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教育の方法には様々なものがありま
すが、どのような方法が授業で採用さ
れるかは、学習者の到達目標によって
変わってくるものと言えます。大学の
授業において広く一般的に採用されて
いる講義法による一斉授業の形態は、
明治初期にイギリスから日本に持ち込
まれた方法だと言われていますが、高
等教育において 100 年以上も受け継が
れてきたこの方法は、今もなお大学教
育の主軸と言える方法です。

講義法による授業は、限られた時間
の中で多くの情報を学習者に伝えるこ
とができるという効率面で利点がある
だけでなく、教員の情報伝達と表現す
る力が高く、学生の学ぼうとする志向
性や学ぶ能力が高ければ、十分な知識
定着の成果に結びつくとも言われてい
ます。このような講義法の特徴から考

えてもこの方法が採られるのは、与え
られた情報の理解と知識の定着が到達
目標としてあるからに他なりません。
しかしながら、理想的な学習者のよう
に、情報を受け取りながら他の知識や
経験と関連づけて考えたり、伝えられ
た情報を批判的に検討したり、総合し
て原理を探ろうとする、ということを
全ての学生が教員の導きなしにできる
わけではありません。知識の伝達に加
えて、思考を促す働きかけをすること
で、情報の理解と記憶再生にとどまら
ず得た知識を運用して新しい知を生み
出していくための複合的かつ総合的な
力の育成が目指されます。もちろん高
度に設計されたカリキュラムにおいて
は、複数の科目をまたいで、情報伝達
と演習による学びを連携させることも
可能ですが、まずは一つひとつの科目

の中で情報伝達と知識の活用を繰り返
していくモデルを考えてみたいところ
です。

反転授業は、一斉授業による情報伝
達と自学による復習や応用という従来
型のやり方をひっくり返して、自学（動
画講義の視聴）によって情報を受け取
り、教室では問題演習や応用問題に取
り組むという教授学習の方法です。現
在はこの発想にアクティブラーニング
型授業の考えが取り込まれるようにな
り、対面の時間においてより発展的で
複合的な課題解決型の活動や集団のダ
イナミクスを活かした学び合いによる
知識の深い理解と定着を目指した活動
などを実施する設計も提案されていま
す。
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反転授業を実施する際は動画コンテ
ンツ化した講義に注意が向けられがち
ですが、同等あるいはそれ以上に重要
と思われるのが、対面の授業でどのよ
うな活動を取り入れるかという点で
す。情報伝達に割かれていた時間を
使って、従来の授業時間内には取り入
れづらかった学習者同士あるいは学習
者と教員の間での思考の交流によっ
て、学習者が自らの理解を外に表現し
てみながらそれが正しいかどうかを確
認して、より深い理解を得ることも期
待されます。理解の深まりのような成
果は、他者との協働によって効果的か
つ効率的に生み出すことができます。
さらには、理解が深まる実感があって
こそ、その前段階での予習（授業前の
講義視聴）のコストは学生にとって意
味のあるものと価値づけられていくと

言えます。このように、単に授業をコ
ンテンツ化すること以上の実践レベル
での工夫が反転授業という形態には必
要とされ、その効果というのは知識の
獲得のみならず、より深い理解と学ぶ
意欲の醸成にもおよぶと言えます。

このように考えると、講義の全てを
コンテンツ化して対面授業での活動を
いちから考え全てを反転授業化すると
いうのはかなりの準備が必要となり、
実効性のあるモデルとは言えません。
そこで、講義の一部（たとえば、基本
となる概念のうち今後数年に渡って変
更する必要のなさそうなものの解説）
をいくつかの短い動画にしておき、事
前視聴課題として視聴させるという形
が現実的と言えそうです。動画に解説
を任せて時間が浮いた分、その理解を

前提とした思考の外化を伴う活動を対
面授業の一部に含めることで、学生を
より深い理解を伴った主体的な学びに
導くことができるかもしれません。

反転授業を実施する際は動画コンテ
ンツ化した講義に注意が向けられがち
ですが、同等あるいはそれ以上に重要
と思われるのが、対面の授業でどのよ
うな活動を取り入れるかという点で
す。情報伝達に割かれていた時間を
使って、従来の授業時間内には取り入
れづらかった学習者同士あるいは学習
者と教員の間での思考の交流によっ
て、学習者が自らの理解を外に表現し
てみながらそれが正しいかどうかを確
認して、より深い理解を得ることも期
待されます。理解の深まりのような成
果は、他者との協働によって効果的か
つ効率的に生み出すことができます。
さらには、理解が深まる実感があって
こそ、その前段階での予習（授業前の
講義視聴）のコストは学生にとって意
味のあるものと価値づけられていくと

言えます。このように、単に授業をコ
ンテンツ化すること以上の実践レベル
での工夫が反転授業という形態には必
要とされ、その効果というのは知識の
獲得のみならず、より深い理解と学ぶ
意欲の醸成にもおよぶと言えます。

このように考えると、講義の全てを
コンテンツ化して対面授業での活動を
いちから考え全てを反転授業化すると
いうのはかなりの準備が必要となり、
実効性のあるモデルとは言えません。
そこで、講義の一部（たとえば、基本
となる概念のうち今後数年に渡って変
更する必要のなさそうなものの解説）
をいくつかの短い動画にしておき、事
前視聴課題として視聴させるという形
が現実的と言えそうです。動画に解説
を任せて時間が浮いた分、その理解を

前提とした思考の外化を伴う活動を対
面授業の一部に含めることで、学生を
より深い理解を伴った主体的な学びに
導くことができるかもしれません。

Vol. 008  March 2018



Innovative Newsletter
平成 30 年 3 月　発行
編集・発行：　国立大学法人長崎大学大学教育イノベーションセンター
〒 852-8521　長崎市文教町 1-14　TEL: 095-819-2077
URL: http://www.innov.nagasaki-u.ac.jp/

「Innovative Newsletter」は文部科学
省採択事業「大学教育再生加速プロ
グラム」【テーマ I（アクティブラーニ
ング）・テーマII（学習成果の可視化）
複合型】の補助金を受けて作成して
います。

FD・SDスプリングワークショップのご報告

学生による
教育改善のための
委員会より

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/

学生による教育改善のための委員会では来年度の
主な活動として、学生発案型授業への参画、学生と
教職員との交流イベントである「長大しゃべらん
BAR」の定期的な開催、学生を対象としたアンケー
ト調査の実施を予定しています。これらの活動を通
して委員会をより活気あるものにし、同時に知名度
も向上させることを目標に掲げています。

今年度第 3 クォーターに初めて開講された学生発

案型授業は、来年度は第２クォーター（水曜５・６
限）に開講予定です。担当教員や授業の主な内容は
そのままに、今年度の反省点や受講生から出た意見
を取り入れ、パワーアップした形で開講されます。
また主な受講生となる新一年生への広報活動にも力
を入れています。2 年連続で開講できることに感謝
し、来年度も委員会としてフィードバックを行い、
結果を学内外に報告していく予定です。

学生発案型授業はもともと、平成 25~27 年度に
委員会（旧協議会）で実施したアンケート調査の結
果をもとにして、学生が理想とする授業を企画し、
実現させようとしたのが始まりでした。前回の調査
当時とはモジュールの仕組みや内容が変わり、学生
も変わった中、「いま」の学生は授業や大学生活に
何を思い、何を求めているのかを問う全学的なアン

ケート調査を実施したいと考えました。その結果を、
今後の学生発案型授業の改善だけでなく、大学全体
の教育改善につなげることができればと思っていま
す。アンケートの調査項目は委員会で考えるだけで
なく、長大しゃべらん BAR 等の機会を活用して広
く学生と教職員の皆様からご意見を伺いたいと思っ
ています。さらに年度末の長大しゃべらん BAR を

「拡大版」として、このアンケートの結果を報告す
る場にする予定です。

来年度も引き続き委員会の活動にご支援、ご協力
を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）

４月からの新年度を目前に、教育実践に役立てて
もらうために３月６日、７日、８日、15 日に FD・
SD スプリングワークショップが開催されました。
今回は、以前に実施したプログラムと同一の内容も
あり、そのとき参加できなかった方々にもご参加い
ただけました。
「反転授業の授業設計と教材動画作成」では、対

面の授業時間と自習時間との役割を「反転」させる
という反転授業の授業設計の考えが紹介され、学
生に事前学習をさせるための動画教材コンテンツ
を iPad をつかって作成する方法が紹介されました。
参加者はその場で iPad を使いながら動画コンテン
ツの作成の流れを体験しましたが、反転授業という
目的に限らず、校外での実習など事情があって授業
を休まなければならない学生に授業を視聴させるた

めの授業アーカイブに利用できそうだといった声も
ありました。また一方で、コンテンツを作ったとし
てもしっかりと予習してくるわけではないといった
現実的な課題もあることが議論の中で確認されまし
た。
「学生を思考にいざなうレポート課題とは」では

課題の出し方の工夫について考えどころが整理され
るだけでなく、具体的な方略も紹介されました。レ
ポートのコピペ問題という共感できることがらにつ
いての丁寧な説明に、参加者のうなずきが多数あっ
たことが印象的でした。

ひきつづき、9 月には FD・SD サマーワークショッ
プを開催予定です。内容や開催時期のご要望がござ
いましたら、大学教育イノベーションセンターまで
お知らせください。


