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まえがき

大学教育機能開発センターの業務活動報告書として，ここに，学習教育研究フォーラム報
告書『学習教育研究』第 3 号をお届けします。
大学教育機能開発センターは，新潟大学教育・学生支援機構内において，教員の教授方法
の改善・向上のための支援や研修の実施等を通して，学内 FD を推進していくことを主たる活
動目的としています。具体的には，授業改善プロジェクト事業，新潟大学学長教育賞選考事
業，新大キャンパスミーティングの企画運営を進めるとともに，新潟大学新任教員研修（ワ
ークショップ）および学習教育研究フォーラムを開催し，教員の教授方法の改善に資する研
修に取り組んでいます。本報告書は，このうち毎年度の 3 月に開催する学習教育研究フォー
ラムの開催成果を，
『学習教育研究』の冊子題名のもとにまとめたものです。大学教育機能開
発センターをはじめ新潟大学教育・学生支援機構の各センターの活動の概要は，機構年報『自
律と創生』にまとめられていますが，これには収めきれない具体的で実際的な活動成果が多々
あります。このため，これらの活動成果を，あらためて，
『学習教育研究』と題して発行する
に至ったしだいです。
年度末に開催する学習教育研究フォーラムは，これまで，その年度に新潟大学学長教育賞
を受賞された先生方による受賞講演，同じくその年度に採択された 5 件前後の授業改善プロ
ジェクトの成果報告，次いで，パネルディスカッションで構成されてきました。前 2 者は，
優れた授業方法を顕彰し，教職員個人あるいは少人数グループによる授業改善を支援し，そ
の成果を広く学内で共有化して全学的な教育の改善・発展につなげていこうとするものです。
パネルディスカッションは，大学教育を取りまくテーマを題材に，講演や討論を通して，教
育改善に対する教職員の皆さまの意識を高めてもらおうとして導入しています。ここに上梓
の第 3 号（平成 26 年度学習教育研究フォーラム）では，時宜を得て，
「学生の主体的な学修
を支援する」をテーマとしました。
この『学習教育研究』が皆さまのお目に届き，そして教育にかかわるさまざまな改善，あ
るいは展開に向けた取組みへの一助になればさいわいと考えます。

平成 27 年 6 月 28 日
新潟大学教育・学生支援機構
大学教育機能開発センター長 森井俊廣
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Ⅰ．平成 26 年度学習教育研究フォーラムについて

１．概要
「学習教育研究フォーラム」は、学内に蓄積されてきた優れた教育改善の実践と研究について
語り合い共有する場として平成 19 年度に設けられた。モデルになったのは、徳島大学の「教育
カンファレンス」である。徳島大学モデルは、米国の SOTL（Scholarship of Teaching and Learning、
大学教員の教育者としての学識を各自の専門性に根差しながら学生の学習を根拠に論議し合う教育コミュ
ニティ） でその運営方法に倣い、2006 年創設当時から研究発表を募集して年 1 回の学会的発表

大会を開催している。新潟大学の場合は、徳島方式で開催する試みをしたが軌道に乗らず、平成
26 年度のようなプログラム内容に落ち着いている。
このプログラムは、学長教育賞受賞者講演会と授業改善プロジェクト報告、大教センター企画
シンポジウムで構成されている。つまり、中堅教員の自発的な授業改善の成果を共有し合う場
となっており、言い換えれば、新潟大学の基本的教育力養成プログラム（新任教員向けの｢学習
教育ワークショップ｣（秋に２回開催）
）に続く上級段階のプログラムに位置付けられる形で発展
してきた。中核的なテーマは、本学の教育理念（自立した創造的学習者の育成）を達成するた
めに、学習者中心にシフトした教育・学習改善である。
以下、
「学習教育研究フォーラム」が平成 26 年度には具体的にどのような内容であったか、そ
の概要を述べる。

１）学長教育賞授賞式・受賞者の講演
※

新潟大学学長教育賞は、教育改善に対する意識を高めるとともに、優れた授業方法および学習支援
を全学で共有化することにより，全学的な教育方法の改善に資することを目的に設けられた。平成
15 年創設の「教育褒章」を発展的に継承して，平成 18 年度より「学長教育賞制度」として運用され
ている。候補者は,本学の専任教員の中から学生と教員が所定の推薦資料を添えて推薦し、選考委員
会の授業観察・面談を通して選考される。原則として毎年１名を表彰することとしているが、平成
26 年度にいたる新旧制度通算 12 回のうち 1 名選考だったのは 3 回で、学長教育賞受賞者は 17 名に
上る。これは、学生からの推薦数が顕著に増加し、その多くが甲乙つけがたい教育改善の実績をあげ
ていることからきている。

学長教育賞受賞者 2 名の以下のような学習効果を高める授業改善に関する講演は、
参加者に多
くのヒントを与えた。今年度から新任教員研修修了証書授与式が執り行われたため、質問時間を
取ることが出来なかったのは残念であった。

1-1．大木 基史 准教授（自然科学系（工学部）
）
「授業システムの構築と双方向性の実現を通した授業改善」
大木教授担当の「材料評価学」授業は、教育・学習効果を高めるためには「学生が考え
ながら手を動かしながら、が必要だ」という認識に基づいて、独自に授業改善に努め、
「板
書と電子ファイルの融合システム」※を構築した点を第一の特徴としている。このシステム
によって、板書や PPT がもつそれぞれの欠点は解消され、学生は緊張感を保ちながら授業
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に参加する。第二の特徴は、授業中（開始時の復習テスト⇒演習学生参加型答え合わせ⇒
終了時の Minute paper 作成）ばかりでなく、授業後も多様な学生の学習動機を高めるため
にきめ細かな対応がされている点である。授業で用いた電子ファイルを研究室 HP にアップ
ロードし、Minute paper に書きこまれた学生の質問や意見、その他に対しては、コメント
を付記し公開する。
このような、学生の学習効果を高めるための真摯な取り組みは、学生からばかりでなく
同僚からも高く評価されている。「板書と電子ファイルの融合システム」に注目する他学部
もあることから、この取り組みは学内で共有すべきである。
※「板書と電子ファイルの融合システム」
：
講義の際には3枚のスクリーンを用い、講義をしながらタブレット端末を使って電子ファイルに文字
を書き込みスクリーンに「板書」する。学生は説明を聞きながら、事前に配布されたスクリーンと同
じプリントに書き込みをして授業ノートを作成していく。ページを送ると過去の画像が真ん中のスク
リーンに表示される仕組みで、学生の様々な状況に対応できるよう配慮されている。

1-2.

干野 真一 准教授（教育・学生支援機構）
「教育実践についての報告

―我的漢語課― 」

干野准教授担当の「中国語インテンシブⅠ」
「中国語インテンシブⅡ」は、ペア学習、板
書説明、読み練習など学生の集中力を途切れさせない授業デザインと授業方法が授業のね
らいに基づいて綿密に計画されており、特に学生参加型で学生を授業に引き込みながら進
めていく手法は目を見張るものがある。また、学生が興味を持って学習に取り組めるよう
時事題材を取り入れたり教材に工夫を凝らしたりすること等、干野准教授の授業に対する
熱意は素晴らしいものがある。
これらの特徴は、外国語の授業という特別な状況の中で実現しているように見えるが、
現在の大学教育において重要なキーワードになっておりその効果的な導入が求められてい
る「アクティブラーニング」を実現するという観点では、他の専門分野の授業にも共有可
能なものである。

２）授業改善プロジェクト報告（平成 26 年度採択プロジェクト 5 件の成果）
※ 授業改善プロジェクトとは、平成 17（2005）年度に設置された公募制の授業改善支援事業。本学の
教育理念（自立した創造的学習者の育成）を達成するために、学習者中心にシフトした教育・学習改
革に関わるプロジェクトを支援し、本学の授業改善を奨励することを目的としている。毎年選考し 5
件程採択。平成 26 年度までの支援プロジェクト 57 件。

ここで報告された 5 件の授業改善プロジェクトは、授業ばかりでなく授業外学習も含めて学生
が学習効果を高められることをねらいとしたものであり、いずれも新潟大学の教育改善に資する
有意義なもので、今後どのような課題があるか、についてフロアから質問があり、限られた短い
時間の中で質疑応答が行われた。
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）
2-1．寺尾 豊 准教授（医歯学系（歯）
「Niigata StAgE (Smart tablet-based Achievement grasp Education) Ver. 2
— スマートフォン・タブレットを用いた達成度把握教育システムの構築 <２> —」
このプロジェクトは、教育効果を高めることをねらいとする昨年度の成果に関する学生
の要望に基づいて、学習効果を高めるために取り組まれた。
昨年度は、3 年次｢微生物学 1・2｣授業をもとに、学生のスマートフォンおよびタブレッ
ト端末からアクセス可能な「リアルタイム学生参加型講義」用のホームページ” Niigata
StAgE (Smart tablet-based Achievement grasp Education)”を作成し、授業中にそこで
のプレ小テストおよびポスト小テストを実施することを通して、学生の講義理解度を把握
し、授業時間内に授業内容の修正を図ることを可能にした。学生からは、個人のスマート
フォンやタブレット端末を授業で用いることは楽しみだと好評であった。さらに学生アン
ケートから「Niigata StAgE での正答率や項目ごとの到達度を個別フィードバック」への要
望が多く寄せられた。
そこで今年度のプロジェクトでは、各学生が自分の弱点を電子ライブラリ化し，講義後
に期間を置いた復習の際に効率的に学習できることをねらいとした。Niigata StAgE で解答
した各学生の正答率や項目ごとの到達度をデータベース化し、学生へフィードバックした。
その結果として、期末の試験結果では、Niigata StAgE Ver.2 実施範囲での得点が高いこと
が示され、学生からは自分の得意領域と復習が必要な弱点領域に分類整理でき効率のよい
復習ができたという評価を得、積極的な学習に繋がっていた。さらに，学生個人のスマー
トフォンを回答端末に使用したため、経費の節減とハード使用方法の説明が不要であると
いうメリットもあった。
今後の課題は、プレテストとポストテストの正答率の分析データを授業内容の改善、さ
らには５年次の CBT 試験ならびに卒業直前の歯科医師国家試験の復習講義に利用すること
であるという。

2-2．朔

敬 教授（医歯学系（歯）
）

「バーチャルスライドを活用した病理組織学実習の導入」
将来、歯科医師として診療に携わることになる歯学部学生にとって、歯科疾患の病態の
本質を理解するのに病理組織学実習は重要である。これまで実習時間中は、学生に顕微鏡
各一台と病理標本を配布し、顕微鏡からビデオカメラを通して投影した画像を解説用スク
リーン・モニターに投影しながら解説していた。しかし、学生が何を観察しているのか、
質問している標本所見が何であるのかがわからず、学生との意思疎通に支障があった。ま
た、限られた実習時間内で課題について十分な顕微鏡観察を行いレポート作成することは
困難なため、学生は標本を課外に借り出し顕微鏡観察を行わざるをえず、教員には標本貸
出管理が負担となっていた。
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そこで、今回のプロジェクトではバーチャルスライド（VS）システム※を導入して、実
習時間中 VS を投影して解説することを開始し、学生は顕微鏡で観察学習するという従来の
スタイルに加えて、各自のパソコン・タブレット・スマートフォンを利用して VS を 24 時
間観察が可能な環境を整えた。学生・教員ともに学習と指導の効率が上がり、学生は帰宅
後に標本をじっくり観察しながら病態を勉強できたと評価が高かった。試験についても、
従来は顕微鏡ごとに異なる標本を用い不公平感のあった試験の問題も払拭され、おおむね
好評であったという。
※VS システムとは、顕微鏡用病理組織標本と顕微鏡の一体化（アマネセル《株》委託作製、サーバー）
で、学生・教員数のライセンスで実習室・学外で 24 時間アクセスが可能になった。

今後の課題は、①経費支援のない今後どのように進めるか、②電子機器の操作そのもの
に興味がない学生が意外に多く自宅学習をしない学生に対して自宅・課外学習の誘導指導
をすることである。

2-3．澤村 明 准教授（人文社会教育科学系（経済）
）
「大学学習法受講者への指導上級生育成による triple-win な教育効果の醸成」
経済学部経営学科における授業科目「大学学習法（スタディスキルズ）
」を平成 24 年度
以降レポート指導の改善に重点を置き改善し、今回は上級生を添削アルバイターとして雇
用し、添削能力を身に付けるためにワークショップを開催したという点を中心としている。
添削を受ける１年生の作文能力向上だけでなく、添削を行なう上級生自身の文章作成力の
向上、さらに教員側の効率性という三者のメリットを狙いとした。結果としては、１年生
については一部の学生に効果が見られた。上級生については比較対照群がないため効果は
不明、教員にとっては大きく効率が向上したという。
今後の課題は、学生の作文力の向上のために必要な以後の訓練、経済学部スタディスキ
ルズへの拡大である。

2-4．岸本 功 准教授（人文社会教育科学系（教育）
）
「理数系基礎教育改善のための ICT を活用した Flip Teaching（FT）システムの構築」
プロジェクトの狙いは、「理工系人材の戦略的育成」のために必要な 1 年次からの理数系
基礎科目を通してまじめな学習姿勢（
「自発的予習・積極的な授業参加・授業内容の復習」）
を学生たちに身につけさせるよう促すことである。具体的には、ICT を活用した Flip
Teaching システム（予習用 Web コンテンツ・授業でのタブレット利用環境・復習用小テス
ト自動作成機能）＋写真付きマニュアル）を構築した。それを活用して、4 人編成の学習グ
ループに担当を指定して予習内容を発表させ、構築したタブレット利用環境を活用して質
疑応答を行い、帰宅後各個人で授業内容をノートにまとめさせた。

－4－

今後の課題は、担当グループ以外は自発的予習をしなかったり、帰宅後のノート作成に
は教材と黒板内容の書き写しが多かったりというもので、予習・授業・復習の各段階での
理解到達度を評価できる方法を検討することや、サーバー高速 CPU かつ大容量メモリ搭載
のサーバを導入することであるという。

2-5．土佐 幸子 教授

（人文社会教育科学系（教育）
）

「授業前授業と新しい評価法の導入による大規模講義の活性化」
プロジェクトの目的は、大人数授業において従来の暗記中心の学習スタイルから、自分
の言葉で内容を理解する能動的な学習へ移行し、学びを深めるのを促すことである。具体
的には、理科教育法（初等、中等 I･II）の大規模講義（受講生約 100～150 人）に、ビデオ
視聴などを授業前に課し、授業ではクリッカーを活用して振り返りカードやピア評価票を
提出させた。教員の負担軽減のために、大学院生 TA2 名を授業補助と記述式試験採点の補
助に採用し、公平に採点・コメントできるようにルーブリックを開発している。
能動的学習に賛成する学生が増えたことから、学生の学習スタイルを転換する講義を少
なからず実現することができたという。今後の課題は、記述式問題出題の際教員の負担軽
減にならなかったことから、出題形式を検討し直すなど改善することであるという。

３）パネルディスカッション
「学生の主体的学修を支援する（３）教育改善の展開に必要なサポートとは」
趣旨：学生の主体的学修を支援する方法として、
「学修者の能動的な学修への参加を取り入
れた教授・学習法」
（中教審答申平成 24 年）が有効であると注目され、各大学に導
入が進められている。新大においても、様々な教育改善事業（GP、学長教育賞制度
や授業改善プロジェクト事業、学習支援）などによって、学生の主体的学びを支援
する取り組みが奨励されてきた。現在は、成果や事例が学内に蓄積されつつあり、
その成果を学内でさらに展開させていくための支援体制づくりが求められる段階に
あると思われる。そこで、今回のフォーラムでは、成果を上げた事例をもとに、今
後どのような支援体制が望ましいか論議する場を設けることにした。
①土佐 幸子 教授（人文社会教育科学系（教育））
「能動的学習の米国事情と教員をつなぐレッスンスタディ」
大学教育（特に物理教育）では、能動的学習（アクティブラーニング）を促すには相
互作用型教授法が効果的であることが 1990 年代の米国において指摘された。それ以来、
日本にもその実践例が報告されているが、まだ少数にとどまっている。原因の一つは、
教員間でこのような新しい教え方について話し合う機会がないことである。
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この問題への対策として、教員仲間でレッスンスタディ（授業の検討会⇒教育実践を
参観⇒授業観察後に協議会）を導入するよう提案する。
②櫻井 典子 特任准教授（教育・学生支援機構 学生支援センター）
「地域とつくる学びの場 ～新潟大学ダブルホームの取り組み～ 」
ダブルホーム(第二のホーム)は、現代の学生に懸念される傾向（人間関係の希薄化や
精神面の脆弱）を予防する学習環境（居場所）づくりとして始まり、そこからさらに地
域の教育力を活用した授業と授業外学習を支援するプログラムに発展してきた。現在は
学生が地域をフィールドとした活動計画を立案し、教職員にサポートされながら、主体
的にホーム運営をしている。学生主体の授業外活動では、活発に活動している学生の満
足度は高く、教職員や地域から肯定的に評価されている。課題としては、学生や教職員
の欠席が活動の不活発さを招きやすいこと、地域からは学生の企画力や課題発見力の不
足が指摘されていることが挙げられた。
この問題に対しては、様々な話し合いの場（担当教職員あるいは学生同士、学生と教
職員の間）を設け、ダブルホームの意義や目標が共有され、学生の主体性と企画力を支
援する体制づくりをすることが必要であるという。
③長谷川 順子 課長（附属図書館 学術情報部学術情報サービス課）
「図書館機能を活用した教育・学習支援」
新潟大学附属図書館は、学習環境の整備という観点からラーニング・コモンズ機能な
どで増改修し平成 25 年 4 月にリニューアルオープンした。これを契機に、平成 24 年度
から、関係教員と図書館職員が協力して図書館の新しい機能や施設を活用した学習支援
の開発に取り組み、ラーニングアドバイザーを配置した。その成果は年 1 回全学 FD を開
催して報告してきた。
リニューアル後入館者数は以前の 2 倍増加し、新図書館の学習環境は授業及び授業外
でよく利用されるようになってきた。しかし、これは点的な活用にとどまり、組織的な
取り組みが今後必要となっている。そのために、図書館と教育・学生支援機構は「附属
図書館、教育・学生支援機構連絡協議会」を平成 27 年 2 月に設置しているという。
④加藤 かおり 准教授（教育・学生支援機構 大学教育機能開発センター）
「新大キャンパスミーティングにみる学修支援の課題と展望」
新大キャンパスミーティングは、学生と教職員が教養教育の課題を中心に対話する場
であったのを、3 年前に新大の教育理念を実現するために重要な「学習者中心教育への転
換」について課題を検討する場として再構成された。今回までに明らかになった課題は、
「学習の担い手は自分」という自覚を育む学生文化、「学生を自立的な能動的学習にする
ことが大学教育の今日的使命」という共通認識のある教職員文化を地道に成立させてい
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くことであり、大教センターはこの支援に取り組んでいる。
コメント
①濱口 哲 教授（自然科学系（理学部）
・元副機構長）
大学設置基準の大綱化（1991 年）以降、基準の要件が緩和され大学自身に教育研究の
質保障が求められ、新潟大学は「自律と創生」を理念とし 21 世紀型高等教育像を実現す
るために組織改革、カリキュラム改革を進めてきた。今回の事例報告から、制度的な改
革は一段落したものの、「新しい入れ物には新しい物を入れる」ことに本格的に取り組ま
なければ改革は結実できないということを痛感した。そのためにも個々の点的な成果は
学内で共有されるように仕向けることが必要である。
②鳴海 敬倫 教授（教育・学生支援機構 副機構長）
新潟大学全体に能動的学習を広め学修の質を変えていくことは懸案事項である。今回
の事例報告はこのような教育改善につなげていくために重要な観点を与えるもので、今
後は、さらに情報共有し議論ができる場を増やして支援体制を整えていくことであると
考える。
全体討論
最初に土佐教授が提案するレッスンスタディについて、フロアから質問があり、既に
学外ばかりでなく新大にも例えば農学部や工学部を中心として事例が見られる「授業観
察」との違い（
「授業観察」以前に授業デザインについて検討するワークショップを実施）
が明らかになった。このことから、これまでの教育改善支援の在り方は教育スキルに焦
点化されがちであり、教育力の向上に本格的に取り組む動機づけが弱いことを認識させ
た。大学教員文化に根強い研究重視教育軽視の風潮は、学習目標が単位取得に設定され
る傾向のある学生の学習文化にも反映されている事が論議された。このような文化を変
革していくには、さまざまに交流の輪を広げ多面的に論議する場を多く設ける、といっ
た支援体制づくりが必要であるという共通認識が醸成された。

２．プログラム
○フォーラムの趣旨：本学の教育理念の達成をめざし、授業改善やそのプロジェクトに取り組ん
だ成果について発表し論議できる場、授業改善のアイデアを共有し相互に
学習教育の研究力と教育力を高め合える場を提供する。
○開催日：平成 27 年 3 月 10 日（火）10:00～15:40
○場所：総合教育研究棟 B253
○プログラムの概要：
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時

間

内

容〔会場〕

9: 50～10：00

写真撮影〔B254 〕

10：00～10：20

学長教育賞授与式〔B253 〕

10：20～11：00

受賞者特別講演会〔B253 〕
：20 分×2 人
大木

基史 准教授（自然科学系（工学部）
）

干野

真一 准教授（教育・学生支援機構（教育支援センター）
）

11：00～11：10

新任教員研修修了証書授与式〔B253 〕

11：10～11：15

休憩・準備

11：15～12：45

フォーラム開会挨拶（教育・学生支援機構長）：3 分〔B253 〕

１ 授業改善プロジェクト報告発表
○授業改善プロジェクトの概要：3 分 （大教センター長）
○報告発表 ：発表 15 分（質疑応答含む）×5 人
移動・準備 ：3 分

①寺尾 豊 教授 医歯学系（歯学部）
「Niigata StAgE (Smart tablet-based Achievement grasp Education) Ver. 2
— スマートフォン・タブレットを用いた達成度把握教育システムの構築 <２> —」
②朔 敬 教授 医歯学系（歯学部）
「バーチャルスライドを活用した病理組織学実習の導入」
③澤村 明 准教授 人文社会・教育科学系（経済学部）
「大学学習法受講者への指導 上級生育成による triple-win な教育効果の醸成」
④岸本 功 准教授 人文社会・教育科学系（教育学部）
「理数系基礎教育改善のための ICT を活用した Flip Teaching システムの構築」
⑤土佐 幸子 教授 人文社会・教育科学系（教育学部）
「授業前授業と新しい評価法の導入による大規模講義の活性化」

○授業改善プロジェクトの活動成果のまとめ：3 分（津田）
12：45～13：40
13：40～15：40

休憩・昼食

２

パネルディスカッション

「学生の主体的な学修を支援する(3) 教育改善の展開に必要なサポートとは」
○パネラー情報提供 ：発表 15 分（質疑応答含む）×4 人
①土佐 幸子 教授 人文社会・教育科学系（教育学部）
「能動的学習の米国事情と教員をつなぐレッスンスタディ」
②櫻井 典子 特任准教授 教育・学生支援機構（学生支援センター）
「地域とつくる学びの場～新潟大学ダブルホームの取り組み～」
③長谷川 順子 課長 新潟大学附属図書館（学術情報部学術情報サービス課）
「図書館機能を活用した教育・学習支援」
④加藤 かおり 准教授 教育・学生支援機構（大学教育機能開発センター）
「新大キャンパスミーティングにみる学修支援の課題と展望」
コメント ： 10 分 ×2 人
①濱口 哲 教授 自然科学系（理学部）
②鳴海 敬倫 教授 教育・学生支援機構副機構長
○全体討論：30 分
フォーラム閉会挨拶：3 分 （大教センター長）
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Ⅱ．学長教育受賞者の講演

１．大木 基史

自然科学系（工学部）

「授業システムの構築と双方向性の実現を通した授業改善」

２．干野 真一

教育・学生支援機構 教育支援センター

「教育実践についての報告 ―我的漢語課― 」
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１．大木 基史

自然科学系（工学部）

「授業システムの構築と双方向性の実現を通した授業改善」
１．はじめに
この度、平成 26 年度新潟大学学長教育賞受賞の栄誉を賜ることとなった。ここ数年、学
習教育研究フォーラムや授業改善関連の FD、日本工業教育協会講演会への参加を通して
様々な事例を見聞し、自身の担当授業改善への参考としてきたが、勿論本賞受賞に至った
のは筆者個人の力ではない。授業改善に関して有益なご助言を多数頂いた工学部・機能材
料工学科教職員の皆様、学長教育賞へご推挙頂いた田邊裕治工学部長、本賞選考に携われ
た選考委員の皆様方からそれぞれお力添えを頂き、そして何より学生諸君からの有形無形
のアドバイスや励ましがあったからこその受賞であり、ここに心より感謝申し上げる。ま
た、筆者の職務執行にあたり最大限サポートしてくれた家族に、改めて謝意を表したい。
この学長教育賞受賞に伴い、本稿執筆についてご依頼頂いた。筆者は学生教育に関して
体系的・専門的検討を行ってきたものではないため、以降の記述内容は教育の専門家から
すれば的外れの見解が散見される可能性もあるが、少なくとも筆者自身の教育改善に関す
る取り組み内容が、読者諸兄に少しでも参考となれば幸いである。
教育改善に関する具体的取り組み内容を詳述する前に、大学における教育の位置づけと
現状、および筆者の教育改善の取り組みに至る経緯について本節で俯瞰してみたい。大学
は高等教育機関であり、また昨今の国際情勢に基づくその果たし得る役割について、文部
科学白書 1)では次のように記述されている。「グローバル化や少子高齢化が著しく進展し、
将来の予測が困難になっている現代において、高等教育機関、とりわけ大学には、世界を
舞台に活躍するグローバル人材、新たな価値を創出するイノベーション人材等、幅広い教
養や高い専門性を備えるとともに、社会の変化に対応するための基礎的な力を有し、将来
に活路を見いだす原動力となる人材の育成が求められています。また、大学は、地域の産
業活性化や様々な研究を通じた諸問題の解決などの役割も担っており、新たな知と価値を
創造・発信し、能動的に社会をリードしていくことに大きな期待が寄せられています。
」こ
のように、大学人は自らの教育・研究活動を通して有為な人材を育成する使命を課せられ
ている。翻って大学における教育力を省みたとき、多くの大学教員は学生の教育に関して
十分な専門的トレーニングを経ていない「素人」である、という根源的問題に行き着く。
本学では教育・学生支援機構による各種 FD や学習・教育研究フォーラムの開催により、教
員各自への教育改善に対する意識付けが浸透しつつあり、また平成 17 年度から実施されて
いる新任教員研修により、教育担当新任者においては「国際的に大学教員に求められる新
しい学習観及び教授・学習法について理解を深める」2)ことを可能としている。しかし、筆
者が自らの講義科目の担当を開始した平成 18 年度時点において、学内でそのようなアドバ
イスが受けられることを把握していなかったため、授業内容は勿論のこと、授業システム
も自ら試行・構築していく必要があった。
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大学で実施されている授業形態として、講義内容の提示方法に着目すると「黒板への板
書をベースとした授業」と「電子ファイルの映写をベースとした授業」の 2 つに大別され
る。従来は前者しか選択肢がなかったが、学会等でのプレゼンテーションソフト使用の定
着の影響か、近年では後者の割合も高まっているようである。ただし、後者の授業形態に
おいて考慮しなければならない問題点は、
「学会等でのプレゼンテーションと大学での授業
における情報提示速度の違い」である。専門的研究成果を情報交換し合う学会のプレゼン
テーションにおいて、スライド枚数の目安は筆者の感覚では 1 枚につき 1 分程度、つまり
15 分の発表で 15 枚程度となるが、これを大学の授業に当てはめると 90 枚程度となり、1
講義内で学生に提示する情報量としては完全に過多となってしまう。すなわち、大学の授
業では学会でのプレゼンテーションと異なり、学生が講義内容を理解可能である情報提示
の適切な「量と速度」の見極めが重要であり、この点において「黒板への板書をベースと
した授業」は大変優れている。ここで余談になるが、筆者自身の印象深い板書での授業と
して、高専の学生時代に受講した「精密測定」がある。講義内容が多岐に渡っており、か
つ非常に板書速度が速かったため、受講者は集中して説明を聞きつつ板書を書き写してい
かないと、ノートに書き取る前に板書内容が消されてしまう、という憂き目に合いかねな
い授業であった。当時の講義ノート（スライド 4）を改めて見直してみても、図表を含めた
極めて密度の高い構成となっていたことが一目瞭然である。
一方、プレゼンテーション等の使用による「電子ファイルの映写をベースとした授業」
のメリットは、アニメーションや動画の利用によって言語のみでは伝えにくい動きや抽象
的概念をイメージ化して伝達可能なことであろう。アニメーションや動画の利用は、これ
までもビデオデッキやフィルム映写機を併用することで実施されてきており、電子ファイ
ルであることは必須ではない。しかし、アニメーションや動画を電子ファイルとして利用
することにより、再生や編集がより容易に行え、かつ他の電子データと組み合わせること
が可能になる等、より有効な情報提示が可能となることは自明の理である。その他、それ
ぞれの優位性について表にまとめてみた（スライド 5）
。
ここまで教員側からの講義内容の提示方法に関して述べてきたが、
「黒板への板書をベー
スとした授業」と「電子ファイルの映写をベースとした授業」のいずれであったとしても、
受け取る学生側にとっては自らの手を使って講義内容をノートに書き写すことが、根源的
に重要な点ではないかと筆者は考える。自らの経験を振り返っても、前述の「精密測定」
の例を持ち出すまでもなく、集中して授業を受けノートに書き写していた授業の内容につ
いては、理解や記憶が深まった感が強い。これは必ずしも独りよがりの印象ではなく、専
門家による同様の趣旨の研究報告が成されている 3)。
上述してきた様々な観点を総合して検討した結果、筆者自らの講義担当科目に際しては
「黒板への板書方式と電子ファイル映写方式の融合」という授業システムを目指すことと
した。次節以降でその具体的方法と、それに対する学生からの反応について述べる。
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２．新たな授業システムの構築
「黒板への板書方式と電子ファイル映写方式の融合」を実現するためには、使用機器の
適切な選択とその効果的な使用方法の確立、つまりハードウェア・ソフトウェア両面の対
応が必要となる。まず使用機器としては、手書き入力可能なタッチペン対応のノート PC 端
末が必要となるが、これは 2002 年（平成 14 年）にマイクロソフト社から発表された
「Microsoft Windows XP Tablet PC Edition」を搭載したタブレット型ノート PC の採用に
より可能となった。それ以降のメジャーアップデートを経た現在においても、Windows OS
は常にタブレット型ノート PC へ対応しており、現在の Windows 8 ではノート PC のディ
スプレイ上におけるタッチ操作により、ほぼ全ての制御が行えるようになっている。加え
て、映写領域の拡大を実現するための USB 接続ディスプレイアダプタを併用し、マルチデ
ィスプレイ機能を利用した 2 画面同時映写を実現した。一方、近年では iPad に代表される、
ノート PC とは異なるタブレット型端末の発達も目覚ましく、教育現場での導入事例も増え
ているが、そのようなタブレット型端末によるマルチディスプレイ環境構築の可能性につ
いて知見を有していないため、今のところタブレット型端末の導入は予定していない。
次に電子ファイルを映写するアプリケーションとして、一般的なプレゼンテーションソ
フトはこの授業システムでは採用していない。プレゼンテーションソフトは基本的に「ス
ライド映写」であり、1 枚のスライド（＝1 ページ）を映写したのち、次のスライドへと完
全に画面を切り替えてしまう。しかしこの挙動は、黒板への板書を PC 上で実現するために
は決定的に不都合なものである。マルチディスプレイ機能を利用した 2 画面同時映写によ
り映写領域を拡大したとしても、大きな画面での表示内容が一度に切り替わってしまって
は、結局板書の書き写しにくさは 1 画面時と大差は無くなってしまう。そこで本授業シス
テムにおける使用アプリケーションとして、通常は文書作成に使用するワープロソフトを
採用した。ワープロソフトで扱う文書は基本的にページ間を連続的に遷移可能であり、映
写領域を縦方向に連続として設定した上でワープロソフトのウィンドウを上下に拡張する
ことにより、2 画面上でスムーズにページ間をスクロールしながらの表示が可能となった
（スライド 7・8）。事前準備として、教員側は画面に提示する「授業ファイル」として、ワ
ープロソフトを用いて予め章・節の見出しや説明に必要な図表を貼り付けてあるものを作
成しておく。授業当日において、授業開始前に授業ファイルの印刷物を学生に配布する。
授業中は、教員がタブレット型ノート PC の画面上に手書き入力した文字が、スクリーン（2
画面）へ映写され、それを学生が配布プリントに書き写す。授業進行に伴い授業ファイル
の映写位置はスクロールされて移動していくため、手書き入力による適切な授業進行速度
を、授業ファイル映写の授業形態内で実現することが可能となった（スライド 9）
。学生か
らの授業アンケート回答内容においても、
「2 画面で表示されるのは非常にありがたい」と
いう意見が数多く寄せられることから、本授業システムが筆者の意図通り機能しているこ
とは明白である。
授業終了後は、手書き入力を行った授業ファイルを pdf 形式に変換し、自らの研究室 HP
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にアップロードして学内外から閲覧可能としている。これは、万が一授業中に板書書き写
しが間に合わなかった場合、もしくは欠席した学生が当該日の授業内容を後日自主学習す
る場合を想定して行っているものだが、それに加え、毎回の授業冒頭に実施・回収してい
る小テストの解法・解答、および授業終了直前に学生に記入・提出させる「ミニッツペー
パー」に記載された意見・感想・質問も、授業ファイルと合わせて公開している（スライ
ド 11）
。このような HP を利用した授業データの公開について、学生からは「復習や自主学
習がしやすい」との意見が大勢で概ね肯定的であり、自主学習習慣の形成に対してプラス
に働いているものと考えられる。
述べてきた新たな授業システムの確立がある程度達成できた段階で、更なる授業改善方
針を検討した結果、これまで不十分だった「学生との双方向性」を向上させることを次な
る目標とした。その具体的内容について、次節にて詳述する。
３．授業および授業外における双方向性の実現
「双方向型授業」は、近年の高等教育における一つのキーワードとなっている。その定
義を簡潔にまとめると、「学生が自ら疑問に思ったこと、あるいは教員が掲げた課題解決に
対して、教員と学生が議論をしながら学生の理解を深める形式の授業」4)ということになり、
学生と教員間、更には学生同士のコミュニケーションを授業の中に取り入れることが重要
である。一方、筆者の講義担当科目においては当初、授業中の学生と教員間のコミュニケ
ーションに関して取り立てて重要視していなかった。その結果として、本学で実施してい
る授業アンケートにおいても、
「教員は学生の発言を促し積極的に参加する工夫をした」と
いう項目に関してはどの科目においても 1 ポイントに達していなかった。この観点からの
授業改善として、
「授業中における『問い』の設定によるディスカッション時間の導入」を
平成 25 年度より開始した（スライド 12）。これは、答えのある課題（演習問題、等）では
ない、様々な意見が解答可能な「問い」
（例：自動車の高性能化を達成するために考えられ
る方法とは？）を授業中に設定し、それについて周りの友人達と短時間話し合わせた上で
意見を表明してもらうものである。この「問い」を授業に組み込むことにより、板書の書
き写しのみでは単調になりがちな授業の気分転換、周囲の友人との会話を通しての思考の
活性化、教員とのコミュニケーションを取ることによる授業への参加意識の向上、等が果
たせているのではないかと考えている。授業進行とのバランスを取りつつ、今後もより適
切な「問い」の設定を増やしていく予定である。
また、双方向型授業におけるコミュニケーションの取り方として上述した「直接の対話：
授業中の質疑や意見交換、等」以外にも、
「紙ベース：ミニッツペーパーによる意見や感想
の表明、等」
「ICT（情報通信技術）ベース：メールやブログ、クリッカー利用、等」の各
方法が成り立つことが報告されている 5)。この中で、紙ベースおよび ICT ベースのコミュ
ニケーションは、従来から既に実施してきている「ミニッツペーパーでの学生からの質問
と、それに対する解答および HP での公開」に図らずも一致するもので、直接的・即応的

－ 14 －

ではないものの、
「授業外での双方向性の発現」と筆者は考えている。そのため、たとえ授
業内容と関係ない質問であっても全て回答し、また授業内容に関する質問には特に丁寧な
説明をするよう努めている（スライド 13）。以前は、授業内容以外の質問は受け付けていな
かったのだが、最近ではこれも 1 種のコミュニケーションであり、受講している学生との
信頼関係構築には非常に有効であるとの意識が強くなってきたため、どんな意見・感想・
質問も受け付けることにしている。その甲斐もあってか、学生からの評価としては「他の
人の意見や質問も見られるのは参考になる」
「丁寧な対応で非常に助かる」等の意見が多い。
ここで、ミニッツペーパーに記載された内容の一部をスライド 14-16 に示す。記載内容
は、筆者の授業ではありがちな「ここの字が読めなかった」「字が汚いので丁寧に書いて欲
しい」といったものから、「ここの部分が分からない」「ここは間違いでは？」といった真
摯な質問・指摘もあり、果ては「部屋が暑い／寒い」
「1 限なので眠い」といったものまで、
実に様々である。また平成 26 年度はサッカーの W 杯が開催されたこともあり、W 杯開催
期間中の開講科目におけるミニッツペーパーではサッカーや W 杯の結果に関する記述も多
かった。
４．今後に向けて
筆者の授業改善に関する具体的取り組みと、それに対する学生からの反応について前節
まで述べてきたが、今後も引き続き「問い」による授業内での双方向性の充実を図るとと
もに、電子ファイル使用による最大のメリットである動画やアニメーションの活用をより
進めていくことで、授業内容の理解をより容易にする方向性を堅持していく。
加えて、今後は筆者自らの最新研究事例と授業内容との関連性をより強調した説明を加
えていくことを考えている。授業内容と研究内容の間の連続性を学生に意識させることで、
授業受講に対する学生のモチベーションを無理なく高めていければ、自発的学習の活発化
につながっていくのではないか、と期待している。
参考文献
1) 文部科学省：平成 25 年度

文部科学白書、第 5 章「新たな知と価値を創造・発信する
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Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking, Psychological Science, June
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２．干野 真一

教育・学生支援機構

「教育実践についての報告

―我的漢語課― 」

１．はじめに
本学の初修外国語カリキュラムの特徴は、
「コース選択制」に代表される多様性にあると
いっても過言ではない。一般的な第二外国語のカリキュラムでは週 2 コマ 1 年間とするも
のが多いが、本学では週 1 コマの講義で第 1 学期だけで修了するコースもあれば、週 3 コ
マ、または週 4 コマを一年を通じて学ぶコースもある。
平成 23 年度より、筆者は週 4 コマの「中国語インテンシブ I・II」を、ネイティブの非
常勤教員とペアで担当しており、それぞれ週に 2 コマずつ担当している。文字通り
“intensive”に学生と向き合うこととなり、授業回数が多いことは語学教員としては勿論
歓迎すべきことである。しかしながら、平日 5 日間のうち 4 日間に中国語の授業があり、
一年間を通して中国語を効果的に学習していくためには、その土台として学生のモチベー
ションを高く保つことがカギとなると考える。
そのために、筆者は学生の学習動機を高め興味や関心を喚起する様々な「しかけ」を準
備して授業に臨んでいる。本稿ではその一端を紹介させていただく。
２．講義について
科 目 名：中国語インテンシブ I（第 1 学期）・中国語インテンシブ II（第 2 学期）
開講曜限：週 4 回。火・水・木・金の各 2 限。
担当教員：筆者（干野）とネイティブの非常勤教員のペアで担当。筆者は水・金を担当。
受 講 生：全学部の学生を対象とするが、卒業要件単位の都合上、人文学部の学生が主
な受講生となる。受講者数は例年 20～30 名前後である。
学習到達度：中国語について入門レベルからスタートし、年度末には初中級レベルに達
する。
使用テキスト：楊凱栄・吉川雅之・張麗群著『基礎漢語』
（白帝社）
（平成 27 年度からは、
小野秀樹・木村英樹・張麗群・楊凱栄・吉川雅之著『現代漢語基礎［改訂版］』（白帝
社）を使用している）
。2 名の教員は同一の教科書をリレー方式により進める。
３．講義運営の一例
講義では、冒頭に中国語で出欠をとり（3 分程度）
、それ以降は通常、発音練習、文法説
明、練習問題と進む。途中でお楽しみコンテンツを挟み、有意義な気分転換の時間を設け
ている。以下に、それぞれにおける進め方や留意点を紹介する。
３．１ 発音練習
テキストや配布教材を用いて音読練習を行う（所要時間：20～30 分）。日本人の中国語学
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習者にとって、中国語は漢字を見れば字面からある程度の意味を類推できる点が、大きな
アドバンテージとなっているが、それにより発音がおろそかになってしまう危険性をもは
らんでいる。しかしながら、対人の意思疎通はふつう、音声のみを介して行われるもので
あるため、正確な発音の習得が不可欠である。そのため、多くの時間を割いて発音チェッ
ク・矯正を行っている。
発音練習では、学生一人一人の発音をチェックしてクラス全体を回る。学生の発音が要
求されるレベルに満たない場合、正しい音を教員側からすぐに提示するのではなく、その
学生の状況に特化したアドバイス（例えば、
“wu”の発音で「頬を凹ませるようにして」と
か、そり舌音の時に「舌の裏側が口の外に向くように」といった具合にピンポイントに指
示する）を通じて、正しい音が発音できるように指導する。また、複数の学生に見られる
癖については、クラス全体で練習を行う。
３．２ 文法説明
文法事項の解説では、特徴的・典型的な例文を用いて、出来るだけ簡潔に行うように努
めている（所要時間：5～20 分）
。図を描くなどして「イメージ」が掴みやすいよう心がけ、
また、英語や日本語との共通点や相違点を意識した説明を行っている。構文など、実際に
用いることで理解が深まる文法項目については、練習問題を解くのに必要な冒頭の例文 2
つ程度のみを解説して、練習問題後に続きを「補足」する等、説明の分量を調整し、学生
が「消化不良」とならないよう配慮する。
３．３ 練習問題
文法解説の後に練習問題を実施し、文法項目 2 つ程度の練習問題（5～6 問）を一度に解
答させ、学生の解答に対して解説を行う（練習問題の解答から解説の終わりまでの一連の
所要時間：20 分程度）
。学生は各々、全ての問題を解かねばならないが、教員は教室を周り
ながら、学生 2～3 名ごとに 1 問を指定し、各グループで解答を検討させる。クラス全員に、
問題回答の担当があたるようにし、5 分程度の検討時間の後、グループのうち一人に答えを
黒板に書かせる。その際、黒板のどこに書いても良いものとすることで、他の解答者の解
答に影響されないようにする。他方、黒板上には解答がランダムに書かれているので、誰
が解答したものであるのかは、一見して分からないようになっている、そのことが却って、
全員で解いているという一体感を強めることとなっている。また、他の学生の誤りを自分
の誤りとして吸収するきっかけともなっている。
例えば、学生 23 名で 5 問 a,b,c,d,e を解く場合の具体的な手順は以下の通り。2 名×10
ペア、3 名×1 グループとして解答させる。2 名ずつの 10 のペアには 1 問ずつ指定し、3 名
グループには 2 問を指定する。a,b,c,d,e と指定した後、さらに a,b,c,d,e と 2 巡して指定し、
半端となる 3 巡目は答えにバリエーションが出やすい問題を担当させる。結果として、黒
板には 5 題のうち、2 題は 3 つの解答が、3 題は 2 つの解答がランダムに書かれることにな
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る。
その後、黒板に書かれた解答について解説を行うが、複数書かれた解答に違いがある場
合は、どう違うのか、どちらが正解か（或いは、より良いか）を重点的に解説する。また、
解説の際には、簡体字表記や標点符号の使い方――例えば、簡体字と日本漢字では筆画が
異なるものや、“,(逗号)”と“、(顿号)”の違い等についての理解を確認等――についても
チェックを行い、注意を喚起する。
一見、非効率にも思える、複数の解答をそれぞれ板書させる目的は 3 点ある。中国語の
学習という観点からは、一つとは限らない解答のバリエーションを学生自身から出させる
きっかけとなること、また、顕在化しにくい書き間違いについての確認を行うことの 2 点
が挙げられ、さらに授業運営という観点からは、すべての学生に主体的に問題に取り組ま
せ、グループで相談しながら「答え」を模索させる、という側面がある。総じて、学生に
「役割」を与えて委ねるように努め、学生が主体的に練習問題に取り組む環境を整える。
３．４ お楽しみコンテンツ
筆者の講義では、学生に中国や中国語のことをより身近に感じてもらえるよう、お楽し
みコンテンツと称する時間を設け、言語文化の紹介等を行っている（所要時間：10 分～20
分）
。これは同時に、90 分という講義時間内における有意義な気分転換となっている。コン
テンツの具体例は以下の通り。
単語カルタ1、中国語の歌、中国語の CM 紹介2、中国語ニュース動画、漢詩の朗読、中
国で報道されている日本のニュース、中国の年中行事，節句の過ごし方の紹介、中国
のチラシ紹介、中国語のなぞなぞ・早口言葉 etc.
例えば、「中国で報道されている日本のニュース」では、サッカーワールドカップ（“世
界杯”
）における日本の試合が、中国のインターネット上ではどのように報じられているの
かについて、ニュース記事のプリントを配布した。トピック選びにおいては、筆者自身の
興味や関心に端を発したものも少なくない。これは、学生自身に、インターネットを少し
活用すれば、自分の興味のある分野や身近なトピックから、中国語の世界へのアクセスが
容易であるということを紹介する意図がある。その点から言えば、主体的な学習を促す「し
かけ」とも言えるものである。もちろん、十分な時間が確保できない場合は、次の講義時
間へ「先送り」とし実施しない場合もある。一方で、この「有意義な気分転換」を実施し
た後は、学生の集中力が格段に高くなるため、講義時間の中盤に設けることで残り 30 分を
集中して取り組ませることにもつながっている。
拙稿 2012 において、詳細を紹介しているので参照されたい。
中国語 CM の授業内における活用については、筆者は 2014 年 7 月 26 日外国語教育ワークシ
ョップ「プチ IT を利用した外国語教育の実践」
（於関西大学）において報告を行っている。
（参
考 URL：http://www.ch-station.org/ws2014/）中国語 CM を活用した教育実践については、別
稿にて報告する予定である。
1
2
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３．５ 小結
以上の通り、本章では筆者の授業運営の一連の流れを紹介した。これらは筆者の実践経
験に基づいた報告ではあるものの「理想的な流れ」に過ぎず、こちらが苦心して練り上げ
た教案でも、学生の反応は今一つといった試行錯誤は日常茶飯事である。授業前には、当
日の進行について予定を立てて臨むが、予定していた内容を変更・中止したりすることも
しばしばである。
授業運営のポイントとして、コンテンツを細切れに配置し、その上で教室内で刻々と変
化する学生の集中力の状態を感じ取りつつ、
「緊張」と「弛緩」をうまく操ることが、学生
のモチベーションを高く保つことにつながると考えている。
今回、授業実施報告にあたり、筆者の講義について自己内省してみると「全員参加」と
いうキーワードが当てはまるように思われる。発音練習で一人一人をチェックして回るの
はもちろんのこと、練習問題であってもグループで解答させることにより、全員が何らか
の形で問題解答に参加することとなる。グループで相談しつつ正答を模索するという過程
を通じて、結果として「主体的な学び」を実践することとなる。語学習得の過程は長丁場
であり、クラスメートの存在が励みになることもしばしばである。練習問題において学生
同士で検討することで得られる一体感、発音指導では一人一人の学びをチェックする仕組
み、更には、お楽しみコンテンツが「潤滑油」のような役割を果たしており、それらが学
生の総合的な充実感や満足感につながっていると考えられる。
４．おわりに
このたびの学長教育賞の受賞にあたり、筆者は三つの感謝を伝えさせていただきたい。
一つめは、何をおいても、この「中国語インテンシブ I・II」をペアで担当している斯日
古楞先生へのものである。先生のご尽力無くして、このように評価されることは無かった
と言っても過言ではない。先生がご担当の講義では、それまでに学んだ中国語を実際に運
用するということに重点を置いて、復習をメインに進めていただいている。端的に言えば、
既習内容の定着が順調に進まなければ、私がいくら「お楽しみコンテンツ」を用意しても、
おもしろみを感じてもらえないことになってしまうのである。このようなリレー方式によ
る相乗効果は大きいと考えている。この場を借りて、斯日古楞先生へ心より感謝を申し上
げたい。
二つめは、初修外国語の教員集団へのものである。筆者は、本学の初修外国語教育全体
の運営に携わっており、学内 FD 等における他の初修担当教員との意見交換を通じて、各先
生方がお持ちの有意義な“TIPS”から示唆を得て、私自身の授業で実践しているものも多
い。中国語に限らず、他の外国語担当の先生方との情報交換は、私の授業改善に大いに寄
与するものであり、同僚の先生方には厚く感謝する次第である。
三つめは、これまで筆者の講義を受けてくださった学生諸君に対するものである。十数
年前、筆者が中国語教員としてのキャリアをスタートさせた駆け出しの頃、恩師から「
（教
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える）技術は経験で身につくもの。
（未熟でも）
“passion”を持って教えることが大事。
」と
いう助言を受けた。試行錯誤を繰り返しながら、どうすれば学生が学びやすいか、効果的
に中国語を教授することができるか、を模索し続ける日々はこれからも続いていくことだ
ろう。筆者の想いに応えて、日々熱心に中国語学習に取り組んでくれる学生諸君に感謝し
ている。

参考文献
干野真一 2012「中国語入門科目の授業デザインに関する考察――「中国語オプショナル」
における実践から」
，
『新潟大学言語文化研究』17:57-71。
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Ⅲ．授業改善プロジェクト報告
１.寺尾

豊

医歯学系（歯学部）

「Niigata StAgE (Smart tablet-based Achievement grasp Education) Ver.2
―スマートフォン・タブレットを用いた達成度把握教育システムの構築 (2)―」

２. 朔

敬

医歯学系（歯学部）

「バーチャルスライドを活用した病理組織学実習の導入」

３. 澤村 明

人文社会・教育科学系（経済学部）

「大学学習法受講者への指導 上級生育成による triple-win な教育効果の醸成」

４．岸本 功

人文社会・教育科学系（教育）

「理数系基礎教育改善のための ICT を活用した Flip Teaching システムの構築」

５．土佐 幸子

人文社会・教育科学系（教育）

「授業前授業と新しい評価法の導入による大規模講義の活性化」
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１．寺尾 豊

医歯学系（歯学部）

「Niigata StAgE (Smart tablet-based Achievement grasp Education) Ver.2
－スマートフォン・タブレットを用いた達成度把握教育システムの構築(2)－」
新潟大学の主たる講義室では WiFi 環境が完備されているが，同設備の機能を活用した「学
生＝教員双方向コミュニケーション」および「リアルタイム学生参加型講義」の実施には至
っていない．
前年度に，
学生のスマートフォンおよびタブレット端末からアクセス可能な
「リ
アルタイム学生参加型講義」用のホームページ” Niigata StAgE (Smart tablet-based
Achievement grasp Education)”を作成した．そして，同ホームページを通じたプレ小テス
トおよびポスト小テストを行うことにより，リアルタイムで学生の講義理解度を把握し．授
業時間内に授業内容の修正を図ることができた（図１）．本年度は，前年度プロジェクトの
授業実施後の学生アンケートにて要望が多かった「Niigata StAgE で解答した各学生の正
答率や項目ごとの到達度を E メールにより個別フィードバックする」
ことを試みた
（図 2）
．
その結果として，一人一人の弱点を各学生が電子ライブラリ化し，講義後に期間を空けた復
習を効率化することをねらいとした．

（図 1）

（図２）

歯学部歯学科３年次開講科目「微生物学 I・II（131DS325）」の授業時間において，歯科
医師国家試験ならびに歯学部 CBT 試験を模した設問を本プロジェクト採択経費で作成した
プログラム”Niigata StAgE”を用いて，研究室ホームページから公開し（http://www.nii
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gata-univ-mid. net/stage/）
，受講全学生に各自のスマートフォンならびにタブレット端末
から解答させた（図 3）
．また，各解答に対しリアルタイムで解答状況を開示しながら解説
を行った（図 4, 5）．更に，今年度はテスト終了後の正誤一覧を講義タイトルごとにメール
を用いて，一人一人にリアルタイム送信するプログラム追加を行い（Ver. 2 進化ポイント），
学生個々の弱点把握に役立てた．

（図３）

（図４）

（図５）
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Niigata StAgE Ver.2 を用いたことにより，学習への積極参加（図 6～8）と習熟度が高ま
ったとのアンケート回答を履修学生から得た（図 9）．また，講義ごとのテスト結果を自分
自身のスマートフォンに電子メールで保存できたことにより，自分の得意領域と復習が必要
な弱点領域に分類整理することができたとの意見を学生から得ている（図 10）．そして，期
末の試験結果から，Niigata StAgE Ver.2 実施範囲での得点が高いことも示された．学生個
人のスマートフォンやタブレット端末を授業で用いることが，学生にとっては楽しみであり，
積極的な学習に繋がっていた．さらに，学生個人のスマートフォンを回答端末に使用したた
め，経費の節減とハード使用方法の説明が不要であるというメリットもあった．
（図６）

（図７）

（図９）

（図 10）

（図８）

本採択経費では，Niigata StAgE で解答した各学生の正答率や項目ごとの到達度をデー
タベース化し，学生へフィードバックすることができた（Ver. 2 進化ポイント：図 11, 12）．
今後は，プレテストとポストテストの正答率の分析を行い，授業内容の改善にフィードバッ
クをかける計画である（図 13）．また，５年次の CBT 試験ならびに卒業直前の歯科医師国
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家試験の復習講義でも利用する予定である．
（図 11）

（図 12）

（図13）
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Niigata StAgE２導入の目的

平成27年3月10日
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医歯学系（歯学部）

「バーチャルスライドを活用した病理組織学実習の導入」
＊実施担当者：朔

敬・程

珺・丸山

智・山崎

学

１．目的
病理組織学実習は顕微鏡を用いて病理組織標本を観察することを通して病態を理解し疾
患概念を定着させることを目的として実施するものである。本学部では、病理学総論と口腔
病理学についてそれぞれ病理組織学実習を実施している。将来、歯科医師として診療に携わ
ることになる歯学部学生にとって、歯科疾患の病態の本質を理解するのにこれ以上の学習方
法は考えられないからである。
このために、申請者らは、上記二教科のそれぞれについて、顕微鏡写真を解説した実習ノ
ートを作成し、
冊子体に加え電子媒体でも本研究分野ウェブサイトに掲載するなど学生の学
習の便宜を優先して、効率的な学習教材を準備してきた。しかし、限られた実習時間内（30
コマ程度）に約 100 課題について十分な顕微鏡観察を行いレポート作成することには困難
で、学生は標本を課外に借り出し顕微鏡観察を行っており、教員も標本貸出管理に時間を費
やしている状況があった。さらに実習時間中に学生が何を観察しているのか、質問している
標本所見が何であるのかを学生と教員が意思疎通をとることは意外に困難であったのである。
そこで、上記の問題をバーチャルスライド（VS）システムの導入によって一気に解決し
たいと考えるようになった。しかし、そのためには高額機器の導入が必要であるし、さらに
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本学情報基盤センターのサーバにはファイル保管ができないという現実問題があった。
これ
を解決するために、
VS のクラウド管理サービスを業者に委託する方法を計画したのである。
２．内容
歯学部歯学科 4 年次学生 48 人のクラスについて 4 月から 9 月まで口腔病理学の、同 3 年
次学生 42 人についてと 12 月から 2 月までの病理学総論のそれぞれの実習を VS システム
併用で実施した。学生には顕微鏡各一台と口腔病理学 53 枚と病理学総論 50 枚の合計 103
病理標本を配布し、顕微鏡からビデオカメラを通して投影した画像を解説用スクリーン・モ
ニターに投影しながら解説した従来のスタイルを止めて、VS を投影して解説することを開
始した。さらに、学生は顕微鏡で観察学習するという従来のスタイルに加えて、各自のパソ
コン・タブレット・スマートフォンを利用して VS を 24 時間観察が可能な環境を整えた。
具体的には、103 標本の VS ファイルを株式会社アマネセル（札幌市）に学生・教員数のラ
イセンスで依託し、同社サーバで管理された約 160 GB のサイズのファイルには、VPN 接
続して、ライカ社製ソフトウェア SlidePath（無料提供）によって閲覧することが可能にな
った。接続に際しては、ユーザーID とパスワードを設定して安全に配慮した。前期・後期
の定期試験も本システムを利用して実施した。
３．成果
このシステムで24時間アクセスが可能となったので、実習室に限らず学内のパソコンか
ら学内LANを経由して、あるいは個人の無線LANを経由して、学内・学外いずれの端末か
らも有線・無線で閲覧が可能となったので、実習室をふくめ学内では、教員はVS をパソコ
ンモニター・タブレット上に表示しながら病理組織像を解説することが可能となったので、
学生との意思疎通が格段に容易になった。さらに、これまで課外に顕微鏡と標本の貸出しを
していたが、これが不要となり、学生・教員ともに学習と指導の効率が上がった。学生から
は帰宅後に標本をじっくり観察しながら病態を勉強できたことの評価が高かった。
試験につ
いても、従来は顕微鏡ごとに異なる標本を用いて試験を実施していたが、本システムによっ
て、全ての学生が同一標本を使用して完全にフェアな試験ができたし、VS画像上で正確な
マーキングによって不明瞭性を払拭できた。学生からも概ね歓迎された。
以上の取り組みについては、日本臨床口腔病理学会において概要を報告し、反響があった。
実際に、他大学からの要請があったので、本システム運用状況の視察も受け入れて本システ
ムを公開しながらその有用性について解説した。ただし、国際的にみれば、欧米のトップク
ラスの大学の教育レベルに 5 年遅れでようやく追いついたというところである。
４．展望
上記のとおり、VS システムの病理組織学実習への導入の目的はほぼ完璧に達成されて、
着実な成果を確認することができた。今後も継続してクラウド管理サービスを持続していき
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たいが、来年度以降は費用を手当できる見込みがない。ただし、病理組織学実習における
VS システムの必要性と有効性を確認したので、今後もこの方法をさらに洗練させて推進し
て行くべく、別途方策を検討中である。
５．要望
最後に、この実習を実施して、新潟大学のネットワーク環境について気づくところが多か
ったので追記させていただく。タブレットや最近のパソコンは無線 LAN での使用が前提と
なっているが、本学の学内無線 LAN は短時間で切断されるために現実には教育現場での利
用は困難である。また、タブレットからの VPN 接続も困難であった。バーチャルスライド
の全ファイルサイズは各学期約 80 ギガバイト程度であるが、大きすぎるとの理由で情報基
盤センターのサーバに置かせてもらえなかったのであるが、これが外部業者に業務委託せざ
るをえず今回本プロジェクトの支援を受けた理由である。講義室には携帯無線 LAN ルータ
を持参し、実習室には、50 人アクセス可の無線ルータを分野の費用で敷設せざるをえなか
った。携帯ルータについては事務方から公費支払いが認められず、数年がかりで要請してい
たところ本年度途中にようやく実現したという状況である。すなわち、本学のネットワーク
環境は時代の流れに沿っているとはいいがたい。
時代にあった大学の教育基盤のインフラス
トラクチャーは、教員個人の努力に依存したり、本授業改善プロジェクトのようなもので部
分的に改善されるようなものではなく、大学として整備すべき事案である。新潟大学でも、
早急に教育用ネットワーク環境を整えていただきたくよう要望いたします。
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３. 澤村

明

人文社会・教育科学系（経済学部）

「大学学習法受講者への指導 上級生育成による triple-win な教育効果
の醸成」
本報告は、
新潟大学経済学部経営学科における授業科目「大学学習法
（スタディスキルズ）」
を平成 24〜26 年度の３年越しで改善した中間報告である。新潟大学では、大学新入生向け
に「大学での学習の仕方」を教授する目的で「スタディスキルズ」を全学的に開講している
が、経営学科では平成 24 年度以降、従来の開講方法を大きく変えながら試行を重ねて改良
を図っている。
開講方法は以下のとおり。
1. １年次１学期に 2 単位科目（週 1 回）として開講。
2. 全員履修（必修ではない）。
3. 昼間コースは１クラス 18～20 名、６クラス編成。
4. 夜間主コース・１クラス。
5. 学科教員がローテーションで担当するほか、大学教育機能開発センター教員、図書館
職員も参加。
6. 共通したテーマを与えて、文献等を調べ、課題を設定してレポートを書き、プレゼン
テーションを行なう。

今回の発表では、この課題であるレポートの質を上げるために、上級生を添削アルバイタ
ーとして雇用し、
添削能力を身に付けるためにワークショップを開催したという点を中心と
している。
このことにより、添削を受ける１年生の作文能力向上だけでなく、添削を行なう上級生自
身の文章作成力の向上、さらに教員側の効率性という三者のメリットを狙った。結果として
は、１年生については一部の学生に効果が見られた。上級生については比較対照群がないた
め効果は不明、教員にとっては大きく効率が向上した。
今後の課題は、次の２点である。
1)学生の作文力は上がったか?
他人の文章を読むこと、他人に文章を指摘されること、という経験による刺激はあっ
たようだ。作文力が上がったかは、以後の訓練次第であろう。
2)経済学部スタディスキルズとして
経済学科の場合、1 年 1 学期に少人数教育がないまま。 経営学科の場合、1 年 2 学期
に少人数教育がない。 →2 学科で同時開講は困難。通年化も難しい。
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大学学習法受講者への指導上級生育

成によるtriple-winな教育効果の醸成

この発表は、新潟大学経済学部経営学科における授業科
目「大学学習法（スタディスキルズ）」を３年越しで改善
した中間報告。


経済学部の概要




経済学科：昼間コース160名＋夜間主コース25名
経営学科：昼間コース105名＋夜間主コース15名

平成27年3月10日

合計305名
教員一人当たり学生数（収容定員）
経済：32・経営：25
ちなみに
人文：14／法：15（LS教員含む）／教育：14.5



新潟大学経済学部
准教授 澤村 明

2

経済学部のスタディスキルズ

「１年１学期は？」



平成13年度からスタート。
平成23年度まで、経済学科・経営学科共に



という声はあったが、夜間主も抱えているこ
とと、１年１学期に履修させたい基礎科目と
の兼ね合いで、２学期開講で継続。

１年次２学期に開講していた。


１年２学期：スタディスキルズ
２年・３年：演習（ゼミ）
４年：卒業論文



と少人数教育を積み重ねる……という能書きだった。

「２学期に履修させても身に付かない」とい
う批判もあり、「鉄は熱いうちに」と経営学
科のみ１年１学期開講に移行（平成24年）。

3

4



テーマ例

26年度：大テーマ「企業」
小テーマ 1)戦後日本の産業構造の変遷

経営学科スタディスキルズ（平成24～）について

2)企業のビジネス戦略と人材育成
3)企業のライフサイクル
4)国際ビジネスと比較優位
5)起業力
25年度：大テーマ「環境」
小テーマ 1)農業による環境保全と環境破壊
2) 企業が行う環境保全活動－規制と社会貢献
3) 環境と都市政策
4) 若者の雇用環境の改善を考える
5) 東洋と西洋の自然観
6) 再生可能エネルギーの環境問題



1. １年次１学期に2単位科目（週1回）として開講。
2. 全員履修（必修ではない）。

3. 昼間コースは１クラス18～20名、６クラス編成。
4. 夜間主コース・１クラス。
5. 学科教員がローテーションで担当するほか、大学教
育機能開発センター教員、図書館職員も参加。


6. 共通したテーマを与えて、文献等を調べ、課題を設定
してレポートを書き、プレゼンテーションを行なう。
5

6
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最大の課題
レポートの質

平成24年度は

文章は、他人の目に触れないと良くならない。
じゃあ、誰が添削指導するの？

担当教員が
添削してみた

7

8



担当者談「死にそうでした」

そこで、平成25・26年度の２年間、
上級生に添削アルバイトをさせてみた
（原資：授業改善プロジェクト経費）



ならば、どうする？



全員が金八先生やGTOではないので……

添削する学生に研修ワークショップを
行なうことで、自らの作文力アップも
期待できる

9

10

大前提として、担当教員はローテーションで
交替するため、属人的な要素は廃したい……


ワークショップは
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大学教育機能開発センター教員
国際センター教員
図書館職員


も参加



11

12
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担当教員の評価

新入生の感想（NBASのリフレクション）



1. 脱落者は115名中、4名（夜間主は19名中2名）
2. 新入生で、添削結果の最終レポートへの反映は、大
きく修正したのは2割程度。逆にほとんど修正して
いないのが1割程度。
3. 上級生の作文力が向上したかは不明。アンケートな



Q. 前期を振り返り、印象的だった講義や体験を教えてください


前期の必修のスタディスキルズが印象的でした。大学に入り書
くことが多くなるレポートの書き方やプレゼンテーションの仕方
まで学ぶことができて、大学がどのような場所なのか少し理解す
ることができた気がします。また図書館の有効的な使い方も学ぶ
ことができて、これからの大学生活に必要な知識を最低限学ぶこ
とが出来た気がします。

どでは有用だったと回答するが……。
4. 教員は、添削ワークショップ担当の労力だけでシス
テム化が図れた


新入生・上級生・教員のTriple-win？

13

14

3年間の改善を踏まえて

アカデミック・ライティング演習
シラバスの「学習の到達目標」





平成27年度から新規科目開講
「アカデミック・ライティング演習」


25・26年度に開催した
ワークショップを拡充

設定した課題に対するレポートを作成す
る過程で、同じ課題で書かれている経営学
科1年生のレポートを添削する。他人のレポー

トをチェックすることで自らのレポートを
見直し、学術的作文作法を習得することが
目標。

15

16

課題


１）学生の作文力は上がったか？
他人の文章を読むこと、他人に文章を指摘されること、
という経験による刺激はあったようだ。作文力が上がった
かは、以後の訓練次第？


２）経済学部スタディスキルズとして

経済学科の場合、１年１学期に少人数教育がないまま。
経営学科の場合、１年２学期に少人数教育がない。
→２学科で同時開講は困難。通年化も難しい。
17
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４．岸本

功＊

人文社会・教育科学系（教育）

「理数系基礎教育改善のための ICT を活用した Flip Teaching システム
の構築」
＊実施担当者：岸本功（代表），興治文子，渡邊道之，下保敏和，佐藤亮一
１．プロジェクトのねらい
文部科学省の国立大学改革プランの「国立大学の在り方」での「各大学の自主的・自
律的な改善・発展を促す仕組み」の一つに「理工系人材の戦略的育成」が挙げられてい
る。その目標のためには大学 1 年次から理数系基礎科目の教育をきちんと積み重ねてい
く必要がある。それに向けて，学生たちが「自発的予習・積極的な授業参加・授業内容
の復習」をまじめに行う学習姿勢を身に着けるよう促すことが望まれる。ここでは，ICT
を活用し Flip Teaching システムを構築して，それを活用することで，学生の特に数学基
礎科目（微分積分・線形代数）の実力改善を目指す。
２．取り組みの具体的内容
①

Flip Teaching システムの構築
ICT を活用した Flip Teaching システムの構築におけるベースとなるシステムとして，

新たにサーバを立ち上げ，各講義用に Moodle（Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment）のコースを作成した。
主に教育学部の理数系（数学・理科・技術）の 1 年生を対象にした微分積分および線
形代数の入門的講義を 2014 年度第 2 学期に開講し，それぞれの予習用 web コンテンツ
を PDF や HTML5 形式等で作成した。さらに授業における議論の補助ツールとしてタブ
レット利用環境（画面切替機能付）を構築した。初めての教員でも抵抗なく利用できる
ように，直観的に理解できる簡単マニュアルを ePub フォーマットで作成した。
Moodle 上で STACK（System for Teaching and Assessment using a Computer
algebra Kernel の略。数式処理ソフト Maxima も含む。
）を用いて，小テスト問題自動
作成・自動数式採点機能を活用した復習用コンテンツを作成した。
②

授業実践
（微分積分の講義）
指定教科書（高校数学 III）の範囲を超える発展的内容を含む小テストを毎回行い
Moodle コース上にその解説（PDF 形式の解答，数式処理ソフト Mathematica による作
図を含む補足説明）を載せた。
（線形代数の講義）
従来の伝統的な講義形式と異なり，次のように行った：
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(a)自発的な予習：4 人一組の班を作り毎時間担当の班を指定。
(b)積極的な授業への参加：担当班が毎時間の内容を発表し，質疑応答を行う。その際，
構築したタブレット利用環境を活用して議論する。
(c)帰宅後の授業内容のまとめ：各個人でノートを作成。
３．取り組みの成果，達成度
ICT を活用した Flip Teaching システムの構築自体は②の通り達成できた。
授業実践について：
（微分積分の講義）
数 III 履修済学生の一部の知的好奇心を刺激することができた。しかし，全般的には学
生による Moodle 上の学習用コンテンツの活用が不十分だった。
（線形代数の講義）
(a)予習：担当班は HTML5 教材の内容について深く学習できていたが，担当班以外で
は予習してこない人もみられた。
(b)授業：担当班は HTML5 教材以上のことを詳細に調べてまとめていた。また，その
前後の週に担当する班からの熱心な質問が見られた。タブレットも活用することで，全
般的に学生の積極的な授業への参加を達成できた。
(c)復習：HTML5 教材と黒板で補足した内容を「書き写す」だけのノートが多かった。
４．今後の展開
教育学部の学生は，理数系（数学・理科・技術）であっても，微分積分・線形代数と
いう数学基礎科目を積極的に学習させるための動機付けを継続して行う必要があり，ICT
を活用した Flip Teaching システムがその助けとなるようにそのコンテンツや使用法を
十分に検討していかねばならない。
今回の授業実践において従来の試験により成績評価を行ったが，予習・授業・復習の
各段階での理解到達度を評価できる方法を検討したい。
STACK（+Maxima）による問題作成・数式処理等をストレスなく効率的に使用する
ためには，ある程度，高速 CPU かつ大容量メモリ搭載のサーバを導入する必要がある。
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はじめに
文部科学省 国立大学改革プラン
「国立大学の在り方」

理数系基礎教育改善のための
ICTを活用したFlip Teaching
システムの構築

「各大学の自主的・自律的な改善・発展を促す仕組み」
「理工系人材の戦略的育成」
いかなる戦略においても

基礎の積み重ね

岸本功（教育学部）

特に、１年次からの積み重ねが重要！
現実には…

１年次に高校時代の（知的な）「貯金」を使い果たし
 2年次以降の専門科目についていくのが困難に.…

目的

はじめに
①

近年の大学生は…

‐ 予習用Webコンテンツ
‐ 授業でのタブレット利用環境（画面切替え機能付）
‐ 復習用の小テスト問題自動作成機能
で構成される「Flip Teaching システム」の構築

(a)自発的な予習
(b) 積極的な授業への参加

ゆとり教育の影響？

(c)帰宅後の授業内容のまとめ
②

1年次向け数学基礎科目(微積分学,線形代数)で実践

「理工系人材の戦略的育成」 を行う以前に、
①

１年次（入学当初）から

②

(a)自発的な予習 (b)積極的な授業参加 (c)授業内容の復習

を身につけることが必要。

Flip Teaching システム

Flip Teaching システム

0. ベースシステム

0. ベースシステム
moodle

moodle
Modular Object‐Oriented Dynamic Learning Environment
（モジュラーなオブジェクト指向ダイナミック学習環境）

‐ パソコン
‐ Apache + PHP + MySQL

平成24年度「授業改善プロジェクト」（代表：佐藤亮一）
でのノウハウを有効活用
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Flip Teaching システム

0. ベースシステム

0. ベースシステム

微分積分の授業用

線形代数の授業用

Flip Teaching システム

Flip Teaching システム

1. 予習用Webコンテンツ

2. タブレット利用環境
教室内プライベートネットワーク

微分積分の授業用

線形代数の授業用

‐ 高校の教科書（数III）

‐ 高校の教科書（数C）

‐ PDFファイル（レプリカタイプ）

‐ HTML5（リフロータイプ）

②プロジェクタ
(or電子黒板)
①設定済AP
HDMIケーブル

‐ Mathematicaで
プロットした図
教員・学習者のタブレット端末
（iPad等）

③HDMI画面投影装置
(Apple TV等)

システムを構築したら、
教員と学習者のタブレット端末をプライベートネットワーク内に設置。
端末ごとの画面を表示する。 活発な議論の補助ツールとして利用

Flip Teaching システム

Flip Teaching システム

2. タブレット利用環境

2. タブレット利用環境

教室内プライベートネットワーク

• 先ほどの３ステップを説明しても分からない人
のために、写真付きマニュアルを作成する。

②プロジェクタ
(or電子黒板)
①設定済AP
HDMIケーブル

[step3]HDMI投影装置の起動・接続
[step2]プロジェクタの起動・接続

教員・学習者のタブレット端末
（iPad等）

HDMI画面投影装置の電源を入れ、プロ
液晶プロジェクタの電源を入れ、HDMI
ジェクタに接続されたHDMIケーブルを本
端子にHDMIケーブルを接続する。
装置のHDMI端子に接続する。

③HDMI画面投影装置
(Apple TV等)

タブレットでいつでもHTML5の予習用教材（アニメ付）を閲覧可能
 活発な議論の補助ツールとして利用
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Flip Teaching システム

2. タブレット利用環境

3. 小テスト問題自動作成機能
moodle stack

• ePubフォーマットで作成
したために、ページめく
り方式で表示される。

‐ パソコン
‐ Apache + PHP + MySQL

• ここではAppleTVとiPad
を使用したと想定した
内容。

+ Maxima + stack(java script)

• 教員用iPadに事前にイ
ンストールして使用する。

Flip Teaching システム

１年次向け数学基礎科目での実践

3. 小テスト問題自動作成機能

線形代数の例

moodle stack

Flip Teaching システムの提供に加え、青字の工夫を追加
(a)自発的な予習
四人一組の班を作り、毎時間担当の班を指定。
担当班はHTML5教材をよく勉強してきたが、担当以外は予習してこない班も。

受験毎に問題が変わる

(b) 積極的な授業への参加
担当班に毎時間の内容を発表してもらう。適時、追加資料も作成してもらう。
HTML5教材以上のことを詳細に調べてまとめていた班が多く観られた。
担当以外の班から必ず質問をしてもらう。
前週および次週に担当する班は熱心に質問していた。
小テスト1回目受験

(c)帰宅後の授業内容のまとめ

小テスト2回目受験

個人個人でノートを作成してもらう。
HTML５教材と黒板で補足した内容を「書き写す」だけのノートが多かった。

まとめ

今後の課題

システム構築

1. 評価方法の改善

「Flip Teachingシステム」の構築

2. 高速CPU, 大容量メモリ搭載サーバの必要性
実践の結果
(a)自発的な予習
(b) 積極的な授業への参加
(c)帰宅後の授業内容のまとめ
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５．土佐 幸子

人文社会・教育科学系（教育学部）

「授業前授業と新しい評価法の導入による大規模講義の活性化」
１．はじめに
このプロジェクトでは、理科教育法（初等、中等 I･II）の大規模講義（受講生約 100～150
人）において、ビデオ視聴などを授業前に課す授業前授業とルーブリックに基づく記述式
問題の評価法を導入することによって、学生が暗記中心の学習スタイルから抜け出し、自
分の言葉で内容を理解する能動的な学習へ移行して、学びを深めるのを促すことを目的とし
た。筆者は平成 25 年 8 月に新潟大学に着任し、理科教育法の講義の担当を始めた。前任地
の米国大学で培った学習者主体の教授法（クリッカー（双方向型レスポンス用端末）やホワ
イトボードを使ったグループ討議、グループごとの簡易理科実験、模擬授業の計画と実践、
自己の学習振り返りなど）を用いて指導にあたり、ハードな内容にもかかわらず、学生から
自分の学びに対する新鮮な喜びの声が届いた。しかし、学期途中で行った中間試験では記述
式の応用問題が中心だったため、試験の手引きに従ってよく準備してきても答えることが難
しく、平均点は 100 点満点にして 73 点と低かった。学生からは「今回のテストは覚えた知
識だけでは答えられない問題ばかりだと思った。勉強が足りない、理解が浅いと感じられた
問題が多かった。もう一度自分の学習を振り返りたい。」というような感想が多く寄せられ
た。授業時間内だけで暗記中心の学習癖を変えることは難しいことから、授業外に課題を与
え、学習スタイルの転換を図ろうと計画した。
２．授業前授業とは？
授業前授業（プレ・レクチャー）とは、授業の準備として基礎的な内容を、学習者が事前
にビデオやスライドなどによって学習する形態を指す。
従来の授業形態
基礎的内容の
講義（復習）

新しい学習内容の講義

内容を定着さ
せるための話
し合いや演習

授業時間内(90 分)

内容を定着させるための
演習やレポート作成

授業後

授業前授業を導入した授業形態
基礎的内容の
講義（復習）
授業前
（10 分）

新しい学習内容の講義

授業時間内(90 分)
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内容を定着させる
ための話し合いや
演習

内容を定着させる
ための演習や
レポート作成

授業後

これによって授業時間内に時間的
余裕が生まれ、対面授業でしかできな
い話し合いや活動に、より多くの時間
を使うことができるようになり、内容
の理解が深まることが期待される。ど
の教科においても有効に使える形態
である。
３．ルーブリックに基づく記述式問題の評価法の開発
教授法と評価法はセットにならなければ、学生の学びを促すことにつながらないと考える。
試験やレポートにおいて、ただ暗記すれば解ける問題ではなく、問題に答えること自体が学生
に考えさせるような問題を課すことは学びを深める有効な手法である。そのために応用を含め
た記述式の問題を課すことはインパクトが強いと考える。しかし、大規模講義の場合、教員の
採点にかかる時間は膨大で負担が大きく（１人 10 分として 100 人分では 17 時間）
、実現性が
乏しくなる。そこで、記述式の解答に対して公平に採点・コメントするルーブリックを開発し、
大学院生 TA の協力により、単純作業で公平に採点できるような例の開発を試みた。
４．プロジェクトの結果と効果の検証
1）TA の積極的な登用：前期は 148 名、後期は 77 名の受講登録者を対象に 15 回の講義を
行った。プロジェクトを補助する TA として、教育学研究科修士課程 1 年次（理科教育専修）
の学生 2 名を毎回の授業の補助および授業外の補助にあたらせた。授業内の補助はクリッ
カーと実験演習用具の運搬･配布･回収、および学生の話し合いの支援を主な仕事とし、学生
がより能動的に活動することを助けた。班の話し合いで困ったときに、TA に相談に乗って
もらってありがたかったという声が学生から挙がっている。また、TA は授業外に振り返り
カードやピア評価票の記述の電子化入力を行い、
学生の反応を記録して能動的な学びをモニ
ターすることを助けた。
2）授業前授業の効果：本プロジェクトの柱である授業前授業については、既成の授業ビデ
オを視聴して考察を行ったり、他の学生や家族の意見を基に主張を展開したりするなど、受
講者以外の人との活動等を含めた課題設定を行った。これにより、学生が授業に臨むにあた
って、興味･関心を高め、講義内容に関する理解を教室外の場に拡張する機会を提供するこ
とができたと考えられる。アンケート調査（下の表）で事前･事後結果を比較すると、前期・
後期共に受講した後は暗記型の学習を支持する割合が減り（項目１～４）
、自分の言葉で理
解する学習スタイルの支持率が上がった（項目５）
。このことから、学生が暗記中心の学習
スタイルから自分の言葉で理解するスタイルへ移行し、能動的な学習に賛成する学生が増え
たと言える。
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1)
2)
3)
4)
5)

項目
（5=強くそう思う、4=そう思う、3=どちらでもない、
2=そう思わない、1=全くそう思わない、の 5 件法で回答）
自分の学習スタイルは暗記をして、覚えることが中心である。
暗記は教科内容を習得するのに効果的である。
暗記中心の学習スタイルに賛成である。
自分の言葉で概念を理解するということの意味がよくわからない。
自分で考えて、自分の言葉で理解する学習スタイルに賛成である。

前期平均
（N＝139）
事前
事後
3.02 2.89
3.21 3.01
2.34 2.22
2.32 2.21
4.14 4.34

後期平均
（N＝64）
事前
事後
2.95 2.77
3.03 2.78
2.25 2.20
2.21 1.90
4.21 4.27

3）新しい評価法の導入における困難：TA は中間試験の回答の一部を単純作業によって採点
する作業に加わった。本プロジェクトのねらいの一つとしてルーブリックを開発し、作業に
当たらせたが、学生の回答にはルーブリックの基準に当てはまらない中間的なものが多く、
教員が TA に付き添い、さらに見直すという形でしか採点を実行することができなかった。
記述式問題出題の際の教員の負担軽減には至らず代替となる出題形式の検討など今後の改
善が必要である。
５．まとめ
本プロジェクトによって、学生の学習スタイルを転換する講義を少なからず実現すること
ができた。この成果はプレレクチャーだけでなく、学生主体の能動的な学びを取り入れた全
体的な効果である。学期最後に学生から自分の学びを喜ぶ声が多く寄せられた。１例を紹介
しよう。
大学の講義というと 90 分間ひたすら講義を聞いてメモするような形がほとんどです。しかし、
この授業では毎回クリッカーで自分たちの概念を明らかにしたり、基本となるグループがあ
って、班で多くの意見を聞くことができたり、そうして改めて学び直した知識や理解をレポ
ートで自身の言葉でアウトプットしてきました。私たち自身が動いて、それによって自身の
考えに落ちてくる。
「この授業がどんなものだった？」と聞かれて、詳しく述べられるところ
にこの授業の良さが現れていると思います。
（理科教育法初等、最終授業後の感想より）

能動的な学びをもっと学内に広められたらと思う。

本プロジェクトの目的

授業前授業と新しい評価法の導入
《PPT スライド》 2 頁
による大規模講義の活性化

対象：理科教育法（初等、中等I･II）の大規

－平成27年度授業改善プロジェクト報告－

模講義（受講生約100～150人）

新潟大学 学習教育研究フォーラム
平成27年3月10日

方法：
• ビデオ視聴などを授業前に課す授業前授業
（プレレクチャー）を導入
• ルーブリックに基づく記述式問題の評価法を
導入

目標：
• 能動的な学習を大規模講義で実現
• 自分の言葉で内容を理解し、学びを深める
• 学生が暗記中心の学習スタイルから抜け出す
助けとなる

教育学部
土佐幸子
stosa@ed.niigata-u.ac.jp
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すでに学生主体のアク
ティブラーニング型教授
法を採用：
• クリッカー
• ペアになって話し合
い
• 学生自ら手元実験
• ホワイトボードを使っ
てグループ討議
• 班ごとの模擬授業計
画と実践
• 記述式中間試験
• 宿題としてレポート4
回（採点して返却）
• 最終レポート

土佐幸子
stosa@ed.niigata-u.ac.jp

• 記述式中間試験

• 学生が暗記中心の学習スタイルから抜け出す • 宿題としてレポート4
回（採点して返却）
助けとなる
• 最終レポート

《PPT スライド》 2 頁
授業前授業（プレレクチャー）とは？
• 授業前授業（プレ・レク
チャー）とは、授業の準備と
して基礎的な内容を学習者
が事前にビデオやスライドに
よって学習する形態
長所：
• 時間的余裕が生まれる
→対面授業でしかできない話
し合いや活動に時間を使える
→学生の内容理解が深まる
→授業に対する意識（興味・
関心）をそろえることができる
• どの教科においても有効に
使える形態である。
＝授業前（10分）
＝授業時間内（90分）

ルーブリックに基づく記述式問題の
評価法の開発

授業前授業を
取り入れた授業
従来の普通授業

基礎的内容の
講義（復習）
新しい学習内
容の講義
内容を定着させ
るための話し合
いや演習
内容を定着させ
るための演習や
レポート作成

問題の所在

基礎的内容の
講義（復習）

• 評価法を充実させる意義：教授法と評価法はセット
• 記述式問題の意義：試験やレポートにおいて、暗記ではなく、
理解したことを自分の言葉で表現させる。さらに問題に答える
こと自体が学生に考えさせるような問題は学びを深める
• 方法：応用を含めた記述式の問題を課す
• 教員の負担：大規模講義の場合、教員の採点にかかる時間は
膨大（１人10分として100人分では17時間）

新しい学習内
容の講義
内容を定着させ
るための話し合
いや演習

方策

• 記述式の解答を公平に採点・コメントするルーブリックを開発
• 大学院生TAの協力により、単純作業で公平に採点できるよう
な例の開発を試みる

内容を定着させ
るための演習や
レポート作成

＝授業後

プロジェクトの結果と効果：授業前授業

プロジェクトの結果と効果：TAの登用

授業前授業（プレレクチャー）の導入：

• 既成の授業ビデオを視聴して考察を提出（学務情報システムのアンケート機能利用）
• 他の学生や家族の意見を基に主張を展開→活動を教室外に拡張

TAの積極的な登用：
• 前期148名、後期77名を対象に15回の講義
• TAとして教育学研究科修士課程1年生（理科教育専
修）2名が毎回の授業を補助
授業内の補助：
• クリッカーと実験演習用具の運搬･配布･回収
• 学生の話し合いの支援
→班の話し合いで困ったときに、TAが相談に乗る
→学生がより能動的に活動することを助けた
授業外の補助：
• 振り返りカードやピア評価票の電子化入力
→学生の反応を記録
→能動的な学びをモニターすることを助けた

 授業に対する興味･関心の高まり：意識が揃う（毎回の提出率は89～94％）
 講義内容に関するより深い理解：別の視点からの考察
 学習スタイルの変革：
• アンケート調査で事前･事後結果を比較（前期および後期）
• 受講した後は暗記型の学習を支持する割合が減り（項目１～４）、自
分の言葉で理解する学習スタイルの支持率が上がった（項目５）。
→暗記中心の学習から自分の言葉で理解するスタイルへ移行
→能動的な学習に賛成する学生が増えた
項目
（5=強くそう思う、4=そう思う、3=どちらでもない、2=そう思わない、
1=全くそう思わない、の5件法で回答）
1) 自分の学習スタイルは暗記をして、覚えることが中心である。
2） 暗記は教科内容を習得するのに効果的である。
3） 暗記中心の学習スタイルに賛成である。
4） 自分の言葉で概念を理解するということの意味がよくわからない。
5） 自分で考えて、自分の言葉で理解する学習スタイルに賛成である。

前期平均
（N＝139）
事前 事後
3.02 2.89
3.21 3.01
2.34 2.22
2.32 2.21
4.14 4.34

後期平均
（N＝64）
事前 事後
2.95 2.77
3.03 2.78
2.25 2.20
2.21 1.90
4.21 4.27

まとめ

プロジェクトの結果と効果：評価法

本プロジェクトによって3つの目標の達成：
• 能動的な学習を大規模講義で実現
• 自分の言葉で内容を理解し、学びを深める
• 学生が暗記中心の学習スタイルから抜け出す助けとなる

新しい評価法の導入：

• 中間試験の採点にルーブリックを開発
• TAに作業を補助させた

 プレレクチャーだけでなく、学生主体の能動的な学びを取り入れ
た全体的な効果

困難：

• 学生の回答にはルーブリックの基準に当てはまらない中
間的なものが多かった
→教員がTAに付き添い、さらに見直すという形でしか採点
を実行することができなかった。
→記述式問題出題の際の教員の負担軽減には至らず

• 学期最後に学生から自分の学びを喜ぶ声が多く寄せられる。
大学の講義というと90分間ひたすら講義を聞いてメモするような形がほとんどです。しかし、この授業では
毎回クリッカーで自分たちの概念を明らかにしたり、基本となるグループがあって、班で多くの意見を聞くこ
とができたり、そうして改めて学び直した知識や理解をレポートで自身の言葉でアウトプットしてきました。私
たち自身が動いて、それによって自身の考えに落ちてくる。「この授業がどんなものだった？」と聞かれて、
詳しく述べられるところにこの授業の良さが現れていると思います。（理科教育法初等、最終授業後の感想
より）

今後の課題：出題形式の検討など

学内にもっと能動的な学びを広めよう
ありがとうございました。
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Ⅳ．パネルディスカッション
「学生の主体的学修を支援する（３）
教育改善の展開に必要なサポートとは」

１）企画の趣旨
２）事例報告
(1)土佐 幸子 教授

人文社会・教育科学系（教育学部）

「能動的学習の米国事情と教員をつなぐレッスンスタディ」

(2) 櫻井 典子 特任准教授 教育・学生支援機構（学生支援センター）
「地域とつくる学びの場 ～新潟大学ダブルホームの取り組み～」

(3) 長谷川 順子 課長 附属図書館（学術情報部学術情報サービス課）
「図書館機能を活用した教育・学習支援」

(4) 加藤 かおり 准教授 教育・学生支援機構（大学教育機能開発センター）
「新大キャンパスミーティングにみる学修支援の課題と展望」

３）参加の感想
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１）企画の趣旨
１．目的
本 FD は、大衆化する大学教育において、大学で学ぶ準備のできていない学生の学習を、
初期の段階で大学での学習にふさわしい主体的な学習に転換する初年次教育のあり方や方
法について、学科等での新たな取り組みの動向をふまえながら全学で考える機会とする。
２．趣旨
アクティブ・ラーニング（能動的学修)は、学生からみて受動的な「教員による一方向的
な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習
法の総称」
（中教審答申平成 24 年）と定義されている。この教授・学習法は、近年強く大
学教育に求められている質的転換の方法、汎用的能力を含む「学士力」を持つ人材を効果
的に育成できる方法として推奨され、各大学に導入が進められ実践事例が蓄積されてきた。
現在は、4 年間の学士課程において、講義と「一般的なアクティブ・ラーニング」
（伝授し
た知識の定着や確認を行う演習や実験など）
、
「高次のアクティブ・ラーニング」
（獲得した
知識を活用して問題発見・解決をする PBL など）の 3 つ方法を有機的に組み合わせて効果
を上げる工夫が課題とされている。
「自立的創造的学習者の育成」を教育理念とする新大においても、アクティブ・ラーニ
ングの導入が個別の組織あるいは個々の教員によって進められてきたが、相互交流が少な
いために学内全体でその成果を共有し活かすことができない状況にあると思われる。そこ
で、今回のフォーラムでは、アクティブ・ラーニングに関するミニレクチャーと 4 つの事
例報告をもとに、新大におけるアクティブ・ラーニングの可能性について意見交流する場
を設けることにした。

２）事例報告
(1)土佐 幸子 教授

人文社会・教育科学系（教育学部）

「能動的学習の米国事情と教員をつなぐレッスンスタディ」
１．はじめに
アクティブラーニングを促すインタラクティブな（相互作用型）教授法が効果的である
ことは、米国では 1990 年代から指摘されています。高等教育において、特に物理教育の分
野でいくつかの効果的な手法が開発され、実践されてきました。主なものを下に挙げます。
・クリッカー（双方向型レスポンスシステム端末）を使用し、隣同士で話し合わせるピ
ア・インストラクション１）
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・ホワイトボードを用いたグループ討論
・プレレクチャー
・実験結果を予想させ、誤概念を実験で覆して討論させる相互作用型講義実験（ILDs）２）
・グループで問題を解く演習チュートリアル３）
・９人で円卓につき、講義・実験・演習を組み合わせた大規模教室スケールアップ４）
教育研究として標準的な調査問題が開発され、事前・事後テストにより教授法の効果が
検証されているのは大きな強みです。図１に示したのは約 6000 名の大学生から集めた結果
です。従来型（ピンクの点）よりも相互作用型（黒い点）の教授法の方が良い結果を上げ
ています。
日本でも相互作用型の講義の実践例が報
告されていますが、まだ一部に留まってい

図１

大学力学講義における FCI の得点の伸び

図２

大学レベルのレッスンスタディの３要素

ます。その理由の一つに教員が教え方に関
して同僚と話す機会が少ないということが
挙げられます。物理に限らず、新しい教え
方を始める際に、実践経験のある者からの
助言は大いに役立つでしょう。教え方の疑
問にぶつかったとき、話し合う相手がいれ
ば改善策を考えることもできるでしょう。
互いに授業を見合い、検討する時間が持て
れば、さらに有効なフィードバックが得ら
れ、授業の改善と学生の理解向上につなが
ると予想されます。
２．レッスンスタディとは？
そこで、仲間を募って昼休みの時間などに
集まり、授業の検討→実践と参観→協議の
サイクルを通して、教えることに関してディ
スカッションをするレッスンスタディを取
り入れることを提案します。授業検討では、
持ち回りでそれぞれの参加者の授業案を皆
で検討します。授業のトピックに関して、よ
くある学生の間違いや理解の難しい概念に
着目し、そこに含まれる論理のステップを分
解したり、教材や指導形態を考えたりしなが
ら、学生の理解を助けるための手立てを考えます。授業参観にあたっては、教員の説明や
指示に学生がどのように反応するかを観察します。授業後の協議会では観察された学生の
反応をデータとし、検討した手立てが学生の概念理解を助けることにどれだけ効果的だっ
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たかを話し合い、教え方に関して新たな気づきを見出していきます。インターラクティブ
な教授法がまだあまり広まっていない日本にあって、レッスンスタディは、積極的に教え
方を考えていく持続可能なシステムとして大いに効果を発揮するものと期待されます。
引用文献
１) E. Mazur: “Peer Instruction: A User’s Manual” Prentice Hall (1997).
２) D. R. Sokoloff and R. K. Thornton: “Interactive Lecture Demonstrations” John Wiley
& Sons (2001).
３) L. C. McDermott and P. S. Shaffer; “Tutorials in Introductory Physics” Prentice
Hall (1998).
４) ノースカロライナ州立大学: SCALE-UP (Student-Centered Active Learning Environment
with Upside-down Pedagogies)ウェッブサイト http://scaleup.ncsu.edu/

《PPT スライド》

2頁
アクティブラーニング（能動的学習）型
インタラクティブな（相互作用的）教授法
情報伝達ではなく、アクティブラーニング（能動的学習）
一方向的ではなく、インタラクティブ（相互作用的）

能動的学習の米国事情と
教員をつなぐレッスンスタディ

を促す教授法が効果的、米国では1990年代から指摘
 高等教育、特に物理教育の分野で効果的な手法を開発・実践
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クリッカー（双方向型レスポンスシステム端末）を使用し、隣同士で話し合わ
せるピア・インストラクション
ホワイトボードを用いたグループ討論
プレレクチャー
実験結果を予想させ、誤概念を実験で覆して討論させる
相互作用型講義実験（ILDs）
グループで問題を解く演習チュートリアル
９人で円卓につき、講義・実験・演習を組み合わせた大規模教室スケールアッ
プ

 標準的な調査問題が開発され、事前・事後テストにより教授法の効果が検証さ
れているのが大きな強み

インタラクティブな教授法の効果：事前・事後テスト

pre/post FCI scores: PHY 2400, Fall
2012

約6000名の大学生から集めた結果

PHY 2400 Fall 2012（従来型）
Normalized Gain = 0.17
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10

post

5
1

インタラクティブな指導法の効果
米国のある大学の初年度物理（力学）で、FCIを用
いた事前・事後テストの分布を比較
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number of students

pre/post FCI scores: PHY 2400, Spring 2013

PHY 2400 Spring 2013（インタラクティブ）
Normalized Gain = 0.26
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number of correct responses out of 30 questions

PHY 2400 Summer 2013
（スケールアップ）
Normalized Gain = 0.289

7
6

Pre Test Avg

FCI Summary: PHY 2400, Summer 2013 =35%

Post Test Avg
=53%
Normalized
Gain AVg
=0.289
stddev = 0.24
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1

R. Hake, “…A six-thousand-student survey…” AJP 66, 64-74 (1998).

Hake (1998). Am. J. Phys.

新潟大学における能動的学習型の
インタラクティブな教授法の実践
 理科教育法（初等、中等I・II）の授業で３学期に渡り実践
 クリッカーの使用 + ピア・インストラクション
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レッスン・スタディ（授業研究）とは？
 主に小学校・中学校で取り入れられている教員研修の形態
 授業計画→実践と参観→授業後協議会を１サイクルとする

PHY 2400 Summer 2013
（スケールアップ）
Normalized Gain = 0.289

=53%
Normalized
Gain AVg
=0.289
stddev = 0.24
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R. Hake, “…A six-thousand-student survey…” AJP 66, 64-74 (1998).

Hake (1998). Am. J. Phys.
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レッスン・スタディ（授業研究）とは？
 主に小学校・中学校で取り入れられている教員研修の形態
 授業計画→実践と参観→授業後協議会を１サイクルとする

 理科教育法（初等、中等I・II）の授業で３学期に渡り実践
 クリッカーの使用 + ピア・インストラクション
 ホワイトボードを用いたグループ討論
 プレレクチャー
 実験結果を予想させ、手元実験で試す
→結果：
① 能動的な学びの実現
② 教科内容の深い理解
③ 学習スタイルの変革：
暗記型から自分の言葉で考える型へ

 教員が互いに授業を見合い、改善策を検討する教員研修（FD）
 日本に古くからあるが、最近世界中に広まっている

授業計画

新しいサイクル

授業実践と参観

授業後協議会

レッスンスタディの効果：

大学レベルのレッスンスタディの３要素
学生の学力向上

前任地で教員の教えることに関する意識変化

大学教員の教授法改善
教員同士の協力

 学生同士の話し合い大事に思う割合高まる（統計的に有意な差）
 学生の理解度に合った教え方を開発する必要性の認識高まる
 スケールアップという学習者主体の授業形態の実践（2013年夏）

レッスンスタディ

教科内容の分解・
整理・統合

教員同士の助
け合い

学習者主体の
教授法

（コラボレーション）

（アクティブラーニング）

新潟大学における
レッスンスタディの実践

今後の展望
 レッスンスタディは短期間で学科全体に教えることに
関する変化をもたらすことができる（学生の学力に一
部反映）
 教科内容の議論と教授法に関する議論のバランスをと
ることが大事

教育学部理科で物理と理科教育の教員が毎週昼休みに集
まって、授業について話す機会を設定、授業ビデオを観る→
教えることについて意識高める
「新潟大学レッスンスタディとアクティブラーニングのシ
ンポジウム兼ワークショップ」の開催（3月7日）、全国から
35名の参加者、大学物理の模擬授業実践→話し合いの場作り
を始める

 課題：

 学生の学力向上を目指す
 関心のない教員への働きかけ
 世話人の役割大（全員に連絡、会合の召集、議題の用意、授業参観などの
日程調整、シンポジウムの開催、講師の招聘、他大学見学など）

 データ集め（学生の現状把握はデータ集めから、調査問題）

→レッスンスタディは大学レベルの教授法改善に十分効
果が期待できる（興味のある方はご一緒にやりましょう）
ありがとうございました。

－ 60 －

(2) 櫻井 典子 特任准教授 教育・学生支援機構（学生支援センター）
「地域とつくる学びの場 ～新潟大学ダブルホームの取り組み～」
新潟大学ダブルホーム制は、地域が持つ教育力を活用して学生の汎用的能力を向上させ
ることを目的とした正課と正課外を組み合わせた全学的な学生支援プログラムである。ダ
ブルホーム制は、平成 19 年度文部科学省事業「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プ
ログラム」
（学生支援ＧＰ）に採択され、
「ダブルホーム制による、いきいき学生支援―地域
協働による、学生の自律を目指す、予防的環境の構築～」という全学的な取り組みとして
開始された。その背景には、学生の人間関係の希薄化や精神面の脆弱化などへの懸念があ
り、この予防的環境として学部・学科という第一のホームを越えて第二のホームをつくる
こととした。この第二のホームで学生たちが教職員と共に地域連携に取り組み、自分を生
活者の立場に映すことや多様な価値観の人たちと話すことにより、将来直面する困難な課
題に適切に対応できる力を養成することを目指した。
GP 終了後の平成 23 年度からは、新潟大学独自のプログラムとして継続している。その
目的も学生たちの第二の居場所づくりに加えて地域が持つ教育力を活用した学びの場づく
り、その先へと発展し続けている。
「正課内（新潟大学個性化科目など）及び正課外を含め、
地域の教育力を活用した学習機会の充実を図り、社会人としての汎用的能力を養成する」
ことを目標に、平成 22 年度からダブルホーム活動の導入授業である「ソーシャル・スキル
ズ」
（平成 27 年度「ダブルホーム活動入門」に改称）
、平成 23 年から各ホームの次世代リ
ーダーを養成する「リーダーシップ実践演習」を開設している。平成 26 年度は全学部から
参加する学生 314 名、教員 32 名、職員 32 名が 16 ホームに分かれて新潟県および山形県
で地域活動に取り組んだ。
各ホームは学生 10～20 名，教員 2～3 名，職員 2～3 名から構成され、学内ミーティング
（週 1 回程度）で話し合いを重ねながら年に 6～8 回の地域活動を行っている。地域活動後
は、ミーティングで振り返りを行い、次の活動にいかすようにしている。この他の年間プ
ログラムとして年間計画の立案、新入生勧誘のためのプレゼンテーション、オープンキャ
ンパスで高校生への活動紹介、新大祭での地域紹介、シンポジウムで学生・教職員・地域
住民による活動振りと今後についての話し合い、年間活動の報告書の作成等も行っている。
初年次授業「ソーシャル・スキルズ」（平成 26 年度は 40 名×3 クラス）では、グループ
ワークと振り返りを中心とし、主に地域活動に取り組むための心構えの学習、先輩たちの
プレゼンテーションと懇談による正課外活動への導入、地域実習とその報告会を行った。
「リーダーシップ実践演習」は、活動地域の住民を招いて毎年 12 月に開催するシンポジウ
ムを計画・運営するための集中授業である。平成 26 年度は、19 名の 2 年生が、実行委員
として役割分担し、昨年度のシンポジウムやホームの課題を探りながら、テーマや目標設
定、プログラムの計画・運営、振り返りとしての報告書作成を行った。
学生支援部門では、毎年度末に参加学生にアンケート調査を実施している。平成 23 年度

－ 61 －

から 25 年度までの３年間の結果からは、ダブルホーム活動による社会的スキルの向上意識
は上級生の方が高く、活動レベルが高いほど、活動満足度が高く、ダブルホームによる社
会的スキル向上意識も高い傾向が認められた。
平成 25 年度に実施した担当教職員 23 名（各ホーム１、2 名）を対象としたヒアリング
調査からは、ダブルホーム活動に参加して良かったこととして、学生との交流、地域の社
会的価値の発見、学生支援の意識向上といったことが挙げられた。一方で、教職員・学生
の欠席やダブルホームの意義・目標共有が必要であることなどが課題として挙がっている。
平成 25 年度と 26 年度ダブルホームシンポジウムにおいて活動地域からの参加者を対象
にダブルホーム活動に対するアンケート調査を実施した（39 名中 28 名が回答）
。学生が地
域活動に参加することについては、回答者の殆どが「自分自身のよい経験」や「交流が楽
しみ」と回答していた。学生たちについては、活動中のマナーやコミュニケーションとい
った点では高い評価を得られたが、課題発見や新しい提案といった点については期待に応
えられていない課題が見いだせた。
以上、ダブルホームに積極的に参加している学生は、活動満足度やダブルホームによる
社会的スキル向上意識が高いこと、そして教職員や地域の方からも肯定的な評価を得てい
ることが成果としてあげられる。しかし、多様な参加意識の構成員による組織のマネジメ
ント、参加者一人ひとりのモチベーションや責任感の醸成、地域の期待への対応が課題と
して挙げられる。これらに向けて、学生・教職員・地域間のつながりを強化し、貢献と成
長のための目標設定と共有、学生の主体性と企画力養成、そのための支援体制づくりを目
指していきたい。

《PPT スライド》
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平成２6年度 学習教育研究フォーラム

地域とつくる新しい学びの場
～新潟大学ダブルホームの取り組み～
10～20人

2・３人

2・３人

櫻井 典子

新潟大学教育・学生支援機構学生支援部門
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櫻井 典子

新潟大学教育・学生支援機構学生支援部門
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学生支援ＧＰ採択
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10ホーム

“ダブルホーム制によるいきいき学生支援”
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学生企画シンポジウムスタート
「ソーシャル・スキルズ」開講
「ソーシャル・スキルズ演習」試行

19ホーム

本学独自のプロジェクトとして継続
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“地域の教育力を活用した新しい学び”
「ソーシャル・スキルズ演習」を

16ホーム
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「リーダーシップ実践演習」へ
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ホーム
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＜2011年＞
n=121

7᭶
ダブルホーム活動振り返り

初対面の人に，自己紹介
が上手にできる

*P<0.05

2012年度

他学部の学生との交流

.351**

地方に行く機会もなかなかないのでいろんな人とたくさん
話す中で、どういう態度なら相手に楽しんでもらえるか考
えるようになった。リーダーシップを発揮する場なので自
分がやったことがないことに取り組めることができ、失敗
をする中で自身の成長を感じられる（2年・女） 。

ダブルホーム活動による

他のサークルなどと違って教職員と関わりながらミーティ
ングや活動報告書などを作るため、手抜きをせずしっかり
と取り組もうとする姿勢が集団行動の協調性や課題解決力
につながっていると思う。 （3年・男）。

3

地域住民との交流

3

学生の成長をみるうれしさ

＜教員

Q自分がダブルホームに参加して

Qダブルホームの課題は

よかったと思うことは？

なんでしょうか？

教職員の欠席
学生と接する機会

4

専門研究にいかす視点

学生との人間的つきあい

ᩍ⫋ဨ䜈䛾ຠᯝ䠄㻞㻜㻝㻟ᖺᗘ䝠䜰䝸䞁䜾䠅

6

学生支援の意識向上

3
2

4

地域の社会的価値の発見

学生の相談にのれる

n=13＞

※発話で出てきたテーマを人数でカウント

＜職員

n=10＞

6

学生の自覚欠如

䠄ே䠅

6

学生の欠席

5

学生対応の在り方が不明確

3
2

7

DHの意義や目標共有が必要

10

地域活動の楽しさ

学生の成長をみるうれしさ

***p<.001, **p<.01

ホームのメンバー（教職員を含む）と地域活動の事柄にと
らわれず様々な話題を話し合うことで人々の多様性を受容
することの大切さを学ぶことが出来ました。多様な考え
方・価値観に触れられたことが非常に有意義でした
（1年・男）。

ᩍ⫋ဨ䜈䛾ຠᯝ䠄㻞㻜㻝㻟ᖺᗘ䝠䜰䝸䞁䜾䠅
䠄ே䠅

**

社会的スキル向上意識レベルの平均値（4件法）
（毎年度末に実施する学生アンケートより）

学生調査における変数関連図（n=151）

7

**
■1年生 ■2年生 ■3年生 ■4年生

数値はベータ（標準化回帰係数）

地域の社会的価値の発見

**
***

企画を自主的に立てる
ことができる

社会的スキル
向上意識

** P<0.01

***

レポートや報告が
上手にできる

最終レポート

先輩との懇談

άື‶㊊ᗘ
.198*

***

自ら進んでグループを
まとめることができる

⮬⏤グ㏙䜘䜚䠄㻞㻜㻝㻟Ꮫ⏕䜰䞁䜿䞊䝖䜘䜚䠅

.421**

άື䝺䝧䝹

**

何か失敗したとき，すぐ
に謝ることができる

プレゼンテーション

プレゼンテーション

実習レポート
お礼状

プレゼンテーション
地域の方との懇談

ホーム活動開始

プレゼンテーション

先輩との懇談

グループワーク
振り返りシート

.264**

＜2013年＞
n=127
**

他人が話しているところ䛻
に気軽に参加できる

Ꮫ⏕ಶே䛾ᡂ㛗䝰䝕䝹

Ꮫᖺ

＜2012年＞
n=151

知らない人とでもすぐ
に会話を始められる

授業振り返り

報告会

報告会準備

実習振り返り

地域実習

事前調査

6᭶

・質問準備
・目標設定
・過疎地域理解
・郷土を語る

目標設定とホーム選び

ダブルホーム活動の理解
（先輩からの紹介と懇談）

生活マナーや
活動の心構え

受講者決定

地域の見方

5᭶

地域実習チーム形成

4᭶

交流による学生
理解の深化

2 学生支援への貢

4

情報共有

2

貢献に対する大学理解

2

教職員の選出の改善

献意識の醸成

時間調整困難

2
1

※発話で出てきたテーマを人数でカウント
（n=23)

地域への関心の
高まり

ᆅᇦ䛛䜙䛾ホ౯䠄㻞㻜㻝㻠ᖺᗘ䝅䞁䝫䝆䜴䝮ཧຍ⪅䠅－ 64 －

Q．ダブルホームの大学生が地域の活動に参加することについ
てどのように感じていらっしゃいますか。 （回答者28名／39名）

4

地域との関係づくり

ᆅᇦ䛛䜙䛾ホ౯䠄㻞㻜㻝㻠ᖺᗘ䝅䞁䝫䝆䜴䝮ཧຍ⪅䠅

Q．あなたの地域の活動に参加しているダブルホームの大学生に

学生との人間的つきあい

＜教員

2

学生の相談にのれる

＜職員

n=13＞

2 学生支援への貢

n=10＞

教職員の選出の改善

献意識の醸成

時間調整困難

※発話で出てきたテーマを人数でカウント
（n=23)

地域への関心の
高まり

※発話で出てきたテーマを人数でカウント

ᆅᇦ䛛䜙䛾ホ౯
《PPT
スライド》 䠄㻞㻜㻝㻠ᖺᗘ䝅䞁䝫䝆䜴䝮ཧຍ⪅䠅
4頁

Q．ダブルホームの大学生が地域の活動に参加することについ
てどのように感じていらっしゃいますか。 （回答者28名／39名）

2
1

ᆅᇦ䛛䜙䛾ホ౯䠄㻞㻜㻝㻠ᖺᗘ䝅䞁䝫䝆䜴䝮ཧຍ⪅䠅
Q．あなたの地域の活動に参加しているダブルホームの大学生に
ついてどのように感じていらっしゃいますか。 （回答者28名／39名）

大学生との交流は自分自身のよい経験になる
私は大学生たちとの交流が楽しみだ

学生たちは社会のルールやマナー、約束を良く守っている

交流をとおして自分の地域の魅力を再発見することがある

学生たちは自分たちに積極的に話しかけてくれる

自分自身の視野が広がったと感じることがある

学生たちは地域の人たちの話を良く聴いてくれる

大学生と交流することで生きがいを感じることがある

学生たちは計画的に活動の準備をしている

交流をとおして自分の地域の問題点に気づくことがある
自分が地域のために何かしようという意欲がわく

学生たちは目的を持って地域の活動に取り組んでいる

地域の子どもたちにとってよい経験になっている

学生たちは意見の違いや立場の違いを良く理解してくれる

地域の高齢者にとって学生との交流が励みになっている

学生たちは私たちへ報告や連絡を密にしてくれる

複数の住民グループや組織が協力するようになった

学生たちは地域の魅力や課題をみつけて教えてくれる

交流によって地域が活気づき、以前よりも明るくなった

学生たちは地域のために新しい提案をしてくれる

地域の住民同士の交流が以前よりも活発になったと感じる
大変当てはまる

当てはまる

あまり当てはまらない

当てはまらない

大変当てはまる

未記入

当てはまる

あまり当てはまらない

当てはまらない

䜎䛸䜑
ᡂᯝ

・活動度の高い学生は、活動満足度やダブルホーム
による社会的スキル向上意識が高い

ᚋ䛻ྥ䛡䛶

・教職員や地域からは肯定的な評価を得ている

・学生、教職員、地域間のつながり強化

ㄢ㢟

・貢献と成長のための目標設定と共有

・多様な参加意識の構成員による組織を
マネジメントすることが必要である

・学生の主体性と企画力の養成
そのための支援体制づくり

・一人ひとりのモチベーションや責任感を
高めていくことが求められている
・地域からは新しい提案を求められている

－ 65 －

未記入

(3) 長谷川 順子 課長 附属図書館（学術情報部学術情報サービス課）
「図書館機能を活用した教育・学習支援」
平成 25 年 4 月、新潟大学中央図書館は、リニューアルオープンした。ラーニング・コモ
ンズ機能、アーカイブ機能、インフォメーションラウンジ機能を備え、開放的で明るい学
習空間を整備した。リニューアル後の入館者数は、工事前と比較して２倍増加し、学習環
境の整備の観点で図書館機能の強化を果たしている。
これらの機能や施設を活用した教育・学習支援に係わる利活用は、平成 24 年度から 3 年
にわたって図書館に関するテーマで全学 FD を開催して、図書館から事例報告をしている。
平成 24 年度は、
「能動的な学習を支援するラーニング・コモンズ～新図書館を拠点とし
て～」をテーマにして、増改修後の図書館の機能や施設の使い方について提案した。情報
リテラシー教育に関する人的支援、学生自身の学習経験を活かしたラーニングアドバイザ
ーの配置、外国語学習支援スペース FL－SACL の開設、学生の共同的・自主的な学習を支
援する機能や施設利用を提案した。
平成 25 年度は、
「アクティブ・ラーニングを支援する新図書館の可能性」をテーマにし
て、前年度に提案したラーニング・コモンズの活用について、授業での活用や教育組織等
と連携した FL-SALC の活動について事例報告をした。
なお、FL-SALC の整備については、
文部科学省 HP で「平成 25 年度大学図書館の先進的な取り組みの実践例」として紹介され
た。
平成 26 年度は、
「ラーニングアドバイザーを活用した学修支援の可能性」をテーマにし
て、金沢大学の久保田先生から直接的な授業支援やライティング支援に関わる金沢大学附
属図書館の学習支援の取り組みについて基調講演があった。また、本学から図書館職員に
よる授業支援や大学院生のラーングアドバイザーから学習サポートの現状について事例報
告をした。
このような図書館の学習支援への取り組みは、関係教員と図書館職員との連携協力によ
って実現したが、今後は、組織的な取り組みが必要である。図書館と教育・学生支援機構
は、学生の主体的学修を支援するために、教育組織と連携して授業に密着した関連事業を
実施するとともにラーニング・コモンズを質的に整備拡充することを具体化するために「附
属図書館，教育・学生支援機構連絡協議会」
（平成 27 年 2 月）を設置した。

－ 66 －

《PPT
スライド》 3 頁
図書館機能を活用した
教育・学習支援

１．図書館に関するテーマで全学FDを開催

140,000



平成24年度
能動的な学習を支援するラーニング・
コモンズ～新図書館を拠点として～



平成25年度
アクティブ・ラーニングを支援する
新図書館の可能性



平成26年度
ラーニングアドバイザーを
活用した学習支援の可能性

120,000

入館者2倍！
100,000
H26
リニューアル2年目

80,000

H23年度
工事前

60,000
40,000
20,000
0
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

平成26年度「学習教育研究フォーラム」（平成27年3月10日）
パネルディスカッション『学生の主体的な学修を支援する』
新潟大学附属図書館（学術情報部学術情報サービス課）長谷川

順子
Ｈ26会場風景 ライブラリーホール
2

1

平成２４年度
能動的な学習を支援するラーニング・
コモンズ ～新図書館を拠点として～

新しい図書館の機能
■ラーニング・コモンズ機能
 学生の共同的・自立的な学習のための快適かつ
機能的な環境を提供し，ネットワークを活用し
た情報の収集・加工・発信のための施設や人的
支援を提供する
■アーカイブ機能
 新潟大学が収集した学術資料を整理・保管して
共同利用に供したり，学内で生産される学術情
報の電子化して蓄積し，発信する
■インフォメーションラウンジ機能
 学外の人が立ち寄ることのできるラウンジ的機
能を備え，受験生，地域住民．卒業生，学生・
教職員が気軽に交流できる場所を提供する

増改修後の図書館
機能や施設の使い
方について提案

3

平成２５年度
アクティブ・ラーニングを支援する
新図書館の可能性

図書館施設の利用について


情報リテラシー教育に関する人的支援



学生の共同的・自立学習を支援
学生による知的交流活動
学生自身の学習経験をいかしたラーニングアドバイザー
授業外の自主学習
課題解決のためのグループ学習を支援
語学学習と国際交流支援：ＦＬ－ＳＡＬＣの開設
ＦＤに関わる活動（研修会）を支援
貴重資料を利用した授業の場を提供
インフォメーションラウンジの活用
ライブラリーホルーで学会やシンポジウムを開催
ラウンジを利用した研究成果のポスター展
カフェなど長時間滞在型のアメニティ環境

情報検索ガイダンスを実施








4

ラーニング・コモンズ
の活用について
事例報告

5

－ 67 －

6

《PPT
スライド》 3 頁
例１
情報リテラシー教育と授業連携

図書館ガイダンスの成果

■授業連携の目的
 学習空間としてのラーニング・コモンズの存在と機能
を利用者に印象づける。

成果①：レポートでの利用文献の変化

■ラーニング・コモンズの利活用
教員の潜在的要求（グループ学習・課題解決型授業・
図書館を活用した授業・
オープンな授業）に新しい
学習空間を提供する。



成果②：図書館の利用頻度の増加

■授業利用(H25) 73回 2,349人

多くの学生が図書館を利用（テーマ発見の自習）

ワーキングエリア 4回
423人
ＩＣＴ講義室
43回 1,232人
プレゼンエリア
24回
631人
インフォメーションラウンジ
2回
59人





経済学部 「スタディ・スキルズ」

(Foreign Language Self-Access Learning Center)



英語・初修外国語学習関連図書・教材
英語学習アドバイザーによる個別カウンセリグ、
ミニ・ワークショップ
教員による自由参加型のテーマ別グループ学習



留学生チューターとの外国語での自由会話チャット



利用者のガイド役FL-SALCアシスタント



8

英語学習アドバイザーによる個別
カウンセリング<利用者の声>

例２ ＦＬ-ＳＡＬＣ開設


第32回全学FD(2014.1.31)中東雅樹先生のプレゼン資料より引用

7








9

どうやって勉強しようか悩んでいたので、大変参考
になりました。学習に行き詰ったらまた利用したい
です。
理系で英語に興味を持っている人は少ないので、こ
ういった機会は貴重で、モーチベーションが上がり
ました。
英語の苦手な分野や試験への対策を丁寧に教えてい
ただけました。すごく相談しやすい雰囲気でした。
定期的に学習状況をチェック
してくださるとのこと、
とてもありがたいです。

第32回全学FD(2014.1.31)ハドリー浩美先生のプレゼン資料より引用

10

平成26年度
ラーニングアドバイザーを活用した
学習支援の可能性

ラーニング・コモンズを活用した
外国語学習支援スペース
（ＦＬ－ＳＡＬＣ）の整備
教育組織等と連携した学修・教育支援の取り組み


文部科学省HPで
「平成25年度
大学図書館の先進的な
取り組みの実践例」
として紹介された



http://www.mext.go.jp/a_menu/kaihatu/jouhou/1341375.htm

直接的な授業支援
やライティング支
援に関わる報告と
意見交換

11

－ 68 －

12

基調講演：
金沢大学附属図書館における
《PPT スライド》
3頁
学習支援の取り組み
金沢大学 大学教育開発･支援センター

ラーニングアドバイザーの活用

久保田進一先生

・授業のある期間 13：00～16：00
・教員推薦の大学院生を選考
・学習経験や専門分野，得意分野を
いかして，下級生の学習サポート
・履修登録相談，情報検索，PC操作，
学習相談
・経費は学生スタッフ制度を利用
・授業に密着したライティング支援を
検討

350

ビブリオバトルの開催（前期3回・後期3回）
学生に本に触れる機会・プレゼ能力・議論する力
 学生支援相談所の開設（火曜日16：00-18：00）
講義ノートの取り方・講義の聞き方
論文の探し方･レポートの書き方
 ＬＡ(ラーニングアドバイザー)の導入
教員がLAを授業の予習復習の支援やレポート
添削支援として活用
ミニレクチャー・ライティング・レポート添削
16科目のべ3,176人を支援 (Ｈ26.4～12実績)


300

250

200

150

100

50

0
PC操作

利用案内

履修相談

学習相談

情報検索

平成26年度相談内容
13

14

図書館を活用した授業の実践 例

図書館職員による授業支援
図書館を活用した授業を、教員の要望や授業の目的に
あわせて、職員が支援する
学生の学習成果を発
表したいのですが…

プレゼンエリアを
使って発表してみて
はいかがですか？
人文学部 「歴史文化学B」

教養科目 「わが学問・教育」

平成26年4月～
平成27年2月の実績

◆授業利用106回
およそ2,880人
1
5

キャリアセンター 「社会とキャリア選択Ａ」

教養科目「基礎英語」

16

「附属図書館，教育・学生支援
機構連絡協議会」の設置(H27.2)

図書館の目標
学生の主体的学修を促進するため
教育組織と連携して授業に密着した
関連事業を実施するとともにラーニング
コモンズを質的に整備拡充する。

図書館機能の利活用を通して,学生の主体的学修を支援する





学生協働
「レポートの書き方」を作成




授業支援
ラーニングアドバイザーを活用
学習支援
シラバス掲載図書の電子書籍導入

(1)主体的学習に資する具体的な方策の企画，
実施及び評価に関すること
(2)図書館が有する教育学習機能や施設・設備を
利用した授業等の実施に関すること
(3)FL-SALCの機能強化に関すること
(4)図書館機能を活用した修学支援を必要とする
学生等の学内ワークスタディに関すること
(5)主体的学修をテーマとしてFD･SDに関すること
(6)主体的学修に対する他大学の
取組み状況等情報収集及び
共有に関すること

おわり
17

－ 69 －
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(4) 加藤 かおり 准教授 教育・学生支援機構（大学教育機能開発センター）
「新大キャンパスミーティングにみる学修支援の課題と展望」
新大キャンパスミーティングとは
◆従来、「学生との対話集会」として教養教育の
新大キャンパスミーティングとは
課題を中心に教職員と学生が意見交換。
◆平成23年度より、より建設的に「よりよい大学
◆従来、「学生との対話集会」として教養教育の
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生活や教育」、「自律と創生」の実現に向けて、
課題を中心に教職員と学生が意見交換。
◆以後、１２月中旬、５限に、総合教育研究棟で
学生と教職員とが共に課題やその改善の
◆平成23年度より、より建設的に「よりよい大学
開催。８０名程度の参加者。
ための提案を検討する機会として再構成。
生活や教育」、「自律と創生」の実現に向けて、
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学生と教職員とが共に課題やその改善の
開催。８０名程度の参加者。
ための提案を検討する機会として再構成。
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「主体的な学生を育てる」
大学
「大学を卒業した時に誇りを持てる大学へ」
（平成23年度）
学生の大学教育観（彼らの期待）
「この大学へ来て本当によかったと思える大学へ」
「主体的な学生を育てる」
大学
「大学は自主性を育み、各々が自分の将来に
「大学を卒業した時に誇りを持てる大学へ」
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ついて考え必要な経験を積む場
」
「この大学へ来て本当によかったと思える大学へ」
「主体的な学生を育てる」
大学
（平成24年度）
「大学は自主性を育み、各々が自分の将来に
「大学を卒業した時に誇りを持てる大学へ」
「教育とは時代と共に変わり、その時代の社会の
ついて考え必要な経験を積む場 」
「この大学へ来て本当によかったと思える大学へ」
ニーズにあった社会人を育成することも大学の義務
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「大学は自主性を育み、各々が自分の将来に
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新大の魅力は「施設、授業、活動、人間関係—
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」
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「新大に愛着を感じている、親身な先生が多い、
（平成26年度）
環境もあると感じている学生がいる。
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」
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は思っている学生。
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（平成23年度）
大学内で自律と創生を実感できる学生が少ない。
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学生意見をつなげると・・・
何かが見つかるのではと期待する反面、
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学生プレゼンに対する教員の反応
ー某学部FDにてー
学生プレゼンに対する教員の反応
最もな意見だとする反応もある一方・・・
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（私たちはそうしてきた・・・）
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このような過去の成功体験にもとづく「学習観」は、
（私たちはそうしてきた・・・）
・学修（勉強）は、わいわいグループですること
決して一部ではなく、堅固に残っている。
ではなく、自分で（一人で）努力すること。
このような過去の成功体験にもとづく「学習観」は、
（私たちはそうしてきた・・・）
決して一部ではなく、堅固に残っている。
このような過去の成功体験にもとづく「学習観」は、
決して一部ではなく、堅固に残っている。

課題

展望

◆「学習者中心」の教育について、
課題
当事者である学生、教職員ともにさらに、
◆「学習者中心」の教育について、
理解を深める必要がありそう・・・
課題
当事者である学生、教職員ともにさらに、
◆「学習者中心」の教育について、
理解を深める必要がありそう・・・
学生：学習活動のオーナーは自分であり、
当事者である学生、教職員ともにさらに、
自分から働きかけなければ成果はな
い。
理解を深める必要がありそう・・・
学生：学習活動のオーナーは自分であり、
教職員：学生を自立的なアクティブラーナーに
自分から働きかけなければ成果はな
い。
することが大学教育の今日的使命。
学生：学習活動のオーナーは自分であり、
教職員：学生を自立的なアクティブラーナーに
自分から働きかけなければ成果はな
い。
することが大学教育の今日的使命。
教職員：学生を自立的なアクティブラーナーに
することが大学教育の今日的使命。

◆学生だけでなく、教員の「学習観」「教育観」の
展望
さらなる変容を促す仕組み、取り組み
◆学生だけでなく、教員の「学習観」「教育観」の
◆学生のプレゼンにもあったように・・・
展望
さらなる変容を促す仕組み、取り組み
本学の教育理念、教育活動の原則に
◆学生だけでなく、教員の「学習観」「教育観」の
◆学生のプレゼンにもあったように・・・
もう一度立ちもどり、
さらなる変容を促す仕組み、取り組み
本学の教育理念、教育活動の原則に
学生、教職員ともに其々ができることを
◆学生のプレゼンにもあったように・・・
もう一度立ちもどり、
振り返って再考する「地道」な取り組み、
本学の教育理念、教育活動の原則に
学生、教職員ともに其々ができることを
その支援を行う。
もう一度立ちもどり、
振り返って再考する「地道」な取り組み、
学生、教職員ともに其々ができることを
その支援を行う。
振り返って再考する「地道」な取り組み、
その支援を行う。
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教育および学修の支援の試み
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①大学の教育理念「自律と創生」

本学の学修活動、教育活動の原則

②「基本的教育力の基準枠組み」
①大学の教育理念「自律と創生」
本学の学修活動、教育活動の原則
「新潟大学の教員が、
②「基本的教育力の基準枠組み」
本学の教育理念「自律と創生」を実現すること、
①大学の教育理念「自律と創生」
「新潟大学の教員が、
学問を愛し、学ぶ喜びを
②「基本的教育力の基準枠組み」
本学の教育理念「自律と創生」を実現すること、
学生や他の教職員と分かち合う コミュニティを
「新潟大学の教員が、
学問を愛し、学ぶ喜びを
構築することを目指し、
本学の教育理念「自律と創生」を実現すること、
学生や他の教職員と分かち合う コミュニティを
教育実践を行うための目安」
学問を愛し、学ぶ喜びを
構築することを目指し、
学生や他の教職員と分かち合う コミュニティを
教育実践を行うための目安」
構築することを目指し、
教育実践を行うための目安」

学生の学修内容

大教センターとして・・・
支援方法

教育および学修の支援の試み
◆アカデミックマインド
１．教育力向上の支援
・新任教員研修などFD

・アクティブラーナーの学習観
大教センターとして・・・
学生の学修内容
支援方法
・学術的アプローチの重視
教育および学修の支援の試み
２．教育プログラム支援
◆アカデミックマインド
１．教育力向上の支援
◆アカデミックリテラシー
・新任教員研修などFD
・学科単位の大学学習法改善
・アクティブラーナーの学習観
・文献等、学術情報検索
学生の学修内容
支援方法
の支援など
・学術的アプローチの重視
・アンチ剽窃の認識
２．教育プログラム支援
◆アカデミックマインド
１．教育力向上の支援
◆アカデミックリテラシー
・連絡作法（特にメール連絡）
3．学修支援
・新任教員研修などFD
・学科単位の大学学習法改善
・アクティブラーナーの学習観
・文献等、学術情報検索
◆アカデミックスキル
の支援など
・個性化科目での実践
・学術的アプローチの重視
・アンチ剽窃の認識
・学術レポート作成スキル
２．教育プログラム支援
・有志学生との
◆アカデミックリテラシー
・連絡作法（特にメール連絡）
（文系理系とも）
3．学修支援
学修リーフレット作成（予定）
・学科単位の大学学習法改善
・文献等、学術情報検索
◆アカデミックスキル
・学術プレゼンテーションスキル
→図書館との協同
の支援など
・個性化科目での実践
・アンチ剽窃の認識
・学術レポート作成スキル
・有志学生との
・連絡作法（特にメール連絡）
（文系理系とも）
3．学修支援
学修リーフレット作成（予定）
◆アカデミックスキル
・学術プレゼンテーションスキル
→図書館との協同
・個性化科目での実践
・学術レポート作成スキル
・有志学生との
（文系理系とも）
学修リーフレット作成（予定）
・学術プレゼンテーションスキル
→図書館との協同
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３）参加の感想
教育・学生支援機構（学生支援センター） 櫻井 典子
ダブルホーム制は、今回のフォーラムテーマである「学生の主体的な学修を支援する」
場そのものである。300 人を超す学生たちが、人間関係の構築力、コミュニケーション力、
課題解決力などの向上を目指し、それを 70 人超の教職員が支援するというプログラムであ
る。しかし、正課外活動という拘束力のない状況で学生の学びに対する意識は様々であり、
「学生の主体的な学修を支援したい」という志はあっても具体的方策については手探りに
なっていることも少なくない。
今回、レッスンスタディ、ラーニング・コモンズ、キャンパスミーティングの取り組み
から、いくつかのヒントを得ることができた。例えば、担当教職員で学生の主体的学びを
支援する方策を検討する場、学生同士がダブルホームでの学びについて真剣に話し合う場、
学生と教職員の双方が活動の在り方について話し合う場を設ける等が考えられる。ダブル
ホームの活動拠点である総合教育研究棟 B454 と 452 はミニラーニング・コモンズとも位
置付けられ、本家に学び、活用させていただきながらその学習支援環境を整えていきたい
と感じた 1 日であった。

附属図書館（学術情報部学術情報サービス課） 長谷川 順子
学生の主体的な学修支援に係わる積極的な取り組みをしている好事例として、図書館の
活動を取り上げていただき、パネラーとして「図書館機能を活用した教育・学習支援」を
テーマにして情報提供した。増改修工事前後 3 年間の図書館の新しい取り組みである授業
支援、学習支援に係わる活動の総括として事例報告する好機となった。
3 名のパネラーから、インタラクティブな（相互作用型）教授法を検討、実践を通してデ
ィスカッションする「レッスンスタディ」
、地域の教育力をいかした学びの場としての「ダ
ブルホーム」
、大学生活や教育に係わる課題やその改善について検討する「新大キャンパス
ミーティング」について報告があった。
「レッスンスタディ」の会議の場として、
「ダブル
ホーム」のパネル展示の会場として、
「新大キャンパスミーティング」に臨む学生の事前勉
強会の場として、それぞれの活動が図書館の施設や設備等を活用して行われており、改め
て、図書館が新しい教育法や学生の活動、主体的な学習支援に資する機能を備えているこ
とを実感した。

教育・学生支援機構副機構長 鳴海 敬倫
学生の主体的学修の支援に関するパネルディスカッションで，様々な観点からの教育改
善に繋がるご講演を拝聴させていただき，たいへん有意義な内容でした。教員側の関わり
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方や学生の気質の変化に対する支援の仕方の工夫など，常に意識を持って臨まなければな
らないと，考える良い機会だったと思います。新潟大学全体でも，能動的学修を拡充して，
学修の質を変えていく点は，共有して，進めるべき事項と思います。今後とも，情報の共
有化を進め，このような議論の場を増やしていくことが必要と考えております。
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あとがき
平成 26 年度大学教育機能開発センターのＦＤ事業は、
「学生の主体的な学修を支援する」とい
うシリーズ名を冠して三回実施されました。第一回は学修をふりかえる評価法や手段（キャリア教
、第二回は授業外の学習支援としてのラーニングアドバイザーの活用（大教セン
育 FD・PBL 研究会）
ター・図書館共催）を取り上げ、最後に本号収録のパネルディスカッションで「教育改善の展開に

必要なサポートとは」をテーマとして組織的な学習支援のあり方について論議しています。
「学生の主体的な学修」は中教審答申（平成 24 年）に用いられたキーワードです。これは予測
困難な現代を生き抜く有能な能力の基盤となるもので、その確立が学士課程教育の｢喫緊の課題で
ある質的転換｣につながると勧告されました。始点となる重要課題は、諸外国と比べて著しく短い
学生の学修時間であり、
「学士課程教育における基本的な学修時間の確保」が国際的通用性のある
大学づくりの要とまで言われています。このための方策として、学生の興味を引き出して事前の
準備や事後の展開など学修時間の増加につなげる「能動的学習の授業への導入」が強調され、さ
らなる諸方策（教育課程の体系化、組織的な教育の実施、シラバスの充実、全学的な教学マネジメントの改善）
につなげることで学士課程教育の質的転換への好循環を生み、国際的に重視される質保証が可能
になっていくことが求められました。
新大生の場合、自習時間を確保しているのは約半数で、
「30 分未満」
「ほとんどしない」の学生
は約 10％に減少しているものの、１時間未満の学生もまだ多い状況で、
「引き続き教育内容や方
法を見直し、学生の学習に対する動機づけを高める工夫が求められる」と指摘されています（平
。
成 26 年度学生生活実態調査）
能動的学習の導入と学修時間への留意は、本号に収録された学長教育賞受賞者の講演やフォー
ラムでの報告にみることができます。大木教授は、学習効果を高めるための授業システムを構築
し、授業後も多様な学生の学習動機を高めるためにきめ細かな対応をし、干野准教授は、ペア学
習や興味を引く教材などによって効果的な学修をさせています。授業改善プロジェクト報告会で
は、①事後の学習の効率化を図る Niigata StAgE プロジェクト、②病理学実習と事後学習を効率化す
るバーチャルスライド（VS）システムの開発、③添削アルバイトと養成講習を通して上級生の文
章作成力の向上を図る取り組み、④「自発的予習・積極的な授業参加・授業内容の復習」を学生
たちに促す Flip Teaching システムの構築、⑤事前の反転学習と新しい評価法の導入による大規
模講義の活性化が今後の課題とともに説明されました。
本学では、パネルディスカッションでの論議で認められたように、中教審が答申した学士課程
教育の質的転換が個別的努力にとどまりがちで、組織的な取り組みの強化が求められる段階に滞
まっています。学修支援を充実させる上で重要な新任研修は今なお学内で十分に認知されず、今
回学習教育研究フォーラムに新任研修修了証授与式が加えられたのはそのためでした。
「学生の主体的な学修」を確立するには、
「学修時間の確保」が始点となるのでしょうか。それ
以上に、
「自分の学び」ではなく単位取得を重視する学生文化と、それにギャップを感じ「学習者
中心の教育への質的転換」に二の足を踏む教員文化という問題に踏み込むことが重要ではないか
と思われます。そのモデルとして、ドイツの取り組みは注目に値します（U. Trapp2015）
。日本が戦
前にモデルとしたドイツの大学では、欧州高等教育圏構想（ボローニャ・プロセス）のもとで単位制
度が導入され、単位取得重視の学生と教育内容重視の教員の間のギャップが問題になっています。
その対策として自己調整学習力を育てる初年次教育プログラムが開発されつつあり、参考になる
のではないかと思います。
津田純子(大学教育機能開発センター)
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