
アクティブ・ラーニング事例集の公開について 

 

 近年、学習者が能動的、主体的な学習体験を積み重ねることで生涯にわたって学び続ける力を身につ

けるための教育の必要性が指摘されており、教育方法の質的変換を目指したアクティブ・ラーニングが

小・中・高等学校の教育現場で導入されています。大学教育においても自立した主体的思考力をもつ社

会人を養成することが求められ、アクティブ・ラーニングによる授業が各大学で展開されています。摂

南大学においても、2015 年に有志が集まって摂南大学アクティブ・ラーニング研究会（SAL）が結成さ

れ、授業法の開発、実態調査等の活動が行われてきました。 

 

 前記のような動向をうけて、摂南大学ＦＤ委員会では、昨年度 SAL と協力してアクティブ・ラーニン

グ事例集を作成することとなりました。2016 年度の授業科目を対象にアクティブ・ラーニングによる授

業事例を募集、2017 年３月末までに、21 件（講義 12 件、演習９件）の事例を収集し、この度本学 FD 活

動 HP に公開する運びとなりました。 

 

この事例集は、「アクティブ・ラーニングに興味はあるがどうすればよいかわからない」、「アクティブ・

ラーニングを取り入れることにしたが、どういう点に注意すべきか」等、アクティブ・ラーニングを始

めようとお考えの方に、これまで実施してきたアクティブ・ラーニングによる授業の効果や課題を分か

りやすく提示するために、各科目を①授業の具体的な流れ、②授業上の工夫、③評価方法、④授業の成

果（好評点・改善点）の４項目に整理して掲載しております。 

 

教員の皆様におかれましては、是非この事例集をご高覧いただき、学習内容の深い理解につなげる深

い学びや、自らの考えを広げ深める対話的な学び、さらに自らの学習活動を振り返って次につなげる主

体的な学びの実現に向け、今後の授業へのご活用をお願いいたします。 

 

 最後に、事例をご提供いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

2017 年 8 月 2 日 
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【演習科目】 
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【事例 1】協働学習（グループワーク） 

 

科目名称 演習Ⅱ（経済学部） 担当者名 経済学部経済学科 後藤和子 

学年 3 年 必修 形態 演習 受講者数 15 人 

■具体的な流れ （コマ数：10/15コマ） 

 前期に、観光を経済の視点から考えるために、Ｄ．アトキンソン著『新・観光立国論』（東洋経

済新報社、2015 年）を読み、章を分担して発表し議論した。その結果、現在の日本の観光政策が

かなり「ずれている」ことが分かった。外国人旅行者のニーズに関する勘違いもその１つである。

そこで、学生から、長期滞在し旅行支出額も多い欧米系外国人のニーズを実際に調べてみたいとい

う提案があり、調査地として広島・岩国を選んだ。調査地についても、ゼミ生全員に提案をしても

らい、話し合いの上決めた。広島は他の都市と比較すると、欧米系旅行者の割合が圧倒的に多い。 

 調査にあたり、調査地でのアポ、英語のアンケート用紙の作成（何度も作り直した）、広島市と

岩国市へのヒアリングのアポ等、すべて学生が行い、2 年生 3年生のゼミ生全員（30名）で調査に

向かった。英語でのアンケート調査は敷居が高かったが、学生が 3 人 1 組で外国人に話しかけ、

141名からアンケートを取ることができた。 

 その調査を集計し、どのように分析すれば意味のある政策的含意が導けるのか、図書館等で調査

に関する文献を読んでもらった。その結果、学生は、量的な集計に加え、外国人旅行者のニーズを

顕在ニーズと潜在ニーズに分けて分析することを考え分析にあたった。分析結果は、興味深いもの

で、それを学部のプレゼン大会で発表するために、グループワークを行った。学生は、自分から他

の人の意見を求めたり、何度も研究室に来て教員のコメントを求める等、熱意を持って取り組ん

だ。その結果、プレゼン大会では最優秀賞を獲得し、大きな達成感を得たようでである。 

 広島市等でのヒアリングで、学生は、旅行とは単に観光のみでなく、国際会議等で来る人の方が

消費額も大きいこと、広島市は MICE(国際会議の誘致）にも力を入れていることを知り、卒論テー

マにも生かしている。 

■工夫した点 

3年生なので、フィールド調査の計画や準備も自分たちが考え実行するように仕向けている。 

■アクティブ・ラーニング部分の評価方法 

ルーブリック評価等は特に行っていない。 

■授業の成果（学生からの意見等も含む） 

〔良かった点〕 

 学生が自主的に提案、行動した。調査したことを自分たちで分析しプレゼンまで持って行

けたことが良かった。ゼミ生全員がフィールド調査に参加したことも非常に良かった。アン

ケートの分析にあたり、学生自身が図書館で社会調査の本を何冊も読み、分析の仕方を考え

たことも有意義であった。 

〔改善を要する点〕 

教員から学生への働きかけを、より工夫してみたい。 
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【事例 2】協働学習（グループワーク） 

  

科目名称 演習（経営学部） 担当者名 経営学部経営学科 大田住吉 

学年 1 年次 必修 形態 演習 受講者数 14 人 

■具体的な流れ （コマ数：13/15 コマ） 

(1) 全 15回の授業のうち、ガイダンス 2回を除く計 13回(初回を含む)の授業で、ビジネスス

クール形式の少人数グループワーク(討議、プレゼン、質疑応答等)を実施。 

(2) とくに、11～15 回の授業では、『日本経済新聞でビジネスを語る』と題し、全員が輪番制

で PPTプレゼン(約 7分)を実施。その進行手順は、以下のとおり。 

① 自分がプレゼンを行う 1 週間前の授業時に、図書館所蔵の日経新聞(紙媒体)の最近の記

事のうちから興味のあるビジネス記事を一つ選び、そのコピーを持参。  

② 学生が持参した新聞記事に対し、教員から業界動向等の情報を与えるとともに、「3つの

クイズ」を含む約 7分の PPTによるプレゼン資料作成を指示。  

③ 翌週授業のプレゼンでは、クイズを通じて出席者との双方向の対話によるプレゼンを徹

底させるとともに、プレゼン後は記事内容について学生同士で質疑応答。 

④ 学生のプレゼン後、教員がその持参記事に関連したショートケースメソッドを準備し、

少人数グループワーク（討議、プレゼン、質疑応答等)を実施。  

(3) なお、この手法は過去に勤務した大学でも実施済みであり、一定の評価を得ている。ただ

し、本学学生の資質レベルと個々のニーズに合わせ、微調整している。 

■工夫した点 

(1) 上記授業の狙いは、社会人基礎力の育成のほか、①ビジネス・業界への興味、②紙媒体の

新聞に触れさせること、③図書館の複写ルール体験など。何よりも、入学直後から実社会

で「戦力」として通用するビジネス人材養成を実践することに価値がある。 

(2) 各グループのメンバーは、毎回交替。班長、発表者、質問者、回答者等の役割分担も毎回

交替し、新鮮なメンバー同士で、様々な役割を体験できるように工夫。 

(3) 学生のプレゼンのみにとどめず、さらに関連したテーマでケースメソッド授業を行うこと

で、より深い専門性テーマを学修できる様に工夫している。  

(4) 2 年次進学時に学生がどのコース・ゼミ選択をしようとも、進学先にて立派に通用・貢献

できる「1年次における質保証」の観点から、授業内容を設計している。  

■授業の成果（学生からの意見等も含む） 

〔良かった点〕 

・ 受講生 14名のうち、13名がコース選択時において「2年次以降もこういう授業を受けたい」

と表明。 

〔改善を要する点〕 

・ 経営学部では、演習用の統一テキストが準備されており、教員はこれに沿って授業を行わね

ばならない(ただし、運用については各教員の裁量)。学部として決められたルールを順守す

ることと、自分のオリジナルな授業展開とのバランスをとるのに、やや苦労した。 
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【事例 3】相互評価／ワークシート 

  

科目名称 ビジネス情報処理Ⅱ（経営学部） 担当者名 経営学部経営情報学科 栢木紀哉 

学年  1 年 必修 形態 演習 受講者数 72 人第 1 情報処理教室 

■具体的な流れ （コマ数：5コマ×2） 

1. PowerPointを使って課題を提示する。「ポスター制作」では、デザインの原則、および視

線誘導について、実際のポスターを例に説明する。「缶バッジ制作」では、フリーソフト

の使い方、画像描画・加工技術について、過去の学生作品を例に説明する（1コマ）。 

2. 課題の到達条件を示し、完成イメージと具体的な制作方法を企画書に手書きでまとめさ

せる。 

3. 企画書をチェックし、コメントを付けて返却する。合格者にはパソコンを使って制作を開

始するよう指示する。 

4. 作業中は、スキルレベルの高い学生に周囲のパソコン活用が苦手な学生の技術的サポー

トを指示する（2、3、4で 1コマ）。 

5. 完成した作品をプリンタで印刷・提出させ、到達条件の不足、修正箇所を指示する。合格

者は、作品制作を進める（2コマ）。 

6. 最終作品を印刷提出させる。提出作品を教室内に掲示し、相互評価させる。他者の作品を

評価したうえでの自己の作品の評価を行わせる（1コマ）。 

■工夫した点 

1年生後期の授業と言うこともあり、パソコン活用に興味・関心を持てる内容とするよう心が

けた。「ポスター制作」では学生が所属するクラブ・サークル等をテーマに選び、「缶バッジ制

作」では自分が欲しいデザインを提案させ、完成品が手元に残るようにした。 

■アクティブ・ラーニング部分の評価方法 

企画書の内容が具体的であるか（25%）、製作した成果物が評価基準を満たしているか（30%）、

プレゼンテーション資料の完成度（20%）、発表態度（10%）、机間指導を通した取組姿勢（15%） 

■授業の成果（学生からの意見等も含む） 

〔良かった点〕 

学生の習熟度レベルに応じた目標設定をイメージさせることで、個々の学生がより良い作品

にしようとするため、取り組み姿勢が積極的になった。 

プレゼンテーションによる相互評価を取り入れることで、他の学生に作品を見られるという

気持ちが働き、作品の仕上がり具合が向上した。 

〔改善を要する点〕 

配付資料で必要となる技術と知識を確認させると、資料を読まずに自己流で作業を進める学

生が複数名みられた。 

スキルレベルの高い学生で、評価基準を超えた知識・技術を適切に教示できなかったために、

平凡な作品を提出した学生がみられた。 
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【事例 4】協働学習（グループワーク） 

  

科目名称 ビジネス IT 演習（経営学部） 担当者名 経営学部経営情報学科 久保貞也 

学年 3 年 選択 形態 演習を含む講義科目 受講者数 80 人 

■具体的な流れ （コマ数：13/15 コマ） 

実際のウェブサイトを調べて、小グループで発表をし、利点や課題を見つける。 

そのうえで理論や事例を学び、ウェブサイトの設計の前提を知る。 

そして、講義期間を通じて各自のウェブサイト（グループの場合もあり）を構築する。 

■工夫した点 

学生が現状を分析しやすくするための「分析のポイント」の提示 

グループでまとめる際の時間配分 

ウェブサイトのコンテンツ設計に集中できるようなシステムの導入（Wordpressサーバの構築

と情報メディアセンターによる学内ネットワークの調整） 

■アクティブ・ラーニング部分の評価方法 

相互評価と自己評価、およびルーブリック評価 

■授業の成果（学生からの意見等も含む） 

〔良かった点〕 

やたらと毎回楽しかった（学生意見） ← 学生のグループができていた（教員意見） 

各グループの作品のレベルが上がっている（教員意見） ← 授業中に各グループの作業状

況を提示モニタで表示していた 

 

〔改善を要する点〕 

毎年のシステム更新（ゼミ生の協力が不可欠） 

授業にほぼ毎回遅れてくる学生の対処 
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【事例 5】協働学習（グループワーク） 

  

科目名称 基礎演習Ⅱ（理工学部） 担当者名 理工学部生命科学科 吉岡泰秀 

学年 2 年生 後期 必修 形態 演習 受講者数 5 人 

■具体的な流れ （コマ数：14 コマ） 

前半に相当する基礎演習 a では共通課題の英文をこなすことを主眼に置きながら、私自身の

留学経験等を話しながら、実際の英語圏の実情に関して学生と意見交換を行なった。演習 bで

は実際のバイオ研究の実験例を紹介しながら学生自身がどのように研究に運用したいのかを

考えるように留意した。また、私自身が学会に参加した時の報告を行なう、実際に実験に用い

ているショウジョウバエを見せるといった、実際に学術研究で用いられるものをできるだけ

身近に感じられるようにした。 

■工夫した点 

私が留意した点は、学生が聞きたい内容の研究例を紹介する、積極的に意見を出し合える環

境を作るといった点である。また、できるだけ自由な発言ができるように「学問をする上では

皆対等」ということを重視した。 

■アクティブ・ラーニング部分の評価方法 

評価基準は基礎演習自体が予習を前提にしていたので予習の取り組みを評価した。また、評

価として積極的に議論に参加したという点を重視した。 

■授業の成果（学生からの意見等も含む） 

〔良かった点〕 

学生からの意見として、ショウジョウバエを用いた遺伝性疾患のモデル研究とかの話が聞き

たい、将来の研究室配属の際にどういう視点で選んだらいいのか、といった研究や学生自身

の将来といった内容に関して積極的な質問が多く見られた。 

 

〔改善を要する点〕 

学生の学問や研究への興味に直結するという観点から、ショウジョウバエを用いた遺伝性疾

患のモデル研究とかの話が聞きたい、という点に関してもう少し時間を割ければよかったと

思う。 
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【事例 6】協働学習（グループワーク） 

  

科目名称 機械創成応用演習（理工学部） 担当者名 
理工学部機械工学科 一色美博・

辻野良二・橋本正治・原宣宏 

学年 3 年 必修 形態 演習 受講者数 33 人 

■具体的な流れ （コマ数：15/15 コマ） 

目的：「ろうそく２本（直径 7.4 mm、長さ 52 mm、質量 2 g）」を燃焼させたときに得られる熱

エネルギーから最大仕事を取り出す装置を製作する。 

１．課題と全体スケジュールについて説明を受けた後、複数のチームに分かれ、アイデアを創出

するためのブレインストーミングを行う（１コマ）。 

２．創出したアイデアをチームごとに模造紙にまとめ（図示）、その内容を発表する（１コマ）． 

３．アイデアを再検討した後、アイデアを具現化するための装置の製作方法を検討し、簡易設計

図、材料の一覧表を作成する（１コマ）。 

４．専門科目で学んだ知識を用い、ろうそく２本で得られる理論最大仕事を予測する。その結果

を発表するためのプレゼンテーション資料（パワーポイント）を作成する（１コマ）。 

５．パワーポイントを用いて理論予測結果をチームごとに発表する（１コマ）。 

６．各チームで材料を調達（必要に応じて購入）し、装置を製作する（４コマ）。 

７．中間コンテストにおいて、チームごとに装置の動作原理を説明した後、試運転を行い、性能

を評価する（１コマ）。 

８．中間コンテストの結果を踏まえ、装置の改良を行う（３コマ）。 

９．最終コンテストにおいて、チームごとに装置の概要を説明した後、装置を動かし、性能を評

価する。各チームの装置に対して、アイデア、装置の完成度、発表内容について相互に評価する

（１コマ）。 

１０．チームごとに最終レポートを作成し、指導教員に提出する（１コマ）。 

■工夫した点 

・学生の自律的、能動的、協働的、創造的な姿勢を醸成するため、チームによる課題解決型授業

とした。 

・毎回の授業日ごとにミニレポートを提出させ、各チームの活動を確認できるようにした。 

・中間コンテストを実施することで装置を改良する機会を与え、最終コンテストにおいて装置

の完成度が高まるようにした。 

■アクティブ・ラーニング部分の評価方法 

ルーブリック、毎回のミニレポート、プレゼンテーション資料、発表態度、装置の完成度 

■授業の成果（学生からの意見等も含む） 

〔良かった点〕 

・ものづくりに関連する課題を解決するためのプロセスを実体験することで、受講学生は課題

解決プロセスを理解することができ、課題解決に対する自信がついた。 

・装置の製作段階で、自分達のアイデア通りに動かないことを体験することで、ものづくりの難

しさを実感することができた。 

〔改善を要する点〕 

・最終コンテストの時点でも仕事を取り出すことができなかったチームがあり、これらのチー

ムのモチベーションを高める工夫が必要である。 

・極力、学生の自主性に任せたが、教員からのアドバイスなど、教員のかかわり方が検討課題と

思われる。 
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【事例 7】協働学習（グループワーク） 

  

科目名称 機械創成基礎演習Ⅱ（理工学部） 担当者名 

理工学部機械工学科 川野常夫, 

諏訪晴彦, 久保司郎, 岸本直子, 

山崎達志, 植田芳昭 

学年 2 年 必修 形態 演習 受講者数 120 人 

■具体的な流れ （コマ数：7/15 コマ） 

0.全体を 2つのグループに分け、1チーム 4～5人のチームで取り組む。 

1. ガイダンスの後、ブレインストーミングと KJ 法を用いて身近なテーマに関するアイデア

創出訓練を行う。（1コマ） 

2. 前回の内容を A4用紙 1枚にまとめ、各チームがプレゼンテーションを行う。（1コマ） 

3. 機械要素の基礎知識（歯車、リンク機構等）について説明した後、ブロック・歯車・金属

車軸など約 200個のパーツ（機構玩具）を自由に用いて、手動ロボットアームを作成する。ハ

ンドルを回すことで、円柱パーツをつかんで指定位置間を移動させる動作を実現する。（3 コ

マ） 

4. コンテストにより、アームの完成度を評価する。移動高さや時間、剛性などからの評価式

により、順位を決定する。（1コマ） 

5. 作成した手動ロボットアームについて A4 用紙 1 枚にまとめ、各チームがプレゼンテーシ

ョンを行う。（1コマ） 

■工夫した点 

機構玩具を用いることで、創造性の開発訓練を行う中で、各種の機構要素の仕組みを体験的

に学習できるようにした。各回毎にグループリーダーを設定することで、自主性や積極性の

発露を後押しした。加速度センサの使用により、動作中の振動の大きさも定量的に評価でき

るようにした。 

■アクティブ・ラーニング部分の評価方法 

コンテスト結果、プレゼンテーション資料の完成度と発表態度、演習への取り組み姿勢 

■授業の成果（学生からの意見等も含む） 

〔良かった点〕 

自由な発想により、各チーム全て異なる、様々な仕組みの手動ロボットアームを完成させる

ことができた。機械工学科の学生にとって基本である機械要素の仕組みや機能を体感して理

解できた。 

 

〔改善を要する点〕 

評価式に盛り込む種々の要素（時間、高さ、剛性）のバランス調整がまだ必要である。 
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【事例 8】協働学習（グループワーク） 

  

科目名称 
機械創成応用演習（理工学部）（ア

ルミ製ハイパーヨーヨーの開発） 
担当者名 

理工学部機械工学科 諏訪晴彦・

久保司郎・川野常夫 

学年 3 年・必修 形態 演習 受講者数 30 人 

■具体的な流れ （コマ数：およそ 10 /15 コマ） 

1) 本体設計：ボディのデザイン(方向性)、材料および部品の選定、製造可能性の検討、ヨー

ヨー力学モデルに基づく事前性能評価。 

2) 工程設計：NCプログラムの作成を通じた加工手順の最適化検討、製造コストの見積もり。  

3) 製作：試作品の製作、性能評価、加工・組立方法の再検討、最終量産品の製造。  

上記、1)と 2)の項目はすべてチームレポートとして提出（記入や作業内容での役割分担も明

記）。 

■工夫した点 

(1)基礎教育と専門教育を組み合わせた問題解決を図る。 

(2)複数解のある課題に取り組み、制約条件の下で解を求める。 

(3)すべてチームを主体に、必要に応じて並列分担作業さて、チームワーク力とコミュニケー

ション力を身に付ける。 

(4)創造性を見出すための方法論（デザインプロセス）を経験する。 

■アクティブ・ラーニング部分の評価方法 

プレゼン時の相互評価は実施しているが、いわゆる評価の可視化などは行っていない。 

■授業の成果（学生からの意見等も含む） 

〔良かった点〕 

・ものづくり（設計から製造までのフロー）の理解が深まった。 

・チームメンバーとの協働作業による問題解決の体験。 

・数学と物理の基礎が重要であることの再認識。 

・機械工学科で改善プロセスを始めて経験した。 

 

〔改善を要する点〕 

・ルーブリック評価の導入。 

・チーム評価と個人評価の差別化（協調作業がうまくいかないことがあるので）。 
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【事例 9】協働学習（グループワーク） 

  

科目名称 機械創成応用演習（理工学部） 担当者名 
理工学部機械工学科 堀江昌朗，植

田芳昭 

学年 ３年 必修 形態 演習 受講者数 １８人 

■具体的な流れ （コマ数：15/15 コマ） 

目的：風力を回転エネルギーに変換するサボニウス型風車（受風面積：600cm2、中央部にφ100

の円筒を有する）を設計開発し、性能評価を行う。  

１．風車設計に関する資料を配付し、コンテスト内容とスケジュールについて講習を受ける。

チーム編成を行い（１チーム３名）、インターネットや書籍を利用して風車について調査を行

う。（１コマ） 

２．コンテストまでのスケジュールと設計コンセプトを決める。（１コマ） 

３．設計作業：各チームで検討した設計コンセプトに基づいて理論計算および設計計算書を

エクセルで作成し、3D-CADで製図を行う。中間報告会に向けた発表用資料を作成する。（４コ

マ） 

４．中間報告会：パワーポイントを用いて、設計コンセプト、理論計算、強度計算、図面、コ

ストなどについて発表を行う。（１コマ） 

５．製作作業：各チームで材料を調達し、サボニウス型風車の製作を行う。主な材料は木材、

プラボード、アルミ薄板、針金など。（5コマ） 

６．試運転：製作したサボニウス型風車の予備性能実験を行い、改善点について検討を行う。

（１コマ） 

７．コンテスト：風速、回転数、発電用モータ電圧を測定し、理論式からサボニウス型風車の

性能評価を行う。（１コマ） 

８．最終報告会：製作したサボニウス型風車の設計予測値と性能試験結果について評価を行

い、問題点や課題について発表し、発表資料を教員に提出する。（１コマ） 

■工夫した点 

チームによる課題解決型の授業であり、教員は学生の主体的な活動をサポートする方式とし

た。 

１チーム３人とし、自然とリーダーを中心としたチームワークが生まれ目的に向かって活動

するようにした。 

教員だけでなく、１年前に同じテーマを経験した４年生にアドバイザーとして協力してもら

い、3年生と 4年生の繋がりを持たせた。 

中間報告会、最終報告会で設計計算書や図面の重要性、スケジュール管理の大切さなどを自

覚させることができるようにした。 

試運転を実施することで装置を改良する機会を与え、コンテストにおいて装置の完成度が高

まるようにした。 

■アクティブ・ラーニング部分の評価方法 

中間・最終プレゼンテーション評価、性能評価、発表態度 
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■授業の成果（学生からの意見等も含む） 

〔良かった点〕 

製品開発の基本的なプロセスを経験することによって、エンジニアの素養を身につけること

ができ、またチームでの作業を通して協調性やコミュニケーション、プレゼンテーションの

重要性を感じた様である。 

プラボード、アルミ薄板などの加工の簡単な材料を多く使用したため、製作時間を短縮し、装

置の改良を簡単にしたことが、学生のやる気の向上に繋がった一面がある。 

 

〔改善を要する点〕 

チームによっては奇抜すぎる発想をすることがあった。失敗を経験させることも重要である

が、どこまでアドバイスをするか難しく感じた。学生の自主性と技術者のセンスを効果的に

経験させる工夫が必要である。 

 

 

 


