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（３）研修グループ 

 

【要約】 

 

研修グループでは、大きく二つの内容を軸に活動を行った。一つは、本年度、新たに全

学を挙げて取り組んでいるアクティブ・ラーニングについてである。年に 2 回行われる全

体会議において、外部講師を招いて半日の研修会を行った。二つは、昨年度から本学の課

題として挙げられている ICT 教育及びその環境の充実に向けた取組である。これについて

は、今年度は 4 回ミニ研修会の形で行ったが、後述の通り、学生の主体的な学習が前提と

なるアクティブ・ラーニングについても関連している。 

 

１）はじめに 

上記で述べたアクティブ・ラーニングと ICT 活用について、本年度の FD 委員会研修グ

ループが取り組んできた「アクティブ・ラーニングに関する全体研修会と各教員の取り組

み」と「研修グループメンバーによる CoLS ミニ FD 研修会」の 2 つからまとめる。 

 

２）アクティブ・ラーニングに関する全体研修会と各教員の取り組み 

本学の大学全体としての企画である 3 月末と 9 月末に行われる全体会議において、外部

講師（アクティブ･ラーニング社代表羽根拓也）を招いて「アクティブ・ラーニング」に関

する研修会を行った。まず、2012 年 3 月 28 日の第 1 回アクティブ･ラーニング研修会の

テーマは、「変わる大学･企業の人材育成／能動性を喚起する教育手法とは？」というアク

ティブ・ラーニングについてであったが、激変する社会に通用する学習方法ということで、

ICT 活用に関するものも取り上げられていた。次に示したものは、本研修における振り返

りだが、特にアクティブ・ラーニングの手法の 1 つであるグループワークを自身の授業で

取り上げたい・能動的創造的な授業の工夫をしたいなどの意見がみられた（表 3 参照）。 

 

表 3．3 月末に実施されたアクティブ・ラーニング研修会の振り返り（原文のまま掲載） 

・学生の定着に必要な守破離やアウトプットの大切さを知ることができて、非常に勉強にな
った。また今後の教育界で、もっともっと私たちから変えて、日本の教育レベルを上げて
いきたいと強く思った。  

・ライトを普段の授業内で取り入れたい。  
・ライトはすぐ使えるし、4 人グループで話させた後に当てることができるので試したい。
・クイックライトを入れる(レビューライトは実施済み) 。  
・少しずつ自分のできるところから取り入れたい。特にライトの技法は学生の印象に残りや

すいのでよいと思った。  
・対話を用いた授業運営に生かしていきたい。  
・ゼミでのディスカッションの充実に。講義型授業の中での定着に（重要事項）。  
・大教室でどのように AL を実施するか悩んでいる。  



34 
 

・小グループで意見交換させる方法。これ GOOD！
・物音がなるのは教師の授業力と言うお話も胸にグサッときた。  
・「静かさのレベル」は使用してみたいと思う。ライトも取り入れたいと思う。  
・授業をする時のルール(話す側聞く側）の徹底をしたいなと思った。  
・おしゃべりしている学生を注意していたが、もっと真剣に、言い方も工夫しながら学生と

向き合っていこうと思った。  
・認知科学との接点が多く面白かった。  
・集中力を高めるコツを学べた。  
・授業で学んだ内容を繰り返し他者に教えることをさせてみたい。  
・インに集中してしまい、アウトができていないことを実感する機会となった。  
・開脳という考え方が面白かった。  
・身近な問い掛けから本質的な問題になるような参加型の授業を構築してみたい。  
・「教師が話すほど学生の脳は休んでいる」はなるほどと思った。  
・能動的な教育をし、学生の開脳を促したい。  
・説明させることは多いが、創造的な問いを与える機会が少ないと反省した。心がけたい。
・自分で考えていく力を育む授業を目指したい。  
・TED を授業内で活用していきたい。 

 

また、この研修をふまえて平成 24 年度春学期授業開講時に実際にどの程度アクティブ・

ラーニングに取り組んでいるかについて以下のアンケートを実施した。 

 

表 4．アクティブ・ラーニングの実施状況に関するアンケート 

① 今年度に入って、AL を意識した授業の改善･工夫に取り組まれましたか。  
はい  いいえ  

② 上の①で「はい」と答えられた方は、どのような授業改善･工夫をされましたか  
（具体的に）。  

③ 上の②の結果、学生の表れはどうでしたか。  
④ 上の①で「いいえ」と答えられた方は、その理由をお書きください。  
⑤ 次回 9 月の AL 研修会では、どのような内容を望まれますか。  

 

この結果、教職員の 87.0％がアクティブ・ラーニングに取り組んでいた。また、実際に

出された意見としては、現在 AL に取り組んでいない教職員も取り組む意思はあるという

こと、AL に取り組んでみて講義内容や受講者人数などによるさまざまな課題が報告され

たこと、AL に関して教職員が十分に理解できでいない可能性があること、「双原因性感覚」

（教員と学生が授業の展開に関してお互いに原因を共有していること）への気づきがあっ

たなど示された（詳細は、表 5 を参照）。 

これらのことにより、今後本学でアクティブ・ラーニングを考えるときに、「大学全体

でどのような講義像を目指すのか」「アクティブ･ラーニングはどのような講義において有

効なのか」などより深く考えていく必要があるように思われる。 
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表 5． 「AL についての実施状況・研修についての要望」 
 
① 今年度に入って、AL を意識した授業の改善･工夫に取り組まれましたか。  

はい（回答 ４０／４６名 ８７．０％）  
 

② ①で「はい」と答えられた方は、どのような授業改善･工夫をされましたか（具体的に）。  
・対話ワークを取り入れて、学生の頭を働かせるようその他工夫を考え始めた。  
・第一回目の授業で、授業のルールを周知し、遵守することを徹底した。また、「この授業では正解が複数ありう

るので、間違いを恐れずに発言してほしい」と呼びかけ、学生が何か発言した場合は拍手することとした。授業

を 2-3 部構成にしたうえで、二人一組にし、各部の初めの方で「自分の考えを述べるタイプのライト」、終わり

に「授業のまとめに関するクイックライト」を実施している。時間に余裕がある場合には、1-2 名の学生に前に

来てもらい、発表してもらっている。  
・240 名以上の履修がある講義なので、一般的な AL はかなり難しいと感じます。少しでも双方向な授業となるよ

うに毎回授業のはじめと終わりに「課題」を示し、それに回答してもらっています。授業の開始時には「～につ

いてあなたはどう思うか？」という課題を示し意見や考えを書いてもらい、終了時には授業内容をまとめてもら

っています。さらに、机間巡回を行いながら授業し、時には学生を指名し、こちらの問いに対して回答を求める

などの実践を行っています。学生間の討論などは人数の関係で行っていませんが、授業回数が進むにつれて「課

題」に対して学生間で検討する姿も見え始めています。これが AL といえるかどうかわかりませんが、大講義室

で可能なことは行っているつもりです。  
・対人コミュニケーションスキルは体験型社会的スキルトレーニングなので以前から AL を取り入れた授業展開に

なっていますが、今年はさらに、学生自身が話す時間、話し合う時間を多くとるようにしています。より、教員

の、ファシリテーター＋知識の提供者としての位置づけを強くしました。  
・保育場面の事例をとりあげ、各自その事例を読んだ後、その解釈について近くのメンバーとディスカッション

する時間を設ける。  
・講義の途中で学生に考える時間を設けて発表させ、講義の最後にその日の授業をまとめるレポートを課した。

・学生に、プレゼンテーションの時間やディスカッションの時間、発表する時間を設けた。  
・白板に書きながら説明した内容をその場で消し、２人１組になり、１人が先生役、１人が学生役になり、重要

なキーワードについて説明させました。  
・授業の前後に授業のテーマについて、学生にグループで話し合いをしてもらう。  
・問いを投げかけてそれを学生どうしで討論させ、その結果をシートに書かせたり発表させたりして、さらにそ

こから対立する論点が出ればそれを深めるなどして  いる。  
・授業の最初に，前回授業についての復習時間を取り入れ，その時間で，こちらの出した質問に基づき，前回の

内容について，学生相互に説明し合うようにしました。  
・1 講義内で大体 3 つ程度の内容を話すのですが，1 つの内容について説明した後には，それに関する簡単な質問

を投げかけ，答えられるか考えさせるようにしました。  
・できるだけ、ディスカッションを取り入れ、内容の理解を深めるようにしている。しかし、英語の授業なので、

限界はある。また、授業の最後に今日の文法のまとめを発表させている。  
・プレゼンテーションの授業にて、講義（プリント穴埋め）の内容を隣同士で教えあうなど。方法１：テーマに

基づき個人ワーク→2，3 人のグル―プワーク→発表→解説 方法２：授業の終了時にその授業のポイントを教え

合う 授業の途中で、前半習ったことをチェック  
・ディベートの授業で、人のディベートを聞いて、主張をまとめ、今度は自分の主張としてほかの人に説明する。

・2 人組で授業の内容のポイントを教え合うこと。  
・授業内で 2 回～3 回程度実施した。  
・大事なポイントを話した後に、今何を学んだのか自分の言葉で隣の人に伝えさせました。  
・「プレゼンテーション」：授業のカリキュラムに組み込まれているため、実施できております。  
・「カレッジアンドキャリアスキルズ」：授業のカリキュラム（成功の法則・大学基礎講座）に組み込まれている。

・成功の法則の担当ですので、学生の発言を中心に進めているが、AL を意識して、授業の始めに前回の授業で学

んだことを記述と口頭で、授業の終わりに今回の授業で学んだことを記述でアウトプットする時間を設けた。  
・テーマを設定し、周囲の出席者と話し合わせる。  
・その日の授業の振り返りについて、口頭ではなく記述式で学生にまとめるように指示をおこなった。  
・１．“ライト”を実施。２．また、授業終了時に授業内容の要点をまとめさせるシートを用意。３．アクティブ・

ラーニングの考え方自体について説明。  
・講義で知識を伝える前に、問いを出し自分で予想を立てさせることや、学生同士で議論させる機会を設けるな

どの工夫を講じている。  
・第一回目の授業で、授業のルールを周知し、遵守することを徹底した。また、「この授業では正解が複数ありう

るので、間違いを恐れずに発言してほしい」と呼びかけ、学生が何か発言した場合は拍手することとした。授業

を 2-3 部構成にしたうえで、二人一組にし、各部の初めの方で「自分の考えを述べるタイプのライト」、終わり

に「授業のまとめに関するクイックライト」を実施している。時間に余裕がある場合には、1-2 名の学生に前に

来てもらい、発表してもらっている。  
・２名のペアで本日の講義のサマリーをさせて、それを発表させる。  
・ディスカッション課題を投げかけ、5 人前後のグループで数分間の議論を行ってもらい、発表をする形式としま

した。各グループで課題ごとに発表者を変えて発表をさせ、出来るだけ多くの学生が発表できるよう、課題に工

夫を持たせました。  
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・授業の終了間際、２人組で内容のまとめを行う。  
・授業前に今日の授業の目標立て→授業終了時に振り返り実施。  
・可能な限りすぐに回答せず、アウトプットの機会を設ける。  
・グループディスカッションの実施  
・ＬＩＴＥを取り入れるようにした。  
・授業の初めに前回の授業の要点の確認をする。  
・授業の終わりに現在の授業の要点を発表させる。  
・小刻みに 2 人組で話し合ったり、それを 4 人にしたりして、お互いの意見や考えを出し合うようにした。また、

それをもとに全体の話し合いへと持っていった。  
・授業の開始時に前回の授業で行なった内容を問いかけ、学生に答えさせる。発表者のどこがよかったか、なぜ

よかったかを学生たち自身に考えさせ、答えさせる。  
・アウトプットを心掛け、できるだけ学生の考えを引き出すように、今まで以上に授業内での質問や感想を述べ

る時間をとり、意見交換できる場を設けるように努めています。  
・モチベーション行動科学部の授業において、学生間の議論や発表の場を設けるようにしている。  
・1 年生の保育・教育専攻全員のクラスと、心理専攻全員のクラスの授業を持っていますが、席の近い学生をグル

ープにして、自分自身に思い当たることなどを話す時間を設けています。  
・覚えてほしい内容については、スライドの用語を伏せ字にして、覚えてもらうようにしています。  
・パワーポイントのスライドを準備して、重要なポイントごとにクイックライトを行なわせるようにした。 基

本的に 1 時間内に 3～5 回クイックライトを行なう。 さらに集中力を高めるため、クイックライトの説明内容

を自分でノートに整理してためていけばそのなかからノート持込み可能の期末試験に出題すると宣言している。

・英語の語学の授業で、教員による指示語の内容、和訳、発音、要約などの質問に対して、まず自分ひとりで考

える時間を与え、その後、隣または前後の仲間と答えを出し合う時間を与えます。その間、相互に確認と必要な

修正や助言等を行い、最終的にグループとしての答えを導き出します。（厳密な意味では、３月の全体会で受け

た AL のようにはなりませんが・・・）  
・授業の中ほどと終わりの部分で、授業でのテーマを人でまとめた上で、普段の生活に関連させたものなど少し

発展させたテーマで、小グループで話合ってもらう。  
・授業終了前の 20 分間に本時で学んだ内容に関する問題を出します。A5 版用紙（兼出席カード）に答えを書い

て提出、その答えのいくつかをプリントに載せて、次時に紹介します。それを解説しながらその時間のテーマに

つなげていくというやりかたをとっています。本当は話し合いをさせて意見交換したいところですが、大勢の受

講生（130 名）を動かす自信がありません。授業中は、せいぜい問答をするくらいです。双方向の授業とは言え

ないなあと思いながら過ごしています。  
・授業の最後に，今回の授業を通して考えられる問題を与え，自力で解答を作成してもらっています。現在のと

ころ受講者数も少ないので，提出してもらってコメントしています。  
・しばらくの間、授業のプリントを時間の最後に配って、授業中はスクリーンを見ながら講義に集中するように

したかったのですが、学生から、プリントは先に配ってほしいと何度も言われたので、根負けしました。今は先

に配っています。  
・心理療法Ⅰでは、課題に出す技法用いたロールプレイをした後、技法の使い方を相手に教える課題を追加した。

心理療法Ⅱでは、演習や、学生の発表の時間などを増やした。  
・カレッジアンドキャリアスキルズ A⇒カリキュラム上の「チームビルディング」を、未来祭のクラス出し物を

検討する中で進めました。当日の担当ごとにグループワークをし、委員を中心に担当内でリーダーを決め相談・

問題点を毎回話し合うこと、検討事項を全体の連絡事項の時間で共有し、リーダーが全体の話し合いを進めるよ

うにすることで責任感が出てきたかと思います。授業を通して、人任せではなく、「自分が行動する」という視

点をもつよう声掛けをするよう心がけています。  
・キャリアデザイン⇒カリキュラム上の「職業探検」で各グルー業種についてのプレゼンテーションを行ってい

ます。プレゼンテーションの内容を事前に確認し、発表の方法について「難しい仕組みをいかに分かりやすく説

明するか」を考えさせるようチェックをしています。  
・プレゼンテーション⇒即興のテーマで発表するという機会を多く設けています。隣同士で発表→グループで発

表→クラス全体の前で発表と少しずつ「人前に立つ」ということに慣れられるよう心がけています。  
・従前は資料として配布していたものを、ワークシート形式に改善しました。  
・学んだことをまとめたり、席が近い学生同士で確認したりする時間を、短時間とるようにしました。  
・学生の発言や、実演の時間をとるように心がけています。  
 
①今年度に入って、AL を意識した授業の改善・工夫に取り組まれましたか。  

いいえ（回答 ６／４６名 １３．０％）  
① -ⅰ「いいえ」と答えられた方は、その理由をお書きください。  
・春学期担当科目で，特段 AL をおこなう必要性が感じられなかったため。・もともと演習の多い科目を担当して

いるので、これまで通り AL のような演習のある授業を行っている。（新しく取り入れることはなかった。）  
・既に AL 的な 3.4 年生の演習 .実習であるパソコン室での統計･基礎実験しかこの春学期は担当していないため、

加えようがなかった（ものすごく静かで、わりと集中している）。後期の「集団の心理」では取り入れたい。  
・春学期はゼミ以外の授業がないため。  
・情報機器の利用（インターネットのメリット、デメリットやインターネット犯罪など）に関しては一部 AL を取

り入れたが、実際の操作が始まり、課題をやってもらっているため（取りあえず、教科書に準じた指示内容通り

に課題が出来ることを前提としているため）。  
・コンピュータ操作が苦手で、なかなか改善・工夫にチャレンジすることが出来ないでいるため。  
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③ ①の結果、学生の表れはどうでしたか。  
○学生はプリントに記入しながら学んだことですが、相手に説明することのむずかしさや記憶のあいまいさを実感

しているようでした。しかし中には私が説明したのとほぼ同じように、説明できる学生もおり、そのような学生

の様子を見て他の学生も良い刺激を受けたようでした。  
○自分の意見を仲間に聞いてもらうことで授業に対する意欲が出た。  
○積極的に取り組んでいるようにみえる。  
○前回の内容について相互に説明し合うということに関しては，1 週間でだいぶ忘れていることも多く，学生は苦

戦しています。復習が大切だという認識にはつながるかと思い、続けています。うまく説明できた学生は嬉しそ

うです。  
○90 分集中するのはなかなか大変なようなので，講義の合間に質問を挟むと、集中を取り戻すのに役立つように

思えます。  
○文法や読解の理解度が高まっているようである。  
○集中力が増した。  
○楽しみながら学びを得る様子が見られた。  
○参加度および集中度が確実に上がった気がします。  
○教えることによって自分の理解していなかったポイントが明確になったという声が聞かれた。  
○上記と関連するが AL の後に質問があるか否かをたずねると AL なしの時よりも質問の数が多くなる感じがする。

○学生の聞く姿勢が変わったと思います。次は自分が当たるという意識から、集中力が増したと思います。  
○「発言する・聴く」という行為が入るため、意欲的に取り組んでいるように感じます。  
○まだ結果という点では分かりませんが、学生が「考える」「思い返す」ということをしているという点では、能

動的に取り組むきっかけとなっていると思います。  
○眠りモードが回避されるような効果があると感じられた。  
○現在の学生に対しては、AL を導入した授業しかしていないため、AL の効果については言及することが困難であ

る（比較対象が存在しないため）。ただし、授業への感想では、現在の授業方法に対してポジティブな評価が得

られており、AL により、学生が楽しんで学習に取り組めている可能性は考えられる。  
○他の人の意見を聞くのは楽しいようで、耳を傾けていると思います。  
○講義内容も一方通行で知識を伝えるのではなく、学生たちにも考えてもらうよう工夫を行った成果が授業への積

極的な参加につながったと感じました。  
○取り入れる前よりも、集中している様子がある。  
○授業態度、マナーの悪い学生が減った。  
○発言することで自信を持って授業に臨んでいる様子がある。  
○一方的な講義よりも学生の脳みそが活性化しているのが分かる。また、振り返りの記述を見ると、改めて言葉に

することで自分のはっきりしていなかった部分が明らかになることや、他者の意見から改めて学ぶことが多く、

一方的に聞く講義よりも充実した学びになっているようだ。  
○単発の授業での学びではなく、学んだことの蓄積ができるようになってきた。  
○私の担当している春学期科目のなかには、移行期措置による「再履修者クラス」のため、少人数で行っている科

目があります。その科目では、話し合いの場が充実しているように感じます。再履修者のため、これまで授業参

加が十分でなかった学生もおりますが、その学生も積極的に授業参加し、意見交換に参加しています。しかし、

これは、少人数ですので、どなたがやっても充実した話し合いの場になるのだと思います。  
○学習意欲や説明力などが身についているように思われる。  
○昨年度の同じ授業に比べると、格段に良く聞いています。「話す」に関しては、内容にもよるので、活発な時と

低調な時とがあります。  
○受講者が 10 名ということもあり、単純に AL のみの効果とは言い難いが学生が講義に集中している。「金曜日の

5 限は眠くなる時間なので…」とクイックライトをやる意義を説明してはいるが「眠くなることがない」と好評

ノート持込み可能の試験となれば「他人のノートを借りればよい」として参加しない学生もでてくることが懸念

されたが、少人数ということもあり、全員ライトに取り組んでいるようである。試しにクイックライトをやらな

い回もつくってみたが未来祭準備の疲れもあってか、眠くなる学生もいた。  
○前述したとおり、「課題」に対する回答時の態度に変化が見られています。それまでの単なる私語が、一部です

が課題を学生同士で検討するなどの授業態度の変化が表れているようです。短い時間での記述を要請しているの

ですが、中にはかなり自分の意見を主張する学生が見られ、なんとなくですがテキストを参考に課題をまとめよ

うとする姿も見られるようになってきました。これが成果かどうかわかりませんが、少人数ですが変化を感じら

れる学生がいるのも事実です。  
○誰かが答えを出してくれるのを待つだけという消極的な学生が減少し、以前よりは、やや前向きに「何かを考え

る」ようとする学生が増えたように思います。  
○数名を除いては学生はカードに意見を良く書いています。読むのは大変ですが私にとっては楽しみです。でも、

学生がこの授業のやり方に満足しているかどうかわかりません。  
○責任感が少しずつ出てきており、学ぼうとする意欲が感じられます。  
○ぼーっとしている学生が、依然より少なくなった気がします。  
まだ、何とも言えません。積極的に手を上げないので、会話展開になるように指名をしたり、あらかじめペーパ

ーに書かせて話せるような工夫もしていますが、反応が鈍く、AL の効果がまだ十分には見られず、発言が活発

ではない時には、むしろ、「もりさがり」が顕在化してしまうときもあります。  
活発に議論がされるグループでは、他の学生の意見を聞くことによって新たな気づきが生まれるなど、自ら考え

学ぶことの動機となっていると考えられる。基本は講義における一部時間を使用して行うため、特に現状はグル

ープや人数を設定していない。そのため座席の位置によって、活発に意見交換がされるグループと、ほとんど意

見交換がされないグループが生じてしまうという課題がある。  
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講義の途中でディスカッションをさせたこともあったが、人数が多いので雑談になってしまったり、孤立する人

がでてきたり難しかった。そのあたりのスキルが自分に足りていないと考えている。  
90 人の受講生がいるため、前向きな学生と受け身の学生とに分かれてしまう傾向にある。人数を 50 人程度と少

なければやりやすいだろうと思う。  
方法 1 については、既に AL 導入以前に私の授業では行っていたので特段の変化はありませんが、ペアリング・

グルーピングを変えないとマンネリや慣れ合い的な部分が出てくるので工夫か必要と思いました。かといって能

力差があると両者にとって不幸な部分も・・・。そのような感じです。・方法 2 については、他に実施されてい

る先生がいる様子で結構、拒絶反応も無く協力的に実施できています。  
友達と関わることができない学生が浮いてしまう。  
意欲的に取り組む学生と意欲的でない学生が存在する。  
リアクションペーパーで記述内容を回収した場合は、感想のようなものになってしまった。また、授業最後に記

述時間を設けると、記入時間に個人差があり、早めにさっさと終わっておしゃべりする学生があり、再度実施方

法を検討しなければならないと、試行錯誤中です。授業最後に口頭で論議する形式はまだ採用していない。一度、

挑戦します。  
学生同士の議論がのる場合は、意外性のある知見の提示や、他者の考えとの相対化によって、講義内容を興味を

持って受け止めてもらえていると思われる（希望的観測かもしれませんが・・・）。しかし、議論に入れない学

生や、自分で考える課題に取り組まない学生も多く、特に大人数の授業になると、学生すべてに気を回すのは難

しいため、AL 的な取り組みがうまく機能しない場面も多々見られる。（私の力量の問題でもありますが・・・）

一方、多少人数の多い科目（８０人超）においても、できるだけ質問をしたり、考えを求めたりする時間をとり

ますが、学生に緊張感が無く、「わかりません」という返答ですます学生もいる現状です。特に、現４年生の授

業でその傾向が強く見られます。質問は、しっかり耳を傾けている学生ではなく、寝ていたり話をしたりしてい

る学生を当てるようにしながら、理解できていない状況の認識をさせたいと考えていますが、答えられないこと

に対する反省も緊張感もなく、対応の難しさを感じます。また、現２年生は、比較的耳を傾けながら、質問につ

いても、考えようとする姿勢があることを感じますが、一部の学生に、手を焼くこともあります。また、時間的

に、質問をする時間をとることができず、反省することもあります。  
話し合いが盛り上がっているグループとそうでないグループとの差がみられる。これが、フィードバックの問題

も含め、今後の課題になりそうです。  
・まだ、成果が表れていないようにも思われるが、今後も実行する予定である。  
・ライトは戸惑いもあり、また数秒で説明を終えるような場合もあった。効果が目に見えるのはもう少し後だと

思うので今後も続けていきたい。AL 自体の説明は、学生もこれまでの経験に即して（例えば部活での先輩から

の指導と、後輩への指導）考えさせることで、反応は良かった。  
・現在の学生に対しては、AL を導入した授業しかしていないため、AL の効果については言及することが困難で

ある（比較対象が存在しないため）。ただし、授業への感想では、現在の授業方法に対してポジティブな評価が

得られており、AL により、学生が楽しんで学習に取り組めている可能性は考えられる。  
・発展問題への解答内容の完成度はまだまだで，解答作成にもっと時間をとれるといいかなと思っています。授

業時間内でさらに時間をとるのは難しいので，やる気があれば家でやってくるようにと伝えています。（家でや

ってきたという学生はまだおりませんが……）  
・まだ効果は見えていないが、聞かれるという意識を持たせ、開脳させていき、学びを深めたい。  
・心理療法Ⅰでは、まだやれないものが多い。心理療法Ⅱでは、より活気が出ているように思える。  
・高校までの PC の習熟に依存するため変わらない印象を受けます。パワーポイントの操作になれば、もう少し自

由に出来ると思います。  
 

④ 次回 9 月の AL 研修会では、どのような内容を望まれますか。  
・AL についてまだよく理解していないので、どのような内容でも参考になります。  
・さまざまな AL の実践例を紹介していただけると助かります。  
・大教室での講義 (200 人 )時の工夫について  
・コミュニケーションが苦手な学生への対応や配慮について  
・AL 的なことをやってうまくいかないときの対応をどうすればよいのか考える機会があれば良いと思います。  
・AL にうまく乗れない学生へどのような対応をしたら良いのか、あるいは何らかの工夫ができるのかを知りた

い。・AL を使用したオーソドックスな指導案のようなものがあれば見てみたい。・AL の効果を検証した研究が

あるのかどうか知りたい。ある場合は、どのような対象に対してどのような効果が認められているのか。・日本

で AL を導入している大学の事例を詳しく知りたい。・どのようなタイミングでどのような発問を行うのが良い

のか知りたい。・どのような内容に対して AL が有効で、どのような内容に対して AL があまり有効でないのか

を知りたい。  
・1 授業時間全てとはいかなくても，半分くらい，「こういう形です」という例を見せてもらって，それに対して

意見を言い合うというのも面白いかと思います。  
・具体的な実例の紹介  
・実際に、専門科目の授業でどのように展開すればよいのか？また、ある項目について、まとめるだけでなく、

さらに発展した形の問題発見型の学習も取り入れてみてはいかがでしょうか？  
・ライト等の AL 実施上の失敗例とその対応について聞いてみたいと思います。  
・大人数の学生を相手にしたとき（１００名を超える授業）のこつや、議論に積極的ではない学生の扱い方など

について詳しく伺えればと思います。  
・大学教育に焦点を当てた、応用的な内容を希望します。  
・この間の続きを聞きたいです。  
・国内外の大学などで実際に行われている効果的な事例等がありましたら、ぜひご紹介頂けると勉強になります。
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・自発的なディスカッションを促す授業の進め方などがあれば聞いてみたい。  
・人数が多いときの AL について教えてほしい。  
・前向きに取り組めない学生に対しての指導方法があれば聞きたい。  
・より多くの AL の手法・方法を学びたい。（色々な技を身に付けられればと思います。授業の内容などによって、

実施できるものと出来ないものがあると思うので）  
・具体的な事例をもっと知りたい。学生がうまくのってくれない（やってくれない）ときにどうしたらいいか知

りたい。  
・スキルトレーニング的に小集団で反復できるようなプログラムがあればお願いいたします。  
・100 名以上の講義で、AL を行っている実践事例をご教示いただきたい。（例えば、京都大学  京都大学高等教育

研究開発推進センター  溝上  慎一先生など、高等教育における AL 実践者のご講演）  
・大講義室、大人数での AL の取り組み方などがあればうれしいです。  
・本格的に AL を実践中の先生方によるお話と成果をお聞きしたいです。  
・大人数授業での AL 授業の工夫について（段取りのコツなど）。  
・人数の多い授業で行う AL について、実践してうまくいっている方の話を聞きたいです。  
・成功している事例などの発表、共有。  
・大学教育に焦点を当てた、応用的な内容を希望します。  
・自分の授業にどのように AL を導入できるか，自身で振り返る機会となれば有難い。  
・やはり AL に重要なのは教材。「AL が可能で、しかも指導すべき内容が網羅されている」というバランスの良

い教材づくりを考えているが自分で答えは見つかっていないし他にも見たことがない。 私の担当する科目は教

職の教科に関する専門科目にもなっているので思い切って AL 優先にもできずいまだに試行錯誤の連続。なんら

かのアイディアがみつかるようなものを期待します。（文章ばかり長くてしかも漠然とした要望にしかなってお

らず、申し訳ありません）  
・予習・復習などでできる AL があれば、教えていただきたいです。授業外の時間を使って勉強する学生が少な

いので。また行事が多い未来大ですので、チームビルディングをする際に使えるような AL があれば教えていた

だきたいです。  
・授業内だけでなく、授業外での課題に取り組む学生の姿勢について 宿題として課題を出しても、なかなか取

り組めない学生もいます。実習指導のように、課題の提出がないと実習に出られなくなるというような、なんら

かのペナルティーをつけると、なんとかやってくるというような状況がみられ、悲しく感じることがあります。

私自身の力の無さでもありますが、自らの学びを深める意欲を引き出すことの難しさを感じています。  
・同方向のもので定着化を促していただくか、パワーポイント作成の技術や着眼点などを加味していただければ

なおありがたい。  
・長い研修時間を望みます。終日実施して頂きたいです。グループワークを通して、ロープレなども良いかなと

思います。  
・就職にも役立つ講義  
・ワークと知識のバランスです。大人相手にワークを重視すると、「何も教えてもらえなかった」など言われるこ

とがあるので・・。  
・コルズなどのシステムを使用した（モチベーション行動科学部においては iPad を使用した）AL 事例について、

学んでみたいと思っております。  
・「学生を惹きつける授業」を体感したいです。  
・現在は、教えられた内容を使いこなす・やってみることだけに集中しております。  
・① 新書の『仕事をしたつもり』（海老原嗣生著）や『「デキるつもり」が会社を潰す』（香川普平著）、『「事務

ミス」をナメるな』（中田亨著）など人間のエラー（情報処理の特徴と限界？）が面白かったので、 人間の認

知の歪みなどをやって欲しいです（無理だと思いますが）。② 認知科学  / 行動経済学（消費心理学）  
・動機づけの方法・ひとつひとつの経験を自分自身の学びと気づかせる方法・うまいコメントの仕方  
・コンピュータ室で実際にやってみる研修会  

 この第 1 回アクティブ･ラーニング研修会と同じ講師を招いての研修会を、9 月 19 日の

全体会議時においても実施した。今回もまた具体的に自ら体験しながらの研修で、研修後

のアンケートでは、「創造的な問いに答えさせるという形以外の AL が学べた。様々な形で

授業に生かせそう。」「知的交配『自他の頭脳をつなげる』理論が良かった。記憶に関して

学ぶことが多かった。」など好意的な意見が多く見られた。しかし、具体例がタイ語の習

得であったため、もっと他の大学での事例や大講義室でのアクティブ･ラーニングなどの

研修をしたいといった要望も出された。 

 

３）研修グループによる CoLS ミニ FD 研修会 

本年度の２つの全体的な取り組みを活かしたミニ FD 研修会を４回行われた。いずれも、

両学部のできるだけ多くの教員に共有するため、全体の会議の前後の短い時間（30 分前後）
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を用いて研修会を行ったが、結果としてこのことが、情報が過多にならず、実際に自身の

授業に適用する効果が生じたのではないかと考えられる（後述のアンケート）。 

 

①第 1 回ミニ FD 研修会 2012 年 7 月 11 日 （真家英俊・鈴木光男） 

【FD ミニ研修会資料①】 

「CoLS によるビデオ教材の利用」「iPad によるビデオの活用」 

 ビデオ教材を活用することにより、学生自身が授業で取り上げているテーマについて、

より主体的に積極的に学習することができると考え、第１回目の研修会は、ビデオ教材に

焦点を当て、CoLS によるものと iPad によるものに関するテーマを取り上げた。 

 

図 6． 第１回ミニ FD 研修会「CoLS によるビデオ教材の利用」 

②第 2 回ミニ FD 研修会 2012 年 9 月 （真家英俊）【FD ミニ研修会資料②】 

 「コルズを使った授業の工夫 ビデオファイルの活用」 

 第１回目の研修会で取り上げたビデオ教材を具体的にどのように授業で活用できるのか、

具体的な手続きを踏まえた研修が行われた。これにより、実際にビデオ教材を用いた授業

が増えることが期待できる。 

③第 3 回ミニ FD 研修会  2012 年 11 月  （真家英俊）【FD ミニ研修会資料③】 

 「CoLS の掲示板機能を使った授業の工夫」 
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 第 3 回目では、それまでの比較的 ICT 活用に重きをおいていたものを、実際に学生の主

体的な学びに利用できるための授業における工夫という観点から研修会を行った。具体的

に能動的に取り組んでいることが示された。 

④第 4 回ミニ FD 研修会  2013 年 1 月 23 日 （川田裕次郎）【FD ミニ研修会資料④】 

「授業時間外学習を充実させる CoLS の活用例」 

 第４回目では、前回が実際の授業時間での CoLS の掲示板機能を使った工夫であったが、

学生の主体的な学びを確立させるためには、授業時間外学習をいかに充実させていくこと

が大切である。このことを踏まえ、授業時間外学習を充実させる CoLS の活用例について

の研修会を行った。 

 

４）今後に向けて 

年度末に、授業研修グループの取り組みに関するコメント及び次年度に向けてのアンケ

ートを行った。前者に関しては、自身の授業において参考になったなどの評価を得ること

ができた。後者については、学生自身の iPad の使い方、授業研究会を行う、実践報告集

を作成するなどの建設的な意見が出された。 

また、「研修グループ」で行ったアクティブ・ラーニングや ICT 活用の取組が、「授業改

善グループ」での授業参観や授業研究、「授業連携グループ」での学士力、「研究グループ」

での学生生活の満足度とどのように関連するのかを検討することも今度の課題と言える。 
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【FD ミニ研修会資料①】 

 

3

ビデオの取り込み
◆iPadは、MP4動画ファイルを再生する。
◆様々な動画ファイルをiPad用に変換し、

保存･転送する必要がある。
◆無料ソフト等で変換可能。

変換する行為に違法性はない。

例えば、右の無料ソ
フトをPCにインス
トールして、iPadと
同期するPCで動画を
変換・保存します。

ビデオの取り込み

MP4に変換し保存するだけ｡あとはiPadと共有するのみ｡

MP4
に
変
換
す
る
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【FD ミニ研修会資料②】 

 

ビデオファイルの活用

作業手順①
 CoLSにアップロードしたい動画を撮影する

撮影機材はビデオカメラ、デジタルカメラ、iPadなど

撮影した動画をＥＭ室に送る

EM室（通信事務局）eラーニングプロジェクト担当 丸尾さん

メール添付またはUSBメモリ

作業手順② 【ＥＭ室作業】

動画のビデオファイルをWindowsMedia形式に変換
する

WindowsMedia形式のメタファイル（.wvx）と視聴ペー
ジをアップロードする

ビデオファイルの埋め込みと、ストリーミング表示さ
せるためにメタファイル、視聴用ページを作成する

 CoLSの教材ライブラリに両方のデータをアップロー
ドする

アップロードファイルのＵＲＬを返信する

作業手順③
メールで送られてきたURLを確認する

メール上のURLをクリックして動画を確認

 CoLS「まＮａｖｉ」の一般フォルダに教材を追加する

まNaviの一般フォルダに[追加]で課題等の指示

本文中に視聴用ページのURLを掲載

CoLS画面 動画視聴ページ

注意点
WindowsMediaファイルのため、Windows PCからでな

いと動画を視聴できない

WindowsMediaファイルを開くことができない機器を使用する

場合には、YouTubeなどで対応

ビデオファイルのサイズが大きい場合、画質を落と
すなどの加工が必要となる
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【FD ミニ研修会資料③】 

ＣｏＬＳの掲示板機能を使った
授業の工夫

ＦＤ委員会 研修グループ 真家英俊

担当授業「体育実技Ａ」において、ＣｏＬＳの掲
示板機能を用い、発表課題に対して学生相互
に意見交換をおこなった。

グループごとに「Newゲーム」を考案

↓

「Newゲーム」の発表（ルール説明等）・実践

↓

「Newゲーム」に対する評価・意見交換

実践例紹介
～ 授業への取り入れ方 ～

 「Newゲーム」の内容についてグループごとに話
し合い、評価を掲示板に投稿する。

投稿された評価を基に意見交換をおこなう。

評価のコメント、意見交換の内容を参考に、課
題の内容を修正する。

実践例紹介
～ 掲示板機能の活用例 ～

実践例紹介
～ 「Newゲーム」のルール説明 ～

実践例紹介
～ 「Newゲーム」の評価 ～

実践例紹介
～ ＣｏＬＳ掲示板の画面 ～

 利点

・投稿された評価や意見を学生間で共有できる。

・投稿された評価や意見を授業後にも閲覧することができる。

・授業後に、さらなる評価や意見を投稿することができる。

 課題

・個人単位で投稿することが困難な場合がある。

・直接的な発言に比べ、投稿に時間を要する。

・教員の画面を投射すると、匿名での投稿ができない。

ＣｏＬＳ掲示板機能を使った
意見交換の利点と課題

 意見を可視化することによって、それぞれの視点を共有
することができ、話し合いを深めることができた。

 ネットワーク機器の環境が不十分な場合には、投稿の
工夫が必要である。

まとめ
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【FD ミニ研修会資料④－1】 

授業時間外学習を充実
させるCoLSの活用例

平成24年度 FD委員会

研修グループ

川田 裕次郎

1

2013年1月23日（水） 東京未来大学FD研修会 12:50～13:20 A208教室

本日の内容

① 授業時間外学習を充実させる必要性

② CoLSの活用例

③ まとめ

2

（1）授業時間外学習を充実させる
必要性

日本の大学生の学習時間は4.6時間/日
大学設置基準の要請や国際的な水準である
8時間程度/日の約半分。

3

米国との比較では、米国＞日本
米国：半数以上 11時間以上/週
日本：半数以上 5時間以下/週

4

5

授業に関する学習時間は、
「分野」別で差がない。

6

授業に関する学習時間は、
「学生規模」別で差がない。

7

授業に関する学習時間は、
「入学偏差値」別で差がない。

8

「受動的な学習」 → 「能動的な学習」

「主体的な学び」の重要性

日本の大学生の学習時間は4.6時間/日
大学設置基準の要請や国際的な水準である
8時間程度/日の約半分。

授業に関する学習時間は、
「分野」別、 「学生規模」別、
「入学偏差値」別に差がない。
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【FD ミニ研修会資料④－2】 

（２）CoLSの活用例

①授業科目：体育実技B

・開講時期 1年生 秋学期開講

・必修／選択 選択科目

・履修者 15名程度

・授業目標
自らの運動の上達と指導方法の理解 など

・授業で取り上げる運動

バレー、バスケットボール、ドッジボー
ル、バドミントン、など

9

②今回の指導内容

運動を「学習」及び「指導」するための
重要な視点のひとつ「レディネス」という
概念を理解し、自らの運動の学習と
他者への運動の指導に役立てる。

参考：レディネス

「学習の成立にとって必要な心と体の準備状態」

今回取り上げる運動種目

「倒立前転」（倒立＋前転）
10

指導の流れ

運動を行っている映像の観察する

☞ 良い点と悪い点の発見（課題の発見）

運動を学習するための理論を理解する
☞「レディネス」の理解（理論の理解）

課題①

課題②

課題③
新たな視点から運動を観察する

☞ 運動の見方の変化を理解（観察視点の変化）

レディネスをつくる方法を提案する

☞ 練習方法の提案（解決方法の提案）
課題④

11

指導の流れ

運動を行っている映像の観察する

☞ 良い点と悪い点の発見（課題の発見）

運動を学習するための理論を理解する
☞「レディネス」の理解（理論の理解）

課題①

課題②

課題③
新たな視点から運動を観察する

☞ 運動の見方の変化を理解（観察視点の変化）

レディネスをつくる方法を提案する

☞ 練習方法の提案（解決方法の提案）
課題④

12

（1）「まNavi」の中のフォルダに映像を挿入する。

（映像の埋め込み方法は、丸尾さんへ）

フォルダを作成する

映像を挿入する

13

（2）「掲示板」から学生に課題を出す。

✔ 掲示板は「質問」と「回答」の階層関係が一覧できる

✔ 他の学生と意見を共有できる（匿名性の確保可能）

課題①を出す
（内容は次項参照）

14

課題①の例（自分の動きを観察してみよう！）

受講生の皆さんへ

こんにちは。授業の時に案内をした課題です。

倒立前転の様子を見て以下の質問に回答をして下さい。
（難しく考えずに、見て感じた様子をそのまま記入してくれれば大丈夫です）

■ 倒立前転
http://youtu.be/p13WTQIvt9E
（この動画は、URLを知っている人のみ閲覧可能になっています）

①良い例は、どのような点が良いのか。
・
・
・

②悪い例は、どのような点が良くないのか。
・
・
・

上記のような書き方で記入して下さい。
締切日は、1月5日（土）です。頑張りましょう！

担当：川田裕次郎

15

氏名：〇〇〇〇

①良い例は、どのような点が良いのか。
・倒立したときに、１度止まっている。
・足がきれいにそろっている。
・前転するときに、頭を入れてからゆっくりと徐々に背中をつけている。

②悪い例は、どのような点が良くないのか。
・倒立したときに、その場で止まらずに歩いてしまっている。
・足がそろっていない。
・前転するときに、頭を入れてないで頭のてっぺんでまわって
しまっている。

・その勢いでまわってしまっているので、背中が一気にマットに
ついてしまっている。

回答の例（自分の動きを観察してみよう！）

氏名：〇〇〇〇

①良い例は、どのような点が良いのか。
・倒立したときに、１度止まっている。
・足がきれいにそろっている。
・前転するときに、頭を入れてからゆっくりと徐々に背中をつけている。

②悪い例は、どのような点が良くないのか。
・倒立したときに、その場で止まらずに歩いてしまっている。
・足がそろっていない。
・前転するときに、頭を入れてないで頭のてっぺんでまわって
しまっている。

・その勢いでまわってしまっているので、背中が一気にマットに
ついてしまっている。

氏名：〇〇〇〇

①良い例は、どのような点が良いのか。
・倒立したときに、１度止まっている。
・足がきれいにそろっている。
・前転するときに、頭を入れてからゆっくりと徐々に背中をつけている。

②悪い例は、どのような点が良くないのか。
・倒立したときに、その場で止まらずに歩いてしまっている。
・足がそろっていない。
・前転するときに、頭を入れてないで頭のてっぺんでまわって
しまっている。

・その勢いでまわってしまっているので、背中が一気にマットに
ついてしまっている。

16
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【FD ミニ研修会資料④－3】 

指導の流れ

運動を行っている映像の観察する

☞ 良い点と悪い点の発見（課題の発見）

運動を学習するための理論を理解する
☞「レディネス」の理解（理論の理解）

課題①

課題②

課題③
新たな視点から運動を観察する

☞ 運動の見方の変化を理解（観察視点の変化）

レディネスをつくる方法を提案する

☞ 練習方法の提案（解決方法の提案）
課題④

17

「掲示板」から学生に課題を出す。

課題②を出す
（内容は次項参照）

18

課題の例（レディネスとは何か）

受講生の皆さんへ

こんにちは。前回は、良い例と悪い例を見てもらって、良い例ではどのような部分が良いのか、
悪い例ではどのような部分が悪いのかに関して、皆さんから意見を出してもらいました。

その結果、全体的に、皆さんが運動を達成する上で、とても重要な部分に気がついているというこ
とがよくわかりました。本当に一生懸命取り組んでくれたと思います。

この取り組みをさらに発展させてみたいと思います。

運動の学習において重要な概念として「レディネス」という言葉がよく使われます。この「レディ
ネス」という言葉はどのような意味なのでしょうか。この言葉を理解することは、自分が運動を学
習することだけでなく、子どもに運動を指導する時にも役立ちそうです。

この「レディネス」という言葉の意味（定義）を調べて、その出典（本のタイトルやホームページ
のURLなど）とともに前回と同じように質問に返信する形でコルズにアップして下さい。

書式は以下の通りとします。

名前：〇〇〇〇
レディネスとは、・・・
出典：〇〇〇〇

それでは、皆さんで調べて情報を共有しましょう。締切は、1月15日（火）です。頑張りましょう。

担当： 川田裕次郎
19

氏名：〇〇〇〇

①良い例は、どのような点が良いのか。
・倒立したときに、１度止まっている。
・足がきれいにそろっている。
・前転するときに、頭を入れてからゆっくりと徐々に背中をつけている。

②悪い例は、どのような点が良くないのか。
・倒立したときに、その場で止まらずに歩いてしまっている。
・足がそろっていない。
・前転するときに、頭を入れてないで頭のてっぺんでまわって
しまっている。

・その勢いでまわってしまっているので、背中が一気にマットに
ついてしまっている。

回答の例（レディネスとは何か）

氏名：〇〇〇〇

①良い例は、どのような点が良いのか。
・倒立したときに、１度止まっている。
・足がきれいにそろっている。
・前転するときに、頭を入れてからゆっくりと徐々に背中をつけている。

②悪い例は、どのような点が良くないのか。
・倒立したときに、その場で止まらずに歩いてしまっている。
・足がそろっていない。
・前転するときに、頭を入れてないで頭のてっぺんでまわって
しまっている。

・その勢いでまわってしまっているので、背中が一気にマットに
ついてしまっている。

氏名：〇〇〇〇

レディネスとは、特定の学習に必要な条件が学習者の側に整っている
状態である。レディネスの要因は二つに大別される。一つは個々人の一
般的発達水準であり，もう一つはその課題を学習するための前提となる
知識や技能がすでに習得されているか否か，という要因である。

出典
http://kotobank.jp/word/%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A
3%E3%83%8D%E3%82%B9 

20

指導の流れ

運動を行っている映像の観察する

☞ 良い点と悪い点の発見（課題の発見）

運動を学習するための理論を理解する
☞「レディネス」の理解（理論の理解）

課題①

課題②

課題③
新たな視点から運動を観察する

☞ 運動の見方の変化を理解（観察視点の変化）

レディネスをつくる方法を提案する

☞ 練習方法の提案（解決方法の提案）
課題④

21

「掲示板」から学生に課題を出す。

課題③を出す
（内容は次項参照）

22

課題の例（レディネスという視点から運動を見る）
講生の皆さんへ

こんにちは。しっかり取り組めていましたね。
皆さんが調べてくれた「レディネス」の概念は、全て正解です。よくできておりました。
全体的に、皆さんが調べてくれた意味をまとめると、以下のように、まとめることができると思います。

レディネスとは、「学習の成立にとって必要な心と体の準備のこと」です。

このレディネスという概念は、皆さん自身が効率的に学習を行うために、そして運動を指導する際に、とて
も大切なヒントを与えてくれます。授業中にも確認をしましたが、運動が学習される場合においても「レディ
ネス」が必要となります。倒立前転を例にあげると、倒立前転は「倒立」と「前転」から構成される運動です。

そのため、倒立前転を達成するためには、「倒立」と「前転」という2つのレディネスが必要ということになり

ます。今回の倒立前転の悪い例の映像では、「倒立」が上手にできていないという意見がみなさんから多く
聞かれました。これは、「倒立」というレディネスが十分に備わっていないということです。

そのため、倒立前転を上手に行わせるためには、倒立という準備状態（レディネス）を事前に
作っておくことが重要なのです。

それでは、再度、倒立前転の映像を見てみて下さい。「レディネス」という視点を一つ持つだけで、
運動の見え方がだいぶ異なってくると思います。

それでは、次の課題です。
「倒立」というレディネスを達成するためには、どのような練習ができるでしょうか。
来週の授業までに、その練習方法を一人ひとつ考えてきて下さい。

担当 川田裕次郎 23

学生から見たメリットとデメリット

メリット

・ビデオは何度でも好きな時間に視聴可能であること

・パソコン、スマートフォン、iPadに対応していること

・スロー再生が可能なこと（スライド23：補足参照）

・自分たちの運動を見られること

・受講生オリジナルの資料集を作成できる など

デメリット

・インターネット接続可能環境下でないと作業ができない

24
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【FD ミニ研修会資料④－4】 

 

教員から見たメリットとデメリット

メリット

・学生の視聴状況をある程度確認できること（再生回数）

・教員や学生が何度も運動の見本を見せる必要がないこと

・掲示板によって、質問や回答が受講者間で共有できる

・質問への回答の有無が一覧できる

デメリット

・受講人数が多い場合には、管理に工夫が必要となる。

・PCとCoLSの操作を新たに覚える必要がある。

25

今後の課題

・この取り組みによって、どの程度（量）の
授業時間外学習が確保されるのか？

・この取り組みによって、どのような種類（質）の
授業時間外学習が確保されるのか？

・この取り組みによって、学生の学習にどのような
効果（有効性）があるのか？

・講義科目で用いる場合の方法は？

・大教室（大人数）授業ではどう応用すべきか？

など
26

まとめ

１．授業時間外学習を充実させるために、
CoLSの活用は一定の有用性が見込める。

２．CoLSを用いることによって、
学生と教員双方にメリットをもたらす。

３． CoLSを用いた取り組みは、
「課題解決型学習」への応用も可能。
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