話題提供①

初年次の物理学教育における反転学修
アクティブラーニング（思考を活性化する学
習形態）のために授業の反転化は有効か？

東京理科大学
理学部 物理 満田節生 mitsuda@rs.kagu.tus.ac.jp
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理学部 物理学科

物理学

１年

専門 必修 科目

約１００人

反転授業を試行した

物理学

理学部 物理学科 科目系統図

http://www.tus.ac.jp/fac̲grad/fac/ri1/pdf/system̲phy.pdf 21-Dec-2014 私情教…事例研究対話集会

理学部 物理学科

１年

専門 必修 科目

物理学

【到達目標】
(i) 静電場の概念を理解し、色々な電荷分布の作る電場の計算が、ガウスの法則およ
び電荷分布にわたる積分（クーロンの法則）により、できるようになること、
(ii)静磁場の概念を理解し、色々な電流分布の作る磁場の計算が、アンペールの法則お
よび電流分布にわたる積分（ビオ•ザバールの法則）により、できるようになること
(iii) 特殊相対論の初歩を学修し、電場と磁場は絶対的な意味を持つわけではなく、ど
の慣性系で見るかにより、 電磁場という1つの実体における電場と磁場という顔の出
し方が変わることを理解できるようになること
https://letus.ed.tus.ac.jp/course/info.php?id=23857
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従来の（一方向性の）講義形式の授業の問題点は？
授業者側

は
業で
授
面
の対 不足！
回
5
に
1
半期 絶対的
が
時間

授業中に
(i) 単元毎にテストをしてこまめな評価をしたい（期末試験一発評価は避けたい）
(ii) 知識伝達のプロセスの中で、最適なタイミングで演習問題を解かせてみたい
理工系の定番である時間的に分離している[講義授業＋演習授業]は最も望ましい形態か？

(iii) ピア・ラーニングのような能動的学習を取り入れてみたい

授業アンケートなどから

わ
を合
準
に基
？
どこ きか？
べ
せる

授業の進度や難易度が、受講者の幅広いスペクトルに
対応できていないことを実感
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従来の（一方向性の）講義形式の授業の問題点は？
学生側

知識伝達のテクニカルな部分に限ってみても

黒板を写していると、
口頭で与えられる説明
を聞き逃してしまう。

授業を聞いていて、え、
これは？と考えていると
話が過ぎてしまう。
2013年度大学教員のためのFD研修会ワークショップ

https://oae.tus.ac.jp/fd/GakugaiFD̲20120218

授業後に復習をして、次回
の授業時にもう一度説明し
てほしいと思っても…….

黒板の文字は大きく書い
てくれても、一番後ろの
席からだと、小さい…….
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反転授業（Flipped Classroom)？

(i)これまで授業で（知識伝達のために）説
明していた内容をビデオ化して授業時間外
にオンラインで予習できるように変え

(ii)これまで授業後に自習（復習）
していた内容を授業中の議論や質疑
によって学習するように変える

従来の学習形式を「反転」させた学習形式
反転授業の本質は授業者と学生が同じ時空間にいる
対面授業のあるべき姿を追求することにある
21-Dec-2014 私情教…事例研究対話集会

理学部初年次の物理学における
反転授業の試み
―Moodle を活用して―
東京理科大学理学部
満 田 節 初年次の物理学教育における反転学修
生，廣 沢 佑 幸

話題提供①

本稿では，2013 年度後期の「物理学」

1．はじめに
目的

反 転 授 業 (Flipped Classroom) と は，授 業 で

て反転授業の手法を導入し，試行した結果

反転授業の手法によって
(知識伝達のために)
説明していた内容をビデオ
て，半期 15 回目の授業 (到達度評価試験)
(i) 従来の（一方向性の）講義形式の授業の問題点がどのように解消できるか？
クリップ化して，授業時間外にオンラインで予習
した直後に LETUS を用いて取った電子ア
(ii) 「思考を活性化する学習形態」と定義づけられる「アクティブラーニング」が

できるように変え，授業後に自習
してい
ト結果とともに紹介する．これから反転授
どのように可能になるか？ (復習)
その効果はあるのか？

た内容を授業中の議論や質疑によって学習するよ
行される方の参考になれば幸いである．
を踏まえて2013年度(後期)、2014年度(後期)の「物理学」の試行から話題提供すること
うに変える，従来の学習形式を「反転」させた学

「物理学」反転授業のデモコース 7) を閲覧

アウトライン 1)．現在は，高等教育におけるその
習形式である

ように準備したので，参照いただきたい．

手法に対する系統的な取り組みも始まってい

（１）反転授業の構成
2)

2．試行の実際とその分析
る ．
（２）対面授業
(演習活動)
(1) 反転授業の構成
所属する物理学科の
1 年必須専門科目である
(i) 問題演習
(学生個人にその場で最適なタイミングで問題を解かせ,授業者が解説をする)
3)
反転授業形式での週 1 回分の学習は，授
「物理学」は科目系統図の電磁気学群
の説明に
(ii)ピア・ラ ーニング (定性的な理解や概念を言葉により学生ペアーで説明をし合う)
（３）まとめ
外にオンラインで予習する部分 (以後，事
あるように，静電気や静磁気の内容について，高
等学校物理から 2 年生以降のより本格的な電磁気
学の講義への橋渡しを目的とする授業であるが，
4)

ライン学習) と，授業時間中に予習を踏ま
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論や質疑を通して学習する部分 (以後，

著者らは授業アンケートの自由記述回答 から授

業) の 2 つからなる．事前オンライン学習

業の進度や難易度が受講者の幅広いスペクトルに

① その単元の (Moodle からダウンロード

PDF 資料を参照しながら該当する複数の
対応できていないことを実感していた．
（１）反転授業の構成について説明動画

クリップ (以後，動画) を視聴させ，② そ
2013 年度後期の「物理学」では，一方通行の
(2013年度 満田研究室卒業研究生による）
講義形式の授業方法を可能な限りやめて，学生が

の説明内容に沿ってその理解を確認する

能動的に授業に参加するように，授業中に小テス

(Moodle の小テスト機能を用いた多岐選

特集 アクティブラーニング
トや演習を多く実施することを目標にした授業改

問題群からなる) オンライン確認テストを

5)

善を外部 FD 研修を経て進めた ．その検討を行

解するまで繰り返し行わせ，③ (Moodle

理学部初年次の物理学における
う中で，半期
15 回の講義形式が前提の対面授業
反転授業の試み
の中だけでは，ピア・ラーニングのような能動的
―Moodle を活用して―

ードバック機能を用いて) 事前学習の各自

学習を促す授業を行うための時間が絶対的に不足

度を 5 段階で自己申告させ，疑問点があれ
を質問コーナーに書かせた．

満 田 節 生，廣 沢 佑 幸
することが明らかになった．そこで，これまで講

それを受けて，対面授業では，① 学生

東京理科大学理学部

自己申告理解度分布を踏まえ，質問コーナ
義形式で説明していた内容をビデオクリップ化し
本稿では，2013 年度後期の「物理学」におい
1．はじめに

て反転授業の手法を導入し，試行した結果につい
反 転 授 業 (Flipped Classroom) と は，授 業 で
かれた疑問点に包括的に答えながら，事前
て，授業時間外にオンラインで予習できるように
て，半期 15 回目の授業 (到達度評価試験) が終了
(知識伝達のために) 説明していた内容をビデオ

した直後に LETUS を用いて取った電子アンケー
クリップ化して，授業時間外にオンラインで予習
容の復習を行い，② 事前オンライン学習
変えるという反転の手法を，東京理科大学の全学
できるように変え，授業後に自習 (復習) してい

ト結果とともに紹介する．これから反転授業を試

うに変える，従来の学習形式を「反転」させた学

「物理学」反転授業のデモコース 7) を閲覧できる

ことにより生み出された能動的学習を促す
LMS である
LETUS (Moodle) 6)を用いて実現し，
行される方の参考になれば幸いである．なお，
た内容を授業中の議論や質疑によって学習するよ
授業改善を進めることにした．
習形式である ．現在は，高等教育におけるその
1)

して，演習活動を (その内容は後述するよ

ように準備したので，参照いただきたい．

手法に対する系統的な取り組みも始まってい
る 2)．
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所属する物理学科の 120
年必須専門科目である
大学の物理教育
（2014）

2．試行の実際とその分析
(1) 反転授業の構成

「物理学」は科目系統図の電磁気学群 3) の説明に

反転授業形式での週 1 回分の学習は，授業時間

あるように，静電気や静磁気の内容について，高

外にオンラインで予習する部分 (以後，事前オン

等学校物理から 2 年生以降のより本格的な電磁気
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ライン学習) と，授業時間中に予習を踏まえた議

学の講義への橋渡しを目的とする授業であるが，

論や質疑を通して学習する部分 (以後，対面授

著者らは授業アンケートの自由記述回答 4)から授

業) の 2 つからなる．事前オンライン学習では，

（１）反転授業の構成について説明動画
(2013年度 満田研究室卒業研究生による）
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（２）対面授業 (演習活動)
(i) 問題演習 (学生個人にその場で問題を解かせ,授業者が解説をする)
対面授業

電場の表式を無次元化して両対数グラフにプロットさせ漸近的な振る舞いがある
ことに気づかせ,その上で表式を漸近評価させてその意味を考えさせる問題演習
従来は講義形式で一気に話していたものから、この部分をその場演習に切り分けた
(ii) 知識伝達のプロセスの中で、最適なタイミングで演習問題を解かせてみたい
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（２）対面授業 (演習活動)
(ii)ピア・ラ ーニング (理解を学生ペアーで説明をし合う)
対面授業
4. ガウスの法則
4.4 ガウスの法則の応用例
(1)無限長の線電荷分布の作る電場

無限に長い線電荷分布の作る電場を以下の手順で求め
てみましょう。step(1)の議論は対面授業で扱います。
Step(0)与えられた電荷分布を勘案し、適切な座標系を選ぶ（ここでは
(s,Φ,z）円柱座標を選択します）
step(1) 電荷分布の持つ空間対称性から電場の満たすべき空間対称性

事前オンラ
イン学習

を引き出し、電場の方向と依存性を導く。

電場ベクトルが満たすべき,その方向と大きさの
座標変数依存性を電荷分布の対称性から見極める
プロセスは敢えてオンライン学習では触れずに,
ペアーワークに切り分けた.

対面授業において、このstep(1)を行ってみましょ
う。（ここでは、E(r)=E(s)s^ であることが引き出
せます）

対面授業

ポイント1 E(r)の方向が、φ^方向,z^方向の何れでもなく、s^ 方向であることを、どのよ
うに示したか？
ポイント２：E(r)＝E(s,φ,z)s^ の大きさE(s,φ,z)が、φおよびzに依存せず、sだけに依存
することを、どのように示したか？

Step(2)

Electric Field Line Charge

面積分を行う適切な「賢いガウス面」を選択する。（ここで

は、z軸を中心軸にもつ半径s、長さLの円柱を選択します）
Step(3)「ガウスの法則」を選択した「ガウス面」に用いて、電場を求
める。（上面、下面についての面積分は、電場の方向と面積ベクトル
が常に直交しているので、ゼロであり、側面についての面積分だけが
寄与します）
あまりにも簡単に答えが出てきましたが、それは、電荷分布の持つ高い空間対称性に起因する電場の呈する空間対
称性があるためであることに注意してください。任意の電荷分布に対して「ガウスの法則」は常に正しいですが、そ
れが有効なのは電場の呈するSpherical/Cylndrical/Plane 空間対称性があるときだけになります。

通常講義でその説明を受動的に受けるだけでは理解が定着しにくい傾向がこれまで
4.4 ガウスの法則の応用例
あり,学生自身が手を動かし,言語化して他者に説明できるようにすることによって
(2)球殻電荷分布の作る電場
初めてその意味がわかると考えたため、

4. ガウスの法則

事前オンラ
イン学習

P76:
問題 2.11


ρ (r ) =

R

『3.3 表面電荷密度σの半径Rの球殻
電荷分布』で積分により求めた結果
が、極めて簡単に求められる

Q
δ (r − R)
4π R 2

従来は講義形式で一気に話していたものから、この部分をペアーワークに切り分けた.
 
E(r ) = 0 r̂

 
Q 1
r̂
E(r ) =
4πε 0 r 2





∫ E • da = E(r) 4π r
(iii) ピア・ラーニングのような能動的学習を取り入れてみたい
左辺＝

2

S

r/R
右辺＝

Q 1

V (r ) =
4πε 0 r

⎧ 0 ,r < R
⎪
1
Q
= ⎨ 4 π R 2σ
ε 0 enclosed ⎪
,r > R
ε0
⎩
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r/R

（２）対面授業 (演習活動)
(ii)ピア・ラ ーニング (理解を学生ペアーで説明をし合う)
対面授業

①ペアーで考える問題の内容と進
め方を確認（問題に一連の複数の
小問があることが重要）

線電荷分布の持つ空間対称性から、如何
に、電場の示す空間対称性を引き出すか？

②ペアーで問題を議論する（５分間）
理解が十分でないところは４人？
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（２）対面授業 (演習活動)
(ii)ピア・ラ ーニング (理解を学生ペアーで説明をし合う)
対面授業

③「ペアー（３組）による壇上での簡潔な説明」と
「授業者による補足とフォロー」を通した解答の共有

21-Dec-2014 私情教…事例研究対話集会

（２）対面授業 (演習活動)
(ii)ピア・ラ ーニング (理解を学生ペアーで説明をし合う)
対面授業

授業支援ボックスの機能イメージ

直前に授業者から知識伝達された内容を
学生同士がペアーで説明をし合う
1.

VLE 開発プロ

授業支援ボックスの機能イメージ
1.

授業支援ボックスの主な機能

④ペアー間で相互に「全体で共有
された考え方を説明し合い」＋
「ルーブリックにもとづいてその
説明を相互評価（５分間＊２）」

・紙の小テストをスキャンし、LETUS 上の課題と紐づけて電子化（PDF）

VLE 開発プロジェクト

・手書きの学籍番号と採点を基に、OCR 機能で採点を登録し，学生ごとに PDF を分割して配付。

授業支援ボックスの主な機能

・スキャン結果（学籍番号・得点）の一覧（Excel）と学籍番号順にソートされた PDF を提供
・紙の小テストをスキャンし、LETUS 上の課題と紐づけて電子化（PDF）
2. 機能検証について
・手書きの学籍番号と採点を基に、OCR 機能で採点を登録し，学生ごとに
PDF を分割して配付。

2.
1

3.

・検証期間：平成 26 年PDF
10 月～11
月（2 か月間）
【※10/9 のより利用可能になりました】
・スキャン結果（学籍番号・得点）の一覧（Excel）と学籍番号順にソートされた
を提供
	
 
・設置場所：神楽坂キャンパス 9 号館 4 階 教員室
機能検証について
3. 操作イメージ
・検証期間：平成 26 年 10 月～11 月（2 か月間）
【※10/9 のより利用可能になりました】
(A) 教員室の複合機で、LETUS に設置した課題を選択
(B) 小テストを複合機に設置し、スキャニングのスタート
・設置場所：神楽坂キャンパス 9 号館 4 階 教員室

操作イメージ
(A) 教員室の複合機で、LETUS に設置した課題を選択

『一歩一歩学ぶ生命
科学（人体）』渋谷
まさと先生のアクティ
ブ・ラーニングの講
演＠第3回高等教育

(B) 小テストを複合機に設置し、スキャニングのスタート

スキャンニング＆OCR
(C) スキャニングが始まる

(C) スキャニングが始まる

(D) スキャニング＆OCR の結果がメールされる

(D) スキャニング＆OCR の結果がメールされる

Moodleへ電子返却
(E) LETUS でレポート(PDF)を返却

開発フォーラムで学
んだ
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(E) LETUS でレポート(PDF

（２）対面授業 (演習活動)
(i) 問題演習 (学生個人にその場で問題を解かせ,授業者が解説をする)

？
評価

な
定的

否

(ii)ピア・ラ ーニング (定性的な理解や概念を言葉により学生ペアーで説明をし合う)

成績上位者は問題演習を, 成績下位者はピア・ラ ーニングを好む傾向が
あり、理解度や能力,興味,意欲等が異なる学生相互の活動であることをふ
まえながら,適切な難易度設定や課題設定をする難しさを痛感させられた.

１年

専門 必修 約１００人という科目の特性によるものなのか？
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反転授業を試行した授業
理学部 物理学科 科目系統図

反転していないがアクティブ
ラーニングを試行した授業
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３年生

専門選択科目（３０人）の場合のアクティブラーニングは？
物性論２（磁性）
http://nsmsxserve02.ph.kagu.tus.ac.jp/Magnetism1/page5/page5.html

３準位系の比熱の温度変化の概形を2準位系のそれを
用いて定性的に議論する、といったグループワーク
グループワークのおかげで授業内に自分の気が
付かなかった疑問点やよく理解した部分を明確
にでき、また疑問点の解決を授業内に行ったこ
とで理解の手助けになったと感じる。 。

」のク
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グループワークは2つの意味で相互の理解につ
ながり良かったと思います。自分の理解度を図

るためのもの、相手がどのように理解していて
それをどのように捉えるかといった2つの意味
です。実際に記憶の定着につながったし、それ
によって理解も深まったと思います。
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授業の反転化により生み出された時間的余裕により
(i)『単元毎にテストをしてこまめな評価をしたい（期末試験一発評価は避けたい）』
も実現できる

５回目

答
した

採点

色々な電荷分布の作る電場の計算

授業支援ボックスの機能イメージ

６回目〜８回目

授業支援ボックスの主な機能

・紙の小テストをスキャンし、LETUS 上の課題と紐づけて電子化（PDF）

小テスト２（６０分）：ガウスの法則による
1. 授業支援ボックスの主な機能

VLE 開発プロジェクト

・手書きの学籍番号と採点を基に、OCR 機能で採点を登録し，学生ごとに PDF を分割して配付。

・スキャン結果（学籍番号・得点）の一覧（Excel）と学籍番号順にソートされた PDF を提供
・紙の小テストをスキャンし、LETUS 上の課題と紐づけて電子化（PDF）
2. 機能検証について
・手書きの学籍番号と採点を基に、OCR 機能で採点を登録し，学生ごとに
PDF を分割して配付。

色々な電荷分布の作る電場の計算
2.

3.

１２回目

VLE 開発プロ

授業支援ボックスの機能イメージ
1.

１０回目〜１１回目

な
やか

速

案の

小テスト１（６０分）：クーロンの法則による

９回目

返却

電子

１回目〜4回目

・検証期間：平成 26 年PDF
10 月～11
月（2 か月間）
【※10/9 のより利用可能になりました】
・スキャン結果（学籍番号・得点）の一覧（Excel）と学籍番号順にソートされた
を提供
・設置場所：神楽坂キャンパス 9 号館 4 階 教員室
機能検証について
3. 操作イメージ
・検証期間：平成 26 年 10 月～11 月（2 か月間）
【※10/9 のより利用可能になりました】
(A) 教員室の複合機で、LETUS に設置した課題を選択
(B) 小テストを複合機に設置し、スキャニングのスタート
・設置場所：神楽坂キャンパス 9 号館 4 階 教員室

操作イメージ

(A) 教員室の複合機で、LETUS に設置した課題を選択
小テスト３（６０分）：ビオ•ザバールの法則と

(B) 小テストを複合機に設置し、スキャニングのスタート

アンペールの法則による色々な電流分布の作る磁場の計算
１３回目〜１４回目
１５回目

(C) スキャニングが始まる

到達度確認テスト（７０分）：全範囲
(C) スキャニングが始まる

(D) スキャニング＆OCR の結果がメールされる

(D) スキャニング＆OCR の結果がメールされる

Moodleへ電子返却
(E) LETUS でレポート(PDF)を返却

スキャンニング＆OCR
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(E) LETUS でレポート(PDF

授業の反転化により生み出された時間的余裕により
『単元毎のテスト結果に基づいたふりかえり（簡易学修ポートフォリオ）』

も実現できる
１回目〜4回目
５回目 小テスト１（６０分）：クーロンの法則による
色々な電荷分布の作る電場の計算 1. 授業支援ボックスの主な機能

授業支援ボックスの機能イメージ
VLE 開発プロジェクト

・紙の小テストをスキャンし、LETUS 上の課題と紐づけて電子化（PDF）

６回目〜８回目

・手書きの学籍番号と採点を基に、OCR 機能で採点を登録し，学生ごとに PDF を分割して配付。
・スキャン結果（学籍番号・得点）の一覧（Excel）と学籍番号順にソートされた PDF を提供
2.

機能検証について

・検証期間：平成 26 年 10 月～11 月（2 か月間）
【※10/9 のより利用可能になりました】
９回目 小テスト２（６０分）：ガウスの法則による
・設置場所：神楽坂キャンパス 9 号館 4 階 教員室
3. 操作イメージ
色々な電荷分布の作る電場の計算
(A) 教員室の複合機で、LETUS に設置した課題を選択
(B) 小テストを複合機に設置し、スキャニングのスタート

１０回目〜１１回目
１２回目 小テスト３（６０分）：ビオ•ザバールの法則と
アンペールの法則による色々な電流分布の作る磁場の計算
(C) スキャニングが始まる

(D) スキャニング＆OCR の結果がメールされる

(E) LETUS でレポート(PDF)を返却

１３回目〜１４回目
１５回目

到達度確認テスト（７０分）：全範囲

Moodleへ入力

小テスト毎に、何が学べたか？学べなかったか？について記述してふりかえり、学生間
で共有する簡易学修ポートフォリオをMoodleのデータベース機能を使って試行している
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授業の反転化により生み出された事前オンライン学習により
知識伝達のプロセスにおいて、幅広いスペクトルを持つ受講者に

対応できる
事前学習の１週間

小テストまでの２週間
5回目 対面授業

視聴回数
停止,巻き戻し,再生などが何度
でも自由にでき,自身にとって落

7回目 小テスト

ち着いた環境で視聴できるとい
う特性は評価できるか?
結果
ート
ンケ
ア
な
定的
に肯
常
非
授業の復習やテスト勉強にも活
用できる (できた)と思うか？

時間

課せられた動画視聴

自発的に視聴して復習に活用
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（３）まとめ
授業の反転化によって
事前オンライン学習では、動画視聴型の特性により
(i) 知識伝達プロセスにおいては、受講者の幅広いスペクトルに対応.
対面授業時間では,授業の反転化により生み出された時間的余裕により、
(i)各単元の小テストの実施とそれにもとづくふりかえりの実施
(ii)能動的活動の実施
教え合いというピア・ラーニング、最適なタイミングでの問題演習
能動的活動については、受講者の幅広いスペクトルに対応できるように、まだまだ工
夫しなければならないが,反転授業は対面授業時間外の学習時間を担保でき,自由度の高
い授業展開が可能である点からも,検討するに値する方法論である.
さらに FD の視点からは,反転化のプロセスで,これまでの1 回分の講義を学習要素に分
解して構造化することが迫られるため,これまでの授業のどの部分がビデオ学習による
知識伝達で十分であるか？,その知識伝達を前提にした時に,授業のどの部分を問題演習
やピア・ラーニングで学習させるとより効果的になるのか？について分析が進むこと
が明らかになったことは収穫であった.
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補足その１

「物理学」反転授業のデモコースを閲覧できる ように東京理科大学のMoodle上に
（2014年年内に限り）仮置きしてありますので、必要に応じて参照してください
非常に稚拙な内容であることは重々承知しておりますが、これから反転授
業を自身で試行される方の何かの参考になればと思い準備しています。

https://letus.ed.tus.ac.jp/enrol/index.php?id=22756
ゲストモードで入って頂き" ﬂipped "のパスワードを入力してください。なお,動画 (mp4 ファイル形式)
の再生を HTML5 で行っていますので,WebブラウザーはChrome あるいは Safari で閲覧してください.
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補足その２
『演習はパターン学習の場になっていないか？学生は手続き的知識を習得し
て，実はわかっていないのでなないか。（徐 先生＠話題提供②）』を受けて
Step1で,Step2で…というふうに、解き方のパターンを教えて
いるだけで、手続き的知識は与えているが物理は教えていない
のではなかと思えてしまいます。

自身の言葉でそれを説明する行為は大変意味
があると考えて、面電荷分布、線電荷分布、
点電荷分布では電荷分布の次元の違いがどの
ように電場の距離依存性を変えていくのか？
を考えさせ、ペアー間で説明しあう演習をし
てみましたが、パターン化された問題で答え
が出るような問題と趣が違うと（学生にもよ
りますが）反応はイマイチで、反転してせっ
かく作り出した時間がアクティブラーニング
になっているかは甚だ怪しい気がします
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