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アクティブ・ラーニング型の教育技法
を取り入れた授業では、学生が一方的に
講義を聞くだけではなく、能動的に思考
することが求められます。そのため学
生がグループワークを行ったりプレゼン
テーションしたりといった活動が設定さ
れることもよくあります。これらの活動
は従来、小規模から中規模の講義におい
て積極的に取り組まれてきました。一方
で、受講する学生数の多い大規模講義で
どのように実施し、思考の活性化を促し
ていくかということが課題となっていま
す。今回はその課題について解決方法の
１つを提示する実践をご紹介します。

教育学部の楠山研先生の担当する授業
「教育行政・制度論」（全学モジュールⅠ
科目）が行われる C 棟 16 番教室は教養
教育棟の中でも大型の教室です。授業前
からほぼ満席状態となり、受講する学生
数は 95 人を超えています。授業では 15
週のうち 7 週に渡り教育行政や制度に関
係する事柄についてグループによる発表
が行われます。この日は 3 つのグループ
から教員制度や教員の働き方に関する発

大人数の中で光る
“鳥の目”と“虫の目”

表がありました。発表は、自らの経験を
盛り込んだり、現職の教員に実際にイン
タビューをしたりとそれぞれのグループ
で視点や切り口の異なったものとなって
いました。

その後すぐに３つの発表への意見や質
問を考えるグループワークへと移行し
ます。グループの数は延べ 21 を数えま
す。限られた時間の中で議論の内容をど
のようにして全体で共有するのかと疑問
に思っていたところに登場したのが、裏
がマグネットになっているホワイトボー
ドシートです。これをグループに 1 枚ず
つ配布し、出た意見や質問を記入し教室
前方と後方のホワイトボードに貼り付け
ることで、発表したグループとその他の
全員で内容を共有することができるので
す。所狭しとシートが貼り付けられたホ
ワイトボードは壮観です。それをもとに
発表したグループの代表者が質問に答え
ます。学生は、所属するグループの中で
思考した後、他のグループの考えを知る
ことでさらに思考を深めていきます。

また、この授業でもう一つ特徴的であ
るといえるのが授業終了時に全員が提出
する発表評価シートです。評価シートに
は「発表について」という項目があり、

その日発表した中でよかったと思うグ
ループを選びます。加えて、「各班から
の意見について」という項目も設けられ、
当日のグループワークで良い意見や質問
を出したと思うグループも各自の考えで
選ぶことができるようになっています。
評価シート内で選ばれたグループには

「ポイント」が加算され、各グループの
ポイント獲得状況は毎回の授業の最初に
ランキング形式で発表されます。このよ
うなシステムがあることも後押しし、当
日発表があるグループ以外であっても、
良い意見や質問を考えようと主体的・積
極的に議論を行っていました。実際に、
受講している学生からも「( ポイント獲
得数ランキングの )TOP ５から外れた
のでなんとか復帰したい」というコメン
トがありました。これら一連のプロセス
が、グループの中だけではなく学生一人
ひとりの中での思考をも促す、巧みな仕
掛けとなっています。

大型教室での大規模講義であっても、
教育技法とツールを工夫することによっ
て学生の思考を活性化する能動的な学び
を促すことは可能です。また、大規模講
義だからこそできるアクティブな学びも
確かに存在しています。
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学生の学びを能動的で主体的な、ア
クティブ・ラーニングの状態に導いて
いこうとするとき、「問う」ことの工夫
によって思考の活性を促すことができ
ます。教育学では教授者の指導言を、
説明、指示、発問、助言に分けて捉え
る考え方があります。これらの分類は
授業内の教授学習の過程を把握するた
めに有効です。大学での授業場面を例
にして考えてみると、説明することが
中心となる講義型の授業であっても学
生が取り組む活動についての指示や、
思考を引き出すための発問、学生の発
言を受けての助言や追加説明など、複
数の指導言があることがわかります。
説明の占める割合が多いと一方的で単
調な授業となりがちですが、指示や発
問が効果的に織り交ぜられている授業
では、たとえ講義中心の授業であって
も学生の参加が促され、能動的な学び
に近づいていくようにみえます。新し
いことを学ばせるために説明は不可欠
ですが、説明だけで終わってしまうと、
学生の思考は事実を記憶すること以上
に深まらないという懸念があります。
そこで、説明された内容を深く理解さ
せるために発問を工夫して、学習者の
思考を促すことが求められます。

発問は、ある事柄について知識があ
り理解している者が、知識がなく理解
していない者に投げかける意図的な言
葉であり、思考を促す導きの術である
と言えます。発問の機能はいくつもあ
りますが、説明を能動的に聴かせるた
めには、意欲喚起や思考の焦点化とい
う機能に注目できます。

意欲喚起のための発問は、説明に入
る前に投げかけておくことで、学生に
何を念頭に置きながら説明を聴いて欲
しいのかを示すことができます。各回
の授業内容と関連した問いだけでな
く、授業全体のテーマや専門領域に通
底する大きな問いを示すことによって
も、学生が繰り返し立ち戻って説明と
関連づけて考えることを促します。た
とえば、「今日は〇〇について解説し

ます。」と伝えるかわりに「〇〇には
どのような機能があるでしょうか」と
問うことで、聴く姿勢を少し変えるこ
とができるかもしれません。

思考の焦点化のための発問は、授業
の展開に合わせて、学生にたどってほ
しい思考を代弁することで論点を整理
して、焦点を絞り込むことができます。
たとえば、「ここまで〇〇について説
明しましたが、△△についてはどうか
という疑問が生じます。これについて
検討するためにはどのようなことが考
えられますか」と問うことができます。

発問で引き出された思考をより深め
るためには他者との対話が有効です。
自身の考えを言語化することに加え、
別の考えを知ることによって知識が整
理され新たな疑問も生み出されること
が期待されます。「説明⇒発問⇒対話」
という流れを授業に導入する際のきっ
かけとなりそうな教授学習の技法とし
て、「シンク・ペア・シェア」や「ピア・
インストラクション」という活動があ
ります。シンク・ペア・シェアは思考
と対話を実践させることのできる活動
です。考えさせる問いを伝え、まず個
人で考える時間を設け、次に近くの者
とペアをつくってそれぞれの考えを伝

え合い、最後にいくつかのペアに話し
合った内容を紹介してもらいます。答
えが１つにならないような問いを考え
させることで、多様な考えを比較する
こともできます。同様に、ピア・イン
ストラクションも、教え合い／学び合
いを実践させることのできる活動で
す。課題を出した後で、まず個人で解
を導いた後に、ペアをつくりお互いに
自らの答えを解説し合います。最後に
教員が解説を加えますが、学生同士の
解説の機会に、知識の整理がなされる
ことが期待できます。どちらの活動も
大勢の学生を相手にする大規模な講義
に導入可能なものであり、説明が中心
となる講義においても適度に対話の機
会を設けることができます。
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教学 IR 部門より

本学の教学マネジメントと
「学生による授業評価」が
変わります！
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Ｑ．教学マネジメントとは何ですか？

Ｑ．なぜ、いま変えるのですか？

Ｑ．どのように変わりますか？

Ｑ．旧「学生による授業評価」と新しい「授業アンケート」は何が違いますか？

Ｑ．なぜ、授業アンケートをWeb 方式（実質記名）に変更するのですか？

Ａ．大学教育の質を確保するため、大学教育全体の目標（Plan）が、入学から卒業まで

の教育の取り組み（Do）を通じて達成されたかどうかを自己点検・評価（Check）し、

学位プログラムについて必要な改善・改革（Action）を行っていく PDCA サイクルを

適切に回す仕組みを作ることを大学は求められています。この仕組みを「教学マネジメ

ント」といいます。

Ａ．平成 28年 3月に中央教育審議会はディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、

アドミッション・ポリシーの策定と運用に関するガイドラインを定め、３ポリシーの整

備を求めました。このガイドラインにおいては、大学教育を通じて「学生が何を身につ

けたかという観点を重視し、テストや学修行動調査、学修ポートフォリオなどによる学

修履歴の記録や振り返りをもとに、個々の学生の学修成果の把握・評価を行うことが求

められています。これを受けて、本学でも平成 28年度に全学および各学部において３

ポリシーの整備を行い、この３ポリシーにもとづいた PDCAサイクルの仕組みを再検

討しています。
【3ポリシーの策定・公表の義務化　学校教育法施行規則（2016年3月31日改正、2017年4月1日施行）】

Ａ．本学でこれまでばらばらに行っていた学生による授業評価、学修行動調査、コンピ

テンシー・テストに一貫性を持たせることで、「入口」（入学時）から「出口」（卒業時）

までの学生の学修行動を一律に把握し、学生自身の振り返りと大学教育の改善・改革に

つなげます。このような自己点検（Check）をするためにデータを収集することはイン

スティテューショナル・リサーチ（IR）と呼ばれています。

　新しい教学マネジメントの本格運用は平成 30年度からですが、まずは平成 29年度

に「学生による授業評価」から「授業アンケート」に変更します。

Ａ．新しい授業アンケートでは学生の自己評価と授業改善を目的とし、マークシート方

式ではなくNU-Web を利用したWeb 方式（実質記名）で実施します。質問項目は、授

業へ取り組む学生自身の態度、得られた学修成果に関する自己評価、授業改善のための

意見収集などから構成されます。これは、新しい教学マネジメントにおいて、各授業科

目レベルにおいても授業改善に向けたPDCAサイクルを機能させること、学生の能動的・

主体的な学修を促す取り組みを充実させることが求められているためです。

Ａ．理由は３つあります。１つ目は、学生に自身の回答をフィードバックすることで学

修行動を省察し、改善・向上を促すためです。２つ目は、大学の自己点検の観点から、

学生の学修行動・成績と教育環境やカリキュラム等要因との関連について多面的な分析

を行うためです、３つ目は、トータルコストの削減のためです。

４月３日
（月）に

教学マネ
ジメント

と授業

アンケート
に関する

FDを開
催予定で

す！
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FD・SDスプリングワークショップのご案内

学生による
教育改善のための
協議会より

日時：　3 月 3 日（金）　10:30 〜 12:00

場所：　第五会議室（教育学部 2 階）

内容：　①初年次セミナー科目からの事例
報告

②事例報告を受けての自由な意見
交換

日時：　3 月 7 日（火）　10:30 〜 12:00

場所：　A12 番教室（教養教育棟）

内容：　可能な限り特別な機材や有料のア
プリケーションソフトウェアを使
わずに、動画コンテンツを作成す
る環境の導入方法から基本的な使
い方までを紹介します。

Date & time：　Tuesday, March, 7　
1:00 p.m. 〜 2:30 p.m.

Place           ：　Conference room No. 5 in the education 
building

Content     ： ① Legal context ② Relevant NU principles, 
guidelines, and regulations ③ Role and 
structure of Student Accessibility Office
④ Principles and examples of reasonable 
accommodations ⑤ Small group-based 
work/discussion ⑥ General Q&A

日時：　3 月 3 日（金）　13:00 〜 14:30

場所：　第五会議室（教育学部 2 階）

内容：　①クォーター制を導入した科目か
らの事例報告

②事例報告を受けての自由な意見
交換

日時：　3 月 6 日（月）　10:30 〜 12:00

場所：　第五会議室（教育学部 2 階）

内容：　① 4 年間の「基礎力テスト」の分
析結果をもとにした総括

②汎用的技能（ジェネリックスキル）
向上のための教育事例の紹介

③自由な意見交換

①初年次セミナー科目によ
る事例報告

④授業で使える動画コンテ
ンツ作成クリニック
―Mac 版―

⑤

③「基礎力テスト」報告会
―４年間の総括―

②クォーター制導入の科目
による事例報告

Disability, Discrimination, and Reasonable 
Accommodations at Nagasaki University
(Faculty/staff development program 
presented in English)
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▼申し込み方法▼
次の Web ページの申し込みフォームか
ら、各プログラム実施日の３日前までに
お申込みください。

スマートフォンはコチラより⇒

http://www.innov.nagasaki-u.ac.jp/teacher/
fd28spr.html

▼問い合わせ先▼
学生支援部教育支援課
教養教育班　　寺川・俵
電話：　内線 2077（095-819-2077）

メール：　fd@ml.nagasaki-u.ac.jp

大学教育イノベーションセンターでは、集合研修で行われる長崎大学 FD のほ
かに、各部局に出向いて部局 FD として開催する「出前 FD」を実施しています。
〈これまでに実施した出前 FD の例〉

◆簡単にできるアクティブラーニング（経済学部 FD）
◆達成度の判断に使える学修基準（ルーブリック）について（水産学部 FD）
◆アクティブラーニングによる授業の充実（薬学部 FD）
◆学生による授業評価からのフィードバック（言語教育研究センター FD）

実施内容は、ご要望に合わせて構成いたします。内容によっては、限られた時
間を有効に使って行う「e ラーニングとのブレンド型」での実施も可能です。また、
教員個人を対象とした授業設計のコンサルテーションも行っています。シラバス

作成、授業設計、教授方法などについて、担当教員と共に授業の改善案を考えま
す。下記 web ページより、お申込みいただけます。お気軽にご相談ください。

←↓出前 FD のお申込みはコチラ
http://www.innov.nagasaki-u.ac.jp/webform/FD/h28-g-fd/

授業設計コンサルのお申込みはコチラ↓→
http://www.innov.nagasaki-u.ac.jp/webform/consulting/

ついに、学生による教育改善のための協議会が進
めてきた「学生発案型授業」が完成しました！開講
時期は平成 29 年度 第 3Q 水曜 5・6 限、授業科目
名は「学生発！！学生として今をどう生きるべきか
を考える実践型授業」です。ご担当いただく先生方
は全部で 4 名。環境科学部の西久保裕彦先生、医学
部保健学科の井口茂先生、大学教育イノベーション
センターの北村史先生と前田裕介先生です。異なる
専門分野の先生にご担当いただき『人生』という大

きなテーマをきっかけに、グループワークを中心と
した実践型の授業を通してコミュニケーション能力
やリーダーシップ、情報収集や分析能力を身につけ
ることを目標としています。授業では、「学生は恵
まれているか？」や「なぜ働くのか？」、「ライフイ
ベントについて」等、さまざまな問いを学生に投げ
かけ、考える機会を設けます。最終的に「学生とし
て今をどう生きていくべきか」を考えるきっかけに
なれば嬉しいです。

現在は、ご担当いただく先生方と話し合いを行い、

詳細シラバスの内容や授業の進め方、成績評価の方
法等を検討しています。学生にとってより満足でき
る授業にするために、開講に向けて話し合っていき
たいと考えています。

最後に、お忙しい中、学生発案型授業を担当してい
ただく先生方、学生による教育改善のための協議会
の活動にご協力、ご助言いただいた先生方、大変あ
りがとうございました。今度とも学生による教育改
善のための協議会をよろしくお願いいたします。

水産学部　3 年　鈴木航太

学生発案型授業　テーマは、人 生 じんせい


