
1 まえがき

中部大学では様々な授業改善ツールが大学教育研究

センターで準備されている。例えば、Webや携帯電

話を用いて「学生による授業評価」を行い、結果を

Webで公開している。

加えて、同センターは授業改善を目的としたＦＤ活

動を推進し、その効果が確認されている１）－２）。また、

双方向授業を支援する本学クリッカーシステムCumoc

（ChubuUniversityMobileClicker）３）を学内に展開

している。さらに、総合情報センターではe-learing

の利用１）５）を推進している。

一方、本学では授業改善年間計画（プログラム）を

実施しており、各教員は年度開始時にその計画案を提

示し、その内容にそった授業改善を実施して、結果を

学長に報告している。

筆者の石鍋は、このプログラムとして、本論文の内

容を計画した。かねてより、石鍋はCumocを利用し

た授業改善を実施しており、これらを利用する効果を

実感してきた。さらに、今回e-learingを利用して更

なる授業改善を目指した。

この実施に当って、かねてより利用してきた、この

両センターのCumocおよびe-learningシステムを用い

て、さらに効果を出すべく自分なりの検討を実施した

ので、その結果を報告する。

2 目標設定

前述した「学生による授業の評価」には８種類の項

目があるが、その中の特定の評価値に対して、目標値

を設定して、この授業改善の目的を達成することとし

た。

具体的には、担当する４科目週６コマの授業のすべ

てに対して、上記、学生による評価値を4.5（最大5.0）」

にすることを目標に掲げた。ここで、評価値は様々あ

るが「受講生がこの授業を受けて良かった」と回答す

る率で評価した。評価値が4.5とは90％以上が受講し

てよかったと回答することに対応する。その設定値を

用いた理由を次に述べる。

杉井らのＦＤ報告書２）では、授業効果を、その理解

度とすることの意義を述べている。しかし、本論文で

述べる共通科目の場合、学科を超えた授業であるため、

学生の専門が異なることや、近年、CADなどへの関

心が下がるなどの危惧が予測されていることから、上

記の設定を掲げて、授業主旨への満足度を評価として

いる。

さらには、本報告では、授業効果の細かい内容理解

度を高めることが授業の中心課題でないことを述べた

い。即ち、受講した学生に、授業を受けて良かったか

どうか、その一点がとても大切なことであることを指

摘したい。この点に集中して、授業効果を分析した。

特に、なかなか受講意欲が高まらない学生への意欲改

善につなげるための、「双方向授業の実践」の結果を

述べることとする。

本プログラムで、目的を概ね達する授業効果を確認

できたが、当初予想していなかった課題の認識も得ら

れたので、その概要を報告する。

以下に指摘する内容を正しく御理解いただくために、

３節 ではまず、４科目の授業の特徴を記載する。

3 実施した授業の概要と特徴

４科目のうち、３つの科目は工学部のコンピュータ

支援関係の授業である。この３つの科目の授業を週５

コマ実施している。石鍋は企業経験があり、製品設計

を目的としたCAD及びCAE（コンピュータ支援工学）

の専門家・研究者であり、工学部の２年～４年生にこ

の分野を教えている。受講する学生の多くは、この分

野の重要性と内容を習得し、卒業後に仕事として関係

する。受講した学生は、これらの内容を体験的・学問

的に理解した実感を持つが、このような学生を100％

にすることが本検討の目的でもある。

残り一つは、全学共通課目の授業である「数学の考

え方」である。文系の学生が70％であり、多くの学生

は「数学」が社会でどのように役立つかを理解するこ

とで授業を受けたことを評価してくれている。この効

果をより高めることが今回の論文検討の目的でもある。

これら全ての授業は、講義用教室でなく、CAD室

および総合情報センターの教室を利用している。その

理由は、この４科目全ての授業では、CADや CAEの

作業に必要なパソコン利用を前提としている為である

が、加えて、授業と関係する内容を、自主的にインター

ネットで調べさせることを可能にするためである。
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そのため、結果として、上記のCumocやe-learning

（BlackboardLearn）を利用できる教育環境でもあ

る。

本検討においてCumocの利用は重要な役割をもっ

ている。その理由を説明するために、図１にCumoc

の概要を示した。

特に、コンピュータに不慣れな学生は、それらの専

門用語を理解できないことから、受講を断念する。こ

の対策がまず重要である。

機械系、建築系の学生の場合でも必ずしも一律に

CADが好きとは言い切れない。加えて、化学や情報

系の学生は製品設計として重要な商品の形状認識が不

十分である。

以上のことから、全学科の学生に教える際に、基本

的な知識の理解度を確認しながら進めることは非常に

重要である。

授業中

先生が学生に理解度確認の質問を実施

→ 学生は無記名で回答

→ 授業中に結果を確認（学生にも開示）

→ 授業を即座に改善していく

十分に理解できない学生に的確な対応が可能

図１ Cumocの特徴

3.1～3.4で授業の内容を簡単に紹介する。これらの

図は、各授業を受講した学生らの最終レポートを示し

ており、それらの授業の特徴を示すために記載した。

3.1 コンピュータ支援工学Ａ６）

これは、工学部共通の２年以上の３D-CAD教育で

ある。機械工学科や建築学科及び都市建設工学科では

CADが必須であるが、本授業では情報工学科や電子

情報工学科、電気システム工学科及び応用化学科の学

生も多数受講しており、３次元CADを楽しみながら、

その基本をマスターさせている。昨秋の受講希望者は

２クラスで170名ほどあったが、抽選で120名ほどが２

クラス（各60名以内）で受講した。受講者は増加傾向

にある。その理由として、３D-CADは３D-プリンター

との連動７）によるコンピュータ利用設計技術として企

業では益々重要となっている為と考えられる。さらに、

文系の学生や聴講生も数名受講した。

図２ コンピュータ支援工学Ａの作品例

（ピアノとバイオリン：楽器好きな

機械工学科２年３名チームの作品）

授業ではSOLIDWORKS８）を用いて基礎及びある程

度高度な機能を習得させており、さらには、図２に示

したように、各２名～３名のチームで自由課題を課し

て、希望する作品を作成させている。

3.2コンピュータ支援工学Ｂ

同じく工学部共通３年以上の授業である。この授

業６）ではコンピュータによる材料設計CAEから製品設

計CAEの先端技術を体験させることにより、これら

CAEの概要を理解させ、多くの会社で利用している

CAEを実施できる基礎能力を身につけさせている。

具体的には、材料設計CAE教育として、ODESSEY

を利用した分子シミュレーションを体験的に学習させ

ている。さらに、LS-DYNAやABAQUSを利用させ

て製品設計CAEを体験させている。

昨秋は一クラス開講し、工学部全体から３年生を中

心に50名ほどの学生が受講した。図３は図２と同様に

学生がまとめた報告内容である。

図３ コンピュータ支援工学Ｂのレポ－トの例

（電子情報工学科と情報工学科の学生によるレポート）

この授業の意義は学会６）でも紹介しその意義を評価

されている。
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3.3 コンピュータ応用工学

本授業では有限要素法（FEM）の概要を理解させ

るために、グループ単位でSOLIDWORKSを用いて

統合的に実習させており、加えて、材料力学による評

価との違いを理解させている。受講生は３年の機械科

の学生約100名であり、既に、応用工学を学習してい

ることから、毎回、積極的に取り組んでいる。

図４は、橋のデフォルメに対して様々な機械的特性

を解析した内容である。

図４ コンピュータ応用工学のレポ－トの例

（橋をテーマとして振動・剛性・流体などの

複合解析を実施）

3.4 数学の考え方

文系の学生に限らず、多くの学生は、卒業後に数学

がどのように実社会で役立つのかを、大学に入る前も、

入学後も理解していない。実社会では、数学の問題を

解くことの能力よりは、数学的思考が重要であり、そ

の大切さを理解させることは非常に重要である。なぜ

なら社会的な能率は、全て、数学的思考によって決まっ

ているからである。しかし、それらは、必ずしも数式

としての数学に帰結するだけでは意味がない。図５は、

文系の学生が相談して、パンケーキの焼き方の公式を

見いだしてレポートにした例であるが、本授業では、

このような能力をつけさせることが主題である。この

授業経験を通じて、数学的思考の大切さを理解しても

らえる。

4 実践した内容の概要

4.1 双方向授業とそのねらい

以上、３節では本論文で対象としている授業内容の

概要を示したが、４節では、本論文のねらいである双

方向授業の実践に関して述べる。

双方向授業とは、本大学教育研究センターが推進し

ている主旨でもあり、石鍋が目指している授業でもあ

る。

図５ 数学の考え方のレポート

（パンケーキの焼き方）

しかし、教員が所定の内容を教えて、それを習得す

るという基本パターンを授業と思う教員からは、双方

向授業は、異議を唱えられる表現だとも危惧される。

そのため、授業の本来の目的を再度確認したい。

大学の期間が、学生らが社会に出て活躍するための

時間と捉えることが大切である。

従来行われている、各学生が個別に教科書の内容を

理解し、それを習得し、一定の試験に合格することで

十分であるかが、重要な論点となる。特に、インター

ネットが普及し、情報が簡単に得られる時代になった

ことから、暗記よりも主体的思考力が重要になってき

ている。さらには、コンピュータを駆使できる力が益々

重要になってきている。加えて、実社会ではチームで

学習し、相談して課題に取り組む８）ことが重要になっ

ている。

図６には、双方向授業として意識している枠組みを

記載した。本プログラムでは、特に、理解度が低く落

ちこぼれていきそうな学生を、毎回の授業で確認し、

授業中に、理解度を高めていくことを重視し、そのた

めにCumoc１）を利用した。

教員の中には、学生を特定しないCumocの意義に

疑問を呈する方もおられる。確かに、卒研生と先生の

ような関係ではその必要はない。しかし、学科を越え

た授業をしている立場の先生の場合、理解できている

と判断して、授業を進めるのは危険であり、理解でき

ない内容をレポートに記載させるように指導して提出

させても、具体的な記載をする学生は、石鍋の担当す

る範囲で２割程度に限られる。本論文で設定した目標

値は高く、90％以上の学生に、受講の満足度を高くす

るには、それでは不十分なのである。また、今の学生

には、タイムリーな指導が必要である。
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図６ 双方向授業の枠組み

4.2 グループ授業

図６に示した枠組みのうち、グループ学習は重要で

ある。これは、チームワークを身に付けることが狙い

であるだけでなく、石鍋は学生の就職適正の向上を意

識している。

その理由として、石鍋が担当する範囲において、工

学部の１割程度の学生であるが、単独で授業を受けて

いて、学生どうしの会話がない学生ほど就職に苦労し

ているように見受けられる。

そのように石鍋が感じる理由として、企業ではその

ように単独で仕事したがる傾向の社員は活躍しにくく、

そのことから、就職適正がないと判断されることがあ

げられる。すなわち、グル－プ適正は益々重要と判断

している。

図７は、機械工学科のコンピュータ応用工学の授業

であるが、この学科の学生はチームワーク適正が高い。

図７ 機械工学科の学生のコンピュータ応用工学

の受講風景

図８は図書館で学習している文系の学生のチーム学

習の様子である。大学の勉強とは、このように学生自

らがチームで相談し、興味をもって取り組むものだと

思っている。教員はそのように学生を導くのが仕事で

ある。

図８ 中部大学図書館の文系の学生らによる自主的な

グループ学習の風景

4.3 Cumocの利用効果

Cumocを毎回授業で利用した。質問は２問から３

問とした。授業の最初の20分で、毎回の授業の重点課

題を説明し、それを理解したかの確認が中心である。

最初に、何を学ぶかを明確にし、さらに、その意義

や授業の流れ、概要を理解させて確認することを重視

した。

5 実践した内容の評価

5.1 評価の推移

図９は、Cumocで毎回無記名で確認した評価結果

である。全員が大変良かったと回答した場合が2.0に

なるように評価し、全員が大変悪かったと評価した場

合が－2.0となるようにしている。

図９ Cumocによる評価結果（横軸授業15回の

時間経過日、縦軸は、評価値）

図９に示した図中の縦線は、e-learning（Blackboard

learn）の掲示版の利用を開始した時点を示している。

これは各グループの内容を１枚に纏めさせて、授業中

に互いに見せあう仕組みの掲示版である。すなわち、

学生どうしが、互いに、相手のグループの内容をみる

ことで、刺激しあう仕組みである。

この図９は、重要な事実を示していると考える。そ

れは、時系列に対して、縦軸の値はクロスしないとい
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うことである。これは、全ての授業で授業効果がある

ことを単に示しているのではない。本プログラムによっ

て、毎回のＦＤ活動がよい結果を示していると単純に

喜べない。それは、最初の授業効果の高い授業ほど、

最終結果も高いということである。すなわち、受講生

の受講意欲の平均値（良い学生が集まれば高いという

主旨）が、結果に現れているにすぎないとの見方もで

きる。この点に関して、以下で追加指摘をしたい。

5.2 改善効果が少ない学生について

本検討においては、受講意欲が低く、改善されない

学生を重点的に意識することが重要である。これは、

ボトムアップという実社会の努力と同じ主旨である。

そのため、Cumocを利用した第２の目的は、受講

意欲が低い学生の把握とその分析による授業改善であ

る。

受講意欲は、授業改善によって全体的に高めること

ができるが、５％程度の学生にはその効果は残念なが

ら小さい。

表１に示す内容を指摘した理由は、授業のはじめに

簡単な文章を読んで聞かせ、その概要をCumocで確

認したが、５％くらいの学生は意味を取り違えて回答

し、その改善はそれほどしなかった。これ以外にも、

様々な工夫によって、その実体を把握した。その結果、

表１に示す内容が把握できた。

表１ 受講意欲が改善されない学生（？と記載）

の特徴

残念ながら、表１に示すような学生の基本的な姿勢を

直すことは簡単ではない、そのことは、図９に示す結

果から、以下の表２に示す内容が読み取れる。

石鍋は表１、表２に示した内容の改善努力を、特に

表３の第４項目の適用に努力した。具体的には、NHK

の教育番組を利用し、これら映像利用学習の効果を確

認できた。ここで、表２に示した受講生の受講意欲の

向上が、大学全体の問題であることを改めて指摘した

い。特に、初等教育はもとより、大学の初年次教育に

よって、読解力や主旨を理解する力を高めることの重

要性を改めて再認識した。

表２ 図９から読み取れる分析結果の要旨

6 まとめ

以上の教育実践検討で、２節で示した目標設定値で

ある4.5を達成できた。これには、Cumoc及びe-learning

（Blackboard）の利用が大変有効に寄与した。

さらに、「百の言葉よりも一つの映像」と言われる

ように、本学メディア教育センターの支援を受けて実

施した、映像の有効利用（NHK教育番組を取り入れ

た授業）の効果も大きい。中部大学においても、映像

を利用した教育の充実が益々重要であると指摘したい。

加えて、チーム学習９）の重要性を指摘できた。部活

などの教育効果としての重要性を指摘したい。

それにも増して重要なことを図９によって指摘でき

たと考えている。すなわち、大学の初年次教育10）にお

いて、「聞く力とそれを正しく理解する力」を高める

ことを実践することが重要である。
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５）坂元昴（文部科学省メディア教育開発センター長）

監修，中原淳・西森年寿：e-ラーニング・マネー

ジメント，Ohmsha発行

６）石鍋雅夫，岡崎明彦，細川健治，佐伯守彦：３次

元CADとシミュレーションソフトウェアを活用した

実践教育，DynamicsandDesignConference

2011，９月，日本機械学会

７）佐伯守彦，細川健治，石鍋雅夫，岡崎明彦：中部

大学におけるCADソフトを活用した設計教育の

紹介，工学教育，62-2，pp.67-72，2012

８）Solidworksのホームページ

http://ja.wikipedia.org/wiki/SolidWorks

９）ジェニ・ニコルソン，レスリー・ウイング・ジャ

ン：「考える力」はこうしてつける，新評論

10）濱名篤，川島太津夫：初年次教育（歴史・理論・

実践と世界の動向）丸善

教授 工学部 創造理工学実験教育科 石鍋 雅夫

教授 工学部 都市建設工学科 杉井 俊夫

教授 工学部 情報工学科 岡崎 明彦
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石鍋雅夫・杉井俊夫・岡崎明彦
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