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研究成果の概要（和文）：　学生調査の分析から個別指導や課題解決などのアクティブラーニングが学生の自主
学習を促進していることが明らかになった。とくに工学系では４年間の前半において講義科目、後半において実
験科目が影響を与えており、この結果はカリキュラム全体を通してアクティブラーニングを効果的に組み合わせ
ることの重要性を示唆している。米国のリベラルアーツカレッジの調査では専門分野を超えて教員が協力する体
制がアクティブラーニングの効果を高めることを確認した。

研究成果の概要（英文）：  The result of analysis of a student survey indicates that the 
implementation of active learning strategies, such as individual tutelage and problem-solving skill 
instruction, is a determining factor in the development of student attitudes toward self-directed 
learning. In the field of engineering, lecture-style courses for freshmen and sophomores and 
experiment-style courses for juniors and seniors have a positive impact on the development of such 
attitudes. From this, we can assume that coherent coordination of various types of active learning 
strategies from entrance to exit of a four-year university education can play a significant role in 
providing effective educational curricula. Furthermore, the result of analysis of an on-site survey 
of liberal arts colleges in the U.S. indicates that U.S. colleges provide strong support for 
teaching staff by facilitating frequent meetings to discuss the effects of active learning beyond 
their specialties.
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　本研究では、わが国の学士課程教育の改善に向けて、講義、実験、卒業研究がそれぞれ発展させてきた指導方
法を1つの科目の中で柔軟に組み合わせることで学生の学習経験を多様化させること、また、すべての授業形態
で個別指導を充実させ、学習内容を個別化させることの重要性を指摘した。米国のリベラルアーツカレッジの調
査では、これに関連して、カリキュラム、科目の設計、教員組織などあらゆる場面において学習の多様化と個別
化に向けた先進的な工夫と努力が認められた。



１．研究開始当初の背景 
2012 年の中教審「質的転換答申」以来、多くの大学がアクティブラーニングを導入したが、

必ずしも効果を上げているわけではなく、とくに、目的に応じたアクティブラーニングの選択と
組み合わせに関して現場での試行錯誤が続く。この課題を克服するには成功事例から学ぶ必要
がある。ただし、アクティブラーニングの効果には専門分野の特性、機関の特性、学生の特性な
ど、教育の内容と方法以外にも様々な要因が関連していることを仮定すべきである。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、アクティブラーニングによる学士課程教育の機能強化の実態、効果的なアク
ティブラーニングの成立条件、海外の先進的事例の成功要因を明らかにし、わが国のカリキュラ
ム改善に対する提言をおこなうことである。 
 
３．研究の方法 
全国の大学を対象に Web 回答による質問紙法による調査を実施し、2016 年度調査は工学系学

部（国立 12、公立 3、私立 5）の学生 5,075 人から回答を得た。回収率は 14.6%であった。2017
年度調査は経営学系学部（国立 3、私立 19）の学生 2,211 人から回答を得た。回収率は 11.1%で
あった。2つの調査の質問内容は共通しており、主な項目は(1)在学中の目標、(2)授業での学習
経験、(3)授業で身についた能力、(4)職業観、(5)カリキュラムのすぐれた点、である。 
また、米国のリベラルアーツカレッジにおける先進的事例の調査では、アクティブラーニング

の効果を上げるための指導上の工夫と組織的な支援を明らかにし、そこからわが国のカリキュ
ラム改革に必要な視点を検討する。 
 
４．研究成果 
学生調査の分析では、工学系学部と経営学系学部の特徴を比較した。ここでは、自習時間を主

体的な学習活動をあらわす変数として採用する。図１と図２は自習時間を学年で比較した結果
である。値は１週間の学習時間数を意味する。授業に関連した自習は学年の進行とともに減少し、
授業に関連していない自習は増加する傾向にある。工学系学部は経営学系学部より授業に関連
した自習が長く、授業に関連していない自習が短い。次に、個別指導を双方向の学習活動をあら
わす変数として採用する。図３は個別指導の頻度である。４段階の回答に対して否定的な選択肢
から順に-2、-1、1、2 の値を割り当てた。工学系学部は経営学系学部より講義で個別指導を経
験することが少なく、その一方、卒業研究で個別指導が積極的におこなわれている。 
 

 

      図 1 自習時間：工学系        図２ 自習時間：経営学系      図３ 個別指導の経験 
 
 
表１と表２は、個別指導と幅広い視野および応用力の習得の相関を示している。値はいずれも

正であり、有意差が認められる。幅広い視野と応用力は狭い専門性を超えた汎用的な知識・スキ
ルを意味する。それらの習得には個別指導が有効であり、工学系学部と経営学系学を比較すると、
経営学系学部で卒業研究が大きな影響を与えている。一方、工学系学部での卒業研究の影響は相
対的に小さいことがわかる。経営学系学部における４年間の学習成果は、卒業研究における個別
指導の効果の大きさからも、工学系学部以上に卒業研究に依存している可能性がある。講義、実
験、卒業研究にはそれぞれが発展させた固有の指導方法があるが、今後は工学系学部、経営学系
学部を問わずそれらを柔軟に組み合わせ、とくに講義や実験に双方向の個別指導を取り入れる
ことによって学習経験を多様化させることが重要だと考えられる。 
効果的な主体的学習と双方向学習について米国のリベラルアーツカレッジにおける訪問調査

をおこなった。カリキュラム、科目の設計、教員組織など、リベラルアーツカレッジの制度はあ
らゆる場面で平均的な日本の制度より柔軟性があり、教員は講義形式の授業の中でも双方向の
コミュニケーションを重視し、学習の多様化と個別化に向けて多くの労力が費やされていた。ま
た、大学は教員間の交流を様々な角度から支援し、それによって教員はより効果的な教育実践を
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日常的に探究していた。教員からはこうした環境がアクティブラーニングの効果を向上させて
いると認識されている。 
 

 
表１ 個別指導と身についた力の相関：工学系        表２ 個別指導と身についた力の相関：経営学系 
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