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はじめに
九州大学基幹教育院
次世代型大学教育開発センター長

川島啓二

このたび、九州大学基幹教育院は、
「教育関係共同利用拠点」として文部科学
省から認定され、その実施組織として「次世代型大学教育開発センター」を基
幹教育院内に設置いたしました。教育関係共同利用拠点とは
（http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigakukan/1375506.htm）、多様化する社会
と学生のニーズに応えつつ質の高い教育を提供していくために、各大学の有す
る人的・物的資源の共同利用等を推進するものです。拠点大学においては、大
学教職員のための研修機会の提供や教材開発といった先導的な活動を通して、
大学教育全体として多様かつ高度な教育を展開していくことへの貢献が求めら
れています。
九州大学基幹教育院は、本報告書でご案内する「課題協学科目」や「基幹教
育セミナー」といったアクティブ・ラーニング型授業を、工夫を重ねた独自の
科目マネジメントによって全 1 年生に提供し、対話・省察・協働というサイク
ルを構築して、生涯にわたる学びの＜基幹＞を育むというチャレンジングな課
題に取り組んできました。
今回の公開授業・ワークショップは、その成果を広く、他大学や社会に発信
することはもちろんのこと、教職員能力開発の専門家による典型的な研修プロ
グラムではなく、九州大学基幹教育院の教育活動そのものをプログラム化・教
材化していこうとする、更なるチャレンジングな試みのスタートでもあります。
この試みは、大学教育の質の転換のためのアプローチの在り方に、斬新かつ有
意義な問題提起をするものであると我々は考えています。
今後、本学、および本拠点から多様な FD・SD 研修会（ワークショップを含
む）を提供して行く予定です。このたびは、その一環として、九州大学におけ
る「基幹教育」の成果を踏まえた公開授業・ワークショップを次世代型大学教
育開発センター・リベラルサイエンス開発モジュールより提供いたしました。
新年早々から、学内からの参加とあわせ、広く学外からもご関心をお持ちの
方々のご参加をいただき、また、貴重なご意見をお寄せいただきました。心よ
り御礼申し上げます。ありがとうございました。
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本講習会の趣旨説明（当日説明文再掲）
九州大学では、生涯にわたり自律的に学び続ける「アクティブラーナー」の
育成を掲げ、平成２６年度から全新入生を対象に「基幹教育」を開始しました。
基幹教育の特徴的な科目である「課題協学科目」では、専門分野の異なる３
名の教員が１つのクラスを担当し、各々異なった視点から教室テーマに沿い、
グループ学習に適した題材（協学課題）を提供しています。異なる学部から集
まった学生は、協学課題を考えるために必要な講義に加え、主に個人演習やグ
ループ学習・活動を行いながら、題材に対する学びを深めますが、これは、特
に、幅広い視野を持って問題を発見する姿勢、問題解決を目指して学び続ける
態度と技能、専門を異にする他者と協働できる能力を養うことを目的としてい
ます。
「課題協学科目」では、アクティブラーニングの手法やプレゼンテーション
技法などさまざまな教育手法が実施されており、また、理系文系を問わないリ
ベラルサイエンスの視点を培うことを目指して、九州大学独自のシステムであ
る３名の教員チーム（MagisTRES（マギストレース））による授業デザイン構
築・担当体制、および、学部学科が混在したクラス編成を行っています。
今回は、このような先駆的な科目開発の実践例である「課題協学科目」につ
いて、平成２８年度後期に実施されている実際の授業を見学して頂く機会と、
「課題協学科目」の設計、運営、さらに、講義手法に関するワークショップを
開催し、本科目を広く知って頂くとともに、皆様の科目開発の一助となる機会
を設けることにしました。
九州大学基幹教育院
リベラルサイエンス開発モジュール
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野瀬

健

当日スケジュール
【日時】平成 29 年 1 月 19 日（木）13：00－16：30
集合（13：00）センター3 号館 1 階

3015，3106 セミナー室

趣旨説明等（13：00－13：30）
公開授業（13：40－14：20）3 教室を 15 分ごとに見学。
見学教室一覧：1402（角准教授）、2107（岡本准教授）、2201（田村教授）、1303
（飯嶋准教授）、2215（青野准教授）、1409（小島准教授）、2108（大河内准教
授）(教員の所属は、全て基幹教育院)
ワークショップ（14：45－16：30）
古屋謙治・九州大学基幹教育院教授、基幹教育実施班・課題協学科目班班長
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33 名

参加者情報
大学関係者

13 名（東京大学、北海道大学、長崎大学、福岡女子大学、福岡

大学、久留米大学）、高校関係者
（内訳

19 名、教育行政関係者

4 名、県外からの参加者

九州大学関係者

1名

3 名）

参加動機
•

文理融合型科目及び研究開発に興味がある（将来参加してみたい）ため。

•

海外の大学に本学の基幹教育やアクティブラーニングを説明する際に（本
学の教育の特色を宣伝するため）、内容を把握しておきたい。どのような
開発をされて、どういった教育成果をねらいとしているのか、国際的な学
習交流の可能性についても知りたいから。

•

本学でも全学モジュール科目という形で、教養教育を実施しているが、見
直し等も考えたいため。

•

アクティブラーニングの実践に触れ，自分の授業の改善に役立てたい。

•

新年度に学部 1 回生向けに文理混合の全学教員 15 名による熊本地震の災害
教育を開始するにあたり、本学の新たにめざすものとずれがないよう確認
する必要があるため。

•

自部署にて、研究指向の初年次ゼミナールを全学的に運営しているため、
授業運営方法について参考にしたく、参加を申し込みます。国立大学の取
り組みの中では、貴学の授業が内容的に最も近いと考えております。

•

文系の学生に数学系の科目を今後どう教えていくか模索しております。

•

文理融合型科目開発に関心があるので。

•

本校が次年度以降，取り組む重点目標としての「アクティブラーナーの育
成」と今回の貴校取組の趣旨に大変，共感を持ったため。

•

ジグソー法での授業設計を行い展開しています。

•

「課題協学科目」を見学し高校現場での授業に活用したい。

•

アクティブ・ラーニング検討チームの責任者であるため。

•

アクティブラーニングは本校でも推進しているところであり、授業に取り
入れることで課題の発見と解決能力の向上に努めています。特に本校は工
業高校ということもあり、産業界をリードする人材育成のための授業は欠

5

かせません。今回、授業に参加させていただくことで授業開発の一助とし
たいと考えております。
•

協学課題での題材の研究や現在行っている AL や協同学習についての改善
の一助にしていきたい。

•

カリキュラムマネジメントのスキルアップのため。および学習指導要領改
訂の準備のため。

•

CTL の委員として、学内の FD 活動を進めていく上での参考にするため。

•

アクティブラーニングの手法、プレゼンテーションの技法を高大連携の視
点からも学ばせていただきたく応募いたしました。

•

本校は、平成２７年度に文部科学省よりスーパーグローバルハイスクール
の指定を受け、課題研究等に取り組んでいます。本事業における取組の参
考にさせていただきたく、参加を希望いたします。

•

本校はＳＧＨ（スーパーグローバルハイスクール）の指定校であり、この
事業の取り組みの参考にしたいと思い、参加を希望しました。

•

貴学の取組について学び，学校でアクティブラーニングの観点から内容を
共有するため。

•

アクティブラーニングの実践、課題協学の実践を高校の現場で試行錯誤し
ながらやっています。

•

大学での取り組みをぜひ参考にさせていただきたいと考えています。

•

大学における協働学習の手法について学ぶとともに、教育の高大接続、教
科横断的学習に生かすため。

•

昨年以来アクティブ・ラーニングに取り組んでいるが、さらに効果的な授
業のデザインについてこの研修で学びたいと考えている。

•

本学にて「教育学習支援センター」にも所属しており、今後の教育改革の
為に先進的な事例を勉強せていただきたい。

•

所属にて、大学院生向けの共通教育を行なっており、分野依存しない横断
型授業の開発、実践を行なっているため、貴学における取り組みの状況を
知り、今後の参考としたい。

•

大学院での文理融合科目導入を検討しているため

•

昨年度から、アクティブラーニングについて勉強し、実際に授業でも様々
な取組を行っています。しかし、まだまだ課題が多く、もっとアクティブ
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ラーニングや協同学習について学び、授業を改善したいと思い、この研修
の参加を希望しました。
•

課題探究活動の評価基準を作成しているのですが、課題協学科目の設計、
運営や講義手法に関するワークショップがその一助となると思い、参加を
希望いたしました。

•

現在、本校でアクティブラーニング型授業を取り入れていますが、研修を
通して自身の授業改善につなげていきたいと考えています。

•

1 点目は、協同的学習や AL が広がりを見せるなか、より広い視野をもてる
生徒の育成に取り組んでいる中、教師側の視野の狭さを痛感している現状
を改善するきっかけを得たい。

•

2 点目は、本校で現在取り組んでいる教科横断的カリキュラム（クロスカリ
キュラム）の精度を向上させるためのきっかけを得たい。
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公開授業の概要
担当教員

教室番号

実施内容
３限前半は各グループ Web アンケート作成で、後半は、そ

角

1402

のアンケートへの回答する時間にあてています。
4 限は、アンケート結果を考察し次回の発表についてグルー
プ内での作業です。
・各班が考えた「頭を良くする方法」の検証実験
・データ集計
・発表資料作成

岡本

2107 （各班がそれぞれミニ実験室となって 10 班パラで実験を行
います。実験者・被験者入り乱れての実験ロワイヤルとなり
ますので、課題協学っぽい公開授業としては興味を惹くと思
います。）
3 限後半：13:30 頃から 14:00 頃までは、学生各自でポスタ

田村

2201

ーを見て回る時間としています。
4 限前半：グループ毎の口頭発表を１グループ約 8 分ずつ実
施（質疑応答の時間込）
3 限後半：配付資料を読み、グループで内容のポイントをま

飯嶋

1303

とめ、黒板に記入
4 限前半：記入内容について（簡単な質疑もしつつ）教員が
確認していく。
[第３週]：班ごとに 1 冊の冊子を完成させることを目標とし
ます。
・冊子作成のために班内で相談しつつ、個人で担当部分の調

青野

2215 整、執筆をすすめる。
・冊子の表紙と目次の完成（＝冊子全体の構想を完成させ
る）：教員のチェック
・個人執筆担当部分の完成

小島

1409 グループで数理モデルによる分析テーマの検討と分析

大河内

2108 ポスター作成と発表の練習

（担当教員の敬称略）
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作成者：古屋謙治・九州大学基幹教育院教授
ワークショップ資料

基幹教育実施班・課題協学科目班班長
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10

11

12

当日風景１：教室見学の模様。

当日風景２：古屋教授による、ワークショップ（科目説明と課題設定のための
３名教員チーム（MagisTRES）によるディスカッションの体験。
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参加者の感想
•

課題協学を実施されるにあたっての重要な項目や配慮すべき点など、詳しく説明
いただき、また資料も頂いて大変参考になりました。

•

ワークショップもとても良い経験になりました。身近なささいな事柄からテーマ
設定にまで、どういうステップをふめばアイディアがスムーズに広がっていくの
が実際に大変でき、とてもよかったです。ありがとうございました。

•

実際の授業が見学できて参考となりました。

•

本当に勉強になりました。自分が実際にグループワークできるのが良かったです。
こういう機会がもっとあるとうれしいです。

•

また、生徒にも、今の大学の授業を見せたいと思いました。そうすることで知識
の必要性なども伝わると思います。

•

教員がどう取り組むかがわかったので勉強になりました。

•

私自身も高校生を対象に同じような授業をやってきた関係で大変参考になること
が多かったです。
・ テーマをどう設定して修正するか。
・ グループで適切に役割を分担するか。
・ 実験やデータ収集を行う場合どうするか。
・ 結果の発表とフィードバックを、どう行うか。
・ 生徒に対して活動の指示やガイドラインをどう与えるか
以上を中心にみさせていただきました。これからもよろしくお願いします。

•

今回の内容は高校での企画に役立ちます。

•

定期にこのような情報交換の場を設定して頂ければありがたいです。関西は、奈
良女子大、立命館大等で毎年１００名近く参加しています。

•

九州大学の授業を公開して頂いてありがとうございました。大学をあげて（トッ
プダウン？）改革に取り組まれている真剣度が強く伝わってきました。

•

高校も同様な課題から授業を変えていく必要があります。大変参考になりました。

•

学生（生徒）間で行うアクティブ・ラーニングは学力の高い生徒であれば、成立
することが多いのですが、そうでない場合はグループワークが遊びに変わってし
まうこともしばしばあります。

•

本日、見学させていただいた授業では、「九大生だからできる」という話を聞き
ました。工業高校でも可能なアクティブ・ラーニングを取り入れながら授業を行
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っていることろですが、本日見学させていただいた内容を踏まえて、更に授業に
工夫をしていこうと思います。また機会がありましたら参加させていただきます。
•

今後の授業作りに良いヒントを得ることができました。

•

大学も変化していることを実際見せて頂いたことで本校で取り組んでいることを
関連付け、職員へ周知できると感じました。

•

資料や説明に専門（大学で日常使われている言葉も含め）用語があり、少々とま
どいました。

•

大変良い機会をいただいた。大学の”改革”に敬意を表したい。高校の現場では
教員の問題、教具（環境）の問題でなかなか授業改革が進みにくいので、このよ
うな研修が多く開かれることを希望する。

•

一方で「授業方法論」以外の研修の機会を高大連携でできないかとも思う。我々
の専門性を高めるために・・・。専門性を高めない限り、有意義なプログラムを
企画できないと個人的に感じている。

•

学生によく考える環境（時間・グループ）を与えている様子がよくわかりました。
成績評価がむずかしそうと思いました。

•

特に次世代型大学教育開発センターの取り組みや成果物の発信に期待しています。

•

授業見学をして、文系・理系の生徒が一緒にグループワークをする場があるのは
良い機会であると思う。高校でのアクティブ・ラーニングが取り入れられ、発表
（プレゼン）を得意とする生徒も育成しつつあるが、社会人となる準備としても、
自分の意見を持ち論理的に述べ、人と協力する態度を高めていくにはよい授業で
あると思う。４週間での一区切り後、それをクラスごとにさらに発展させ、課題
を深めても面白いと思った。ワークショップも楽しく勉強になりました。ありが
とうございます。

•

大学ではすでに課題解決型学習は取り入れられている印象があったが、全学的な
とりくみかつ必修科目として実践されている方が徹底されていて学生に課題解決
能力を身につけるという点では優れていると思った。また九州大学は教室やネッ
トワーク環境などの設備面が充実していて、それも本実践を支えるものだとわか
った。

•

学生が前向きに取り組んでいて、楽しそうでした。

•

一年生の特にこの様な学習をすることで、将来に向けて変化が期待できる。

•

教員間の質と学生の評価が課題かと思いました。

•

古屋先生に直接いろいろうかがえて、大変参考になりました。運営の先生方の御
苦労、お察しいたします。各回の授業構成の仕方がしっかり設計されていて学生
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に PC を買わせる、google や Moodle の利用など周知されていて凄いなと思いまし
た。一方で各部局の先生は毎年変わられるということで、うまくノウハウを継続
していく仕組みを作らないとサステナブルではないのではと感じました。また、
先生ご本人の専門とちょっとずらした内容を教えているのは、この授業の設計目
的が文理融合だからそれでよいのかもしれませんが、一寸もったいない感じがし
ました。寝たりぼーっとしている学生がほとんどいないのが印象的でした。TA を
もっと活用してもよいのではと思う一方、しっかりと授業がまわっているのは、
基幹教育院の先生方のトップダウンの権限と注力が大きいのだと思いました。FD
としての側面も強いように感じました。
•

トップダウンとはいえ、この規模で全員必修・文理混合型の授業を実践されてい
ることに敬意を表します。

•

教員３名のチームで授業を作り上げていくスタイルが工夫されていると思った。
高校でも導入していく際に教員スキルが問題になるので小チームで取り組むこと
を考えたい。

•

多様な学生たちがムダ話をせずにきちんとテーマにそった内容の話し合いをして
いるのに感心した。

•

４７名の先生の半分が初めての担当→指導・手引書。

•

できるだけ教員が話さないようにすることはストレスにならないか。どのタイミ
ングでアドバイスを入れているのか。コミュニケーションが苦手な生徒の見極め
をどうやっているのか。

•

他人の考え、いろいろな見方・考え方があることを知ることはとてもよい経験に
なると思う。

•

お互いにほめることはよいと思う。

•

考える時間を与えることも大切だと思う。

•

学生が楽しそうにかつ有意義な時間を過ごしているように見えました。PC を用い
て建設的に考えていたように思います。

•

ワークショップでは作業内容を明確化し、細かいステップにわけることの大切さ
が理解できました。今まで高校生に対して自由すぎる内容で話が深まらないこと
が多くあったので改善したいと思います。

•

本日は大変お忙しい中、このような機会をご提供いただき、有難く、心よりお礼
申し上げます。

•

本日の訪問により、学生さんたちの未知な問題を解決していく上で、知的好奇心
の高揚、アクティブ・ラーニングでの情報収集力、応用力、コミュニケーション

16

能力、チームワーク力等がどのように育成されているかが分かり、大変参考とな
りました。今後の教育活動に役立てる所存です。本日参観させて頂いた先生方に
よろしくおつたえいただければ幸いです。
•

大学の授業が私たちの時代と大きく変化していて、びっくりしました。高校の授
業も知識の詰め込みにならず、じっくり考え、アウトプットする時間を取りたく
思いますが、大学入試が大きく変わらないと難しいと思います。

•

「生徒（学生）同士が話をする」ということが九大でここまで重大に思われてい
ることに少し驚いた。高校でもアクティブ・ラーニングを徐々に取り入れて、コ
ミュニケーションを図りながら教えあう、話し合うという活動が増えています。

•

互いにその幅を広げていけるようにこのような研修会にはこれからも参加したい
と考えました。

•

ワークショップについては今後の生徒の指導に大変参考になりました。今回見る
ことが出来なかった講義についてもまた機会があれば拝見させていただければと
思います。

•

授業見学をさせて頂き、設備がとても充実していたのでおどろきました。高校で
もより設備が充実すれば、グループ活動等がやりやすいだろうと感じました。○
○高校は SGH の指定校であり、昨年から課題研究を行っていますので、研究のテ
ーマの決め方や進め方、教員の関わり方などとても参考になりました。

•

要望としては、英語で行っている課題研究の授業や発表も見せて頂けたらいいな
と思います。

•

ワークショップは貴重な経験でした。実際にやってみることで、グループワーク
の進め方がわかりました。

•

今回は実際の授業等内容のお話でしたが、導入までのスケジュールや様々な交渉
等の話があればと思いました。これから導入する場合、準備で必要なことを知り
たかったので。

•

私自身が高等学校でジグソー法などの手法を作ったグループ学習を行うために大
変参考になりました。ありがとうございます。また、生徒に対して「なぜグルー
プ学習をおこなうのか？」を説明する際に、今日の大学の変化を絡めて生徒に伝
えることができるため大変有意義でした。

•

今後はもし他にも様々なグループ学習の手法がありましたら、ご紹介いただけれ
ばありがたいです。

•

どの先生方の授業も、独特の専門性を活かした授業展開をされており、自身の授
業を考える上で大変参考になりました。特に、評価方法や発表のやり方を知れた
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ことで、ただやるだけの活動ではなく、学生の主体性・協調性を伸ばす有意義な
活動になっていることを実感しました。
•

大学全体での制度改革や多くの先生方の共通理解といったところで、実施するま
での準備が大変そうでしたが、それだけの価値がある活動だと感じました。

•

今回の方法は抜本的な授業改革が必要なものだったので、普段の講義室授業の中
で取り入れられている、生徒主体の活動についても勉強させて頂けたら嬉しいで
す。

•

担当教員に直接質問できたことはとても良かったと思います。「文理融合」に関
して、どのように考えるかは自由で良いのだなと思いました。

•

アクティブ・ラーニングに対する高校教育への期待については、位置づけが分か
らなかった。

•

小クラスの人数が多いのに少し驚きました。勤務先（○○大）ではずっと少ない
人数で同種の授業を行っていて、それは利点であることを再認識し、だからこそ
もっと工夫できるはずとの思いが新たになりました。授業設計シートを実際に見
せて頂いたことがとても良かったです。

•

学生のプレゼンテーション・報告の様子が少し見られると良いかなと思いました。
見学させて頂く授業としては確かに第３回ぐらいが参考になるのですが、最終的
にどの程度に行きついているのかのイメージを得るために、前年度のもののほん
の一部で構わないので映像を見せて頂ければより参考になるように感じます。

•

３つを比較して見学させていただけて違いが分かりとても良かったです。

•

グループワークも非常に分かりやすいインストラクションでスムーズに進めるこ
とが出来た。

•

大変良い企画だと思いました。

•

今回は全体を網羅するために広く薄くなってしまった印象です。なにか部分に特
化するのが良いのかは分かりませんが、方向性のある企画であれば、参加者も得
られるものが明確になるように思います。

•

全学的な展開であるだけに様々な苦労があると思います。教員に向けて企画をす
る際には、そのような苦労とその解決策や各大学の取り組みの現状のシェアなど
できると良いと思います。大学の「裏」なので話しにくいですが・・・
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アンケート：質問と回答集
質問

回答

1 年生の時にこのような講義をしたことで、そ
の後の学生の行動・姿勢の変化（アクティブラ
ーナーとしての自覚）は見られるのか？
例えば、協学科目を必修にする前と後で学生の
質が変化したことを多くの教員（協学科目に関
わっていない人も含め）が実感しているか？
まだ始められて時間が経っていないのでわか
らないかもしれませんが。

現在、九州大学では追跡調査を継続中です。結
果公表まで、しばらくお待ち下さい。

日本語での受講を前提として入学してきた留
学生に対しては特別なクラスを設けることな
グループ学習の際に言語はどうしても問題に
く一般の学生と同様にクラス分けし、各担当教
なる。
員の裁量に任せています。なお、後期の課題協
全員が理解できる言語（日本語 or 英語）で自
学科目では各開講曜日に外国人教員を最低 1
分の考えを言えないとグループ学習が進まな
名配置していますので、日本語が苦手な留学生
い。
はその教員の属するクラスを選択することが
一方で、大学として留学生を受け入れること、
可能です。
また留学生と日本学生の交流も必要になる。
現在準備を進めている新学部（共創学部）では
このような交流の機会として協学科目は使え
英語での授業のウェイトが大きくなりますの
ないか？あるいは留学生だけを集めて同様の
で、課題協学科目でも外国人教員 3 人がチーム
講義を行うなどの計画はあるか？
を組んで担当するクラスを用意することを検
討しています。
このような科目をやる意味があるのか、担当で
準備に 2 年ほどかかり、各学府から承認を得る きる教員がいない等、ネガティブな意見を受け
というお話がありました。
ましたが、一方で、教育方法の改善を迫られて
どのような意見がだされたのでしょうか。
いる現状を理解し、賛同する意見も得られまし
た。
学生の多様性を実感できたことは良かった点
文理両方の学生を相手にして、よかったこと、
であり、（慣れないうちは）困った点でもあり
困ったことは何ですか。
ます。
全学生必修でこのような科目を開講すること
は全国的にも初めての試みですので、評価基準
の作成に当たっては独自に検討しており、何も
評価基準の作成にあたって、ベースにしたもの 参考にしていません。
や参考文献等があれば知りたい。
学生たちの相互評価につきましては、成績評価
また、生徒たちによる相互評価を取り入れてい に利用するためではなく、学生をエンカレッジ
る場合は、その概要を知りたい。
することが目的です。一例としては、グループ
内の各人のその日の貢献度を 5 段階評価で授
業の終わりに Moodle 上に入力させていると伺
っています。
各クラスの人数は均等であり、希望者が多いク
テーマに対する受講希望者は均等に割り振っ
ラスの人数を増やしたりはしていません。ま
ているのか。
た、学生たちは用意されたクラス（4 もしくは
5）に学部・学科毎に均等に分配されます。
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グループ活動に参加しない、意図的に欠席す
グループワークをさせていて、過去問題点など る、特定の学生に作業が集中するなど、容易に
ありましたら教えてください。
想像できる問題点が実際の声として挙がって
きます。
評価についてはグループ全体で均一とせず、グ
ループ内での活動状況に応じて個々人を評価
評価はグループ全体が同じ評価になるのでし
するよう担当教員に依頼しています。その具体
ょうか。
的な方法については担当教員に委ねています
毎回記録をとられているのでしょうか。
が、いずれの教員も学生からの評価結果問い合
わせに適切に答えられるよう、その根拠を記録
しています。
自閉症の学生の中には自身の状態を理解た上
グループワークを行う際に最も注意している
で、このような授業の機会に少しでも参加して
ことは、自閉に関わることです。班の中で発言
みようと努力している者がこれまで何人もお
できない、そもそも人とかかわることが得意で
り、結果的に問題なく最後まで授業に参加でき
はない生徒は、グループワークができません。
た者が複数いました。ですので、まずは一般の
高校では、個別に「別途レポート提出」という
学生と同様にクラス分けしておいて、当人の状
訳にはいかず、断念することもあります。その
況を注意深く見守りながら（大学に出てこなく
ような場合でも出来るアクティブ・ラーニング
なる前に）早目に対処してあげるのも一つの方
を多く知りたいです。
法だと考えています。
単に３つの協学課題を別々に学ぶのではなく、 3 つの課題を総合した活動（全体総括）につい
総合した活動ならではの深まり方をどのよう
ては手引き書 p13 に例を挙げていますのでご
に実現していくのかについて、事例があれば教 参照ください。「学際的な視点を得る機会とし
えて頂きたい。また、教員側にとっても学際的 ての成果」を評価するのは難しく現状では、各
な視点を得る機会としての成果をどう評価さ
課題に対する評価の積み上げを全体の評価と
れているかも、事例があれば教えて頂きたい。 しているに過ぎません。
授業見学の案内を担当教員に毎学期告知して
いますが、実際にはごく限られた先生方のみが
見学してくださっているようです。
担当教員の授業相互見学や、授業を進めた後の 教員チーム内での意見交換については適宜行
意見交換フィードバックの機会等はどのくら
っています。本科目に限って言えば、学部毎に
いもうけられていますか？
総括の教員はいません（多くの学部において担
先生方は参加してくださいますか？
当者は 1,2 名のため）。
各学部で、授業を担当する教員をとりまとめる 担当者全員を集めた意見交換会を、毎年前期終
総括の教員はいらっしゃいますか。
了間際に開催しており、参加率は 50%を下回る
基幹教育院の先生などが直接 FD のためにコン 程度です。さらに、基幹教育院教員については
タクトする感じでしょうか。
院内の FD でも意見交換を行っています。
本学ではとても意欲的な学部と、反感の強い学 授業開始前に実施している担当者向け FD に参
部や教員の差が大きいです。
加できない他部局の先生が少なからずいるた
め、各教員チーム内での基幹教育院教員のリー
ダーシップが授業を適切に進めるために非常
に重要な役割を果たしています。
うちの大学だと、システム創成とか都市工とか ご質問ありがとうございます。
でとりあげられるようなトピックを倫理の先
見学いただいた回では、「消滅の危機にある地
生がされているのでびっくりしました。意見を 方をどこまで維持すべきか」という問題を取り
補強するデータを宿題で調べさせると思いま
扱っていましたが、
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すが、データソースの調べ方やその信頼性の確
認の仕方についてレクチャーやフィードバッ
クはされていますか？

そもそも九州大学の１年制には文系理系の学
生がどれくらいの比率でおられますか。
この必修科目に医学部生も入っていますか。

全くグループワークになじめずリタイアする
学生はどれくらいいますか。
（人数でも比率でも）

ブレーンストーミングでは、時間不足を感じる
人がいた場合、あまりプレッシャーを

「意思決定とデータ」という授業全体のテーマ
との関係で言えば、
この問題に対する自分自身の立場が、自分が生
い育ってきたバックグランドからどれくらい
影響を受けているかに自覚的になってほしい、
という大きなねらいがありました。
簡単に言えば、都会育ちか田舎育ちかという
（自分では選択できない）要因が、自身の判断
に影響を与えているかどうかについて、他の人
の場合も参考にしながら、自らを検証してほし
いということです。
（様々なバックグランドを持った学生が集ま
る大学という場所でこそ、その違いも際立つは
ず、という見込みもありまして）
その意味では、この回における「データ」とは、
教室に集まっている学生たちそれぞれの経験
だと位置づけています。
なお、ご質問で想定されていたような形での
「データの調査、その信頼性の確認の仕方」に
関しては、別の回で多少扱っています。
私の授業の到達目標は、「ある問題をめぐって
対立する幾つかの立場に関して、それぞれの根
拠（価値観およびデータ）にまでさかのぼって
分析することで、問題の全体像を描き出す」こ
とに設定していますが、同じデータを扱ってい
ても立場（ないし価値観）によってその解釈が
異なってくる場合がある、という事例などを紹
介しています。
また、意欲のある学生のみの課題にしています
が、一方の立場の意見を読んでみて、そこで不
足していると思われるデータを探させる、とい
うようなことも行なっています。
九州大学における学生の比率は、文系：理系＝
1：3 です。課題協学科目は全学生必修ですの
で、もちろん、医学部医学科（医師志望）、医
学部保健学科（看護師志望）の学生も例外なく
受講しています。
授業を受けていて途中でリタイアし、レポート
に切り替える学生の割合は、0.2～0.3%です。
ただし、この数値には休学・退学する学生は含
まれておらず、その中にはグループワーク（と
言うよりは人と交わる学生生活自身）にまった
く馴染めない学生が一定の割合で含まれてい
ます。
・あらかじめ個人で考える時間を与える
・パクリ OK でアイデアの数が重要であること
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与えずにアイディアが出てくるようにするに
はどうするか？ということが難しいと
感じたが、何か良い工夫はありますか？

指示を徹底させる方法も良い方法があれば知
りたい。
（私自身、ワークショップでうまく指示を理解
できていなかった。）

教材・課題の開発はどうやっているのか。

成果物（エビデンス）は保管しているのか。
テーマ設定は今回の様にブレインストーミン
グ等で決めているのか？
また、どのように３人で決めているのか？

大学の授業が変わってきているのは感じまし
たが、高校の授業にどのような変化を望まれま
すか？

大学入試はどのように変わっていくべきです
か？

この教育を開始してからの成果は？
学生の変化（成長）は？

今後の課題は？
・この教育の将来に向けたテーマは？
・全学的に広めていく計画は？

を事前に話しておく
ことかと思います（ワークショップ当日のブレ
ストでは、ブレストを実施する意義をほとんど
説明しませんでしたが、授業の際には丁寧に説
明しています）。
ありきたりですが、指示内容を明確にする（や
るべきことが一つに絞られており、それを曖昧
さなく確実に伝える）しかないかと思っていま
す。
教材・課題については複数のひな形を準備し、
手引き書や科目専用ホームページに掲載して
います。最終的には各担当教員が自身の課題に
沿ったものを準備しています。
各教員が成績評価の根拠となる資料を保管し
ています。
手引き書 p10 には各教員の課題設定と教室テ
ーマの決定方法の例を記しています。実際に
は、教員 3 人で雑談しながらテーマを決めてい
る場合が多いようです。
入試科目に偏重しない、広い視野を育てて欲し
いです。また、議論中心の授業を高校でとりあ
つかうのならば、その際に「大学での学習や研
究の場は、教員とあるいは学生同士で議論をし
ながら興味のあることを自ら進めていく場所
である」ことを印象付けて頂きたい。
大学は自ら学ぶところ、という考えに基づき、
入りやすく、卒業は大変、という形に移行する
と良いのではないでしょうか。社会一般の大学
は就職予備校という考えを変化させることが
できれば、という前提ですが。
現在、追跡調査を継続中です。結果公表まで、
しばらくお待ち下さい。2 年次以降の授業にお
いては、アクティブラーニング系の授業が実施
しやすくなっています。学生は一言でグループ
ワークを始めることができ、グループディスカ
ッションと個人演習の組み合わせた授業が、高
度な内容の授業でも実施できるようになりま
した。
教員の指導力のレベルアップと学術的な内容
面のレベルアップです。この講義を担当した教
員を通じて、全学の専攻科目、大学院科目に展
開することを目指しています。また、今回の企
画を実施した教育拠点を通じて、科目開発の支
援を行う計画です。
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「文理融合型科目開発のための公開授業・ワークショップ」
～「課題協学科目」の実践から～ を開催して
九州大学基幹教育院・次世代型大学教育開発拠点
リベラルサイエンス開発モジュール

野瀬

健

九州大学が基幹教育院を設立し、これまでに開発、実施してきた大学教育改
革の方法の中には、本邦の大学教育においてきわめてユニークなものが数多く
存在しています。次世代型大学教育開発拠点では、そのような本学が生み出し
てきた新しい教育法、教育ツールを広く社会へと展開し、さらに磨き上げ、一
層良いものを生み出すための活動を行っています。この度、そのような九州大
学の基幹教育の成果を公開する活動の一貫として、従来の科目の垣根を越えた
新しい科目開発のスキルやノウハウを広く発信するプログラム「文理融合型科
目開発のための公開授業・ワークショップ」～「課題協学科目」の実践から～
を開催しました。
今回のプログラムでは、九州大学が基幹教育を開始するときに、目玉科目と
して開講した課題協学科目を、公開授業とワークショップの形式でご紹介しま
した。まずは、公開授業としてグループディスカッションを基調としたアクテ
ィブラーニングが行われている教室 3 箇所を実際に参加者に見学してもらいま
した。適宜、授業担当教員の説明とディスカッションが行われ、現場で実施さ
れていたワークを生の教室の雰囲気とともに体験してもらいました。引き続い
てのワークショップでは、課題協学科目の紹介および協学課題設定体験講習が
行われました。課題協学科目の狙いや授業運営のためのノウハウを科目実施班
班長の古屋教授より丁寧にご説明頂きました。本報告書にも一部記載がありま
すが、このような表に出ない苦労話をお伝えできたことは、本企画を開催した
意義を深めるために大いに役立ったものと考えております。今後も、さまざま
な旧来の科目の区分に囚われない新しい科目作りのための情報発信を行ってい
きたいと思います。
最後になりますが、ご参加頂いた皆様、また、企画の運営にご協力頂いた九
州大学基幹教育院のみなさまに、次世代型大学教育開発拠点・リベラスサイエ
ンスモジュールを代表して御礼申し上げます。
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はじめに

「九大生なら必要に応じて独力で学び、自身の能力を高めていけるのはアタリマエ」という考えは、今や
当たり前ではなくなっています。もちろん、現在でも優秀な学生たちが毎年たくさん入学してきますが、大
学進学率が 50％を超えている現状では、大学で学ぶことに対するモチベーションの低い学生の割合が増加し
ていることは否めません。それに伴い、精神的な悩みを抱える学生の数も年々増加しています。このように
学生が多様化している状況においては、教員である我々は、学生の教育方法に対する意識を変えなければな
りません。放っておいても勝手に育っていく学生を見守っていれば良い時代はとうに終わっています。我々
は「大学教員」と名乗っている以上、研究のみならず教育においてもプロフェッショナルでなければならな
いのです。
私の学生時代には、就職においては学業成績よりもクラブ活動やボランティア活動など社会活動に対する
実績が重要視されていました。その根底には、大学生なら必要に応じて独力で学び、自身の能力を高めてい
けるのはアタリマエであるから、さらに、協調性や十分なコミュニケーション能力を有していれば、どのよ
うな仕事を与えても柔軟に対応して必ず我が社に貢献してくれるとの認識があったからでしょう。
アタリマエだったことが当たり前でなくなっている現状を鑑みれば、中央教育審議会の答申や経済産業省
が提唱している社会人基礎力などに因らずとも、大学での教育をどのように改善して学生を育てていくべき
なのか、その方向は明確です。それがまさに基幹教育の目指す方向であり、「アクティブ・ラーナーの育成」
です。その実現に向けて、基幹教育では新たに課題協学科目を設けました。学生たちがこの科目を通して互
いに協力し合い、刺激し合って自らの学びのモチベーションを高めていくよう、教員同士で協力して授業を
組み立てていきましょう。
私はこの授業を通して、学生たちが各自の専門分野と異分野との関連性に気づいて異分野を学ぶことへの
意欲を高め、また、他者との議論を通して様々な考え方を理解し、お互いを高め合うことへの意義を感じる
ことを目指しています。さらに、担当する個々の教員がアクティブラーニングを体験し、それを各自の他の
授業にも取り入れて改善していくことを夢見ています。
「基幹教育が始まって学生たちが良く質問するように
なったね！」と評判になることを期待しています。

2014 年 4 月
課題協学科目班

班長

古屋謙治
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1. 授業概要

課題協学科目は基幹教育のひとつとして 1 年生が前後期ともに受講する必修科目である。文理混合した
150 名の学生によってクラスを編成し、クラス毎にテーマ（教室テーマ）を設定する。専門分野の異なる 3
名の教員が一つのクラスを担当し、各々異なった視点から、教室テーマに沿い、かつ、グループ学習に適
した題材（協学課題）を提供する。授業では学生が協学課題を考えるために必要となる講義を行うが、講
義形式の学びだけでなく、個人演習による自らの学び、そしてグループ作業等による学生同士の学びも重
視する。グループ作業や個人演習を通して、幅広い視野をもって問題を発見する姿勢、問題の解決を目指
して学び続ける態度と技能、専門を異にする他者と協働できる能力を養うことを目的とする。

(1) 課題の設定
この科目では、九州大学教育憲章が掲げる 4 つの原則、「人間性の原則」
、「社会性の原則」、
「国際性
の原則」
、「専門性の原則」に関わり、しかも現代社会に生きる市民に求められる以下の 4 つの基本課
題、
「知識を考える」、
「生命を考える」
、「創造を考える」、
「共生を考える」
に沿った協学課題を、担当教員の専門分野に則して提示する。科目の構成概要を図 1 に示す。課題協
学 A では主に「知識を考える」と「生命を考える」に沿った協学課題を、課題協学 B では主に「創造
を考える」と「共生を考える」に沿った協学課題を用意しており、学生は課題協学 A と B を順不同で
前・後期に一度ずつ履修する。
九州大学教育憲章
「人間性の原則」、「社会性の原則」
「国際性の原則」、「専門性の原則」
教員 1a：協学課題 1a
教室テーマ１

教員 1b：協学課題 1b
教員 1c：協学課題 1c

知識を考える
課題協学 A
生命を考える
教室テーマ２

教員 2a：協学課題 2a
教員 2b：協学課題 2b
教員 2c：協学課題 2c

創造を考える
課題協学 B
共生を考える
教室テーマ n
基本課題

教員 na：協学課題 na
教員 nb：協学課題 nb
教員 nc：協学課題 nc

図 1. 科目の構成概要
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(2) 授業スケジュール
授業は 1 クラス 150 名で実施される。1 クラスを各 50 名から構成される 3 つの小クラスに分割し、
下表の予定で週 1 日 2 コマ（3、4 限）連続で開講される。
2 コマ
（第 1 週）
小クラス 1
小クラス 2
小クラス 3

クラス分けと
ガイダンス

8 コマ

8 コマ

8 コマ

2 コマ

（2 コマ×4 週） （2 コマ×4 週） （2 コマ×4 週） （第 14 週）
教員 A

教員 C

教員 B

教員 B

教員 A

教員 C

教員 C

教員 B

教員 A

総括

※ 1 週をオフィスアワーとする

(3) 教室テーマの選択と履修登録
全学生を 4 つのグループに分け、それぞれのグループには異なった受講曜日を指定している。各曜日
の授業には 4 つあるいは 5 つの教室テーマが用意されており（付属資料２、３参照）
、授業の第 1 週に
は曜日毎に受講者全員を集めて教室テーマの受講希望調査と抽選を実施する。学生の所属学科や文理
混合の割合を考慮して教室テーマ毎に 150 名のクラスを編成し、その日のうちにクラス毎に教室へ移
動しガイダンスを実施する。小クラス分けについては第 2 週の授業前までに校用掲示板に掲示する。

(4) 休講について
1 週の休講はオフィスアワーで代替できる。2 週目の休講については試験期間中に補講を実施するこ
とが可能である。ただし、試験期間中に補講を行っても学生は身が入らないので、授業設計を調整し
て自習とする方が好ましい。なお、試験期間中に補講を行う場合には、チーム毎に判断して前期なら 6
月、後期なら 12 月までにチームリーダーが個別に教務係に試験期間中の教室の確保を依頼する必要が
ある。

※授業日程に関して
過去に以下の事例がありました。該当する日程のチームでは事前に良くご相談の上、授業を設計して
ください。
・通常とは異なった曜日の授業を実施する日が設定されているため、週に 2 日（月曜と金曜など）課
題協学科目を行うことになり授業外学習時間を十分に確保できなかった。
・ゴールデンウイークや冬期休業のために授業の間隔が空いてしまい、グループ活動がスムーズに進
まなかった。
・平成 26 年 12 月 22 日（月）は土日と冬期休業（12/23－）に挟まれていたためか欠席者が多く、グ
ループによっては半数以上が欠席してグループ活動ができないケースがあった。
・平成 26 年度に一度、悪天候のため午前中のみ基幹教育全体で休講措置を取った。午後は通常通り
の授業を実施することがアナウンスされていたのだが、実際には欠席者がかなり多く授業が成立し
ないクラスもあった。
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2. 授業設計の手引き
2.1. 授業設計における基本的な考え方
授業は主に、講義、個人演習、グループ活動から構成される。下図に３つのパターンを示す。最初
に協学課題の題材について説明し、各ステップで何を行うかを明確に指示するとよい。授業設計に
際しては以下のことを念頭に置いておく。
(1)

到達目標を定めてその達成度を重視した授業ではなく、目標に向かってアプローチするプロセ
スを重視する。

(2)

教員は自身が設定した協学課題に基づき、グループ活動に適した題材を提供する。
個人演習やグループ活動が授業の主要な部分を占める。

(3)

授業中における教員の主要な作業は、
・

題材に関する説明と問題提起

・

グループ活動の円滑な進行

・

時間の管理

・

グループ討論中における各学生の活動度合のチェック

・

グループ討論が活発でないグループの活性化

・

グループ活動に参加できない学生の発見

・

学生の発表に対するコメント

である。

授業設計のパターン（概要）
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授業実施に際しては、以下の点に気を配ると良い。

授業実施に際して



講義時間が連続して２０

グループ活動

個人演習

講義（題材提供）


100％宿題にせず、授業時間



分を超えない程度に抑え

中にある程度の時間を与え

し、グループ活動を行う際の約束事と注意

る(題材提供であることを

る

点を説明しておく

意識する)

（理由）
• 異分野の宿題は想像以上に



時間がかかる

講義（まとめ）

目標に向かってステップ毎にグループ活
動を分割する（各ステップでやるべきこと

• 宿題を忘れた学生が多いと



初回にはグループ分けと自己紹介を実施

を明確にする）

宿題を題材としたグループ

8 コマの最後には教員か
らのメッセージを語る

活動の実施に支障をきたす



• グループ活動に溶け込めな
い学生も授業に参加しやす

各人に発言を求めるグループ活動を行う
際には、あらかじめ発言内容を一人で考え
る時間を与える

くなる

〈初回の授業〉
(1) 8 コマの授業概要と授業の目標を学生に伝えておくとよい。

〈グループ活動〉
(2) グループ活動を行う際の人数は高々5 名がよい（50 名を 10 もしくは 12 グループ程度に分ける）
。

(3) 最初にグループ活動を行う際には以下の事柄を実施する。
・

グループ分け（あらかじめ教員が決めておいてもよいし、その場で分けてもよい）

・

グループ内での自己紹介：お互いの名前（呼び名）を覚え、距離感を縮めることが重
要

・

グループ活動における約束事や注意点の説明

(4) 全員がグループ活動に参加して活発に意見がでるよう、以下の点を考慮する。
〔意見やアイデアを互いに出させ合う場合〕
・

開始前に個人で考える時間（1 分程度）を与える

・

ブレインストーミング、ブレインライティング、KJ 法などを活用する

〔各学生が自身のレポート等の内容を説明し、それに対する質疑応答を行う場合〕
・

説明者の持ち時間、質疑応答の時間や質問者の順番（発表者の右隣から順番に等）を
あらかじめ決めておく

・

グループ内でタイムキーパーを決めておく
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〈個人演習と宿題〉
(5) 個人演習をすべて宿題にしてしまうと以下の点が懸念される。
・

文系と理系の学生では宿題に費やす時間にかなりの差が生じる

・

宿題をやってこなかった学生がグループ内に複数いた場合、宿題を題材としたグルー
プ活動の実施に影響が大きい

・

宿題（の一部）を個人演習として授業時間内に組み込むことによって、グループ活動
に溶け込めない学生も授業に参加しやすくなる

これらのことを考慮すると、個人演習時間を授業時間中に設けて考えさせ、時間の足りない学
生にはそれが宿題となる方針がよいだろう。授業外学習時間については付属資料 4 を参照。

〈提出物〉
(6) 各自が作成した成果物に対して、グループ内で発表や質疑応答を行い、発表者の質問やコメン
ト内容を成果物の余白に書き込ませる。さらに、質問やコメントをもとにして修正した成果物
を作成させ、それらすべてを提出させるようにすると、完成度だけでなく、その途中のプロセ
スやグループ活動の状況を含めて評価可能となる。

2.2. 8 コマ授業設計の実例
H26 年度以降の授業設計シートは、課題協学ホームページ（P23 参照）に掲載してある。
H25 前期試行授業を基に３つの授業設計パターンを以下に示す。

授業設計のパターン例①
講義（題材提供）

「物質の循環とリサイクル」

「歴史の連続と転換」

［講義］ 概要説明

［講義］ 戦後とは何だろう
か

個人演習
結果報告
グループ活動

現在リサイクルされているもの
を一つ取り上げ、その現状（方法、
効率、コスト、問題点など）を調
査

配布資料を分担して読解

・ 各自の報告に対する質疑応答

・ 各自の報告に対する質疑応答

・ 他にリサイクルされているも

・ 「戦前と戦後の xx」について、

のや、リサイクルしたいものを列

「xx」の項目と担当を相談

・・・

挙

・・・

『日本の戦後』という小冊子を作

新しいリサイクルの提案
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成

授業設計のパターン例②
講義（題材提供）

「物質の循環とリサイクル」

「歴史の連続と転換」

［講義］ 概要説明

［講義］ 戦後とは何だろう
か

グループ活動
役割分担
個人演習

現在リサイクルされているもの

「戦前と戦後の xx」について

についてアイデアを出し合い、

「xx」のアイデアを出し合い、担

担当を決める

当を決める

リサイクルの現状（方法、効率、

「戦前と戦後の xx」に関する個人

コスト、問題点など）を調査

調査

・・・

・・・

新しいリサイクルの提案

『日本の戦後』という小冊子を作成

授業設計のパターン例③
講義（題材提供）

「物質の循環とリサイクル」

「歴史の連続と転換」

［講義］ 概要説明

［講義］ 戦後とは何だろう
か

グループ活動

現在リサイクルされているも

「戦前と戦後の xx」
について、
「xx」

のを列挙する

のアイデアを出し合う

上記で出てきたものをもとに、将

いくつかの「xx」を選び出し、それ

来リサイクルできたらよいと思

らについてのブレストを行う

アイデアの
絞り込み・発展

グループ活動

・・・

新しいリサイクルの提案
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・・・

われるものを列挙する

『日本の戦後』という小冊子を作成

2.3. 教室テーマと協学課題の決定方法（例）
3 人でお互いに自己紹介と研究分野紹介を行いながら
テーマがまとまっていけばそれでよいが、なかなかま
とまらない時には以下のステップで進めてみると良い
だろう。
1． チームのリーダーを決める。
2． 自分の専門分野とそれに関するキーワード、一般
の人にも解るキーワードを A4 版用紙に書き並べ
る。
（５分：右図参照）
3． 各自の専門分野や研究内容について説明と質疑応
答を行う（10 分×3 人 = 30 分）
。
4． 教室テーマと協学課題を相談して決定する。（う
まく意見が出ない時には、次のような方法を試してみる。A さんから B さんへ提案できる A さん
自身の協学課題もしくはキーワードを 1 つ書く。B さん→C さん→A さんと順に書いていき 2 周
する。逆順でまた 2 周する。）

2.4. 教室テーマの指針と具体例
以下の表は教室テーマの（キーワードの）例である。A と B の内容の類似性をできるだけ避けるた
めに、課題協学 A と B の分類分けを例示している。以下の例を各チームでの教室テーマや協学課題と
してそのまま使っても良い。平成 26 年度のテーマに関しては課題協学ホームページを参照。
課題協学 A

課題協学 B

【生命を考える】

【創造を考える】

・歴史（進化）

・文化

・階層性

・教育

・再生医療

・未来

・進化論の考え方

・光と影（陰と陽）

・生命の営みのイメージを捉え直す

・価値
・世界を作り直す
・多様性を抱え込む方法

【知識を考える】

【共生を考える】

・思想

・社会

・学問

・幸福

・パラダイムという考え方

・戦争

・知のイノベーション

・境界

・最先端社会と最先端科学との共存

・環境

・人は何のために生きるのか

・防災

・近代の知と古代の知

・エネルギー
・グローバル化
・国際協力
・秩序と無秩序
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2.5. 各協学課題のまとめ方と全体総括の例
〔各協学課題のまとめ方の例〕
例 1：ポスター発表の実施
【３週目】
1.

（教員）ポスター作成方法、注意点、次週に行う発表方法等の説明

2.

（学生）グループ毎にポスター作成、発表練習
※ 時間が不足したグループは宿題となってしまうが、授業外にグループで集まって作
業するのは困難だと予想されるので時間に十分余裕をもって作業させる

【４週目】
1.

（学生）ポスター発表
・ 時間を区切って発表者や聴衆を入れ替える
・ ベストポスターを投票で決める

具体的な発表の方法としては、全てのグループのポスターを壁に張り、あらかじめ各グ
ループ内で発表担当と聴講担当の順番（誰がいつどのポスター発表を聞きに行くか）を
決めておく。
1 回 10 分の発表＋質疑応答時間で発表者や聴講者を入れ替えると、9 回繰り返せばグル
ープの誰かが漏れなく全てのポスター発表を聞くことができる（5 人グループで随時 3
人が聴講担当でそれぞれ異なったポスター発表を聞くのなら、3 回繰り返せばグループの
誰かが 9 種類のポスター発表のどれかを必ず聞くことになる）
。
これは一例で、5 グループ×2 に分けて同じような方法を使っても良いだろう（例えば、
同じ内容のポスター発表を行うグループが 2 つずつ存在するような課題を与えた場合）。
その後、グループで集まって意見交換を行うなどの方法が考えられる。

2.

（学生）グループ毎に集まり、ポスター発表の際に受けた質問（と回答）の内容につい
て情報交換する

3.

（教員）各ポスターもしくは全体の講評
（学生：宿題）質問と望ましい回答をまとめて提出
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例 2：口頭発表の実施（全グループに口頭発表させるのは時間的に困難なので、以下の方法を提案）
【３週目】
1.

（教員）ppt ファイル作成方法、注意点、次週に行う発表方法等の説明

2.

（学生）グループ毎に ppt ファイル作成、発表練習

【４週目】
1.

（学生）新しいグループを作ってその中で発表
・ （全部で 5 人×10 グループのクラスを想定）既存の学生 5 人からなる各グループを 5
つずつまとめて、1 クラス内に 2 つのチームを作る。各チームに，既存のグループから一
人ずつ集められた 5 人からなる新しいグループを作る。この新しいグループの中で、PC
の画面を見せながら各人が発表と質疑応答を行う。

A1, A2, A3,

B1, B2, B3,

C1, C2, C3,

A4, A5

B4, B5

C4, C5

A グループ

B グループ

C グループ

A1, B1, C1,

A2, B2, C2,

A3, B3, C3,

D1, E1

D2, E2

D3, E3

新 1 グループ

新 2 グループ

新 3 グループ

・・・・・

・・・・・

・ ベストプレゼンを投票で決める

2.

（学生）元のグループ毎に集まり（例えば A1～A5 で集まり）
、発表の際に受けた質問（と
回答）の内容について情報交換する

3.

ベストプレゼンとなった 2 つのグループ（各チームから 1 つずつ）が、全体の前で発表
する

4.

（教員）全体の講評
（学生：宿題）質問と望ましい回答をまとめて提出。各グループの ppt ファイルを提出
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例 3：新たなグループの中での発表
（冊子など、ポスターや ppt ファイルを使った発表に向かない成果物を想定）
【３週目】
（学生）グループ毎に成果物を作成し、発表練習

1.

※ 成果物の形式については前週までに教員が説明
【４週目】
（学生）新しいグループを作ってその中で発表

1.

・ （全部で 5 人×10 グループのクラスを想定）既存の学生 5 人からなるグループを 5
つずつまとめて、1 クラス内に 2 つのチームを作る。各チームに，既存のグループから一
人ずつ集められた 5 人からなる新しいグループを作る。この新しいグループの中で、成
果物を PC の画面に表示させながら各人が発表と質疑応答を行う。もしくは、成果物をフ
ァイルとして新しいグループのメンバーに渡し、時間を決めて読んでもらって質疑応答
を行う。

（教員）各成果物に対する簡単な紹介と講評

2.

※ 4 週目が始まるまでに、成果物を提出させ目を通しておく
（学生：宿題）質問と望ましい回答をまとめて提出。各グループの ppt ファイルを提出

〔全体総括（最終週）の例〕
【基本的な考え】
・ クラス全体（150 名）で学びを共有できるような内容を考える
・ 教員が何らかのメッセージを発信して終わる

実施内容の例
・ 各教員が、自身の授業で特に良かったと考えるグループの発表内容や、個人の成果物をい
くつか紹介し、コメントを述べる。自身の授業で伝え足りなかった内容や、これからさら
に考えてほしいことを述べる。
・ 初回の全体ガイダンスの際に、共通テーマと協学課題に関するマインドマップを書かせて
おき、総括で再度同じ作業を行わせる。その後、初回に書かせたマインドマップを返却し
て比較させ、どのような心境や発想の変化があったのかを用紙に書いて提出させる。
・ 学生に、共通テーマや協働作業で学んだことについてのグループ討論を行わせ、まとめを
用紙に書いて（もしくは Moodle を用いて）提出させる。

※ 全体総括で一部の学生に発表させる場合は、学生に過度な負担とならないよう十分に留意する
こと。
※ 最終週は 2 コマを時間一杯使い切る必要はなく、残った時間で学生アンケートを実施したり、
授業を早目に切り上げて教員チーム内での反省会に利用したりして構わない。
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2.6. 授業設計のための Tips 集
授業設計、運営にあたって、時間配分、議論の方向を以下に示すやり方を参考にし、臨機応変に遊び
心を持って授業を行うよう心がける。

2.6.1. グループ分け
教員毎にグループ（学生 4～5 人/グループ）を分け直す。なお、初回の小クラス（全 14 週のう
ちの 2 週目）では、学生の出欠を通してクラス分けの確認作業を行わなければならないので、
あらかじめ教員がグループ分けを指定した表を作成しておき出欠を確認するのが良い。第 2 セ
ット（第 6－9 週）や第 3 セット（第 10－13 週）は好みの方法で構わない。授業内容に応じて、
2 人をグループとした作業や 2 グループ合同での作業を行ってもよい。

2.6.2. グループ討論におけるマナー
・ 言葉が出にくい人へ配慮し、しゃべり過ぎずに話を聴く
・ 一人あたりの発言時間が決められているときには、話せても話せなくても時間を守る
・ 質疑を行う時には質問者の順番を決め、時間まで質疑応答を続ける
（※自由に質問させても良いのだが、学生に必ず質問しなければならないと意識させるた
め）
・ 相手の発言内容の誤りを指摘することと、相手の人格を否定することは異なる
・ 建設的な意見を心掛ける
・ 特定の相手に話しかけるときには、呼び名を呼んでから始める
（※日本人は相手の名前を言わずに話しかけることが多いため）
・ 先生が手を挙げているのを見つけたら話をやめる
（※これを伝えておくとグループ活動を制御しやすくなる）

2.6.3. アイスブレイク
ここでは、グループ内メンバーのお互いの顔や名前（呼び名）を覚えることを目標にしたもの
をいくつか紹介する。

(1) ミラーリング
i)

先ずは、自己紹介の内容を各自で考える（2 分程度）

ii)

トップバッターから自己紹介を始める（1 分程度）

iii)

自己紹介を終えたらトップバッターがメンバーの誰かを指名する

iv)

指名されたらさっきまで聴いていた自己紹介の内容をミラーリング（そっくりモノマネ）
する

v)

ミラーリングを終えたら、続いて自分の自己紹介を行う…終えたら次の人を指名する

vi)

あとは繰り返して一周するまで行う

(2) 簡単な自己紹介
名前と所属だけでなく、気持ちがほぐれるようなコメントを話してもらう。
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（例） 入学して考えていること、今の気分、今週一番印象に残った出来事、趣味、特
技、
呼び名を呼び名で読んでもらうこと、チャームポイント、etc.
〔注意点〕 時間を守る。持ち時間を決め（一人 1 分程度）、時間が来たら合図を出して次
の人に交代する
(3) 名前（呼び名）を確認し合うゲーム
〔となりのとなりのゲーム〕
（最初の人から右回りに順に番号を付けておく）
i)

最初の人は自分の呼び名を「xxx です」と言う

ii)

二番目の人は「xxx さんのとなりの yyy です」と言う

iii) 三番目の人は「xxx さんのとなりの yyy さんのとなりの zzz です」と言う
iv)

以後、自分の二人前と一人前の人の呼び名を言ってから自分の呼び名を言う

v)

上記を 2 周する

vi)

左回りで 2 周する

vii) グループ間で早さを競う：全員立って x 番目からスタートし、終わったグループ
から着席する
※

バリエーション：
「AAA がチャームポイントの xxx さんのとなりの・・・」とす

るなど。

2.6.4. グループで行うアイデアの抽出と整理
〔ブレインストーミング（BS）〕
グループのメンバーが、あるテーマについて連想ゲームのように自由にアイデアを出し合
う。各自が付箋紙やカード等を持っておき、あらかじめ記入したものを前に出しながら発言
してもよい。時間を決めてできるだけ多くのアイデアを集める。最低でも一人 3 回（順番に
発言するなら 3 巡）発言する。

4 つの原則
批判をしない：“それいいねー”
自由奔放：テーマに縛られない。おちゃらけ OK。
質より量：量が質を生む！
連想と結合：パクリ OK。人の発言を受けてさらに発展させる。

〔ブレインライティング（BW）〕
右図のようなシートを用意して各人に配布する。
i) 最上段にそれぞれテーマを書き、1 段目に、テーマに対する
アイデアを書く
（持ち時間を決めておき、時間になったら次の作業に移る）
ii) シートを右隣の人に渡す
iii) 1 段目のアイデアを読み、それを踏まえて 2 段目にアイデア
を書く
iv) ii)と iii)を繰り返す
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テーマ

〔アイデアの整理〕【グループでの作業】
i) BS や BW で得られたアイデアを一つずつカードに書きだす
ii) 似通った内容のカードを集め、それぞれのカードの束に見出しを付ける
iii) 見出し同士の関連、束の中での関連を整理する
iv) （大きな用紙の上で線を引くなどしてまとめるとよい）

2.6.5. 個人で行うアイデアの抽出
〔マインドマップ〕（右図参照）
7 つのルール
① 用紙：A3 程度の無地用紙を横向きに使用
② セントラルイメージ：きれいな絵は不要
③ カラー：とにかくカラフルに
④ ブランチ：曲線、線の太さを区別、言葉
に合った長さ
⑤ 言葉：単語を使用（文にしない）
1 ブランチ・1 ワード
⑥ 構造化：階層、序列を意識
マインドマップの例（参考図書 3）

⑦ TEFCAS：
Trial, Event, Feedback, Check, Adjust, Success

〔中央の薄い縦線はスキャナ使用時の影〕

余りルールに縛られず、楽しく発想してマップを作成することに主眼を置くとよい。
〔マンダラート〕
i) 右図のような 3×3 セルを用意し、中央のセルにテ
ーマを書きこむ
ii) 周辺の 8 つのセルにテーマから連想される言葉を
書き込む
iii) 周辺の 8 つのセルに書いた言葉の中から気になる
言葉をいくつか選び、その言葉を別の 3×3 セルの
中央に書き込む
iv) ii)と iii)を繰り返す

2.6.6. グループワーク（その他）
〔ワールドカフェ〕
i) 準備
・ 4、5 人でグループを作り、テーブルに座る
・ テーブルの上にはテーブルクロスに見立てた模造紙と各自一本ずつのペンを用意し
ておく
ii) カフェトーク・ラウンド
・ 1 ラウンドおおよそ 20 分で、トピックにそってカフェ的にリラックスした会話を楽
しむ
・ 会話しながら、出たアイデアとか言葉をそれぞれが自由に模造紙に書く
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・ 1 ラウンドが終わるころにテーブルに残る人（ホスト）を決め、その場に残し、それ
以外の参加者は別のテーブルへ移動する
・ 残ったホストが自分のテーブルで話された内容を新しいメンバーに説明
さらに会話を深める
・ 2～3 ラウンド繰り返す
iii) 最終ラウンド
・ 最終ラウンドで、全員が最初のテーブルへもどる
・ 別のテーブルで得られた気付きや理解を交換し、さらに全体でもシェアをする

〔ジグソー法〕
詳細は以下を参照
http://coref.u-tokyo.ac.jp/archives/5515

【参考図書】
1. 今村光章、
「アイスブレイク入門」
（開放出版社、2009）
2. 酒井 穣、
「これからの思考の教科書」（光文社知恵の森文庫、2013）
3. 矢嶋美由希、「ふだん使いのマインドマップ」（阪急コミュニケーションズ、2012）
4. アニータ・ブラウン、デイビッド・アイザックス（著）／香取一昭、川口大輔（訳）
、
「ワールド・カフェ～カフェ的会話が未来を創る～」
（ヒューマンバリュー、2007）
5. 安永 悟、
「活動性を高める授業づくり: 協同学習のすすめ」
（医学書院、2012）
6. エリザベス・バークレイ、クレア・メジャー、パトリシア・クロス（著）／安永

悟（訳）、

「協同学習の技法―大学教育の手引き」（ナカニシヤ出版、2009）
7. 杉江修治、
「協同学習入門－基本の理解と 51 の工夫」
（ナカニシヤ出版、2011）
8. ジョージ・ジェイコブズ、ローワン・イン、マイケル・パワー（著）／伏野久美子 、
木村春美、関田一彦（訳）、
「先生のためのアイディアブック－協同学習の基本原則とテ
クニック」
（日本協同教育学会、2006）
9. ジェローム・レイボウ、ジョハンナ・キッパーマン、ミッシェル・A・チャーネス、ス
ーザン・R・ベイシル（著）／丸野俊一、安永

悟（訳）、「討論で学習を深めるには－

LTD 話し合い学習法」（ナカニシヤ出版、1996）

2.6.7. 提出物
提出物は、最終結果だけでなく途中経過も記録するなど工夫する。
1.

レポート作成［個人演習］

2.

グループ内で発表、質疑応答［グループ活動］
質問者と質問内容をレポート余白に書き込む

3.

レポート修正版を作成

4.

全部まとめて提出
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2.7. 授業実施におけるチェック項目
〔セット全般〕
・担当する協学課題における目標（到達点）を学生に示しましょう。また、そこへ到達するまでの具
体的な手順（授業プラン）を教員が示すか、あるいはグループで作業手順を考えさせてからグルー
プ作業や個人演習に移りましょう。
・グループ分けの際、学部学科が混合しているか、前のセットと同じメンバーになっていないか確認
しましょう。
・グループ分け直後や休講の次の週などにはアイスブレイク（自己紹介など）を実施し、グループ内
で話しやすい雰囲気作りを心がけましょう。
・レポートの書き方（コピペの注意や参考文献の引用の仕方など）を十分に指導してください。

〔グループ作業〕
・初回にはグループ討論におけるマナー（2.6.2 節）を説明してください。
・学生に明確で具体的な指示を出しているか確認しましょう（まとまった長い時間を与えるよりは、
時間を細切れにして各ステップでの作業内容を明確にしましょう）。
・容易に発言できる工夫をしましょう（あらかじめ考える時間を与える、各自資料を用意させておく、
グループ内にムードメーカーを決め、まずムードメーカーが他人の発言を必ず褒めるなど）

〔個人演習・宿題〕
・授業時間中に時間を取り過ぎていないか見直してみましょう（授業中にグループ作業を行う事前準
備として個人演習を取り入れるのが基本）
・宿題の量が多すぎないか検討しましょう（文系学生への理系の宿題やその逆は教員の想像以上に時
間を要する）

〔チーム内での連携〕
・授業設計シートをお互いに確認し、授業がどのように進められるのか把握しておきましょう。
・教員 3 人が同じパターンの授業を行わないように工夫しましょう（3 人ともポスター発表で終わる
ようなことは避け、口頭発表や Web ページ作成を組み合わせるなど）
。
・欠席者の情報を随時交換し、2 週連続して休んだ学生については、次の週に出席したならその学生
に声をかけて欠席理由を確認してください。また、3 週目も休んだ場合には教務係を通して学生に
連絡を取ってもらい、授業出席の意思確認を行ってください。
・レポート等が未提出の学生については、次の小クラスに担当が変わっていればその担当教員が学生
に声をかけて提出を促すなどして、教員 3 人でクラス全体の面倒を見ましょう。

〔その他全般的な注意事項〕
・教員が講義する（一方的に話す）時間は連続して 20 分を超えない程度にしてください。
・個人の調べ学習に終始したり、グループ発表が個人の調査報告結果の単なる寄せ集めにならないよ
うに注意してください。グループ内での意見交換によって各個人が理解を深め、問題に取り組む意
識を高め合い、グループとしてのまとまった成果物を創り上げる過程を体験させるよう授業設計を
行ってください。
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・授業内容を一般に公開したり、マスメディア等の取材を受けたりする場合には、事前に科目班長に
連絡し、許可を取ってください。

2.8. 出欠確認と入力について
毎週の授業終了後 2，3 日中にチームリーダーがクラスの欠席者を取りまとめ、Moodle への入力（デ
ータ修正）を行う。小クラス内でのグループ分けの情報とグループの着席位置を把握しておけば、欠
席者を把握するのは簡単である。
学生は自身の出欠入力状況を Moodle 上で確認できる。ガイダンスの際には、学生に対して、自身
の出欠情報が正しく入力されているかを随時確認し、誤りがあれば担当教員に申し出るようアナウン
スを行う。
本科目では、学生が授業に出席した上でグループ活動等に参加することを重視している。担当教員は、そ
のエビデンスが残るような授業の実施方法を考えなければならない。
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3. 成績評価方法
本科目のルーブリックを以下に示す。これは学生にも開示するものであり，各授業ではこれを指針と
して評価を行う。

20

4. 教員チームリーダーの役割
教員チームリーダーの役割を、以下に示す。
 教室テーマと協学課題のとりまとめ
 授業の実施方法や成績評価法の周知
 宿題など授業時間外での学習分量の把握と調整
 配慮を必要とする学生への対応
 クラス全体の学生に関する出欠状況の把握
 クラス全体（１５０名）で実施するガイダンスと総括の準備、実施
 チームリーダー間での情報交換
 チーム内での成績とりまとめ

5. 課題協学ホームページ公開
Mahara 上に課題協学ホームページを公開しており、以下の手順でアクセスできる。
〔課題協学のページへ直接アクセスする場合〕
https://mahara.artsci.kyushu-u.ac.jp/view/view.php?id=30341
（ログイン ID は SSO-KID）
〔URL で直接参照しない場合〕
1) M2B トップページにアクセス（http://m2b.artsci.kyushu-u.ac.jp/）
2) Mahara をクリックし、ログイン
3)「グループ」タブから「課題協学コミュニティ」グループを選択
4)グループページ『「課題協学」のページ』を参照

6. 履修学生への配慮に関するガイドライン
授業時に展開される双方向性の高いグループ学習を極めて苦手とする学生は一定の割合で存在する。全
ての学生を同等にクラス分けし、特別なクラスを設けはしないが、配慮が必要な学生に対しては、以下の
ガイドラインに沿って対処する。
〔対象学生〕
キャンパスライフ・健康支援センター所属のカウンセラーや医師、もしくは、学外の医師により、本科
目の受講に対して特別の配慮が必要と認められた者
〔配慮方法〕
(1) 授業には参加せず、担当教員によって課される課題を提出することによって授業に参加したと見做す。
それゆえ、成績評価においては欠席による減点を行わない。なお、1 週における課題量の目安は、新書 1 冊
を（自分で探して）読めば解答できる程度の分量とする（詳細については科目班長へお尋ください）。
(2) クラス分けや小クラス分けについては一般の学生と同様に割り当てておき、該当学生が希望すれば途中
からでも授業に参加できる体制を維持しておく。例えば、該当学生が、1 人目の教員が担当する授業の 4 週
目から授業外学習のみに切り替えたのちしばらくそのままの状態を続け、本人の意思によって、3 人目の教
員が担当する第 1 週の授業に参加しようとすることを妨げない。
(3) 上記(1)に記した課題については、上記(2)で定めたクラスのチームリーダーがまとめて課題を課すこと
とする。その手段は電子メールによるやり取りとし、チームリーダーが該当学生と懇談する必要はない。
該当学生に対する教員側の窓口はキャンパスライフ・健康支援センター所属のカウンセラーや医師であり、
状況に応じて、チームリーダーや最初に相談を受けた教員等が加わることとする。
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（注）特別課題実施においては学期や年度をまたぐことがあり得ます。その場合には、特別課題を終了し
た時点で遡って成績訂正を行うことができます。詳細については科目班長へお尋ください。

7. H26 年度以降に入学した学生の再履修
本科目の再履修は 2 年次以降しか受講できない。再履修を希望する者は事前に教務係に届け出た上で、受
講希望曜日に応じて通常クラスへ振り分けられる（H28 年度「基幹教育履修要項」に明記済）。
(1)

再履修を行う学生は、課題協学 A もしくは B 全体を履修しなければならない

(2)

前後期とも課題協学 A、B の両方を開講するよう時間割を編成している
（前期月曜と木曜、後期火曜と金曜が A、前期火曜と金曜、後期月曜と木曜が B を開講する）

(3)

各キャンパスにおいては、そこに常駐している教員を中心とする教員チームを基幹教育院教員に相
談のうえで編成し、再履修用授業を開講して課題協学の単位とすることができる

8. TA の雇用
教員自ら TA を連れてくるのであれば、1 名のみ基幹教育経費で TA を雇用できる。ただし、TA の業務は
グループ作業中における学生の参加状況の把握など運営補助に関する業務であり、出欠管理や資料配布の
ためだけの雇用は認めない。

9. 初回の「教室テーマ」選択について
椎木講堂（1000 人の 1 階部分のみ）を使用し、学生を学部毎に固めて座らせる。各学部（4－5 学部／曜
日）に対し 2 名程度の教員が世話をする。各曜日の担当教員は授業開始前に集合し、簡単な打ち合わせと
準備を行う。
当日のタイムライン
1) 科目に関する全般的な説明と本日実施する内容の概要を説明（10 分）
※曜日代表者（統括担当者）が担当
2) 各教室テーマの概要説明（～30 分）
※各チームリーダーが担当。教員が教室テーマを説明している最中にくじ引きを実施する。各学生
は、学部ごとに通し番号のついたくじを引く（最少 30、最大 230）。くじには学生番号と氏名を書
かせる。
3) 教室テーマ選択（～60 分）
※H28 年度より小クラス分けはくじ引きでは決定せず、掲示板へのクラス分け掲示の際に公開する。
各学生は、くじに書かれた番号の呼び出し順に自分の希望のテーマを選び、教室テーマに対応した
色付きの札を受け取る。ただし、定員（＝学部学生数／テーマ数）が一杯になったテーマを選択す
ることはできない。
4) 各クラスへ移動・休憩（30 分）
テーマ選択が終わったら休憩時間をとり、各教室へ移動するよう指示する。早く終了した学生は 4
限開始時刻にはクラス毎の教室で待機させる。
5) 各クラスにてガイダンス実施（残り時間）
小クラス分けに関する説明やガイダンスを行う。
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付属資料 1
課題協学における M2B(みつば)システムの利用について
ラーニングアナリティクスセンター
緒方 広明
九州大学では、2016 年度より M2B 学習支援システムを運用しております。また、基幹教育院では、教
育改善を目的として、「ティーチングポートフォリオの導入と開発」及び「デジタル教材を用いた教育ビッグ
データの利活用」の２つのプロジェクトを推進しております。
そこで、課題協学において M2B システムの利用を通して、ご協力を御願いしたいと考えております。
 Moodle： 出席確認、レポート課題の受け取り、投票[以下(1)-(3)を参照)
（http://moodle.kyushu-u.ac.jp にアクセスして SSO-ID でログインします）
 Mahara： 教員のティーチングポートフォリオ、学生のラーニングポートフォリオ[以下(4)以降を参照]
(Moodle からログインできます)
 BookLooper： デジタル教材（パワーポイントなど）の配信
(1) 出席確認について
講義中または終了後に Moodle にログインして、出欠を登録して下さい。
(2) レポート課題の受け取りについて
Moodle を利用してレポート課題を受け取り、管理することができます。
(3) 投票について
４週目に各班で発表をする際、Moodle を利用して、「良い」と思ったグループに投票して、順位を
その場で公表することができます。
(4) 教員間の日誌の共有によるティーチングポートフォリオの導入について
毎回の講義で気付いた事等を、Mahara を用いて日誌に記録
し、改善や情報共有に利用します。Moodle にログインして、
Mahara に移動し、「コンテンツ」タブの「日誌」を選択して、課題
協学の日誌を選択して記入します。


記入する内容： その日の講義の内容やできごと、意見な

どを、簡単なメモ程度で書き留める。


共有の対象： ３名の教員のユニットで共有する。



いつ記入する： 講義終了後、次回の講義までに記入する。
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Mahara の画面

(5) 学生のラーニングポートフォリオについて
学生にも、毎回ラーニングポートフォリオを記録させて、グループ作業の進捗状況を把握することが
できます。（これをご利用する場合は、プロジェクト事務局にご連絡ください）


記入する内容： その日の講義で学習した内容や作業の進捗状況などを、メモ程度で書き留める
（例えば、今日はここまでできた、こんなところで詰まっているなど）



共有の対象： 課題協学のクラス担当教員のみ



いつ記入する： 講義中または終了後、次回の講義までに記入する

(6) ファイルの共有について
Mahara では、学生が自由にグループを作成して、ファイルを共有することができます。ただし、グループ
のカテゴリは、「その他」を指定して、「その他」の下にグループを作成して下さい。
(7) Web page の作成について
Mahara では、学生が自由にページを作成して、ポスターの代わりに、Web page を作成し、コメントを記入
することができます。作成したページをクラス内で共有する場合は、クラス単位でグループを作成し、共有
範囲を設定する必要があります。

なお、システムの利用方法の詳細は、以下をご覧下さい。
Moodle / Mahara の利用方法：
https://sites.google.com/site/qfasfolio/manual
BookLooper の利用方法：
https://sites.google.com/site/9booklooper/manual

【 問い合わせ先 】
M2B 事務局
九州大学 伊都キャンパス ウェスト１号館２階 A２０１号室
電 話： ０９２－８０２－５８５７ (内線 伊都-５８５７)
メール： m2b-office@artsci.kyushu-u.ac.jp
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付属資料 2
H２８年度前期 担当教員チーム編成表

1

2

3

4

★：リーダー

月 テーマ A

火 テーマ B

木 テーマ A

金 テーマ B

古川（経）

松井（比文）

鏑木（比文）

松永（総理工）

菊川（医医）

野瀬（基幹）

丸山（医保）

鎌滝（基幹）

★島田（基幹）

★大河内（基幹）

★岡本（基幹）

★安田（基幹）

岡﨑（法）

溝上（農）

岡（人環）

遠藤（経）

清水（農）

石井（基幹）

仁田坂（理）

住吉（人環）

★山田琢（基幹）

★田村（基幹）

★斎藤（基幹）

★早川（基幹）

阿部（比文）

長谷（比文）

北野（農）

王（シス）

陳（基幹）

中山（農）

小島（基幹）

佐藤（工）

★木村（基幹）

★瀧上（基幹）

★山形（基幹）

★山田祐（基幹）

鬼丸（比文）

舩田（人文）

尾崎（農）

佐藤（農）

片山（芸工）

林（総理工）

川島（基幹）

安永（基幹）

★緒方（基幹）

★内田（基幹）

★矢山（基幹）

★古屋（基幹）

オーガスティン（比文）

中野（比文）

久場（工）

福田（基幹）

★林（基幹）

★原田（基幹）

5

H２８年度後期 担当教員チーム編成表

1

2

3

4

5

★：リーダー

月 テーマ B

火 テーマ A

木 テーマ B

金 テーマ A

波潟（比文）

小川（比文）

ホール（比文）

西村（薬）

舟橋（比文）

西野（比文）

瀧上（基幹）

陳（基幹）

★小早川（基幹）

★野口（基幹）

★角（基幹）

★森田（基幹）

松本（工）

田淵（法）

相澤（比文）

田畑（農）

内田（基幹）

割石（基幹）

大河内（基幹）

メンデスゲーラ（基幹）

★安田（基幹）

★山田琢（基幹）

★岡本（基幹）

★梶原（基幹）

吉川（理）

名嘉山（工）

榎木（農）

斎藤（基幹）

木村（農）

伴野（農）

田村（基幹）

山形（基幹）

★小湊（基幹）

★田中真（基幹）

★石井（基幹）

★武田（基幹）

池上（シス）

讃井（歯）

小野（芸工）

川島（基幹）

スルチョードリ（基幹）

京谷（人文）

早川（基幹）

大久保（基幹）

★大橋（基幹）

★山田政（基幹）

★青野（基幹）

★副島（基幹）

セビリア（基幹）

ローレンス（基幹）

原田（基幹）

小島（基幹）

★福田（基幹）

★飯嶋（基幹）
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所属

担当者氏名

職名

前後期

曜日

AB

専門分野

比文

相澤 伸広

准教授

後期

木

B

政治学

比文

ホール A

准教授

後期

木

B

歴史学

比文

阿部 康久

准教授

前期

月

A

地理学

比文

中野 伸彦

講師

前期

木

A

地球科学

比文

オーガスティン M

准教授

前期

火

B

歴史

比文

小川 玲子

准教授

後期

火

A

社会学・人類学

比文

鬼丸 武士

准教授

前期

月

A

国際関係史

比文

鏑木 政彦

教授

前期

木

A

哲学・政治思想

比文

西野 常夫

准教授

後期

火

A

文学

比文

長谷 千代子

准教授

前期

火

B

宗教人類学

比文

波潟 剛

准教授

後期

月

B

文学

比文

舟橋 京子

講師

後期

月

B

考古学

比文

松井 康浩

教授

前期

火

B

政治学

人文

舩田 善之

講師

前期

火

B

東洋史学

人文

京谷 啓徳

准教授

後期

火

A

芸術学

人環

岡 幸江

准教授

前期

木

A

教育社会学

人環

住吉 大輔

准教授

前期

金

B

建築環境学

法学

岡﨑 晴輝

教授

前期

月

A

政治学

法学

田淵 浩二

教授

後期

火

A

刑事訴訟法

経済

古川 哲也

教授

前期

月

A

情報解析

経済

遠藤 雄二

准教授

前期

金

B

経営労務

理学

吉川 顕正

講師

後期

月

B

太陽地球系・宇宙空間物理学

理学

仁田坂 英二

講師

前期

木

A

生物学（遺伝学）

医学

菊川 誠

講師

前期

月

A

医学教育学

保健

丸山 マサ美

講師

前期

木

A

医療倫理学

歯学

讃井 彰一

准教授

後期

火

A

歯周病学

薬学

西村 行生

准教授

後期

金

A

細胞生物

工学

久場 隆広

教授

前期

火

B

環境工学

工学

佐藤 幸生

准教授

前期

金

B

材料物性

工学

松本 崇弘

准教授

後期

月

B

錯体化学

工学

名嘉山 祥也

准教授

後期

火

A

ソフトマター物理

シス情

池上 浩

准教授

後期

月

B

レーザー工学

シス情

王 静芸

助教

前期

金

B

e ラーニング

芸工

片山 雅史

准教授

前期

月

A

芸術

芸工

小野 直樹

准教授

後期

木

B

ディジタル画像の処理と認識

農学

清水 邦義

准教授

前期

月

A

森林圏生理活性科学

農学

溝上 展也

准教授

前期

火

B

森林計画学

農学

中山 二郎

准教授

前期

火

B

細胞生物学・生命科学

農学

北野 雅治

教授

前期

木

A

農業気象学

農学

尾崎 行生

准教授

前期

木

A

園芸学（農学）

農学

佐藤 剛史

助教

前期

金

B

環境経済学、食育

農学

木村 誠

教授

後期

月

B

生物化学

農学

伴野 豊

准教授

後期

火

A

昆虫遺伝学・養蚕学

農学

榎木 勉

准教授

後期

木

B

森林生態学

農学

田畑 正志

教授

後期

金

A

動物組織学

総理工

松永 信博

教授

前期

金

B

環境流体科学

総理工

林 信哉

准教授

前期

火

B

高エネルギー応用力学

基幹

野瀬 健

教授

前期

火

B

生物化学

基幹

古屋 謙治

教授

前期

金

B

分子分光学

基幹

青野 純子

准教授

後期

木

B

美術史

基幹

飯嶋 裕治

准教授

後期

木

B

倫理学
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基幹

石井 祐子

准教授

前/後期

火/木

B/B

美術史

基幹

大橋 浩

教授

後期

月

B

認知言語学

基幹

梶原 健佑

准教授

後期

金

A

日本国憲法

基幹

川島 啓二

教授

前/後期

木/金

A/A

高等教育論

基幹

木村 拓也

准教授

前期

月

A

教育社会学

基幹

小湊 卓夫

准教授

後期

月

B

高等教育マネジメント

基幹

セビリア A

講師

後期

火

A

哲学

基幹

武田 友加

准教授

後期

金

A

応用経済学

基幹

田中 真理

教授

後期

火

A

発達障害学

基幹

福田 千鶴

教授

前/後期

木/火

A/A

近世日本史

基幹

メンデスゲーラ C

講師

後期

金

A

開発経済・国際経済

基幹

森田 邦久

准教授

後期

金

A

科学哲学

基幹

安田 章人

准教授

前/後期

金/月

B/B

環境社会学

基幹

山形 伸二

准教授

前/後期

木/金

A/A

教育・発達心理学

基幹

山田 政寛

准教授

後期

火

A

教育工学

基幹

山田 祐樹

准教授

前期

金

B

行動科学・認知科学

基幹

大久保 文哉

助教

後期

金

A

計算理論

基幹

大河内 豊

准教授

前/後期

火/木

B/B

素粒子物理学

基幹

岡本 剛

准教授

前/後期

木/木

A/B

理論脳科学

基幹

緒方 広明

教授

前期

月

A

情報工学・教育工学

基幹

小島 健太郎

准教授

前/後期

木/木

A/B

素粒子物理学

基幹

斎藤 新悟

准教授

前/後期

木/金

A/A

数学・統計学

基幹

島田 敬士

准教授

前期

月

A

パターン認識・画像処理

基幹

角 俊雄

准教授

後期

木

B

位相幾何学

基幹

副島 雄児

教授

後期

金

A

結晶物理学

基幹

林 篤裕

教授

前期

火

B

計算機統計学

基幹

原田 恒司

教授

前/後期

木/火

A/A

素粒子理論

基幹

内田 竜也

准教授

前/後期

火/月

B/B

有機合成化学

基幹

鎌滝 晋礼

助教

前期

金

B

高エネルギー応用力学

基幹

小早川 義尚

教授

後期

月

B

動物学

基幹

スルチョードリ V

准教授

後期

月

B

ストレス生理学

基幹

瀧上 隆智

教授

前/後期

火/木

B/B

界面物理化学

基幹

田村 茂彦

教授

前/後期

火/木

B/B

分子細胞生物学

基幹

陳 光斉

教授

前/後期

月/金

A/A

地盤工学

基幹

野口 高明

教授

後期

火

A

鉱物学

基幹

早川 敏之

准教授

前/後期

金/木

B/B

生命科学

基幹

山田 琢磨

准教授

前/後期

月/火

A/A

プラズマ物理学

基幹

矢山 英樹

教授

前期

木

A

低温物理学

基幹

ローレンス J

教授

後期

木

B

認知科学

基幹

割石 博之

教授

後期

火

A

微生物学

基幹

安永 和央

准教授

前期

金

B

心理学

31

付属資料 3A
H２８年度前期 教室テーマ A: 生命を考える，知識を考える

★：リーダー

ニーズ分析とシーズ活用から生まれるイノベーション
古川（経）

経営を変える

菊川（医医）

医療を変える

★島田（基幹）

教育を変える
大発見の瞬間

岡﨑（法）

言語における大発見

清水（農）

天然物における大発見

★山田琢 (基幹)

物理における大発見
知識と予測

阿部（比文）
陳（基幹）
★木村（基幹）

知識の社会での活用のあり方について考える
リスクとの向き合い
学問の盛衰を予測する
創る

鬼丸（比文）

国際社会における「価値」の創造－「神々の闘争」をいかに解決するのか－

片山（芸工)

アートプロジェクト/アートを媒体とした課題解決

★緒方（基幹）

未来の情報環境を創る！
『死と生』 －宗教・倫理・科学の視点から－

鏑木（比文）

宗教から考える

丸山（医保）

医療倫理学から考える

★岡本（基幹）

脳科学・医工学から考える
つながりを知る

岡（人環）
仁田坂（理）
★斎藤（基幹）

人のつながり
生き物のつながり
点のつながり
未来を見通す力とは何か

北野（農)
小島（基幹）
★山形（基幹）

次世代も持続可能な「農」の未来を考える
社会の中の科学技術と意思決定
市民として未来のあり方を考える・議論する
科学の社会貢献

尾崎（農）
川島（基幹）
★矢山（基幹）

ステキな植物
大学は何を期待されているのか
ガンマ線は社会を変えるか
変化をとらえる

中野（比文）

変化する地球との共生

福田（基幹）

知のパラダイムシフト

★原田（基幹）

科学技術の革命と変遷
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付属資料 3B
H２８年度前期 教室テーマ B: 創造を考える，共生を考える
多角的視点で安全を考える
松井（比文）

安全・安心と自由の両立は可能か

野瀬（基幹）

化学と人間社会の関わり

★大河内（基幹）

物理学と安全
暮らしの中の知性と感性

溝上（農）

身近な自然環境問題から

石井（基幹）

身の回りの視覚文化から

★田村（基幹）

食の安全と健康から
資源の利用とモラル

長谷（比文）

文化人類学の視点から

中山（農）

生命科学の視点から

★瀧上（基幹）

物質科学の視点から
共に生きるとは？

舩田（人文）

異文化と共生

林（総理工）

エネルギーと共生

★内田（基幹）

化学と共生
裏を読む

オーガスティン（比文）

歴史の裏

久場（工）

環境の裏

★林（基幹）

情報の裏
大問題を考えろ～環境・エネルギー・食～

松永（総理工）
鎌滝（基幹）
★安田（基幹）

公害と環境
エネルギー問題と環境
食と環境
人を変える、人が変わる

遠藤（経）
住吉（人環）
★早川（基幹）

地域とくらし
建築のカタチと人の行動
ヒトと人の未来
空間を考える ―認識・設計・制御―

王（シス）

学習空間

佐藤（工)

居住空間

★山田祐（基幹）

心理空間
ヒト・モノ・コトの繋がりと移り変わり

佐藤（農）

食の繋がりと移り変わり

安永（基幹）

教育の繋がりと移り変わり

★古屋（基幹）

物質の繋がりと移り変わり
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★：リーダー

付属資料 3C
H２８年度後期 教室テーマ A: 生命を考える，知識を考える
リスクと人間
小川（比文）

人口減少社会を考える

西野（比文）

困難に直面した人間の生き方

★野口 (基幹)

現代人が経験したことのない巨大災害に対処できるか？
科学技術と人間社会

田淵（法）
割石（基幹）
★山田琢（基幹）

近未来の法を予測する
生命倫理について考える
物理学の光と影
学問を動かすもの

名嘉山（工）
伴野（農）
★田中真（基幹）

物質科学の歩みから考える
自然科学分野を中心とした事例から考える
心理学の歩みから考える
ミクロの世界・マクロの世界

讃井（歯）
京谷（人文）
★山田政（基幹）

口腔微生物と人体
芸術作品から歴史・世界を考える
学習環境をデザインする：ラーニングコモンズを事例に
科学技術と幸福

セビリア（人文）
原田（基幹）
★福田（基幹）

幸福と教育
科学的知識と私たちの生活
近代化と幸福
科学技術とリスク

西村（薬）

生命の維持とくすりのリスク

陳（基幹）

リスクとの向き合い

★森田（基幹）

リスクとコミュニケーション
「分ける」を考える ～「分析」の科学～

田畑（農）
メンデスゲーラ（基幹）
★梶原（基幹）

「分ける」を考える～動物の感覚～
「分ける」を考える～「国際開発」の経済学～
「分ける」を分ける～「差別」の法律学～
対立と協力

斎藤（基幹）

数学における対立と協力

山形（基幹）

議論における対立と協力

★武田（基幹）

社会における対立と協力
近未来社会を切り開く

川島（基幹）

大学の社会貢献

大久保（基幹）

人工知能と人間の仕事

★副島（基幹）

エネルギー政策をどう考えるか
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★：リーダー

付属資料 3D
H２８年度後期 教室テーマ B: 創造を考える，共生を考える
「境界」を考える
波潟（比文）

子供と大人の境界－絵本から考える文学

舟橋（比文）

通過儀礼－人生における境界を考える

★小早川（基幹）

生命の境界−人間の生命における境界を考える
「持続可能性」を問う

松本（工）
内田（基幹）
★安田（基幹）

未来エネルギーと政治経済の持続可能な関係
環境と人の持続可能な関係
野生生物と人の持続可能な関係
変化・時代を読む

吉川（理）

技術と地球環境

木村（農）

技術と生命倫理

★小湊（基幹）

技術と人間の発達
control・制御・管理

池上（シス）
スルチョードリ（基幹）
★大橋（基幹）

ものづくり・品質を制御する
Global-warming boosts heat-stress: how to control it?
会話・談話を管理する
社会問題に潜む偏見を考える

ホール（人文）

日韓問題

瀧上（基幹）

身の回りに潜む化学物質のリスク

★角（基幹）

ネット問題
伝える、伝わる

相澤（比文）

もしも総理大臣になったら

大河内（基幹）

科学の産物と人間社会

★岡本（基幹）

頭を良くする方法、悪くする方法
価値判断を考えよう

榎木（農)
田村（基幹）
★石井（基幹）

なぜ森林はあるのか？
生物種の多様性をなぜ守るのか？
なぜこれがアートなの？
決断：きみはどっち？

小野（芸工）

画像の修正 ○ or ×

早川（基幹）

いのちのあり方 ○ or ×

★青野（基幹）

アートのあり方 ○ or ×
データ・データ・データ How we make decisions

ローレンス（基幹）
小島（基幹）
★飯嶋（基幹）

The role of thoughts and feelings in decision making
良い選択ってなんだろう？数理モデルの視点から考える
データが先？主張が先？－価値観にさかのぼって考える－
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★：リーダー

課題協学科目実践例集

国立大学法人九州大学
基幹教育院

次世代型大学教育開発センター（教育関係共

同利用拠点）
文理融合型科目開発のための授業見学＆ワークショップ
配付資料
資料の再配布等 2 次使用に関しては、次世代型大学教育開発

センターまで、お問い合わせ下さい

平成 29 年 1 月 19 日配付

九州大学基幹教育院©

課題協学科目実践例
提出日

平成２９年

１月１３日

タイトル：学生の振り返り日誌に対するフィードバック
提出者：小島健太郎(1409 教室)

所

属：基幹教育院

目的：前回の授業内容を思い出し、今回の内容と接続させるため。また、授業の受け止め
方が学生によって多様であることを、学生に気づいてもらうため。

見学の可否 可

実施時間：

13:00-13:10

実施内容：前回の授業終了後に、学生が

moodle 上の掲示板に課題として記入した振り
返り日誌から一部を抜粋し、それをスライド等で見せながら内容を共有する。また、その内容
について教員が口頭でコメントする。コメントは、日誌の内容と前回の内容の関連付け、日誌
の内容と今回の内容の関連付け、異なる学生の日誌の内容の関連付け、などを特に意識して行
う。

注意点・ポイント：
あらかじめ日誌を読み、特に共有する価値のある内容を抜粋し、整理した上で、スライドに
まとめておく。

備

考：

九州大学基幹教育院©

課題協学科目実践例
提出日

タイトル：google

平成２９年

１月１３日

spreadsheet を用いた、リアルタイム集計

提出者：小島健太郎(1409 教室)

所

属：基幹教育院

目的：50 名の学生がそれぞれ別々に見積もったデータをリアルタイムで集計し、統計量を
算出したり可視化したりする

見学の可否 可

実施時間：

13:20-13:45

実施内容：学生に配布したワークシートを用いて、個々の学生に目視で 4 つの図形の面
積の比を、一対比較という手法と個々の PC のエクセルを利用しながら見積もらせる。次に、見
積もった結果を、WEB 上にあらかじめ用意した google spreadsheet に個々の PC から同時に入
力させる。 google spreadsheet には、あらかじめ平均や分散等を計算したり、クラス全員の
結果をヒストグラムなどで可視化するなどの、設定を行っておく。この集計結果をクラスで共
有したのちに、一対比較や比による見積りの方法の妥当性や有効性について議論する。

注意点・ポイント：
あらかじめ google spreadsheet に設定を行い、Google spreadsheet へのリンクを、moodle
上に設置しておく。ネットワーク接続がうまくいかない学生がいた場合、グループ内の他のメ
ンバーに代わりに入力させるなど、柔軟に対応する。

備

考：

九州大学基幹教育院©

課題協学科目実践例
提出日

平成２９年

１月１３日

タイトル：グループ活動のテーマ決定
提出者：小島健太郎(1409 教室)

所

属：基幹教育院

目的：学生がグループで取り組むテーマをスムーズに決める
見学の可否 可

実施時間：

13:55-14:15

実施内容：10 分ほどの時間を設けて、ワークシートに個人のアイディアを記入させる。
その後、グループでの議論に入る。グループワークでは進行役を定め、相互にワークシートの
アイディアを共有する・関連付けする・整理する、などのように議論の目的を明確化する。

注意点・ポイント：
グループワークの前にしっかりとした個人の準備時間を設けることで、グループワークが苦
手な学生も議論で発言するための材料を用意できる。

備

考：

九州大学基幹教育院©

課題協学科目実践例
提出日

平成２９年

１月１３日

タイトル：グループ活動の成果のリアルタイム共有
提出者：小島健太郎(1409 教室)

所

属：基幹教育院

目的：学生がグループ活動で生み出した成果をクラス全体で共有する
見学の可否 可

実施時間：

14:50-15:40

実施内容：グループ活動を通じて生み出した成果を、WEB 上にあらかじめ用意した google
spreadsheet に各グループから同時に入力させる。 google spreadsheet には、あらかじめ各
グループが書き込みやすいように、テンプレートを用意しておく。これをクラスで共有したの
ちに、各グループの成果を口頭でプレゼンテーションさせる。

注意点・ポイント：
あらかじめ google spreadsheet に設定を行い、Google spreadsheet へのリンクを、moodle
上に設置しておく。ネットワーク接続がうまくいかない学生がいた場合、グループ内の他のメ
ンバーに代わりに入力させるなど、柔軟に対応する。。

備

考：

九州大学基幹教育院©

課題協学科目実践例
提出日

平成２９年

１月１３日

タイトル：グループ学習のためのウォーミングアップ
提出者：大河内豊（2108 教室） 所

属：基幹教育院

目的：毎回の雰囲気作り
見学の可否 可

実施時間： 13:00-13:07

実施内容：
自己紹介のアイスブレイクを初回でするが、その後の授業で毎回使うウォーミ
ングアップがあるとよい。
「この１週間であった事を何でもよいから１分間のエピ
ソードとしてまとめ、話せ」といって話をさせる。１分間をこちらではかり、終
わったら時計回りで次の人がどんどん話していく形式。

注意点・ポイント：
毎回使えるお手軽な方法。最初のどんよりとした雰囲気が軽くなるので、授業
がしやすくなる。
この方法は、特別な事（トピックなど）を用意する必要がなく、課題協学以外
のグループ形式の授業でも毎回使う事ができる。

備

考：

九州大学基幹教育院©

課題協学科目実践例
提出日

平成２９年

１月１３日

タイトル：カタルタ
提出者：大河内豊（2108 教室） 所

属：基幹教育院

目的：毎回の雰囲気作り
見学の可否 可

実施時間： 13:07-13:15 位

第１、２回

実施内容：
言葉を出しやすく発言をしやすくするための準備運動。カタルタを使って、あ
るお題について発言させる。例えば、この冬の野望。新年の抱負。九大にいるう
ちにやりたい事などを、最初に言わせて、次にカードをひき、そこに書いていあ
る言葉に続けて、ストーリーを作らせる。

カタルタのホームページのリンク
http://www.kataruta.com
注意点・ポイント：
事実を話す事が目的ではない。なければ適当に作ってしまってよいという。と
にかく止まらずにポンポン言葉を出す事が重要である事をつたえ、つまって考え
こまないようにさせる。

備考：
このカードは田中岳氏（現・東工大教授）より情報提供いただいたものです。

九州大学基幹教育院©

課題協学科目実践例
提出日

平成２９年

１月１３日

タイトル：ポスター発表での目標設定
提出者：大河内豊（2108 教室） 所

属：基幹教育院

目的：ポスター発表で限界ギリギリの発表をさせる
見学の可否 可

実施時間： 14:00-15:30 位

第３回

実施内容：
発表は人によって得意不得意があるが、その人にあった目標を設定させて伝え
る力の向上を目指す。
「伝える・伝わるの」協学課題では聴く人の立場にたった発
表を意識させることが重要である。ひとりひとり回りながら、目標の設定をして
もらう。会話をしながら発表が得意かどうかを見極め、その人にあった、これま
でにやったことがない発表を考えさせ、実行させる。

注意点・ポイント：
ひとりひとりと話をすることで、学生との距離がつめられたり、ポスター発表
へのモチベーションを上げることができる。

備考：

九州大学基幹教育院©

課題協学科目実践例
提出日

平成２９年

１月１３日

タイトル：第 1 回目の授業における班分けの事例
提出者：岡本

剛(2107 教室)

所

属：基幹教育院

目的：課題に対する興味、背景知識、技能等を平均化するため
見学の可否

実施時間： 13:00 前-13:10

実施内容：
・事前に、学部でソートした受講者名簿に 1～10 までの数字をランダムに割り
当てて、班分け・席決めを行っておく。それを授業開始前までにスクリーン
に投影し、教室に来た学生から当該班の席に移動させる。
・第２セット以降では、授業開始後、これまで同じ班になった人が居ないかを
確認する。たいてい同じ班だったという学生が数名いるので、できるだけ学
部混成になるように適切にトレードする。実際は、TA にトレード作業をさせ
ながら、教員は授業の確認事項の説明に入る。

注意点・ポイント：
・事前に決めておくことで、班分けの時間が短縮できるメリットがある。
・これまで同じ班になったことのない組合せになるよう調整したり、男女比を
調整したりするととても面倒なので、必要に応じて授業中にトレードするよ
うにしている。

備

考：

・事前に、合理的な配慮が必要な学生が居ることがわかっている場合は、配慮
して班分けを行う。
・第１セットの場合、事務が合理的な配慮の学生を事前に把握しているにもか
かわらず、そして課題協学ではクラス分けが第１週に行われるにもかかわら
ず、担当教員への連絡がその後２週間経過してからというのは遅すぎる。「学
期開始後に担当教員が確定してから申請書を作成する」から連絡が遅れると
いう理由だったが、クラス分け後１週間以内に担当教員に連絡できないもの
だろうか。班分けも席決めも完了し、グループワークを主体とした小クラス
での授業が既に２週分終わった状況で、周囲の学生に知られず不自然になら
ないように席を突然変更するのは簡単ではない（なんとか対応したが）。「合
理的な配慮を行う教員」にも適切な配慮をしてもらいたい。

九州大学基幹教育院©

課題協学科目実践例
提出日

平成２９年

１月１３日

タイトル：班活動に伴う提出物の事例
提出者：岡本

剛(2107 教室)

所

属：基幹教育院

目的：班活動の記録をさせて学生に振り返らせるため。
また、班活動と個人活動の評価に使うため。

見学の可否

実施時間：
個人日誌(3 限)の〆切：14:00～15:00
個人日誌(4 限)の〆切：15:50～16:50
班日誌の〆切：次回の授業開始前まで
宿題の〆切：次回の授業開始前まで

実施内容：
・毎週提出させるものは、個人日誌（各学生）、班日誌（各班）、宿題（各学
生）である。個人日誌は 3 限と 4 限それぞれに提出を求めることがある。内
容は実施回によって異なる。
・個人日誌は、アンケート形式（Moodle で作成）とする。
・第 1 週・3 限の例（一部）左図：
・第 1 週・4 限の例（一部）右図：

九州大学基幹教育院©

実施内容の続き：
・班日誌と宿題は、ポートフォリオ形式で作成させる。そのため、Mahara で班
員＋教員の「グループ」を各班で作成させ、班員と教員で共有する。
・第 1 週の班日誌の例：

・宿題は、その週の取り組みを補完し、次週の班活動の材料となるものを各自
調べさせ、Mahara の当該グループに記入させて、班員と教員で共有する。

注意点・ポイント：
・個人日誌は、アンケート形式（Moodle で作成）にすることで、作りやすく、
回答しやすく、回答結果を集めやすい。
・ただし、アンケート形式にすると、そのままでは他の学生の回答の概要が読
めてしまうため、学生に「回答概要を閲覧する」権限を与えないようにパー
ミッションの設定を変更する必要がある。
・個人日誌を 3 限と 4 限の両方提出させる場合は、3 限に「今日の班活動での目
標」を書かせ、4 限に「目標が達成できたかどうか？次週に向けての改善点や
意気込み」を書かせることで、振り返りの機会を設けている。
・班日誌と宿題は、ポートフォリオ形式にすることで、班員と教員で共有でき
る。
・初回の班日誌では、話し合い時の板書や、マインドマップ作成に使ったホワ
イトボードシートを撮影させてアップロードさせている。提出させる前提を
与えておくことで、学生のモチベーションを上げることができる。
九州大学基幹教育院©

・集合写真も撮影・アップロードさせるのは、初対面の班員どうしでできるだ
け早く顔と名前を一致させることができるような配慮。あと、授業態度の悪
い学生がいた場合に、成績評価に反映できるように。

備 考：
・Moodle でのアンケート作成は教員が行うが、Mahara でのグループ作成や、ペ
ージ作成は、各班に担当者を置いて学生にやらせる。
・その際、事前に手順を PDF で作っておき、Moodle からダウンロードできるよ
うにしている。

九州大学基幹教育院©

課題協学科目実践例
提出日

平成２９年

１月１３日

タイトル：第 1 回目の授業におけるアイスブレイクの事例
提出者：岡本

剛(2107 教室)

所

属：基幹教育院

目的：班活動の記録をさせて学生に振り返らせるため。
また、班活動と個人活動の評価に使うため。

見学の可否

実施時間： 13:30-14:00

実施内容：
・本格的な班活動を開始する前に、アイスブレ
イクを実施する。
・名前を確認し、覚えるために右図のような紙
を配り、学生全員に三角席札を作らせて、机
の上に置かせる。
・アイスブレイクとして次のような簡単な自
己紹介をさせる。
・その際、強制的に何かを褒めさせる（次頁参
照）ことで、かなり打ち解ける。

九州大学基幹教育院©

実施内容の続き：
・自己紹介で強制的に褒めさせる
時に右の「愛」づち『さしすせ
そ』を推奨。
・特に「せかいレベル」を推奨す
ることで、盛り上がる。

注意点・ポイント：
・アイスブレイクの自己紹介は 1 人数分程度。
・自己紹介をすること自体が目的ではなく、打ち解けさせることが目的。
・アイスブレイクに入る前に、机をくっつけて円陣を組むように座らせるとよ
り効果的（そうでない班にはそうするように指導）。

備 考：
・この後で具体的な役割分担を決めさせる。
・アイスブレイクをきちんと入れておくと、役割分担がすぐ決まる。

九州大学基幹教育院©

課題協学科目実践例
提出日

平成２９年

１月１３日

タイトル：班活動全般における役割分担（決め）の事例
提出者：岡本

剛(2107 教室)

所

属：基幹教育院

目的：班活動を円滑、かつ各々が責任を持って進めるため
見学の可否

実施時間： 13:30-14:00

実施内容：
・本格的な班活動を始めるために、役割分担を決める。
・5 人班が基本だが、6 人班では適当に分割する。
・ファシリテータが決まった時点で、班活動の進行をファシリテータに任せる。
・役割分担決めの前に「ファシリテータは大変だが将来必要な技能で、トレー
ニングができるいいチャンス」である旨を学生に伝え、ファシリテータにな
ることをエンカレッジしておく。
・役割分担が決まった班からホワイトボードシート、ホワイトボードマーカー、
イレイサーを取りに来させる。こうすることで、役割分担が決まった班がわ
かりやすい（大抵はすぐに決まってしまう）。

九州大学基幹教育院©

注意点・ポイント：
・大抵はすぐに決まるが、調整に難航している班があれば、待つ、TA 投入、自
分が介入するなどし、役割分担決めまでは全班の足並みを揃えておく。
・役割分担決めが終わったタイミングで、この後で取り掛かってもらう役割毎
のお仕事についてアナウンスする。

備 考：
・「今すること」の掲示と、「その際に参考にすべきことや備考、その後に続
けて行うこと」の掲示を同時に分けてできれば（つまり、スクリーン 2 画面
を使って別々の掲示を行うようなことが将来的にできれば）ベストかと。
・実際は、当日の授業資料の PDF を Moodle に事前アップロードしているので（ネ
タバレしたくない場合は、授業開始後にアップロード）、それをダウンロー
ドさせて、自分の PC で確認させながら進行している。

九州大学基幹教育院©

課題協学科目実践例
提出日

平成２９年

１月１３日

タイトル：班活動時の BGM 導入の事例
提出者：岡本

剛(2107 教室)

所

属：基幹教育院

目的：班活動の緊張をほぐし、楽しんで円滑に進めるため。
「頭を良くする方法」の実践例の一つを体感させるため。

見学の可否

実施時間： 第 1 週 34 限、第 2 週 3 限

実施内容：
・これまで班活動において BGM を流し、第 1 週の初期の班活動において、ジャ
ズに班活動をリラックスさせ、盛り上げる効果があることを確認している（バ
ックデータは多数取っているが、現時点では学会等で未発表）
・アンケートで、自分たちで曲を選びたいという記述があったので、今期から
班毎に班活動時に BGM をかけるようにした。

九州大学基幹教育院©

注意点・ポイント：
・歌・歌詞なしの音（楽）か無音
・スマホを使って手軽に再生する
・隣の班の迷惑にならないように、音量に注意させる
・教員からのミニレクチャ等では BGM をオフに
・何をかけたのかのメモを提出させる
・個人日誌で BGM の効果に関する簡単なアンケートを取っておく

備 考：
・新しい顔ぶれで班を分けた直後の班活動では、概ねポジティブな効果がある
印象。
・班活動が円滑に進んでくるとあってもなくても良くなる。
・進度の早い班は第 2 週 4 限から「予備実験」が始まるため、BGM をかけるのは、
第 2 週 3 限まで。

九州大学基幹教育院©

課題協学科目実践例
提出日

平成２９年

１月１３日

タイトル：班間の「広報・勧誘活動」の事例
提出者：岡本

剛(2107 教室)

所

属：基幹教育院

目的：班活動では、班内で閉じた活動に終始しがちなので、班間でも積極的に
話し合う機会を設けるため。

見学の可否

実施時間： 第 2 週 15:05～15:50

実施内容：
・班活動として、
１．検証実験計画の作成
２．実験準備
３．予備実験の実施
を行わせる時間帯に、並行して「広報・勧誘活動」を行わせる。
・各班で誰か担当（広報員）を決め、他の班に派遣する。
（以前原田先生から聞いた思った方法のアレンジ）
・広報・勧誘活動の具体的内容：
・自班の取り組みを他班に説明しに行く
・必要に応じて自班の実験参加者を勧誘する
・最低 2 つの班に行くというルールに
・行くタイミングや、何人で行くかは自由
・その際、予備実験している班があれば、邪魔しないように
・どこに行って何を話したかはメモして報告させる

注意点・ポイント：
・検証実験では被験者数が多く確保出来たほうが良いのは言うまでもない。
・班内で閉じてしまうよりは、班間で協力しながら実験を行ったほうが、学生
間の交流も増え、課題協学の取り組みとしても理想的。
・本来であれば、実験の意図（作業仮説）を知らない人（ナイーブな被験者）
に対して実験を行うべきだが、本授業ではそこまでは要求せず、被験者数を
増やす方を重視している。
・ウェブでアンケートを取る際は下記に注意させる
・対象を九大の学生に限定
・一般の人にはアンケート内容も結果も非公開（個人情報漏洩防止のため）
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課題協学科目実践例
提出日

平成２９年

１月１３日

タイトル：最終発表の準備と発表の事例
提出者：岡本

剛(2107 教室)

所

属：基幹教育院

目的：班活動の取りまとめ、発表、評価
見学の可否

実施時間： 第 3 週 4 限、第 4 週

実施内容：
・発表時間は質疑応答込みで各班 10 分（質疑応答の量も評価する）
・発表形式は自由（これまでの実例は下記）
・スライドと動画のハイブリッドプレゼン
・スライドを使った寸劇風プレゼン
・スライドとデモンストレーションによるプレゼン
・スライドと絶妙な仕込み客によるプレゼン
・何らかの発表資料を作らせ、発表後に提出させる
・学生同士で評価させて、発表終了後に投票・即時開票する
・事前に「発表の評価ポイント」を伝えておく
(1) 新規性：内容に新規性があったか
(2) 有効性：内容が「頭を良くする／悪くする」に役立つものであった
か
(3) 信頼性：内容が信頼できるものであったか
(4) 了解性：発表が理解しやすかったか
・発表までの役割分担を決め、各自責任を持って確実に準備させる
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実施内容の続き：
・発表当日のスケジュール

・発表当日の役割分担
・代表質問者を決めておくと、質疑応答が活発になりやすい
（他の学生の質問を妨げるものではない）
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実施内容の続き：
・された質問とした回答、した質問とされた回答は班日誌に記入させる
・評価は Moodle のアンケートを使って投票

注意点・ポイント：
・発表時の質疑応答はできるだけ学生のみでさせる
・切り替え時の待ち時間に、教員から直前の発表に対する感想とコメントを述
べる
・TA には、タイムキーピング、ベル押しをしてもらい、質問も推奨する
・1 位をとった班のリーダーに、優勝インタビュー
・個人日誌で各自振り返らせることで、やりっぱなしにしない

備 考：
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課題協学科目実践例
提出日

平成２９年

１月１３日

タイトル：アンケートを元にした発表
提出者：角俊雄（1402 教室）

所

属：基幹教育院

目的：情報社会における偏見について考える
見学の可否

実施時間：

実施内容：
グループ分けについては、学科が偏らないように、また以前の小クラスのメン
バーと一緒にならないように事前に作成しておき、グループごとに座らせる。
第 1 回、2 回には、グループ発表、グループレポート提出があるので、その担当者
を決めさせる。また、情報社会、偏見のキーワードで自由に話し合わせる。その
後、
（特に現在問題になっていることを中心に）いくつかの事例を紹介し、自分た
ちが考える情報機器の利用についてレポートにまとめ提出、および発表を行う。
ネット問題について、5 分程度のビデオを見、第 2 回のイントロとする。

注意点・ポイント：
話が進まない、とどまっているグループに声をかけ、話し合う内容のヒントを
与える。
第 4 回に、各グループでとったアンケートの結果の紹介と考察について発表をす
るため、授業中に、アンケートの回答や、発表の評価などを経験させ、何を基準
に行ったかをアンケ―ト作成に役立てる。

備

考：

第 3 回に、WEB アンケートを作成するので、パソコンの操作が苦手な学生たちの
グループができていないか注意し、事前準備をさせる。
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課題協学科目実践例
提出日

平成２９年

１月１３日

タイトル：アンケート制作と解析、発表準備
提出者：角俊雄（1402 教室）

所

属：基幹教育院

目的：アンケート内容の吟味
見学の可否

実施時間： 第 3 回

実施内容：
60 分程度で、グループでアンケート作成する。アンケート回答時間に 30 分とる。
後半は、アンケート結果の解析をし、A4 一枚にまとめる。また次回の発表のため
のスライドを作成する。

注意点・ポイント：
アンケートで何を得るのかはっきりさせる。
10 グループがアンケートを作るので、回答することに負担がかからないように、
選択法や問い数を制限させる。

備

考：

授業初めに、WEB アンケートの作成に不安があるグループのチェック
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課題協学科目実践例
提出日

平成２９年

１月１０日

タイトル：Moodle を用いた班内での相互評価
提出者：山田祐樹

所

属：基幹教育院

目的：班内での作業量格差を顕在化するため
見学の可否 N/A 実施時間： N/A
実施内容：
Moodle を用いて，毎回の授業後に簡単な（長く書いても可）相互評価を行わせた。
この相互評価は成績に関わるということも伝えていた。
以前より学生から，
「班内に実質的に全く作業を行っていない者がいるにも関わら
ず，班としての評価がなされるために同様の成績が付与されるのが納得行かない」
という不満が頻発していたことが授業評価アンケートにより明らかになってい
た。そこで，1．プロジェクト概要，2．本日班で行ったこと・本日の進捗，3．各
班員の仕事について (名前付き)，4．自分の貢献について，の 4 点をそれぞれ報
告させた。これにより，各人が自分の班のプロジェクトについて熟知し，その日
に班で行った作業を把握し，各班員の動きを確認し，自分の仕事を認識すること
を意識付けることとした。しかしここで最も注目していたのは 3 で，一定のサボ
りを浮き彫りにし (他者からの評価と自己評価が食い違うのですぐに分かる)，逆
に積極的に班活動に参画することを推進できたように思う。前期の授業でもサボ
る者はいたので，さらにモチベーションの低下する後期授業ではこのシステムは
必須であると考える。

注意点・ポイント：
集団的に示し合わせることで，同盟的に相互の成績を良好にさせることが可能で
ある (インサイダー問題)。そのためやはり各班の活動を現地でしっかりと把握し
ておき，記述内容に齟齬がないかを確認する必要がある。また，上述の格差は，
作業をメインで行っている学生が他者(サボり者)へ主張する力が弱いために起こ
るケースも多い。こういう場合，相互評価の欄にさえ，明らかにサボっていた者
を指摘できないことがある。1 度実験的に，あえてサボっていた者を全く注意せず
放置しておいて，その回の班員の評価を見てみたところ，全班員からサボりを指
摘されるわけではないことがわかった。このようなサイレントな学生からいかに
して真意を引き出すかは今後の改正ポイントかと思われた。

備

考：

特になし。
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課題協学科目実践例
提出日

平成２９年

１月１３日

タイトル：冊子の相互評価の事例
提出者：青野純子(2215 教室)

所

属：基幹教育院

目的：

冊子の評価とその表明、フィードバックを個人レベルかつグルーブレ
ベルの両方で効果的に行う

見学の可否

実施時間： 4 回授業の最終回（1/26）

実施内容：
最終的な成果物として、
（5 名一組で 10 班）各班１冊の冊子(デジタル)を制作す
るが、それを読み、互いに評価し、その評価をフィードバックとして班でさらに
話し合うというプロセスを下記のように行う。テーマは「芸術論争」、立場を◯✖
（反対・賛成）で表明する。
冊子は第 4 週目の授業の前日までに各班で提出、教員が Moodle にアップロードし
ておく。
① 【個人作業】（学生に全ての班の冊子（自分の班＋9 冊）を授業前にあらかじ
めダウンロードさせておく。）まず班（5 名）内において、学生は 1 人 2 冊を
分担し、読み、その内容を要約し話せるように準備する。さらに、その 2 冊の
冊子について 1 枚ずつコメント（反対または賛成とその理由）を付箋に書く（1
名に 2 枚配布、コメントは記名）。
② 【グループ作業】：班のなかで、自分が担当した２冊を要約とともに紹介、そ
れについての意見・コメントを（付箋をもとに）口頭で披露する（これにより
9 冊分の内容を班内で短時間で理解。自身で読んだ内容を伝えようと話すので、
意見もでやすい）。そのうえで「最も説得力のある冊子」を１冊、班で議論し、
選出する。また、個人でも Moodle アンケートで「最も説得力のある冊子」や
その他「番外編：もっと知りたいと思った冊子」などを選んで、投票する。
③ 【個人作業】（教員はあらかじめ 2 色の A4 色画用紙 2 枚を 1 枚に貼り合わせ、
◯と✖と色わけした「シート」を１班 1 枚作っておく。）教員がシートを１班
1 枚、計 10 枚黒板に貼る。学生は自身の読んだ冊子の班のシートに、①で書い
た付箋コメントをはる。その際、自身の意見をもとに◯か✖どちらかに貼る。
全て出揃ったら、各班が自分たちの班のシートを回収する。
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④ 【グループ作業】シートに貼ってある自分たちの班の冊子についての付箋コ
メントを読み、それについて議論し（意外なコメント、説得力のあるコメン
ト etc）、班としてのフィードバックをまとめる。
⑤ 投票結果発表：教員は先に個人で投票（②）した Moodle アンケートの結果を
集計し、グラフ化して提示、説明する。
⑥ 【クラス全体】評価・フィードバックを共有：班の代表が、班で選んだ「最
も説得力のある冊子」（②）とその理由を紹介、そして付箋コメントに対す
る班のフィードバック（④）について口頭で報告。

注意点・ポイント：
【考案した背景】9 冊の冊子を読み、個人の意見・評価を直接に相手に伝え合
うのは、なかなか難しいので、個人が付箋に意見を書いて相手に伝える、そ
れを班で共有し、それに対する意見を班でまとめ、代表が発表するというよ
うに、行為の主体を変えて、スムーズに意見交換をさせることを目指した。
【注意点】教員は授業前に冊子を全て読んでおく。また、3-4 限の休み時間の
間に、学生に付箋コメントをシートに貼らせることで、教員もそのコメント
にざっと目をとおしておくと、そのあとの講評（クラス全体の評価）に役立
つ。シートなどは事前につくっておくこと。
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課題協学科目実践例
提出日

平成２９年

１月１３日

タイトル：第４回目の授業におけるプレゼン形式の事例
提出者：田村茂彦

所

属：基幹教育院

目的：グループディスカッションおよび発表での質疑応答を促し、活発な
議論とするため

見学の可否 可

実施時間： 13:15-13:45

実施内容：
各グループが作成したプレゼン用ポスターを一斉に教室に掲示する。各ポスタ
ーに対するコメント・質問欄を設けたプリントを配布し、学生たちはそのプリン
トにコメントを書き込みながら、自由にポスターを見て回る。このとき、個々の
ペース、時間配分で深く考えながら閲覧することで、思いついた疑問点や質問を
予め書き留めておく。グループ毎の口頭発表の際に質疑応答の時間を設けるが、
予め質問を準備しておくことで活発な発言を促すことを目的とする。この課題テ
ーマでは、発表内容の出来映えよりも、個々が積極的に議論に参加できるように
なることを目指している。
授業全体としても、個人での考えをまとめ、紙に書き留める時間をとってから
先に進む、つまりグループまたはクラス全体でのディスカッションに臨めるよう
に心がけている。いきなり発言しなさい、または質問しなさいと働きかけても引
っ込み思案な学生にとってはハードルが高いものがあるため、事前の準備時間を
とり、細かく段階的に授業を進行させることで、グループでまたはクラスで声の
大きい学生のみによるディスカッションとならないように心がけている。

注意点・ポイント：
学生が物怖じする事無く手を挙げて発言をしやすい教室の環境を作り上げるべ
く、第１回目から配慮しておく必要がある。教員も積極的に議論に参加し、雰囲
気づくりを誘導する必要がある。

備

考：
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課題協学科目実践例
提出日

平成２９年

１月２０日

タイトル：名刺カードの活用
提出者：山田琢磨

所

属：基幹教育院

目的：学生の話し合いに目的を持たせるため
見学の可否

実施時間：

実施内容：
１．クラスが 5 人 x10 班に分かれて、例として原発の是非について討論している
とする。討論中にそれぞれ A, B, C, D, E と印字された名刺カードを各班に配り、
原発反対寄りが A、賛成寄りが E として、班員の立ち位置順にカードを選んでもら
う。そして同じカードを持つ各 10 人からなる A～E の 5 グループに分かれ、意見
交換をする。この、近い意見を持つ人の集まりである新しいグループで話し合う
ことで、各人が漠然としか持っていなかった意見が補強されたり、同じ立場でも
他の側面から捉えた意見を仕入れることができたりし、元の班に戻った時により
活発に意見を言えるようになる効果がある。
２．例として 10 の班がそれぞれ太陽光発電、風力発電などの新エネルギーについ
て調べ、発表を行うとする。短い時間で円滑にテーマを決め、また他の班と似た
ようなテーマにならないようにするために、「太陽光」「風力」などと印字してあ
る名刺カードを各班に複数枚ずつ配り、その中から興味を持った一枚を選んでテ
ーマ設定の参考にしてもらう。具体的には、テーマが書かれた名刺カードは 30 枚
用意し、まず 5 つの班に 6 枚ずつ名刺カードを配って選んでもらい、一旦回収し
たカードを 5 枚ずつに分け、残りの 5 つの班に配って選んでもらう。

注意点・ポイント：
１：移動が多くなり忙しくなるので、時間配分には注意が必要である。
２：後半に選ぶ班は待たされるので、その間の作業が必要である。

備

考：
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課題協学科目実践例
提出日

平成 29 年

1 月 20 日

タイトル：第 1 回目の授業における学習動機の向上のための簡単な科学実験
提出者：鎌滝

晋礼

所

属：基幹教育院

目的：①文理混合班の中で協学しやすい雰囲気をつくる。
②課題(エネルギー問題)に対する関心を高めるため。

見学の可否

実施時間： 70 分程度

実施内容：簡単な工作物（簡易コンデンサー：電気を貯めるもの）をグループで作成。
本科目は、教員の立場からすれば、学生約 50 名が 4 回 (8 コマ/4 週) 毎で変わっていき、学
生の立場からすれば、4 週毎に教員と協学課題と小クラス内の学生が所属する班の構成メンバ
ーが変わっていくことになる。本科目はグループ活動が中心であるため、初回に、初対面の学
生同士がグループ活動を円滑に且つ活発に行える仕組みが必要です。
そこで、簡単な自己紹介を含むアイスブレークが終わった後、プラスチックカップとアルミ
ホイルと塩ビ管だけを用意し,『電気を貯めるものを作りなさい。』と, 学生に課題を与える。 学
習者らは,『これだけの材料だけで, 作れるのか』と驚くことが多い。 文理融合グループであっ
ても、中学時代までの知識を思い出しながらも, 悩み考え, 班内のメンバーで知識や問題を共有
させながら, 協働しながら課題解決に取り組んでいくことができる。作り上げる過程の中で、初
対面の学生同士も協働する雰囲気ができる。
学習者は, 塩ビパイプをティッシュで擦り静電気を発生させ,その静電気を自作コンデンサー
に送る。この作業を 30 回以上行う必要がある。 この作業で学生は肉体的に苦労する。 その後,
金属製のハサミの一つの刃を外側のアルミ箔に接し,もう一方のハサミの刃を内側のアルミ箔に
近づけていくと, 貯めた電気が一気に流れ,アルミ箔とハサミの刃の空間に,小さな放電現象が
起こる。
これにより、電気とは何か、エネルギーとは何かを教える。
特にコンデンサーの静電エネルギー=1/2*C*V^2[J]からエネルギー[J]と電力[W]の関係とその
単位の意味と、私達の電気代は[kWh]が使われており、エネルギー[J]=[W・s]の意味であること
を教える。 1[kWh]=1000*60*60[W・s]=3.6*10^6[W/s]。

注意点・ポイント：
・教員がファシリテーターとして、簡易コンデン
サーのヒントを出しながら、工作を進める。物の
配布は TA がいると円滑に進む。TA がいない場合
は、学生に手伝ってもらってもできる。
・ グループは 6 名程度であり、2 名 or3 名一組で
工作する。グループは事前に文理融合になる
ように学生を振り分けておく。
・ 動きやすい教室環境が必要。
・ 工作に必要なものは、ナフコなどで揃うもの。

備

考：
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課題協学科目実践例
提出日

平成 29 年

1 月 20 日

タイトル：班員の責任の均一化〜全員参加の協働学習を目指し
て〜(グループ内の役割を決め、授業毎変更)
提出者：鎌滝

所

晋礼

属：基幹教育院

目的：①グループ内での役割、責任の均一化を図理、全員参加型の協
働学習を目指す。

見学の可否

実施時間：5 分程度

実施内容：

班員の役割分担を決め、4 回一区切りの授業の 1 回ごとに役割を
変更する。(班長、フォシリテーター、記録係、発表係)
問題点
このようなグループ学習がメインの授業展開の場合、役割を固定すると、例え
ば、班長に全ての仕事がしわ寄せになり、班員の責任に偏りが出て、授業効果が
クラス全体に広がりにくいことが起こり得る。そこで、班員の役割を班員全員に
与え、授業毎に変更した。
実施内容
班員の役割分担を決め、4 回 (8 コマ) の中で毎回役割を変更した。役割は、班
の意見や方針を最終的に決定する班長 (1 名)、グループ内の討論や意見交換を円
滑に進めるファシリテーター (1~2 名)、グループ内の討論や意見交換を記録する
記録係 (1~2 名)、グループの意見を全体に発表する発表係 (1 名) ) であった。班
員の役割を決めることで、4 回 4 週という短い期間の中で学生それぞれにグルー
プ活動に対する責任感を持たせるようにした。また、毎回役割を変更することで、
特定の班員に他の班員らが頼るような構造を作りにくくし、班員それぞれの負担
を均一化した。このことで、班員一人一人が意見を言いやすく、また人の意見を
聞きやすい環境を狙った。この取り組みに対して、授業の感想の中で「以前まで
は人に任せることが多かったが、絶対に自分もしなければならないような状況に
立たされたことで、「自分が動こう！」という意識を持つようになった。」という
ポジティブな意見が出た。

注意点・ポイント：
・授業の最初に 5 分程度で班員の役割を決めてもらう。前回と役割を変更するこ
とを伝える。また、記録係に moodle 上に、その日の班員の役割を記録させておく。
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課題協学科目実践例
提出日

平成 29 年

1 月 20 日

タイトル：授業開始のアイスブレーク
(今週の気になったニュース)
提出者：鎌滝

所

晋礼

属：基幹教育院

目的：①1 週間に 1 度しか会わない班員の協働学習環境を整える。
②初年次のうちに世の中の出来事に関心を持つように促す。

見学の可否

実施時間：10 分程度

実施内容： 今週の気になったニュースを班内の意見をまとめ、moodle
の「フォーラム活動モジュール」機能を使い、クラス全体で共有する。
問題点
初年次学生は、高校時代、受験勉強の忙しさで、世の中のニュースについて関心
を持っている学生は少ない。そのような状況で、大学は社会人になる一歩手前の
期間であり、また、今後、社会的課題を解決するような人材になっていくであろ
う九大生は、世の中の出来事に関心をもち、その出来事を多角的に考察できるよ
うになるのがふさわしい。
実施内容
週に 1 度の授業の最初に、この一週間気になったニュースを挙げさせ、グルー
プごとに意見をまとめ moodle 上で発表させた。この取り組みの狙いは、グルー
プ活動のウォームアップ、学生の世の中の出来事への関心度の上昇、本授業と社
会とのつながりを気づくこと (例えば、協学課題「エネルギー」問題の解決には、
世の中のことを幅広く知っておくことが必要であるなど) である。また、ニュー
スの解釈を学生と一緒に考えることで多角的な視点を学び、情報リテラシーの向
上も狙う。
学生は他の学生の意見や関心度を知ることで、相互に刺激を受けているようで
あった。

注意点・ポイント：
・10 分程度で、グループの意見をまとめ、記録係が moodle 上に記録し、発表係が発表する。
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課題協学科目実践例
提出日

平成 29 年

1 月 20 日

タイトル：クラス全体の意見を moodle を使って共有
提出者：鎌滝

所

晋礼

属：基幹教育院

目的：①グループ内の意見をまとめ、クラス全体で共有する。
見学の可否

実施時間：10 分程度

実施内容： グループ内の意見をまとめ、moodle の「フォーラム活動モ
ジュール」機能を使い、クラス全体で共有する。
問題点
何かの議題について、班内の意見をまとめ、そのグループ毎の情報をクラス全
体で共有したい場合がある。しかし、50 人 10 グループのクラスサイズの場合、
10 グループ発表すると、時間がかかるのと、最初に発表したグループの発表内容
を忘れることが多々ある。そこで、moodle を活用することで、時間短縮すること
と、クラス全員が PC 上で全グループの意見を確認できるようにする。
実施内容
グループの意見や討論を円滑に進め、その内容をクラス全体で共有するために九
州大学 e-Learning System (以下 moodle) を活用した。moodle には「フォーラム
活動モジュール」という機能があり、moodle 上で学生間、グループ間でディスカ
ッションをすることができる。そして、その内容を全員が自分の PC やタブレッ
ト端末上で見ることで情報共有することができる。本授業において、記録係がグ
ループ内の意見を moodle 上にアップロードし、その内容を発表係がクラス全体
に発表した。または、10 班全部が発表すると授業の時間を多く使うため、発表時
間を短縮する場合は、教員がその moodle のページをプロジェクターに表示し、
特徴的な意見のある幾つかの班のみ発表するということもあった。

注意点・ポイント：
・10 分程度で行う。ファシリテーター係は、班員一人一人が意見を言う、聞く環
境を作るように促す。
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課題協学科目実践例
提出日

平成 29 年

1 月 20 日

タイトル：エネルギー資源問題を有効に議論するために
提出者：鎌滝

晋礼

所

属：基幹教育院

目的：①感情や偏った情報ではなく、「数値」を使った理工学的表現で議論する。
見学の可否
実施時間：
実施内容： これからのエネルギー資源問題を議論する場合、単位を統一[kWh/人/日]し、
化石燃料も原子力も自然エネルギーも同じ単位上で議論する。
（参考：
「これからのエネルギー」
村岡克紀、産業図書(2012)）

問題点
エネルギー資源問題は、日本の小中高と総合学習などの時間で扱われており、
初年次学生は、大まかな知識をもっている。しかし、2011.3.11 の東日本大震災、
フクシマ原発事故をきっかけとして、原発廃止や再生可能エネルギーの普及が謳
われるようになったが、今の日本やこれからの日本で、どのような選択が可能な
のか、「数値」を使った理工学的表現による議論はあまり行われていない。
実施内容
上述の参考文献の著者は、ケンブリッジ大学物理学教授である David MacKay
の「Sustainable Energy – Without the Hot Air」(UIT Cambridge Ltd, 2009)の
翻訳者であり、エネルギー資源問題を考える際に、「1 人当たり 1 日当たりのキロ
ワットアワー」[kWh/人/日]を用いることを提案している。
2014 年の日本の一次エネルギー国内供給量は 20.1×1018[J](エネルギー白書 2016)
となり、数字があまりにも膨大すぎて、捉えがたい。また、国同士を比較する場
合、国力の差や人口の違いなどもあり、単純比較することが難しい。そこで、上
記のエネルギー量を日本の総人口と 365 日で割ると、日本人は、120kWh/人/日と
いう数値が出てくる。これは、1 キロワットのヒーターを 24 時間つけっぱなしに
した場合、日本人が、このヒーター5 台を 1 日付けっ放しにしているのに近いエネ
ルギーを消費していることになる。
国別の比較も可能であり、アメリカは、日本の約 2 倍使っていることもわかる。
このような単位を導出し、日本の平地の面積を調べれば、太陽エネルギーや風力
エネルギーの伸びしろも計算でき、「全てを再生可能エネルギーに替えればいい」
などの意見の可能性を議論することができる。
注意点・ポイント：
・単位換算の計算さえ班内できれば、これからのエネルギー資源問題について十分な議論がで
きる。
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