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このFDワークショップの目標

• 反転授業を用いた授業外学習が設計できる

• 反転授業を導入する際に重要なこと、課題を考える

• 反転授業の機能と効果的な活用について理解する

• 反転授業を実施する際に、学生が予習するために
用いるビデオの作製方法（撮影ソフトの入手・操作、
ビデオの掲載、効果的なビデオの作製など）を行え
る
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反転授業と反転学習
導入の計画と実践のヒント

Flipped Classroom / Flipped Learning
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反転授業の定義

• eラーニングにより学習者に事前課題を促し、対
面授業では理解の促進や定着を図るために演
習課題、または発展的な学習内容を扱う授業形
態。（森 2017）

• 説明型の講義など基本的な学習を宿題として授
業前に行い、個別指導やプロジェクト学習など、
知識の定着や応用力の育成に必要な学習を授
業中に行う教育方法（バーグマン&サムス 2014）
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アクティブラーニングを授業内で効果的に導入する
ことで、学生の学習を促すようにする （ブライ1971）
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反転授業の実践手順
• 企画（Plan)： 授業の構成を考える

• 撮影（Record）： オンラインビデオを収録する

• 出力（Publish）： ファイルに出力する

• 配信（Deliver）： LMSから配信＋対面授業
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ビデオ作製の１２のヒント
1. できるだけコンパクトにする（理想は５分以内）
2. 単調にならないようにする
3. 一人で難しい場合は、対談形式で作成する
4. ユーモアを交える
5. 音声品質にこだわる（USBマイクを使おう）
6. むだ話を避ける（前置きは短く）
7. 吹き出しを効果的に追加する
8. ビデオクリップをうまく取り入れる（理科実験映像など）
9. 先生の映像を入れる（Picture in Picture）
10. （必要に応じて）重要な部分をズームする効果を入れる
11. ビデオにクイズやボタンを追加する
12. 著作権侵害をしないように気をつける（CC素材、自作）
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おすすめの収録機材
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ポップアップブロッカー ソニー SONY
ECM-PCV80U

ロジクール
HD WEBCAM C615



反転授業の設計とその実際

Practice of Flipped Classroom
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授業内活動・授業外活動の設計
• Castle top diagram（城壁図)（Fink2011）

メモ： 授業内活動 授業外活動
・ ・
・ ・
・ ・

授業のポイント

(a) 学生たちがあとに続く作業に対して準備対応できるようにする
(b) どんなことを学生に学習させようとしている場合においても‐彼らに実践の機会
を与え‐迅速にフィードバックする
(c) 学生の学業の質を評価する
(d) 学生に自分たちの学習を省察させる 10

Face to Face
In-Cass activities 

Out-of-Class
activities 



実習での活動順序の例

準備 活用 評価

授業
時間内

全体講義
事前指導

測量
実習

測量
実習

データ処理
グループ省察

授業
時間外

文献
購読

準備
学習

実習
記録

実習
記録
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反転授業設計ワークシート
項目 V（ビデオ） ― A（活動） 備考

コース名

到達目標

評価方法

授業計画 V1. A1.

V2. A2.

V3. A3.

V4. A4.

V5. A5.

最終課題
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到達目標・評価方法のポイント
SMARTの５つの観点

pSpecific： 獲得する知識や技能が具体的に設
定されているか

pMeasurable： 目標の到達は評価できるか

pAchievable： 学習者が到達可能なものか

pRelevant： カリキュラムや学生のニーズにあっ
たものか

pTime-bound： 達成される期限が明確であるか
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反転授業はアクティブラーニング型授業の一類型

• 反転授業では、従来の講義部分を「授業外学習
」（最初の内化）に充てることができる。

• それにより、授業中は講義型授業よりも、長時
間アクティブラーニングの活動に充てることが可
能となる。（教室でアウトプット＝外化）
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但し、授業内のアクティブラーニングの質を高める
には、授業外学習の徹底などが必要である。



Camtasiaを用いた作製演習
• スクリーン録画ソフトウェア（スクリーンキャスト

）として、広く使用されている

– Office Mix （無料版）の公開が終了した

–無料ソフトウェアのいくつかは英語版であり、習熟に
工夫を要する

– ソフトウェアによって時間制限がある

–参考資料「反転授業実践マニュアル」を参照
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LMSの利用を組み合わせた反転授業

Flipped Classroom with Learning Management System (LMS, 
WebClass)
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LMS＝学習管理システム
• Learning Management System
学生を登録し、学習時間や学習進捗状況を管理できるeラーニング
の基盤となるシステム。事前に設定された教材により学習することが
できる。学習教材配信の他、資料配布(テキスト・音声・動画)、フォー
ラム(ディスカッション・掲示板・会議室)、課題提示・提出などもオンラ
イン上で可能であり、インターネットさえ利用できれば、世界中どこか
らでもアクセスできるため、学習者の意志や学習進捗状況を確認し
ながら教員による学習の指示を行うことができる。（大学eラーニング協
議会ほか 2016 を改変)

• 金沢大学では、WebClass （日本データパシフィック社）が利用可能

– アカンサスポータル ＞ 教学 LMSコース
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WebClassへのアップロード
• 「教材を作成する」

–取り込みファイル（添付資料ファイル）として

– 200MB以内におさめる

– YouTube （Googleアカウントが必要）

– 「限定公開」としてアップロード

– リンクを取得

–資料 テキストとして掲載
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そのほかの作成方法
• iPad 標準機能：画面収録（講師映像不可）

• 様々なスクリーンキャストのソフトウェア

– Screencsst-o-Matic https://screencast-o-
matic.com/

– Explain Everything https://explaineverything.com/

– Open Broadcaster Software https://obsproject.com/

– Zoom https://zoom.us/

– liteCam https://www.litecam.net/jp/

• ビデオ・スマートフォンでホワイトボードを収録
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