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コロナ禍の応急措置
急遽、ほぼ強制的にリモート（遠隔）授業に切り替え
四苦八苦しながらの、試行錯誤
「今あるもの」で工夫

今までオンライン教育には消極的であった機関・教員もリモート授業
皆が入り口に立つことができた
教室で行う授業が多様であるように、オンライン教育も多様
コロナ禍の一時的措置ではなく、これが教育の質向上につながるように



大学におけるオンライン授業実施率
出典：デジタル・ナレッジ



オンライン授業導入時期
出典：デジタル・ナレッジ



私のオンライン教育との出会い



CMCとしてのオンライン教育
 CMC（computer-mediated communication)
 Webブラウザーの登場以前の時代
CoSyというカナダで開発された文字会議システム

英国オープン大学がエレクトロニックキャンパスとして80年代後半に採択
文字のみによるコミュニケーション（CLI:command-line interface)
グループディスカッションや協同学習
文字で表現することの重要性
非同期の重要性



新しい教育形態としてのオンライン教育
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国際協働グループ授業
私の博士論文

Intercultural Telecollaboration: 
A Field Experiment Based upon a Heuristic Telecollaboration 
Model of Collaborative Writing through the Internet（1995）

日本のN大学 米国のH大学

ISDN



当時の技術的制約
国際的にビデオ会議をすることが非常に困難であった
通信帯域の問題
通信コストの問題
端末の問題→ビデオ会議システムを必要とした

学生同士のグループワークをすることが非常に困難であった
協働作業（collaborative writing)においてバージョン管理の必要性
協働で何かを遠隔でしながらコミュニケーションを図ることの難しさ



ロチェスター工科大学（RIT)での経験
 1995年9月～1998年5月 Department of Information Technology
のAssistant Professorとして勤務

学部は対面授業
大学院は遠隔授業
FirstClassというグループウェア
教科書と課題中心
週一回のオーディオ会議

• 設立されたばかりの遠隔教育研究所研究員第1号就任



神田外語大学での経験
 2008年9月～現在 ハンガリーのKaroli Gasper Universityとの合
同授業
ハンガリーで日本語を学んでいる学生
「デジタルメディアとコミュニケーション」の受講生
グループで日本語と英語で合同プレゼンテーション
 Facebookを使ったクラス全体のコミュニケーション
 FacebookのビデオチャットやSkype/Zoomを使ったグループコミュニケーション
 Google スライドやPreziを使ったプレゼンテーションの作成



放送大学での経験
 2015年放送大学で初めてのオンライン授業科目制作
LMS（Moodle）を教材配信と小テストに使用
単位認定試験は対面で
オンライン授業制作支援ユニット長として制作と評価担当

 2016年からフルオンライン授業科目担当
LMS（Moodle)上で完結

 2017年～2018年 オンライン教育委員会委員長
オンライン授業ガイドブック作成



放送大学のオンライン授業
 オンライン授業科目
2016年度から実施
LMS（Moodle）上で完結
非同期（リアルタイムの活動は基本的になし）

 Web面接授業
全国の学習センターで行っていた面接授業の代替措置
Zoomのみ型・オンデマンド型（Google Classroom使用）・併用型
（ZoomとGoogle Classroom）
2020年7月に実施 － 全部で約80科目ほど



質の高いオンライン教育とは
多様なオンライン教育
今考えなければいけないこと ＝ どうしたら学習者が効果的に学べるか
多様な学習者の学習スタイルやニーズに柔軟に対応すること
学習者の視点で設計する教育
ラーニングデザインの考え方

学習者の立場に立って学習目標を達成できるように課題や教材、コミュニケーショ
ンといった活動を設計
知識の伝達から、よりよい学びのデザインへ



ラーニングデザインの考え方

学習課題

学習リソース・
コンテンツ 学習支援

評価



質の高い教育とは
学習理論が示す考え方の変遷

教育は刺激に対して適切に反応するようにすること行動主義

教育は知識を与えて長期記憶にとどめるようにすること認知主義

教育は頭の中で意味を構築できるようにすること構成主義



コネクティビズム(connectivism)の考え方
 2005年に当時カナダのアサバスカ大学の教員であったGeorge Siemensが提唱
 情報は作られ、維持され、活用される
 知識は、意見の多様性から生み出される
 学習とは、特定のノードや情報源をつなげていくことにある
 ネットワークとは、情報やリソースを共有するために複数のノードをつなぐことで成り立つ
 どうやって的確な情報を見つけるのかを知ることは、その情報を知ること以上に重
要である

 概念や考え、分野のつながりや関連性を理解できることが重要である
 教育においては、学習コミュニティを活性化させることが重要である



コネクティビズム(connectivism)の考え方
“The pipe is more important than the content within the pipe. Our ability 
to learn what we need for tomorrow is more important than what we 
know today.” --- George Siemens 

パイプはその中身より重要である。明日必要なことを学ぶ能力
は、今何を知っているかより重要である。



現代の教育が目指すべきもの
 Society 5.0の時代
AIにより、必要な情報が必要な時に提供される社会（内閣府）
サムライ（士）業がAIにとってかわられるかもしれない時代

Society 5.0における教育
機械的なことは機械に任して、創造的なことを行う能力を養う

創造的なこと ＝ 共感力を駆使して問題解決を行うこと
他者と役割分担して協力・協働できること

自己実現を可能とする
個性を伸ばす
自律的な学習者を育てる



目指すために何が必要か
 学習者の好奇心・探求心・問題意識からくる目的意識
主体的な学び
探求心を促す環境
すぐに答えを出さない教育
「教える」から「学ぶ」へ内発的動機の誘発

 目指すものに到達できるようにするサポート ＝ スキャホールディング
 講義中心（知識伝達）から学習活動中心（知識構築）へ
 学んだことが可視化できること



自己決定理論
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日本の現代教育の壁
時間に基づく単位制度の限界
一斉集合教育・画一的教育の限界
 ICT活用教育の限界
分野で分けることの限界
学年で分けることの限界
教員の教育力と役割の限界
学位の限界
成績評価の限界



今が壁を突き破るチャンス
時間からの解放 → インプットではなくアウトプット重視
画一的教育からの解放 → 個別最適化学習
目的としてのICT活用教育 → 個々の学習者に合ったツール使用
分野からの解放 → 分野を横断して学際的な学び
学年からの解放 → 個人のペースに応じた学び方
教員の役割の柔軟性 → ガイドやメンターとしての役割
学位からの解放 → マイクロクレデンシャルの活用
成績評価の柔軟性 → ある一時点の記憶や理解ではないパフォーマン
ス評価



生涯学習パスウェイの考え方
生涯にわたった個別最適化学習
教育制度に縛られない、自由で柔軟な学習
個々人の学習スタイル・学習進度・学習目標・興味関心・その時々の学
習ニーズによって、学習コンテンツ・形態・ペース・学習方法・学習の場など
を選択
人工知能（AI)アシスタントによるコンテンツ・リソースの選別

学習成果は、デジタルクレデンシャルやデジタルバッジという形でポートフォ
リオに登録
ポートフォリオは個人が管理



生涯学習パスウェイ
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kaoki@ouj.ac.jp
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