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↑「①アクティブラーニングの問題点につい
て考える」の様子

←↓→「②授業でホワイトボードを活用した
ときの効果について考える」の様子
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毎年 8 月〜 9 月の時期に開催してい
る FD・SD サマーワークショップが
今年もスタートしました。今年は 6 つ
のプログラムを予定しており、9 月の
5 日には「①アクティブラーニングの
問題点について考える」、6 日には「②
授業でホワイトボードを活用したとき
の効果について考える」を実施いたし
ました。
「①アクティブラーニングの問題点

について考える」では、参加者自身が
感じるアクティブラーニングの問題点
や疑問点や課題点を互いに出し合い、
論点を整理する活動を行い、以下のよ
うな意見が挙げられました。グループ
ワークでは、授業の中での時間配分を
どうするか、どのようなツールを使
うか、具体的にどのようなパフォーマ
ンス課題を設定するか、といったアク
ティブラーニング型授業の実施におけ
る実際的な悩みや課題が共有されまし
た。

特に、どのグループでも共通して挙
げられた課題として評価をどうする
か、というものがありました。たとえ
ば、フリーライダーになっている学生
をどう評価すべきか、あるいは、プレ
ゼンテーションを求める授業で、プレ
ゼンテーションが苦手であるものの理

解は深まっている学生をどのように評
価すべきかということが議論されまし
た。

フリーライダーが生じる可能性をは
らんだグループワークにおいて学生を
適切に評価するためには、グループ
ワークに重きを置いていたとしても、
個別課題として個人のアウトプットを
求める必要があります。また、プレゼ
ンテーションを苦手とする学生がいた
場合では、プレゼンテーションのスキ
ルを身につけることが授業の目的なの
か、それとも、プレゼンテーションは
理解の深まりを確認するための手段に
過ぎないのか、活動の目的を明確にし
ておく必要があると言えます。このよ
うに、その授業で何を身に着けさせた
いか、何を理解させたいかという到達
目標の設定が大切であり、その点を明
確にすることが適切な評価にもつなが
ることが確認されました。

ここでさらに踏み込んで提案するの
ならば、どんな授業であれ、授業の最
後の時期にだけ評価をするとなると、
学生も教員も軌道修正が効きません。
やはり途中段階でどこまで身につけら
れたかを教員も学生も把握し、軌道修
正をする機会があったほうが望ましい
と言えます。その意味で、アクティブ

ラーニング型授業で求められる学びの
プロセスの外化（＝書く・話す・発表
するなどのアウトプット）が学習成果
を可視化することにもなり、途中段階
での理解度を確認できるという効果も
期待できるかもしれません。

また、アクティブラーニング型授業
は、思考のプロセスの外化を求めるこ
とから、これまで個人任せであった学
修プロセスを授業の中に組み込んでい
るとも言えます。できるだけ多くの受
講者が、到達目標を達成できるように
するためには、学修プロセスを授業の
中に組み込むということがひとつの選
択肢になるでしょう。具体的にどのよ
うな外化を求めることが効果的である
かは授業の目的や性格によるでしょう
が、アクティブラーニングという観点
を通して、こうしたことの重要性につ
いても気づかされました。

〈AL についての論点〉

◆大人数には向かないのではない

か（クラスサイズでの違い）

◆知識修得には向かないのではな

いか

◆ AL の定義に疑問あり

◆評価をどうするか

◆どういうツールを使うか

◆ハードルの設定をどうするか

◆パフォーマンス課題をどう設定

するか

◆ AL に使える時間のバランス

◆知識定着を確認する手段として

AL を位置づけられるか

◆ AL を取り入れるタイミングの

難しさ（初年次では難しい）
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汎用的能力に影響を与えた経験（大学入学前までの経験は除く）

大学在学中の授業や実習・ゼミなどでの経験 大学在学中の授業以外の活動・経験 大学卒業・修了後の経験

メディア等の情報や他人の
考えをうのみにせず、根拠
は何だろうかと考える

自分の意見を積極的に表現
する

どう表現すれば自分の考え
が相手に伝わるかを考える

異なった考えをもつ他者と
も柔軟に協働できる

他の人と協力して解決すべ
き問題に取り組むことがで
きる

相手の意見がなぜ自分と異
なるのかについて考える

自分に与えられた役割は、
責任を持って果たす

困難なことでも、途中で投
げ出さず取り組む

関心のあることについて自
分でいろいろと調べる

数字で
みて
長大！

教学
IR部

門より

教学 IR 報告書 No. 3「学生の学
習状況についての大学間比較――
2015 年度調査」を刊行しました。
大学教育イノベーションセンター
HP より参照ください。
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前回に続き、今回も昨年度 8 月に実
施した卒後１年目（2015 年度卒）と
５年目（2011 年度卒）の卒業生に対
する調査の結果を一部、報告します。
この調査では汎用的能力について行動
レベルで得意か否か、それらの能力が
大学入学まで、大学教育、大学卒業・
修了後の経験のいずれが影響している
かを尋ねています。いずれの卒業年度
の学生でも、「得意」または「どちら
かというと得意」に感じる割合が低い
項目は「自分の意見を積極的に表現す
る」（5 割弱）、「どう表現すれば自分
の考えが相手に伝わるかを考える」（6
割弱）でした。それに対し、9 割以上
の者が得意であると感じている項目は

「関心のあることについて自分でいろ
いろと調べる」と「自分に与えられた
役割は、責任を持って果たす」の 2 項
目でした。

これらの項目に影響を与えた時期は
卒業年度で大きく異なっていました。

「大学入学前までの経験」がこれらの
行動に影響を与えたと回答する者の割

合はいずれの卒業年度でも 3 〜 5 割ほ
どおり卒業年度間の差はあまり見られ
ませんでした。ただ、卒後 1 年目の者
では「メディア等の情報や他人の考え
をうのみにせず、根拠は何だろうかと
考える」、「どう表現すれば自分の考え
が相手に伝わるかを考える」、「他の人
と協力して解決すべき問題に取り組む
ことができる」という項目については

「大学在学中の授業や実習・ゼミなど
での経験」を選んでいる者が大学入学
前の経験よりも多かったのに対し、卒
後 5 年目の者では卒後 1 年目の者より

「大学在学中の授業や実習・ゼミなど
での経験」、「在学中の授業以外の活動・
経験」を選ぶ割合が低い項目が多く、

「大学卒業・修了後の経験」を選ぶ割
合が高くなっていました。　

卒業年度によって大学入学前の経験
を選んだ割合は変わりませんが、大学
での経験を選ぶ割合が変わるのは、社
会人として働いた時間によって大学で
の経験に対する認識に差が出るせい
か、あるいは、卒後 1 年目と 5 年目で
は本学で履修した教養教育に違いがあ
り（卒後 1 年目の学生からモジュール
を履修）、大学教育の効用に違いがあ
るせいか、今後、継続して調査を進め、
明らかにしていきます。
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⑤合理的配慮の実践とユニ
バーサルな授業設計に
ついて

⑥学生を思考にいざなうレ
ポート課題とは

2017

9 25
月 日

2017

9 20
月 日

2017

9 6
月 日

FD・SDサマーワークショップのご案内

学生による
教育改善のための
委員会より

日時：　9月 6日（水）　13:30 〜 15:00

場所：　A-12 教室（文教C・教養教育棟）

内容：　ホワイトボード（および模造紙とふせん）を
用いた授業の事例を紹介します。実際に、
授業でのホワイトボードや模造紙の活用の
仕方について参加者同士でアイディアを出
し合います。

日時：　9月 20 日（水）　13:30 〜 15:00

場所：　A-12 教室（文教C・教養教育棟）

内容：　プレゼンテーションを授業で取り入れた際、
調べてまとめる以上の何を学生に求めるべ
きでしょうか。学生が理解を深める必然性
のある問いの立て方や指示の出し方や授業
設計について検討します。

日時：　9月 25 日（月）　10:30 〜 12:00

場所：　A-11 教室（文教C・教養教育棟）

内容：　『障害のある学生の修学支援に関する検討会
報告（第二次まとめ）』の要点について紹介
します。また。架空のシラバスをグループ
ごとに合理的配慮の観点から検討し、ユニ
バーサルな授業設計のための基礎的な考え
方を紹介します。

2017

9 5
月 日

日時：　9月 5日（火）　10:30 〜 12:00

場所：　A-12 教室（文教C・教養教育棟）

内容：　アクティブラーニング型授業を取り入れてい
る方もそうでない方も、どのような問題が
あるかについて意見を出し合います。大学
で実現したい教授学習がどのようなものか
について検討します。

①アクティブラーニングの
問題点について考える

2017

9 21
月 日

日時：　9月 21 日（木）　10:30 〜 12:00

場所：　A-12 教室（文教C・教養教育棟）

内容：　宿題の出し方について「課題設定」と「教室
内での授業での活用法」の 2つの観点から、
実践事例を通して検討します。

④宿題の出し方と宿題の授
業での活用方法につい
ての実践事例紹介

③プレゼンテーションをい
かにして学生の思考の活
性化の手立てとするか

②授業でホワイトボードを
活用したときの効果に
ついて考える

▼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/fd29sum.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

2017

9 26
月 日

日時：　9月 26 日（火）　10:30 〜 12:00

場所：　A-11 教室（文教C・教養教育棟）

内容：　レポート課題について、教員の視点からと、
学生の視点からの 2つの視点から考えます。
教員の視点からは、レポート課題で何を目指
すべきかについて考え、学生の視点からは、
レポートの課題が学生からどのように捉えら
れているかについて考えます。それらをあわ
せて、レポート課題をどのように設計すべき
かについて議論します。

いよいよ長崎大学初の学生発案型授業である「学
生発案！学生として今をどう生きるべきか考える実
践型授業」が第 3 クォーターから開講されます。こ
の学生発案型授業は、今年度の委員会の活動の目玉
の一つであり、開講に向けた学生のニーズ調査から
発案・企画に至るまで、２年以上の時間をかけてき
ました。授業の内容はタイトルが示す通り、『人生』
という大きなテーマを通して「大学生としての自分
と将来の理想像」、「働くということ」、「様々なライ

フイベント」といった多様な事柄について、グルー
プでのディスカッションやプレゼンテーションを交
えて学び、考えるものになっています。受講してい
く中で、情報の収集・分析能力や、集団の中で自ら
の意見を主張する力、またそれに加えて他者の意見
に傾聴し尊重する力が向上することを目指し、最終
的に受講生一人ひとりが「学生として今をどう生き
ていくべきか」ということについて表現することを
目標としています。

この授業は長崎大学の 4 名の先生 ( 環境科学部：
西久保裕彦先生・医学部保健学科：井口茂先生・大
学教育イノベーションセンター：北村史先生、前田
裕介先生 ) にご担当いただくことになりました。専
門分野や背景がそれぞれ異なる先生方に授業をして
いただくことで、幅広く多面的な視点を養えること

を期待しています。また、授業には先生だけでなく、
私たち学生委員会のメンバーもファシリテーターと
して参加し、受講生のちょっとした疑問質問に答え
たり、議論の行方を見守ったり、時には逆に質問を
したりすることで、よりインタラクティブな授業に
できればと思っています。現在、学生発案型の授業
を取り入れている大学はいくつかありますが、どの
大学の授業にも負けないような面白くて実りの多い
授業になることを目指します。

全てが初めての取り組みということもあり、不安
な点や心配な点はありますが、受講生のために精一
杯がんばって参りますので、学生発案型授業を、そ
して学生による授業改善のための委員会をどうぞよ
ろしくお願いいたします。

委員長 赤山紗也果（環境科学部３年）


