ

教員からの
全体FB
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事例研究「地理学基礎セミナー」
担当  伊藤徹哉先生（地球環境科学部）

事前の準備が肝です！
授業計画、教材研究のほか、適切な教室の確保、班編成など、早
めに準備しましょう。
議論の主題は明確にし、考えるための共通の素材を準備！
議論の観点を具体的に示し、議論の主題を明確にすると、活発
な意見交換につながります。
付箋紙などを活用し、発話と意見交換を促進！
付箋紙などに意見・考えを予め記入させると、発話や意見交換
が円滑にすすみます。

問いやヒントを準備し、議論を活性化
テーマと関連する具体的な問いやヒントを準備し、机間巡視す
る際に適切なタイミングで学生に投げかけることで議論が活性
化します。
授業後、学生回答(まとめ)を見直し、必ず補足や解説を！
議論を通じて気づいた点、明らかになった点、不明な点などを
授業後に確認し、次回の授業時、必ず補足や解説を行うことで、
授業内容を再確認できます。

小グループでの議論を通じて、他者の意見にも触れることが
でき、多面的、かつ具体的な理解につながりました。また、グルー
プ内で他者の意見を理解し、自己の意見との相違や類似点を確
認しながら発話していくなど、コミュニケーション能力の向上
にも寄与しています。

今回は比較的明瞭な主題であり、学生同士で議論を行うこと
は可能でしたが、専門性が高く、予備知識が必要であるような
テーマについては、事前準備を周到に行う必要があります。また、
大人数での授業での発話や意見交換についても、今後の課題に
なります。

本科目は、地理学の専門的学修を開始する際に必要となる基礎力の習得を
目的とし、学術論文の検索・要約、配布資料の作成、口頭発表の実施などを到
達目標としています。「配付資料の作成」に関する第4回授業では、一般的原
理に関する理解を踏まえ、事例に基づきながら個別的・具体的な理解を促す
目的で、グループでの議論を行っています。

予め第3回に、一般的な解説、個人での作業学習を行い、簡単な宿題を課し、
議論の主題に関する共通の素材を提供しておきます。つぎに、第4回(紹介す
る授業回)において、第3回での基本的な一般的原理の理解を前提に、5名程度の小グループに分かれ、具体的な配
付資料（卒論の要旨）を事例に用いながら、具体的に良い点と要改善点を指摘することで、「わかいやすい配付資料」
に関する理解を深めました。

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

実感する教育効果・学習成果 今後の展望・改善点など

一 般的原理を具体的に理解するグループでの議論

授業の特徴
授業形態 実施規模 履修年次 教室（規模） 主な外化手法 主な内化手法 必要機材

演習 24人 2年次 ゼミ室（30） 発話・メモ 共有・評価 付箋紙・ペン

授業設計例
授業前 授業中 授業後

─ 10分 10分 20分 10分 15分 5分 10分 10分 ─
前回授業での指導

➡
宿題

宿題の
確認と
復習

導入と
概説

個人での作業
（付箋への記入）

議論：
意見紹介

議論：
類似する

意見の集約

コメント
（着目点

説明）

議論：
班ごとの
まとめ

解説・最終
コメント

まとめの見直し
➡

次回コメント
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⑨グループ討議／グループワーク

学生主体の学習をしてほしい、参加意欲をあげたいなどの要望はア
クティブ・ラーニングでよくあげられることですが、その主な手法の
一つがグループ活動です。教員は一歩後ろに下がり、学生同士でグルー
プを組ませ、議論や課題解決などをさせる活動ですが、「構造化されて
いないグループ活動はほとんど上手くいかない」とすらいわれること
もあるように、実施には工夫や考慮が必要です。逆に、多く利用される
手法ではありますので、その背景的理論や工夫の仕方、利用できる具
体的手法やツール、ICTなどは多く存在します。

教育目標の学習効果増進はもちろんのこと、他者意識、グループ活動スキルなども上昇するといわれています。
学生が主体となることで学習意欲も上昇するでしょう。学生が多様な観点に気づくということも現代的に重要な
効果です。

「協働」によるメリットを活かす
意見の多様性を許容することで、新たな知見の獲得を促します。
グループごとの成果を大切に
学生主体の活動は成果の質に差が生じます。適切なFBを行い、
結果からの学びを重視します。
グループ活動を促進する方法や流れを計画する
どうグループを組ませ、どう進め、どう終わらせるかを吟味し、
ワークシートを用意するなど限られた時間内で作業を完結する
ようマネジメントします。

学生が導き出す結果を尊重する
傾聴の態度を意識し、答えを教えない（教えすぎない）、手を出
しすぎない、など学生主体の活動であるという心掛けが必要で
す。
学習内容とグループ活動そのものへのFB
グループ活動を活性化させるチャンスと思えば適宜介入し、議
論内容についてのFBや問いかけ、さらには活動の仕方そのも
のへのFBもありえます。

グループ活動を実施するプラットフォームとしてのICTや、活動を活性化させるためのツールや思考方法などは多く存在します。
単なる作業とならないよう、「ピア活動」とよばれるお互いが学びあう要素を取入れ、個人活動では得られない思考の拡張を狙います。

作業の進捗はグループごとに大きく異なり、限られた時間の中で何に重きを置くかによって教員の関わり方も変わります。最後ま
でたどり着くことを重視するなら進行に干渉したり、結論まで至らなくても議論に集中させ、進行上の課題について振返りをさせた
りと、目的に応じて工夫しましょう。

三 人寄れば何とやら！ 知見を広げる協働学習

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

授業運営のワンポイント

授業の特徴
受講者数 授業準備時間 内化・外化活動レベル

少 多 短 長 ★★★★★

授業設計モデル
授業前 授業中 授業後

─ 10分 10分 10分 20分 5分 20分 5分 10分 ─
活動の主題や題材の
準備、グループ分け

方針など準備

事前
説明

グループワークの
主題やテーマ、

問いの確認

グループ
分け

グループ
討議

教員から
FB

グループ
討議

教員から
FB

まとめ
全体FB
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事例研究「固体地球物質環境学」
担当  川野良信先生（地球環境科学部）

グループワークで自らの思考を磨く！
他者の意見を聴き、自ら意見を発することで、コミュニケーショ
ン能力を高めます。
立体模型で学生の興味を引き出す！
作業を通して視覚効果と触覚効果を引き出し、飽きさせない授
業を展開します。
小テストで緊張感を維持！
理解度を把握するために小テストを行い、集中力を高めます。

自ら考える積極的な授業参加を促す
立体模型を導入することにより、従来学生が敬遠しがちであっ
た結晶系について興味を持たせ、グループ討議を通して集中力
が継続するような工夫を凝らすことが重要です。
小テストによる学生の理解度を把握する
講義の最後に実施する小テストによって、学生の理解度を把握
すると共に、自分の授業のどの部分が悪かったのかを常に考え、
改善に努めています。

グループワークによって学生は必然的に授業に参加しなくて
はならないため、思考停止に陥ることが少なくなったと思いま
す。また、他者の意見を聴き、自らの意見を発言する集団討論を
通して、コミュニケーション能力が高められることを期待して
います。

講義中、机間を巡回してグループワークを観察すると全く議
論に参加していない学生が見られることがあります。そのため、
グループ毎の人数や立体模型の数を変えることで、グループ内
でコミュニケーションが取りやすい環境を整備することが必要
と考えています。

本授業では、平面的な図を用いた説明では理解することが困難な結晶系に
ついて、立体模型を手にとり、グループ内での議論を経て、結晶系について正
しい知識を得ることを到達目標としています。そして、授業最後に実施する
小テストによって学生の理解度を把握しています。

従来パワーポイントで結晶系の図を示しつつ授業を進めていましたが、小
テストの結果からこの方法では学生が正しく理解できていないことがわかっ
てきました。また、学生は授業中自らの考え方について検証する機会がない
ため、集中力を持続できず、思考停止を招いていると推測できました。これらの問題を解決するため、実際に手にとっ
て思考できる立体模型の活用と、他者の意見を聞き自らの考えを修正できるグループ学習を導入しました。小テ
ストの結果は良好に推移しており、学習効果の向上が期待されます。

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

実感する教育効果・学習成果 今後の展望・改善点など

立 体模型を手に取りながらグループで議論

授業の特徴
授業形態 実施規模 履修年次 教室（規模） 主な外化手法 主な内化手法 必要機材

講義 23人 2年次以上 AL教室（117） 発話・構造化 共有・比較 立体模型

授業設計例
授業前 授業中 授業後

─ 5分 5分 30分 5分 10分 5分 10分 5分 10分 5分 ─

立体模型
の製作

グループ
分け

前回
小テスト
の解説

結晶系
の解説

立体模型
の配布

グループ
討論① コメント グループ

討論② コメント 小テスト
実施

立体模型
の回収

小テストの採点
授業の振り返り
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⑩プレゼンテーション／ポスターセッション

アクティブ・ラーニングは、本質的に、「書く」「話す」「発表する」などの
学生自身のアウトプットの活動を強調する学習です。「書く」はこれまで
の学習のなかでも授業に多かれ少なかれ組み込まれてきましたが、「話
す」「発表する」は十分に組み込まれてこなかったといえます。「話す」「発
表する」は、単なるアウトプットの活動というだけでなく、他者との対話
的・協働的な学びをも指し、「書く」よりもはるかに難易度が上がります。
これは、「相手に理解してもらう」というミッションにおいて、物事を論
理立てて説明する必要性があるためです。こうして、アクティブ・ラーニ
ング改革において新たに目指すべきポイントは、「話す」「発表する」活動、
すなわち他者との対話的・協働的な学びを組み込むことということもできます。

10を調べ1を知る！
発表における道筋を吟味し、情報を学生自ら整理する過程で理
解が深まります。

「伝える」ではなく「伝わる」発表を
聞き手に伝わる発表を意識させ、論理的思考力を高めます。
学生同士のコメント・質問を求める
発表を聞く側の姿勢も重要です。質問を求めるうえでは、近く
の学生と相談させるなど工夫します。また、欠点やあらさがし
は簡単なものです。建設的コメントを求めます。

教員のコメントがすべてにならないように
発表に対して教員の発言は非常に重く取られますが、学生同士
が意見を出し合い改善を共にしていく雰囲気をつくれるよう配
慮します。
課題を認識させつつも、良い点も褒める
課題ばかりであっても、ほめる点を探して、自信をうしなわせ
ないようにします。少しずつ良くしていく、という態度を持ち
ましょう。

ついつい、教員が大きな声で発言したり、ほとんど質問していたりと、「発表者対教員」のみの構造になりがちです。発表の仕方や
内容について、学生同士が意見を出し合い、日常的に改善するような、学びあう文化を育成することを目指すことも重要になってき
ます。

授業運営上は、発表、コメント・質問などの時間区切りをはっきりさせ、特に聞く側の姿勢を整えるよう配慮しましょう。

ア ウトプット活動の総合デパート！

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

授業運営のワンポイント

授業の特徴
受講者数 授業準備時間 内化・外化活動レベル

少 多 短 長 ★★★★★

授業設計モデル
授業前 授業中 授業後

─ 5分 10分 5分 5分 10分 5分 5分 40分 5分 ─
事前にテーマ
などを与え

発表を作成させる

導入
テーマ

など確認

プレゼン
テーション

①

質疑
応答

教員による
コメント

プレゼン
テーション

②

質疑
応答

教員による
コメント

テーマに
ついて

発展的解説

全体
総括
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事例研究「実践英語 Ⅲ」
担当  貝沼恵美先生（地球環境科学部）

学生に課題は認識させつつも、自信を失わせない
英語という非母語を人前で話すことを躊躇する学生も少なくない
ため、改善点のみならず良かった点も必ず伝えるようにしています。

「聞く時間」「書く時間」「話す時間」の配分を伝え、明確に分ける
英語は日本人にとっても非母語であり、日本語のようにスムー
スに一連の作業を同時に進めることは困難なため、それぞれを
分けることで各作業に専念させます。
学生同士で共有するコメントシートでは、「問題・要改善」ではなく「提案」を

「よりよいプレゼンにするための提案」の項目により、書き手には自分に置
き換えて考えさせ、受け手には過度な精神的負荷をかけないようにします。

専門外の人にも伝わる、わかりやすいプレゼンを促す
自身にとっての常識も他者にはそうでないことを認識させるた
め、専門分野の話であっても専門用語を多用しないように事前
に指導しています。
学生のPPTスライドを教材に
単語の使い方で、誤ってはいないけれど当該ケースでは別の表
現のほうが適切である場合、誤ってはいないことを説明したう
えで別の表現を伝え、語彙力の増強も併せて図ります。

留学生との会話は、苦労しつつも自分の英語が相手に通じた
ことを実感できる場として、学生の自信につながります。また
自分の意見を多くの人の前で英語でプレゼンすることは、準備
を通じて自身を他言語で見つめなおし、説明することを意味し
ます。専門分野が異なる人に自らを伝えるための過程は、就職
活動時の面接にも役立ったという意見が聞かれました。

現在のプレゼンは、事前に教員がテーマを設定し、準備させ
て臨むものですが、実際の会話ではそのような時間的猶予はあ
りません。そのため、こちらが準備した地図や図形を学生1名に
3～5分程度の準備時間ののちに英語で説明させて、それをもと
に聞き手は説明された図を再現するという練習をしたこともあ
ります。意図したことを正確に伝えるためのポイントを知る上
では、このような取り組みも有効であるようです。

本授業は、英語を非母語とする国の人々と英語で意思疎通をする際の課題
を考え、どのようにすれば円滑なコミュニケーションがとりうるかを理解し、
実践することを目標としています。授業においては、英語を非母語とする国
の人が話す英語が音声教材となっているテキストを使用し、国ごとにその特
性を把握します。さらに、主に英語を非母語とする国の留学生との会話によ
り、意思疎通のポイントを考えさせます。また指定の時間で課題をプレゼンし、
それについての英語による質疑応答、プレゼンターに対するコメントシート
の記入と提出を通じて、聞き手も受け身にならず、積極的に授業に参加する仕組みづくりをしています。

最も身近な外国地域ともいえるアジアの人々の英語に慣れると同時に、会話やプレゼンを通じて4技能を鍛え、
英語によるコミュニケーション能力を向上させます。

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

実感する教育効果・学習成果 今後の展望・改善点など

プ レゼン・質疑応答・コメントシートで磨く英語4技能

授業の特徴
授業形態 実施規模 履修年次 教室（規模） 主な外化手法 主な内化手法 必要機材

演習 5名 3年次以上 普通教室（56） 発話・文章化・
図式化・モデル化

共有・評価・批判・
比較・新たな視点 PC

授業設計例
授業前 授業中 授業後

─ 5分 5分 7分 5分 15分 5分 40分 5分 ─
学生にプレゼンの
テーマを3週間前

までに伝える

機器（PCもしくは
タブレット）準備

プレゼン
テーマの確認と

順番決め

発表者
による

プレゼン①

コメント
シートの
作成①

全聞き手との
質疑応答①

教員による
解説と

コメント①

2人目の発表者
によるプレゼン
と質疑応答等

コメントシート
の回収と

次回授業の予告

コメントシートの確認
➡

次回にフォロー
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⑪フィールドワーク

フィールドワークは現地調査ともいわれ、調査対象の現場に身
を置く経験を通じて一次資料を収集する研究方法の一つです（佐藤 
2002）。フィールドワークでは、資料やデータの収集に加えて、具体
的な現場の問題と、文献や資料から得られる情報の関係を整理するこ
とで、問題そのものを深く理解した構造を明らかにする作業も伴います。
そのため、学生には問題解決だけではなく問題発見を行う経験が得ら
れる点が長所です。

さらに、学生の五感を刺激したり、非日常的な体験をさせたりし、「なかなかうまくいかない」ことを経験させら
れる機会でもあります。

まちづくり、環境、福祉、防災などさまざまな目的で、人類学、社会学などから地球科学や建築学などの自然科
学分野まで多くの専門領域でフィールドワークは取り入れられています。

教員・学生ともに前もっての準備・計画をしっかりと
学外活動に備え、準備や計画把握を行うとともに、事前調査や
課題設定を徹底します。
観察・体験など学生の五感を刺激するように
目的や観察対象を明確にし、ただの旅行や見学で終わらないよ
うに意識を高く持ちます。
フィールドワークの過程を記録する・させる
道中での出会い、学び、失敗などの記録は事後活動に活用します。

観察内容やフィードバックを強調する役割
特にフィールドワークに不慣れな学生は、自分で現場から有益
な情報を見つけることができません。観察ポイントは何か、実
際に見聞きした結果はどうだったかを強調します。
課題そのものの探求・発見をバックアップ
フィールドワークはその過程で課題を見つけたり、調査結果に
よって課題が変わったりすることもあります。主役の学生に気
づきを与える役割を意識しましょう。

フィールドワークは事前の計画や物品などの準備、安全への配慮、現場の人々との関係構築、学生の調査活動の促進、事後の振り
返りやまとめなど教員の役割は多岐にわたります。そのため、学生の自主性、探究心、興味関心の向上、専門内容と現場・地域社会と
のつながりをつけることができるなど有意義な活動です。実施にあたっての慎重さは必要ですが、まずは身近なところで短時間で実
施するなど、恐れすぎずに実施してみてもらいたいです。

机 上にはない刺激的な「出会い」を求めて

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

授業運営のワンポイント

授業の特徴
受講者数 授業準備時間 内化・外化活動レベル

少 多 短 長 ★★★★★

〈参考文献〉 佐藤郁哉（2002）『フィールドワークの技法』,新曜社.
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事例研究「セミナーの基礎 H」
担当  北沢俊幸先生（地球環境科学部）

非日常に身を置く
あくまでも手段としての（楽しくない）野営、沢歩きなどで「汚い」

「不便」の感覚が麻痺します。
体と目を動かして考える
沢を登ったり降りたりして、何度も崖を観察しないと地図が完
成しません。
自分のスタイルを見つける
調査方法に正解はありません。工夫して自分に合った調査方法
を見つけます。

一人で課題を解決させる
課題を与えた後はあまり口を出しません。学生はそれを完遂す
べく一人で黙々と作業を進めます。誰とも相談せずとも試行錯
誤しながら頭の中は活発に働いています。
調査以外は指導しない
レンタカーを運転して現地に行くこと、沢で調査方法を教える
こと以外教員は何もしません。食事の準備など自分達で頭と体
を動かさないと生活できない4日間から学ぶことも多いと考え
るからです。

4日間だけで地質調査技能が十分身につくわけではありませ
んが、一度やったことがある、という経験により次から自分一
人でやることを臆さなくなります。また、人知を超えた見たこ
とのない自然物を観察して理解しようとする思考は創造的で、
人間としての幅を広げます。

以前は調査地域や調査項目も学生自身が決めていたのですが、
それだと最低限の地質調査技能を身につけるのに適さない場合
があり、やめました。しかし最初に課題を与える段階で学生自
身に目的意識を持たせるよう改善の必要を感じています。

本授業は研究室3年生の集中講義です。安全な野外調査方法を身につけ、地
質図の作成に必要な野外データを適切に取得することを目的としています。
また集中講義の中で3泊4日を野営で行い、フィールドでの自主性とたくまし
さを身につけます。

教員は学生が経験を積む場を提供することに徹します。そのためには教材
として一級のフィールドを選ぶことが最も重要で、下見を重ねて現在は新潟
県魚沼丘陵の3本の沢を選定しています。崖に露出する地層の状態は大変良
好で、また初心者の沢歩きにも最適な地形です。学生は地層を前にして最初は見方がよく分からないものの、自分
の頭で地層を理解しようと地図とハンマーを持って沢を歩き回って自問自答します。そしてだんだんと地質調査
の手法と考え方が身につきます。

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

実感する教育効果・学習成果 今後の展望・改善点など

歩 いて観察して記録する自問自答の4日間

授業の特徴
授業形態 実施規模 履修年次 教室（規模） 主な外化手法 主な内化手法 必要機材

演習（集中） 8人 3年次 野外（－） メモ・図式化 比較・
新たな視点

ハンマー・
クリノメーター

授業設計例
授業前 授業中 授業後

─ 1日目 2日目 3日目 4日目 ─

地質調査法の解説
地図、調査用具の準備 大学発 テント

設営 沢調査 沢調査 沢調査 周辺の
調査

テント
撤収 大学着 調査用具の片付け

図の清書
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⑫問題解決型学習（PBL）

問題解決型学習（PBL）は、正解のない課題を通して問題解決へのア
プローチ方法を身につけ、物事の本質に迫り理解を深める学習です。
プロジェクトベースの活動を想起する方も多いPBLですが、講義形式
の授業の課題と解説の順序を逆にすることでも実践できます。問題や
課題を先に提示して取り組み、その問題を解く上で重要な知識や解決
プロセスについての学習を行ったり、ケーススタディを通して学生自
身に課題を発見させたりする方法があります。

多くの授業で活用できる方法であり、医学をはじめ、物理学、生物学、
化学、地学などの自然科学分野での事例が多くなっています。

問題解決能力や社会性・協働性の育成はもちろんのこと、課題解決に必要な調査分析を学生自ら考え実施して
いく形態が多いため、自律的な学習方法や態度を身につけさせる上で効果的です。

興味を持てる課題の設定
授業目標とも照らして適切かつ身近な問いを提示し、モチベー
ションを喚起します。
様々な思考ツールを使った議論に挑戦！
様々な思考ツールに触れた経験は問題解決アプローチの引き出
しを充実させます。
グループとしての納得解を導き、共有する
唯一解のない課題について、十分に調べ、考え、議論した結果を
尊重すると同時に、同一課題に取り組んだ他者の意見から、新
たな知見の獲得を促します。

発表して終わりではなく、振返りを重視
「何か活動した」だけになりがちです。学生に自分たちの活動が
どうだったか、意見を聞きつつ次につながるフィードバックを
与えます。
見守りが基本的スタンス
学生の探究、調査、グループ活動が基本的な活動です。教員はま
ずは見守る、支援を与えるというスタンスを保ってください。

PBLはアクティブ・ラーニングで最たるもの、または古くから実施されていたといえる学生主体の学習活動です。プロジェクトベー
スで進むもの、課題発見を重視するもの、課題探求に注力するもの等、活動レベルや要する時間も様々です。

課題とじっくり向き合うために、授業外の時間を有効活用できるよう授業設計をしてみましょう。随時相談可能な環境・手段を構
築することも、自主的な活動を促すのに効果的です。

正 解がないからこそ調べる！ 考える！！

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

授業運営のワンポイント

授業の特徴
受講者数 授業準備時間 内化・外化活動レベル

少 多 短 長 ★★★★★
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事例研究「情報システムの構築と応用」
担当  後藤真太郎先生（地球環境科学部）

解決すべき課題の発見、集合知による知識の獲得
身近な課題に対し、チームで議論し合い教え合うことで、個人
では得にくい知識が獲得できます。
教員はファシリテータに徹する
教員は主に学生からの質問に対応し、積極的に説明しすぎない。
共創による知識獲得のモチベーション向上
共に考え共に創ることによる向上心を高めあう効果がきたいで
きます。

学生の課題に取り組むテンションをアップさせる
制限時間の中で考えをまとめさせることで学生の考える力を向
上させます。
共創に効果的なツールを多用する
マーカー、ポストイット、移動式ホワイトボード、ラーニングコ
モンズなどを効果的に使用する。

授業終了後の学生アンケートでは、ハッカソンを行う前には
自分でできると思えなかったシステムが現実にできたことに満
足し、協働作業の効果を実感した意見がほとんどでした。また、
他の教員を招いた公開授業では、教員が特に細かな指示を出さ
なくても、グループワークの時間はグループごとに共通の目的
に向かってアイデアを出し合う姿が見られたなどの評価が得ら
れました。

PBLは実際の知識を応用して運営されるものであり、その過
程で意見交換のみならず、知識の習得も必要になってきます。
こうしたニーズに耐えられるような他の外化手法・内化手法を
組み合わせた効率の向上が期待できます。例えば、学生が地域
連携のイベントで小学生にプログラミングを指導する、プログ
ラミングの結果が見えやすい電子工作（Little Bits）などと併用
することによりモチベーションの向上効果が見られました。

本授業では、従来型のシステム設計手法の講義を教員から一方的に行うので
はなく、システム設計手法の講義の後、アイデアソン、ハッカソンを通し、チー
ムで集合知を使って特定の社会課題を解決するアプリを作成しています。アイ
デアソンでは、プレイズファーストのルールに従い創造的な意見交換の場を醸
成し、3-5回のペアブレストを経て、他人のアイデアの良い部分を加え、社会課
題の解決のためのアイデアを作り上げ、各自がアイデアシートにまとめます。各
自のアイデアシートはハイライト法により全員に評価され、評価点の高いアイデアを選択し、発案者のプレゼンの
内容を考慮して、アプリにしたいアイデア毎に参加者を集め、チームビルディングを行います。さらに、アイデアをチー
ムで議論しチームで作るアプリの概要をまとめました。ハッカソンでは、アイデアソンで選定されたアイデアを元
に、学習済みのシステム設計手法に従い、チームの集合知を使い、自分にはない知識を使いながらアプリを作りあげ、
プレゼンテーションを行いました。学生間で意見交換しながらアイデアを共創する効果、集合知を利用して、個人
では習得できない技術を獲得できるだけでなく、新たな知識を得るモチベーションを高める効果が期待できます。

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

実感する教育効果・学習成果 今後の展望・改善点など

社 会課題を集合知で解決しながら学ぶ情報処理

授業の特徴
授業形態 実施規模 履修年次 教室（規模） 主な外化手法 主な内化手法 必要機材

演習 20名 3年次以上 普通教室（56） グラフィック・
レコーディング

アイデアソン、
ハッカソン

電子工作
（littleBits、 MindStorm）

授業設計例
授業前 授業中（5コマ分を使用） 授業後

─ 5分 15分 10分 20分 20分 10分 10分 10分 15分 75分・270分 ─

講義スライド、
ツールの準備

機器
準備

趣旨説明、
インプット

ワーク

方法論の
説明

ペアブレスト
(@5分x3回）

アイデア
シートに

記入

ハイライト
法による

良案の選択

良案の
プレゼン

テーション

チーム
ビル

ディング

アイデアの
ブラシ
アップ

ハッカソン 学生回答見直し
次回フォロー
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⑬サービスラーニング

サービスラーニングは「社会の要請に対応した社会貢献活動に学生
が実際に参加することを通じて、経験的に学習するとともに、社会に
対する責任感などを養う教育方法」といわれ（中央教育審議会 2002）、
大学教育と社会貢献活動の統合を目指したものです。そのため、単に
ボランティアや地域サービスをすることはサービスラーニングといえず、
そうした活動が教科内容や専門領域と結びついている必要があります。

学生の知的な成長に加えて社会的成長を促進します。地域社会の中
で活動する中で、自分のできることや向いている仕事に気づいたり、
他者への接し方や他者と協働する方法を身につけたり、仕事に必要な機能を学ぶ意欲が高まったりします。

教室での学びを通した目的意識の共有
参加する活動の意義を共有し、学外関係者を含むチームとして
の結束を高めます。

「できないこと」を理解することで、「できる」ことに注力する
社会的活動の中で学生ができること、できないことを理解させ
ます。できないことがあるからこそ「できる」ことに全力で取り
組み、また「できない」ことを担う人の姿から学びを得ます。
活動に参加しただけで終わらせない
活動の中で見たこと・聞いたこと・感じたことをしっかりと振り
返ることが学びを深めます。

チームとしての活動をコントロール
クラスの規模や学生の力量を見極め、プロジェクトにおいて学
生が担う活動を見極めます。統率が取れない場合、プロジェク
トの進捗に影響を与えるため、活動状況は随時確認します。
学外関係者からの意見も積極的に収集
プロジェクトに関わった学外関係者の意見・フィードバックは、
学生にとって多様な視点や価値観に触れるよい機会です。ICT
なども活用し様々な人の意見を集めます。

社会貢献から学ぶという、価値も学習効果も高い学習活動ですが、安全に注意が必要であったり、準備・計画に時間がかかったり、
授業として成り立たせるためには考慮・工夫が必要です。

何より、学外の協力者がおり、その関係性に注意するということが重要です。活動現場へ足を運ぶことを一度きりで終わりにせず
何度も繰り返すことで信頼関係を構築していくことが望まれますが、授業設計上難しい場合は、学外協力者の方に授業内で説明をい
ただくなど工夫しましょう。

活 かし、活かされる社会活動を通した経験学習

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

授業運営のワンポイント

授業の特徴
受講者数 授業準備時間 内化・外化活動レベル

少 多 短 長 ★★★★★

授業設計モデル
授業前 授業中（事前学習） 社会活動 授業中（活動後）

─ 1～2回目 3～4回目 5回目 ─ 14～15回目
事前準備

連携先との打ち合わせ
調整など

導入
関連諸問題等の

概説

グループ形成
テーマ設定

活動計画立案

連携先との
打合せ

サービス
ラーニング

実施

学生とともに
振り返り
まとめ

〈参考文献〉
中央教育審議会（2002）「青少年の奉仕活動・体験活動の推進方策等について」,〈http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1287510.htm〉

（参照2018-10-9）.
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事例研究「経済フィールドワーク １」
担当  外木好美先生（経済学部）

知識を問うより意見を問う！
学んだことを身近に置いて、自分の問題として落とし込み、意
見を持つことを徹底します。

「学生にできること」をオーダーする！
できることは少なくとも、できることについては考え尽くす姿
勢を求めます。
Face to Faceで不安解消！
学外関係者は学生の力量や理解度を把握したり、学生は学外担
当者から直接説明を受け、不安な点を質問したり、共同作業に
必要な信頼関係を築きます。

学生の意見には、人生の先輩として返答
授業での学びとその前後の意識の変化についてレポートを課し
ています。学生の意見に対しては、教員としての指導はもとより、
人生の先輩としてのアドバイスを心がけコメントを返します。
学外関係者もSNSやクラウドサービスで情報共有
プロジェクト全体に進捗や成果をSNSアプリ『LINE』で共有す
るなど、様々な立場から多様なフィードバックが行われる環境
を構築し、多角的な視点と評価を得ることができます。

「子どもとの交流」という素の人間性が表出するボランティ
アを通してチーム内での距離が縮まり、その後の活動に良い影
響を与える好循環が見られました。1年生が多い環境にあって、
居場所作りとして機能し、学生が楽しみにしている様子が感じ
られました。また、これまでの学習環境と異なり、多様な第三者
評価が行われるなか、託された役割を果たそうと試行錯誤する
様子は、多くの学びにつながるとものと考えます。

過年度の取組みから学生の「弱点」を把握し、担う役割の見直
しやオーダー内容の明確化など、関係者間でWin-Winとなる
バランスを試行錯誤しています。情報共有の手段としてICTを
活用していますが、授業開始当初は、大半を学内システムやス
マートフォンの使用法の解説に費やす必要があるのが実情です。
また、学外関係者との調整にかかる負荷が大きいため、組織的
に対応できる仕組みが求められます。

本授業では、日本の少子高齢化問題を「公園」をフィールドとして「子ども」
の視点で調査・分析を行います。様々な経済学的知見から対象について学ぶ
だけでなく、子ども交流ボランティア活動を通じて当事者視点を養い、行政
や区民と連携して公園のオープンデータを作成し、子育て支援を行うアプリ
開発に協力をすることで、社会へ還元しています。

受講者の大半を1年生が占めていますが、プロジェクトの一員として、大人
に交ってオーダーに応えようと模索する中で、教員に限らない様々な立場の
大人から評価を受けることは大きな刺激となります。多様な価値観が溢れる社会においては、1人が求める正解が
全てではないことに気づき、答えのない問題と向き合って出した結果を認められたという実感は、学生に大きな
達成感を与えてくれます。

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

実感する教育効果・学習成果 今後の展望・改善点など

脱 一問一答主義と大人との協働が育む自己肯定感

授業の特徴
授業形態 実施規模 履修年次 教室（規模） 主な外化手法 主な内化手法 必要機材

講義 20人 1年次以上 端末室 レポート・
プレゼン

共有・
第三者FB スマートフォン

授業設計例
ガイダンス 課題意識醸成 下準備 ボランティア体験 調査実習 振返り

第1回 第2回-第6回 第7回-第8回 第9回-第10回 第12回-第13回 第14回-第15回

授業の進め方
について説明

様々な経済学的知見から対象
について学び問題意識を持つ
各回でレポート課題提示

協働する学外関係
者から調査の目的
や注意点等を学ぶ

プレーパーク体験を通じ
て活動成果の主たる還元
対象への理解を深める

対象施設での
調査実習

調査結果の講評
振返り
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⑭リアル教材

リアル教材は実物教材と実験的教材に大別することができます。
実物教材は、形状、色彩、手触りなどの感覚情報から得た知覚によ
り、知識の定着や発見を促します。実験的教材であれば、自ら現象
を予測、観察、検証するプロセスを通じた経験的理解を促すこと
ができます。授業の導入として実物教材を提示することで興味関
心を喚起したり、実験的教材を利用した実験動画を予習用動画と
して公開し、そのメカニズムを授業で議論したりと、多様な授業
を設計することができるでしょう。教室内だけでなく無形文化財の鑑賞等、大学外のリアル資料に触れることも
刺激となります。

リアル教材は学生の興味をひき、授業中にインパクトを与える効果が期待できます。一方で、教材としてどのよ
うに学びを創出するか、単なる資料提示で終わらない工夫が必要です。

まずは学生の興味関心に委ねる
まずは学生の思うままに観察させ、興味関心を持った点を共有
しましょう。
発見や気づきを誘発し、授業目標に即した説明・解説を
観点を授業のポイントに誘導し、教材からの解説事項を「発見」
させます。
全員が触れられるよう配慮
リアル教材は感覚情報をともなう学びです。全員が触れる、関
わる機会を設けましょう。

教材提示のタイミングで変わる反応
リアル教材を導入で提示するか、授業のポイント解説後に提示
するか、そのタイミングによって学生の興味関心の範囲が異な
ります。学習活動の目的に応じて提示の仕方を工夫します。
学生の素直な反応へもフィードバックを
インパクトが大きいものほど学生の反応がよくなるでしょう。
また教材提示の意図に即した意見以外の反応に答えてあげるこ
とも、感覚情報を刺激するうえで大切です。

リアル教材は教員の専門分野や授業内容によって利用するものが大きく違ってくるので、独自性が強くなるでしょう。教員自身が、
その教材の活用方法や利用する目的を考えることも重要となってきます。

一方で数に限りがある、その場にしかないなどの制限もあります。グループごとに教材を配付するなど、時間短縮を兼ねた観察機会、
意見交換の場を設定したり、ビデオ動画やICTを活用した提示を行ったりといった工夫も必要です。

刺 激体験！ リアルが高める学生の感度！！

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

授業運営のワンポイント

授業の特徴
受講者数 授業準備時間 内化・外化活動レベル

少 多 短 長 ★★★★★

授業設計モデル
授業前 授業中 授業後

─ 10分 20分 20分 10分 10分 10分 10分 ─

教材準備 導入概説 講義 リアル教材
提示

感想や
疑問点など

共有

教員からの
FB まとめ

次回内容
告知と

課題提示
─

ris_active-learning_A4.indd   34 2019/04/26   17:33



35

事例研究「水文環境学」
担当  李盛源先生（地球環境科学部）

モデル実験を通して現象を可視化
目で見ることのできない地下水の流れを可視化することにより、
自然環境プロセスを正しく理解できます。
学生の知的好奇心を刺激➡自ら考える➡教育効果の向上！
学生自身が起こした現象を通して、ポジティブな教育循環プロ
セスが期待・構築できます。
基本的な地下水流動の再現を通じて、新たなチャレンジへ！
基本的な地下水流動を再現することにより，地下水と河川水の
交流，地下水汚染，土壌汚染というプロセスについて自ら考え
ながら再現できます。

学生同士の仮説・検証をサポート！
教員は基本的な解説のみを行い、学生同士でディカッションし
ながら、仮説を立て、それを目の前で再現しながら、さらなるディ
カッションを重ねることで、正しいイメージを作っていくこと
が重要です。
可視化された地下水流動を動画として保存し有効活用！
可視化された地下水流動を動画視聴サイトへアップロードし、
授業後も確認しながら、ディカッションすることが可能です。

「百聞は一見に如かず」ということわざのとおり、様々な自然
現象を言葉で、教科書で解説するより、実際に可視化することは、
非常に高い学修効果があります。また、このような学修効果は
新たな知的好奇心を刺激し、さらなるチャレンジが可能となり
ます。

本授業では、グループディスカッションとリアル教材を用い
ていますが、今後、ロイロノートなどを用いて双方向授業に発
展することも可能であると思っています。アクティブ・ラーニ
ングの授業は、教員の努力や工夫が必要ですが、その分、高い教
育効果があると実感しています。今後、新たなチャレンジをし
たいと思います。

水文環境教育においては、水文科学の基本概念である水循環をどのように体験
させ、正しいイメージを形成するかが重要な課題です。水循環プロセスの中で、降
水、浸透、河川流出、河川流動、蒸発・蒸散などは、ある程度日常生活の中で確認・
認識できる場合も多く、その理解やイメージ形成が比較的容易である一方、地下
水流動に関しては苦しむ場合が多いと感じます。その理由としては、地下水は私
たちが直接見ることのできない空間を流れているため、イメージを掴むことが困
難であることが挙げられます。

そこで、本授業では、地下水の流れを可視化できる教材「Groundwater Flow Model」を用い、地下水流動お
よびそれに伴う物質循環を理解させるための授業を大学専門基礎教育として行っています。

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

実感する教育効果・学習成果 今後の展望・改善点など

目 に見えない地下水の流れを体験しよう！

授業の特徴
授業形態 実施規模 履修年次 教室（規模） 主な外化手法 主な内化手法 必要機材

講義 20名 2年次以上 実験室（－） メモ・図式化 比較・共有 リアル教材

授業設計例
授業前 授業中 授業後
10分 10分 10分 20分 5分 10分 20分 5分 10分 ─

教材
準備

導入
概説

質問①
ディカッ
ション①

実験① コメ
ント

質問②
ディカッ
ション②

実験② コメ
ント まとめ

教材片づけ、学生回答見直し
➡

次回フォロー
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⑮ロールプレイング／シミュレーション

ロールプレイやシミュレーションは、特定の状況設定や役割、
行動制限等を与えることで、意図的に目的とする体験をさせる経
験的学習方法です。

普段の個人の思考や行動とは異なる役割を演じたり、非日常的
な状況設定に合わせたりすることで、自分と異なった個性や考え
方をもつ立場についての理解や、相手の考えや感情の動きをとら
えることの難しさについての理解を促します。こうした体験と結
びついた理論や実験過程等の理解は、知識の定着と発展的学習に
供するものとなるでしょう。

また、グループ内でのロールの交替や状況設定の変更を行うことで、傾聴と共感の常用性を高めると同時に、や
りとりを通して状況が変化することを体験的に理解するなどの学習効果が期待されます。

身近なテーマで普段と違う体験を
身近なテーマに対し、意図的な設定や制限をかけることで、目
的に合わせた非日常的体験を創出します。
複数のパターンから違いを感じ取る
ロールの交替や条件・制限の変更等、複数パターンを試行する
ことで気づきを与えます。
些細なことでもすぐに書き留める
特に情緒的学びは時間の経過とともに見えるものが変わるため、
体験直後の感情や気づきを書き留めておくことが有効です。

実践時のルールや目的を明確化
雑談化や意図した体験活動とならないといった事態を防ぐため、
実践時には条件やルールを明確に示しましょう。また、パター
ン変更時には比較すべき観点を明示するなどしましょう。
体験直後の振り返りとフィードバック
体験直後の実感が残っているうちに振り返りと、教員や学生同
士のフィードバックで学びを深めます。情緒的体験を理論的に
解析することを心がけましょう。

グループワークの延長として実践可能であり、比較的授業規模が大きな場合でも、工夫次第で取入れることができます。授業規模
が大きくなるほど、個々のグループが自立的に作業できるよう指示内容が明確なシナリオを準備しましょう。

オーソドックスな手法として、意図的に不自由な体験をさせた場合と、理論的に適切とされる体験とを比較することにより、体験
的に理論を理解する方法があります。逆に理論を学んだうえで、模擬実践を通して初めて気づく、理論周辺の実践知獲得を目的とし
た活動としても応用できます。

趣 向を変えれば見方が変わる！ 体感的学習法

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

授業運営のワンポイント

授業の特徴
受講者数 授業準備時間 内化・外化活動レベル

少 多 短 長 ★★★★★

授業設計モデル
授業前 授業中 授業後

─ 10分 5分 10分 5分 10分 15分 10分 5分 10分 10分 －
テーマ選定

活動方法検討
状況設定資料作成

導入
解説

実施方法
解説

ロール
プレイ
実施①

気づき
まとめ

教員
からの

FB
解説

ロール
プレイ
実施②

気づき
まとめ

教員
からの

FB
まとめ ─
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事例研究「カウンセリング」
担当  徳丸享先生（心理学部）

問題意識を喚起する！
ロールプレイは取組姿勢が学びの質に大きく影響します。時事
問題を共有するなど、真剣に向き合う気持ちを持たせることで、
生き生きとした学びとなります。
話すテーマは身近すぎず難しすぎず！
テーマはほどほど身近な話題から。難しすぎると気持ちを感じ
ることを妨げてしまいます。　
気持ちが動いている間に書き留める！
体験で得た感情や気づきは時間とともに薄れます。熱いうちに
すぐ書き留めましょう。

ロールプレイの目的とルールを明確に教示
目的とルールが明確でないと、話題内容に引きずられて個人に
対する評価や批判になることがあります。授業では、ロールプ
レイの目的およびロールの役割を明確に説明しています。
体験後はすぐに内省して、相互にフィードバック
体験直後のまだ実感が鮮明なうちに、学びを深めるためのフィー
ドバックを行います。時には視聴覚教材で実例を見ながら解説
を加えるなど、経験に紐づく実践的アプローチを行います。

「理屈を知ることとそれができることは異なる」ということは、
至極当然のことながら、大学をはじめとする学校では日頃気づ
きづらい環境にあります。ロールプレイを通して、実際に学ん
だことがどう作用するのかを体験し、感情の変化を観察するこ
とで理論の裏づけを体感的に学ぶことは、その前後で理解の深
さに大きな違いを生んでいると感じます。理論と経験の融合は、

「できる」の自信を育てる必要要素と考えます。

100名弱の受講者がいる中では、ロールプレイの目的に対す
る理解の個人差が大きいことが課題です。目的や観点を十分に
説明しても、目的意識が低いと感度の良いロールプレイにはな
りません。ロールプレイを増やしたい一方で、こうした学生の
モティベーションをどう高めるかを検討しています。

こうした取組みは、同一科目を担当する教員間で内容を合わ
せていく中での調整も必要と考えています。

本授業では、カウンセリングの過程とその特徴、課題等を知識として学ぶ
だけではなく、カウンセリングの基礎となるコミュニケーション技法や態度
について、ロールプレイを通じて体験的な理解を促します。

ロールプレイは「役割（ロール）」と「観察するテーマ」を明確にして行いま
す。セラピスト役、クライエント役にはロールを演じるための話題を与え、観
察者には着目点をそれぞれ教示します。ロールプレイ後はすぐに、観察した
内容やロールを演じて体験した感情を書き留め、それをもとに互いにフィー
ドバックして、気づきを共有し、理解を深めます。カウンセリングに必要な傾聴の姿勢や丁寧に話を深めていく方
等を、知識だけでなく経験知として身につけ、カウンセリングマインドを育成しています。

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

実感する教育効果・学習成果 今後の展望・改善点など

「知る≠できる」を実感！ 体験が深めるEmotionalな学び

授業の特徴
授業形態 実施規模 履修年次 教室（規模） 主な外化手法 主な内化手法 必要機材

講義 80-90人 2年次以上 中教室
（120） 対話・メモ 共有・体験 ─

授業設計例
授業前 授業中 授業後

─ 5分 15分 2分 10分 3分 10分 15分 2分 10分 3分 10分 5分 ─

スライド
準備

前回
FB

導入
概説
①

ロープレ
方法
解説

ロープレ
①

気づき
まとめ

ロープレ
①
FB

概説
②

ロープレ
方法
解説

ロープレ
②

気づき
まとめ

ロープレ
②
FB

まとめ
学生回答見直し

➡
次回フォロー
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⑯実験／実習／実技

教室における一般的授業は認知的側面からのアプローチが主体とな
りますが、実験・実習・実技といった経験的学習では、抽象的な概念と
具体的な経験とを結びつけることに加え、理論周辺の実践知を含めた
広範な能力の向上が期待されます。

こうした経験的学習においては、実践の前提となる予備知識の獲得
もさることながら、事後の振り返りの質が学修成果に高い影響力を持
ちます。失敗から学び「トライ＆エラー」を繰り返すことで、知識や技
術の活かし方を学ぶとともに、類似課題に対して経験則を踏まえた対
策を講じるなど課題解決マインドを養います。

実社会の現実的な課題や他者との相互作用の中で、学習への動機づけも高まる効果があるといわれています。

事前の目的意識が取組みの質を高める
実験では事前予測、実習・実技では目標設定の質が、活動そのも
のはもとより、振り返りの質を高めます。
トライした数だけ振り返り
失敗事例はもちろん、成功事例についてもその要因を振り返り、
改善につなげます。
客観的意見を受入れる柔軟性
自分が当事者となると客観的に評価することが難しくなります。
学生には他者からの意見に耳を傾ける姿勢の重要性を理解させ
ましょう。

グループ単位での活動を活性化させる
相互のフィードバック効果に加え、役割を分担することで効率
と成果の向上が期待できます。また実習等では個人で現場に立
つことになっても、チームの存在が安心感をもたらします。
フィードバックは迅速に
実体験型学習に慣れていない学生は、面白い・興味深い結果が
得られていてもそれに意識が向けられないことがあります。随
時気づきを与えることも重要です。

従来からその授業形態そのものがアクティブ・ラーニングとして認識されていますが、内省的学習を促すための仕組みを工夫する
ことで、より教育効果を高めることが期待できます。

一定期間、学外で実習を行う科目では、日々の状況を把握しフィードバックを与えるためのツールとしてICTを活用することも考
えられます。また、実技においては、撮影した動画をもとに振り返りをさせるなど、効果的な方法を検討してみましょう。

試 行錯誤の数だけ経験知UP！

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント 教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

授業運営のワンポイント

授業の特徴
受講者数 授業準備時間 内化・外化活動レベル

少 多 短 長 ★★★★★
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事例研究「地圏環境学実習」
担当  下岡順直先生（地球環境科学部）

実験実習自体がアクティブ・ラーニング
手順を説明してあとは実習だけでなく、時には講義形式で丁寧
に実験実習の背景を説明する「場面」を設けます（実験実習プロ
セスにブラックボックスをつくらない）。
グループや個別に探求
実験実習内容を説明しすぎない。実験実習をとおして、時に全
体でディベート、時にグループでディスカッション、時に学生
個人で考えさせる、そのような「場面」を設けます。

「自分との関わり」のなかで学修させる
「自分との関わり」（=自分のこと化）のなかに、実験実習内容が
どこにあるのか、学生に考え位置づけさせながら、知識知と生
活知や経験知をつなぐ「場面」を設けます。

「場面」の設定
ALPMにも挙げた「場面」を作ります。また、時事ネタを絡ませ
るなど実験実習教材の持続的な開発・製作と教育効果の検証を
行います。
鉄は熱いうちに打つ！
毎週学生に課すレポートの採点はすぐ行い、次週には返却でき
るようにします。教授者が頑張れば、学生も頑張るはず。また、
レポートでは、論理的な文章がかけるようになるまで、学生に
は再提出を課し、繰り返しトレーニングを行います。

繰り返しの課題の中で、学生が実験実習内容をレポートで
論理的にまとめることができるようになっていくと思います。
15回の実験実習に課すレポートを通し、徐々に実感することが
できます。

実験実習道具の持続的な維持管理と、高価であるが実験実習
に必要な道具の累積的な構築を計画的に行っていく必要があり
ます。また、カリキュラムの関係上、関連する講義内容とのリン
クをしていくことが重要です。

実習形態は、a.キャンパス内を含む野外での実習、b.アナログ実験機材
を用いた実習、c.リアル教材を用い、実験室でグループディスカッション
を取り入れた実習、d.キャンパス内にある教育機関（博物館など）を用いた
実習（右上図）などを行っています。さらには、予習用動画を実習に取り組
むなど、「場面」ごとに工夫した実験実習を行っているのが特徴です。予習
用動画は、実際に実習風景を撮影することで、より臨場感が伝わる映像を
作成することができました（右下図）。

本実習では、地圏分野の個別の事象内容について、実験を通して分析し
ます。これは、「自分との関わり」のなかで、講義で学んだ知識知を、リアル
教材やアナログ実験を通して観察し（経験知）、そこから見える現象を論理
的に紐解くことで咀嚼することを目指しています。

ALPM（能動的学修を促す工夫）のポイント

教員の関わり方、フィードバック（FB）の方法

実感する教育効果・学習成果 今後の展望・改善点など

自 分との関わりで、知識知と経験知をつなぐ

授業の特徴
授業形態 実施規模 履修年次 教室（規模） 主な外化手法 主な内化手法 必要機材

実習 20名 ２年次以上 実験室（－） 文章化・
モデル化 評価・比較 リアル教材を含む実験実習

道具・タブレット・wi-fiなど

授業設計例
授業前 授業中 授業後

─ 5分 30分 10分 120分 10分 5分 ─
レジュメ作成
実験道具の確認と準備
実験場所の調整と確認

前回レポートの返却
およびレポートにつ
いての講評（FB）

実験の説明：実験の目的・実
験背景の説明、実験道具の
確認、実験手順の確認

実験道具の
準備（ 学生
主体で行う）

実験・実習（ グ
ループディスカッ
ション等を含む）

実験道具の
片付 け、実
験室の清掃

レポート内容
の 整理、来
週の予告

レポート採点
レポートの講
評作成
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掲載内容に関する問い合わせ、授業設計等の相談について

　本誌掲載の教育手法に関する問い合わせおよび導入にあたっての
ご相談は、下記問合せ窓口にてお受けいたします。内容をお伺いし、
対応可能な教員や担当部局等をご紹介いたします。
なお、主に教員による対応となる場合、所属キャンパスが異なる等
の諸事情から、メールや電話対応となることがありますので、予め
ご了承ください。

─問合せ窓口─
学長室　総合経営企画課

立正大学 品川キャンパス（1号館2階）
TEL  03-3492-6872  Mail  gmp@ris.ac.jp

アクティブ・ラーニングを導く教育手法16

（編集） 立正大学全学AP推進委員会
 立正大学地球環境科学部大学教育再生加速プログラム運営委員会

（発行） 立正大学

〒141-8602 東京都品川区大崎4-2-16
（事務局）学長室 総合経営企画課

TEL  03-3492-6872  FAX  03-5487-3340

2019年3月発行

※本冊子は、文部科学省大学教育再生加速プログラム（AP）の経費を使用して作成いたしました。
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