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このFDランチョンの目標

• 反転授業を用いた授業外学習の設計できる

• 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
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反転授業と反転学習 〔理論編〕

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 2015）

• 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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学習目標の分類 （認知的領域）
• ブルームによる分類 taxonomy
– 認知的領域（知識・理解、思考・判断） の６段階
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反転授業 flipped classroom/learning
• 2000年代〜 (バーグマン&サムス 2014)
米国の初中等教育で発祥
授業をオンラインで、復習・応用を対面教育で行う

• ２つの類型

–完全習得型: Mastery Learning
・全員が一定以上の理解を得ることを目指す教育
・オンラインで予習した結果を確認し、
「知識・理解」の個別化
(十分理解していない学習者に対しての個別指導など)

–高次能力学習型: Active Learning
・従来よりも高度なレベルの能力育成を目指す教育
・スタンフォード大学医学部での実践、
「分析・評価・創造」など高度な臨床能力育成へシフト
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日本では… 2012年頃から
• FLIT（東京大学反転学習社会連携講座）
http://flit.iii.u-tokyo.ac.jp/ （リンク切れ）

• 反転学習プロジェクト（研究グループ）
• 私立大学情報教育協会
• Facebookグループ「反転授業の研究」
https://www.facebook.com/groups/hanten/

http://flit.iii.u-tokyo.ac.jp/ より

http://flit.iii.u-tokyo.ac.jp/
https://www.facebook.com/groups/hanten/
http://flit.iii.u-tokyo.ac.jp/


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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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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授業デザインの例（2015）
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（週） （テーマ） （アクティブ・ラーニングの方法） 担当

1 ガイダンス

2・3 ティーチングとラーニング１・２ 協調学習、クリッカー 杉森

4・5 アクティブラーニング実践１・２ 事前課題提示、協調学習、クリッカー 河内

6〜8 科学・技術と社会１〜３ 反転授業、協調学習、クリッカー 杉森

9〜10 プロジェクト学習１・２ プロジェクト学習（PBL） 杉森

11 大学のデータを読む 事前課題提示、協調学習 上畠

12 世界の大学 アジア編 事前課題提示、協調学習 渡辺

13 世界の大学 ヨーロッパ編 事前課題提示、プレゼンテーション 堀井

14 課題探究実践 事前課題提示、ディスカッション 西山

15 総合討論 プレゼンテーション

協調学習（アクティブラーニング型授業）
– ミニッツペーパー
– シンク・ペア・シェア
– ラウンド＝ロビン
– KJ法

LMS（WebClass）
– 資料を事前に提示
– ショートビデオ（５分）の提示
– 個人、グループごとに会議室で予め討論
– 復習課題の提出



（参考）ショートビデオの作成
• ツール：Camtasia (TechSmith社・有償） または

Microsoft PowerPoint

• 視聴時間： １本あたり５分程度にする

• 配信： LMS(WebClass） または YouTube限定公開

• 録音・撮影： USBマイク・USBカメラ
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※作成したビデオの例



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/

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

– liteCam https://www.litecam.net/jp/
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