特集

音声同期スクリーンキャプチャシステムを用いた
学生の主体性を引き出す反転授業の試み
Trial Runs of a Flipped Classroom Using Speech-Synchronized
Screen-Capture System for Students to Develop a Sense of Agency
要

旨
グローバル化の進展やMOOCs（Massively Open
Online Courses）により、誰でもいつでもどこでも
高度な教育を受けられる環境が普及しつつあり、大学
教育を取り巻く環境は大きく変化している。大学教育
の価値を高めるためには、大学の場を生かした質の高
い教育の提供が求められている。加えて、学生がグ
ローバル社会を生き抜くためには、いかにして主体性
を身につけるかが重要な要件となっている。このよう
な課題に対処するため、富士ゼロックスと山梨大学
は、教育の質の向上を目指した共同研究を行ってい
る。ここでは、ICT技術を利用した新しい教育スタイル
を導入し、他者とのコミュニケーションを通じて知識
を深め、自分の考えを表現できる主体的な学生の育成
を目指している。本稿では、富士ゼロックスが開発し
た音声同期スクリーンキャプチャ・ネット配信システ
ムを用いた反転授業／アクティブラーニングの実証実
験で、大幅な成績向上が見られたので報告する。
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The environment surrounding university education
is changing significantly, as globalization and the
spread of MOOCs (Massively Open Online Courses)
enable anyone to receive higher education anywhere
and anytime they want. To increase the value of
education, universities must make the most of their
resources. Students must also develop a sense of
agency to survive in the global society. To support
these needs, Fuji Xerox and the University of
Yamanashi are cooperating on research aimed at
improving the quality of education. By introducing a
new educational style using ICT, the research focuses
on educating students to help them deepen their
knowledge and express their ideas, in order to
develop a sense of agency by communicating with
others. This paper reports the results of trial runs of a
flipped classroom and active learning using
speech-synchronized screen-capture technology and
an internet delivery system, which showed significant
improvements in performance among the students.
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1. はじめに

学習者が覚えていること

Open Online Courses）により、誰もがいつ

パッシブ
ラーニング
（受動的学習）

グローバル化の進展やMOOCs（Massively

読む
聞く

聞いたことの20%程度

画像・ビデオ・展示を見る

でもどこでも高度な教育を受けられる環境が普
く変化している。このような状況の中、従来の
高等教育のあり方も問われ始めている。大学教
育の価値を高めるためには、大学の場を生かし

実演を見る、現場を見る
議論に加わる・研修を受ける

アクティブ
ラーニング
（能動的学習）

及しつつあり、大学教育を取り巻く環境は大き

図1

読んだことの10%程度

見たことの30%程度
見聞きしたことの30%程度

話し／書いたことの70%程度

発表をする・プレゼンテーションをする
モデル化する・実体験を模擬する
実践する

学習ピラミッド
Learning pyramid

やったことの90%程度

※数値の根拠は曖昧

た質の高い教育の提供が求められている。
一方で、学生の受動性や学習意欲の低下が問
題となっている。第2回大学生の学習・生活実

ティブラーニングの実証実験において、学生の
大幅な成績向上が見られたので報告する。

1)

態調査報告書（2012年） によると、
「学生の
自主性に任せる」より「大学の教員が指導･支援
するほうがよい」と考える学生が2008年の
15.3%から2012年は30.0%に増加し、
「あま

2. 反転授業とアクティブラーニング
学生の主体性を向上させるための方法として、

り興味がなくても、単位を楽にとれる授業がよ

「アクティブラーニング（AL）」が注目されて

い」が半数を超えるなど、2008年の同調査と

いる。アクティブラーニングとは、教師が一方

比較しても、学生の受け身な姿勢が強まり、学

的に学生に知識を伝達する講義スタイルではな

習意欲の低下が目立ってきている。このことは、

く、ディスカッション、プレゼンテーション、

学生の授業外での学修時間にも現われている。

ミニッツレポート、ミニテスト、PBL（プロジェ

1週間当たりの授業に関連する学修時間は、米

クトベースドラーニング）など、学生の能動的

国の大学生では11時間以上が58.4%以上なの

な学習を取り込んだ学修モデルを意味する5)。

に対して、日本の学生は5時間以下が66.8%と

図1に示す学習ピラミッドでは、より能動的な

米国学生の半分以下の時間しか学修していない、

学習の要素を取り入れるほど、学生の学習の定

2)

という調査結果が報告されている 。
グローバル化した社会の中で生き抜く力を身
につけるということは、
「主体性」をいかに身に
3)

つけるかということである 。多種多様な民族、

着率が高いとされており、アクティブラーニン
グは、まさにこのような要素を取り入れたモデ
ルである。
大学におけるアクティブラーニングでは、
「学

考え方の人々が集まった中で、いかにして自分

士力」と「社会人基礎力」と呼ばれる2つのタ

自身の考えを持ち、それを他者に伝えるコミュ

イプのスキルを育成する狙いがある。「学士力」

ニケーションができるのかが問われているので

とは従来行われてきた大学での専門的知識のこ

ある。このような主体性のある大学生を育成す

とであるが、アクティブラーニングでは、単に

ることが、現在の大学教育の最も重要な課題の

知識を身につけるのではなく、学んだことを実

1つであるといえる。

践的に活用できたり、横断的な領域に応用でき

このような問題に対処するために、富士ゼ

るような「深い学び」6)へと学生を導くことが

ロックスと山梨大学は、大学教育の質の向上を

求められている。また、社会人基礎力7)では、

目指して共同研究を行っている4)。ICT技術を利

チームで働くためのコミュニケーション能力や

用した新しい教育スタイルの導入を通じて、主

課題発見力、主体的に行動を起こす実行力など、

体的で、他者とのコミュニケーションを通じて

社会人が必要とされる汎用的能力を育成するこ

知識を深め、自身の考えを表現できる学生の育

とも目的としている。

成を目指している。本稿では、富士ゼロックス

アクティブラーニングの方法の1つとして、

が開発した音声同期スクリーンキャプチャ・

近年注目されているのが「反転授業（FC）」で

ネット配信システムを用いた反転授業／アク

ある。反転授業とは、従来授業時間に行われて
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いた講義をビデオやeラーニング教材を通じて

が必要となってくる。

事前に学習し、教室ではディスカッションや演

これらの課題に対して、筆者らはまず、反転

習のような応用課題に取り組んだり、他者との

授業のビデオ作成の負荷の軽減に着目した。反

対話を通じて理解を深めることに時間を使う教

転授業を継続的に実施していくためには、いか

育スタイルである。2000年にJ. Wesley Baker

にして簡易に講義ビデオを作成し配信できるか

8)

が発表したモデルがベースとなっており 、反転

という点が重要となってくる。通常は、ビデオ

授業における教師の役割の変化を「壇上の賢人

カメラで撮影するという方法が取られるが、こ

ではなく、学習者に寄り添う導き手になれ

れには次のような課題がある。

（ become “the guide on the side”

z ビデオカメラや三脚の他、場合によっては専

instead of the “sage on the stage”）」と

用のスタジオが必要な場合もある。
z ビデオはデータ量が大きく、編集のためには

表現した。
反転授業はもともとは米国の高校で広まった
ものであるが、2012年米スタンフォード大学
医学部 Charles Prober教授が、授業から「講
義をなくす」ことを提案したことで、大学の間で
9)

も反転授業が注目を浴びるようになってきた 。

十分なPCのパワーが必要。
z データ量の大きい動画の配信/閲覧には、強力
なサーバー／ネットワーク回線が必要。
z データ量を減らすため画像を圧縮すると、画質
が劣化し、プレゼン資料の画像が不鮮明となる。

反転授業は、ICTを用いたeラーニングと、対面

z ビデオの編集や取り直しには多大な手間や時

型の対話的授業を交互に行うブレンド型授業の

間がかかるうえに、編集の技術も必要とされ

一種であり、専門的な授業では効果があることや、

ることが多い。

まだ学習に対する問題意識ができていない初学

これらの課題を解決するために富士ゼロック

者においても、予習のガイダンスの工夫などによ

スでは、音声同期スクリーンキャプチャ・ネッ

10), 11)

。

ト配信システムを開発した（図2）。本システム

筆者らは、工学部の授業を対象に、アクティ

は、PC画面と音声を同期して記録し、紙芝居の

ブラーニングおよび反転授業の試行を行った。

ような動画を作成するシステムである。教員は

理工系の学部では、取得しなければならない絶

PCとマイクを準備し、講義をしているように、

対的な知識量があることと、その一方で、知識

PCを使ってプレゼンテーションを行うだけで

を実践知に結びつけていくという2つの強い要

よい。PC上で実施したプレゼンテーションの画

請が存在する。この両方を満足するためには、

面の変化をシステムが自動的に検知しキャプ

反転授業によって事前に十分な知識を得たうえ

チャする。マイクから入力された音声をキャプ

で、授業という場でそれを実践知に変えていく

チャ画像と同期して記録することで、紙芝居風

「反転授業＋アクティブラーニング」という組み

動画が作成される。システムは講義動画の配信

合わせがふさわしいと考えたからである。

機能までを提供する。本システムは、従来のビデ

り効果が得られることが報告されている

オカメラによる方式に比べ、次のメリットがある。

3. 音声同期スクリーンキャプチャシ
ステムによる講義ビデオネット配
信を用いた反転授業

①資料作成

②動画収録

③アップロード

①

講義スライド等

講義動画
配信サーバー

教員

反転授業やアクティブラーニングを導入する

⑤視聴

ときの最も大きな障壁として、教員の授業準備
の負担の増加が挙げられる。反転授業では事前

①
学生
学生

に講義ビデオの作成が必要であるし、授業をア
クティブラーニング化するためには、アクティ
ブラーニングの各種手法をどのように組み合わ
せて授業を構成するか、事前に綿密な授業設計
富士ゼロックス テクニカルレポート No.23 2014

学生

図2

音声同期スクリーンキャプチャ・ネット配信システムの概要
Outline of speech-synchronized screen-capture and internet
delivery system
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門家ではない。事前に、アクティブラーニング
や反転授業に関するサーベイを行い、ある程度
の知識を得たうえで試行を行った。
z 授業デザイン
反転授業用のビデオ作成&配信ツールとして、
音声同期スクリーンキャプチャ・ネット配信
システムを使用すること以外は、どのように
授業を構成するかなどは、各々の教員に任さ
図3

声同期スクリーンキャプチャ・ネット配信システムの画面例
Screen example of speech-synchronized screen-capture and
internet delivery system

z アプリケーション無依存で自由度が高く、PC
とマイクという簡易な装置で記録が可能。マ
シンパワーへの要求も高くない。
z 静止画で記録されるため、データ量が少なく、
オーサリングやネット配信も簡単。
z 静止画なので、画質の劣化がほとんどない。

れた。したがって、講義のどの部分をどれく
らい反転させるか、アクティブラーニングの
どの手法をどのように取り入れるかなどは、
各担当教員が個々に考え授業を設計した。
z 教室環境
3つの講座とも、100名程度収容可能な階段
教室で行われた。教室には、大型スクリーン
とプロジェクター、黒板が設置されている。
z 授業のノウハウの共有

本システムは動きの大きな動画やCGなどを

どのような授業を実施し、学生の行動や評価

扱う講義には不向きであったり、教員の映像が

がどうであったかなどは、授業の実践後、各

映らないなどのデメリットもあるが、多くの場合

教員からメールで報告され、互いの活動を把

®

重要な情報はPowerPoint のような静止画やテ

握することが可能な状況で試行を進めた。互

キストで伝達されると仮定している。また自身の

いの実施状況を知ることで、互いに刺激し合

映像が映りこむ講義ビデオを心地よく思わない

うことが取り組みへのモチベーションにつな

教員もおり、大きな問題とはならないと考えた。

がった部分があると思われるが、他者の取り

利用者である学生は、閲覧時間や閲覧場所の

組みをどの程度参考にし、自身の授業デザイ

制限がなく動画を視聴することができ、隙間時

ンに生かすかなどは本人に任された。

間を使って、納得がいくまで動画を視聴するこ
とができる。

4.2

試行例

1）試行例1：コンピュータネットワーク
我々は本システムを用いて15～30分程度の

3年次後期必修科目。約50名受講。講義動画

講義動画を作成し（図3）、授業の数日前に配信

は15～20分程度：当初の3回は準備期間とし、

し、授業時間には演習課題や学生同士の議論、

第4回目以降からFC＋ALを導入した。すべて

プレゼンテーションなどのアクティブラーニン

の講義を反転させるのではなく、30～60分を

グを行う「反転授業とアクティブラーニングの

FC＋ALとし、残りの時間は従来どおりの講義

組み合わせ」形式の授業を複数の工学部専門教

とした。事前学習の動画は5日前に学生に公開

育科目に対して試行した。

し、学習状況を把握するためのレポートとアン
ケートを毎回実施した。講義動画の内容は授業

4. 反転授業／アクティブラーニング
の実践
4.1

方法

時間内では講義しなかった。授業中は4人でグ
ループを組み一緒に課題に取り組んだり、2人
組で互いのレポートを読み合ったり採点し合っ
たりした。

反転授業＋アクティブラーニング（FC＋AL）
の試行を3人の教員、3つの講座で行った。3人
は理工系講座の担当であり、特に教育関連の専
46
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2）試行例2：基礎統計学Ⅱ及び実習

表1

２年次後期選択科目。約40名受講。講義動画

試行1の期末試験結果
Results of term-end examination in trial 1
平成23年度（FCなし）

得点

は約20分：中間試験以降FC＋ALを導入した。

平成24年度（FCあり）

0-9
10 - 19

授業中は、協調型グループワークを実施した。

8

グループ編成は毎回変更し、成績上位者と下位

62

30 - 39

567

7655300

40 - 49

0157

99888765544433333110

50 - 59

445

65444300

60 - 69

122223444599

8887742

70 - 79

0123348

40

80 - 89

001233334678899

90 - 99

222358

者がうまく混ざるように編成した。最初は個々
で演習課題を解いた後、グループで答案を採点
したり、わからないところを教え合ったりした。
成績上位者が、下位者を教えることを通じても
学びが達成されるように、教えることのモチ
ベーションを上げるため、グループ加点などの
施策も導入した。

20 - 29

100
N=47, 平均値57.4, 中央値56

表2

N=50, 平均値71, 中央値72.5

試行2の期末試験結果
Results of term-end examination in trial 2
平成23年度（FCなし）

得点
6

3）試行例3：情報通信I

平成24年度（FCあり）

0-9
10 - 19

82

20 - 29
30 - 39

4

は20～30分程度：初回から授業全体をFC＋

86640

40 - 49

0

AL化した。授業中に講義動画の内容説明は行わ

88660

50 - 59

2

6422220

60 - 69

66

88400

70 - 79

2446688888

88888420000000

80 - 89

0244466

844220

90 - 99

0026888

3年次前期必修科目。約50名受講。講義動画

ず、各回の内容に応じたワークシートを配布し、
その流れにそって授業を進行した。最初に、学
生が講義動画のポイントと疑問点をワークシー

100

000000000

N=45, 平均値68.7, 中央値74

N=38, 平均値83.4, 中央値84

トに記入し、その後、学生同士の意見交換、教
員への質問などを行うことで、動画による自学

表3

習の理解度を確認した。その後も演習問題の答

試行3の中間試験結果
Results of mid-term examination in trial 3
平成24年度（FCなし）

得点

案作成、他者の答案の採点および議論、学生に

5

10 - 19
20 - 29

7

887

30 - 39

699

よる解答例の発表などを繰り返し実施した。

5. 結果（教育効果）
教育効果は、学習内容がどの程度定着したか

5432111

40 - 49

9988755543210

50 - 59

1349

987766543210

60 - 69

458

96444310

70 - 79

111669

8765422100

80 - 89

012244667778

30

90 - 99

0011224456777888999

を評価するため、中間もしくは期末試験の成績
で見ていく。FC＋AL導入効果を確認するため、
FC＋AL導入前の、同程度の内容・難易度で実
施された前年度の成績と比較する。各講座の結
果を表1～4に、幹葉表示で示す。ここでは、学
生の成績を次の3つの層に分けて比較する。
低得点者層：60点未満の学生
中得点者層：60点以上、80点未満の学生
高得点者層：80点以上の学生
1）試行1：コンピュータネットワークの結果
平均値が57.4点から71.0点へと大幅に上昇

平成25年度（FCあり）

0-9

100
N=56, 平均値63, 中央値63.5

表4

00
N=50, 平均値80.4, 中央値86.5

試行3の期末試験結果
Results of term-end examination in trial 3
平成24年度（FCなし）

得点
42

0-9

86

10 - 19

平成25年度（FCあり）

40

20 - 29

5

320

30 - 39

15

8820

40 - 49

0399

72210

50 - 59

45568

8622221

60 - 69

0334667778

8722

70 - 79

002578889

8777772222000

80 - 89

001688

642200

90 - 99

02344557789

0000000 100
N=55, 平均値67.4, 中央値77

00
N=50, 平均値72.5, 中央値73.5

した。中央値もほぼ同程度上昇した。また、低
得点者が30名から10名へ大幅に減少し、高得
点者が2名から21名へ大幅に増加した（表1）。
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2）試行2：基礎統計学Ⅱ及び演習の結果
平均値が68.7点から83.4点へと大幅に上昇

6.1

方法

1）授業評価アンケート

し、中央値も約10点上昇した。また、低得点者

できるだけ学生の評価の負担を減らし、評価

が13名から3名に大幅に減少し、前年度は0名

の精度を保つため、既存の授業評価アンケート

であった全問正解者が、FC＋AL導入後は9名

の中にFC＋ALの評価を組み込んだ。ここで利

となった（表2）。

用した授業評価アンケートとは、半期間の授業
の最後に実施するアンケート調査で、学内で統

3）試行3：情報通信Ⅰの結果
中間試験では、平均値が63.0点から80.4点、

一的に実施されているものである。
既存の授業評価アンケートには、2つの質問

中央値が63.5点から86.5点へと大幅に上昇し

項目が追加可能なため、
「事前学習ビデオの閲覧

た。また、低得点者が24名から8名へと大幅に

は授業内容の理解に役だったか」、「クラスメー

減少し、高得点者が12名から33名へと大幅に

トとの議論は理解を深めるのに役だったか」とい

増加した（表3）。

う学生の主体性に関わる2つの質問を追加した。
また既存の設問に関しても、FC＋AL導入に

期末試験では前年度よりも難易度を上げて実

よって新たに生じると期待される学生行動に関

施したにもかかわらず、平均値で5点ほどの成

して、選択肢が不足している場合には、“その

績向上が見られた（表4）。このように中間／期

他”を利用した。たとえば、
「わからないときの

末の通期を通して成績の向上が確認できた。

対応」という設問に関して、事前学習ビデオを

以上の結果から、反転授業＋アクティブラー
ニングの試行の結果として、次のような教育効

見た場合には「その他」を選び、記述欄に「講義
ビデオを見た」と記述するように指示した。

果が得られた。
z すべての試行例において平均値で15点前
後の成績向上が見られ、顕著な教育効果を
確認できた。

2）アンケートの実施と分析
アンケートの有効回答数は44名であり、受講
者の9割近くの回収率であった。評価結果をFC

z 低得点層の大幅な減少と高得点層の大幅な

＋AL導入前と比較するため、試行例以外はFC

増加が見られ、FC＋ALにより、成績下位

＋ALを導入していない「学科平均値」を導入前

層の底上げと上位層の引き上げの両方に効

の状態とみなし、本試行のアンケート結果との

果があることが示された。

比較を行った。

6. 授業評価アンケートから見る学生
の行動変容

6.２ 授業評価アンケート結果
1）反転授業におけるビデオの活用方法
「事前学習ビデオの閲覧は授業内容の理解に

試験結果が示すように、反転授業およびアク

役だった」の平均値は4.2点（5点満点）で、学

ティブラーニング授業の導入により、教育効果

生は授業を理解するために十分な程度には、ビ

が確認できた。では、その成績の向上をもたら

デオで事前学習していることがわかった。また

したものは何なのか、あるいは、学生の主体性

図4に示すように、
「わからないときの対応」で

の向上に向けて学生の授業や学習に対する取り

重視することとして、
「講義ビデオを見た」とい

組みが変化したのであろうか。この点を、試行

う学生が多数存在した。このように、反転授業

例3の授業における授業評価アンケートの結果

のために作成された講義ビデオは、事前学習と

から見ていく。

して単にひととおり通して見るだけではなく、
わからないときに理解するための手段としても
活用されていることがわかる。
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当該科目

当該科目

学科平均
7

1.教員に授業中に質問した

20
2

2.教員に授業終了後に質問した

2.教員に授業終了後に質問した

4
27

3.自分で勉強し直した

39
27

4.友達・先輩に聞いた
0

0

7.そのままにした

0

8.わからないことはなかった

1
34

9.その他（講義ビデオを見た）

図4

7.そのままにした

1

8.わからないことはなかった

4

1

34

14
1時間未満
22
48

1～2時間

2

2

2～3時間

2～3時間
5

7

9

0

0

3～5時間

1

3～5時間
1

0

4
0

0

0

5時間以上

5時間以上
1

14
1

主観的な目標達成度
（FCあり）
当該科目

14

10

41

2
60％未満

60％未満

16

3

32

60～69％

60～69％

70～79％

70～79％

16

16

14

80～89％

80～89％

5.自分の考えをまとめる

7

7

23

43

20

23

8

8
6.その他（級友との議論）

90％以上

90％以上

2

単位: %

39

35

5
11

3

32

32

0
4.教員に質問をする
3

6.その他（級友との議論）

32

25

14

5.自分の考えをまとめる

39

39

14
3.疑問点を明らかにする

0

前年度

無回答

2

23

4.教員に質問をする

当該科目
5

5

17

10

主観的な目標達成度
（前年度当該科目（FCなし）との比較）

学科平均

無回答

2.講義の話を聞く

14

単位: %

授業時間外の学習時間
Time spent on studying outside the classes

学科平均

35

3.疑問点を明らかにする

2

単位: %

単位: %

9

27

26

2

7

0

1.ノートをとる

2.講義の話を聞く

41
1～2時間

19

4

当該科目

5

22

32

図6

学科平均

5

1時間未満

授業中に力を入れたこと
（2番めに重視したこと）

1.ノートをとる

図5

0時間
22
9

わからないときの対応結果
Approaches for clarifying questions

当該科目

2

0時間
23
21

単位: %

授業中に力を入れたこと
（1番めに重視したこと）

31

0

7

9.その他（講義ビデオを見た）

41
無回答

31

0

6.インターネットを活用した

3

学科平均

41
無回答

3.自分で勉強し直した

2

当該科目

学科平均

9

5.図書館に行って調べた

2

6.インターネットを活用した

当該科目

4.友達・先輩に聞いた

29

5.図書館に行って調べた

学科平均

1.教員に授業中に質問した

授業時間外の学習時間
（復習）

授業時間外の学習時間
（予習）

わからないときの対応
（2番めに重視したこと）

わからないときの対応
（1番めに重視したこと）

4

単位: %

授業中に力を入れたことの結果
Activities prioritized during classes

2）授業への主体的な参加度

図7

単位: %

0

単位: %

主観的な目標達成度
Subjective assessment of achievement level

復習時間に関しても、1～2時間程度行ってい

授業中に力を入れたこととして、従来の講義

る学生が最も多い。このように反転授業の導入

である学科平均では「ノートをとる」、「講義の

によって予習時間が増えただけではなく、復習

話を聞く」を1番めに挙げる学生が多いのに対

時間も増加し、FC＋ALの導入が単位の実質化

して、アクティブラーニング化した本授業では、

へと結びついているといえる。

「級友との議論」を1番重視したと回答する学
生が最も多く、学生の授業への積極的な関与が

4）主観的達成度

見られる（図5）。また、「クラスメートとの議

主観的達成度を評価する設問「あなたはシラ

論は理解を深めるのに役だった」の平均値は4.1

バスにある授業の具体的な達成目標をどの程度

点（5点満点）であり、主体的に議論に参加する

達成できたと思いますか」の評価は、全授業を

ことに加え、級友との議論が深い理解へとつな

対象とする学科平均よりも低めの評価となった

がっていると学生が感じていることがわかった。

（図7）。しかしながら、同講座の前年度の授業
評価アンケートとの比較においては、自己評価

3）授業時間外の学習時間の変化
授業時間外の学習時間の結果を図6に示す。

が低い学生が減少し、高評価の学生が増加して
いることがわかった。

本授業では学生は1～2時間程度の予習を行っ

一般的に、理解度の高い学生のほうが自己評

ていた。特筆すべきは、学科平均では、予習時

価を厳しめにつけるといわれており、学科平均

間が0時間である学生が２２％も存在している

よりも低かったのはその表れではないかと思わ

のに対して、本授業では、０％で、全員がなん

れる。同じ講座内で昨年度との比較で見ると、

*1

らかの形で予習を行っていた 。

自己評価が向上していることから、FC＋ALの
導入によって、着実に自己達成感は向上してい
るといってよいであろう。

*1

本設問は無回答者41%が多いが、アンケートシー
トでは「予習・復習の合計時間」「予習時間」「復
習時間」を聞いており、合計時間のみ回答し、予習
時間を無回答にした学生がいたためである。合計時
間で見ても、0時間と回答する学生はいなかった。
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z 学生は予習だけではなく、わからないときも
積極的にビデオを活用し、講義内容の理解を
行った。

2）グループワークを中心としたアクティブ
ラーニング化の効果
今回のトライアルでは、グループによる討議、

z 学生は級友との議論を重視し、授業に主体的

相互のレポートの読み合い、演習問題の相互採

に参加した。そのことで、授業内容の理解の

点、互いに教え合うことによる学びなど、多様

深化にもつながった。

なグループワークを試みた。現在の大学生の多

z 授業時間以外の予習と復習の自学習時間が増
加し、単位の実質化につながった。

くはグループワークに慣れていないため、導入
当初学生たちは戸惑いを見せたが、徐々に慣れ

z 学生は主観的な達成度に対して厳しい評価を

活発な議論を交わすようになった。

したが、昨年度のFC＋ALなし授業よりも、

グループワークは反転授業と組み合わせるこ

着実に達成度に対する自己評価が高まり、授

とで、より効果的なものとなった。試行例1の

業内容の達成感を感じている。

授業ではグループ討議を行ったが、反転授業に
より、知識と考えが事前に頭にインプットされ、
準備ができた状態で討論に入れるため、反転授

7. 議論

業導入以前に比べて、討論の立ち上がりが早ま

1）反転授業の学生の受容度と効果

るなど、反転授業とグループワークの組み合わ

FC＋ALの導入に関してはおおむね学生に受

せ効果が得られた。また、反転授業により講義

容された。学生は現状の15分から30分程度の

の時間に余裕が生まれることから、グループ

事前学習のビデオの長さを適切と評価している。

ワークの時間を従来よりも長くとれるようにな

講義ビデオを学生が集中力を維持できる長さに

り、十分な討論が行えた。このことにより、学

収めていることが、学生の受容性の高さにつな

生による討論結果の発表内容の質も向上し、教

がっていると考えられる。これによって、確実

員の補足もあまり必要としないレベルになって

に授業時間外の学習時間が増加するという効果

きた。
グループワーク導入のもう1つの効果として

へと結びついた。
さらに「わからないときに戻って繰り返し見

は、授業という場の活性化が挙げられる。施行

られる」、「自分のペースで見られる」という点

例2の授業では、協調型のグループワークを導

を、メリットとして挙げている学生もいた。こ

入したが、チームでどう演習を攻略するかなど

のように反転授業によるビデオを利用した事前

について、授業開始前に学生どうしで活発な情

学習によって、学生の学習に対する態度は「講

報交換が行われるという様子も観察された。

義を受ける」という受動的なものから、
「学生自
身のコントロールによる学習」という能動的な

3）新授業スタイルに適合するための教員の課題
反転授業導入前に教員たちが抱く不安として、

ものへと変化しつつある。
また試行例1では授業の一部分を反転させた

①自学習用ビデオの作成に多大な時間がかかる

が、ここでは反転授業で受講したパートのほう

のではないか

が、教室で講義を受講したパートよりも試験の

ばならない理工系の授業で30分以内のビデオ

12)

成績が高くなる傾向が見られた。向後ら

は、

ブレンド型学習において対面授業とビデオ学習

②絶対的な知識量を伝えなけれ

で十分な内容が伝えられるのか、という2点が
挙げられた。

との間に差がないと報告しているが、試行例1

ビデオ作成・配信を効率的に行うために、音

においても、
「講義の受講」という点では、事前

声同期スクリーンキャプチャ・ネット配信シス

学習と教室での講義は同程度の理解度を示して

テムを導入した。本システムでは、PC上でスラ

いたと考えられる。それに加えて反転授業では

イドを表示させながら、講義をひととおり行う

教室でアクティブラーニングを実施したため、

ことで講義動画が作成できる。加えて、スライ

この分が学習の定着につながったものと考えら

ド単位で編集が完結するため、言い間違い／言

れる。

い淀みなどがあっても、そのスライドのみを編
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集すればよい。このためビデオ作成の障壁が非

果について報告した。本試行から、成績の大幅

常に低くなった。本システムの導入により、事

な上昇といった従来の学士力にあたる学力向上

前学習用の動画作成に要する時間は、熟練した

の成果が得られた。加えて、学習時間の増加、

教員では約20分の動画を30分程度で作成でき

学生の授業への関与の増加、学生間のインタラ

るようになった。また、
「動画作成は思ったより

クションの活性化、学生自身の主観的理解度の

負担にならない」という教員の声もあり、支援

向上など、学生の授業や学習に対する主体性に

システムはおおむね受容された。

つながる行動の変化も多数見られた。

反転授業で、必要な内容を十分に伝達できる
かという点に関しても、十分に伝達できること

今後も試行を継続しながら、以下のような課
題に取り組んでいく予定である。

がわかった。実際の講義では、学生の様子を見
ながら付随的な話もしているのに対して、事前

1）FC＋AL授業の継続的実施とデータの蓄積

学習用の動画では、伝達すべき内容だけを話す

今後も継続的に反転授業およびアクティブ

ため、通常の90分の授業で話している内容を

ラーニング授業の試行を継続し、事例の幅（多

30分の講義動画の中で十分に伝達することが

様な教科）と件数を増やしていき、評価データ

可能であった。事前学習用の動画の講義内容は

を含めた事例データを蓄積していくことが必要

短い時間に密度濃く話されることになるが、動

である。

画は繰り返し参照可能なため、学生は十分に理

2）深い分析

解することができる。

成績の向上は確実に確認できたが、学力のど

このように事前に問題と考えられた点は支援

の部分が伸びたのか、何が成績向上の主要な要

システムの導入の効果や反転授業の実践の中で

因だったのかなど、詳細な分析まではできてい

解消されたが、新たな課題も浮上してきた。反

ない。今後はこのような深い分析を行っていく

転授業を導入することで、授業の仕方や準備の

必要がある。

仕方の変更を伴う。たとえば、5日前にビデオ

3）ツールのブラッシュアップ

を公開するためには準備を1週間前までに終わ

大学と企業との協業型のツール開発を行って

らせておかなければならないなど、授業準備の

いるが、今回のトライアルから、いくつもの重

プロセスの変化に対応しなければならない。さ

要なツールへの示唆が得られた。たとえば、学

らに、反転授業を導入したことで、事前学習と

生の自学習の状況を把握する機能へのニーズな

教室での授業時間をどのようにリンクさせて授

どである。これらの要求を取り込んだツールの

業を設計するのかという課題が出てきた。今回

ブラッシュアップを行ってゆき、より教員の負荷

のトライアルから、反転授業を導入すること自

の軽減や学生の学習の質の向上を目指していく。

体は比較的容易であった。むしろ、何を事前に

4）アクティブラーニング教室の構築

学ばせ、その事前学習を前提に教室で何を身に

今回の試行は従来型の階段形式の授業で行っ

つけてもらうのか、教室内での学生の活動のデ

たが、グループワークのしにくさが問題点とし

ザインが非常に重要となってきた。これはより

て挙げられた。また、グループワークで孤立し

本質的な教育の課題である。このように、試行

がちな学生も見られ、これらの学生を孤立させ

前は反転授業の導入そのものが問題だったのに

ないような環境も必要である。このように学生

対して、実証実験を通じて問題が教育の本質へ

の孤立を防ぎ、より場を活性化させるための1

とシフトしてきた。

つの施策としてアクティブラーニング教室のよ
うな新しい教育スタイルにあった場の構築が必

8. おわりに
音声同期スクリーンキャプチャ・ネット配信

要であると考えている。山梨大学では、現在ア
クティブラーニング教室を構築中であり、
2014年３月に利用可能となる予定である。

システムを用いた工学部専門教育科目における
反転授業およびアクティブラーニングの試行結
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