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要　約

小学校、中学校といった義務教育における授業と大学における授業の違いとして、カリキュ

ラムの編成、授業時間、授業回数、教育方法などが指摘できる。とりわけ教員におけるシラバ

ス作成という点では、大学教育と他の教育機関との大きな差異であろう。加えて、大学教育で

は義務教育のように学習指導要領といった直接的な影響をもち、大学のカリキュラムや教育方

法に関与するものはない。こうした独自の教育が行われているなかで、教職課程をもつ大学を

対象に教職課程コアカリキュラムが2017（平成29）年に策定された。教職者を育成する養成校

においては、文部科学省の定めた教職課程コアカリキュラムに呼応した大学のカリキュラムが

求められている。本研究では教職課程コアカリキュラムについて、意義、作成過程などについ

て概説し、課題点や可能性について考察した。主な観点として、教職課程に特化したFD研修

の在り方について検討した。

キーワード：教職課程コアカリキュラム、FD、研修、大学教育

1 ．はじめに
小学校、中学校といった義務教育における授業と大学における授業の違いとして、カリキュ

ラムの編成、授業時間、授業回数、教育方法など様々に指摘できる。とりわけ教員におけるシ

ラバスの作成という点は、他の教育機関との大きな差異であろう。周知の通り、小学校、中学
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校では各校種に合わせたカリキュラムが学習指導要領に則って作成される。学習指導要領は10

年に 1度のサイクルで改訂されるため、教育現場ではカリキュラムの検討、再構築が必要不可

欠となる。

一方で大学教育の場合、学習指導要領のような直接的な影響をもち、大学のカリキュラムや

教育方法に関与するものはない。こうした背景のなかで、教職課程をもつ大学を対象とした教

職課程コアカリキュラムが2017（平成29）年に策定された。以降、教職者を育成する養成校に

おいては、文部科学省の定めた教職課程コアカリキュラムに呼応した大学のカリキュラムが求

められている。本研究では教職課程コアカリキュラムについて、背景、意義などについて概説

し、課題点や可能性について考察した。主な観点として、教職課程コアカリキュラムは教職課

程に特化したFD研修の在り方に影響し得ることを明らかにした。

2 ．コアカリキュラムとは
教職課程コアカリキュラムにある「コアカリキュラム」とは、何を意図したカリキュラムで

あろうか。「コアカリキュラム」は、医学教育モデル・コア・カリキュラム1、歯学教育モデル・

コア・カリキュラム2など医学をベースとした専門領域に由来する3。このモデル・コア・カリ

キュラムは学習成果基盤型教育を基本とする。卒業時までに身に付けておく実践的能力を到達

目標として設定し、それを達成出来るように目標、カリキュラム、評価を設定する。つまり目

標、目的から逆算しカリキュラムデザインが行われるものである。またモデル・コア・カリ

キュラムという名称の通り、モデル、ガイドラインとしての役割であるため、その主体は各大

学に帰属する。したがって、モデル・コア・カリキュラムが全体を画一化するものではなく、

2/3がコアカリキュラム、1/3が各大学の独自性として期待される。教職課程コアカリキュラム

は、戦後教育改革以後、教職員になるために必要な知識・技能の基準などが示されていなかっ

た状況をふまえ、国としての教育の在り方を示す重要な基準となり得るのである。

3 ．教職課程コアカリキュラムの背景
上述した医学、薬学とは異なり、これまで教職課程に特化したコアカリキュラムは示されて

いなかった。教職課程コアカリキュラムが論じられなかった背景の一つに、開放制教員養成制

度が挙げられる。教員免許状の中でも幼稚園教諭免許状、小学校教諭免許状は教育学部など教

員養成を明示している学校に限る。これに対し、中学校教諭免許状、高等学校教諭免許状は、

教育学部以外でも教職課程を追加的に履修し所定の単位を取得すれば、教員免許状を取得でき

る。例えば、東京都内の大学で、幼稚園教諭一種免許状が取得できる大学が38校4、小学校教

諭一種免許状が取得できる大学が36校5であるのに対し、社会・地理歴史・公民の中学校教諭

一種免許状、高等学校教諭一種免許状を取得できる大学数は54校にのぼる6。この開放制教員

養成制度によって、様々な大学で免許取得が可能となったが、反面、すべての教員養成大学の
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教職課程において共通的に修得すべき資質能力を明確化し、全国的な水準を確保することが求

められる。こうした教員養成の「量」と「質」の両面のバランスを調整する役割として、教職

課程コアカリキュラムの背景が読み取れる。

一方で学校教育現場に目を向けると、多文化共生、貧困、ICT、SDGsなどの課題が指摘され、

教員養成課程においては、現状の教育現場で通用する実践的指導力や課題への対応力が必要不

可欠である。教員養成大学では各担当教員の研究、実験、実践といった英知、関心、経験に基

づいた授業が展開されつつ、教職者として実践的任務に対応するための知識、スキル、実践力

が求められる。こうした学術と実践の融合が大学教育に求められるため、教員養成大学教育の

「質の保証」という観点で、それを実現すべく教職課程コアカリキュラムは大きな役割を担っ

ているのである。

4 ．教職課程コアカリキュラムの構成
まず上述した医師、薬剤師と教職との差異から、教職課程コアカリキュラムの構成について

明らかにする。医師と教職との差異として、医師は医師免許を取得し、病院、診療所などで勤

務することが出来る。その際、内科、外科、眼科、心療内科などの分類はあるものの医師免許

はどの科でも担当が出来る。また小児科用の医師免許といった年齢、性別に特化した免許もな

く、基本的には科や年齢を問わず従事できる。

教職の場合、幼稚園、小学校、高等学校、特別支援学校など、勤務する学校種によって教員

免許が異なっている。また国語、社会、数学、体育など教科ごとの分類、二種免許状、一種免

許状、専修免許状といった免許状の種類など多岐に及んでいる。つまり、教職の場合、幼稚園

教諭一種免許状は幼稚園のみを対象とし、中学校教諭一種免許状（数学）の場合、中学校の数

学科を対象とした免許状となっている。これらの現状をふまえ、教職課程コアカリキュラムで

は「幼稚園教諭一種免許状のコアカリキュラム」、「中学校教諭一種免許状（数学）のコアカリ

キュラム」として作成するのではなく、学校種や職種の共通性の高い「教職に関する科目」に

ついて作成し、それぞれに応じた留意点、及びその旨が補足されている7。

教職課程コアカリキュラムは、学生が習得する資質能力を「全体目標」、全体目標を内容ご

とにとりまとめたものを「一般目標」、学生が一般目標に到達するために達成すべき個々の規

準を「到達目標」として明示された。（図 1）しかし、教職課程における教育内容を示したも

ので、授業科目の単位数や授業回数などを規定するものではない。加えて、教職課程で習得す

べき資質能力については教職員免許法施行規則の改正、学習指導要領の改訂によって今後も変

化するため、必要に応じて改訂が望まれる8。
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そして、教職課程コアカリキュラムの運営について下記のような観点が示された。

各大学において教職課程を編成する際には、教職課程コアカリキュラムの内容や「校長及

び教員としての資質の向上に関する指標」を踏まえるとともに、大学や担当教員による創意

工夫を加え、体系性をもった教職課程になるように留意すること。

その際、例えば、幼稚園教育においては、各教科等の授業を通じた学習ではなく遊びを通

しての総合的な指導を中心とすること等、学校種や職種の特性を踏まえて創意工夫を行うこ

とが必要であること。

（中略）教職課程を履修する学生に対して、教職課程コアカリキュラムや教育委員会が定

める「校長及び教員としての資質の向上に関する指標」等の内容も踏まえ、早い段階から教

員としての適性を見極める機会を提供したり、卒業時までに習得すべき資質能力について見

通しをもって学べるよう指導すること9。

この他にも教職課程カリキュラムは、教育委員会関係者、学校法人関係者等の採用者、文部

科学省においても効果的に活用され、教職課程の質保証や教員の資質能力、学校教育の質向上

が期待される。

図 1 　教職課程コアカリキュラム対応表
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5 ．教職課程コアカリキュラムの課題と可能性
（ 1 ）　教職課程コアカリキュラムの課題点
教職課程コアカリキュラムにおける本質的な課題として、「大学教育の在り方」が挙げられる。

本来、大学はアカデミズムを追求する場として存在し、学問の最高学府として位置づけられる。

大学教員は各自の研究成果、業績、あるいは学位によって、大学教育の活動が裏付けられる。

つまり、各自の研究実績を教壇で発揮することが職務として求められる。教職課程コアカリ

キュラムは、教職課程に関するフレームワークが提示されたため、「共通した教職課程」と「独

自性のある大学教育」という二つの観点を調整することが課題として挙げられる。言い換えれ

ば、「全国的な共通性」と「大学の自主性・主体性」のバランスをとることこそ、最重要課題

として重要である。

教職課程コアカリキュラムは異なり科目ごとに定めるものとなった。この在り方について牛

渡（2017）は、「妥当」と指摘する。

現在の教職課程の科目には、それに対応したそれぞれの専門の学会が作られており、学問

的な内容やその系統性と科目が対応しているからである。大学教育は、こうした専門学会で

の研究成果を背景として行われるものであり、たとえ教師に求められる能力を設定しても、

それを実現するための教育内容を、学問性・系統性に即して整理する必要があるのである。

今回、少なくとも、これまでの枠組みに応じて目標を設定したことは、その混乱を最小限に

とどめたと言えるだろう10。

しかし、一般目標と到達目標の関係性においては課題が見出せる。科目のもつ学問的体系や

学問の全体性とのバランスにおいて、それぞれの目標と教育内容とのバランスを欠くことが指

摘される11。大学卒業において、医学、獣医学のような目標ありきでの教育内容の構成という

点に違和感が見出せる。実際の大学教育実践においては、必然的に教職課程コアカリキュラム

を前提とした教育実践となる。そのことによって昨今の教育のテーマでもある、教育者と学習

者の双方向性のある教育、アクティブラーニングの実施といった学習者を主体とした教育の困

難が予想される。

厳格化された目標は、その実施において教授者中心の活動となり、学習者研究、授業デザイ

ンの十分に生かされないカリキュラムデザインとなる恐れがある。藤江ら（2019）は「教育心

理学」の科目において、教育政策として提起された目指すべき教師像を前提とした授業のなか

で「幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程」を担うことの課題を以下の様に指摘す

る。

学問としての教育心理学は単に発達や学習についての知見を提供するだけではなく、教育
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の営為を心理的なアプローチでとらえ課題解決をしていくためのセンスを教師にもたらすも

のであるはずである。それは教育心理学者自身が研究者として教育内容やその系統をデザイ

ンし授業をすることによって保障されていたのではないだろうか。授業やカリキュラムをデ

ザインするにあたり「教育心理学」を学ぶことと教育心理学を学ぶこととの連続性と非連続

性を問うことが必要である12。

上記の「教育心理学」に留まらず、どの教職科目においても実務的、実践的に意義のある授

業が求められる。学校教育で直面する具体的な課題に対応した実践知が重要となるが、実務経

験のない教授者を前提とした場合、教職課程コアカリキュラムに基づく授業運営というよりも、

教授者の研究実績を通した、教育実践への適応、応用といった検討が望まれるのではないか。

つまり、教職課程コアカリキュラムの求める内容の範囲と担当者の適格性の課題に対するアプ

ローチが、更なる課題として指摘される。

丹野（2020）は教職課程コアカリキュラムの課題として、各科目の特性という観点に着目し、

「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」について検討した。丹野（2020）

は当該科目の教育内容の広範さと担当者の適格性についての課題を指摘した。具体的には、多

様な教育ニーズが求められる児童生徒を対象とした内容におけるコアカリキュラムの絞り込み

について提案した。同時に、特別支援という科目においては、担当者の専門とする障害種や指

導分野によって教育内容が変わる可能性を指摘した13。また山下（2021）においても「特別支

援教育を専門とする教員が担当するのが理想的なのであろうが、対応できる大学ばかりでない

のも実情であろう。教職課程において、子どもの教育的ニーズが多様であることを理解し、一

人ひとりの子どもの教育的ニーズに応じて特別の教育的支援を行うことが特別支援教育である

という視点を学生が持つことが狙いであると考えられる14」と述べた。

教職課程コアカリキュラムでは「共通性」と「独自性」という課題が指摘されるが、本来、

大学はそれぞれの学問領域で追求された知識、教養、スキルを学修する場である。したがって

アカデミックな様式と、教職課程コアカリキュラムの求める観点とのバランスが肝要である。

次に、教職課程コアカリキュラムの運用における教授者中心、目標に即した学問内容ありきの

教育活動と昨今求められる大学教育とのミスマッチが危惧される。教職課程コアカリキュラム

のなかでアクティブラーニングをどのように合致させていくかが課題となるであろう。そして

各科目内容の多様性と指導者の適格性という課題も指摘された。特別支援教育においては、担

当者の専門領域と教職課程コアカリキュラムの求める内容とのミスマッチが課題として挙げら

れた。これらの課題を全て満たすことは困難であるが、実際の教職志望学生の学問的ニーズに

応えるべく、可能な限りの検討は必要であろう。

こうした課題に向き合うとき、大学教員の研究活動そのものにも影響を与えることが危惧さ

れる。教職課程コアカリキュラムを意識した研究を求めることは、少なからず教員の研究の自
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由を制約し、矮小化してしまうことも予想される。教職課程への関連性を求めつつもアカデミ

ズムを追求するということを念頭に置きつつ、研究活動を行うということも、負担感として挙

げられる。

（ 2 ）　教職課程コアカリキュラムの可能性
最後に、教職課程コアカリキュラムの利点を生かした可能性について示す。教職課程コアカ

リキュラムは、従来の教職課程カリキュラムとは異なり、モデル、ガイドラインとして全般目

標、一般目標、到達目標として示された。このことによって、全国、どの教職課程に関わる大

学でもカリキュラムに関する共通性がもたらされた。

共通性のメリットを考察すると、例えば同一科目を複数人で担当した場合、これまで各担当

者間で、異なる教育課程で授業が実践され、学生の到達度、満足度などに多少なりとも評価の

散乱が見られる。無論、評価の散乱を是正するものではないが、教職課程コアカリキュラムに

おける全般目標などの共通認識は共有されるため、教育内容や授業評価のバラつきの緩和が期

待できる。また、同一担当科目のなかでの各担当教員の特殊性が、教職課程コアカリキュラム

を媒介として共通理解がなされる。例えば、幼稚園教諭免許状に係る科目として「言葉指導法」

をあげると、「児童文学」を専門領域とする教員と「言葉の発達」を専門領域とする教員が担

当すると、二つの異なる領域においてそれぞれの「言葉指導法」のカリキュラムが作成され実

践されることとなる。「健康指導法」においても、「運動遊び」を専門領域とする教員と「保健」

を専門領域とする教員が担当した場合も同様である。こうした同一科目を複数人で担当する場

合、それぞれの独自性を教職課程コアカリキュラムによってまとめ、調整する。その点に利点

が見出せるところであろう。

また教職課程コアカリキュラムは、教職員免許法及び同施行規則に基づき全国すべての大学

の教職課程で共通的に習得すべき資質能力を示すものである。この全国レベルでの共通性とい

う観点で検討すると、担当科目の内容について、他大学との比較を可能にする。つまり他大学

の実践、好事例などを教職課程コアカリキュラムというフレームワークで検討できるというメ

リットも期待される。上記の可能性を追求すると、各大学が行っている教育内容、方法等の研

究や研修を大学全体として行うFD（Faculty Development）研修に貢献することが示唆される。

同じ大学の中で他学部、他学科の教員が、教員免許に関わる科目を担当することが少なくない。

学部、学科の異なる教員が、その専門性や独自性を充分に発揮し、よりよく展開されるうえで

も教職課程コアカリキュラムは重要な役割を果たすと言えよう。

6 ．おわりに
本研究では、教職課程コアカリキュラムについて概説し、その課題と可能性について検討し

た。教職課程コアカリキュラムは、大学の独自性、アカデミズムとのバランスによって構成さ
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れ、授業回数などを規定するものではない。課題として、研究者の研究領域との両立という観

点において指摘される一方で、全国的共通性とフレームワークの提案は、FDなど全学的に行

う研修において、その利点が発揮されることが期待される。教員養成を主体とした大学教育に

おいては、教員に必要な資質、スキル、適正というものを各大学で検討することが肝要である。

大学の目指す教員像を卒業認定、学位授与の方針に関わるディプロマ・ポリシー、教育課程の

編成、実施の方針に関わるカリキュラムポリシー、入学者の受け入れの方針に関わるアドミッ

ション・ポリシーといういわゆる 3ポリシーで構成し、実際の教育内容、活動、実践を教職課

程コアカリキュラムで点検、検討するという多重構成の一助として理解すべきものではないか。

大学教育、研究を限定化し、自由を侵害するものとしての一面が指摘される中で、こうした課

題をFDなど各種研修活動において、事例検討し活かしていく素材として、教職課程コアカリ

キュラムの意義が見出せるのではないだろうか。
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要　約

現在でも、「バイク三ない校則」を運用している高等学校は、国公立・私立を問わず全国的

に多数存在している。生徒の命を守るためバイクに関して高校生に「免許を取得させない」、「買

わせない」、「乗らせない」を主眼としたものである。

しかし、道路交通法は、大型二輪免許を除く、二輪免許は、16歳から取得することを認めて

いる。学校の校則がはたして法律で認められた権利を超越して規制することが可能であるのか

問題のあるところである。まして、事実上の懲戒としての退学処分として生徒の身分を剥奪す

ることが法的に許容されるのか疑念がある。判例を検証することにより改めて「バイク三ない

校則」の裁判事例の軌跡の合理性を考察するとともに、懲戒処分のあり方を勘案していく。

今後、「バイク三ない校則」と交通安全教育についての展望も示していきたい。

キーワード：高等学校、バイク、三ない校則、懲戒、交通安全教育

1 ．はじめに
「バイク三ない校則」は、1970年代後半から始まった社団法人全国高等学校PTA連合会を中

心として、全国的（山梨県のように一部例外的な県もある）に広まった学校を巻き込んだ社会

運動である。運動の方針は、バイクに関して高校生に「免許を取得させない」、「買わせない」、 

「乗らせない」といった 3つのスローガンを掲げたものである。運動の背景には、当時多発し

た高校生のバイクによる人身事故などの発生抑制や、暴走族化する要因になることの防止を目

「バイク三ない校則」裁判の軌跡と法的一考察

大西斎
（東京未来大学こども心理学部）

Trajectory of the “motorcycle prohibited school regulation”  
Trial and a Legal Consideration

ONISHI Hitoshi

（Tokyo Future University）

原 著
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的としたものであった。

運動を具現化するために学校がとった手法は、高校生によるバイクの利用を校則によって規

制するということである。当初、「島根、愛知を皮切りに全国に広がり、現在では31府県で実

施され、三ない運動などのバイクの規制をしている高校は、全体の84％にも及」（ 1）んだ。

本来は、高校生の私生活におけるバイクに関する自由を規制することになる「バイク三ない

校則」の合理性には、従前より疑問が提示されていた。当時の総理府交通安全対策室は、アメ

リカの学校での授業で行われていた Driver Education交通安全教育に力点を入れることを提唱

し、文部省も同様の方針を打ち出していた（ 2）。

その後、年月を経て神奈川県、群馬県、埼玉県、京都府、広島県などにおいて同運動の見直

しが行われてきた。しかし、現在も多くの高等学校において「バイク三ない校則」が運用され

ている。

校則で、法律で認められた権利（16歳でバイクの免許を取得することができる）を規制する

ことの妥当性を含めて争われた「バイク三ない校則」は、校則の法的な根拠のあり方を問い直

す意味からも、注目されるところである。本論文においては、「バイク三ない校則」裁判の判例

の軌跡を踏まえて同校則の今後のあり方を法的に検証して行きたいと考える。

2 ．千葉バイク三ない校則違反退学事件判決
（ 1 ）　事実の概要
私立Y高等学校は、バイクに関して、校則で「免許をとらない、乗らない、買わない」とい

うバイク三ない校則を規定していた。

原告（以下「A」という）は、バイク運転免許を取得し、バイクを購入した。

Aは、同校の生徒で同級性のBからの求めに応じて、バイクを貸した。Bは、Cを後部に乗せ

用事を済ませ自宅にいた。同校の生徒Dは、無免許であるにも拘らずBからこのバイクの転借

（Aには無断）を受け、同校の生徒Eを後部に乗せて、バイクを乗り回していた。検問中の巡査

から制止を求められたため、無免許運転の発覚をおそれて、逃走しようとして、誤って巡査に

衝突して 4ヶ月の重傷を負わせてしまった。

Dは、まもなく警察に逮捕され、学校は、生徒 6人全員に自主退学を勧告した。全員退学届

を出したが、Aは翌年学校の措置を不当として、三ない校則の違憲・違法・不合理性、処分の

適正手続きなどを理由として、300万円の慰謝料を請求する訴訟を起こした。

一審判決（ 3）は「本件自主退学勧告は懲戒処分である」とした他、被告高校側の主張をほぼ

全面的に認めた。

二審判決（ 4）は、学校側の措置はあくまで自主退学の勧告であって、「懲戒処分としての退

学又はそれに準じる処分には当たらない」として被告の主張を認め、他の点はほぼ全面的に原

判決を支持した。
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最高裁（ 5）は原審判決を全面的に支持し、上告を棄却した（ 6）。

（ 2 ）　問題点
（ア）　Aの本件退学届の提出は、学校側の強制と欺罔によるものである

このことに対して、被告学校側からは、以下の反論が挙げられる。

「学内の正規の機関において原告の所業を検討した上、自主退学の勧告を決定し、A及びそ

の保護者にその旨告げたところ、これを納得し、連名で退学届を提出したものである。」

判決は、一審、二審、上告審とも、この点に関して、「学校側が退学処分であると欺罔した

という事実は認められない。Aの母親が、自主退学勧告処分を退学処分と誤解した可能性が強

い」として、学校側に強制や欺罔のなかったことを認めている。　

現場において、教員の中でも退学処分と自主退学勧告処分の効果の違いを明確に熟知してい

る人は少ない。まして、生徒や保護者の場合、特別に関心をもっている人でなければ、これら

の効果の違いを知る由もない。

学校側は、できるだけ穏便なかたちでことを収拾したいので、自主退学勧奨の場合でも、い

かにも退学処分が決定したようないいまわしで退学届を提出させる場合が多い現状がある（ 7）。

本件事案の判決理由には「原告及び保護者に自主退学勧告処分を拒否してもよいという説明

がなされなかった。」というように、とにかくおとなしく辞めさせるように仕向けるのである。

退学届の提出を拒む場合は、学校側は退学処分になったときの不利益を述べるのである。こ

のようなことが、現場では、多くの学校において自主退学という名のもとに行われている。そ

うした現実から、A及び保護者が、学校に強制、欺罔されたと考えたとしてもしかたない。

本来学校はどのような場合においても、明確に自主退学勧告の意味を生徒及びその保護者に

説明する必要がある。教員にとっては何千何百分の一の生徒であっても、その生徒にとっては、

自分の掛け替えのない人生がかかっているのである。

本事案においても、もう少し学校側の誠意ある対応があれば、このような欺罔の疑いを提起

され、争わずに済んだといえよう。

（イ）　自主退学勧告の法的性格

上記（ア）によって裁判所は「学校側が退学処分であると欺罔したという事実は認められな

い。」と判示している。本件事案の退学が、自主退学にすぎないということになり、実質的な

意味での処分でないとしたなら、他の点を論じるまでもなく被告側が勝訴する可能性が大きい

といえる。

この点に関する裁判所の見解は、「第 1審は、退学勧告処分を懲戒処分とし、校長の裁量の

範囲内にあるか否かについて退学処分に準じて考察する必要があると判示したのに対し、控訴

審は、退学勧告処分は退学処分と本質的に異なるものと判示しており、退学勧告処分に対する
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捉え方が大きく異なっている点に注意が必要である」（ 8）という考えがある。同様に、坂本氏の

見解では、現実には、一審判決では「懲戒としての自主退学勧告処分」という矛盾概念を創り

出して、退学処分に準じた審査を行った。二審判決ではこの概念を退け、「自主退学の勧告」

という言葉を用心深く使いながら、実質的には一審判決とまったく同様の審査を行ったという

ことがいえよう。なお、最高裁は控訴審を支持したわけで、自主退学の法的性格は懲戒概念と

共に、いっそう曖昧になったように思われる。

「元来、退学処分は、これを受けるものに過大な不利益が生ずるところから、自主退学を勧

告する例は多いようであるが、一応勧告に従わないことができるにしても、その場合は退学処

分になる可能性が高いことや安易な自主退学勧告をチェックすることができるなどの実状に鑑

み、このような」（ 9）裁判所の判断になったものといえよう。この判例から今後「自主退学も退

学処分に準じて審査される方向に定着するならば前進といえよう」（10）という考え方が出てくる

ことになる。

（ウ）　憲法の私学への適用

本件事案における憲法の私学への適用に関しての判示は、原審において、次のように行われ、

最高裁によって支持される。

「憲法第 3章の基本権規定は本来国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、

私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。」と前置きした上で、権利の侵

害があった場合は、「権利の侵害の態様、程度が社会的に許容しうる一定の限界を越える場合

にのみこれに対する立法措置による是正あるいは私的自治に対する一般的制限規定である民法

1条、90条や、不法行為に関する諸規定の適正な運用によって調整をはかるべきものである。」

とする。

本件事案において、原告が主張するところは、私立学校法59条は「国又は地方公共団体は教

育の振興上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対し、

私立学校教育に関し必要な助成をすることができる」ということを定める。この法規の趣旨を

反映してできた法律が、私立学校助成法12条である。その関連から私立学校は監督官庁とは、

ふかい結びつきがあるとする。

これに対して判決は、「所轄庁が一定の場合に業務または会計の状況に関し報告を徴したり、

予算について必要な変更を勧告したりする程度の規制だけでは」私立学校の事業と政策に国が

関わっているとはいえないし、補助金の支出があってもそれだけで私立学校を国または地方公

共団体とは同視できないのであり、他の私人に比べて憲法規定を遵守すべきとはいえないと判

示する。この判旨は、従来の最高裁の姿勢を再確認したものでもある。

私立学校は「私立」とはいえ、教育基本法 6条によれば「法律に定める学校は、公の性質を

もつものであつて」と明確に記されている。私立学校法 1条においても「私立学校の特性にか
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んがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて」と、「公の性質」をもつもので

あることが明記されているのである。このことからも、私立学校を純粋な私人と区別して考え

ることができる。

また、憲法89条の関係でも「公の支配」に属するものであり、公人対私人の関係として、憲

法の直接適用があってしかるべきではないか（11）という議論が出てくる。

ただ、憲法の直接適用に関しては、次の問題点が指摘される。

① 憲法の人権規定への直接適用を認めると、市民社会の原則である私的自治の原則が広範に害

され、私人間の行為が大幅に憲法によって規律されるという事態が生じるおそれがある。

②人権にとって最もおそるべき侵害者は、なお国家権力である。　

③ 自由権と社会権との区別が相対化し、自由権も社会権的な側面をもつ場合があるので、そう

いう複合的な性格をもつ権利の直接適用を認めると、かえって自由権が制限される　おそれ

が生じる（12）。

それなら、憲法の間接適用をおこなうかであるが、「間接適用説は、純然たる事実行為によ

る人権侵害に対しては、憲法問題として救済を与えることができない。民法709条の不法行為

に基づく損害賠償の救済手段はあるが、それにも限界があり」（13）、退学処分の取消のような身

分関係に直接関わるときなどに問題となる。

公立学校は、憲法条項が適用されて救済の余地があるのに、私立学校は国家権力ではないか

ら適用される余地がないとしたなら、大きな不利益が及ぶ虞がある。

芦部信喜氏は、これに関連して、アメリカで採用されている「国家行為」の理論を提唱する。

すなわち「人権規定が公権力と国民との関係を規律するものであることを前提としつつ、①公

権力が私人の私的行為に極めて重要な程度にまでかかわり合いになった場合、または、②私人

が、国の行為に準じるような高度に公的な機能を行使している場合に、当該私的行為を国家行

為と同一視して、憲法を直接適用する」（14）という理論である。私立学校のもつ公共性について

は、すでに立証した。公共性の観点からいっても、「国家行為」の理論が適用されるべきである。

生徒の人権保障の点、国公立の学校と同じ教育基本法や学校教育法が適用される学校において、

「私立学校」というだけで、生徒の人権の救済が狭められるということの不公平、という点か

らみても「国家行為」の理論の適用は妥当なものである。

（エ）　三ない校則の社会的合理性

被告の主張する「三ない校則」の合理性は、一、二、三審において認められている。この主

張は、現在多くの高等学校で採用している論理でもある。

要約するなら、①全国の多くの高等学校が採用している、②父母の要望もある、③バイクに

よる事故から生徒の生命身体を守る、④暴走族に加入しやすくなることによる非行化を防ぐ、

⑤勉強にあてる時間を確保するである。
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これらの主張をとりいれ「本校が三ない原則を採用したことは教育的配慮に基づいたもので

あり、これまた社会通念上著しく不合理であるとは到底言い難い」と原審は判示し、最高裁は

これを支持するのである。「三ない校則」は多くの矛盾を含んでいる。裁判における被告の主

張に対し、坂本秀夫は、以下の点から疑問があるという。

①他の多くの高等学校が行っているという事実は、合理性の証明にはならない。

② 親は子に対して親権を有するにすぎず、他の家庭教育や他の子どもの権利に介入する権限は

ない。

③ 免許を取得して安全運転能力が公認された高校生のバイク運転が危険であると断定する資格

は教員にはない。一部の高校生の事故を理由にすべての当該高等学校の生徒がバイクを禁止

されるのはおかしい。たしかに、同じ年齢であっても高校生でないのなら免許がとれて、高

校生であるというだけで、学校からバイクを規制されるのは納得できない側面が出てくる要

因がある。仮に、未成年者は、精神的に未熟であるから身体生命を守る意味からバイク禁止

としてはどうであろうか。そんなことは昨今の公民権の年齢引き下げの動向からもあり得な

いことである。むしろ問題なのは「三ない校則」により、本来の意味での安全教育ができな

くなるおそれがあるといえよう（15）。

④ 非行化したり、勉強をおろそかにするのは、その高校生の問題であってバイクのせいではな

い。

⑤ 生徒の校外生活は、基本的に学校教育の範囲外である。それは、生徒の自己決定権と親権に

よる監督下にある。教員の教育責任はせいぜい助言指導にとどまる。校外生活において、親

が許可したものを学校が禁止するのは越権である。校外の事故も、学校教育に　重大な影響

を与えるから、学校の規制の範囲内と断定するのは、学校教育と教員の責任　を無制限に拡

大する。その結果、家庭教育に介入する過ちを犯すことになる。

坂本秀夫氏は、「三ない校則を採用した学校の善なる動機、又は公称の目的を取り上げ教育

的配慮を口実にその手段又は現実を全面的に肯定しているように読みとれる」（16）という。同氏

の考えるところは、動機が手段を正当化するものではないというところであろう。

被告学校側は、以上述べた疑問を解きあかさねば、本来の意味での、手段の正当性を証明す

ることはできないであろう。　

森部英生氏は、三ない運動ないしは三ない原則が一定の意味を有するものであることは、そ

れとして理解し得ないわけではないとしながらも、「国法秩序の最下級段階に位置するか、あ

るいは単に国法秩序と何らかのつながりを有するにすぎない校則が、社会通念上不合理でない

とのことをもって、上級段階にある道交法そのものを否定したり無視したりすることは出来な

い」（17）と主張する。

裁判所は「三ない校則」を社会通念上不合理でないから、学校の校則で規制してもしかたな

いという見解をとる。しかし、「三ない校則」に違反した場合に、懲戒が科せらるとしてバイ
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クの全面禁止を強制するのは、「学校が校則という下級段階の規範でもって上級の法規範を破

ることにほかならず、国法秩序に矛盾と混乱をもたらすものである。」（18）法律を否定する効力

まで「三ない校則」に認めるのは許し難い。

また、坂本秀夫氏は、三ない運動は当事者の自発的で自主的な運動というより、当事者であ

る生徒の意向は全て無視されてすすめられている、という。親の要求が引き金になっているに

せよ教員の力で、懲戒権を背景に三ない運動は強行される。全県レベルで展開される場合は、

高等学校PTA連合の役員、高校長会の役員、教育委員会が活躍する。

生徒にもっとも遠い人たちが、推進するのである。三ない運動は方法からみて官製運動に近

く、権力的な匂いが強いとして、「不思議な運動である」（19）。このことに関しては、福岡県で、

校長が免許取得者の名簿を、警察に行って写し取って問題となった事件（20）からも、当時いか

に学校が中心となった運動の色彩が強いかがうかがわれる。現在では、個人情報保護法におい

ても考えられないことである。

本判決の「三ない校則」に対する裁判所の見解の要旨は、「三ない校則」によって校外生活

が規制されることになったとしても、生徒のプライバシーの侵害になるということはできない

ということである。

森部秀夫は、学校教育は万能ではないという。学校教育は「一つの限定的な教育場面にしか

すぎないのである。判決の中にでてくる『目的達成に必要な事項』『関連する合理的な範囲内

の事項』といった学校の権限を限定する言葉も、たぶんに不明確な形容にすぎない」（21）といい、

実質的にみて何ら限定句の役割をはたしていない。

学校外にある子どものたちの行動を広範に校則で規制して、生徒の一挙手一投足をこまごま

とコントロールするのは、学校の権限の肥大化であり、許し難い越権といえよう。「三ない校則」

に関していうなら、学校はバイクでの学校への通学を規制する校則を定めうるくらいである。

「三ない校則」に関して、学校の権限を最大限認めたとしても、せいぜい、免許取得やバイク

購入について、これをしないように指導できるだけである。

学校が自らの限界をわきまえ、その限界の中で、自らの責務を全うするよう勤めることこそ

が、学校を真の学校たらしめるのではないだろうか。　

（オ）　事実の認定・判断（本件処分は、校長の裁量の範囲を逸脱するか）

退学処分は（事実上の退学処分である自主退学勧告処分も含む）、「形式的な規則違反のみを

重視することなく、違反事実自体の重要性、学校及び授業運営にもたらした実害を重視するこ

とが、比例原則の観点から要請されている」（22）。この考え方は、退学処分というもののもつ大

きな意味あいを考えるとき、極めて重要なことである。

退学処分とは、生徒を学習の場から、最終的に排除する。その効果の点で権利制限性が強い

が、教育的性格が弱い処分である。教育的には、慎重な対応が要請される必要があり、機械的、



－ 17 －

画一的処分には決してなじまない。

教育裁判一般についていえることだが、処分事由となる校則違反事由の軽重の他、本人の性

格及び平素の行状を勘案する必要があろう。さらに、他の生徒の学習権及び人権一般への実害

などが、裁量権行使にあたって考慮を要する事項である。

これらをいっさい考慮することなく処分を決定することは、考慮不足として違法の虞が生じ

ることが考えられる。　

本件事案においては、学校側は警察官ひき逃げという事故の大きさと、その事故を学校に報

告しなかったAを、間接的加害者と断定した。犯人隠匿に比すべき非行とし、反省の態度もな

く、母親も学校の教育方針にまったく非協力的とした。事故は、BがDにバイクを又貸しした

ことによって起こったことである。Dの行為に対して、Aに懲戒責任を負わせるのは、因果関

係の面からも明らかに無理がある。

Aにしてみれば、Dへのバイクの又貸しということからも、他の関連生徒に比べ事故の責任

は軽いと考え、学校への報告をしなかったとも考えられる。

また、「Aには処分歴がなく、指導らしい指導もうけていない。改善の見込みがないと判断

するのは乱暴ではないだろうか」（23）。

さらに、母親がわが子をかばい、担任教員と対立したことをもって、学校の教育方針に非協

力的であると退学勧告の一理由にすることが許されるのであろうか。疑念がもたれるともいえ

る。

3 ．高知地裁判決の問題検討（24）

（ 1 ）　本件オートバイ校則の合理性
判決は、前述の千葉地裁の判決と同じように、校則の内容が「著しく不合理」でない限り違

法にはならないという。

「原告はこれに違反して免許を取得したのであるから、これについて校長が懲戒を行うこと

ができるのは当然である。そして、懲戒が必要であるかどうか及び必要であるとしてどの程度

の懲戒を行うかについては、やはり校長が裁量権を有する」というように、従来の特別権力関

係説に立脚して、校長に広範な校則制定権と教育裁量権を承認した。

（ 2 ）　自己決定権との関連
本件オートバイ免許取得規制校則について、憲法13条にもとづく自己決定権とのかかわりが

指摘される（25）。この場合、自己決定権は、「他人に危害の及ばない限り自らのことは自ら自由

に決定しうる権利」（26））と広くとらえられる。他方、広沢明は、「人格的自己決定権」（27）の立

場から、「オトーバイ運転の自由は、人格的自己決定権よりも下位の『我々が日常生活におい

て享有している権利や自由』（一般的自由　憲法13条）」（28）の一環と、自己決定権を限定的に解
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する。

私見は、生徒の人権保障をより明確にし、強力にする意味からも13条を広く解釈する必要が

あるように考える。ただ、どちらの説にたっても、保障の強弱はあるが、オトーバイ運転の自

由に憲法的保障が及ぶのは明らかといえる。　　　　　　　　　  

道路交通法からの考察は、先の千葉バイク三ない校則違反退学事件判決においてふれたが、

本件事案においては、規制手段が、全面一律禁止の千葉バイク三ない校則と異なり、地域指定

による許可制である。それゆえ、「指定地域に住む生徒が、許可によりオートバイ運転の自由

を全面的に回復しうるのに対し、自由回復の余地が全くない指定地域外の生徒は、本件校則の

規制方法について居住地による差別（憲法14条違反）を主張する余地さえ認められよう」（29）と

いう問題が指摘される。一部生徒にとって、道路交通法を改正して免許取得年齢を引き上げた

効果と同じ本件事案における校則を容易に肯定はできないといえよう。　

本件校則のように、生徒の生命身体の安全保持を目的として、無限定に学校外生活を学校・

教員の指導領域にとり込むことは、学校の守備範囲を越えた越権であるという見解も出てくる。

校則が生徒の生活・行動を規制できるのは、学校の教育目的の達成に必要な限りにおいてで

ある。親の教育権の範囲である家庭教育に委ねられている学校外生活については、校則の規制

は及ぼすべきではない。

生徒が自由時間に、学校外でバイクに乗るのは、学校教育とはなんら関係のない行為である。

自己決定権は、人間の自由の決定的なものといってよい（30）。せいぜい学校が行えることは、

バイク通学に対して規制をすることである。それ以外のことは学校や教員にとり監督外のこと

になる可能性も考えられる。　

4 ．おわり
上述のように、「三ないバイク校則」には法的にも、学校の懲戒処分のあり方にも、多くの

矛盾点や法的問題点が存在している。今後は、命の大切さを十分に考えさせる交通安全教育の

あり方を生徒を巻き込んで教育行政庁や交通行政、学校、PTA、地域社会は、模索していく必

要性があるように思える。

その意味でも、参考になるのは、神奈川県で早い段階から取り組んでいる交通安全に対する

教育である。神奈川県では、「バイク三ない」運動に対峙するように、昭和55年より「神奈川

県高等学校交通安全教育推進会議」が結成されて、「 4 + 1ない運動」が展開される。その後、

平成 2年から平成22年 3月にかけて「かながわ新運動」が、実施された（31）。

さらに、同県では、「かながわ新運動」の理念を継承・発展させるとともに内容を整理し、児

童生徒の発達段階と小・中・高・特別支援学校等、それぞれの交通事故の実態を踏まえた、全

人教育としての交通安全教育推進運動、「スタートかながわ」を平成22年 4月より実施している。

その基本方針は、「学校、保護者、地域、関係機関・団体との相互連携を促進して、交通安全
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教育推進体制を確立し、小・中・高各段階の系統的な交通安全教育を通して、児童生徒が生涯

にわたって交通社会を『生きる力』を育む交通安全教育を推進する」（32）というものである。

上述したように、この神奈川県での交通安全に対する取り組みは、全国の高等学校に広がり

を見ている。今後は、押さえつけるだけの交通安全施策ではなく一人ひとりの生徒に考えさせ

る交通安全教育が望まれることはいうまでもないことである。
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要　約

心理学を専攻する大学生の 1年生と 2年生の必修科目である心理学統計法Ⅰと心理学統計法

Ⅱの成績と出席率の推移から、コロナ禍の前後で授業形態が変化したことによって学生の理解

度に影響があったのか検討した。その結果、遠隔授業はコロナ禍前と同等の成績、対面授業に

関してはコロナ禍前より成績が向上しており、授業後半の出席率がコロナ禍前に比べて有意に

上昇していた。対面授業は勉強する時間や場所といった枠組みがあり、課題への取り組みや疑

問点について即時にフィードバックを得られるという利点を持つが、継続して出席することが

可能な学生自身の状況や学生生活環境であるという前提が整うことで効果的に機能し、より理

解を促進することが示された。

キーワード：対面授業、遠隔授業、出席率、心理学統計法、COVID-19

1 ．問題と目的
2019年12月に新型コロナウィルス感染症（COVID-19）が中華人民共和国湖北省武漢市にお

いて確認されてから本稿を執筆している時点で約 3年が経過した。その間、感染拡大の波に繰

り返し見舞われ、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置といった感染症対策が取られるなど、

未曾有の事態に私たちの生活はさまざまに制約を受けることとなった。教育現場においても例

外ではなく、大学はクラスターの発生などの感染リスクが懸念されることから「三密」の回避

など感染症対策の徹底（文部科学省，2020）が求められ、そうした中でも教育活動を継続して

コロナ禍による授業形態の変化が学生の理解度にもたらす影響

川原正人
（東京未来大学こども心理学部）

The Effect of Differences in Class Style under the COVID-19 Pandemic on 
Understanding Degree of Undergraduate Students

KAWAHARA Masato

（Tokyo Future University）

研究ノート
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いくために遠隔で授業を実施できる態勢を整えるなど、暗中模索の状況での対策に追われた。

コロナ禍での学生生活について、小林（2022）は友人を作る重要な場となる対面授業の減少は

社会的な孤立につながることを指摘しており、遠隔授業が続くことによるストレスや悩みの深

刻化が心配されていた（花房，2020；斉藤・竹中，2020など）。その後、大学・学部によって

大きな差がありながらも対面授業の割合が増え、日常生活の中で日頃悩んでいることや気にか

かっていることとして「授業・レポート等勉学上のこと」の悩みは減少し、授業形態の変化へ

の対応が進んだことを全国大学生活協同組合連合会（2022）が報告している。また、サークル

活動やアルバイトなどさまざまな活動に従事する時間が減少した一方、勉強時間は増加したこ

とが複数の調査によって示されている（日本学生生活支援機構，2022；全国大学生活協同組合

連合会，2022）。川原（2022a）はコロナ禍において人間関係や生活習慣を見つめ直し、自己理

解が進むことによって新たな変化・挑戦を引き起こすというポジティブな変化も生じ得ること

を指摘しており、学生生活や日常生活が制限されることは残念なことではあるが、学業面での

取り組み方を望ましい方向へと転じるきっかけとする力が発揮されたととらえることができる。

学生生活や日常生活での不安やストレスについては社会経済活動が活性化するにつれて改善

する方向にあると考えられる一方、大学生の学力にどのような影響を及ぼしたのかについては

定まった見解は見受けられない。コロナ禍当初は対面授業を避けることが重視されたため遠隔

授業が中心となり、その後感染症対策をしながら徐々に対面授業に戻したり、対面授業と遠隔

授業を併用したりすることが増えているが、令和 3年度の段階においても「全体の半分以上を

対面授業で行う予定とする大学のうち、約 6割は、学部や学年によって授業形態に差がある」

（文部科学省，2021a，2021b）ことが報告されている。オンライン授業については、「教員の成

績評価基準の揺らぎがあること、（中略）例年より熱心に学習に取り組み到達度が高かった可

能性」（小樽商科大学，2021）や、「教育の水準を致命的に低下させたということはなく、むし

ろある種のポジティブな効果があった」（西出，2021）ことが指摘されている。また、小・中

学校の児童生徒を対象とした調査ではあるが、文部科学省国立教育政策研究所（2022）による

と、小・中学校ともに国語、算数・数学に関して児童生徒の学力の低下は認められず、算数・

数学についてはむしろ学力スコアの高い方へ若干移動していることが報告されている。これら

のことから、それぞれの大学や学部、学年、授業の性質や内容によって何が適切な授業形態で

あるか異なる可能性があり、必ずしもコロナ禍前と同じ状況に戻すことを目標とするのがよい

教育効果をもたらすとは限らない。それぞれの授業ごとにその科目特性や対象者を踏まえてど

のような授業形態がより理解を促進するのか検討することが望ましいと考えられる。

本研究では、心理学統計法Ⅰと心理学統計法Ⅱの 2つの授業を取り上げ、授業形態の違いが

受講学生の理解度に影響を及ぼしたのか明らかにすることを目的とした。心理学統計法Ⅰと心

理学統計法Ⅱはそれぞれ心理学を専攻する大学生の 1年生と 2年生の必修科目であり、履修に

あたって学生の選好によらないこと、文科系学生にとって鬼門（柏木，1997）であり、就学困
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難感（河内，2013，2014，2017）を抱きやすい科目であることから、授業への取り組みや理解

度が成績や出席率に反映されやすい科目であると考えられる。そこで、コロナ禍前後の時期の

授業成績と出席率について年度間で違いが見られるのかを比較検討することとした。

2 ．方法
（ 1 ）　調査対象と時期
都内に所在する大学において筆者が担当する心理学統計法Ⅰを履修した大学 1年生115名

（2019年度：男性11名、女性28名；2020年度：男性 4名、女性33名；2021年度：男性12名、女

性27名）、心理学統計法Ⅱを履修した大学 2年生102名（2017年度：男性 3名、女性15名；2019

年度：男性 8名、女性23名；2021年度：男性 7名、女性26名；2022年度：男性 6名、女性14名）

を対象とした。どちらも心理学を専攻する学生向けに開講されており、心理学統計法Ⅰは 1年

生の年度後期の専門必修科目、心理学統計法Ⅱは 2年生の年度前期の専門必修科目となってい

る。現行のテキストや統計ソフトを使用するようになったのが心理学統計法Ⅰは2019年度、心

理学統計法Ⅱは2017年度であるが、2018年度と2020年度の心理学統計法Ⅱについては筆者の担

当が標準履修年次以外の学生向けに開講されていたクラスであり、再履修者は複数回同じ科目

を受講しているなど条件が異なるためデータには含めなかった。両科目のすべての年度におい

て標準履修年次以外の履修者および単位付与の要件（授業内で実施されるテストの受検や出席

回数等）を満たさなかった履修者も除外した。

（ 2 ）　調査内容
両科目ともシラバスに提示された成績評価方法に則って算出された点数を分析に用いた。ま

た、中間試験までを前半、以降を後半とし、それぞれの平均出席率を比較した。科目の性質上、

講義の進め方や内容は年度間で異なる要素がなく、課題や試験の出題形式についても均一で

あった。

（ 3 ）　授業形態
心理学統計法Ⅰは心理学で用いられる統計手法及び統計に関する基礎的な知識の習得を目指

す科目であり、2019年度は対面、2020年度は遠隔（動画視聴はオンデマンドだが毎回の課題提

出には期限が設定されている）、2021年度は対面で授業が行われている。対面授業については

履修登録が確定する第 2回以降は間隔を開けた指定座席制（コロナ禍前から実施）であり、中

間試験後に座席位置を配慮して席替えを行った。2019年度はテキストと書き込み式の配布資料

をもとに授業担当者である筆者が説明を行い、その回の内容を復習する小テストを実施し解説

するという流れで授業を行っていた。2020年度は遠隔授業への移行を余儀なくされたため、

2019年度に使用していた配布資料をもとに講義内容を録音した動画資料を作成し、小テストの
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実施、解説についてはオンライン上で実施した。2021年度は基礎的な知識の習得のために2020

年度に作成したオンライン課題を一部使用したが、計算プロセスを確認して指導する必要性か

ら基本的に2019年度と同様の方法で授業を行った。

心理学統計法Ⅱは、心理学統計法Ⅰで扱った内容に加えてさらに複雑な分析方法について統

計ソフトを用いて実践的に学ぶ科目であり、2017年度、2019年度は対面、2021年度は一部遠隔

（全14回中、第 4回から第10回までの 7回がオンデマンドの動画視聴であり、毎回の課題提出

には期限が設定された）、2022年度は対面で授業が行われた。対面授業については履修登録が

確定する第 2回以降は間隔を開けた指定座席制（コロナ禍前から実施）であり、中間試験後に

座席位置を配慮して席替えを行った。2017年度、2019年度はテキストと統計ソフトの操作の要

点をまとめた配布資料をもとに筆者が操作している様子をプロジェクターでスクリーンに投映

しながら説明を行い、課題として提示された問題の分析結果をオンライン上で提出するという

流れであった。課題の解説は次回授業の冒頭で行った。2021年度は前年に遠隔授業への対応と

して統計ソフトを操作する様子を動画にした資料が作成されていたため、対面、遠隔に関わら

ずそれまでのテキスト講読の代わりに動画視聴を予習課題とした。対面授業について予習課題

以外は2017年度、2019年度と同様であり、遠隔授業については講義内容を録音した動画資料が

用いられた。課題については対面、遠隔とも期限内にオンライン上で提出することが求められ

た。2022年度は対面授業に戻り、予習課題のみ2021年度を踏襲して統計ソフトの操作動画の視

聴とし、それ以外は2017年度、2019年度と同様の方法で授業を行った。

3 ．結果
（ 1 ）　心理学統計法Ⅰの年度間比較
心理学統計法Ⅰの成績について各年度の基本統計量をTable 1に示した。得点分布のヒスト

グラムはFigure 1のとおりである。開講年度によって違いがあるのかを検討するために分散分

析を行ったところ、有意な主効果が見られた（F（2, 112）＝7.81, p＝.001, ηp
2＝.12）。Holm法に

よる多重比較を行ったところ、2019年度と2021年度、2020年度と2021年度の間に有意な差が見

られた（t（112）＝2.91, padj＝.009, d＝.65; t（112）＝3.77, padj＝.001, d＝.86）。2019年度と2020年度

の間には有意な差は見られなかった（t（112）＝0.90, n.s., d＝.20）。

Table 1.　心理学統計法Ⅰの成績の推移

n Mean SD

2019年度 39 77.85 16.39

2020年度 37 74.92 11.91

2021年度 39 87.21 13.90

群間差 2019年度＜2021年度＊＊

2020年度＜2021年度＊＊＊

＊＊p＜.01, ＊＊＊p＜.001
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心理学統計法Ⅰの出席率について各年度の基本統計量をTable 2に示した。出席率について

違いが見られるのかを検討するために分散分析を行ったところ、交互作用が有意であった 

（F（2, 112）＝6.00, p＝.003, ηp
2＝.10）。下位検定の結果、2019年度と2021年度における前半後半

の単純主効果が有意であり、2019年度は前半から後半に有意な低下が見られ（F（1, 112）＝5.32, 

p＝.023, ηp
2＝.12）、2021年度は前半から後半に有意な上昇が見られた（F（1, 112）＝5.88, p＝.017, 

ηp
2＝.13）。2020年度は有意な変化は見られなかった（F（1, 112）＝1.07, n.s., ηp

2＝.03）。前半に

おいて年度の単純主効果が有意であり（F（2, 224）＝4.32, p＝.014, ηp
2＝.07）、2020年度と2021

年度に有意な差が見られた（t（224）＝2.91, padj＝.004, d＝.94）。2019年度と2020年度、2019年度

と2021年度には有意な差は見られなかった（t（224）＝1.11, n.s., d＝.48; t（224）＝1.82, n.s., d＝.58）。

後半においても年度の主効果が有意であり（F（2, 224）＝4.32, p＝.014, ηp
2＝.07）、2019年度と
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Figure 1.　心理学統計法Ⅰの成績のヒストグラム

Table 2.　心理学統計法Ⅰの出席率の推移

n
前半（％） 後半（％）

群間差
Mean SD Mean SD

2019年度 39 97.44  7.23 93.27 11.05 前半＞後半＊

2020年度 37 99.55  2.74 97.64  4.96

2021年度 39 94.02 13.51 98.40  4.23 前半＜後半＊

群間差 2020年度＞2021年度＊ 2019年度＜2020年度＊

2019年度＜2021年度＊

＊p＜.05
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2021年度、2019年度と2021年度に有意な差が見られた（t（224）＝2.29, padj＝.045, d＝.74; t（224）

＝2.73, padj＝.020, d＝.87）。2020年度と2021年度には有意な差は見られなかった（t（224）＝0.40, 

n.s., d＝.13）。

（ 2 ）　心理学統計法Ⅱの年度間比較
心理学統計法Ⅰの成績について各年度の基本統計量をTable 3に示した。得点分布のヒストグ

ラムはFigure 2のとおりである。開講年度によって違いがあるのかを検討するために分散分析

を行ったところ、有意な主効果が見られた（F（3, 98）＝8.37, p＝.000, ηp
2＝.20）。Holm法による

多重比較を行ったところ、2017年度と2021年度、2019年度と2021年度、2019年度と2022年度の

間に有意な差が見られた（t（98）＝3.37, padj＝.005, d＝.97; t（98）＝4.52, padj＝.000, d＝1.11; t（98）

Table 3.　心理学統計法Ⅱの成績の推移

n Mean SD

2017年度 18 78.72 14.45

2019年度 31 76.65 19.89

2021年度 33 92.94  7.08

2022年度 20 88.65 13.19

群間差
2017年度＜2021年度＊＊

2019年度＜2021年度＊＊＊

2019年度＜2022年度＊

＊p＜.05, ＊＊p＜.01, ＊＊＊p ＜.001
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Figure 2.　心理学統計法Ⅱの成績のヒストグラム
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＝2.91, padj＝.018, d＝.82）。2017年度と2019年度、2017年度と2022年度、2021年度と2022年度の

間には有意な差は見られなかった（t（98）＝0.49, n.s., d＝.14; t（98）＝2.12, n.s., d＝.68; t（98）＝1.05, 

n.s., d＝.29）。

心理学統計法Ⅱの出席率について各年度の基本統計量をTable 4に示した。出席率について

違いが見られるのかを検討するために分散分析を行ったところ、交互作用と前半後半の主効果

は有意ではなく（F（3, 98）＝0.44, n.s., ηp
2＝.01; F（3, 98）＝2.79, n.s., ηp

2＝.03）、開講年度の主

効果が有意であった（F（3, 98）＝4.40, p＝.006, ηp
2＝.12）。Holm法による多重比較を行ったと

ころ、2021年度と2022年度の間に有意な差が見られた（t（98）＝3.49, padj＝.004, d＝.97）。2017

年度と2019年度、2017年度と2021年度、2019年度と2021年度、2019年度と2022年度の間には有

意な差は見られなかった（t（98）＝0.97, n.s., d＝.28; t（98）＝2.10, n.s., d＝.61; t（98）＝1.15, n.s., d

＝.37; t（98）＝1.31, n.s., d＝.32; t（98）＝2.30, n.s., d＝.65）。

4 ．考察
本研究では、心理学を専攻する大学生の 1年生と 2年生の必修科目である心理学統計法Ⅰと

心理学統計法Ⅱの成績と出席率の推移から、コロナ禍の前後で授業形態が変化したことによっ

て学生の理解度に影響があったのか検討することを目的とした。その結果、心理学統計法Ⅰ、

心理学統計法Ⅱともに、対面、遠隔を問わずコロナ禍での成績は下がっておらず、遠隔授業は

コロナ禍前と同等の成績、対面授業に関してはコロナ禍前より成績が向上していることが明ら

かとなった。 2つの授業において有意差が見られた年度の組み合わせでは中程度から大きな効

果量が示されており、有意ではない組み合わせであってもコロナ禍前後の年度の比較では同等

の効果量が示されることから、コロナ禍前後の授業形態の違いによる影響が大きかったと考え

られる。得点分布からも心理学統計法Ⅰ、心理学統計法Ⅱともにコロナ禍前よりコロナ禍の方

が全体的に高得点の方へシフトしており、今回の分析対象とした単位付与の要件を満たした学

生に限れば、最低限の到達目標の基準である60点未満の減少が顕著であった。どちらの試験も

授業内で説明される最も基礎的な内容を理解していれば60点となるように出題されており、出

席率の向上によって単位修得の意志はあるが及第点に至らないケースが減ったことを示してい

Table 4.　心理学統計法Ⅱの出席率の推移

n
前半（％） 後半（％）

Mean SD Mean SD

2017年度 18 95.68 5.57 94.44 12.78

2019年度 31 98.21 4.15 95.70 11.36

2021年度 33 99.24 3.03 98.99 4.04

2022年度 20 94.38 11.09 90.83 13.76

群間差（主効果） 2021年度＞2022年度＊

＊＊p＜.01
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る。2020年度の心理学統計法Ⅰの得点分布がややいびつであるが、この年度はオンデマンドの

動画視聴による遠隔授業となったことで修学意欲が高まらず欠席を重ねる可能性のあった学生

も受講しやすくなり、従来であれば60点未満となる層が及第点ぎりぎりに底上げされたものと

考えられる。ちなみに記述式の問題についても何が書かれてある必要があるか採点基準となる

ポイントを授業内で受講学生に伝えており、手心を加えることのできない採点方式となってい

たことを付記しておく。出席率については、特に 1年生が受講する心理学統計法Ⅰにおいてコ

ロナ禍前は後半になると出席率の低下が見られたが、コロナ禍での対面授業ではコロナ関連の

欠席があったにもかかわらず、後半の出席率がコロナ禍前に比べて有意に上昇していた。心理

学統計法Ⅱにおいてはコロナ禍前後の年度の比較で有意差は見られなかったが、2021年度はコ

ロナ禍前の2017年度や2019年度との比較において中程度の効果量を示しており、やはりコロナ

禍の状況において出席率が向上していた可能性が示唆された。

コロナ禍での対面授業（対面と遠隔のハイブリッドを含む）の成績向上について、心理学統

計法Ⅱでは遠隔授業で使用した動画資料を取り入れたことで予習や復習をする際に学生にとっ

て紙の本より馴染みのあるスマートフォンなどが使用でき、場所や時間の制約が少なかったこ

とが功を奏した側面はあったかもしれない。ただ、心理学統計法Ⅰでは授業や予習復習の一部

に用いただけであり、これほどの差が生じた理由としては不十分であるように思われる。また、

最も学生の都合で進められたであろうオンデマンドの遠隔授業では成績は向上していないため、

利便性が高ければ学生の理解が促進するとは考え難い。出席率はこの背景にどのような要因が

隠れているのか紐解く手がかりとなる。 1年生が受講する心理学統計法Ⅰに顕著であるが、同

じ対面授業でも2021年度は2019年度と比較すると後半まで休まず出席する傾向にあった。 2年

生が受講する心理学統計法Ⅱについてもコロナ禍前よりもコロナ禍以後の方が成績がよかった

が、出席率についてもサンプルサイズに依存しない効果量で見る限り、コロナ禍前後の違いが

少なからず影響を及ぼしていると考えられる（2022年度にやや出席率の低下が見られるのはコ

ロナ関連の欠席もあるが、この後述べる学生生活との関連も検討されなければならない）。き

ちんと授業を受ければ成績がよくなるというのは一見当たり前のことのようであるが、図らず

もコロナ禍に見舞われたことによってコロナ禍以前には「継続して出席する」ことを難しくす

る要因が存在していたのではないかと考えられるのである。日本学生生活支援機構（2022）や

全国大学生活協同組合連合会（2022）によると、コロナ禍においてサークル活動やアルバイト

などさまざまな活動に従事する時間が減少した一方、勉強時間は増加したことが示されている。

もちろん学生生活の充実度や満足度が下がったことについて一考の余地はあるが、学業まで手

が回る余裕ができたということもできるかもしれない。授業形態の説明で記載したように、心

理学統計法Ⅰ、心理学統計法Ⅱともにコロナ禍前から間隔を開けた指定座席制で実施していた。

感染症対策が必要となる前からこのような指定をしていたことには学生生活におけるオーバー

キャパシティとでもいうべき問題が関係している。今回対象とした大学において 1、 2年生は
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年 2回の行事（いわゆる学園祭やスポーツ大会に相当し、コロナ禍では中止や自由参加、実施

形態の変更等があった）に参加することが義務づけられている。それぞれ前期と後期の授業期

間中にその準備や実施の期間が挿入されるが、実際にはその期間だけ活動を行うということは

なく年度初めから準備が継続される。自由席にすると何らかの役割を担った学生が目を盗んで

打ち合わせや作業を始めてしまい、他の学生から授業に集中できないというクレームを受ける

こととなったため、再発防止のために指定座席制としたのである。授業担当者としては注意や

対策をするのだが、事の是非はともかくとして、彼ら彼女らは科せられた責任や期日までに間

に合わせなければならないという焦りからそうせざるを得なかったのであろう。実際、コロナ

禍による各種活動の制限が少なくなってくると再び勉強時間が確保できない学生が見受けられ

るようになってきている。まさに本稿執筆時に開講中の心理学統計法Ⅰの受講学生から「授業

を最後まで受けると行事の練習時間に間に合わないので途中で抜けてよいか」、「週 3日夜まで

行事の練習があるので他の日にアルバイトを入れると勉強する時間がない」という相談を受け

た。各自で優先順位を決めてもらうしかない案件ではあるが、授業も大事と考えているからこ

その葛藤であることは困り果てた学生の様子からもうかがえる。必修科目の履修にさえこれだ

けの負担がかかっているのでは、他の授業はもとより学生生活や日常生活全般にどれほどの余

裕があるのか心配になるケースである。今回の結果ではコロナ禍以後の対面授業の有効性が示

されたが、そこには学生が息切れせず最後まで「継続して出席する」余力があるという前提が

必要であることは重要な点であると思われる。

一方で、遠隔授業との比較からただ出席率が高ければ理解を促進するわけではないことも示

された。オンデマンドの遠隔授業では自身の都合のよいときに授業資料にアクセスすればよい

ため、出席することへの心理的負担は大きく軽減される。しかし、統計学に関する科目は文科

系学生にとって鬼門（柏木，1997）とまで目されており、画面上の授業資料に向かって自分で

学習を進めていくことに難しさを感じる学生がいても不思議ではない。心理学を専攻する学生

の中でも統計的概念を理解するための基礎的な学習経験や能力に差があることが示されており

（川原，2022b）、統計学に対する修学困難感（河内，2013，2014，2017）が形成されている学

生にとっては質問の方法、機会が用意されていても積極的に学習に取り組むことは依然として

ハードルが高く、出席が理解につながらないということにもなりうるだろう。小樽商科大学

（2021）や西出（2021）は遠隔授業によって学習到達度が向上した可能性を指摘しているが、

本研究において異なる結果が得られた背景にはこうした科目特性が影響した可能性も考えられ

る。また、成績評価の基準や出題形式が不変であることから、小樽商科大学（2021）が言及し

ているような成績評価の基準が揺らぐことによる見かけの成績向上も見られなかったと言える

であろう。ただし、今回分析の対象とした完全な遠隔授業はオンデマンド形式の動画視聴を主

とする2020年度の心理学統計法Ⅰのみである。内田（2022）は動画（顔出し）、動画（顔なし）、

音声付きパワーポイント、音声と資料、資料のみの異なる種類の遠隔授業を用いて比較検討を
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行っており、理解度合い、集中度合い、受講意欲に違いが見られることを示している。そのた

め、一概に遠隔授業の教育効果は高くないということはできず、授業の性質や内容に応じた適

切な遠隔授業のあり方も検討されなければならないだろう。

まとめると、勉強する時間、場所といった枠組みがあり、課題への取り組みや疑問点につい

て即時にフィードバックを得られるという利点を持つ対面授業は、継続して出席することが可

能な学生自身の状況や学生生活環境であるという前提が整うのであれば効果的に機能し、より

理解を促進することが示された。このことは、関西大学教学IRプロジェクト室（2022）が実施

した学生を対象としたアンケートから、授業理解度については対面授業、リアルタイム、オン

デマンド、教材提示の中で対面授業の評価が最も高く、学習意欲や学習効果を高める上で効果

的な方法として学生が最も効果的と考えるものが教員からのフィードバックであったこととも

一致する。ただ、この結果は本研究で扱った科目に限られるかもしれず、適切な授業形態はそ

れぞれの授業の性質や内容に応じて検討されなければならない。また、今回は授業成績と出席

率のデータから検討しているが、学生生活の実状や変化に関するデータと照らし合わせながら

検証される必要があるだろう。
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要　約

本研究は、模擬授業を通して「教育実践を科学的・研究的に省察する力」を育むために、小

学校体育科の模擬授業において、評価に基づいた省察が授業改善にどのように寄与するのかに

ついて事例的に検討することを目的とした。本学において開講された「初等体育科教育法」を

受講した学生を対象とし、20分間の模擬授業を 2回実践させるとともに、模擬授業評価シート

を用いた学生による相互評価を行った。 2回目の模擬授業にあたって、教師役の学生は、児童

役および観察者役の学生による評価に基づいて課題を省察し、模擬授業の改善点を検討した。

その結果、いずれの評価項目においても評価得点は上昇したことから、評価に基づいて模擬授

業の課題を省察し、改善できていたことが示された。また、学習のねらいやめあての説明、児

童の観察・巡視、学習課題の段階的な設定の 3点において、第 2回目の模擬授業で明らかな改

善が認められた。

キーワード：小学校体育科、模擬授業、評価、省察、改善

Ⅰ．はじめに
日本教育大学協会から、教育実践を科学的・研究的に省察する力を育むためのモデルカリ

キュラムが提案された（「教員養成のモデル・コア・カリキュラムの検討―「教員養成コア科

目群」を基軸にしたカリキュラム作りの提案―」1））。その背景には、今日の教員養成において、

実践的な指導力の育成が求められているといったことなどが挙げられるであろう。この提案で

小学校体育科の模擬授業における省察・改善に関する事例的検討

真家英俊
（東京未来大学こども心理学部）

A Case Study on Reflection and Improvement in Simulated Elementary School 
Physical Education Classes

MAIE Hidetoshi

（Tokyo Future University）

研究ノート
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は、教員養成においては、教育実習を中心に、学校教育全体を見渡せるような体験の機会を提

供することがカリキュラムの中核に置かれ、「教育実践を科学的・研究的に省察する力」を教

員養成に関わる各機関全体で養成していく方向性が示されている。大学における教員養成課程

では、実践的指導力を育む機会として模擬授業が導入されており、学生が教師役と児童（ある

いは生徒）役に分かれて、単元計画や学習指導案に基づいた授業の実践が行われている。模擬

授業実践後には、協議会や反省会を通じて授業実践を振り返るなど、教育実習や教育現場にお

いて必要とされる「教育実践を科学的・研究的に省察する力」を体験する機会も設けられてい

ることが多い。

日野 2）は、保健体育科の教員を目指す学生に対して模擬授業を実施したところ、よい体育

授業の基礎的な条件である「授業の勢い」や「授業の肯定的雰囲気」について学生の認識を高

めることができたと報告している。また、長谷川 3）は、保健体育科の教員を目指す学生に対

して実施した模擬授業の成果として、インストラクションやマネジメントといった授業の実施

に求められる基礎的な教授技術が獲得されることを報告している。一方、深見 4）は、マネジ

メントや相互作用といった基礎的な教授技術に改善はみられなかったが、授業の体験によって

「体育授業を科学的に分析すること」や「多様な視点から体育授業を評価すること」の意義を

学生が認識する機会になること示唆している。木原ら 5） 6） 7）は、学生が生徒役を演じる模擬

授業では、子どもの学習や「集合と移動」に関する指導は意識しにくいものであるが、模擬授

業を体験することによって子どもの学習を組織する教師の働きかけについて具体的に捉えられ

るようになることを示している。

学生が教師役と児童（あるいは生徒）役に分かれて行われる模擬授業において、村井ら 8）は、

教育実習前における体育科の模擬授業において、同一の学生が 2時限連続の授業を計画・実践

したところ、教師役を 2回連続して経験することによって、 1回目の模擬授業で確認された課

題点を 2回目の模擬授業では改善することができたことを報告している。また、吉野 9）は、

教師役を複数回経験できる小集団（ 6～ 7名程度）において模擬授業を実践したグループと、

教師役を 1回のみ経験できる大集団（30名程度）において模擬授業を実践したグループの模擬

授業実施前後における授業観察の内容を比較した。その結果、小集団において模擬授業を実践

したグループでは授業成果と関連のある観察視点を効果的に獲得することが可能であることを

報告している。

模擬授業を通じて、前述の日本教育大学協会が提案した「教育実践を科学的・研究的に省察

する力」を育むためには、①単元計画や学習指導案の作成など模擬授業の計画、②模擬授業の

実践・展開、③協議会など模擬授業の省察、および④学習指導案や授業展開の修正など模擬授

業の改善といった、一連の課程や段階を体験することによって、その力を養成することができ

るのではないかと考えられる。そこで、本研究では、模擬授業を通して「教育実践を科学的・

研究的に省察する力」を育むために、小学校体育科の模擬授業において学生の相互評価に基づ
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いた省察によって、どのような改善がみられるのかを事例的に検討することを目的とした。

Ⅱ．方法
対象は、東京未来大学の令和 4年度春学期に開講された「初等体育科教育法」を受講し、本

研究への協力に同意が得られた 3年生49名、4年生 1名、計50名であった。「初等体育科教育法」

は、小学校体育科の目標やねらい、各運動領域の学習内容及び特性、単元目標、評価、学習指

導案の作成、および模擬授業の実践を主な内容としており、小学校体育科の理解と授業実践力

を身につけることを到達目標としている。表 1に「初等体育科教育法」の授業計画を示した。

学生は、 3～ 4名のグループに分かれ、小学校学習指導要領解説体育編の学習目標等を踏ま

え、学年・運動領域を選択した上で単元計画の中から 1単位時間の学習指導案を作成した。模

擬授業の時間は、 1グループあたり20分（45分の授業を20分に短縮した授業展開）とし、模擬

授業の進行にあたっては教師役（ 1グループ）、児童役（ 4～ 5グループ）、観察者役（ 1グルー

プ）を設定した。教師役の場合、模擬授業のいずれかの場面を担当することとし、グループの

学生全員が教師役を体験できるよう配慮した。第10回、第11回の授業において第 1回目の模擬

授業を、第12回、第13回の授業において第 2回目の模擬授業を行い、いずれのグループにおい

ても 2回の模擬授業の間隔は 2週間とした。模擬授業の実施場所は、東京未来大学六町キャン

パスの体育館であり、フロアを 2分割して、 2グループが同時に模擬授業を展開した。

表 1 　「初等体育科教育法」の授業計画

回 授業内容
第 1回 オリエンテーション、初等体育科教育法の概要と目的、体育科の意義
第 2回 小学校学習指導要領解説体育編の理解
第 3回 体育科授業の実際と観察
第 4回 領域別の内容①（体つくり運動系、機械運動系）
第 5回 領域別の内容②（陸上運動系、水泳運動系）
第 6回 領域別の内容③（ボール運動系、表現運動系）
第 7回 学習計画、学習評価、教材・教具の理解
第 8回 学習指導案の作成（単元目標、教材）
第 9回 学習指導案の作成（本時のねらい、展開、評価）
第10回 模擬授業の実践（体つくり運動系①、機械運動系①）、協議会
第11回 模擬授業の実践（ボール運動系①、表現運動系①）、協議会
第12回 模擬授業の実践（体つくり運動系②、機械運動系②）、協議会
第13回 模擬授業の実践（ボール運動系②、表現運動系②）、協議会
第14回 授業のまとめ

模擬授業終了後、教師役、児童役、観察者役それぞれの視点において、学生が個々に「模擬

授業評価シート（図 1）」の各項目における評価得点と記述式による評価コメントを記入した。
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その後、まずは教師役の学生による自己評価を発表し、続いて児童役および観察者役の学生か

らの評価を発表することによって協議会を進行した。模擬授業評価シートの項目は、指示、説

明、発問、指導、支援、称賛、注意など基本的な教授技術を 5段階で評価する構成とした。第

1回目の模擬授業が終了した後、学生は評価得点や評価コメントを参考に改善点を検討し、第

2回目の模擬授業に向けて学習指導案を修正した。

Ⅲ．結果と考察
模擬授業評価シートを用いて各項目を評価した、第 1回目および第 2回目の模擬授業におけ

る評価得点の平均点および標準偏差を表 2に示した。

各項目における評価得点をみると、第 1回目、第 2回目ともにほとんどの項目において 5段

階の中間点である「3.0」よりも高い点数であったことから、模擬授業に対する学生の評価は

概ね肯定的であったことが伺える。また、第 1回目の模擬授業において、「児童の様子を積極

的に観察・巡視していた。」、「称賛や励ましの言葉を積極的に与えていた。」、および「助言や

アドバイスを積極的に与えていた。」の項目が平均点で「4.0」を超える高い評価得点であった

初等体育科教育法 模擬授業評価シート 

観察者⽒名︓ 

 

第   学年 

単元名︓ 

教材名︓                              （本時の展開    ／   時間⽬） 

 

評価票 
 とてもあ

てはまる 

あてはま

る 

どちらで

もない・

該 当 し

ない 

あまりあ

てはまら

ない 

ま っ た く

あてはま

らない 

学習のねらいやめあてが明確だった。 5 4 3 2 1 

学習の進め⽅が明瞭だった。 5 4 3 2 1 

学習のまとめが明確だった。 5 4 3 2 1 

児童の様⼦を積極的に観察・巡視していた。 5 4 3 2 1 

発問の機会や内容が適切であった。 5 4 3 2 1 

賞賛や励ましの⾔葉を積極的に与えていた。 5 4 3 2 1 

助⾔やアドバイスを積極的に与えていた。 5 4 3 2 1 

児童 1 ⼈ひとりに積極的にかかわっていた。 5 4 3 2 1 

準備や移動の場・時間が少なかった。 5 4 3 2 1 

段階的な学習課題が設定されていた。 5 4 3 2 1 

学習資料・教具が有効に活⽤されていた。 5 4 3 2 1 

安全が⼗分に配慮されていた。 5 4 3 2 1 

よい授業だった。 5 4 3 2 1 

備考（気づいたことなどを記⼊） 

 

図 1 　模擬授業評価シート
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ことから、本授業を受講した学生において、支援、称賛などの教授技術が既に身に付いていた

ものと推察される。一方、「段階的な学習課題が設定されていた。」、「安全が十分に配慮されて

いた。」の項目における評価得点が低いことから、教授技術における指導、注意に関すること

が苦手あるいは未習得であることも示された。これらの結果から、小学校体育科の模擬授業を

初めて体験する学生においても、児童を積極的に観察しようとする態度や肯定的な声掛けをし

ようとする態度が身に付いている一方、段階的な学習課題の設定や安全に対する配慮について

習得することが今後の課題であることが示唆されたと考えられる。

表 2 　模擬授業評価シートの各項目における評価得点の比較

項目 第 1回目 第 2回目
学習のねらいやめあてが明確だった。 3.04±0.36 3.57±0.34 ＊

学習の進め方が明瞭だった。 3.07±0.46 3.18±0.50

学習のまとめが明確だった。 3.06±0.37 3.11±0.24

児童の様子を積極的に観察・巡視していた。 4.01±0.41 4.18±0.37 ＊

発問の機会や内容が適切であった。 3.24±0.38 3.28±0.48

賞賛や励ましの言葉を積極的に与えていた。 4.11±0.41 4.24±0.42

助言やアドバイスを積極的に与えていた。 4.18±0.37 4.24±0.38

児童 1人ひとりに積極的にかかわっていた。 3.26±0.50 3.42±0.38

準備や移動の場・時間が少なかった。 3.98±0.37 4.05±0.34

段階的な学習課題が設定されていた。 2.97±0.40 3.24±0.44 ＊

学習資料・教具が有効に活用されていた。 3.22±0.24 3.25±0.46

安全が十分に配慮されていた。 2.82±0.49 3.14±0.54

よい授業だった。 3.68±0.38 3.72±0.37

＊p ＜.05

第 1回目と第 2回目の模擬授業における評価得点を比較すると、いずれの項目においても評

価得点の上昇がみられた。第 1回目、第 2回目ともに、児童役と観察者役の学生による模擬授

業の評価であったが、教師役を担当した学生は実践した模擬授業の課題を認識し、改善に向け

た検討ができていたことから、評価得点の上昇が示されたものと考えられる。また、「学習の

ねらいやめあてが明確だった。」、「児童の様子を積極的に観察・巡視していた。」、および「段

階的な学習課題が設定されていた。」の項目において、第 1回目の評価得点よりも第 2回目の

評価得点の方が有意に高い点数であった。このことは、評価に基づいた省察の結果、学習のね

らいやめあての説明、児童の観察・巡視、学習課題の段階的な設定の 3点において、明らかな

改善が認められたことを示している。学習のねらいやめあての明確さ、段階的な学習課題の設

定については、第 1回目の模擬授業における評価得点は低い傾向にあった。模擬授業後の協議

会において、「学習のねらいについての説明が曖昧であった」、「課題の難易度に変化が少なく、

同じレベルの課題が続いた」などの評価コメントもあったことから、それらが模擬授業におけ
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る課題を具体化させ、第 2回目の模擬授業に改善点として反映できたものと考えられる。

内田10）は、模擬授業を重ねると、授業者（教師役）側だけではなく児童側の視点から省察

する学生がみられるようになったことから、児童側に視点を置いた模擬授業の準備を意図的に

働きかけることが重要であることを示唆している。今後は、模擬授業の計画、実践、および課

題の省察において児童の視点で検討できること、また模擬授業における省察の視点を明確にし

た上で課題を検討できること、学生による模擬授業評価の妥当性・具体性など、模擬授業が「教

育実践を科学的・研究的に省察する力」を育成する機会となるよう、さらなる検討が必要であ

ると考える。
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要　約

2021年度秋学期末に、東京未来大学の教員を対象に、授業に関するアンケート調査を実施し

た。コロナ禍となって 4学期目の授業に際し、対面授業、遠隔授業、およびハイブリッド授業

の実施について、その実態を明らかにするとともに、コロナ禍の対面授業の工夫や遠隔授業に

おける学生理解度、今後の遠隔授業活用に対する態度などを報告する。本報告では、主に、自

由記述回答についてKJ法を参考に質的に分析し、可能な限り教員の「声」をそのまま記載した。

キーワード：対面授業、遠隔授業、ハイブリッド型授業、大学教員、質的分析

1 ．問題
本報告では東京未来大学（以下、「本学」とする）のコロナ禍の2021年度秋学期授業アンケー

トの結果を報告する。この期間は、対面授業・遠隔授業（ビデオ会議システムを利用したリア

ルタイム授業によるオンライン授業や動画や授業資料などの提供によるオンデマンド授業）・

ハイブリッド型授業（対面授業と遠隔授業の双方を取り入れた授業）など、複雑な授業形態と

なった。

本学では2021年春学期授業開始時に、「対面授業を軸とした本来の姿を意識して、遠隔授業

と対面授業を併用しバランスをとりながら授業運営をしていくことを目指す」こと、そして

「2021年度春学期は対面授業 7割程度を目標に通常運営への移行準備期間」とすることが発信

2021年度秋学期大学教員対象の授業に関する 
アンケート調査の結果報告書

日向野智子
（東京未来大学こども心理学部）

須田誠
（東京未来大学こども心理学部）

Questionnaire Findings Report About Classes of Teachers 
in Tokyo Future University in the Second Semester of 2021.

HYUGANO Tomoko

（Tokyo Future University）

SUDA Makoto

（Tokyo Future University）

実践報告
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された。この方針に基づき、2021年 7月時点では概ね 7割の対面授業が行われていたが、2021

年 7月以降、所謂「第 5波」に見舞われ、秋学期開始時の感染者状況は楽観視できない状況で

あった。そのような社会状況から、2021年 7月23日付、本学教務委員長（当時）より「2021年

度秋学期の授業実施及び時間割について（お願い）」が発信された。その中で、引き続き「遠

隔授業と対面授業を併用しバランスをとりながら授業運営」をしつつ、「対面授業を軸とした

本来の姿」により近づけることを目標とし、これを達成するために授業区分を 3つに区切り、

感染症対策に努めながら対面授業と遠隔授業を併用する授業実施について周知がなされた

（Table 1）。2021年度秋学期は感染症対策が徹底され、教室での「密」を避けるために座席間隔

を空けることとなった。そのため教室不足が生じ、それを解消するために授業ごとに時期に

よって対面授業と遠隔授業の切り替えを大学が指定した。例えば、ある授業では「第 1～ 5回

は対面授業、第 6～ 9回は遠隔授業、第10～14回は対面授業といった具合である。

遠隔授業の実施形態は、基本的に事前録画形式のオンデマンド授業とした。時間割によって

は、対面授業の次の時限に遠隔授業が設定される、あるいはその逆などが生じた。しかし、そ

もそも遠隔授業は、対面授業の感染症対策における教室不足のために設定されたものである。

そのため、遠隔授業は学内ではなく自宅での受講が望ましい。学生・教員双方のWi-Fi環境は整

いつつあるが、学生がオンライン授業を受けるために大学から自宅へ帰宅、あるいはオンライ

ン授業を受けてから対面授業を受けるために自宅から大学へ向かうと、通学の所要時間によっ

ては授業に間に合わなくなる。このように、学生が一日の中で対面とオンライン授業の切り替

えを行うことは容易ではないことから、遠隔授業はオンデマンド授業による実施とした。ただ

し、教員・学生双方において、ZoomやGoogle Meetなどのビデオ会議システムを用いたオンラ

イン授業が可能な場合は、同一時限内に対面授業とオンライン授業を同時並行するハイブリッ

ド授業を行う授業もあった。これは、コロナウイルス感染症の濃厚接触者になり体調不良では

ないものの自宅待機をしなければならない学生や、体調上の理由から登校を見合わせた学生な

ど（後述する結果Table 9参照）に対する対応が主である。また、秋学期末になり所謂「第 6波」

（NKN, 2022）が訪れた。当然、教員も学生も不安が高まり、授業形態や対面授業の実施可否

について現場は混乱した。特に、「第 6波」の脅威が増した秋学期末になる第14回授業におい

ては、ハイブリッド授業を行う授業も複数みられた。

Table 1　2021年度秋学期における授業実施形態

グループ名
期間

期間①
9/27～10/29

期間②
11/1～12/3

期間③
12/6～秋学期授業終了

グループ 1 対面授業 対面授業 対面授業
グループ 2 遠隔授業 対面授業 対面授業
グループ 3 対面授業 遠隔授業 対面授業
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本報告では、コロナ禍での2021年度秋学期における対面授業、遠隔授業、およびハイブリッ

ド授業の実施について、その実態を明らかにするとともに、コロナ禍の対面授業の工夫や遠隔

授業における学生理解度、今後の遠隔授業活用に対する態度などを報告する。また、自由記述

回答について質的に分類し、ハイブリッド型授業における教員の工夫や困難について、可能な

限り多くのエピソードを「教員の生の声」として提示することとした。

2 ．方法
（ 1 ）　調査方法および期間

Googleフォームを利用し、無記名によるアンケート調査を2021年度秋学期の授業期間終了後

に実施した。

（ 2 ）　回答者および回答件数
回答者は、本学の専任教員、特任教員、非常勤講師、キャンパスアドバイザー（以下、CA

とする）であった。講義科目や演習科目等、複数の授業を持っている教員は、授業の実施形態

ごとに複数の回答をした。2021年秋学期は98件の回答が得られた。授業実施形態は、講義65件、

演習25件、実技 6件、実習 2件であった。

（ 3 ）　質問項目
アンケートは次の質問項目から成っていた。「Q1.教員種別」「Q2.授業種別」「Q3.授業実施方

法」「Q4.大学指定の対面授業と遠隔授業の切り替えにおいて工夫したことや困難だったこと」

「Q5.対面授業において感染症対策に対する注意喚起の頻度」「Q6.コロナ禍における対面授業の

実施について工夫したことや困難だったこと」「Q7.対面授業において感染症対策に努めつつア

クティブラーニングを安全に実施するために工夫したこと」「Q8.対面授業に不慣れな新入生に

ついて対応や配慮したこと困ったこと」「Q9.感染者が急増した第 6波以降に授業実施において

変更したことや工夫したことや困難だったこと」「Q10.ハイブリッド授業への学生の出席のさ

せ方」「Q11.オンライン授業における出欠確認方法」「Q12.オンデマンドまたはオンライン授業

における 出席や課題に関する不正防止のために工夫したこと」「Q13.オンデマンド授業の学生

の理解度」「Q14.教員の今後の遠隔授業活用の希望度」であった。

（ 4 ）　分析項目と分析方法
選択回答形式の質問の結果については，主要な質問項目について授業実施形態ごとの記述統

計量を求めた。また、自由記述の内容については、情報集約的及び探索的に分析が可能である

KJ法（川喜田, 1967；1970）を参考に質的分析を実施した。カテゴリー化においては、大学教

員である研究者 2名による合議の上で分類した。
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3 ．結果と考察
選択形式の回答は、講義科目、演習科目、実技・実習の 3つに分けて記述統計量を算出した。

また、自由記述については、得られたエピソードをもとに、大カテゴリー、中カテゴリー、小

カテゴリーに分類した。本文中では、大カテゴリーは【　】、中カテゴリーは［　］で括って

示した。

「Q2.授業形態」と「Q3.授業実施形態」についてクロス集計を行った（Table 2）。講義および

演習科目では、「対面授業と遠隔授業を併用」が 6割を超えたが、実技・実習では、ほぼ「対

面授業のみ」であった。

「Q4.大学指定の対面授業と遠隔授業の切り替えにおいて工夫したことや困難だったこと」の

自由記述を分析したところ、大カテゴリー及び中カテゴリーとして、【工夫】－［混乱防止］・［感

染症対策］・［授業の工夫］、【困難】－［切り替えの混乱］・［授業運営の困難］・［大学の環境］な

どが析出された（Table 3）。

分類の結果から、教員が授業切り替えの混乱を防ぎつつ、感染症対策を取りながら授業の工

夫をしたことが分かる。授業の工夫においては、内容や資料の入れ替えを行うのみならず、学

生の意欲が維持できるように工夫をしていた。他方、第 6波の影響は甚大で、学生のみならず

教員も混乱していた。大学が授業運営の方針を迅速に出すこと、遠隔授業やハイブリッド授業

が円滑に実現できる設備の充実が必要であろう。

「Q2.授業形態」と「Q5.対面授業における感染症対策への注意喚起」について、クロス集計を

行った（Table 4）。いずれの授業形態も「毎回の授業」で注意喚起を行った教員が多いが、講

義科目においては、「授業全体の 4割未満」または「 3割未満」での注意喚起が 2割弱であった。

「Q6.コロナ禍における対面授業の実施について工夫したことや困難だったこと」の自由記述

を分析したところ、大カテゴリー及び中カテゴリーとして、【工夫】－［感染症対策］・［授業の

工夫］、【困難】－［感染症対策］・［授業運営］などが析出された（Table 5）。

分類の結果から、教員が第一に感染症対策の工夫をし、オンラインツール等を活用していた

ことが分かる。しかし、感染症対策を優先すると授業運営が困難となり、アクティブラーニン

グの実施に影響を与えている。また、教員がコロナ禍での学生の変容に苦慮していることも窺

える。

Table 2　授業形態と授業実施方法のクロス集計

変数
Q3.授業の実施方法

出現値 遠隔授業のみ 対面授業と 
遠隔授業を併用 対面授業のみ 合計

Q2.授業形態
講義
演習

実技・実習

3（4.62）
1（4.00）
0（0.00）

42（64.62）
15（60.00）
 1（12.50）

20（30.77）
 9（36.00）
 7（87.50）

65（100）
25（100）
 8（100）

合計 4（4.08） 58（59.18） 36（36.73） 98（100）
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Table 3　 大学指定の対面授業と遠隔授業の切り替えにおいて工夫したことや困難だったことの自由
記述の分類 ＊（　）内は小カテゴリーの総エピソード数

大カテゴリ 中カテゴリ 小カテゴリ 代表的なエピソード

工夫

混乱防止 情報の周知（ 5）
・最後の 2回が対面の予定でしたが、コロナ蔓延のためオンライン授業を行うにあたり、

CoLSを通して通知し、知り合いには連絡し合うように促した。
・受講生が対面授業と遠隔授業の切り替え日時など、混乱しないように複数の手段で情報伝
達するようにしました。（その他、 3）

感染症対策 感染症対策（ 2） ・対面授業の時に密にならぬよう注意した。
・対面授業の時に大声にならぬように注意した。

授業の工夫

授業内容の入れ替え
（ 5）

・課題の提出回や発表の回を調整しました。
・発表の回、テストの回などを調整しました。（その他、 3）

授業資料の作成（ 2）
・遠隔（オンデマンド）と対面授業で差が出ないように映像素材の作成を工夫しました。
・授業内容により、対面を必須として後日補填を実施したり、万一のために授業を録画して
おくなどを行った。

授業形態の活用（ 2） ・それぞれの状況に応じて最大限の学習効果が得られるように努めた。・ありきたりですが、対面だからこそできる内容、遠隔だから学びやすい内容を計画した。

教員の練習（ 2） ・オンラインと対面の授業形態の変化をスムーズにすること。
・PCの操作について練習した。

課題等の統一（ 2）
・第 1回～14回の出欠をすべてCoLSでの確認テスト実施で取ることにしたので、出席管理
については対面・遠隔の影響を受けないようにしました。
・対面授業、遠隔授業ともに作業を行ったファイルの提出を受講生に求めましたが、提出方
法や提出時期（授業日から 3日間）は統一していました。

学生の意欲維持（ 2） ・対面授業に戻ってからは「授業は対面の方がいいね」と対面授業の再開を教員がプラスに捉えていることを学生に伝えた。（その他、 1）
ハイブリッド運営の

活用（ 1）
・私の授業は基本的に全面対面でしたが、家庭の事情や体調の事情で家を出られない学生の
みオンラインにするというハイブリッドで行いました。

通信環境の整備（ 1） ・遠隔授業時に有線LANを使用した。

学生の練習（ 1） ・対面授業期間中も遠隔授業と同様に教材配信・確認テストを実施して、事前にトレーニン
グを行うことで、遠隔授業切替え時に学生が慌てなくて済むようにした。

困難

切り替えの
混乱

第 6波による混乱
（ 9）

・最後の数回がいきなり対面からリモートに切り替わり、対応に苦慮した。
・原則対面とのことで授業を行ったが、年明け 1月からの授業の実施方針が大学から出るの
が非常に遅く、遠隔授業に切り替えていいのか、だめなのか、もっと早く指針を出して欲
しかった。そのため学生への周知が遅くなった。（その他、 7）

教員の混乱（ 4） ・切り替えの時期も変更があったりと、間違えずに把握するのだけでも過去のメールを遡っ
たりと時間がかかってしまった。（その他、 3）

学生の混乱（ 5）
・学生がスケジュール管理が大変そうでした。
・（CoLSやメールで都度学生に周知したが）周知しても確認ができていない、もしくは大学
のシステムが理解できていない学生もいるので困った。（その他、 3）

授業運営の
困難

授業準備（ 7）
・原則対面であったが、コロナのため、急遽遠隔にしたため、教材づくり等に苦労した。
・13回・14回を遠隔に切り替えた。試験は対面実施のつもりで授業を進めてきたため、問題
作成に工夫が必要だった。（その他、 5）

ハイブリッド運営
（ 2）

・対面の講義の際にコロナを事由に遠隔希望の学生がいる場合の細やかな配慮が困難。（そ
の他、 1）

試験実施（ 1） ・オンラインでの到達度試験の実施はなかなか困難であった。オンライン上で試験監督は行
き届かない。

アクティブラーニング
（ 2） ・話し合い活動が制限された。（その他、 1）

大学の環境
前後の授業（ 2） ・オンデマンド期間に、前後の授業はリアルタイムという学生が結構いました。（その他、1）
通信環境（ 1） ・C棟教室のWi-Fiが使えなかったこと。

なし

なし なし（12） ・困難だったことは特にありません。（その他、11）

必要なし
対面授業（ 1） ・全て対面授業だったため、問題ありませんでした。
遠隔授業（ 1） ・遠隔授業のみで行ったため特に問題なし。
初授業（ 1） ・今年度より初めて授業を行います。

Table 4　授業形態と対面授業における感染症対策への注意喚起のクロス集計表

変数
Q5.対面授業における感染症対策への注意喚起

出現値 授業全体の
3割未満

授業全体の
4割未満

授業全体の
4～ 7割程度

授業全体の
7～ 9割程度 毎回の授業 合計

Q2.授業形態
講義
演習

実技・実習

1（1.67）
0（0.00）
0（0.00）

10（16.67）
 1（ 4.17）
 0（ 0.00）

 9（15.00）
 3（12.50）
 0（ 0.00）

15（25.00）
 6（25.00）
 0（ 0.00）

25（ 41.67）
14（ 58.33）
 8（100.00）

60（100）
24（100）
 8（100）

合計 1（1.09） 11（11.96） 12（13.04） 21（22.83） 47（ 51.09） 92（100）
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Table 5　 コロナ禍における対面授業の実施について工夫したことや困難だったことの自由記述の分類
 ＊（　）内は小カテゴリーの総エピソード数
大カテゴリ 中カテゴリ 小カテゴリ 代表的なエピソード

工夫

感染症対策

距離（27）
・座席間を広くとった座席指定にして感染予防に努めた。
・授業を実施する際に距離（ソーシャルディスタンス）をとり対面授業を行った。
・演習でも密にならないように流れを工夫した。（その他、24）

消毒（10）
・直接手を触れるようなことがあれば、手指消毒を適宜促していました。
・プリントの配布や、マイクをみんなで使う時は手指消毒を促しました。
・マイクを使用した時に、学生間で複数使用した場合、マイクを拭くということを行った。
（その他、 7）

発言制限（ 6） ・密を避けるための言葉のやり取りの制限。（その他、 5）

換気（ 4） ・教室内の換気も徹底し、寒い時期は上着着用も可とした。
・ドア、窓の開放。（その他、 2）

非接触（ 4） ・マイクの使いまわしをしないように、学生の意見をこちらが仲介して伝えるなどを実施した。
・実技は人と人の接触を避けた。（その他、 2）

マスク着用（ 3） ・マスクを着用させて授業を行った。（その他、 2）
仕切り設置（ 2） ・透明のパネルを設置した。（その他、 1）
予防教育（ 2） ・なぜ感染症対策をするかについて、丁寧に説明した。（その他、 1）

授業の工夫

オンラインツールの
活用（ 6）

・コルズで出席の提出。
・スプレッドシート等を活用してグループワークを行ったこと。（その他、 4）

教材・課題の工夫
（ 4）

・対面授業時にもオンデマンド教材を復習用に配布して、学生が家庭学習に利用できるよう
にした。
・本来であれば、課題に取り組んだ後に、数人で感想をシェアする時間をとる予定でした。
その時間が取れないた め、教員が学生の課題を読み、全体に向けてコメントをしたり、授
業後に個別に質問を受けたりしていました。 （その他、 2）

ハイブリッド対応
（ 3）

・100名を超える授業では、教場での対面授業とZoomオンライン授業を学生自身が選べるよ
うにした。（その他、 2）

マイクの活用（ 1）
・教務の方のご協力により、教員側と学生側のマイク（マイクスタンド等）を 2本用意して
いただけたので、リアルタイムでの英語による掛け合いが可能となり、到達目標に近づけ
ることができた。

困難

感染症対策

換気（ 5）
・換気をするにも、入口 1箇所、その他は窓側の数か所の出入り口のみ。
・教室の窓を開けることもできなくて、扉を常時開けていたが、それでもサウナのような状
態で本当に大変だった。（その他、 3）

密（ 4） ・大教室で定員いっぱい。
・教室の広さに対して履修人数が多く、密を避けられませんでした。（その他、 2）

消毒（ 2） ・（学生間でマイクを使用した時）タイミング的にマイクを拭くことができないときもあっ
た。（その他、 1）

授業運営

アクティブラーニング
（20）

・話し合いが難しい。
・協働学習がやりにくい。
・グループワークをする際にどこまでしたらよいか、判断に迷ったことがあります。
　（その他、17）

ハイブリッド対応
（ 7）

・仕方のないことですが、ご体調の問題で授業直前に遠隔（Zoom）希望があったときに、
対応に時間を取られ、　対面授業の進行に影響が生じました。
・Zoom参加者と対面参加者がいるため、相互作用的な進行がとても難しかった。
　（その他、 5）

授業内容の変更（ 7） ・（グループワークを変更したので）授業の再構成が必要でした。・実技の当番の時に休むと、その振替を組むのが大変だった。（その他、 5）

学生の管理（ 3） ・大教室だったため、広くて一人一人の管理は難しかった。
・机間指導がやりにくい。（その他、 1）

学生の意識の低さ
（ 3）

・対面授業の欠席についての書面（理由書）の提示を求めても、ごく一部の履修者にその意
味や書き方について　理解に乏しい者がいた。
・慣れてくると座席間隔を守らない学生もでてきて、それに対して強く注意せざるを得な
かった。（その他、 1）

通信環境（ 1） ・（コルズで出席の提出を行うと）人数が多い授業では、つながりが悪く、全員が提出する
までに時間がかかることが難点でした。

なし なし

なし（ 3） ・特にない。（その他、 2）

学生の無事（ 2） ・学生自身が感染症対策をしっかり取ってくれたことで、大きな困難はありませんでした。
（その他、 1）

遠隔授業（ 1） ・遠隔授業であったため特になし。
少人数授業（ 1） ・もとから少人数の授業が多いので、大きな困難はありませんでした。
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「Q7.対面授業において感染症対策に努めつつアクティブラーニングを安全に実施するために

工夫したこと」の自由記述を分析したところ、大カテゴリー及び中カテゴリーとして、【工夫】－

［グループワーク実施］・［グループワーク未実施］、【困難】－［困難］などが析出された（Table 6）。

Table 6　 対面授業で感染症対策に努めつつアクティブラーニングを安全に実施するために工夫した
ことの自由記述の分類 ＊（　）内は小カテゴリーの総エピソード数

大カテゴリ 中カテゴリ 小カテゴリ 代表的なエピソード

工夫

グループ
ワーク
実施

距離（25）
・距離を取り、マイクを使用して、意見を述べてもらいました。
・ペアとの会話練習の際、一定の距離を保たせた。
・グループワークの際には、距離を取って実施するように指導した。（その他、22）

オンラインツールの
活用（ 9）

・ZoomのブレイクアウトルームやGoogleドライブの活用。
・グループワーク時もZoomを立ち上げた。（その他、 7）

小声（ 5） ・ペアワークはその場で大きい声を出さないようにさせることにした。
・小声を徹底しました。（その他、 3）

消毒（ 5） ・入室時の消毒の徹底。
・プレゼンテーションの時にマイクを毎回消毒。（その他、 3）

換気（ 5） ・30分ごとに換気。
・常時、窓を開けるた。（その他、 3）

時間短縮（ 4） ・極短い時間（ 5分程度）にした。
・短時間を徹底しました。（その他、 2）

注意喚起（ 4） ・グループワークの際は学生の間でお互いに寄りすぎないようにその都度アナウンスし、　
注意しました。（その他、 1）

規模の縮小（ 3） ・グループワークは行わず、ペアワークに変更しました。
・グループでの活動の際、人数を減らした。（その他、 1）

発表者の限定（ 2） ・（少数の）発表者を決めて全員に対して発表するように工夫しました。（その他、 1）

感染状況（ 2） ・コロナが落ち着いていた時期はグループワークを取り入れ、　そうではない時はグループ
ワークは行わなかった。（その他、 1）

通常通り（ 2） ・（授業の性質上）全て対面プログラムでアクティブラーニングを行った。（その他、 1）

付箋の活用（ 1） ・口頭でのディスカッションではなく，付箋で考えを一つずつ書いてまとめたり，　KJ法の
ような方法を取り入れた。

マスク着用（ 1） ・マスクをきちんと着用した状態で、意見交換をする時間を設けた。

授業形態（ 1） ・グループワーク週のみ対面授業必須とし、グループワークをし、　遠隔授業では行いませ
んでした。

グループ
ワーク
未実施

記述への切り替え
（ 7） ・対話ワークをしないで記述ワークを増やした。（その他、 4）

オンラインでの
意見の共有（ 5）

・授業時内のリアルタイムでの学生意見の集約を、CoLSのフォーラムを使用して行った。　
学生も教員もその場で意見を共有することができため、有効に活用することができた。
・個人ワークの結果をすぐに共有できるよう、googleフォームのアンケートで回答させ　プ
ロジェクターに回答結果をリアルタイムで提示して意見共有しました。（その他、 3）

個人ワークへの
切り替え（ 4）

・グループディスカッションよりも個人で考える時間を多く取るよう努めました。
・LiTe（Learning in Teaching）を毎回の教材に設定して、使用方法を説明し、　学生が個人で
アクティブラーニングに取り組めるようにした。（その他、 2）

予習の促し（ 2） ・毎回PCを持参させて授業を進めました。また、事前に資料をCoLSに掲載し、　予習した上
で参加するよう促しました。（その他、 1）

メールの活用（ 1） ・質問があったら授業後にメールを送っても構わないと話した。　学生によっては他の学生
がいる前よりも訊きやすかったという感想もあった。

挙手による
反応の確認（ 1）

・直接コミュニケーションをとる形ではなく、手を挙げてもらう等して行った。　学生がと
ても真面目に取り組んでくれ、感激しました。

困難 困難

感染症対策と
アクティブラーニン
グの両立の困難（ 5）

・グループディスカッションは難しかった。
・感染対策をしながらのグループワークは難しかったです。（その他、 3）

通信環境の問題（ 1） ・（Zoomでのペアワークが）ネット環境が弱くできず、諦めた。

授業の質の低下（ 1） ・造形関係の土粘土の使用を取りやめ、軽量紙粘土の使用に切り替えた。　創作は、材料、用具の準備が必要であり、学び合いが助長されず　質的に活動内容の開きが想定される。
設備の不足（ 1） ・学生の間に衝立もあればよいのにと思いました。

なし なし
なし（ 2） ・特になし。（その他、 1）
教室環境（ 1） ・部屋の作りから、難しかったので、特に実施しませんでした。
遠隔授業（ 1） ・全て遠隔授業であったため特になし。
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分類の結果から、アクティブラーニングの実施には感染症対策を必ず取ることが必要であり、

そのためにはオンラインツールの活用が大切であることが窺える。また、あえてアクティブ

ラーニングを実施しないという選択もありうることが分かった。例えば、個人ワーク、記述

ワークといった、所謂「アナログな方法」もまた見直されるべきであろう。

「Q8.対面授業に不慣れな新入生について対応や配慮したこと困ったこと」の自由記述を分析

したところ、大カテゴリー及び中カテゴリーとして、【対応や配慮】－［学生との関り］・［授業］、

【困難】－［学生の姿勢］・［マスク着用］・［学生の不安］・［遠隔授業］などが析出された（Table 7）。

分類の結果から、教員は学生とのコミュニケーションの確保に努力したことが分かる。連絡、

説明、フィードバックの方法を教員が模索していることが窺える。しかし、新入生もコロナ禍

で高校時代を過ごしたであろうから、質問の仕方が分からないということも生じたであろう。

「Q9.感染者が急増した第 6波以降に授業実施において変更したことや工夫したことや困難

だったこと」の自由記述を分析したところ、大カテゴリー及び中カテゴリーとして、【変更】－

［授業の変更］・［教員の変更］、【工夫】－［感染症対策］・［授業の工夫］・［情報収集］、【困難】－

［授業運営］・［感染症対策］・［感染症の教員への影響］などが析出された（Table 8）。

Table 7　 対面授業に不慣れな新入生について対応や配慮したこと・困ったことの自由記述の分類
 ＊（　）内は小カテゴリーの総エピソード数
大カテゴリ 中カテゴリ 小カテゴリ 代表的なエピソード

対応や
配慮

学生との
関わり

メールの活用（ 3） ・メールを活用し、次回授業の概要を伝えた。
・個々の出席状況をメールで連絡した。（その他、 1）

質問方法の多様化
（ 2）

・質問方法を多様化し、メールやCoLSのフォーラムその他、meetやzoomでの面談も受け付
けることを告知した。
・コメントシートやメールを活用し、質問を受け付けた。

連絡の促し（ 2） ・授業のたびに困ったことがあったら、連絡するよう周知した。（その他、 1）
フィードバック（ 2） ・毎回提出物を出してもらっていたので、添削し、フィードバックを行った。（その他、 1）

授業

学生間の交流の促し
（ 5）

・感染対策を行いつつ、多くの学生とディスカッションできるよう席替えを行い、　交流で
きるようにした。
・対面授業後のポートフォリオを作成に当たって、なかなか構成イメージがもてない学生が
いたため、作成したものを持参して相互にアドバイスし合う時間を設けた。（その他、 3）

説明（ 2） ・講義を受ける態度・姿勢について、毎回 5分程度説明を行った。（その他、 1）
個別対応（ 2） ・個別対応をするようにいたしました。（その他、 1）

講師への関心の惹起
（ 1） ・自分自身の内面を知ってもらうような自己紹介を意図的に行った。

困難

マスク着用

主体性のなさ（ 2） ・大学の授業においては、主体的・能動的な姿勢が重要であるが、それがほとんど理解され
ていなかった。（その他、 1）

質問のなさ（ 2） ・質問をしてこないので、理解しているのかどうか判断ができなかったことが課題でした。
（その他、 1）

経験の非蓄積（ 1） ・授業前後の挨拶に慣れていないのか、どうやるんだっけ、と戸惑う学生が多かったです。　
確認の機会を持てばよかったと感じました。

学生の不安 表情の読めなさ（ 3） ・（マスクで表情が読めず）理解しているかがわからなかったことです。（その他、 2）
遠隔授業 感染症への不安（ 2） ・大教室、大人数の受講で、感染が心配との声が多数。（その他、 1）
学生の姿勢 実技の実施（ 1） ・ピアノの授業については、学生は対面のほうがやりやすいという意見が多かった。

なし なし

新入生の担当なし
（13） ・ 2年次以降履修可能な科目なので新入生はいなかった。（その他、12）

不慣れさなし（ 5） ・新入生が特に対面授業に不慣れとは感じなかった。（その他、 4）
なし（ 4） ・特に困ったことなどはありませんでした。（その他、 3）

遠隔授業（ 1） ・遠隔授業であったため特になし。
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分類の結果から、第 6波の影響により、残すところ 1回、 2回の授業で教員が苦慮したこと

が窺える。授業内容の変更をしたり、場合によっては教員自身が感染症の影響を受けていたこ

とが分かる。しかし、最終的に行う試験について困惑したり、各種学生対応に追われていたこ

Table 8　 感染者が急増した第 6 波以降に授業実施で変更したことや工夫したことや困難だったこと
の自由記述の分類 ＊（　）内は小カテゴリーの総エピソード数

大カテゴリ 中カテゴリ 小カテゴリ 代表的なエピソード

変更
授業の変更

授業形態の変更（22）
・最終回を遠隔（オンデマンド型）で実施した。
・14回目の試験を遠隔にせざるを得なかった。
・急遽、13回、14回をオンデマンド型遠隔授業として実施いたしました。（その他、20）

アクティブラーニング
の変更（ 2） ・グループワークの実施を取りやめ、個人ワークに切り替えた。（その他、 1）

試験形態の変更（ 1） ・最終回の教場試験はオンラインテストに変更しました。
課題提出方法の変更

（ 1）
・最終回は課題のポートフォリオの提出を設定していたが、特定のクラスで欠席が増えたた
め、郵送での提出も受理した。

教員の変更 教員の変更（ 1） ・（自分自身が影響を受けたため）急遽別の教職員に対応を依頼することとなってしまった。

工夫

感染症対策

密の回避（ 3） ・より着席間隔を広げた。（その他、 2）
消毒（ 3） ・消毒の回数を増やしました。（その他、 2）
換気（ 2） ・換気の回数を増やしました。（その他、 1）

会話の制限（ 3） ・講義中に周囲と会話しないことをアナウンスしました。（その他、 2）
注意喚起（ 7） ・いっそうの感染予防に注意喚起した。（その他、 6）

授業の工夫

対面授業と遠隔授業
の併用（ 8）

・コロナ不安や体調不良など、遠隔希望者への対応を柔軟に判断した。
・対面をしつつオンデマンド教材を流すことにした。（その他、 6）

CoLSの活用（ 3）
・授業内容をビデオ録画し、CoLS上にURLをUPしたり、個別の学生に送信したりした。
・自身が濃厚接触者となった段階で発病前に急いでCoLSに授業素材をアップしました。
　（その他、 1）

試験実施の工夫（ 2） ・対面とオンライン（CoLS）の試験並行実施。（その他、 1）
対面授業の機会の
確保（ 1） ・第14回については履修者全員に対して、対面授業とした。

情報収集 情報収集（ 1） ・他の先生方に実施状況を伺った。

困難

授業運営

授業形態の
切り替えの判断（ 7）

・授業形態を決める明確な基準がないことに困りました。
・大学として明確な指針がなかったこと。
・「遠隔も可とする」との扱いで個々の教員に判断が委ねられたこと。（その他、 4）

学生対応（ 7）
・感染や濃厚接触で休んでいた学生が復帰した際の配慮について。
・最終回に対面で試験を実施したのですが、すでに感染者が多く出ている時期だったので、　
公欠になる学生が多く、その対応には苦労しました。（その他、 5）

試験の実施（ 5） ・期末試験を基本的に対面としましたが、苦渋の決断でした。
・試験の適正な実施が困難。（その他、 3）

ハイブリッド型授業
（ 3） ・（対面授業と遠隔授業を並行し）やむを得ないと思うが、二度手間になった。（その他、 2）

学生への連絡（ 2） ・最後の課題提出確認など連絡がうまくできなかった。（その他、 1）
アクティブラーニング
の実施（ 2）

・強く不安を感じている学生がいる中でのディスカッションやグループワークの進め方。
　（その他、 1）

授業内容の変更（ 1） ・唐突に遠隔授業用に内容変更したのが厳しかった。

感染症対策
密（ 2） ・教室が学生数のわりに狭い（通常なら問題ない）ので、学生の不安の声が届いた。

　（その他、 1）
換気（ 1） ・扉を開けていたため寒かった。

感染症の教
員への影響

感染症の教員への
影響（ 2）

・自身も罹患しましたが、発病して病院に隔離されますとほぼ業務は不可能です。
　（その他、 1）

なし なし

なし（ 8） ・特に変更したことはありません。（その他、 4）
遠隔授業（ 1） ・遠隔授業であったため特になし。
受講者数（ 1） ・受講者自体が少なかったため、特に変更した点は無かった。

感染者（ 1） ・受講者に感染者がおらず、授業回数も残り 2回で、その内 1回は最終試験で発話機会も無
いので、　無事に授業を終えられた。

遠隔授業の体験（ 1） ・去年の授業で既にオンデマンド授業は体験済みで、その時のことを基に授業を組み立てたので、　特に変更したことはなかった。

学生の意見（ 1） ・「対面授業にしてほしい」という意見もあり、変更はしなかった。　学生は「安全面だけ」
から授業を考えていないということを感じた。
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とも分かる。

対面授業とZoom等のオンライン授業を同時に行うハイブリッド授業を実施した科目に対し、

「Q10.ハイブリッド授業への学生の出席のさせ方」をどのように指定したのかを尋ねた。ハイ

ブリッド授業自体を実施した科目は98件中24件であり、回答全体の1/4程度であった。ハイブ

リッド授業を実施した授業では、半数が「対面またはオンライン授業のいずれかを学生自身に

選択」させていた（Table 9）。

「Q11.オンライン授業における出席確認方法」（Table 10）について尋ねたところ、98名中69

名から回答を得られた。オンライン授業を行った教員の 9割が複数の出席確認方法を組み合わ

せており、多くの教員が課題の提出を出席確認の手掛かりとしていた。

Table 10　対面とオンラインを併用したハイブリッド授業における出席指示や選択方法
出席確認方法 選択数（％）

課題の提出  58（ 49.2）
ビデオオン状態での氏名と人物の確認  15（ 12.7）
ZoomやMeet等での呼名による点呼  14（ 11.9）
授業中の指名  13（ 11.0）
ZoomやMeet等の入退室記録  12（ 10.2）
ビデオオフ状態での氏名の確認   1（  0.8）
その他   5（  4.2）

計 118（100.0）
※「その他」の回答として、以下の内容が 1件ずつ得られた。
　・対面授業の欠席についての書面（理由書）の提出（但し14回目以外）
　・チャットを利用しての学籍番号と名前のリアルタイムでの送信
　・CoLSから期限内に教材をダウンロードしたか否か
　・GoogleClassroomで出席フォームを作成し出席を記入して頂いた。
　・投票機能（ZOOM） 3分くらいで切る、手を挙げさせる

Table 9　対面とオンラインを併用したハイブリッド授業における出席指示や選択方法
指定方法 選択数（％）

対面またはオンライン授業のいずれかを学生自身に選択させた。 13（ 50.0）
対面授業に出席する学生とオンライン授業に出席する学生を教員が指定した（例：第〇回は、学籍番号の偶数
は対面、奇数はオンラインなど）。  3（ 11.5）

その他 10（ 38.5）
合　計 26（100.0）

※その他の回答として、以下の内容が得られた。　
　・コロナウイルス感染や濃厚接触者、体調上の理由など、登校できない事情のある学生のみ許可 6
　・体調不良や対面が心配、その他の理由で授業開始前までに連絡があった学生 1
　・感染状況悪化の際は希望者に、最後は全員にオンライン授業。 1
　・ ハイブリッドとは違うが、急遽オンデマンドになったので出席した学生に対面で対応しつつ、 オンライン
動画を配信した。 1

　・対面とオンデマンドで実施。番号を指定。 1
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「Q12.オンデマンドまたはオンライン授業における 出席や課題に関する不正防止のために工

夫したこと」の自由記述を分析したところ、大カテゴリー及び中カテゴリーとして、【不正防

止の工夫】－［全般的な不正防止］・［出席の不正防止］・［試験の不正防止］・［課題の不正防止］、【分

からなさ】－［相談］などが析出された（Table 11）。

分類の結果から、教員は出席・試験・課題の不正が生じぬように工夫していたことが分かる。

但し、むやみに学生を疑うのではなく、注意喚起や確認を徹底し、学生に「しっかり授業を受

ける」ことを促していたことが窺える。

「Q2.授業形態」と「Q13.オンデマンド授業における学生の理解度」とのクロス集計を行った

（Table 12）。講義および演習科目のいずれも、「対面授業と同等の理解ができた」と評価された

科目が 5割前後と最も多かった。講義および演習では、「対面授業よりもやや低いが、十分理

解できた」についても 4割弱の科目で評価された。

「Q2.授業形態」と「Q14.今後の遠隔授業活用の希望」とのクロス集計を行った（Table 13）。

演習科目は、「できれば活用したい」「活用したい」を選択した回答者が多く（71.0%）、講義

においても55.38％が活用を希望していた。実技・実習については「できれば活用したくない」

が50％であったが、科目により、遠隔授業活用の希望は異なるようであった。

Table 11　 オンデマンドまたはオンライン授業における出席や課題に関する不正防止のために工夫
したことの自由記述の分類 ＊（　）内は小カテゴリーの総エピソード数

大カテゴリ 中カテゴリ 小カテゴリ 代表的なエピソード

不正防止
の工夫

全般的な
不正防止

注意喚起（12）
・あまりにも課題提出までの時間が短いものについては注意喚起を行いました。
・不正防止に関するアナウンスを徹底した。
・不正に当たる行為について、継続的に授業スライドに載せた。
・剽窃や不適切な引用を含む内容への減点があることを周知した。（その他、 8）

確認（ 8）
・課題内容はすべて目を通してチェックした。
・必ず感想文などを出していただき不正がないことを確認した。
・引用文献を記載してもらい、本文と照らし合わせ確認を行った。
・同じ内容のレポートのチェック。（その他、 4）

記録（ 6）
・視聴履歴と課題提出履歴を確認した。
・まずCoLSによる資料参照記録と課題提出状況で確認。
・動画視聴開始と課題へのアクセス時間との差の確認。（その他、 3）

出席の
不正防止

遠隔授業の出席確認
（ 4）

・カメラオン状態で授業を実施する。
・退室時に声をかけても不在の学生が稀にいましたので、その場合は、授業後にCoLSで事
情聴取を行いました。（その他、 2）

課題による出席確認
（ 7）

・授業の内容・感想を書かせて確認することとし、課題自体はその日の授業に沿ったものと
した。
・授業動画とは別に、出席確認（授業内容の感想）を学生に提出させたこと。（その他、 5）

試験の
不正防止 試験の不正防止（ 6）

・テストの回答は、 1回限りの設定をした。
・CoLSでの試験受験時間を対面と同じに設定。
・CoLSのテストでランダム出題。
・課題の内容を個別で異なる回答にしました。（その他、 2）

課題の
不正防止

難易度の設定（ 4） ・授業動画に目を通さなければ回答が難しい論述型の課題を設定した。
・オンライン参加の場合、課題を多めにした。（その他、 2）

キーワードの設定
（ 3）

・パスワードを設定して口頭で伝える。
・取り上げてはいけないキーワードを授業中に伝えた。（その他、 1）

分からなさ 相談 相談（ 1） ・何かしら良い方法があったら教えていただきたいです。

なし
なし なし（ 4） ・特になし。（その他、 3）
なし 履修者数（ 1） ・人数が少なかったので、特に工夫は必要なかったです。
なし 事案なし（ 1） ・オンデマンドの課題で不正を疑うような事案は見られなかった。
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4 ．おわりに
早稲田大学では、大学総合研究センターがコロナ禍以前から1,600科目以上のオンデマンド

授業を蓄積しており、また、遠隔交流授業の研究開発も進めてきた（早稲田大学, 2022）。その

ため、「コロナ禍でもあまり慌てなかった」そうである。大規模大学で、かつ、専門の研究部

門がある大学ならではである。本報告からも分かる通り、「大学の迅速な意思決定」と「ハイ

ブリッド型授業対応のための教室環境の整備」があれば、教員の工夫により今後の第 8波、第

9波を乗り越えられるはずである。個々の教員の努力だけでなく、大学全体の取り組みがコロ

ナ禍の大学教育にあっては必要不可欠である。

引用文献
川喜田二郎（1967）．発想法――創造性開発のために――　中公新書
川喜田二郎（1970）．続・発想法――KJ法の展開と応用――　中公新書
NHK（2022）．特設サイト　新型コロナウイルス 

  Retrieved October 18, 2022, from https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/entire/

早稲田大学（2022）．教育方法研究開発部門　教育支援 

  Retrieved October 22, 2022, from https://www.waseda.jp/inst/ches/ctlt/teaching/ 

Table 12　授業形態とオンデマンド授業における学生の理解度のクロス集計表

変数

Q13.オンデマンド授業の学生理解度

出現値
対面授業よりも
理解が

できなかった

対面授業よりも
かなり低いが、
だいたい
理解できた

対面授業よりも
やや低いが、
十分理解できた

対面授業と
同等の理解が
できた

対面授業以上の
理解ができた 合計

Q2.授業形態
講義
演習

実技・実習

2（4.08）
0（0.00）
0（0.00）

4（ 8.16）
2（12.50）
1（33.33）

19（38.78）
 6（37.50）
 1（33.33）

23（46.94）
 8（50.00）
 1（33.33）

1（2.04）
0（0.00）
0（0.00）

49（100）
16（100）
 3（100）

合計 2（2.94） 7（10.29） 26（38.24） 32（47.06） 1（1.47） 68（100）

Table 13　遠隔授業の活用希望

変数
Q14.遠隔授業の活用希望

出現値 活用したくない できれば
活用したくない

どちらとも
言えない

できれば
活用したい 活用したい 合計

Q2.授業形態
講義
演習

実技・実習

5（7.69）
0（0.00）
0（0.00）

 5（ 7.69）
 4（16.00）
 4（50.00）

19（29.23）
 3（12.00）
 2（25.00）

13（20.00）
 7（28.00）
 1（12.50）

23（35.38）
11（44.00）
 1（12.50）

65（100）
25（100）
 8（100）

合計 5（5.10） 13（13.27） 24（24.49） 21（21.43） 35（35.71） 98（100）
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1． 編集方針：本教育改善（FD）年報（以下、「年報」）は、ファカルティ・デベロップメン
ト（以下、「FD」）に関する論考・シンポジウムや講演会の記録及び依頼原稿、FDの実践・
活動、ならびに広義のFDに資する内容の発表の場を提供することを目的とする。なお、
本年報は、FD委員会の委員による担当部会を指定し、その委員にて編集等の作業をおこ
なうこととする。

2． 本誌の投稿者：本年報に筆頭著者として投稿できる者は、本学の教職員とする。筆頭著者
として投稿できるのは、 1編のみである。但し、依頼原稿においてはその限りではない。

3．原稿の内容・種類
　　 1）原稿は、本学のFD活動に関するものであること。
　　 2）原稿は、和文または英文とする。
　　 3）原稿は未公刊のものに限る。他に投稿中の原稿も認められない。
　　 4） 原稿は総説、原著、研究ノート、研究資料、実践報告、書評とし、すべて査読を行う

こととする。ただし、FD委員会の担当部会が企画した特集、依頼原稿については査
読を不要とすることができる。

4．原稿の体裁
　　 1）原稿は、A 4判、原則横書きとし、MS Wordで作成する。
　　 2） 原稿には論文の種別（総説、原著、研究ノート、研究資料、実践報告、書評等）、要約、

キーワード（ 5語以内）を付す。要約は原則として、和文、英文のどちらかとし、和
文400字以内、英文175語以内とする。

　　 3） 提出原稿の体裁は次の通りとする（論文用様式参照）。 1ページあたり、本文は 

フォント10.5ポイントで46字×35行とし、タイトル（14ポイント）、要約、図表、文
献等をすべて含めて、10ページ以内とする。余白は、上下左右26mmとする。タイト
ル（和文・英文）、著者名（和文・英文）、要約、キーワード、本文は、 1ファイルに
収める。

　　 4） 図表は本文中に挿入するとともに､本文原稿とは別に一つのファイルとして作成の上、
通し番号を付する。なお、図表の分量については、何ページ相当（例えば、1/2ページ、
1/4ページ等）と指定する。

　　 5） 原稿の形式、引用文献の記載は、各専門分野の慣例に従うこととする。ただし、脚注
は用いない。

　　 6）製版に特別な費用を要したときには、投稿者の負担とする。

5． 投稿原稿は、FD委員会の担当部会によって指名された審査員の査読結果を基に、FD委員
会の担当部会の議を経て、掲載が決定される。 

6．別刷は発行しない。

7． 掲載順は、FD委員会の担当部会で決定する。編集作業の過程で、形式についてはFD委員
会の担当部会の、内容については審査員の確認を経て、加筆・修正を依頼する場合がある。

教育改善（FD）年報　論文投稿要綱2022
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8．校正に関しては、投稿者の責任とする。

9．提出締め切りおよび発行時期
　　 1） 投稿を希望する者は、FD委員会の担当部会が定める期日までに指定の執筆意向調査

書を所定の方法でFD委員会の担当部会に提出する。
　　 2） 原稿は、電子ファイル（1. 氏名・所属が明記されたWordファイル、2. 氏名・所属を

削除した査読用PDFファイル）を締切日までFD委員会に提出する。
　　 3）原則として年 1回 3月末日までに発行する。

10． 本誌に掲載された原稿の著作権は著者に、版権は本学に帰属する。本誌に掲載された原稿
を他の出版物・媒体で公刊する場合には、あらかじめ文書によりFD委員会の承認を得な
ければならない。ただし、別刷りとして著者本人が論文を作成することは妨げない。

【締め切り】（2022年度）

　 1）執筆意向調査（指定のGoogle Formにご回答ください）

　　　 7月最終週木曜日まで

　 2）論文提出

　　　10月第 3金曜日まで

【宛先】

　　fd-ml@tokyomirai.jp





令和 4年度　ＦＤ年報編集小委員会

令和４年度　東京未来大学
教育改善向上（ＦＤ）委員会

編集委員長　　横地　早和子
　編集委員　　今井　康晴
　　　　　　　鳥海　弘子

委員長　大橋　恵	 （こども心理学部）
　委員　今井　康晴	 （こども心理学部）
　　　　杉本　純哉	 （エンロール・マネジメント局）
　　　　杉本　雅彦	 （モチベーション行動科学部）
　　　　鳥海　弘子	 （こども心理学部）
　　　　西村　美穂	 （こども心理学部）
　　　　森下　一成	 （モチベーション行動科学部）
　　　　横地　早和子	（こども心理学部）
　事務　安藤　功一	 （エンロール・マネジメント局）
　　　　大柿　瑠衣	 （エンロール・マネジメント局）
　　　　菅原　恵	 （エンロール・マネジメント局）

令和 4年度　教育改善向上（ＦＤ）年報　vol.8

2023年 3 月23日発行

編　集　　令和 4 年度　東京未来大学教育改善向上（ＦＤ）委員会
発　行　　東京未来大学
　　　　　　〒120-0023東京都足立区千住曙町34-12
　　　　　　TEL 03-5813-2525
　　　　　　FAX 03-5813-2529




	空白ページ
	空白ページ



