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龍谷大学社会学部大津エンパワネット全体授業	  
(笠井賢紀行先生,	  脇田健一先生)	
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脇田先生のブログ 「環境社会学／地域社会論 琵琶湖畔発」から引用
h+p://www.soc.ryukoku.ac.jp/~wakita/?x=entry:entry131129-‐151516	



利用の手順	
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授業内での使用例	

•  授業進行の質問	  
– 出席チェック	  
– 理解度調査 「わかりましたか?」「難しいですか?」	  
– 授業アンケート 「やりかたA,Bどっちがいい?」	  

•  授業の内容の質問	  
– 正解のない質問 「TPPに加盟?」「棄権したことある?」	  
– 正解のある質問 理解度調査,	  議論の題材,	  評価	  

•  意識を高める質問	  
– 人間は眠くなる動物	  
– 人間は社会的な動物	  
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アクティブラーニングって?	
•  【アクティブ・ラーニング】（ｐ3、4、9）	

教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の
能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。学
修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会
的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る。
発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれる
が、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グルー
プ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。	  
	  
新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主体的に
考える力を育成する大学へ～中央教育審議会答申(2012-‐08-‐28)用語集より	
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74 中部学院大学短期大学部 ラーニングコモンズのためのＰＣ・什器等の整備

75 静岡理工科大学 ＰＢＬ科目のための分光器等実験用装置の整備

76 名古屋商科大学 ＰＢＬ・アクティブラーニングのためのプロジェクター等の整備

77 椙山女学園大学 ラーニングコモンズ設置のためのタブレット・什器等の整備

78 豊田工業大学 アクティブラーニングに基づく実習のためのレーザー加工機・３Ｄプリンター等の導入

79 愛知産業大学 アクティブラーニングのためのＰＣ等の整備

80 豊橋創造大学 ラーニングコモンズのためのＰＣ・什器等の整備

81 名古屋文理大学 アクティブラーニングのためのインタラクティブディスプレイ・ＰＣ等の整備

82 愛知東邦大学 アクティブラーニングのための什器等の整備

83 皇学館大学 アクティブラーニング・ラーニングコモンズのための什器等の整備

84 鈴鹿医療科学大学 アクティブラーニングのためのインタラクティブディスプレイ・什器等の整備

85 長浜バイオ大学 学習到達度の確認及びアクティブラーニングのための電子黒板等の整備

86 京都外国語大学 アクティブラーニング（外国語自律学習支援室）のためのタブレット端末等の整備

87 京都産業大学 ラーニングコモンズのためのスクリーン・什器等の整備

88 京都橘大学 アクティブラーニングのためのタブレット端末の整備

89 京都光華女子大学 アクティブラーニングのためのPC・什器等の整備

90 京都光華女子大学短期大学部 アクティブラーニングのためのPC・什器等の整備

91 明治国際医療大学 学生の状況に合わせた履修指導体制実現ための学修状況可視化システムの整備

92 京都造形芸術大学 学生の能力別習得状況の把握のためのe成績入力システムの構築

93 大阪医科大学 ＰＢＬ・アクティブラーニングのためのＰＣ・タブレットの整備

94 大阪工業大学 ラーニングコモンズのためのプロジェクタ・什器等の整備

95 広島国際大学 双方向授業・主体的学修のための講義集録システム等の整備

96 大阪電気通信大学 学修履歴・修学状況等に基づく学修支援のための双方向型修学情報統合データベースの整備

97 大手前大学 アクティブラーニング、反転授業のためのタブレット・教材制作システムの整備

98 関西大学 アクティブラーニングのための授業配信システム等の整備

99 関西医科大学 学生の能動的学修促進のための実習録画システム等の整備

100 大阪樟蔭女子大学 「学びの自己点検サイクル」確立のための達成度自己評価サーバシステム設備の整備

101 相愛大学 学生の学修時間確保のためのピアノ練習室の整備

102 帝塚山学院大学 学生の主体的学修の促進のためのタブレット端末の整備

103 プール学院大学 アクティブラーニングのためのクリッカーシステムの整備

104 関西福祉科学大学 ラーニングコモンズのためのプロジェクター・図書・什器等の整備

105 太成学院大学 双方向授業のための電子黒板・マルチメディア教卓等の整備

106 大阪人間科学大学 アクティブラーニングのためのＰＣ・什器等の設備

107 羽衣国際大学 アクティブラーニングのためのWEB履修システム・ＧＰＡ判定システムの導入

108 大阪成蹊大学 アクティブラーニングのためのホワイトボード・ディスプレイ等の整備

109 大阪成蹊短期大学 アクティブラーニングのためのホワイトボード・ディスプレイ等の整備

110 千里金蘭大学 ラーニングコモンズのためのホワイトボード・ＰＣ等の整備

111 大阪女学院大学 学生に応じた科目履修・主体的な学修のためのeポートフォリオシステムの導入

112 大阪河﨑リハビリテーション大学 少人数教育のための電子黒板の整備
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平成２５年度私立大学等教育研究活性化
設備整備事業採択校（案）の概要

概要

申請校
数
（校）

申請額
（千円）

採択校数
（校）

交付内定
額

（千円）

タイプ１

（大学教
育質転換
型）

241 2,830,574 151
（62.7%） 1,772,573

タイプ２

（地域特
色型）

81 823,376 54
（66.7%） 540,775

タイプ３

（多様な連
携型）

14 175,862 13
（92.9%） 162,758

合計 336 3,829,812 218
（64.9%） 2,476,106

【資料 １０】



アクティブラーニング階級制	

•  講義中、お隣同志でディスカッションや、教えあいをするのも「アクティブラーニング」	

•  　ケンケンガクガクと、グループディスカッションをするのも「アクティブラーニング」	

•  　一方向に伝達された情報を、個人がリハーサル（繰り返す）して、よりよく記憶することも
「アクティブラーニング」	

•  　地域に出て、地域の人々といっしょに、地域の商店街の課題を探究するのも「アクティブ
ラーニング」	

•  　大人数講義でクリッカー（携帯情報端末）を用いて、講師の用意した選択肢に答えるのも
「アクティブラーニング」	

•  　可動式の机と椅子のクラスルームで学ぶことも「アクティブラーニング」	

•  　リーダーシップやコミュニケーションスキルを養成するのも「アクティブラーニング」	

•  　守破離のプロセスをふみ、体験から学ぶのも「アクティブラーニング」	  

中原,	  	  アクティブラーニング・ジャングルをサバイブする,	  2013	  より引用	  
h+p://www.nakahara-‐lab.net/blog/2013/04/post_1999.html	  	  
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Peer	  InstrucQon	

•  Eric	  Mazur(1997)	  
•  大講義で(正解を知らない)学生

同士が相手の説得を試みること
を通して理解	

•  1コマ内で何度も発問・解答・議
論・解説を繰り返す	  

•  クリッカー	  
–  学生:	  思考の外部化	  
–  教員:	  クラスの現状の把握	  

•  Conceptual	  な,	  型にはまらない,	  
選択式の問題群 	  
–  (Force)	  Concept	  Inventory	  
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(Force)	  Concept	  Inventory	
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•  その分野の概念的理解を試す多肢選択問
題の(共有)アイテムバンク	
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波動方程式の固有モード 波動方程式の直観的意味

.

問題 (波動方程式の時間発展)
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この状態からそっと手を放すと, この部分はどう動く?
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4 爆発する

樋口さぶろお (数理情報学科) L11 波動方程式の固有モード 現象の数学 B(2011) 11 / 20



議論してる時間なんてない!	

•  学生が授業前に教科書の指定部分を読んで
くる	  

•  学生が授業前に指定の動画を見てくる	  
•  授業中は議論・演習・グループワークのみ	  

•  Flipped	  /	  Inverted	  Class(room)	  反転授業	
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よく聞く学生の感想	

•  楽しい	  
•  (学籍番号が)正しく受信されているか不安	  
•  電池切れてます	  
•  クラス内の間違った人の人数を知っても意味

ない	  
•  時間の無駄	  

•  要理論武装	
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クリッカーって役に立つ?	

•  学習者にとって?	  

•  教授者にとって?	  

•  経営者にとって?	
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教員用使用案内	
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教員用準備手順は?	
•  理工教務でクリッカーを予約(教員)	  

–  瀬田学舎にコントローラ1,端末300	  
•  PC+ソフトの準備	  (教育補助員	  or	  教員)	  

–  ソフトウェアインストール済:	  講義室PC,	  実習室教員PC,	  樋口研の貸出
用ノートPC,	  	  実習室授業支援PC,	  情報メディアセンター貸出ノートPC	  

–  理工学部教務課にあるCDで各自のPCにインストールもできます	  
–  自分でやるならリハーサルしたほうがいいかも	  

•  質問を用意する	  (教員)	  
•  収集するデータを決めておく	  (教員)	  

–  学籍番号と対応づける?	  学生に結果を見せる?	  データを後で使いた
い?	  

•  本番 (教育補助員	  or	  教員)	  
–  持っていくもの:	  コントローラと端末の黒バッグ(理工教務),	  (PC)	  
–  授業内で端末配布・実施・端末回収・データ収集	
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ソフトウェア操作ガイド	
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取得できるデータ	  
•  多肢選択(10選択肢以下,	  単一選択or複数選択)	  
•  学籍番号(または8個程度の数字の並び)	  
•  端末番号(シリアルナンバー)	  
•  送信日時	



学生用使用案内	
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クリッカーの使い方(基本・選択肢)	

1.  電源入ボタンはない	  
2.  いきなり1,2,…,0(A,	  B,

…,J)のどれかを押す	  
3.  次にOKを押して送信	  
4.  「数字→OK」をもう1回行

うと訂正できる	  
•  変な画面になってたら
MENU長押しでいったん
電源切	  

•  原則不使用	

端末番号シール(1-‐300)	
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自分の送信は受信された?	

•  クリッカーを特定の向きに向ける必要はない	  
•  送信後,	  液晶部分の上部に小さく OK と出る	  
•  送信失敗のとき,	  NG.	  やりなおす	  

•  端末番号が受信一覧画面に	  
– 青→未受信	  
– 赤→正常受信	  
– 黒→受信されたけど範囲外の選択肢	  
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なんかおかしくなった?	

•  SELFPACE	  表示が液晶中央に出る場合	  
– 連続回答モードになってます.	  MENU	  を長押しし

ていったん電源を切りましょう.	  
•  連続回答モードになっている場合	  
– MENU	  を短押しすると,	  Endと表示されるので,	  そ

こでOK	  短押しすると通常モードに戻ります.	  
•  HAnd	  UP	  表示が液晶中央に出る場合	  
– 異常だから「手を挙げて」教員を呼べ,	  の意味で

すが,	  	  MENU	  長押しで直ることが多いようです.	
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出席チェック(学籍番号送信)	

•  教員の指定したタイミングのみ	  
•  アルファベットは数字に置き換え	  
–  t012345	  なら 1012345→OK	  
–  t01m345	  なら 2010345→OK	  
– 学部t→1,c→4,w→7,その他→0.	  	  m,d→0	  

	  
•  注:この説明では,	  OXモード,	  連続解答モード

にはふれてません	  
•  Saburo	  Higuchi	  2012,2013	  h+p://www.a.math.ryukoku.ac.jp/~hig/eproj/clicker/	
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