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• 渡辺雄貴（わたなべゆうき）
／東京⼯工業⼤大学 教育⾰革新センター 准教授

• 専⾨門：教育⼯工学，
インストラクショナルデザイン

• 教えるデザイン
• 学習コンテンツデザイン
• 学習環境デザイン

• 東京理理科⼤大学卒業 数学教育

• 東京⼯工業⼤大学⼤大学院修了了 教育⼯工学

• 東京⼤大学⼤大学院
• 情報学環

• ⻘青⼭山学院⼤大学
• ヒューマンイノベーション研究センター

• ⾸首都⼤大学東京
• ⼤大学教育センター



教育⾰革新センター（CITL）の設置
本学の教育研究理理念念、戦略略に基づき教育⼿手法の⾰革新、継続的な教育⽀支援及び教育の質向上に資する活動を
⾏行行う。
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活動内容と体制

オンライン教育開発室
(OEDO)

MOOC  strategy
MOOC  project  management

Course  production,  
consulting
&  training

Learning  outcome  based  
research

Curriculum  oversight  
and  planning

(course,  programs…)

Onsite
Support

Blended  Learning

教育⾰革新センター
Center  for  Innovative  Teaching  and  Learning  (CITL)

教育の質保証
Educational
Assessment

・教育のPDCA確⽴立立
・授業設計⽀支援
・教育データ分析

教育能⼒力力開発
Faculty  Development

・FD/SDの実施
・授業設計等のマニュアル作成

・コンサルティング

教育学習環境開発
Learning  Environment
・オンライン教材開発、⽀支援

Learner  (Onsite,  Offsite)

Data  Analysis,  
Learning  Innovation

Active  
Learning  

&  
PBL

教職員、学⽣生によるデジタル教材の開発 (講義設計、ビデオ、資料料等)
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卓越した研究成果
英語による授業能⼒力力

インストラクショナルデザイン
東⼯工⼤大の知識識

ICTや新たな教育⽅方法
などの知識識

理理⼯工学教育におけるパイオニアであり続ける

スパイラルモデル
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⽇日々のお仕事
科⽬目設計法セミナー 初任者・助教向けセミナー

回 数 2015年年 17回 2016年年 8回 2016年年 5回

担当者 渡辺・⽥田中 ⽥田中・渡辺

参加者 2015年年 239名 2016年年 121名
（360名） 2016年年 62名
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誰が「学び」を教えるのか
Q-‐‑‒conference  2016「初志を磨く－Relay  our  Batons－」

•⼤大学設置基準等の改正

学⽣生の「学び」？

教員の「学び」？

職員の「学び」？

•⼤大学⽣生はどこから来て，どこへ⾏行行くのか

•「学び⽅方」を知ることは授業改善につながる？

•「学び⽅方」を知ることは学習⽀支援につながる？
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誰が「学び」を教えるのか
Q-‐‑‒conference  2016「初志を磨く－Relay  our  Batons－」

• FD/SD/TAD/SD
• 「学び」はどこからやってくるのか
• FDが進めば，学⽣生の「学び」は充実するか

• 「学び」は，「教える」ものなのか
• 「学び」は，「問い」なのか
• 「学び」は，教えているのか
• リメディアル教育で養えるか
• 学習意欲はどうなんだ
• 「教育に答えはない」

• 教育には「⼀一般解」がないのであって，
「個別解は存在する」のではないか
• それぞれの⼤大学で異異なる

「学び」について考える
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誰が「学び」を教えるのか
Q-‐‑‒conference  2016「初志を磨く－Relay  our  Batons－」
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⼤大学とは･･･

研究分野

⼤大学⽣生の学習経験

⼤大学の⼤大衆化・ユニバーサル化

先⾏行行事例例

私や周辺の取組み



教育⼯工学の定義と研究領領域
•教育⼯工学の定義

• 教育におけるあらゆる名⼈人芸を分析し，その秘密を明ら
かにし，分析された構成要素を⼯工学的に究明して実践に
移そうとする．それによって名⼈人芸を万⼈人のものにする
と同時に，名⼈人芸⾃自体の改善，向上を狙うものである．

坂元（1979）

12



•インストラクショナルデザインの考え⽅方
• 教育活動の効果，効率率率，魅⼒力力を⾼高めるための⼿手法を集⼤大
成したモデルや，研究分野，またはそれらを応⽤用して学
習⽀支援環境を実現するプロセス

（鈴鈴⽊木 2005）

インストラクショナルデザイン

効果，効率率率，魅⼒力力とは何でしょうか？
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教育活動の効果・効率率率・魅⼒力力
• 教育活動の効果

• 「できなかった」ことが，「できる」
• 「わからなかった」ことが，「わかる」

• 教育活動の効率率率とは，
• よりよく学ぶために考えること
• 時間を無駄に使わない
• 必要以上にがんばらない

• 教育活動の魅⼒力力とは
• 学習することによって「できる」ようになる
• 今までわからなかったことが「わかる」ようになる

学習者は「できる」「わかる」を求めている

同じ授業時間でさらに多くのことを学べれば，それは，効率率率が良良いという
ことになる

学習者に納得させ，「興味深い」と思わせる演出が重要
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学習の深度度と教育学者の定義
ブルーム ガニェ メリル アンダーソン ライゲルース

認知的⽅方略略 ⼀一般則を⾒見見つけ
る

⼀一般技能を
適⽤用する

知的技能 ⼀一般則を⽤用いる ⼿手続き的知識識 技能を適⽤用する

⾔言語情報

⾔言い換えて覚え
る

宣⾔言的知識識

関係を理理解する

逐語的に覚える 情報を記憶する
知識識

理理解

応⽤用

分析

統合

評価
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⽬目標を明確にするための3要素
•⽬目標⾏行行動・評価条件・合格基準
⽬目標⾏行行動:⾏行行動で⽬目標を表す
学習者の「⾏行行動で」⽬目標を表すこと。「・・・を理理解する」「・・・を知る」「・・・に気づ
く」というような⽬目標は、学んでほしいことをそのまま記述している反⾯面、うまく教えられた
かどうかをどうやって確かめたらよいのかが明確でない。評価⽅方法が分かるように⾏行行動化する。

評価条件:評価の条件を⽰示す
⽬目標⾏行行動が評価される条件を明らかに⽰示すこと。条件には「電卓を使って」や「辞書持ち込み
可で」のように、学習者が⽬目標⾏行行動を⾏行行うときに何を使ってよいのか、あるいはどのような制
限があるのかを⽰示す。丸暗記だけが授業の⽬目標ではない。

合格基準:合格基準を⽰示す
合格基準を記述すること。「全問正解」とか、「与えられた5つの⽬目標の中で4つ以上は」など。
その他の基準として、「1分以内で泳ぐ」のような速さや「誤差5%以内で測定する」のような
正確さを明らかにするものを⽬目標に含める場合がある。
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キャロルの時間モデル

•効果と効率率率を考えなければならない
• 学習者個々で異異なる

学習率率率＝
学習に費やされた時間
学習に必要な時間
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東⼯工⼤大の学⽣生と学習意欲のデザイン
学勢調査の結果

Attention 注意

Relevance 関連性

Confidence ⾃自信

Satisfaction 満⾜足感
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⼤大学にはどんな⼈人がいるのか
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それぞれのひとは，どんな⽀支援ができるのか
授業内

授業外

職 員 教 員

授業改善
学習指導

課題提供
学習⽅方法の指導
⾃自律律学習の⽀支援

学習環境の整備
学⽣生⽣生活⽀支援

教室環境の整備
学⽣生相談
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これからの学習⽀支援

教授活動

学⽣生指導

学⽣生活動 厚⽣生指導

教育活動

厚⽣生指導

学⽣生
相談学⽣生

活動
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⼤大学⽣生の学習経験
•⼤大学⽣生は「習う」ことに慣れている？

• ⼩小学校6年年間の授業時間5367時間
• 中学校3年年間の授業時間2940時間
• ⾼高等学校の授業時間2590〜～3150時間

• ⼤大学⼊入学時は10897〜～11457時間の授業を経験している

• いきなり「アクティブ」にはならない
• 今後は，学習指導要領領改定で学⽣生が変わる可能性も

22

「学ぶ」経験なのか「習う」経験なのか



⼤大学にはどんな⼈人がいるのか

どういう学習者が⼤大学に⼊入ってくるのか

社会で求められる学習者は
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アンドラゴジーとペダゴジーの差異異

ペダゴジー
（初等中等教育を中⼼心とした教育学）

アンドラゴジー
（成⼈人学習理理論論）

⾼高等教育は，ペダゴジーからアンドラゴジーの移⾏行行期
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アンドラゴジーとペダゴジーの差異異
•ペダゴジー（初等中等教育を中⼼心とした教育学）

• 学習は依存的である
• 教師は，学習に関して，強い責任をもつよう社会から期待されている
• 学習者（⼦子ども）の経験は，（未成熟ゆえに）あまり価値を置かれない
• 先⾏行行世代の専⾨門家の経験は最も多く利利⽤用される
• 教育の基本的技法は，伝達的⽅方法（講義・教材の提⽰示）である
• 同年年齢の者は，同じ内容を学ぶ必要がある
• カリキュラムは，標準的であり，画⼀一的である
• 教育とは，前期の通り整備され与えられた

• カリキュラム（教科内容）をこなし獲得するプロセスである
• その獲得する教育（教科）内容は，いま現在ではなく，もう少し後に
なって役⽴立立つものである

• カリキュラムは，教科の論論理理（古代から現代へ，単純から複雑へ）に
従って組織化されている

• 学習を⽅方向づけるものは，教科中⼼心（subject-‐‑‒centered）である
出典：森隆夫・⽿耳塚寛明・藤井佐和⼦子編著『⽣生涯学習の扉』1997年年，ぎょうせい
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次期学習指導要領領等の審議まとめ（案）
ポイント（2016/8/19）
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次期学習指導要領領等の審議まとめ（案）
ポイント（2016/8/19）
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アンドラゴジーとペダゴジーの差異異
•アンドラゴジー（成⼈人学習理理論論）

• 学習者の⾃自⼰己主導性の（self-‐‑‒directedness）増⼤大
• 豊かな学習資源としての経験の蓄積
• 教育の基本的技法は経験的⼿手法（実験，討論論，問題解決事例例学習，
シミュレーション法，フィールド経験）

• 学習者は⾃自らの学習課題「知への欲求」を発⾒見見する。教育者（学習
援助者）は，その発⾒見見を援助し，必要な道具・⼿手法を提供する

• 学習プログラムは，⽣生活への応⽤用へと組み⽴立立てられ，学習者の学習
へのレディネスにそって順序づけられる

• 学習者にとって教育とは，⾃自分の可能性を⼗十分開くような⼒力力の⾼高ま
りを開発するプロセスである

• 得られた知識識や技能は，今⽇日に続く明⽇日をより効果的に⽣生きるため
に応⽤用される

• 学習経験は能⼒力力開発（competency-‐‑‒development）として組織化さ
れる

• 学習の⽅方向づけは，問題解決中⼼心である

出典：森隆夫・⽿耳塚寛明・藤井佐和⼦子編著『⽣生涯学習の扉』1997年年，ぎょうせい
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成⼈人学習理理論論
⼤大⼈人の学びを⽀支援するための視点

適切切性 成⼈人学習者は、学ぶ主題や情報と、その知識識を使⽤用する現実
世界との間の直接的な関係を知っていると思われる

積極性
成⼈人学習者は、受動的にただ座ってインストラクタの講義を
⾒見見たり聴いたりするよりは、むしろ能動的に学習に参加する
と思われる

⾃自主性 成⼈人学習者は、どこで何をどのように学習するのが⾃自分に
とって最もよいか、⾃自分⾃自⾝身で分かっていると思われる

個別化
成⼈人学習者は、学習のプライバシーを必要とし、また、個⼈人
の事情に合わせ⾃自分の速さで学べるよう、⾃自分で調整できる
指導を必要とする

出典：ウィリアム・W.・リー＆ダイアナ・L.  オーエンズ（2003）
清⽔水康敬（監修）⽇日本ラーニングコンソシアム(訳)

『インストラクショナルデザイン⼊入⾨門 ―マルチメディアにおける教育設計』
東京電機⼤大学出版局 p.38
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アンドラゴジーとペダゴジーの差異異

ペダゴジー
（初等中等教育を中⼼心とした教育学）

アンドラゴジー
（成⼈人学習理理論論）

⾼高等教育は，ペダゴジーからアンドラゴジーの移⾏行行期

どのように移⾏行行していくのか･･･
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今はどういう時代か
•背景

• ⼤大学の⼤大衆化から派⽣生した問題の解決
• ⽇日本では

• 初年年次教育、リテラシー教育、キャリア教育、学⼠士⼒力力など

•⼤大学⽣生としての基礎的スキルの習得
• ＩＣＴスキル
• レポートの書き⽅方
• 調査・分析スキル
• プレゼンテーション・スキル
• 数学などの基礎学⼒力力、補習
• キャリア・ディベロプメント、ライフ・ディベロップメ
ント
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⾃自⼰己調整学習
•⾃自⼰己調整学習，⾃自⼰己制御学習

• Self  Regulated  Learning
• ⾃自ら主体的，能動的に学ぶ学習

• その理理論論化と実証的検証は欧⽶米で盛んに⾏行行われてきている

•⾃自⼰己調整学習モデル
• Zimmerman  &  Schunk（2011）

• ⾃自⼰己調整学習
• 学習者が⽬目標の達成に向けて⾃自らの認知，情動，⾏行行動を体系的に⽅方
向付けて⽣生起させ維持する過程

• ⾃自⼰己調整学習のプロセス
• 予⾒見見 Forethought
• 遂⾏行行 Performance
• ⾃自⼰己省省察 Self-‐‑‒Refrection
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誰が「学び」を教えるのか
Q-‐‑‒conference  2016「初志を磨く－Relay  our  Batons－」

学⽣生の「学び」？

教員の「学び」？

職員の「学び」？

•⼤大学⽣生はどこから来て，どこへ⾏行行くのか

•「学び⽅方」を知ることは授業改善につながる？

•「学び⽅方」を知ることは学習⽀支援につながる？
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⼤大学の⼤大衆化をすでに経験している
アメリカの動き
•学習センターという組織の存在

• Learning  Centerのスタッフに関わる学会組織の存在
• ⽶米国NCLCA（National  College  Learning  Center  
Association）
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• CRLA  （College  Reading  &  Learning  
Association)
• チューターの質を⾼高める制度度として各⼤大学が⾏行行っている
研修が⼀一定の要件を満たしていることを証明する認定制
度度
• ⽶米国を中⼼心に５か国約850機関が認定を受けている．我が国では，
2002年年から名桜⼤大学語学学習センターが，2014年年から公⽴立立はこ
だて未来⼤大学が認定機関として登録されている

チューター研修認定制度度（CRLA）

35

• 科学研究費補助⾦金金（基盤研究（B）⼤大学⽣生の３段階成⻑⾧長モデ
ルの確⽴立立とその育成⽀支援システムの開発（研究代表者 美⾺馬
のゆり）（2015-‐‑‒2017）

• 科学研究費補助⾦金金（基盤研究（B）ピアチュータリングを取
り⼊入れた⾼高等教育における統合型学習⽀支援システムの開発
（研究代表者 美⾺馬のゆり）（2012-‐‑‒2014）



•チューターの学習⽀支援⼒力力
• せっかく来訪したのに満⾜足な⽀支援が受けられなかったら
学⽣生のセンター利利⽤用は定着しない

• チューターが答えを教えたり代りに宿題をやってしまう
ような⾏行行き過ぎがあったら⾃自分で学習できる学⽣生は育た
ない

• 学習内容に精通しているだけでは効果的なチュータリン
グはできない

• 良良いチューターを確保するためには，チューターになる
ための専⾨門的な研修が不不可⽋欠

チューターの学習⽀支援⼒力力
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•チュータリングでやる
べきこと（Doʼ’s）
• 時間厳守・正直・情
熱・真剣さ・傾聴・い
とわないこと・学問基
準遵守・健康・可動
性・良良い質問・独⽴立立性
の尊重・我慢強さ・秘
密保持・名札をつけ
る・学習⽅方法への焦点
化・学習代替案の推
奨・沈沈黙の許容

チュータリングでやるべきことと禁⽌止事項

• チュータリングでの
禁⽌止事項（Donʼ’ts）
• 教員の代⾏行行・知識識の供
給者・外⾒見見での能⼒力力判
断・低空⾶飛⾏行行の許容・
デート・⼀一⼈人に占有さ
せること・上級科⽬目で
習う解決法の導⼊入・窓
から外を眺めているこ
と・宿題を学⽣生の代わ
りにやること

チューター研修配布資料料（p9-‐‑‒10)
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チューターの研修内容（CRLA）

38

認定レベル レベル1（1年間有効） レベル2（3年間有効） レベル3（５年間有効）

研修時間 10時間以上 ＋10時間以上（合計20） ＋10時間以上（合計30）

研修内容
以下の項目のうち８以上を含む

レベル1の復習＋以下のう
ち
4項目以上を扱うこと

レベル1、2の復習＋以下
のうち4項目以上を扱うこと

研修項目 ①チュータリングの定義と責任 ②
チュータリングガイドラインの基礎 ③
チューターセッションの始め方、終わり
方 ④学習理論・学習スタイル ⑤ア
サーティブネス・困難な学習者の扱い方
⑥ロールモデリング ⑦目標設定 ⑧コ
ミュニケーションスキル ⑨傾聴と言い
換え ⑩参照スキル ⑪学習スキル ⑫
クリティカルシンキング ⑬チューターの
倫理遵守・セクハラ ⑭問題解決モデル
⑮その他（大学独自項目）

①堀り下げ質問 ②優位
脳学習 ③異文化間コミュ
ニケーション ④学習資源
の活用 ⑤特定スキル・特
定分野におけるチュータリ
ング ⑥学習行動の測定
と変容 ⑦その他
（大学独自項目）

①自己主導学習・脳記憶
②特定対象集団のチュー
タリング ③高等教育にお
ける学習センターの役割
④学習経験の構造化 ⑤
チューター研修 ⑥グルー
プ管理スキル ⑦その他
（大学独自項目）

チューター経
験

25時間以上 +25時間以上（合計50） ＋25時間以上（合計75）

選抜基準 科目担当教員による面接と書面での許可、チュータートレーナーによる面接と推薦＋チューターす
る科目の成績がAまたはB

評価基準 定期的に評価が実施され、その結果がチューター自身に知らされていること

鈴木ほか（2011）



補修教育
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• ドロップ・イン・チューター（DIT）

個別指導（チューター制）
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• チューターゾーン(TZ)  

個別指導（チューター制）
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授業による⽀支援
• Chapter  1  The  Road  to  Autonomous  Learning

• I  donʼ’t  know  where  Iʼ’m  going,  but  Iʼ’m  making  good  time.

• Chapter  2  Thinking  and  Intellectual  Performance
• I  think,  ergo  I  learn.

• Chapter  3  Learning  in  Class
• But  I  slept  through  class  in  high  school.

• Chapter  4  Learning  Outside  Class
• Outside  of  class?!?  The  brochure  didnʼ’t  say  anything  about  this.

• Chapter  5  The  Brain,  The  Mind,  and  Academics
• My,  what  big  dendrites  you  have.

• Chapter  6  Preparing  for  Performance
• Lights,  cameras,  action!

• Chapter  7  Establishing  Direction  in  Your  Life
• Is  there  an  app  for  that?

• Chapter  8  Willpower
• I  know  I  can,  I  know  I  can.

• Chapter  9  Making  Effective  Choices
• To  party  or  not  to  party:  That  is  the  question.

• Chapter  10  Managing  Stress  and  Anxiety  in  the  21st  Century
• AAUUUGH  *%^$#&!@  (I  feel  much  better  now).

• Chapter  11  Patterns  in  Human  Development
• All  these  people  are  like  me?

• Chapter  12  Individuality
• Iʼ’ve  just  gotta be  me.
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授業による⽀支援
• Chapter  3  Learning  in  Class

• But  I  slept  through  class  in  high  school.
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取り組み

•授業開発
•学⽣生の学び

44

これらの背景を受けて･･･



「⼤大学⽣生の学びのデザイン」
⾸首都⼤大学東京

•⼤大学⽣生としてより良良い学びを⽬目指す
• 学習について学習
• 能動的な学習を実践する
• 学習理理論論と学習⽅方略略
• 認知の個⼈人差を考察する

• ⼤大学⽣生の学習⽬目標
• ⼤大学卒業
• 就職

•⾼高校⽣生の学習⽬目標
• ⼤大学合格
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東⼯工⼤大「学びのコミュニティ」
•学びのコミュニティとは

• 学びあい，教えあい，語りあいを通して，
• 主体的に学習に取り組み，
• お互いを尊重しながら，
• 相互につながり，成⻑⾧長していく環境

•学部⽣生どうし，⼤大学院⽣生どうし，⼤大学院⽣生と学部⽣生
間，教員と⼤大学院⽣生，教員と学部⽣生，教員どうしな
ど，全学での展開を⽬目指す
•⼤大学院⽣生アシスタント（GSA,  Graduate  Student  
Assistant）を育成し，その中核に。

46

現⾏行行の授業補助業務中⼼心のTA制度度から
主体的な学習⽀支援を⾏行行うGSA制度度への移⾏行行を⽬目指す



教育改⾰革後の科⽬目群
•教養教育が⼤大学院まで必修
化
•リベラルアーツ研究教育院
が担う

47

教養教育の枠組みを活かし
GSAを育成
学びのコミュニティを構築



院⽣生
アシス
タント
GSA

学部
学⽣生

GSA共通
(基礎科⽬目)

GSR
院⽣生レビューア

GSI
院⽣生インストラクタ

GSD
院⽣生ディベロッ

パ

GST
院⽣生チューター

リベラルアーツ研究教育院 各学院 図書館

学びのコミュニティとGSA育成カリキュラム
完成形

教養卒論論

東⼯工⼤大⽴立立志
プロジェクト

専⾨門
基礎科⽬目

リーダー
シップ道場

ピアレ
ビュー実践

授業内で実践

オンライン
コンテンツ

開発

反転学習
学部1年年
1Q

学部3年年
3，4Q  

修⼠士1年年
2Q  

修⼠士1年年
3，4Q  

修⼠士2年年
1Q

学 部

⼤大学院

専⾨門科⽬目

個別学習
⽀支援

専⾨門科⽬目

専⾨門科⽬目

リーダー
シップ

アドバンス

専⾨門科⽬目
アシスタ
ント実習

教員

教育⼒力力
向上

ピアレビュー

ファシリテータ サブインストラクタ

コンテンツ制作

チュータ

学習スキル
学習意欲

コミュニケーション⼒力力

教えることによ
り深く学ぶ

リーダーシップ

学びの
コミュニティ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

ワーク
ショップ

コンテンツ
制作スキル
(1-‐‑‒2Q,  3-‐‑‒4Q)



情報収集とアンテナ
• Teaching

• Teaching  Professor Conference
• Teaching  Professor  Technology  Conference
• Educause

• Learning
• CRLA(College  Reading  &  Learning  Association)
• NCLCA(National  College  Learning  Center  Association)

• Institutional Research
• AIR: Association  for  Instructional Research
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誰が「学び」を教えるのか
Q-‐‑‒conference  2016「初志を磨く－Relay  our  Batons－」

50

⼤大学とは･･･

インストラクショナルデザイン

⼤大学⽣生の学習経験

⼤大学の⼤大衆化・ユニバーサル化

先⾏行行事例例

私や周辺の取組み



誰が「学び」を教えるのか
Q-‐‑‒conference  2016「初志を磨く－Relay  our  Batons－」

• FD/SD/TAD/SD
• 「学び」はどこからやってくるのか
• FDが進めば，学⽣生の「学び」は充実するか

• 「学び」は，「教える」ものなのか
• 「学び」は，「問い」なのか
• 「学び」は，教えているのか
• リメディアル教育で養えるか
• 学習意欲はどうなんだ
• 「教育に答えはない」

• 教育には「⼀一般解」がないのであって，
「個別解は存在する」のではないか
• それぞれの⼤大学で異異なる

「学び」について考える
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⾃自⼰己調整学習者をどう育てるか

52

⾃自⼰己調整学習者を
どう育てるか

教育⼯工学選書
⼤大学教育・FD 学習設計マニュアル

インストラクショナル
デザイン

とテクノロジ



ご清聴ありがとうございました

wat@citl.titech.ac.jp
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