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協働学習を省察する 
全天球授業観察システムの開発 

 



*

学習意欲の向上 学力の向上 

「アクティブ・ラーニング」 
主体的・対話的で深い学び 

学習者の能動的な学習への参加を取り入れた学習方法 
「発見学習」「問題解決学習」「体験学習」「調査学習」 
「ディスカッション」「ディベート」など 

 
主体的かつ協働的な問題発見・解決の場面を経験する必要がある 

 

学習者同士がお互いに働きかけ合いながら協力して学ぶ 

協働学習 

（横山 2013） 

（文科省 2014） 

（文科省 2014） 

育成すべき資質・能力 ⇒ 思考力・判断力・表現力 



*

 
 

授業映像を蓄積し視聴することで 
自身の授業の振り返り・他の授業を参考にする（中村 2015） 

 
 

省察を目的とした授業記録 

授業アーカイブシステム 

省察が教師の専門職としての成長に繋がる（坂本 2008） 

授業全体を俯瞰したような 
映像が多い 

 
協働学習のような 

学習場面で記録が困難 



*

協働学習を省察するための 
全天球授業観察システムの開発 

システムの有用性について評価し 
システム改善のための基礎データを得る 



・上下左右360度撮影可能 
・無線接続で携帯から操作可能 
・画像サイズ：1920×1080 / 1280×720 
・撮影可能時間：45分 / 2時間13分 
・動画フレームレート：30fps / 15fps 
・有効画素数：約1200万画素 

 
 
 

*



*  
2016年4月19日 
長崎大学教育学部  
9名 （3名 / 1グループ） 
授業名 インターネット活用 
『メディアリテラシーについて』 
協働学習：約20分 

ビデオカメラ 1台
THETA S  3台 
iPhone   3台 



←講義概要 

↓全天球動画 

←俯瞰動画 

*
【 システムの機能 】 
・再生及び停止  ・音量調節  
・画質調節  ・速度調節  
・自動再生  ・フルスクリーン切り替え 



【 評価項目 】 
・システムの機能面（3項目） 
・学習者の様子（11項目） 
・システムの応用（7項目） 
・使用場面（自由記述） 
・長所（自由記述） 
・改善点（自由記述） 

対象者：大学生30名 
①操作説明 
②10分程度システムを使用 
③アンケートの回答 
  （主観評価） 

*

【 使用機材 】 
・コンピュータ ・マウス ・スピーカー 



*

質問項目 
肯定 
回答 

否定 
回答 

結果 
両側 
検定 

動画をスムーズに見ることができた 27 2 ** 

Webページのデザインは見やすかった 29 0 ** 

視聴するための操作は容易だった 29 0 ** 

**：p＜.01 

システムは安易に操作することができる 



*

質問項目 
肯定 
回答 

否定 
回答 

結果 
両側 
検定 

学習者の対話内容を聞きとれた 26 3 ** 
学習者の視点を観察できた 27 2 ** 
学習者の表情を観察できた 29 0 ** 
学習者の身振り手振りを観察できた 28 1 ** 
学習者が筆記する様子を観察できた 26 3 ** 
話し手が誰であるかを観察できた 29 0 ** 
聞き手が誰であるかを観察できた 26 3 ** 
一人ひとりの学習者の様子を観察できた 28 1 ** 
グループの様子を観察できた 27 2 ** 
学習者の態度を観察できた 29 0 ** 
議論の雰囲気を観察できた 26 3 ** 

**：p＜.01 
グループ活動を詳細に観察できる 



*

質問項目 
肯定 
回答 

否定 
回答 

結果 
両側
検定 

授業の振り返りに役立つ 29 0 ** 
授業の振り返りに使いたい 26 3 ** 
授業を振り返るツールとして興味深い 28 1 ** 
全天球動画は授業の振り返りに有用だ 26 3 ** 
グループの活動の記録として有用だ 29 0 ** 
グループ活動の際教師の見落としを妨げる 29 0 ** 
教師が学習者の実態を把握できる 28 1 ** 

**：p＜.01 

授業後の省察に有用である 



 
 
・グループ学習の際に使える 
・教師が授業を振り返る時に使える 
・成績をつける時に使える 
 

 

・学習者の表情，発言，手元，視線がわかる 
・グループの雰囲気がわかる 
・360度全体を見ることができる 

 
・映っているのが１人なので複数人見れると良い 
・画質が荒かったため記述内容までは見ることができない 
 

*
使用場面 

長所 

改善点 



【 結果 】 
・グループ活動を詳細かつ容易に観察できる 
・授業後の省察に有用である 

【 今後の課題 】 
・全天球動画の解像度について検討する 
・必要な機能を選定して改善する 

システムの有用性をアンケート調査 

*
協働学習を省察するための全天球授業観察システムの開発 

大学生30名による主観評価 

【 システムの機能 】 
・再生及び停止 
・音量調節  
・画質調節 
・速度調節  
・自動再生 
・フルスクリーン切替 



*
*中央教育審議会 （2014） “初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（諮
問）” http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1353440.htm （参
照日 2017.1.30） 

*文部科学省（2014） “新しい学習指導要領が目指す姿” 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1364316.htm （参照日 
2017.1.30） 

*ドナルド・A・ショーン 『省察的実践とは何か―プロフェッショナルの行為と思考―』 鳳書
房 2007 

*中村 千秋,大谷 晶久,寺側 喜國,藤木 卓,山路 裕昭 （2015） “長崎大学教育学部授業アー
カイブシステムの概要とその運用” 1:77-86 

*横山隆光,竹中正仁,加納由佳里,渡邊恵子,長井円覚,西川敏克,中山雄一郎,鈴木淳子 “中学校
数学・理科におけるタブレットPCと電子黒板を活用した協働学習” 教育情報研究 29（3･
4）,pp.37-42,2013 

*坂本篤史,秋田喜代美 “授業研究会議会での教師の学習―小学校教師の思考過程の分析―” 
秋田喜代美・キャサリンルイス編, 授業の研究教師の学習・レッスンスタディへのいざない 
秋田書店 2008 

*曾 儀婷 （2016） “協働学習を取り入れた聴解授業の試み―グループ活動を通して―” 
http://ir.lib.hiroshima-
u.ac.jp/files/public/4/41585/20161227093016594714/JIntEduHU_20_1.pdf （参照日 
2017.1.30） 

*阿部 昇 『アクティブ・ラーニングを生かした探究型の授業づくり』 明治図書 2016 

*日比 裕,的場 正美  『授業分析の方法と課題』 黎明書房 1999 



【 結果 】 
・グループ活動を詳細かつ容易に観察できる 
・授業後の省察に有用である 

【 今後の課題 】 
・全天球動画の解像度について検討する 
・必要な機能を選定して改善する 

システムの有用性をアンケート調査 

*
協働学習を省察するための全天球授業観察システムの開発 

大学生30名による主観評価 

【 システムの機能 】 
・再生及び停止 
・音量調節  
・画質調節 
・速度調節  
・自動再生 
・フルスクリーン切替 


