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本報告書は、平成 26 年 10 月に採択された文部科学省大学教育再生加速プログラム（AP）補助金（テーマⅠ：
アクティブ・ラーニング）に関する成果についてまとめたものである。
立正大学は 8 学部 15 学科からなる私立総合大学であり、品川キャンパスと熊谷キャンパスの二校地制を取って
いる。本学では学長の指揮のもと、建学の精神に基づいて掲げた『「モラリスト×エキスパート」を育む。』という教
育ビジョンの実現を目標とし、高い専門性を獲得するためのカリキュラムを実施してきた。施設・設備の面からも、
学生が主体的に学び、課題探求能力を有する人材育成を目的として、平成 26 年 5 月にラーニング・コモンズ
（Rillcom）を整備したほか、無線 LAN を自由に使えるオープンスペース（Rispot）を拡充するなど、新しい学修環
境の場が学生に浸透しつつある。
これまでにも、本学では教員個人の自助努力によりクリッカーやグループワークなどが授業に導入されてきた。し
かしながら、様々な教授方法を多面的に組み合わせ、学生がより主体的に学修する動機付けを高めることについ
ては、組織的に実施できていたとは言いがたい。そこで、教員の負担を抑えつつ、効率よく学生に学ばせるととも
に、十分な質を伴った学修時間を増加させる取組みが喫緊の課題である。
そこで、理系の環境システム学科、文系の地理学科を併せもつ地球環境科学部をモデルとし、双方向授業、反
転授業、学生主体のフィールドワーク、リアル教材を活用した授業の４つのプロジェクトを実践する取組みが５年
間の AP 事業として採択された。PDCA サイクルを回しながら、学生の主体的な学びを引き出す教育方法を熟成
させていきたい。本事業は地球環境科学部を中心として推進しながらも、他学部にも取組みや成果を公開して波
及する方法を模索するものである。
平成 26 年度は、採択から授業終了期間までの時間的な制約から、体制づくりと、タブレットを用いた双方向授業
の試行を主な事業として実施した。また、AP 研修会を 3 回開催することで教職員のアクティブ・ラーニングに対す
る意識を向上させることに努めた。さらに、年次報告会、外部評価委員会、AP 学生評価委員会を実施し、来年度
に向けた課題を整理した。上述した事業内容の詳細と今後の課題については報告書にまとめた。本報告書が今
後の教育プロジェクトの推進の弾みとなれば幸いである。
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26 年度 立正大学
AP プログラム計画
2 【計画】平成
AP事業計画
【計画】平成26年度
立正大学

2.1
AP事業計画調書
2．1 平成26年度
平成 26 年度 AP
プログラム計画調書
11．これまでの教育改革の取組と今後の方針
．これまでの教育改革の取組と今後の方針
① 大学全体の改革方針における本事業の位置付け等
本学では学長の指揮のもと、建学の精神に基づいて掲げた『「モラリスト×エキスパート」を育む。』の教育ビ
ジョンの実現を目標とし、高い専門性を獲得するためのカリキュラムを実施している。本学の中長期的な教育
改革構想では、品川、熊谷の２校舎による住み分けと両校舎双方のシナジー効果を発揮するため、両校舎
の特性を活かした展開、外部環境に対する迅速・柔軟な対応を図るための意思決定プロセスの確立に努め
ている。また、幅広い知識と教養を有した人材が求められる現代社会からのニーズに応えるため、専門分野
に限定しない学修生活環境の向上および改善を最重要事項としている。
今回、事業の中心となる熊谷校舎では、2003 年から始まった ORC 整備事業等により品川校舎での GIS
講習会を本格化し、2004 年度にはサイバーキャンパス整備事業の採択を受け、学修支援システムの構築や
教育用コンテンツの開発などの構築を図ってきた。2012 年に採択となった私立大学等教育研究活性化設備
整備事業で、地理情報システムを遠隔教育システムの上に実装し、熊谷校舎と同様の事業展開を品川校舎
でも行えるようにした。2013 年に採択となった私立大学等教育研究活性化設備整備事業において、遠隔シ
ステムを活用して履修できるよう学部間教学交流を充実させてきた。各校舎の立地を活かして学生が主体的
に学び、課題探求能力を有した質の高い人材を育成可能となった。また、ラーニングコモンズ（Rillcom)を本
年 5 月に整備し、無線 LAN を自由に使えるオープンスペース（Rispot）を各所に配備している。
また、１万人超の在学生を抱える本学では、学生に主体的に学修する動機付けができる仕組みが必要であ
る。教員の負担を抑えつつ、効率よく学生に学ばせるとともに、十分な質を伴った学修時間を実質的に増加
させねばならない。そこで、理系の環境システム学科、文系の地理学科を併せもつ本学では唯一の文理融
合型の地球環境科学部をモデルとし、双方向授業を実現するための機器・ソフトウェアの設計・開発を教職
員一体となって整備することとした。本事業は地球環境科学部を中心として推進しつつ、当該学部の取り組
みを他学部にも公開し、教職員が実際に授業に参加し改善点を探るとともに、他学部で適用するための問
題点を整理する。今年度の本大学事業計画にも学部間横断的活用というテーマが取り上げられている。そ
の間に全学で検討中の「教育力の向上」「学生カルテや Web 自律自修プログラム」を発展させ、共通教育組
織の設立への足掛かりとする。フィールドワークを軸とした地球環境科学部の教育・研究は、設置当初より、
現代の高等教育における「アクティブ・ラーニング」に近い内容を軸とし、実験実習科目を重要視してきた。そ
の上で、初年次教育の共通化、入学前教育の導入・改善、リメディアル教育の実施、SA 制度の導入など、
基礎教育改革を絶えず継続している。今年度予定している情報機器リプレイス"Rissho Smart ICT"では、「学
生が主体的に協働型・双方向型学修に取り組める環境整備」をコンセプトと掲げ、本申請で必要となるタブ
レットを利用した双方向授業を実現するための ICT 環境整備の準備も整っている。
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② 事業を実施するための基礎となる改革等の実施状況
ⅰ） 学位授与方針等の状況
【指標への対応状況】

対応済

○

未対応

【実施状況】
平成 25 年度まで

平成 26 年度以降

ディプロマポリシー、カリキュラムポリシー、アドミッ

すでに学部間での記述内容の調整や文言の統

ションポリシーについては、全 8 学部 15 学科（文学

一が行われており、また、建学の精神も反映され

科は日本文学・英文学の 2 コースごと）の計 24 種に

ている。

ついて詳細に策定し、大学公式 HP にて公表してい
る。卒業判定、カリキュラム編成・シラバス作成、入
試要項などにそれぞれの方針が反映されている。
【指標】
・ ディプロマポリシー策定状況
H25 時点 8/8 学部
・ カリキュラムポリシー策定状況
H25 時点 8/8 学部
・ アドミッションポリシー策定状況
H25 時点 8/8 学部

ⅱ） 授業計画（シラバス）の策定
【指標への対応状況】

対応済

○

未対応

【実施状況】
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改善が必要な場合には今後も適切に対処して
いく体制が整っている。

平成 25 年度まで

平成 26 年度以降

全学部において、専門科目のみならず一般教養科

全学部においてシラバスの整備は完了している

目や資格科目のシラバスを作成し、冊子として配布

が、今後求められる機能について、対応を続けて

している。また、HP で公開しており、学生・教職員だ

いく。

けでなく、受験生をはじめとした外部の人間もネット
上で全シラバスを検索し閲覧できる。
シラバスの記載内容としては授業の目的、到達目
標、授業外学修・授業外学習時間、授業計画（半期
15 回分）、成績評価の方法など具体的に示されて
いる。
【指標】
H25 時点 8/8 学部

ⅲ） 単位の過剰登録の防止
【指標への対応状況】

対応済

○

未対応

【実施状況】
平成 25 年度まで

平成 26 年度以降

キャップ制の導入は、既に全学で整備済みであ
る。各学部の履修制限単位は下記に示す。

すでに、全学部においてキャップ制は導入され
ている。それにくわえ、学生の学修指導等に問題
が生じた場合に備え、自己点検評価委員会など

1年

2年

3年

4年

仏教学部
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42

42

42

文学部

48

48

48

48

経済学部

48

48

48

48

経営学部

48

44

44

48

法学部

40

40

40

40

社会福祉学部

48

48

48

48

地球環境科学

48

48

48

48

48

48

48

48

部
心理学部

表１ 履修生原単位一覧
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を通して毎年度確認している。

経営学部では、1 期・2 期（前期・後期）の登録制
限を設けており、各学年の設定値の半分のみ半期
に登録が可能である。
また法学部においては、前年度、前々年度の
GPA に応じて制限数が 36～48 まで変動する。
心理学部臨床心理学科では卒業基準単位の制
限のほかに、資格取得に必要な科目の単位につい
て、別に年次ごとの制限を設けている。
加えて、一部科目の履修年次指定も実施してお
り、過剰登録防止に寄与している。また、これらの制
度についてはシラバス等に明記されており、各年度
開始時のガイダンスなどでも、過剰登録は学修効率
の低下を招く旨を学生に周知し、履修計画の際に
注意を促している。
【指標】
H25 時点 8/8 学部

ⅳ） FD の実施

【指標への対応状況】
対応済

○

未対応

【実施状況】
平成 25 年度まで

平成 26 年度以降

教育技術向上、認識共有のための FD としては、

これまでの取り組みを継続しつつ、本事業の双

授業改善アンケート、新任教員や専任・非常勤教

方向授業において授業評価や設備改善のため

員を対象とした FD 研修会の開催そして学部開催の

のＦＤをより加速して進めていく。また、実際に受

ピアレビューがあげられる。

講する学生を学生評価委員に任命し、科目間の

特に授業改善アンケートでは、平成 25 年度は全学

重複や難易度の設定、授業外学修に要する時間

では 97.8％、申請学部である地球環境科学部では

などをヒアリングする。

100％の実施率を実現している。（平成 24 年度は全
学 98.2％、申請学部 94.1％）
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また、ただ実施するだけではなく、アンケート項目
の見直しを実施開始当初から続けたほか、その結
果分析についても様々な工夫を凝らしてきた。学生
の総合満足度に影響する授業の方法に関する項
目のランキングを出し、教員が総合満足度を上げる
ために必要な具体的・効果的な方法を明示した。さ
らに、教員ごとに前回の結果と今回の結果を比較
し、改善結果を数値とグラフで表示することで、教員
の授業への取り組みの効果を検証できるようにし
た。
さらに、フィードバックされたアンケート結果に対す
るコメントを、教員に提出させている。
学生にただアンケートを書かせただけでなく、教員
自身が、次年度以降の授業改善に利用できるよう
に考え、工夫している。
【指標】
H25 時点 8/8 学部

ⅴ） 客観的な成績評価基準の運用
【指標への対応状況】
対応済

○

未対応

【実施状況】
平成 25 年度まで

平成 26 年度以降

GPA については平成 22 年度に導入しており、個

将来的には大学院進学指導や、留学支援、奨

別履修相談などにおいて学生指導に利用してい

学金制度との連携に応用が可能か、検討してい

る。各登録科目の Grade Point は、計算式「(成績評

る。

点-55)/10」によって算出され、各単位数と乗じ、そ

成績優良者へのアドバンスト・サポートのみなら

の総計を単位数の総計で除し、GPA を算出する。

ず、成績不振学生への支援体制を整備する予定

GPA は各学期終了時に成績表に記載し、学生には

である。

ガイダンスなどを通じて数値の見方や意味などにつ
いて説明している。
GPA 自体の利用としては、履修科目登録の際の
指導のほか、3 年次、4 年次のゼミ活動における個
別指導、法学部では前述のように、単位のキャップ
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制との接続も行っている。
【指標】
H25 時点 8/8 学部

ⅵ） 入試日程等の遵守
【指標への対応状況】

対応済

○

未対応

【実施状況】
平成 25 年度まで

平成 26 年度以降

平成 26 年度入学試験では、学力検査を課す試

アドミッションポリシーの策定について、求める

験日程について、大学入学者選抜実施要項を遵守

人物像については学部ごとに HP で示している。

し、2 月 3-5 日、21 日、3 月 4 日に実施した。

改良政策としては、高等学校等において履修す

アドミッションポリシーについては、全学的なものだ

べき科目については、一部の学部では記載され

けではなく、個々の学部・学科ごとにも策定し、HP

ていないため、全学部で公表できるよう進めてい

上で公開しており、今回の申請主体である地球環

る。

境科学部の２学科では履修するべき科目について
も記載している。
入試方法については AO 入試、指定校制・公募制
推薦入試、社会人・海外帰国生徒入試に加え外国
人留学生入試を実施している。それぞれ募集人員
は募集要項に記載されており、全学、地球環境科
学部地理学科および環境システム学科における募
集人員（全体定員に対する割合）はそれぞれ以下
の通り。
指定校制推薦入試
全学

479（18.9％）

H26 地理学科

25（19.2％）

H26 環境システム学科

10（10.0％）
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公募制推薦入試
153（ 6.0％）

全学
H26 地理学科

10（ 7.7％）

H26 環境システム学科

10（10.0％）

定員総計

2,355

具体的な達成目標と事業内容
22．
．具体的な達成目標と事業内容
① 事業の全体像
本事業の内容は、次の４つにカテゴリに大別される（図１）。
予習用動画教材
の製作・公開

公開評価

タブレットを活
用した多人数双
方向授業の実施

外部委員
教職員

リアル教材の収

能動的なフィー

集・活用

ルドワークの実

学生

パネルディスカッション

図 1 本事業の内容

A．多人数講義科目でもディスカッションを可能とする 2in1 タブレット PC を利用した双方向教育
実験・実習系学部であっても、卒業認定単位の大部分は大教室での多人数講義科目が占めている。これら科
目にアクティブ・ラーニングの手法を取り入れて学生の学修意欲を高めることは、私立大学の抱えるこの問題に先
鞭をつけることができる。実施事例は散見されるが、欧米の教育のように 200 人もの受講生の前で堂々と発言で
きる日本人学生は決して多くはない。一方、手書きのリアクションペーパーを利用した教員もいるが、整理ができ
る翌週まで議論は持ち越される。そこで、タブレット PC を用いてリアルタイムに双方向授業を行い教育効果は高
めることを目的とする。汎用性の高いタブレット PC で手書き入力とスクリーンへの投影を合わせたシステムを開発
し、活用技術を教員間で向上させられる。また、解答形式は選択/記述、匿名/記名、キーボード入力/手書き/イラ
スト描画などを選ぶことにより、質問に幅を持たせる。授業時間内に新たな考え方を得て、自分の考えや意見を
述べ、教員や仲間から反応がある。もはや多人数講義科目であることを忘れて、少人数から１対１の授業スタイル
ではないかと錯覚するくらい、新しい問題発見・解決に結びつけられることを目標とする。一方、立正大学で導入
している WebClass は多機能を有しているが GUI 機能が劣るため、H26～27 年度は試行しながらシステム開発を
行う。
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地球環境科学部では H28 年度以降、新入生に一人一台のタブレット PC を購入させるプランを検討している。
個人 PC 購入までの期間は貸与する形で本事業を進める。本補助金では、教育環境開発と教員育成に予算を
計上し、インフラ整備と学生 PC の所有については大学と学部が分担する。タブレット導入は、アクティブ・ラーニ
ング以外の科目においても PC として活躍するだろう。本学部では授業カラー写真を多用するが、学生にカラー
プリントを配布することは経済的に難しかった。しかしタブレットならこれも解決できる上、写真に書き込みも可能と
なる。ちなみに大講義室の机にはすでに AC コンセントが備えられている。C で述べるフィールドワークでも、現
地でツールとして使用するだけでなく、大雨や地震などの災害情報に対応して学生を安全に避難させられる。
ハード面のみならず、そのようなディスカッション中心の授業をおこなうためには、教職員・学生・外部委員の FD 活
動により教育法を熟成させていく必要である。また、科目の性質上、また教員の能力上の問題で、すぐにはアクティ
ブ・ラーニングを実施することが難しい場合もある。そのため、数値目標を掲げて 5 年間かけて優先順位の高い科
目から拡大していくこととする。その間に先行するアクティブ・ラーニングを実践する教員の能力を一層高め、スキ
ルを教員間で共有することが必要だ。

B．予習用動画の作成と公開 ～ 反転教育の導入
A において授業時間内に主体的に参加させるためには、事前に意見をまとめ、問題解決法を考える予習が必要
となる。そこで講義のエッセンスをまとめた 5～10 分程度の動画教材を製作しオープンコースウェアとして広く一般
に公開する。教材作成・映像編集会社と協力し、必要なアドバイスを参考に予習用動画教材の開発を進める。学
生の予習および復習のみならず、一般の方や高校教員にも利用してもらえるように工夫する。教育委員会、高校教
員、他大学教員、教育専門家、民間会社などの有識者に外部評価委員を委嘱し、意見を取り入れつつコンテンツ
を増やす予定である。
近年、大学の講義を無料で閲覧可能となってきたが、その多くは良質のコンテンツとは言い難い。科目特性、難
易度、受講年次の違いもあるため、動画は担当教員一人ではなく、客観的に判断できるスタッフや学生と綿密な打
ち合わせに基づいて優れた教材を作成することが必要だ。

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手法開発 ～ 地域連携に向けて
もともと地球環境科学部の教育は、近年アクティブ・ラーニングと呼ばれる内容を含んでいたが、教員の認識は不
十分であり、学生の主体性を引きだす最善の環境は整っていない。従来の教育方法の長所を生かしつつ、近年の
教育手法を取り入れて、学生教育を充実させる。
フィールドワーク・セミナー・卒業論文作成などの実習系科目では、両学科とも特定の「地域」を対象に調査するこ
とが多い。地方自治体と地域連携を進め、積極的に社会への知の還元を行う。現在進行中であるプロジェクトとし
ては、平成 25 年度より熊谷校舎の近隣にある熊谷市妻沼町の地域活性化事業に地理学科学生が取り組んでい
るが、非公式な活動も多い。また、平成 14～19 年度まで実施された ORC 整備事業では､社会人向けのアクティ
ブ・ラーニングも行ってきた実績を本事業に活かす。また、学生間の研究交流を活発にするため、H27 年度よりゼミ
や学年の垣根を越えた学生研究プロジェクトを公募し、研究補助を行う。
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D．国内外の授業資料の収集 ～ バーチャルとリアルの融合
映像は学生にとって理解しやすい教材ではあるものの、バーチャル資料は実感に乏しいという欠点がある。この
点を補う最善の方法は室内でも博物標本などを利用することで、バーチャルとリアルを結び付けて学生・生徒の理
解を促進させたり、より一層の知的好奇心を引き出せたりできる。
古文書、伝統的産業製品、民俗資料、動植物標本、水文実験装置などの「リアル資料」がアクティブ・ラーニング
をより活性化させると考えられ、国内外の自然環境や文化の違いを知るための標本（貴重なコレクションではない）
を収集し、博物館と連携して保管し、適宜展示する。近隣の高校へ展示物の貸出しなども行い、高大接続や地域
連携にも貢献できる。現状では、環境システム学科において、多くの標本や簡易実験装置を揃えており、地理学科
でも地図資料や各種試料を実習に用いた実績がある。
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② 具体的な実施計画
〈計画〉

〈現状〉
本申請においては、次のいずれか二つの条件を

はじめに、優先度の高い講義形式の科目から、パ

満たした科目について、アクティブ・ラーニングを実

イロット的にアクティブ・ラーニングの手法を取り入

施したものと定義する。

れ、他の科目へ拡大させていく。

（1）講義科目において、リアルタイムな双方向授業を
行い、学生の意見取り入れて学生参加型授業を

＜アクティブ・ラーニング導入科目の優先順位＞
(1) １年次必修講義科目

展開したもの（主に A・B）。
（2）実験・実習科目において、教員指導のもと学生自
らが主体的に立案して調査を実施するもの。また
は、実習課題の発見からデータ選択、問題解決ま

(2) １・２年次において、大部分の学生が受講する
講義科目
(3) ３・４年次において、大部分の学生が受講する
講義科目

での一連の作業を実施するもの（主にＣ・Ｄ）。

※詳細はＨ26 年度中に検討する。
A. 多人数講義科目におけるアクティブ・ラーニング
の実施

A. 多人数講義科目におけるアクティブ・ラーニング
の実施

（1）で定義したアクティブ・ラーニングを実施している

試験的にタブレットＰＣを購入して学生に貸与し、

教員数の実態は把握できていない。しかし、教員

講義中において学生の解答、意見、コメントなどを

間の意見交換によると、回収したリアクションペー

書かせ、教員がピックアップしてスクリーンに提示

パーを次回冒頭で紹介する場合や、リアクションペ

する双方向授業を導入する。地球環境科学部の

ーパーをその授業中にざっと調べて、良い意見を

授業では、写真を用いる場合が多いが、これまで

紹介するなど、双方向授業を意識している教員も

のパワーポイントなどの授業では、配布や解説の

多い。また、一方的な講義ではなく、大教室内で

面で不十分であるが、タブレットの使用によってこ

机間巡回して学生にマイクを向けたり、座席周辺

の問題も解消される。

の学生とチームを作って意見を述べさせるなどの

学内環境が整い次第、学生に 2in1 タブレット PC を

スタイルも行っている。このようなアクティブ・ラーニ

購入させ、より多くの授業に対応できる環境を整備

ングを取り入れているのは経験豊富な教員に多

する。

い。
B. 予習用動画の作成と公開 ～ 反転教育の導入

B. 予習用動画の作成と公開 ～ 反転教育の導入

現在、反転教育を実施している科目はほとんどな

5 分～15 分程度の予習用動画教材の開発を進め

く、多くが復習中心のスタイルとなっている。したが

る。授業の撮影は優先順位を付けて順次行い、ホ

って、予習用動画教材を作成していない。ただし、

ームページでオープンコースウェアとして公開し、

講義中に教育番組や報道番組の一部を映像資料

学生の予習および復習のみならず、一般の方や

として用いる教員はいる。

高校教員にも利用してもらえるようにする。撮影と
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編集作業の一部は業者に委託して実施する。
予習用動画を作成・公開する講義科目の割合
予習用動画を作成・公開した講義科目の割合
H25

0％

0 科目 / 168 科目

H28

21％

36 科目 / 168 科目

H30

36％

60 科目 / 168 科目
（導入科目数/総科目数）

（導入科目数/総科目数）

C. フィールドワーク・実習科目におけるアクティブ・

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手法開発 ～ 地域連携に向

ラーニングの実践と手法開発 ～ 地域連携に向

けて

けて

定義（２）によるアクティブ・ラーニングとしては、フ

地球環境科学部の両学科ともフィールドワーク科

ィールドワークやセミナー、卒論などのほか、PC を

目では特定の「地域」を対象に調査することが多

用いた GIS 実習などが該当し、専任教員の大部分

い。地方自治体と積極的に地域連携を進めなが

がこれら科目を担当している。とくに野外実習では

ら、アクティブ・ラーニングの手法を取り入れるフィ

計画立案から調査の実施、結果分析、まとめまで

ールドワーク科目を中心に、実施に必要な旅費や

行うが、科目の性格や野外での危険性の問題もあ

報告書作成費などの一部を補助し、知の社会への

り、学生の主体性の範囲や進め方については教

還元を積極的に進める。これらの活動により、フィ

員に一任されている。今後は授業評価においてよ

ールドワークに対する世間一般の理解を広め、より

り効果的なアクティブ・ラーニングが実施できること

安心安全な野外活動を実施できるように努める。

を課題とする。
授業とは別に、学生が主体的にプロジェクト研究

また、主体的に学生がプロジェクト研究を進めら

を行うことはあったが支援体制がなかった。学生の

れるよう、とくにゼミ・学年の垣根を越えた学生交流

多くが会員となっている立正地理学会において研

を促進させる研究を学内公募し、研究費の補助を

究委員会を立ち上げ、熊谷の小麦について研究

行う。研究費の使途や倫理面については、教員は

を行った例があった。

アドバイザーとして指導する。

D. 国内外の授業資料の収集 ～ バーチャルとリア
ルの融合

D. 国内外の授業資料の収集 ～ バーチャルとリア
ルの融合

パワーポイント等のスライドを用いたり、タブレット

本事業により、バーチャル教育が一層推進される

を用いたりしても、バーチャル教材であることに違

ことから、リアル教材を合わせて活用することで、学

いはなく、実物にじかに触れたり、現地の空気を吸

生の関心を引き出す。そのため、授業に必要な博

うことなど、肌で感じることで、学問の理解が深まる

物資料を収集する。保存を目的とした資料ではな

ことが多い。

いので、数は少なくても美しく魅力的な標本・展示

従来、岩石試料などは教員の研究分野を中心とし

方法を作る必要がある。たとえばアクリル樹脂を使

て収集したものを閲覧させるなど、教員個々の努

って製作するなど）。とくに人文地理や民俗学的、
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力で賄われてきた。しかし、カリキュラム体系は高

世界の宗教などに関する教材収集には知恵を絞

度な専門分野だけで構成されているわけではない

る必要がある。

ので、とくに低学年で学ぶ内容のリアル教材が不
足していた。
ⅰ）アクティブ・ラーニングを導入した授業科目の割

ⅰ）アクティブ・ラーニングを導入した授業科目の割

合

合

定義（1）：講義系

定義（1）：講義系

H25 11％ 8 科目 / 75 科目

地理

H28 21％ 16 科目 /75 科目

環境システム H25 17％ 9 科目 / 76 科目

地理

H30 45％ 34 科目 /75 科目

地理

環境システム H28 21％ 16 科目 / 76 科目
環境システム H30 45％ 34 科目 / 76 科目
定義（2）：実習・FW・セミナー系

定義（2）：実習・FW・セミナー系

H25 22％ 10 科目 / 45 科目

地理

環境システム H25 32％
（比率

7 科目 / 22 科目

導入科目数 / 総科目数）

地理

H28 36％ 16 科目 / 45 科目

地理

H30 58％ 26 科目 / 45 科目

環境システム H28 50％ 11 科目/ 22 科目
環境システム H30 73％ 16 科目 / 22 科目
（比率

※ただし、H25 年度現在のアクティブ・ラーニング

導入科目数 / 総科目数）

は、タブレットは使用していない。

ⅱ）アクティブ・ラーニング科目のうち必修科目数の

ⅱ）アクティブ・ラーニング科目のうち、必修科目数の

割合

割合

定義（1）：講義系

定義（1）：講義系
地理

H28 6％ 1 科目 / 16 科目

地理

H25 13％ 1 科目 / 8 科目

地理

H30 3％ 1 科目 / 34 科目

環境システム

H25 11％ 1 科目 / 9 科目

環境システム

H28 13％ 2 科目 / 16 科目

環境システム

H30

9％ 3 科目 / 34 科目

定義（2）：実習・FW・セミナー系

定義（2）：実習・FW・セミナー系
地理

H28 10％ 1 科目 / 10 科目

地理

H28 56％ 9 科目 / 16 科目

環境システム

H30 14％ 1 科目 / 7 科目

地理

H30 42％ 11 科目 / 26 科目

環境システム

H28 27％ 3 科目 / 11 科目

環境システム

H30

（必修科目数 / アクティブ・ラーニング科目数 ）
※ 地理学科、環境システム学科には、専門科目の
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164科目
科目
38％ 6 科目 / 16

（必修科目数 / アクティブ・ラーニング科目数 ）

必修講義科目は少ない。

ⅲ）アクティブ・ラーニングを受講する学生の割合

ⅲ）アクティブ・ラーニングを受講する学生の割合
H25

95％（約 900 人/943 人）
（2）のアクティブ・ラーニング科目は、基本的に必修
科目となっているので、一時休学者を除けば、全
員が履修することになる。

ⅳ）学生１人当たりアクティブ・ラーニング科目受講数

H28

98％（900 人/920 人）

H30

100％（920 人/920 人）

ⅳ）学生１人当たりアクティブ・ラーニング科目受講数
これは（１）で定義するアクティブ・ラーニングを実施
する講義科目を選択する学生数によって値は変
動してしまう。過去数年の受講生の傾向から以下
のように予測した。

(1) 地理 H25

(1) 地理

2 科目 / 75 科目

環境システム H25 2 科目 / 72 科目
(2) 地理 H25

H28 8％ 6 科目/75 科目
H30 27％ 20 科目/75 科目

地理

6 科目 / 21 科目

環境システム H25 3 科目 / 19 科目

環境システム

H28 8％ 6 科目/72 科目

環境システム

H30 28％ 20 科目/72 科目

(2) 地理

H28 33％ 7 科目/21 科目

地理

H30 43％ 9 科目/21 科目

環境システム

H28 21％ 4 科目/19 科目

環境システム

H30 32％ 6 科目/19 科目

（受講科目数/総科目数）

ⅴ）アクティブ・ラーニングを行う専任教員数
（1） H25

6 人/36 人

（2） H25

32 人/36 人

ⅴ）アクティブ・ラーニングを行う専任教員数
（1）

（実施専任教員数/総専任教員数）

（2）

※地理学科教員 4 名は高学年のフィールドワー
ク科目を担当しない。

H28

14 人/36 人

H30

22 人/36 人

H28

33 人/36 人

H30

33 人/36 人

（実施専任教員数/総専任教員数）

ⅵ）学生１人当たりのアクティブ・ラーニング科目に関

ⅵ）学生１人当たりのアクティブ・ラーニング科目に関

する授業外学修時間

する授業外学修時間
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現在のシラバスに示されている全科目の授業外

予習映像教材を見るだけでは、授業外学修時間

学習時間の平均は 60 時間である。キャップ制上限

が著しく短くなるため、授業開始時に事前準備が

を履修単位数として計算した結果を示す。しかし、

なされているか、あるいは正しい知識を得ているか

この数値にはアクティブ・ラーニング科目とそれ以

小テストで授業外学習時間を測定することを検討

外を分離できていない。しかし、現状ではフィール

している。

ドワーク準備と発表、そして成果報告書作成に多く

また、フィールドワーク科目の授業外学修時間は

の時間が割かれているため、妥当な数値と考えら

大きな差が生じるため、時間よりも内容を評価する

れる。

べきである。

H25

14 時間（１週間あたり）

H28

14 時間（１週間あたり）

H30

14 時間（１週間あたり）

② アクティブ・ラーニングを実施する教員育成

② アクティブ・ラーニングを実施する教員育成
現在、本学には高等共通教育センターなどのような

現状では、全学的にアクティブ・ラーニングを推進

教育方法に特化した全学的組織が存在していない。

することは、地球環境科学部の両学科教員より各２

そのため、個々の教員努力によるもの以外で FDer と

名、計４名をチーフとする FDer を育成する。

名乗れる人材は乏しい。
しかし、独自の手法でアクティブ・ラーニングに類す
ることを授業に導入している教員を以下にカウントし
た。
ⅰ）ファカルティーディベロッパー数
H25

ⅰ）ファカルティーディベロッパー数

0 人／36 人

H28 2 人／36 人
H30 4 人／36 人
ⅱ）アクティブ・ラーニング(１)を行う教員数

ⅱ）アクティブ・ラーニング(１)を行う教員数
H25

H25 14 人／36 人

8 人／36 人

ⅲ）アクティブ・ラーニング(２)を行う教員数

ⅲ）アクティブ・ラーニング(２)を行う教員数

H25 30 人／36 人

H25 22 人／36 人

ⅳ）アクティブ・ラーニングに関する FD 受講者数

ⅳ）アクティブ・ラーニングに関する FD 受講者数

H28 30 人/36 人

H25 26 人/36 人（重複含む）

H30 34 人/36 人 （各、重複なし）
現在大学全体で実施している年間 3 回実施してい

本事業では、専門家を招いて地球環境科学部に特

る FD 講習会の参加率は、授業や出張、委員会など

化した具体的な FD 講習会を実施するとともに、教員

とのバッティングもあり、受講者数は 10 数％にとどま

相互研修会、外部委員会、学生 FD 委員会の 3 種の

っている。

組織より様々な観点から FD 講習会を実施する予定

一方、着任１年以内の全新任教員に義務付けられ
た新任教員向け FD 研修会は、着任１年以内の全教
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である。
実際にほぼ全教員がアクティブ・ラーニングを取り

員に義務付けている、上記数値にはこれらを合わせ

入れた授業を実施することから、今後５年間の FD

た数字を示す。

講習者数は著しく増加すると考えられる。上記の
数値は、左欄の講習会・研修会に、上述した内容
を加えたものである。

33．実施体制等
．実施体制等
① 学内の実施体制

学長
┣副学長（教務担当）

┣情報メディアセンター

┣副学長（研究・産官学連携推進担当） ┣研究推進・地域連携センター
┣地球環境科学部長

┣博物館

┣地理学科主任

┣学事課・学生生活課・国際交流課

┣環境システム学科主任

┗学内 FD 委員会

┗教務補助員

AP 外部評価委員（委員未定）

┣学部事務長

AP 学生委員（多様な学生から意見を聴取）

┣地球環境科学研究所

地方自治体（フィールドワークでの地域連携）

本事業は学長・担当副学長のリーダーシップのもと、学内教育改革と合わせて総力をあげて遂行されるもので
ある。とくに、地球環境科学部長・学部事務長以下教職員と主役である学生が中心となって PDCA サイクルをセメ
スタ単位で繰り返し、教職員間の意見交換の機会を増やす。施設・設備の拡充のみならず、職員や他学部教員
の人的資源の有効活用のもと、本事業を機会に組織的支援体制を強固にする。
本事業を遂行する上で必要な事務作業（たとえば、資料整理、業者との連絡、教員間の調整、動画作成準備）
を教務補助員が行う。教員は教材準備や授業案を作成することに専念し、映像教材制作会社に撮影・編集の打
ち合わせを行い、効率的に予習用動画教材を作成する。教室内無線 LAN 整備や WebClass 等教務システムの
管理・開発など ICT 教務環境整備は、情報メディアセンター主導で行う。
フィールドワークなどの高次アクティブ・ラーニングは、研究推進・地域連携推進センターと地球環境科学部が、
学生の主体的な調査研究を支援する。熊谷校舎内にある学生寮は、一部学部の移転に伴い空きが生じるため、
学生生活課と連携して有効な活用方法を模索する。海外で実施する実習科目は、国際交流課と連携し危機管
理対策などの面でも支援する。
リアル授業資料の収集・管理は教員と博物館で連携して行い、資料の外部貸出は研究推進・地域連携研究セ
ンターと連携して実施する。本事業成果のとりまとめは、地球環境科学部を中心に全学で実施し、学内の FD 委
員会でも取り上げて全学の教育改善につなげるよう努める。
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② 評価体制
補助期間中の外部評価は、高等教育研究者、教育委員会、高校理科/地歴科教員、産業界の協力のもと実施
する。H26 年度は主に教職員と学生（該当科目履修・教員志望生）などが参加し、アクティブ・ラーニングの効果
を測定し、改善策を提示する。補助期間終了後は、基本的に補助期間中と同様の評価を行い、大学全体の外部
評価に加える。

44．事業実施計画
．事業実施計画
① 事業実施計画
事業実施期間のスケジュール概要
本事業は 5 年間実施する。半年間の H26 年度は、運営・評価体制の整備、実行プログラムの完成を目指す。
一方、現有設備で可能な範囲でアクティブ・ラーニングを取り入れた講義を研究授業としてパイロット的に実施し、
Ｈ27 年度以降の実施内容を検討する。合わせて、大学全体として教室内の無線 LAN 環境や、教育支援ソフトウ
ェアの導入などの学内インフラを整備し、予習用動画教材を作成補助する映像編集業者とも詳細な打ち合わせ
を行う。H27 年度は教育専門家を招聘し、地球環境科学部独自の研修会を行うほか、2～3 年目には教職員間の
情報共有を行いつつ事業を遂行し、3 年目に中間報告会を開催する。
H29・30 年度はアクティブ・ラーニングの手法を一層高度化し、内容や教授法を熟成させる期間とする。該当す
る授業を実施した時点で個別報告書にまとめておき、年間２回の学部内評価委員会、および AP 学生評価委員
会にて改善点を検討する。また、毎年度末に外部委員を招聘し、本学の取り組み成果について意見を集約する
外部評価委員会を開催する。最終の H30 年度には成果報告としてパネルディスカッションなどを開催し最終報告
書をまとめる。
以下、各年度の事業計画を示す。10 頁に示したように、本事業は A～D の 4 項目に大別されるため、これに従
って記述する。

事業計画
H26 年度（半年間）
A. パイロット的に「地形学」「環境水文学概論」などの講義科目においてアクティブ・ラーニングを実践し、今後の
手法開発のたたき台とする。
B. 上記科目と１年次必修の実習科目「基礎地図学および実習Ⅱ」などにおいて、アクティブ・ラーニングを実践
するための動画教材を作成する。H27 年度以降の動画作成に必要な準備、方針を整える。また、来年度以降
の実施科目の選定作業を行う。
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C. 地理学科「フィールドワークⅠ（７クラス中１クラスで予定）」では地域調査の資料収集・調査計画立案・調査・
報告書の作成・市民への発表までを、学生主体で実施する。また環境システム学科「情報システムの構築と応
用（15 回中 3 回を予定）」ではシステム設計へのモチベーションの向上、アジャイルな開発の学修にアイデア
ソン・ハッカソンを適用したアクティブ・ラーニングを実施する。
D. これまで授業用教育用に収集してきた資料を整理するとともに、新しく収集または製作する資料についても、
科目、保管場所などに関するリストを作成する。安価に入手できる既製標本などは、H26 年度中に購入する。

＜全体＞
翌年度以降実施するアクティブ・ラーニング科目や教員の選定を行い、撮影計画などを策定する。また、本事
業に関するホームページを立ち上げ、動画閲覧を可能にし、貸出（また準備中）できる授業資料の一覧を公開す
る。大学教育改革を専門とする有識者によるセミナーを開催し、大学全体および地球環境科学部の教育内容の
問題点と改善点を具体的に洗い出す。
H26 年度中に行った本事業成果については、教職員による評価委員会、アクティブ・ラーニング講義科目履修
学生によるＡＰ学生評価委員会を実施し、問題点を挙げて次年度の実施に活用する。また、高校教員や産業界
の有識者に外部評価委員を委嘱し、本事業での取り組み内容や学外での利活用、今後の活動内容の指針につ
いて取りまとめる。動画教材については、学生および一般向けに利用方法の案内チラシを作成し、配布する。以
上の内容について、年度末に実施報告書を作成する。

H27 年度
A. 初年次必修科目である「学修の基礎Ⅰ」動画作成：大学の歴史、大学の概要、出席システム、GPA、レポート
と試験、大学と高校の学びの違い、大学施設の利用方法、アクティブ・ラーニングへの取り組みなどについて
紹介。とくに、建学の精神、ブランドビジョン、三つのポリシーに関する理解を促進させる。全学で必修科目に
指定している「学修の基礎Ⅰ」ではこれらについて書かれた冊子資料を毎年度全学生に配布しているが、動
画教材を利用することで教員の負担も軽減できる。そのほか、地球環境科学部の１年必修科目を中心に予習
用動画教材を作成する。以下は予定している科目例。「基礎地図学および実習Ⅰ：等高線の読み方」「南北ア
メリカ地誌」「災害・防災地図の作成と利用」「環境生物学概論」「基礎数学」「環境気象学概論」。
B. 本事業の実質的な初年次に相当するため、まずは映像編集業者と話し合いを進めながら動画撮影を進める。
科目は未定であるが、上記Ａで述べた科目を含む。
C. 問題発見・問題解決型の演習科目として「環境情報学アドバンスト（15 週）」を研究授業として取り上げ、実験
実習科目におけるアクティブ・ラーニングを実践し、教員間で効果的な手法を開発する。また、学生主体の研
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究プロジェクトチームを公募し、１～２年間で研究を遂行する。
D. 野外資料の収集と製作を継続し、博物館と協力して展示方法を検討する。近隣高校へ資料貸出の準備も行
う。

＜全体＞
H26 年度の実施内容をもとに、学部教員の約 50％にアクティブ・ラーニングの概要を理解させ、情報の共有を
図る。ホームページの管理を行い、動画コンテンツを追加する。一般公開した動画を外部評価委員にも閲覧（可
能であれば高校で使用）していただき、理解のしやすさ、難易度などについて検討する。有識者によるセミナーを
開催し、年度末には評価委員会を実施する。

H28 年度
A. H27 年度までの取り組みを継続し、新期科目を増やす。
B. 動画撮影および公開も順次実施する。
C. 地理学科の実験実習科目におけるアクティブ・ラーニングの実践および手法の開発。地域の見方、野外観察
法に関する動画作成
D. 野外資料収集の継続と展示。周辺中学高校への理科・社会科教材の貸し出し。

＜全体＞
教職員とアクティブ・ラーニング講義科目履修学生による内部評価委員の意見を取りまとめるほか、アクティブ・
ラーニングに関する学生アンケートを実施し、効果測定を行う。夏期休暇中（予定）に中間報告会としてパネルデ
ィスカッションを実施するおよび外部評価委員会を実施し、報告書を作成する。
H29 年度
A・B・C・D 前年度までに決めた講義科目において新規にアクティブ・ラーニングを取り入れ、技術と教育法を
熟成させる。新期科目でのアクティブ・ラーニングのみならず、これまで導入してきた科目においても見直しを進
める。
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＜全体＞
これまで実施してきた教職員による評価委員会、ＡＰ学生評価懇談会、外部評価委員会を実施する。

H30 年度
A・B・C・D 前年度までに決めた講義科目において新規にアクティブ・ラーニングを取り入れ、技術と教育法を
熟成させる。新期科目でのアクティブ・ラーニングのみならず、これまで導入してきた科目においても見直しを進
める。

＜全体＞
毎年度実施する教職員による学内外評価委員会を実施したうえで、最終年度の総括として、11 月（予定）にパ
ネルディスカッション、および最終報告会を実施する。年度末には最終成果報告書を作成し、H31 年度以降の方
針について改めて学内で検討する。

② 補助期間終了後の継続性
1．教職員の育成と評価に関する計画
従来このような教育改革は、教職員個人の努力によって試行されてきたものの、それらの努力や成果を評価す
るシステムはほとんどなかった。教員の昇任人事や査定についても研究業績や学内委員を中心に評価しており、
積極的に教育内容を評価する動きはなかった。質の高い人材を育成するためには教員の育成が重要であること
は当然で、今後は正当な評価を行う基準作りも検討する。
2．人件費を中心とした資金計画と、設備の拡充
教養教育・初年次教育協議会を発足させ、教育改革と教職員の育成のための全学的な組織および教職員を配
備することを現段階で検討している。
技術の進歩が速すぎて、OS やインターフェイスの変更にともなって新たな設備投資や教職員の訓練がたびた
び必要になってきた。そのたびに教職員は対応を迫られ、労働時間を逼迫する要因となっている。そのため、で
きるだけ新しい設備を再整備しなくても済むよう、長期間使用可能な汎用性の高いハード・ソフトを導入するが、
必要に応じて設備を拡充させていく。
3．大学全体への普及 予習動画教材の発展
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地球環境科学部では、教育方法の改善の中でも効果が上がっている事項として、「学生の主体的参加と意欲
的取り組みを促すための課題設定･解決型授業の拡充を図る」と将来計画について自己点検評価報告書にも記
載されている。本事業終了後も、学部内におけるアクティブ・ラーニングを拡充させるため、内容を見直しながら積
極的に授業動画を作成していき、立正大学オープンコースウェア（仮称）を充実させていく。また、教員相互の教
育プログラムの見直し、他学部への展開を考えている。

55．基本情報（学部等の規模）
．基本情報（学部等の規模）
（Ｈ26．5.1 現在）

仏教学科

8

50

志願
者数
249

45

在籍
者数
203

宗学科

9

55

125

41

248

小 計
哲学科
史学科
社会学科
文学科
小計

17
8

374
420
1,245
1,016
1,180
3,861

86
90
148
165
154
557

451
375

18
56

105
90
140
140
140
510

639
2,233

経済学部

経済学科

30

360

2,228

389

1,621

経営学部

経営学科

28

300

1,920

335

1,331

法学部

法学科

29

300

2,869

350

1,317

21

200

618

220

880

社会福祉学部

社会福祉学科
こども教育福祉学
科
小計

100

450

105

35

300

1,068

325

1,314

環境システム学科

20

100

651

121

464

地理学科
小計

16
36

130
230

490
1,141

126
247

479
943

臨床心理学科

24

150

1508

162

717

対人・社会心理学
科
小計

13

100

1362

105

37

250

2,870

267

1,187

237

2,355

16,331

2,554

10,401

学部名等

学科名等

仏教学部

文学部

地球環境科学部

心理学部

専任
教員数

入学
定員

15
15

14

合計

23
21

入学
者数

597
622

434

470

平成2６年度 「⼤学教育再⽣加速プログラム」 選定取組

⽴正⼤学（取組期間︓平成２６年度〜平成３０年度）
テーマ名︓テーマⅠ（アクティブ・ラーニング）
事業の概要・⽬的

フィールドワーク・実習科目においても近年の教育
手法を取り入れて、知識を活用する場でも主体的に
活動できる学生を育成する。

（大学の課題）
立正大学は、学長の指揮のもと、建学の精神に基づい
て掲げた<「モラリスト×エキスパート」を育む。>を目指し
て、高い専門性を獲得するためのカリキュラムを実施し
ている。幅広い知識と教養を有した人材が求められる現
代社会からのニーズに応えるため、専門分野に限定しな
い学修生活環境の向上および改善を最重要事項として
いる。 しかし、授業の多くは、多人数の講義形式である。
１万人超の学生を抱える立正大学では、そうした授業で
学生にどれだけ前向きな姿勢を生み出せるのかが課題
だった。さらに知識だけなく、積極性やコミュニケーション
能力など、社会に出た際に欠かせないスキルを学生に
身につけさせるにはどうしたらよいか。それを解決する取
り組みとして、「多人数講義課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」を行うこととした。

（課題解決のための取組）
講義科目にアクティブ・ラーニングの要素を取り入れ、
学生の主体性を引き出す以下の４つの取り組みを実践
することで、課題解決にあたっていく。モデル学部として、
文理融合型の地球環境科学部で、双方向授業を実現
するための機器・ソフトウェアの設計・開発を教職員一体
となって整備し、当該学部の取り組みを他学部にも公開
する。教職員が実際に授業に参加し改善点を探るととも
に、他学部で適用するための問題点を整理する。

⼈材育成の取組

④国内外の授業資料の収集
～バーチャルとリアルの融合～
映像教材による予習を補完するものとして、標本など
実物の教材を活用し、バーチャルではなしえない新
たな気づきを促す。教材は近隣の中学・高校への無
料貸し出しを予定している。

②予習用動画の作成と公開 ～反転教育の導入～
授業時間内に主体的に参加させるためには、効率的な予
習による基礎知識の習得が必要である。動画教材を作成・
活用し、学生の予習・復習を習慣付けさせる。

③フィールドワーク・実習科目におけるアクティブ・ラー
ニングの実践と手法

 事例２ （「アジア・オセアニア地誌」ほか
専門科目/選択２単位）

「リアル教材の収集と活用」
フィリピンを研究対象地域としている教員が、生
活用品、調味料、香辛料、民族衣装、伝統工芸
品、チョウ・貝の標本などを購入した。風土と文化
の関係や、豊かな生物多様性がはぐくまれた理由
などを、これら教材を活用する授業を準備した。
そのほか、地下水や大気の流れを可視化する装
置などを整備し、H27年度以降の講義科目や実習
科目で活用する計画を立てた。

25年度

26年度
（予定）

タブレットを用いた双方向授業を実施する講義科目の割合

0％

8％

34 %

反転授業用予習動画の累計本数

0本

6本

82 本

アクティブ・ラーニング（講義科目）に取り組む教員の割合

0％

17 %

61 %

具体的な実施計画における指標

30年度（最終年度）
（目標値）

学生一人当たりアクティブラーニング講義科目受講数

2 科目

2 科目

20 科目

学生一人当たりアクティブラーニング科目受講数

2 科目

2 科目

6 科目

0人

1人

4人

ファカルティー・ディベロッパー数

深い教養を備え、専門領域を超えて
問題を探究する姿勢を持つ

②

社会や地域に存在する諸問題を発
見し、問題解決のため能動的に行動
する

③

コミュニケーション力・創造力などを活
かして社会に貢献する

専門科目/選択２単位）

「タブレットを用いた双方向授業」
従来の授業と同じく、スライドと配布資料を用いて
視覚的にわかりやすい授業を心掛けるとともに、授
業支援アプリ（ロイロノート・スクール）がインストール
されたiPad Airを受講生全員に貸与し、リアルタイ
ム双方向授業を実現した。H26年度は３教員４科
目で双方向授業を実施した。
テキスト・イラスト・写真を利用した学生の回答を、
教員と履修者がスクリーンで閲覧できるため、回答
に応じた授業が展開可能。多人数講義科目で
あっても、学生は自信を持って発言できることがわ
かってきた。
教員も、学生が誤って理解している点、理解でき
ずに戸惑っている点などを把握できるため、その場
で補足説明を行うことが可能となり、授業を自己診
断することが容易となった。

取組内容
講義により新たな考え方を得て、授業時間内に自分の考
えや意見を述べ、教員や仲間から反応がある中で、新しい
問題発見・解決に結びつけられることを目標とする。

①

 事例１（「地形学」「大気大循環論」ほか

 アクティブ・ラーニングを取り入れた講義系科目の割
合を平成３０年度までに４５％（68/151科目）、実習
・FW系科目の割合を６２％（42/67科目）とする
 予習動画の整備を進め、平成３０年度までに３５％の
科目（60/168科目）で取り入れる

①多人数講義科目でもディスカッションを可能とする
2in1タブレットPCを利用した双方向教育

（卒業後の学生のイメージ）
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共通教育

初年次教育
導入教育

立正大学の特徴
天正時代の日蓮宗の教育機関が淵源。
直接的な起点からカウントしても143年の歴
史と伝統がある。第16代学長は石橋湛山。
現在は8学部15学科、7研究科、学生数１
万人超の総合大学。校名の由来は日蓮聖
人の「立正安国論」で、正しきを立て（立正）、
国・社会・人々の安寧のために尽くす（安国）
ことが社会的ミッション。
これを同時代の社会的な問題状況に照
らして教育目標として掲げた＜「モラリスト
×エキスパート」を育む。＞は、モラリストと
しての資質と掛け合わせながら専門性を深
め、正課の内外で実践し、その教訓を学修
や人格形成にフィードバックさせる、使命
感・自律性・循環性のある人材を育成しよ
うとするもので、ＡＰ採択事業もその一環。
今後、教育目標・ディプロマポリシーを一
層反映させた全学共通教育プログラムの
開発や、付属中学・高等学校との有機的
な教育接続・連携などに取り組む。

タブレットを使った授業を体験して
立正大学

写真

地球環境科学部 地理学科 ４年

黒田 瑛
最初は講義についていけるか心配だったタブレット利用の授業でしたが、実際に使ってみる
と操作も簡単で、従来のスライドと配布資料による講義に比べ、一層理解が深まりました。今
回の「地形学」の講義ではイラストを用いて回答し、スクリーンに投影して自身の考えを受講生
全員に発信できたので、学生同士での意見を交換できました。
私は「学生が講義に積極的に参加できる環境づくり」が進むことに期待しています。双方向
授業が普及することで、より多くの学生が自発的・積極的に授業へ参加ができると思います。

【委員会報告】平成 26 年度 立正大学
AP プログラム取組
3 【委員会報告】平成26年度
AP事業取組
立正大学

3.1
実施体制
3．1 平成26年度
平成 26 年度 実施体制


学内の実施体制

学長
┣副学長（教務担当）

┣情報メディアセンター

┣副学長（研究・産官学連携推進担当） ┣研究推進・地域連携センター
┣地球環境科学部長
┣地理学科主任
┣環境システム学科主任
┗教務補助員

┣博物館
┣学事課・学生生活課・国際交流課
┗学内 FD 委員会
AP 外部評価委員（委員未定）

┣学部事務長

AP 学生委員（多様な学生から意見を聴取）

┣地球環境科学研究所

地方自治体（フィールドワークでの地域連携）

本事業は学長・担当副学長のリーダーシップのもと、学内教育改革と合わせて総力をあげて遂行されるもので
ある。とくに、地球環境科学部長・学部事務長以下教職員と主役である学生が中心となって PDCA サイクルをセメ
スタ単位で繰り返し、教職員間の意見交換の機会を増やす。施設・設備の拡充のみならず、職員や他学部教員
の人的資源の有効活用のもと、本事業を機会に組織的支援体制を強固にする。
本事業を遂行する上で必要な事務作業（たとえば、資料整理、業者との連絡、教員間の調整、動画作成準備）
を教務補助員が行う。教員は教材準備や授業案を作成することに専念し、映像教材制作会社に撮影・編集の打
ち合わせを行い、効率的に予習用動画教材を作成する。教室内無線 LAN 整備や WebClass 等教務システムの
管理・開発など ICT 教務環境整備は、情報メディアセンター主導で行う。
フィールドワークなどの高次アクティブ・ラーニングは、研究推進・地域連携推進センターと地球環境科学部が、
学生の主体的な調査研究を支援する。熊谷校舎内にある学生寮は、一部学部の移転に伴い空きが生じるため、
学生生活課と連携して有効な活用方法を模索する。海外で実施する実習科目は、国際交流課と連携し危機管
理対策などの面でも支援する。
リアル授業資料の収集・管理は教員と博物館で連携して行い、資料の外部貸出は研究推進・地域連携研究セ
ンターと連携して実施する。本事業成果のとりまとめは、地球環境科学部を中心に全学で実施し、学内の FD 委
員会でも取り上げて全学の教育改善につなげるよう努める。
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3．2 平成26年度
平成 26 年度 評価体制
3.2
評価体制


学内の評価体制
評価指標の適切性の判断や達成状況など、事業の進捗状況を把握する仕組みについて、補助期間中及び

補助期間終了後の体制を具体的に記入してください。特に、外部評価の仕組みについては必ず記入してくださ
い。
補助期間中の外部評価は、高等教育研究者、教育委員会、高校理科/地歴科教員、産業界の協力のもと実施
する。H26 年度は主に教職員と学生（該当科目履修・教員志望生）などが参加し、アクティブ・ラーニングの効果
を測定し、改善策を提示する。補助期間終了後は、基本的に補助期間中と同様の評価を行い、大学全体の外部
評価に加える。

3. 3 平成
26 年度 組織の整備
3.3
平成26年度
組織の整備
入学前教育から卒業までのカリキュラムの見直しや、資格取得・卒業後の進路を含む一体的な教育改革を遂
行する目的で、地球環境科学部教育改革推進委員会を設置した。その下部組織として地球環境科学部 AP 運
営委員会を設置した。本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。組織図と要領を作成
し、地球環境科学部 AP 運営委員会を原則として月に１回（第１水曜日）開催している。また、通常は地球環境科
学部事務室、研究支援課、情報システム課などと連携しているが、大学事務局の部課長と AP 運営委員長が AP
連絡調整会議を適宜行い、より円滑に事業を推進している。
全学 AP 運営委員会は年 1 回程度開催する予定であるが今年度はまだ実施されていない。
また、AP 事務局専属のスタッフとして、派遣会社より２名、アルバイトを名雇用した（2 月 27 日現在 3 名の雇用）。

平成 26 年度 設備の整備
33..44 平成26年度
設備の整備
（1） 事務局の部屋の確保
これまで、実習室として利用していた地球環境科学部実験実習棟３階 3319 教室を、AP 事務局の機能を持たせ
た。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や補助を行っている。タブレットなど
の保管、アクティブ・ラーニング関連図書の管理と貸し出し、収集したリアル教材の保管、展示準備などを行う。
（2） WiFi 環境の整備
これまで熊谷キャンパスの教室には無線 LAN 環境が未整備であったが、双方向授業に対応するため、情報シス

26
24

テム課において無線 LAN 環境を A415 教室に整備した。平成 27 年度以降、順次無線 LAN 対応教室を増やす
計画である。
また、該当しない教室においてもインターネット回線に接続できるよう、AP 事務局では NTT Docomo 社のモバイ
ルルーターを 10 台契約した。物理的にはモバイルルーター１台あたり 10 台までタブレットを接続できるが、トラフ
ィックの余裕を持って契約した。このモバイルルーターは学外での実習やイベントなどにも利用できる。すでに地
域連携プログラムやフィールドワークの事前調査にも用いている。
（3） タブレットの管理
タブレットの購入は、教育で活用する場面、使いやすさ、ウイルス対策などの条件から、2in1 タブレット PC／タブ
レット、OS の種類などを検討したため、選定に時間を要したが、最終的には OS の安定性とロイロノートというアプ
リを使える iPadAir を 3 台試験導入した。最終的には合計 60 台購入した。その後、発売から１か月ほど経過した
のち、教員用タブレットとして 37 台の iPadAir2 を購入した。台車の振動、雨天時の移動、１限対応などの課題は
持ち越しとなった。
ネットワーク利用申請、メールアカウント団体申請についても同時に行った。
（4） 図書関連
アクティブ・ラーニングに関する書籍を 127 冊購入した（平成 27 年 2 月 27 日現在）。書籍の閲覧・貸出により、教
育手法の知識向上や、教員の情報共有の場を創出している。ただし、貸出は一部教員に限られている。
（5） 学長室で、公益社団法人 私立大学情報教育協会「ＦＤ活用のための大学改革の戦略、教育方法、学修支
援に関する講演・辞令発表オンデマンド配信」に登録し、全学的に教職員が閲覧できるように整備した。

3. 5 地球環境科学部
AP AP運営委員会
運営委員会
3.5
地球環境科学部
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。組織図と要領を作成し、地球環境科学
部 AP 運営委員会を原則として約月 1 回（4 回）開催した。

 平成 26 年度 AP 学部運営委員メンバー
教員

松井教授（学部長）

地理学科

河野教授

環境システム学科（学科主任）

片柳教授

地理学科（学科主任）

小松教授（AP 運営委員長）

地理学科
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職員

島津教授

地理学科（Ａプロ）

渡来准教授

環境システム学科（B プロ）

後藤講師

環境システム学科（C プロ）

貝沼准教授

地理学科（D プロ）

岩崎教授

環境システム学科

白木准教授

環境システム学科

北沢講師

環境システム学科

阿由葉特任教授

地理学科

松尾助教

地理学科

大石助教

地理学科

下岡助教

環境システム学科

鈴木紀之助教

環境システム学科

松井事務長（事務長）

地球環境科学部事務室

 平成 26 年度 地球環境科学部 AP 運営委員会 実施報告

第 1 回 AP 運営委員会
日時：2014 年 12 月 3 日（水）17 時 05 分～19 時 00 分
場所：3 号館 3319 室
【審議事項】
1．運営委員会の概要
2．学部ＡＰ運営委員会要領の件
3．外部評価委員会メンバー選定の件
4．事業実施計画
（1） ニュースレター発行
（2） HP 立ち上げ
（3）パンフレット作成
【報告事項】
1．これまでの事業の進展状況
2．委員間の連絡方法について
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3．予算消化状況
4．研修会の実施
5．参考図書の購入など
（1） 図書の購入と貸出
（2） 私立大学情報教育協会オンデマンド配信申込み
6．報告書フォーマットの件
（1） AP 学生評価シート
（2） 講義実施報告書
（3） 講義評価シート
（4） フィールドワーク
7．各プロジェクト進捗状況及び計画案
A：双方向授業
B：予習用動画
MediaDepo 研修
動画作成業者
C：FW および実習
D：リアル教材 購入予定リスト
8．その他

第 2 回 AP 運営委員会
日時：2015 年 1 月 7 日（水）17 時 06 分～19 時 00 分
場所：3 号館 3319 室
【審議事項】
1．平成 26 年度 AP 外部評価委員の件
2．年次報告会・外部評価委員会プログラムの件
3．AP 年次報告書目次の件
4．その他
【報告事項】
1．予算消化状況
2．mediaDEPO 研修会（全学）実施の件
3．第２回 AP 研修会実施の件
4．ニュースレター作成の件
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5．ホームページ作成の件
6．私情協オンデマンド配信の件
7．教員用 iPadAir2 の購入と配布の件
8．図書の購入（追加分）の件
9．各プロジェクト進捗状況及び計画案
A：双方向授業
（1） 開授業の実施および授業風景の撮影
B 予習用動画
（1） 基礎地図学および実習
C：FW および実習
（1）地域連携プログラムの件
（2）国土交通省「道の駅」との連携
D：リアル教材
10．その他「第 6 回教育 IT ソリューション EXPO」視察報告

第 3 回 AP 運営委員会
日時：2015 年 2 月 2 日（月）13 時 00 分～14 時 00 分
場所：3 号館 3319 室
【審議事項】
1．平成 26 年度外部評価委員委嘱の手続きの件
学長室へ候補者を推薦。学長から所属長へ委嘱依頼。
2．来年度 AL 実施授業の件
3．その他
【報告事項】
1．平成 26 年度第 2 回 AP 研修会の件
1 月 29 日実施。21 名参加。
2．平成 26 年度第 3 回 AP 研修会開催の件
2 月 24 日実施
3．HP 作成状況報告
4．NL 作成状況報告
5．学生評価委員会開催の件（資料２）
2 月 9 日実施
6．取材の件
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オリコンスタイル・共同通信社の取材（島津先生・渡来先生・貝沼先生ほか対応）
7．事務局アルバイト
2 月 2 日に 1 名面談予定（スキルプラザより派遣）。
8．各プロジェクト進捗状況報告
A：双方向
B：予習動画
「基礎地図学および実習」（地理学科）の予習用動画作成。
ArcGIS 操作手順動画（後藤先生）
C：AL 実習
杉戸町・富岡町・川内村地域間共助推進協議会 協働型災害訓練 in 杉戸
D：リアル教材
リアル教材の購入状況
9．予算消化状況（資料４）
10．その他

第 4 回 AP 運営委員会
日時：2015 年 3 月 2 日（月）17 時 10 分～18 時 25 分
場所：3 号館 3319 室
【審議事項】
1．平成 26 年度年次報告会・外部評価委員会当日の流れ
3 月 5 日に実施。
外部参加者リスト
外部評価委員への事前送付資料
2．平成 27 年度 AP 調書の件
2 月 18 日文科省へ提出。
2 月 25 日文科省より修正依頼。
3 月 2 日に研究支援課へ提出。翌 3 日に文科省へ提出予定。
3．その他
【報告事項】
1．平成 26 年度第３回 AP 研修会の件
・ 平成 27 年 2 月 24 日実施。23 名参加。
・ アンケート用紙
2． 学生評価委員会報告

31
29

3．HP 作成状況報告
4．NL 作成状況報告
（1） 発送状況（年次報告会ポスター）
・2 月 26 日 インターン受け入れ企業 123 社、１都５県高校 600 校
・2 月 27 日 AP 採択 46 大学等
（2）第２号作成状況
5．事務局アルバイト（渡辺君 3 月末まで）
6．各プロジェクト進捗状況報告
A：双方向授業
B：予習用動画
「基礎地図学および実習」（地理学科）の予習用動画。
ArcGIS 操作手順動画（後藤先生）
C：フィールドワーク・実習
フィールドワーク風景の動画。
D：リアル教材
リアル教材の購入状況。
7．予算消化状況
8．その他
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【事業報告】平成 26 年度 立正大学
AP プログラム事業報告
4 【事業報告】平成26年度
AP事業報告
立正大学

4.1
4.1 Aプロジェクト（タブレットを利用した双方向教育）報告
A 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 26 年度通年

時
日付

担当

履修者

出席者

教員

数

数

授業名
限

平成 26 年 11 月 20 日

2

平成 26 年 12 月 8 日

2

平成 26 年 12 月 15 日

災害・防災地図の

iPad

見学

使用

教職員

台数

数

島津教授

12

9

9

4

地形学

小松教授

86

62

9

3

2

地形学

小松教授

86

81

10

3

平成 26 年 12 月 22 日

2

地形学

小松教授

86

64

30

0

平成 27 年 1 月 5 日

2

地形学

小松教授

86

58

30

3

平成 27 年 1 月 6 日

1

地域自然情報の活用

島津教授

53

32

21

3

平成 27 年 1 月 13 日

1

地域自然情報の活用

島津教授

53

平成 27 年 1 月 13 日

3

大気大循環論

渡来准教授

46

平成 27 年 1 月 20 日

1

地域自然情報の活用

島津教授

53

平成 27 年 1 月 20 日

3

大気大循環論

渡来准教授
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作成と利用

担当教員計 3 名
講義科目計 4 科目
講義回数計 10 回
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37

38

37

38

備考

3

撮影

6

撮影

3

取材

0

取材

ＡＰ講義実施報告書

平成26年度Ⅱ期

⽇時

平成26年11⽉20⽇

(⽊)

授業名

時限

2

限

担当教員名

／ 12

名

授業サポート者

出席者／履修者数

9

タブレット使⽤台数

9

台

授業⾒学

タブレット使⽤台数⽐率

100

％

（教職員）

映像記録

あり

／

なし

写真撮影

あり

／

なし

災害・防災地図の作成と利⽤
島津

AP事務局）渡辺、島村
地理）伊藤先⽣、⾙沼先⽣、⼤⽯先⽣
環シス）渡来先⽣
なし

ＡＰ学⽣評価委員

授業内容（100字以内）
「第8回

弘

※授業進⾏表（別紙）

ハザードマップに描かれるもの」

タブレット導⼊第⼀回⽬の授業に伴い、AL講義の経緯、⽬標についてをまず最初に説明。
その後、⼀⼈⼀台タブレット（iPad）を配布し、iPadの起動〜ネット接続〜ロイロノートアプリを起動し、
主にロイロノートアプリを使⽤した授業を実施。
①各⾃持参したハザードマップをロイロノートのカメラ機能で撮影し、画像を取り込み、教員へ提出。
②学⽣より提出された画像を⼀覧で表⽰し、ハザードマップを⾒るポイントを解説（表現内容、対象範囲）。
③「ハザードマップポータルサイト」のWeb検索⽅法を解説の上、各⾃実践。
④多摩川のハザードマップを開き、記⼊⽅法（エリアを囲む、コメントの記⼊等）を説明後、実践。
⑤提出された課題を⼀覧表⽰し、ポイントを解説。各⾃のノートに記述・整理を指⽰する。

タブレットによる学⽣回答（具体的に）

反省点（次回実施時の改善点）
・既存の授業のPPTをロイロノートへ移植（新たに作成or移植可能か）。
・事前指導（iPadの操作⽅法、ノートの取り⽅等）。
・学⽣の作業スピードに差が⽣じてしまう。
・ノートのとり⽅が不明確な為、資料を事前準備した⽅がよいのでは︖
・学⽣の発⾔の際の声が⼩さい。⼤教室の場合はどうするか︖
・ロイロノートの写真画像が回転出来ない。ピントが合っていない。
・タブレットへの⽂字記⼊が困難

⇒

先細タイプのスタイラスペンが必要︖
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ＡＰ講義実施報告書（Ａプロ）

平成26年度Ⅱ期
記載者名︓

⽇時

平成27年1⽉13⽇

時限

3

出席者／履修者数

37

（⽕）

靖

授業名

限
／

渡来

⼤気⼤循環論

担当教員名

46

渡来

授業サポート者

タブレット使⽤台数

37（+4）

台

授業⾒学

タブレット使⽤台数⽐率

100

％

（教職員）

映像記録

○あり

／

なし

写真撮影

○あり

／

なし

AP事務局）島村
環シス）⽩⽊先⽣、李先⽣、下岡先⽣
地理）⼩松先⽣、島津先⽣、鈴⽊重先⽣
4名

ＡＰ学⽣評価委員 中村祐輔（M1）、飯⽥岳（B4）、塩野
祐久（B4）、北原総⼀郎（B4）

授業内容（100字以内）
「第14回

靖

※授業進⾏表（別紙）

ブロッキング現象」

授業開始前に⼀⼈⼀台、タブレット（iPad）を配布し、授業のはじめにタブレットの起動→ロイロノートの起動→テキス
ト作成と提出⽅法について説明し、操作練習。
ロイロノートを使⽤した授業を実施。
前回（第13回）に解説した「ブロッキング現象」について、実際の天気図ではどのように⾒られるのか、ごく最近の
データを利⽤した実践編の位置付け。
①当⽇朝9時の500hPa⾵分布図の画像をロイロノートで配布し、図中にジェット気流の位置、⾼・低気圧の位置を記⼊
させる。
②①の作業結果を提出。⽐較しながら解説。
③12/24〜1/13の500hPa⾵の動画を配布。動画を⾒ながら気づいた点を回答させる。
④③の回答結果を⽐較しながら、追加の図（地上気温平年偏差図）を加えながら補⾜説明。
タブレットによる学⽣回答（具体的に）
学⽣に回答を求めたのは計２回。
1) 500hPa⾵分布図へのジェット気流、⾼・低気圧の作図
各⾃が作図した内容に⼤きな差は出ず。⼀部の⾼気圧と低気圧を逆に描いている者も多少あり。
2) 500hPa⾵動画を⾒て気づいたこと
「⾵速の特に強い地域が⽐較的固定されている」「⽇本付近は特に⾵が強い」「流れが蛇⾏したりと⼤きく変動」といっ
た回答が多かった。「波数5の構造が⾒える」「強⾵軸が東に動いているように⾒える」といった興味深い回答もあり。
幾つかの回答について解説を付加。

反省点（次回実施時の改善点）
・授業前に予想はしていたが、タブレットを使った第1回⽬の授業ということもあり、事前準備にかなりの時間を費やし
た。この点については、2回⽬以降は短縮できるであろう。
・モバイルルータを利⽤したが、⼀部学⽣のネットワークが不良となり、動画の送信ができなかった学⽣も出た。また、
途中でネットワーク不良となった学⽣が何⼈かおり、その対応で何度か授業が中断した。ロイロノートを利⽤した授業で
はネットワーク環境が必須であり、安定的なWiFi環境が望まれる。
・学⽣に作業させ回答をさせる際に、予想以上に時間がかかった。結果、当初予定していた授業内容の半分程度しか進ま
なかった。授業内容を⼯夫することで、もう少し効率的にできるかと思う。そのためにも、事前準備は重要。
・今回はロイロノートを利⽤した内容に終始したが、その結果か学⽣の⼿がタブレットにばかり向き、ノートへのメモ等
が少ないようであった。授業にメリハリをつける⼯夫が必要。
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ＡＰ講義実施報告書（Ａプロ）

2014年度Ⅱ期
記載者名︓

⽇時

平成27年1⽉20⽇

時限

3

出席者／履修者数

38

／

100

タブレット使⽤台数⽐率

授業⾒学

％

（教職員）

／

なし

写真撮影

○あり

／

なし

渡来

授業サポート者

台

○あり

⼤気⼤循環論

担当教員名

46

映像記録

靖

授業名

限

38（+4）

タブレット使⽤台数

（⽕）

渡来

AP事務局）島村

4名
ＡＰ学⽣評価委員 中村祐輔（M1）、飯⽥岳（B4）、塩野
祐久（B4）、北原総⼀郎（B4）

授業内容（100字以内）
「第15回

靖

※授業進⾏表（別紙）

テレコネクション」

授業のはじめにロイロノートを起動し、前回授業でロイロノートを使っての回答を表⽰し振り返り。前回の意⾒の中から
興味深かったものを取り上げ、補⾜の解説。
今回は基本的に、パワーポイントを利⽤した従来型の授業を実施（パワポ説明中はロイロノートはロック）。
テレコネクションの説明。ENSOを例に、海洋の変動がどのように⼤気に伝わるか（熱源応答）、⼤気に伝わった変動が
どのように⼤気中を伝播するか（定常ロスビー波）を簡単に解説。
途中、１次元合成波のアニメーションを⾒せ、波が左右どちらに進んでいるかを質問（→ロイロノート使⽤）。波の位相
速度と群速度の説明。
最後にパワーポイントで、ENSOが⽇本にもたらす影響について説明して終了。

タブレットによる学⽣回答（具体的に）
今回の回答ではないが、授業の最初に前回の回答を⾒て振り返りと補⾜説明。
学⽣に回答を求めたのは1回。
1) 合成波のアニメーションを⾒て、波が左右どちらに進んでいるかを答える
ロイロノートのテキストシートの背景を、右なら「⾚」、左なら「⻘」にして回答させた。回答表⽰では⾚⻘の割合でお
およその回答割合が把握できる。その結果をみながら解説

反省点（次回実施時の改善点）
・今回は2回⽬ということもあり、ロイロノートの⽴ち上げは⽐較的スムーズであった。
・前回授業での⼀番最後の回答提出内容は授業終了後も残っていることがわかり、今回の授業準備の際に落ち着いて学⽣
の意⾒を確認することができた。⼈数が多い場合、回答表⽰で回答をその場で整理するのが結構難しいことは前回感じた
ことであったが、場合によっては集めた意⾒を授業後に落ちつて確認して、次回授業で解説・補⾜を加えることも有効と
いて確認して、次回授業で解説・補足を加えることも有効

と感じた。
感じた。
・今回、授業内での回答は１回で、２択の質問であったため、視覚的にわかりやすい⽅法を⼯夫した。
・従来型の授業では居眠りする学⽣なども⾒られる。前回のようにロイロノート⼀辺倒では⼯夫しないと学⽣がノートを
取らない。両者を上⼿くブレンドできれば、学⽣に絶えず緊張感を与えられるかもしれない。
・ロイロノートを使った授業をよりスムーズに⾏うには、さらに⼯夫が必要と感じた。
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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
4.2
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 26 年度通年
実績なし。
平成 26 年度中途採択されたこともあり、平成 27 年度以降の動画作成に必要な準備、方針を整えた。また、来年
度以降の実施科目の選定作業を行った。
・ 地理学科 1 年次必修科目「基礎地図学および実習Ⅰ」「基礎地図学および実習Ⅱ」：鈴木重雄特任講師、松
尾忠直助教、大石雅之助教。地形図の読図方法について、8 本、作成中。

4.3 Cプロジェクト（学生主体のフィールドワーク実習）報告
C 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
テーマ：学生主体のフィールドワーク実習
AP 講義実績（C プロジェクト：学生主体のフィールドワーク実習）
期間：平成 26 年度通年
実績なし。
平成 26 年度中途採択されたこともあり、平成 27 年度以降の動画作成に必要な準備、方針を整えた。また、来年
度以降の実施科目の選定作業を行った。
・ 環境システム学科「情報システムの構築と応用」：後藤真太郎教授
アイデアソン・ハッカソンの手法を取り入れたプログラム開発の授業を実施した。
・ 地理学科「フィールドワークⅡ」：山田淳一専任講師
・ 協働型災害訓練 in 杉戸（埼玉県北葛飾郡杉戸町・富岡町・川内村地域間共助推進協議会）にて防災トレー
ニング、防災マッピングパーティー
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4.4 DDプロジェクト（リアル授業資料の収集と活用）報告
プロジェクト（リアル授業資料の収集と活用）報告
4.4
テーマ：リアル教材の収集と活用
AP 講義実績（D プロジェクト：リアル教材の収集と活用）
期間：平成 26 年度通年
実績なし。
平成 26 年度中途採択されたこともあり、平成 27 年度以降に必要な準備、方針を整えた。また、来年度以降の実
施科目の選定作業を行った。
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4.4.1
4.4.1 リアル教材リスト
リアル教材リスト
4.4.1
リアル教材リスト
平成
平成 26
26 年度は、リアル教材の収集に、両学科でそれぞれ購入した。地理学科では、主に講義科目「日本地
年度は、リアル教材の収集に、両学科でそれぞれ購入した。地理学科では、主に講義科目「日本地
誌」や「アジア・オセアニア地誌」などで用いるインドの民族衣装や工芸品などを揃えた。環境システム学科では、
誌」や「アジア・オセアニア地誌」などで用いるインドの民族衣装や工芸品などを揃えた。環境システム学科では、
主に実験・実習科目を中心に、地下水流動モデルや岩石標本など備えた。今年度、両学科合わせて、合計
主に実験・実習科目を中心に、地下水流動モデルや岩石標本など備えた。今年度、両学科合わせて、合計 23
25
品目（地理学科：13
品目（地理学科：15品目、環境システム学科：10
品目、環境システム学科：10品目）のリアル教材を購入し、整備を行った。
品目）のリアル教材を購入し、整備を行った。


 平成
平成26
27年度に購入したリアル教材リスト（地理学科：13
年度に購入したリアル教材リスト（地理学科：15品目）
品目）
項目
項目

品名
品名

使用の具体例
使用の具体例

番号
番号

使
用予予
使用
定 期待される効果
期待される効果

金額
金額

定
の 授
の授業

（円）
（円）

1

今治タオル

そのクオリティを観察し， 業
日本地誌

1

今治タオル

そのクオリティを観察
ロゴがもつ地域性の意味 日 本 地
し，ロゴがもつ地域性
を考える．

2

2

誌

3
45

地
域 の 活 性 化 や 商 33,588
差別化について考える．

今治タオル

日本地誌

て考える．
フィールドで植物を判断

27,000

assistOn

宙
-SOLA/Sola
Cube 植物を観察する．

日 本 地

フィールドで植物を
する力が身につく．

27,000

assistOn

/Sola
Cube
標本箱ボック

誌

判断する力が身につ
く．

クス（9
個入
アジアの民族

アジア各地の民族衣装と

アジア・オ

実物に触れることで，そ

り）
衣装

地域性の関係を観察す

セアニア

れが生産される各地域

127,356

Balikbayan
Handicrafts 他

アジアの民

アジア各地の民族衣
る

ア
ジア・
地誌

実
物 に 触 れ る こ と 127,356
の実態を考えるきっかけ

Balikbayan

族衣装

装と地域性の関係を

オセアニ

で，それが生産され
となる．

Handicrafts 他

各国の紙幣

観察する
紙幣から，当該国の偉人 ア地誌
ア ジ ア ・ オ る各地域の実態を考
各国の文化や価値規

各国の紙

57

幣
現 地 の 食 品 偉人や文化，価値規
どのようなものを食べてい オセアニ
地 域 研 究 規範,歴史を理解す
実物に触れることで，そ

紙幣から，当該国の

3,194

セ ア ニ ア えるきっかけとなる．
範,歴史を理解する．

5

ア
ジア・
地誌

1
（缶詰，瓶詰） 範を知る
るか，観察する．特有の ア地誌

68

今治タオル

-SOLA- の意味を考える．
植物を観察する．

宙

や文化，価値規範を知る

7

33,588

品の差別化につい

標本箱ボッ
ス（9 個入り）
3

地域の活性化や商品の

販売元
販売元

各国の文化や価値

3,194
4,971

る．
れが生産される各地域

SM
Kultura 他

現地の食

どのようなものを食べ
素材，加工法など．

地 域 研

実
物 に 触 れ る こ と 4,971
の実態を考えるきっかけ

SM

品（缶詰，

ているか，観察する．

究1

で，それが生産され
となる．

Kultura 他

瓶詰）
標本箱

特有の素材，加工法
各教員が授業 で説明し

138,939

むし社

標本箱

担 当 す る えるきっかけとなる．
で ， 授 業 理解が促 進 さ
138,939
教 員 実物に触れ，見るこ
各教員が授業で説明
とする標本を作製する． 各
授業にて
れる．
が 担 当 とで，授業理解が促
したい，非売品をサン
（1 箱 12,000 円×15）

むし社

各 教 員 が る各地域の実態を考
実物に触れ，見ること

など．
たい，非売品をサンプル

8

Market,

プルとする標本を作

する授業

製する．（1 箱 12,000

にて

39
37

進される．

Market,

97
9

マネキン
マネキン

民族衣装展示用
民族衣装展示用

209,515
ア
アジ
ジア
ア・・オ
オ 民族衣装を立体的に視
民族衣装を立体的に視 209,515

（1
（1体
体 35,000
35,000円×8）
円×8）

セ
セア
アニ
ニア
ア 認することで，具体的な
認することで，具体的な
地誌
地誌

マネキンヤ・コム
マネキンヤ・コム

イメージを作ることができ
イメージを作ることができ
る．
る．

10
810

15,442
各
各国
国の
の教
教科
科 教科書を手にして，日本
教科書を手にして，日本 地
地域
域研
研究
究 世界の教育現場で使用
世界の教育現場で使用 15,442
書
書

の教育との相違点を考え
の教育との相違点を考え 11

されている教科書から，
されている教科書から，

る．
る．

異なる国の教育を知るこ
異なる国の教育を知るこ

National
National

Book
Book

Store
Store他
他

とができる．
とができる．

911
11

各
各国
国の
の生
生活
活 世界の国々で使用され
世界の国々で使用され 地
地域
域調
調査
査 特に開発途上国におけ
特に開発途上国におけ ※
※
用品
用品

12
12
10

各国の地図
各国の地図

ている生活用品を用い，
ている生活用品を用い， 法
法44

るる小
小口
口経
経済
済の実
の実態
態を
を，，

素材，大きさ，パッケージ
素材，大きさ，パッケージ

小分けにされた商品か
小分けにされた商品か

の特異性に触れる．
の特異性に触れる．

ら理解することができる．
ら理解することができる．

SM
SMMarket
Market

7,775
世界の教育現場で使用
世界の教育現場で使用 地
地域
域研
研究
究 世界の学校で使用され
世界の学校で使用され 7,775

National
National

されている地図を観察す
されている地図を観察す 11

るる教
教材
材ととしして
ての
の地
地図
図か
か

Store
Store他
他

る．
る．

らら，，他
他国
国の
の地
地理
理教
教育
育を
を

Book
Book

考えることができる．
考えることができる．

11
13
13

2,889
各
各国
国の
の地
地方
方 各
各国
国の
の地
地方
方部
部で
で，，地
地域
域 地
地域
域研
研究
究 地域資源を活かした事
地域資源を活かした事 2,889

Balikbayan
Balikbayan

部における工
部における工 資源を活かして作成した
資源を活かして作成した 11・・実
実践
践英
英 例を理解できるようにな
例を理解できるようにな

Handicraftｓ
Handicraftｓ

芸品
芸品
14
14
12

工芸品を観察する．
工芸品を観察する．

語
語III
III

る．
る．

21,667
各国の貝と蝶
各国の貝と蝶 各国で見られる蝶の標本
各国で見られる蝶の標本 ア
アジ
ジア
ア・・オ
オ 他国における生物多様
他国における生物多様 21,667
の標本セット
の標本セット

を観察する．
を観察する．

セ
セア
アニ
ニア
ア 性を理解できるようにな
性を理解できるようにな
地誌
地誌

13
15
15

る．
る．

4,333
各
各国
国の
の貝
貝の
の 各国で見られる貝の標本
各国で見られる貝の標本 ア
アジ
ジア
ア・・オ
オ 他国における生物多様
他国における生物多様 4,333
標本と織物
標本と織物

を観察する．
を観察する．

Landmark
Landmark

Landmark
Landmark

セ
セア
アニ
ニア
ア 性を理解できるようにな
性を理解できるようにな
地誌
地誌

る．
る．
596,669
596,669

合計
合計


 平成
平成26
26年度に購入したリアル教材リスト（環境システム学科：10
年度に購入したリアル教材リスト（環境システム学科：10品目）
品目）
項
項目
目 品名
品名

使用の具体例（授業名ほか）
使用の具体例（授業名ほか）

期待される効果
期待される効果

金額（円）
金額（円）

販売元
販売元

番号
番号
11

実習用モース硬度計
実習用モース硬度計

52,488
岩石鑑定（地学実験・地圏環境
岩石鑑定（地学実験・地圏環境 岩石の肉眼鑑定力を
岩石の肉眼鑑定力を 52,488
学実習）
学実習）

養う一つの材料となる
養う一つの材料となる

40
38
38

株式会社ニチカ
株式会社ニチカ

2

姶良火山灰

火山灰分析

地層の理解、鉱物の鑑

6,000

定力を養うことができる
3

東京軽石

火山灰分析

地層の理解、鉱物の鑑

ター
4,000

定力を養うことができる
4

木曽御岳火山第一軽

火山灰分析

地層の理解、鉱物の鑑

石
5

環境地形学，自然災害のメカニ

土砂の堆積作用（地層

ズ

ズム，地学実験，その他アウトリ

の形成），地層の脱水

ーチ

変形（液状化）を間近

第四紀文献セン
ター

3,000

定力を養うことができる

携帯堆積空間 A0 サイ

第四紀文献セン

第四紀文献セン
ター

108,864

日京テクノス経由
で製造

で観察できる．
6

地下水流動モデル

環境水文学実験

地下水流動およびそ

近隣の小中高校への出張授業

れに伴う汚染物質の拡

509,153

アイオワ州立大学
など

散を自分の目で目視
でき，理解度がアップ
する
7

8

9

10

ボール紙製標本箱（1

カタツムリの殻を入れる。生物学

進化について学ぶこと

〜2 頭用）

実験など

ができる

桐製標本箱（LIS 製）

昆虫の標本を入れる。生物学実

進化について学ぶこと

ガラスフタ中

験など

ができる

教育版 EV3 Java プロ

プログラム学習(プログラミングの

プログラムについて理

グラミングセット A

応用）

解を深めることができる

気球空撮装置１

空撮（空間情報システム実習，リ

身近な地域の空中写

モートセンシング実習）

真を得ることでリモート

13,200

むし社

44,424

むし社

50,868

Afrel

286,200

アイテック株式会
社

センシングの理解を深
めることができる
1,078,197

合計
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4. 5 AP
研修会
4.5
AP研修会
平成 26 年度では、以下のような AP 研修会を行った。

第 1 回 AP 研修会
テーマ：「ロイロノート・ワークショップ」
講師：株式会社ロイロ 杉山竜太郎氏
参加者：21 名
日程：平成 26 年 10 月 7 日（火）10:30～
場所：熊谷キャンパス アカデミックキューブ A610 会議室

第 2 回 AP 研修会
テーマ：「地域連携によるまちづくりと学生教育」
講師：片柳教授

日時：2015 年 1 月 29 日（水）15：00～16：30
場所：熊谷キャンパス アカデミックキューブ 6 階会議室
参加者：21 名

第 3 回 AP 研修会
テーマ：「学びを加速させる視覚化の方法」
日時：2016 年 2 月 24 日（火）13：30～17：00
場所：立正大学熊谷キャンパス アカデミックキューブ 1 階 RiLLFore
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講師：三澤直加氏
株式会社グラグリッド エクスペリエンスデザイナー
企業に向けて商品・サービス企画のコンサルティング行う。共創プラットフォームの育成に力を入れており、アイデ
ア創出ファシリテーターの育成、グラフィックファシリテーションの導入支援を行っている。
東北工業大学 ライフデザイン学部クリエイティブデザイン学科 講師
NPO 法人 アイデア創発コミュニティ推進機構理事
参加者：23 名
プログラム：
13:30 イントロダクション
13:45 講演「学びを加速させる視覚化の方法」 エクスペリエンスデザイナー 三澤直加氏
14:00 会話の視覚化体験
14:15 グループダイアログ「効果と適応領域」
14:30 休憩
14:45 全体での共有
15:15 発想の視覚化体験「学生のモチベーションを上げる方法とは？」
16:00 全体での共有
16:30 ラップアップ
17:00 終了

4.6 平成
26 年度年次報告会
4.6
平成26年度年次報告会

平成 27 年 3 月 5 日に公開形式で平成 26 年度年次報告会を開催した。
平成 26 年度の AP 年次報告会は、AP プロジェクトの 4 つの柱である各プロジェクトの進捗報告や山梨大学の塙
教授による基調講演、島津教授による公開授業が行われた。

タイトル：「立正大学地球環境科学部が目指すアクティブ・ラーニング」
日時：平成 27 年 3 月 5 日（木）10：30～16：00（10：00 開場）
場所：立正大学 熊谷キャンパス アカデミックキューブ 101 室
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プログラム：
10：30

開会

10：30～10：40

主旨説明

10：40～10：50

挨拶松井秀郎

10：50～11：20

立正大学地球環境科学部の目指すアクティブ・ラーニング

立正大学地球環境科学部長
小松陽介／立正大学地球環境科学部教育改革推進実行委員長

11：20～12：00

プロジェクト進捗報告
プロジェクト A：双方向授業島津弘／立正大学地球環境科学部教授
プロジェクト B：反転授業渡来靖／立正大学地球環境科学部准教授
プロジェクト C：ワークショップ後藤真太郎／立正大学地球環境科学部教授
プロジェクト D：リアル教材貝沼恵美／立正大学地球環境科学部講師

12：00～13：00

昼食

13：00～14：30

「反転授業－主体的な学びを引き出すアクティブ・ラーニングの取組」
塙雅典／山梨大学教育国際化推進機構大学教育センター副センター長
山梨大学大学院総合研究部 工学域電気電子情報工学系教授

14：30～14：40

休憩

14：40～15：40

公開授業「ロイロノートを利用した双方向授業」
島津弘／立正大学地球環境科学部教授

15：40 閉会

 平成 26 年度立正大学 AP 年次報告会アンケート集計結果

1． 年次報告会の運営面について、感想をご記入ください。
＜学外＞
・ 時間がかかる発表もあったので、調整が必要と感じました。
・ AP 取り組みの背景や具体的な活動を知ることが出来て有意義でした。 もっと先生方の参画があるとよいです
ね。
・ 興味深い話が多かったので質問したいことが色々ありました。質疑応答の時間が欲しかったです。
・ プロジェクト進捗報告の時間がもう少しあればよかったと思います（タイムテーブルがタイト）。
・ 大学の取組のスタートがよくわかりました。これから実践の積み上げ、成果が期待されますね。
・ この日のために限られたマンパワーの中で、多くのタスクをこなされたことをお察しします。お疲れ様でした。内
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容はいずれも興味深く聞かせていただきました。
・ 折角良い話、是非広く知っていただきたい内容であったにも関わらず参加者が少なかった事がとても残念です。
大学や分野に限らずもう少し広く CM されてよかったのではないかと思いました。
・ 大変お世話になりました。大変勉強になりました。とても楽しく過ごさせていただきました。
＜学内＞
・ iPad 設定→サウンドから「ロック時の音」「キーボードのクリック」をあらかじめ OFF にしてほしい（ボタン音がう
るさい）。
・ プロジェクト進捗報告の資料が配布されなかった（PPT はあるのに）のは不親切。反転授業の資料にコピーの
上確認しないままの配布、2～3 割全く見えない部分が沢山あった（不親切）。
・ 遠隔配信し、品川でも参加出来るようにすると、品川学部や職員の方々にもご参加いただけたのではないでし
ょうか。
・ プロジェクト報告について全てまとめた資料としてご用意いただけると有難かった。

2． 本日実施した公開授業の内容について、感想をご記入ください。
＜学外＞
・ 何事も体験してみるとそのメリット・デメリットがよく理解出来ます。具体的に大学の授業で取り組まれている内容
を体験出来、感謝致します。
・ 地図が表示されずまったく授業に参加できませんでした。寂しかったです。
・ ネット環境が整っていればよかったと思います。
・ ロイロノートが興味深かった。
・ 解像度の低さが気になった。
・ 非常に興味深かったです。双方向性は appleTV でと考えていましたが色々な工夫が出来そうです。
・ 反転授業という考え方を初めて知ったがとても有効だと考えた。
・ AL で教え合う（特に教える方）ことが良いと思う。
・ 試行段階ということでサーバー接続がうまくいかず十分に体験することが出来ませんでした。
・ 双方向授業について本県も取り入れているとはいえ、個々の端末の不具合であったり、教師用の繋がりが悪か
ったりと授業中の貴重な時間をいくらか割いてしまう事例もあります。 今回、塙先生からのお話もあった様に、
手軽に準備し、収集、活用出来るようにシステム構築が進むこと、ロイロノートの様な業者の選定といったものが
課題であると思います。先行するのはとても課題が多いと 感じはしますが、学生の力となると信じ、かつ「分か
った」の嬉しい声のためにお互い進めていきましょう。
・ 当県武雄市においても反転授業が実施されていますが、山梨大学様の取組、その可視化された分析結果を
見ることが出来、大変勉強になりました。
・ 教授型の授業と比べてアクティブ・ラーニングの場合は、「どんな課題を与えるか」がポイントと思っています。授
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業の狙いを達成することが出来るような課題を見つけることが教材研究になるのであろうと考えているところで
す。
＜学内＞
・ まだまだ始まったばかりのものなのでとても新鮮に思った。早く実用することが出来ればかなりの変化になるだ
ろうと思った。
・ 自分のタブレットを作業しつつ、前方画面を見つつ、島津先生の話を聞きながらと３つの作業を同時に行うの
は初心者には難しいと感じました。頻繁にサーバーが切れて参加出来なかったのが残念です。

3． 興味深かったプロジェクトや内容を挙げてください。
＜学外＞
・ AL への取り組みにおいて 4 つの視点で取り組んでおられるので興味深かった。
・ 学生主体のフィールドワーク実習は、個人的にも興味があります。弊社（富士ゼロックス）でも学校や地域と連
携し、CSV を目指した活動など行っておりますので何かしら情報交換の場が作れるといいかなと思いました
（遠野での活動など）。
・ 企業の人間なので授業にワークショップを導入していることに興味をもちました。
・ ワークショップには何度も参加したことがありますがあまり良かった体験がないので、どう導入されているのか大
変興味があります。
・ 双方向授業、反転授業で今後お役立ち出来ればと思います（富士ゼロックス）。
・ プロジェクト A～D 全て興味深い。
・ プロジェクト C、A
・ 反転授業は実証データも交えたもので大変興味深く聞かせていただきました。
・ 反転授業について教員と学生の負荷が増えるがそれだけの価値があるという言葉がとても印象に残りました。
・ また始められたばかりではあられますが 4 つのプロジェクト全てが興味深く密接に絡まりあうものと思います。
・ 塙先生のお話は成果についてよく分かり、義務教育の中で効果的場面を考えていきたいと思いました。

＜学内＞
・ 反転授業早速やってみようと思う。
・ ロイロノートを使った模擬授業。
・ 全てのプロジェクト、内容について興味が持てました。内部には年 1 回ではなく、複数情報配信（共有？） し
ていただけると有難いです。
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4． その他
＜学外＞
・ 横浜の事業所ではハッカソンなどの活動も実施しております。引き続き微力ながらもお役立ち 出来ればと思い
ます。
・ タブレットを使った授業は興味深いものがあり、また今後はもっと増えてくると思います。
・ 大変貴重な時間となりました。快く受け入れて頂きありがとうございました。
・ AL についての取組を広く説明していただき、参考になりました。
＜学内＞
・ アクティブ・ラーニングの説明がアクティブでないのはどうかと思った。
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平成26年度 立正大学

AP事業年次報告会プログラム

日時
場

所

平成27年3月5日（木）10：30～16：00（10:00開場）
立正大学熊谷キャンパス

アカデミックキューブ

10:30
10:30-10:40
10:40-10:50
10:50-11:20

開会
主旨説明
挨拶

11:20-12:00

プロジェクト進捗報告

12:00-13:00
13:00-14:30

14:30-14:40
14:40-15:40
15:40

松井秀郎／立正大学地球環境科学部長

立正大学地球環境科学部の目指すアクティブ・ラーニング

小松陽介／立正大学地球環境科学部 教育改革推進実行委員長

プロジェクトＡ：双方向授業
プロジェクトＢ：反転授業
プロジェクトＣ：ワークショップ
プロジェクトＤ：リアル教材
昼食

島津 弘／立正大学地球環境科学部 教授
渡来 靖／立正大学地球環境科学部 准教授
後藤真太郎／立正大学地球環境科学部 教授
貝沼恵美／立正大学地球環境科学部 講師

「反転授業－主体的な学びを引き出すアクティブラーニングの取組」

塙 雅典／山梨大学教育国際化推進機構
大学教育センター副センター長
山梨大学大学院総合研究部
工学域電気電子情報工学系教授
休憩

公開授業「ロイロノートを利用した双方向授業」
島津 弘／立正大学地球環境科学部 教授
閉会

外部評価委員会
場

所

101室

立正大学熊谷キャンパス

※外部評価委員と担当教職員対象

アカデミックキューブ ６階会議室

＜同時間帯に熊谷キャンパス内の教務・AP関連設備などの見学ツアー開催予定＞

16:00-17:30
18:00-20:00

交通アクセス

外部評価委員会
交流会（場所：すみれ食堂 会費制 3000円）

申込方法
3月2日迄に氏名、所属機関、所属部署（役職）、
連絡先（住所、E-Mail、電話番号）を明記の上
AP事務局 rissho-ap@ris.ac.jp まで
ご連絡下さい。

お問い合わせ
立正大学 地球環境科学部ＡＰ事務局
TEL（学部事務室）048-539-1630
E-mail rissho-ap@ris.ac.jp
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外部評価委員会

案内チラシ

【評価】平成 26 年度立正大学
立正大学 AP事業に関する評価
AP プログラムに関する評価
5 【評価】平成26年度

5.1
5.1 学生評価委員会
学生評価委員会
2014 年度Ⅰ期 AP 学生評価委員会

日時：平成 27 年 2 月 9 日（月）12:00〜13:30
場所：立正大学熊谷キャンパス アカデミックキューブ 6 階地球環境科学部会議室
参加者：
学生評価委員（○印は単位履修済みの学生）： 計 15 名
・ 「地域自然情報の活用」（島津教授担当）参加者 5 名
111X00102

岡部 将大（B4）

○

121X00130

軽部 晴日（B3）

○

121X00135

町田

○

131X00053

秋山 栞里（B2）

131X00073

中島 健太（B2）

有（B3）

・ 「大気大循環論」（渡来准教授担当）参加者 3 名（授業には 4 名参加）
148W00002

中村 祐輔（M1） ○

111W00094

飯田

111W00097

北原総一郎（B4） ○

○

岳（B4）

・ 「地形学」（小松教授担当）参加者 7 名（授業には 8 名参加）
111X00021

植村 早紀（B4）

111X00037

塩野 早貴（B4）

131X00018

渡部 修也（B2）

131X00028

稲葉 裕哉（B2）

131X00035

山田 旭仁（B2）

131X00068

米山

高（B2）

131X00095

黒田

瑛（B2）
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教職員： 計 7 名
・ 地理学科： 小松教授、島津教授
・ 環境システム学科： 渡来准教授、下岡助教
・ AP 事務局： 島村、渡邊、清川
配付資料：
・ 委員会進行資料（参加者名簿・プログラム）
・ AP 学生評価委員報告シート集計結果
実施内容：
12:00

開会

参加者には弁当支給。昼食を取りながらしばし懇談。

12:15

趣旨説明

小松教授より、AP の趣旨、AP 学生評価委員会の役割について説明。
また、授業風景の写真や AP 学生評価委員報告シートの集計結果等を参照しなが
ら、授業を振り返り。

12:30

グループワーク

以下の 4 グループに分かれて、学生同士でディスカッション。
グループ 1： 中村、飯田、岡部
グループ 2： 米山、稲葉、黒田、山田
グループ 3： 中島、秋山、渡部、北原
グループ 4： 植村、塩野、軽部、町田
議論の主テーマは以下の 2 項目とした。
・ ロイロノートを用いた AL 授業の良かった点・悪かった点
・ 授業でのロイロノート活用方法の提案
各グループに A3 用紙数枚を配付し、出た意見を記入しまとめるよう指示した。

13:10

意見の発表

【グループ 1】 発表者：飯田
・ 作図しやすい。作図することで理解が深まる。
・ 図が手元で見えて分かりやすい。
・ タブレットでの内容は記憶に残りにくい。
・ 野外実習での活用ができるのでは。例えば、フィールドの写真を撮影し
てそれを用いてすぐ発表する、など。
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・ データを引用しやすい。
・ 紙資源の節約になる。
【グループ 2】 発表者：黒田
・ 図を示したり書き込んだり出来て、説明する側は説明しやすく、聞く側
は理解しやすい。
・ 授業でプリントを配付する手間が省ける。
・ 板書とは違って、打った文字に癖がないので読みやすい。
・ 授業で使用したデータを保存・共有できると良い。
・ 指だと書きづらいので、タッチペンが欲しい。
・ タブレット使用学生と未使用学生が混在すると、未使用学生は疎外感
を感じるので、一人一台使用が望ましい。
・ タブレットで作業すべきか、ノートを取るべきかの優先順位が分からなく
なる。教員はその点を注意し学生に伝えて欲しい。
・ 意見を求める時、学生から間違った意見が出た時のフォローを教員が
して欲しい。
【グループ 3】 発表者：渡部
・ 他者の意見が聞ける（見える）点は良かった。
・ 自分のペースで作業できるところは良い。
・ 授業と関係ないこと（ネットサーフィン等）をやりだす学生が出てくるのが
心配。
・ 初回に使用方法でどうしても時間を使う。効率化できないか。
・ キーボード入力がしづらい。変換機能が貧弱。
・ 図が描きにくい。
・ 地図上にオススメの場所等を書き込んでいくオススメマップを作成する
のはどうか。
・ タブレット 2 台に航空写真を映し、実体視出来るのでは。
【グループ 4】 発表者：植村
・ みんなの意見が見られるのは良い。
・ パソコンを持ち歩くより軽量で便利。
・ 予期せぬ事態（不意に他のアプリサイトに飛ぶ、など）が起こると、授業
に集中できなくなる。
・ 図を見て意見を求められる場合、図と意見記入用シートが同時に開け
ないので、2 画面表示にならないか。
・ 先生対学生だけでなく、学生同士のディスカッションに活用出来たら良
い。
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13:20

総合討論

※ その他の意見
・ タブレット使用時以外は教員側からロックを掛けるようにして、使用時間
にメリハリをつけて学生の遊び対策にしたらどうか。
※ どのような授業に活用できそうか
・ 「地理基礎巡検」に活用出来る。個別に資料を配付したり、データや写
真を収集したりに使える。
・ 「測量学実習」で、測量地点をプロットするのに活用できる。
・ 「自然環境とまちづくり」は学生同士の意見を出し合う形態の授業だっ
たので、活用できるのでは。
・ 教職科目は配付資料が多い授業があるので、タブレット活用によりペー
パーレスにすると良いのでは。
・ 環境システム学科の実習科目では、分布図の作成などに使えるのでは
ないか。
※ 教員からの意見・コメント
・ ロイロノートを利用した授業では、受講学生全員の意見を集め、表示し、
比較できる。学生には、一つの問題に対しても多様な考え方があることを
知ってほしい。また、問題によってはその答えは一つではないことを知っ
てほしい。
・ 学生の意見を聞き、さらに授業方法を工夫する必要を感じた。
・ 双方向授業は時間がかかるため、授業内で教える内容をより厳選する
必要がある。

13:30

記念撮影

閉会

5.2 外部評価委員会
外部評価委員会
5.2

外部評価委員会を平成 27 年 3 月 5 日の年次報告会終了後に外部評価委員会を実施し、今年度の事業
内容と次年度以降の課題についてコメントを頂いた。
委嘱した AP 外部評価委員は以下の 5 名 である（敬称略、50 音順）。
塙

雅典 （山梨大学教育国際化推進機構大学教育センター副センター長）
（山梨大学大学院総合研究部工学域電気電子情報工学系教授）
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春木 良且 （フェリス女学院大学国際交流学部 教授）
真下 峯子 （大妻嵐山中学高等学校 校長）
三橋 浩志 （文部科学省初等中等教育局教科書課 教科書調査官）
野吾 教行 （河合塾教育研究開発本部 教育研究部）

 平成 26 年度 AP 外部評価委委員会議事録

開催日時：2015 年 3 月 5 日（木）16 時 20 分～17 時 50 分
開催場所：立正大学地球環境科学部会議室（アカデミックキューブ６階）
出席者：真下委員、春木委員、野吾委員、塙委員、三橋委員、
松井学部長、小松教授、片柳教授、河野教授、
後藤教授、島津教授、渡来准教授、貝沼講師、松尾助教、大石助教、松井事務長
※発言者の「松井」はすべて学部長。
開催に先立ち、小松委員長と松井学部長より挨拶があり、全参加者より自己紹介が行われた。
小松：（本委員会の趣旨説明をしたうえで、）今回は以下の 3 点についてご意見を頂きたく存じます。
①主体的・能動的な活動を促すための取り組みとしてどのように評価していただけるか。
②AL を波及させていくための効果的な方法とはなにか。
③教育効果の測定方法について。
また、その他、自由にお聞きしたいと思っています。
塙 ：匿名式のアプリだと参加しない学生がいるので、ロイロノートは（記名式のため）良いと思う。また、貴学の取
り組みは半年の成果としては十分だと思う。
島津：最初のころはロイロノート上にふざけた解答を提示する学生もいたが、数回使ううちにまじめになる傾向があ
った。記名式の効果は確かにあったように思えるし、学生の参加意識が高まったほか、回答に責任を持つ
ようになったと感じています。
渡来：ロイロノートを用いた双方向授業では、失敗の多くはネット接続という技術的な問題であったため、今後は
改善されていくと思う。たとえば、インターネットのアクセススピードに依存するところがあるので、うまく接続
できないときや時間がかかるときに、学生を飽きさせない工夫が必要だと感じた。学生が主体的に授業に
参加するためには、ロイロノートや動画などの事前準備が重要である。実際には準備の都合上、やはり教
えるべき内容量は減ってしまったので、一層綿密な授業計画が必要だ。
小松：「地形学」においては、学生のバラエティーに富んだ解答があり、教員でさえも勉強になる点があった。授業
中の挙手のハードルが高い理由は、学生に自信がないからと強く感じた。彼らの回答を一旦表示させてい
くつか取り上げると、「それほど大きな間違いではないらしい」と考え自信を持って発言できる効果があった
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と思う。
松井：学生に自信がないのは地理学科の学生に特有のことかもしれないので、春木先生にフェリスの事例をご紹
介していただきたい。
春木：フェリス女学院では、均質性の高い学生の雰囲気であり、良い意味でも悪い意味でも落ち着いた環境であ
る。しかし、社会とのズレが生じる恐れがあるのが問題になっている。そのため、外の社会の刺激を入れる
などの工夫が求められている。その点、フェリスだから一般的な学生の事例であるとはならず、どこの大学・
学部も同様に固有の問題を抱えているのではないでしょうか。また学生の 99％はスマホを持っているが、
一方でパソコンのスキルが非常に低いことに困っている。そのため、双方向型授業を実施する際には、お
金をかけない Twitter や Facebook で十分でありそうだ。ただし、ソーシャルメディアを使う際にはセキュリテ
ィに対する認識について教育する必要がある。
真下：教育プログラムを終えたときにどんなスキルを学生につけてもらいたいのかを考えていくのが重要で、具体
的な手法を今貴学では実践しているが、どんな学生に育てたいのか、また学生の変容を例えば「開発途上
国でプロジェクトリーダーになる」など、5 年後の到達目標を考えるべきと思います。川越女子高校で SSH
に採択された時は、文科省の担当者から毎年度の達成度について尋ねられました。
小松：漠然と取り組みをするのではなく、目標到達度が重要。地球環境科学部では、そのような具体的なビジョン
は明確化されていないのが現状です。どんなスキルを身に付けさせるのかという議論でさえも止まっていま
す。その理由の一つに、多様な関心を持った学生の存在があり、文理融合型学部であることから、単純に
まとめられません。ここで、両学科主任から、環境システム学科、地理学科の進路と人材育成目標につい
て、紹介していただけませんか。
河野：卒論やフィールドワークで取ってきたデータは自分にしか取れないデータなので、世界で唯一のオリジナ
ルのデータを扱ったということを自信に変えて頑張ってほしい。
片柳：一言でいえば、課題解決型の学生を育てています。議論を通じて問題解決への糸口を考えられるような学
生を育成したいと願っています。妻沼での地域連携では、学生が少しずつ変化していく姿を見ることができ
ました。
真下：先日、京都大学の溝上先生の話を伺った時、上から生徒を 2－6－2 と分類した場合、上の 2 はほっといて
も大丈夫、真ん中の 6 は背中を押せば動き出す。下の 2 の学生は、就活などの力をつけさせたいのがプロ
ジェクトのきっかけだった。この辺が育つのではないかと思う。
片柳：実際 3 年間地域連携を、課題解決型の人材育成という目的でやってきた。最初は学生は町の人に話しか
けられなかったが、2 年 3 年経つと、学生も議論ができるように、徐々になった。上級生の姿を見ながら成
長していった。そのような成果が学科全体に広がればいいなと思う。
河野：ゼミの学生には「君のとってきたデータは世界唯一だ」などと自信をつけさせる指導をしている。少しずつ社
会で活躍する学生が出始めているので、時間をかけて様子を見ていきたい。
松井：ヤジン型に育っている学生がいると思う。地理はいろいろなところに行って自分の目で見る力がつくもの。フ
ィールドワークでかなり力をつけている。まずは人間としての根幹をしっかり作らせ、そのうえで地理や環境
科学の力をつけさせるのが重要で、いまその方法を模索している。方法はいろいろあるが、なんでも手法を
使って教育方法を確立していかなければいけない。ロイロについては使いにくい面もあり、たとえば山梨大
で使ったものをそのままというわけにはいかない、塙先生の試みを自分なりに改良してまたお返ししていく
などが重要。
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小松：知識だけでなく人間として成長させることが重要。ジェネリックスキルなどというところまでまだ踏み込んでい
ない。
野吾：河合塾ではジェネリックスキルというのは社会で通じる汎用的な能力のこと。リテラシーとは問題解決能力、
情報収集し解決、発表する能力、コンピテンシーとはこれまでの経験に基づくもの。対自分・他人に対して
どう行動するか。社会に出たときに、例えば会社でプロジェクトを行うときに、背景の違う人同士が集まって
取り組むわけだが、立正大の FW で培った能力が役に立つと思う。
三橋：文科省では言語活動の充実というのに力を入れている。いま大学に入学する学生はいわゆるゆとり世代で、
新高３が２０年版学習指導要領による学生である。これはまもなく大学入学である。今、29 または 30 年版の
学習指導要領では、より「生きる力、アクティブ・ラーニング」を重視する。「教科を学ぶ」ではなく「教科で学
ぶ」ということに力を入れる方向にある。「大学入試が暗記型でなく基礎型・応用型」なのでこの方向ででき
るという意見がある。そのような方針がうろうろしている中で、それぞれの機関がしっかりと地に足をつけた
方針を持ってやらないと、政府方針のふらふらに流されてしまう。なので方針を持ってしっかりやってほしい。
松井：高大連携のなかで、中高でアクティブ・ラーニングが進む中で大学がやっていないと、断絶というか、学生
ががっくりするのではないか。
真下：アクティブ・ラーニングの成果を出すのは大変だが、「（学生）みんなでやればできる」という意識は確実に育
つ。
小松：学校は関係なく年を追うごとに経験を積むわけで、コミュニケーション力がもともとなかった学生が、深い共
同作業がなかなかできなかった。
春木：中等教育に対して高等教育を専門教育ととらえてしまうが、3 年生になってジェネリックスキルが足りないこと
に学生が自分で気づいて、基礎教育を再び求める動きがある。貴学ではどうか。
松井：学生への伝達が十分だったか疑問があったことから、AP 事業を申請した。地球環境科学部は FW など学
生と濃密な付き合いをする機会があるということでなんとなくきていたが、昨年、これではいけないということ
で AP に申請した。ジェネリックスキルも学部の裁量・責任。
小松：入学前教育、初年時教育はそれぞれの学部でまかなっている。AP の取り組みの中で教員・職員・本部が
教育に焦点を当てて全学で取り組んでいく態勢をとらないと、無駄が多い。これを機に専門部署を作ろうと
いう機運が高まることを期待している。
塙

：ジェネリックスキルは、なかなかやれなくて、いろいろな手法を試みている中でつけてもらう形になっている。
孤軍奮闘ではなくプロジェクトメンバーで頑張っている。

小松：本学のプロジェクトでは、各リーダーから少しずつ関心を持ってもらおうとしている。無理は禁物だと思う。塙
先生の中ではどんな輪の作り方をしたのか。
塙

：理事からグローバル人材育成プログラムの中でアクティブ・ラーニングを担当することになった。申請はダメ
だったがその時にある程度メンバーが集まり、ちょうどそのころ富士ゼロックスとの付き合いが始まった。教
育系で何かやりたいと提案がありアクティブ・ラーニングを共同研究することになった。7 人くらい集めて始
まり、それがコアメンバーとなった。工学部が主体だが理事が旗振り役で、教育担当は横から眺めていた。
大学教育センターの担当者がそこについて、広がっていった。学内・学外向けにどんどん発信していった。
上位下達式に進んでいった。

小松：職員の教員へのバックアップはあったか？
塙

：なかった。山梨大では教員への支援はない。キャンパスは 2 か所ある。
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松井：まだ駆け出しなのでみなさんの今後の協力をお願いしたい。
小松：目標をどう立てていくかなどにこだわらず感想を。
塙

：新しく採用される教員に初任者教育としてきちんと教育方法を伝えるべきである。

小松：環境システム学科のある新任教員も、そのような教育を受けた経験がある。若い学生は学生との年齢が近
いので問題を認識している。ベテランも合わせて受けてもよいと思う。
島津：山梨大では、コンセンサスをどう得たのか。コアメンバー以外の７人以外はどうしているのか。
塙

：コンセンサスは完全にはえられてはいないが、学部長・理事長など上層部は理解してくれている。学科長レ
ベルでは聞いたこともないという人もいるのが現状。反転授業をやっていない学部の学生から、やってほし
いという要望がある。学生から要望が入って広がっていくということも期待している。

松井：努力していけばじわじわと広がっていくと思う。
小松：野吾さんは進んでいる大学の情報などはあるか。
野吾：4 年間を通した教育目標・方針をしっかり整備して、カリキュラムをそれにのっとってやっているのが、進んで
いる大学の状況。立正大学の取り組みの上で、FW は最大のアクティブ・ラーニングだと思う。FW がほかの
科目とどう関連付けられているのかを、明確に示すべきである。単純に知識をつけるのではなくそれを活用
していくことにつながっていくはずだ。FW がハブ的に位置づけられるとよい。
小松：もう一度 FW の魅力、意味を、大学教育の柱となるように見直さないといけない。
松井：卒論は本学部では残していて、学生の力を底に集結させ、その成果を評価してあげるのが重要。
三橋：地理・地球科学では、学部としての共通理解を得られやすい教員が集まっている。一般教養を非常勤講師
がおもしろくなく大教室でやっている事例が私立大学には多い。学問の体系の教育とジェネリックスキルを
両方傾注するのは大変だがぜひ期待したい。
小松：まだまだこれからなので、教員間で議論を深めて 1 年後にまたご報告したい。
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【広報】平成 26 年度立正大学
立正大学 AP事業に関する広報活動
AP プログラムに関する広報活動
6 【広報】平成26年度

6.1
Letter
6.1 News
News
Letter
平成 26 年では、AP 事業の成果の発信を目的に、「立正大学 AP News Letter Vol. 1」を関連機関に発信した。
その News Letter を以下に添付する。

6.2 その他の広報活動
その他の広報活動
6.2
以下の雑誌、論文、学会発表などを通して、AP プログラムの成果を発信した。


朝日新聞 進学特集
学ぶ楽しさ引き出す、立正大多人数授業も脱・受け身
2014 年 10 月 21 日（火） 24 面



オリコンスタイル（Web）
http://www.oricon.co.jp/news/2047937/full/
2015 年 2 月 4 日配信



立正大学 学園新聞 128 号
2015 年 1 月 1 日発行
P.1 学長との新春対談



ロイロノート 関東ユーザー会 2014 報告会（Web）
2015 年 1 月 10 日開催



5 大学合同ＡＰ事業プログラム「進化する大学教育 文部科学省採択事業 平成 26 年度大学教育再生加速
プログラム～主要大学のプログラム紹介」：パンフレットの作成。



日経産業新聞
課題解決型の学習拡大、立正大タブレット活用授業も増
2015 年 3 月 9 日（月）9 面
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日経産業新聞
世界の「リアル教材」拡充、立正大民族衣装や調味料
2015 年 3 月 23 日（月）9 面
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APニュースレター Vol.01
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APニュースレター Vol.01
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APニュースレター Vol.01
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APニュースレター Vol.01
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進役となっている地球環境科学部を訪ねてみた。
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「今からみんなの端末に地図を送るから、線で囲ってみてください」と島津弘

教授が⾔うと、学⽣たちは⼿元にあるタブレット端末を触り始め…。地球環境科
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型の講義、「地域⾃然情報の活⽤」だ。全員の意⾒がスクリーン上で共有され、
ラーニング」とは︖
ログラム（AP）」。その「アクティブ・ラーニング」部
興味深い答えに対して次々と教授が質問していくため、学⽣たちにも緊張感がみ
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英会話を学ぶならドコが良い︖最新の英
話スクールランキング1位は…!?

開放感に⼼が踊る︕ 囲いのない“巨⼤”露
⾵呂がある宿8選

夏満喫︕「御殿場プレミアム・アウトレッ
ト」の楽しみ⽅は︖
シュワっと爽快︕丸ごとオレンジの正体

ーニング」だが、現場ではどんなことが⾏われているのだろうか︖
同⼤学で推
「最初は⾃分の回答が⼈に⾒られるのが恥ずかしかったのですが、今はやりが
は!?
進役となっている地球環境科学部を訪ねてみた。
いを感じていてとても楽しいです。同じ意⾒の⼈が集まって、グループワークみ

クチコミや満⾜度で⽐較しよう︕実際の利
たいなことをもっとできたらいいなと思います」と、地球環境科学部2年⽣の中島
⽤者が選ぶ⾃動⾞保険とは︖
「今からみんなの端末に地図を送るから、線で囲ってみてください」と島津弘
健太さんは話す。
英会話を学ぶならドコが良い︖最新の英会
話スクールランキング1位は…!?

教授が⾔うと、学⽣たちは⼿元にあるタブレット端末を触り始め…。地球環境科

学部の「アクティブ・ラーニング」で⾏われている、タブレットを使った双⽅向
「アクティブ・ラーニングの推進に当たって、双⽅向型スタイルの講義と両輪
開放感に⼼が踊る︕ 囲いのない“巨⼤”露天
型の講義、「地域⾃然情報の活⽤」だ。全員の意⾒がスクリーン上で共有され、
をなすのが、学⽣が積極的に取り組む授業外学習です」と島津教授は語る。「授
⾵呂がある宿8選

興味深い答えに対して次々と教授が質問していくため、学⽣たちにも緊張感がみ
業中のコミュニケーションを充実させるには、学⽣たちが事前の学修で必要な知
なぎる。
識や⾃分の意⾒を持って授業に臨む『反転授業』という⼿法は⽋かせません」。
そのため、同⼤学では移動時にも閲覧できる動画教材を開発中。「知識は学⽣が
「最初は⾃分の回答が⼈に⾒られるのが恥ずかしかったのですが、今はやりが
⾃主的に学んで、講義では双⽅向のコミュニケーションを取りながら考える⼒を
いを感じていてとても楽しいです。同じ意⾒の⼈が集まって、グループワークみ
養うのが理想だと思います」（同）。

1

マツコ、NHK初MCで⼤暴⾛

2

松本⼈志、SUと⾷事に⾏った
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たいなことをもっとできたらいいなと思います」と、地球環境科学部2年⽣の中島
2017/7/17
http://www.oricon.co.jp/news/2047937/full/ 注⽬の授業スタイル「アクティブ・ラーニング」って何︖ | ORICON NEWS
健太さんは話す。
そのほか、もともと地球環境科学部では実験実習科⽬を重要視していることか
「アクティブ・ラーニングの推進に当たって、双⽅向型スタイルの講義と両輪
ら、フィールドワークにも積極的に取り組んでいるほか、リアルな教材を使い、

をなすのが、学⽣が積極的に取り組む授業外学習です」と島津教授は語る。「授
知識だけではなく学⽣たちの感性を刺激するような⼯夫を凝らしているという。
業中のコミュニケーションを充実させるには、学⽣たちが事前の学修で必要な知

3
4

『⾳楽の⽇』モー娘。歌唱中にCM

5

『最後のジェダイ』メイキング公開

6

忍野さら、台湾で⾒せた最⾼の⾊気

識や⾃分の意⾒を持って授業に臨む『反転授業』という⼿法は⽋かせません」。
1 マツコ、NHK初MCで⼤暴⾛
次世代の教育法として脚光を浴びる「アクティブ・ラーニング」。デジタルと
7 渡辺謙、不倫報道認め謝罪
そのため、同⼤学では移動時にも閲覧できる動画教材を開発中。「知識は学⽣が
リアルを組み合わせたその成果はどう出るか、注⽬だ。
⾃主的に学んで、講義では双⽅向のコミュニケーションを取りながら考える⼒を
養うのが理想だと思います」（同）。
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関連リンク+

2

松本⼈志、SUと⾷事に⾏った
8 澤北るな、18歳の最強完璧ボディ

9
10

66

安⽥美沙⼦、出産後初イベント

1/5
柏⽊由紀、⾊気を増したビキニ姿

オリコンスタイル（Web）

11位以下を⾒る

立正大学
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学園新聞

128号

2017/7/17

1⽉10⽇ ロイロノート ユーザー会 関東2015(東京都)

ロイロノート ユーザー会 関東2015
0
ツイート
いいね︕ 478⼈が「いいね︕」しました。Facebookに登録して、友達の「いい
ね︕」を⾒てみましょう。

ロイロノート ユーザー会 関東2015

タブレット教育の最前線で活躍している先⽣の"⽣の声"が聞ける。
ロイロノート ユーザー会を関東でも新年早々に開催します︕

いまロイロノート・スクールの活⽤⽅法が、現場の先⽣⽅によってどんどん⽣まれています。
そのアイディアを先⽣同⼠で共有できる場を提供し、スムーズに授業へ⽣かせる環境を整えていくのがロイロの使命だと感
じています。
11⽉15⽇、その第⼀歩となる関⻄ユーザー会を同志社中学校・⾼等学校様のご協⼒で開催させていただきました。 予想以
上に多くの先⽣⽅にご参加いただき、とても有意義な会となりました。
新年1⽉10⽇、そのユーザー会を関東でも開催させて頂くことになりました︕
今回は桜丘中学・⾼等学校様のご協⼒のもと開催させて頂きます。

●関⻄からも参戦決定︕
今回は特別に、本年度より1⼈1台iPadとロイロノート・スクールを導⼊頂いている近畿⼤学附属中学校様や同志社中学校
様、JAPET京都⼤会でも⼤好評だった京都市⽴錦林⼩学校の⻑野先⽣もご参加いただきます。

●ロイロノート開発チームも参戦します︕
当⽇は、ロイロノート開発チームも全員参加いたします。
ロイロノートはまだこれからだけど情報収集したいという⽅も⼤歓迎です。
教育タブレットの最新動向を是⾮チェックにいらしてください︕
ご参加お待ちしております。
http://kokucheese.com/event/index/242331/
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関東ユーザー会2014報告会（Web）
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1⽉10⽇ ロイロノート ユーザー会 関東2015(東京都)

ご参加お待ちしております。
※学校関係者様とプレスのみの参加受付となります。
⼀般企業の⽅でご参加をご希望の⽅は、別途お問い合わせください。

⽇時
1⽉10⽇(⼟)

13:00 〜 17:30

会場
桜丘中学・⾼等学校

東京都北区滝野川1-51-12

スケジュール
12︓30 受付開始
13︓00 開会のご挨拶 桜丘中学・⾼等学校 副校⻑ 品⽥ 健先⽣
13︓10 ロイロノート 今後のロードマップご紹介 ロイロ代表 杉⼭浩⼆
13︓20 授業実践のご紹介 第⼀部

● 京都市⽴錦林⼩学校

⻑野 健吉先⽣

● 近畿⼤学附属⾼等学校・中学校

増⽥ 憲昭先⽣

● 同志社中学校・⾼等学校

反⽥ 任先⽣

14︓20 休憩
14︓30 授業実践のご紹介 第⼆部

● 古河市教育委員会

平井 聡⼀郎先⽣

● 広尾学園中学校⾼等学校

⿅内 芳貴先⽣、⾼良先⽣

● 新潟⼤学教育学部附属新潟⼩学校

⽚⼭ 敏郎先⽣

15︓30 休憩
15︓40 授業実践のご紹介 第三部

● 東京都多摩市⽴愛和⼩学校

宮崎先⽣

● 鎌倉学園中学校・⾼等学校

⼩林 勇輔先⽣

16︓20 休憩
16︓25 ライトニング・トーク

5分でたくさんの実践発表

● 桜丘中学・⾼等学校

安部さなえ先⽣

● ⽴正⼤学地球環境科学部地理学科

⼩松陽介先⽣

● 近畿⼤学附属中学校

後藤 友彦先⽣

● 横浜市⽴⻄富岡⼩学校

藤原 直樹先⽣
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関東ユーザー会2014報告会（Web）
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● 古河市⽴三和北中学校

近松先⽣

● 東京都多摩市⽴愛和⼩学校

松⽥ 孝先⽣

他まだまだ調整中︕
17︓00 情報交換会

ご登壇いただいた先⽣⽅や参加者同⼠で交流タイム

17︓30 懇親会会場へ移動
18︓00 懇親会
ICT教育のキーマンが集合するまたとない機会ですので、ぜひ懇親会を通してご交流下さい。
場所︓
PUMP Craft Beer Bar
http://craftbeer-tokyo.info/23/g/pump/
地図: https://goo.gl/maps/7Iari

問合せ
株式会社 LoiLo
電話 045-228-9446 (担当:松尾)

開催概要
⽇時
開催場所

2015年01⽉10⽇(13:00〜17:30
桜丘中学・⾼等学校

(東京都北区滝野川1-51-12)
http://kokucheese.com/event/index/242331/

懇親会:18:00〜)
69
3/4

70

ロイロノート

関東ユーザー会2014報告会（Web）

(http://n.loilo.tv/ja/index.html)

導⼊事例 (HTTP://N.LOILO.TV/JA/CASESTUDY.HTML)

実践事例 (HTTP://N.LOILO.TV/JA/CASE)

ご利⽤料⾦ (HTTP://N.LOILO.TV/JA/PURCHASE.HTML)

マニュアル (HTTP://N.LOILO.TV/JA/MANUAL)

お問合せ (HTTP://N.LOILO.TV/JA/CONTACT)

ログイン (HTTPS://N.LOILO.TV/USERS/SIGN_IN)

無料体験 (HTTPS://N.LOILO.TV/USERS/SIGN_UP)

京都市⽴錦林⼩学校

近畿⼤学附属⾼等学校･中学校

同志社中学校・⾼等学校

古河市教育委員会

広尾学園中学校⾼等学校

⻑野 健吉先⽣

増⽥ 憲昭先⽣

反⽥ 任先⽣

平井 聡⼀郎先⽣

⿅内 芳貴先⽣

広尾学園中学校⾼等学校

新潟⼤学教育学部附属
新潟⼩学校

東京都多摩市⽴愛和⼩学校

鎌倉学園中学校・⾼等学校

東京都多摩市⽴愛和⼩学校

⽚⼭ 敏郎先⽣

宮崎 雄⼤先⽣

⼩林 勇輔先⽣

松⽥ 孝校⻑先⽣

⽴正⼤学地球環境科学部
地理学科

近畿⼤学附属中学校

横浜市⽴⻄富岡⼩学校

古河市⽴三和北中学校

後藤 友彦先⽣

藤原 直樹先⽣

近松先⽣

⾼良 盛仁先⽣

桜丘中学・⾼等学校

安部 早苗先⽣

⼩松 陽介先⽣

京都市⽴錦林⼩学校
⻑野健吉先⽣

"主体的な学びを構築できるロイロノート・スクールは、
⼿段ではなく、「⽬的」"
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日経産業新聞
平成27年３月９日朝刊
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日経産業新聞
平成27年３月23日朝刊

まとめ
7 まとめ
立正大学地球環境科学部 AP 運営委員長
小松陽介

1．全体概要
AP 事業の補助期間は５年間（実質４年半）である。AP 採択１年目は、アクティブ・ラーニングを実施するため
の組織や設備を整備し、各プロジェクトにおいてパイロット的な授業等を実行し、来年度以降の方向性を定めるこ
とが目的である。本事業は、学長の強力なリーダーシップのもと地球環境科学部において実施され、その後他学
部に波及させていく予定である。
1．1．組織の整備
入学前教育から卒業までのカリキュラムの見直しや、資格取得・卒業後の進路を含む一体的な教育改革を遂
行する目的で、地球環境科学部教育改革推進委員会を設置した。その下部組織として地球環境科学部 AP 運
営委員会を設置した。本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。組織図と要領を作成
し、地球環境科学部 AP 運営委員会を原則として月に１回（第 1 水曜日）開催している。また、通常は地球環境科
学部事務室、研究支援課、情報システム課などと連携しているが、大学事務局の部課長と AP 運営委員長が AP
連絡調整会議を適宜行い、より円滑に事業を推進している。
全学 AP 運営委員会は年 1 回程度開催する予定であるが今年度はまだ実施されていない。
また、AP 事務局専属のスタッフとして、派遣会社より２名、アルバイトを 2 名雇用した（2 月 27 日現在 3 名の
雇用）。
1．2．設備の整備
（1） 事務局の部屋の確保
これまで、実習室として利用していた地球環境科学部実験実習棟３階 3319 教室を、AP 事務局の機能を持
たせた。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や補助を行っている。タブレッ
トなどの保管、アクティブ・ラーニング関連図書の管理と貸し出し、収集したリアル教材の保管、展示準備などを
行う。
（2） WiFi 環境の整備
これまで熊谷キャンパスの教室には無線 LAN 環境が未整備であったが、双方向授業に対応するため、情報
システム課において無線 LAN 環境を A415 教室に整備した。平成 27 年度以降、順次無線 LAN 対応教室を
増やす計画である。
また、該当しない教室においてもインターネット回線に接続できるよう、AP 事務局では NTT Docomo 社のモ
バイルルーターを 10 台契約した。物理的にはモバイルルーター１台あたり 10 台までタブレットを接続できるが、
トラフィックの余裕を持って契約した。このモバイルルーターは学外での実習やイベントなどにも利用できる。す
でに地域連携プログラムやフィールドワークの事前調査にも用いている。
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（3） タブレットの管理
タブレットの購入は、教育で活用する場面、使いやすさ、ウイルス対策などの条件から、2in1 タブレット PC／タ
ブレット、OS の種類などを検討したため、選定に時間を要したが、最終的には OS の安定性とロイロノートという
アプリを使える iPadAir を 3 台試験導入した。最終的には合計 60 台購入した。その後、発売から１か月ほど経
過したのち、教員用タブレットとして 37 台の iPadAir 2 を購入した。台車の振動、雨天時の移動、１限対応など
の課題は持ち越しとなった。
ネットワーク利用申請、メールアカウント団体申請についても同時に行った。
（4） 図書関連
アクティブ・ラーニングに関する書籍を 127 冊購入した（平成 27 年 2 月 27 日現在）。書籍の閲覧・貸出によ
り、教育手法の知識向上や、教員の情報共有の場を創出している。ただし、貸出は一部教員に限られている。
（5） 学長室で、公益社団法人 私立大学情報教育協会「ＦＤ活用のための大学改革の戦略、教育方法、学修
支援に関する講演・辞令発表オンデマンド配信」に登録し、全学的に教職員が閲覧できるように整備した。
1．3．研修会の実施
（1） 第 1 回研修会 「ロイロノート・ワークショップ」
株式会社ロイロ 杉山竜太郎氏
平成 26 年 10 月 7 日（火）10:30～ A610 会議室
参加者 21 名。
（2） 第 2 回研修会 講演「地域連携によるまちづくりと学生教育」
片柳 勉教授（地球環境科学部地理学科）
平成 27 年 1 月 29 日（木）15:00～16:30

A610 会議室

参加者 約 20 名。
（3） 第 3 回研修会 ワークショップ
「学びを加速させる視覚化の方法～ファシリテーション・グラフィック」
三澤直加氏（株式会社グラグリッド）
平成 27 年 2 月 24 日（火）13:30～17:30 アカデミックキューブ１階 インターネットカフェにて
参加者：教員 14 名、外部 1 名、院生 6 名、学生（次年度大学院入学予定者）1 名、職員 1 名 合計 23 名
2．各プロジェクト報告（詳細は後述）
2．1． A プロジェクト タブレットを用いた双方向授業
タブレット用教育支援アプリ「ロイロノート」を用いて双方向授業を行った。
「災害・防災地図の作成と利用」「地形学」「地域自然情報の活用」「大気大循環論」の４科目、合計１０回の双
方向授業を実施した。基本的に見学自由としているが、とくに 1 月以降に実施した授業は、全学的な公開授業
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に位置付けた。
学生評価委員の参加により、後日学生評価委員会を実施した。
2．2． B プロジェクト 予習用動画による反転授業
地理学科 1 年次必修科目「基礎地図学および実習Ⅰ」「基礎地図学および実習Ⅱ」
鈴木重雄特任講師、松尾忠直助教、大石雅之助教。
地形図の読図方法について（8 本作成中）。
2．3． C プロジェクト フィールドワーク・実習におけるアクティブ・ラーニング
環境システム学科「情報システムの構築と応用」後藤真太郎教授
アイデアソン・ハッカソンの手法を取り入れたプログラム開発の授業を実施した。
地理学科「フィールドワークⅡ」山田淳一専任講師
協働型災害訓練 in 杉戸（埼玉県北葛飾郡杉戸町・富岡町・川内村地域間共助推進協議会）にて防災トレー
ニング、防災マッピングパーティー
2．4． D リアル教材の収集と活用
平成 26 年度は、教材と利用科目のリストを作成し、両学科でそれぞれ購入した。地理学科では、主に講義科
目「地域研究」で用いる、フィリピンの民俗衣装、地図、教科書などを揃えた。環境システム学科では、米国アイ
オワ大学で製作している地下水実験モデルや、資料展示用の標本箱、岩石標本などを購入した。
3．評価体制
3．1．教員のピアレビュー
「AL 授業参観記録」「授業進行表」のフォーマットを作成し、教職員が相互に授業に参加して授業構成や指
導法について検討した。授業担当者は、それらの意見を参考にして授業実施報告を作成し、改善に努めた。
3．2．AP 学生評価委員会
双方向授業実施時に、科目履修済み上級生を中心とした学生評価委員を選定し、評価シートに意見や感想
を記入させた。また、平成 27 年 2 月 9 日に学生 15 名、教職員 7 名が参加して第１回学生評価委員会を実施
した。主に、タブレットを用いた双方向授業の改善点や、今後の展開についてワークショップ形式で意見をまと
めた内容を報告書にまとめた。
3．3．外部評価委員会
外部評価委員を５名委嘱した。平成 27 年 3 月 5 日に年次報告会および外部評価委員会を実施し、今年度
の成果報告と次年度以降の課題についてコメントを頂く予定である。
4．広報など
・ 朝日新聞 2014 年 10 月 21 日（火） 進学特集 24 面(1/4)
・ オリコンスタイル(Web) 2015 年 2 月 4 日配信
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・ 立正大学 学園新聞 127 号 2014 年 10 月 1 日発行 P.5 AP 採択記事
128 号 2015 年 1 月 1 日発行

P.1 学長との新春対談

・ ロイロノート 関東ユーザー会 2014 報告会（Web） 2015 年 1 月 10 日
・ 5 大学合同ＡＰ事業プログラム「進化する大学教育 文部科学省採択事業 平成 26 年度大学教育再生加速
プログラム～主要大学のプログラム紹介」：パンフレットの作成。
・ AP ニュースレター vol.01 6p. 2015 年 1 月 31 日発行。
・ 日経産業新聞 2015 年 3 月 9 日（月）掲載予定。
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