ビデオ・オン・デマンド教材を用いた効果的な学習方略の開発
医歯学系
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1．はじめに

デル講義として、ビデオ・オン・デマンド教材を含め
たオンライン教材を作成し、学習者とモニターによる

カリキュラムとは教育活動の計画書であり、目標、

教育目標・方略の評価を実施した。

方略、評価の三要素からなる。目標については、シラ
も『

バスにおいて一般目標・行動目標という形で学習者
（学生）に明示されており、教育者（教員）は目標へ
の到達度により学習者を評価している。現在、学生に
よる授業評価アンケートによりある程度のカリキュラ
ム評価が可能である。しかしながら、教育者の評価、

とりわけ方略（資源・方法）については十分に評価が
なされていない。

そこで、カリキュラム向上を目的に、ビデオ・オン・

気∵淫，望・，灘讐難

デマンド教材を作成し、他大学の教員からモニターを
募集し、教育目標および教育方略が適正か否かを評価

鰯灘漏嫌蜘i㎜膨鰻郷

一『藤酬撫町 ・
噸僻綱嚇鯉卿鵡げ

するシステムを開発したので、ここに報告する。

図1．講義テキスト（左が口腔組織発生学で右が人
体発生学）

2．講義の実施ならびにビデオ・オン・デマンド
教材の作成

平成17年度においては、歯学部歯学科2年生（45
名〉を対象に「平成17年度人体発生学の手引き」（片面

オリジナルの講義テキスト、板書、PCプレゼンを併
用して講義を行っている「口腔組織発生学」（講義11コ
マ、実習9コマ）と「人体発生学」（講義9コマ〉をモ

58ページ）、3年生（53名）を対象に「平成17年度口
腔組織発生学の手引き」（片面71ページ）を作成した
（図1）。講義はすべて大学院生がビデオ撮影を行い、
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（講義開始頃は公開が遅れたが）1週間以内にビデオ・
助教授2名、講師1名、助手1名）と私立大学教員2
オン・デマンド教材としてインターネット公開した
名（教授1名、講師1名）であった。モニターは、人

（図2、3＞。URLは人体発生学が一
nii

ata−u．ac．

ノstreamin

生学がhtt：〃www．dent．nii

emb

olo

体発生学の講義を1コマ、口腔組織発生学の講義1コ

O5／で、口腔組織発

ata−u．ac．°ノstreamin

マを選定・閲覧し、閲覧した講義内容の評価を実施し

tooth一

devO5／とし、学外からも閲覧できるように、パスワー
ド管理とした（閲覧を希望する場合は大島までご連絡

を下さい。電子メールアドレスはhistoman＠dent．

た。併せて、学生による授業評価アンケートも実施し、

モニターによる評価と比較した。

3．学習者による授業評価結果について

垂幽p）。講義は板書とPCプレゼンを併用し、
プレゼンファイルについてもpdfファイルをダウン
ロードできるようにした。

人体発生学、口腔組織発生学の授業評価の集計結果
は図4・5に示すが、個別意見については表1・2に
まとめた。
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小テストの
改善点につ
いて自由に
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て下さい

図3．「人体発生学」講義オンデマンドの1コマ
（リァル・プレーヤー画面）

学外の教員8名、医歯学総合研究科の社会人大学院
生3名を選定し、モニターを依頼したが、実際に授業
評価を行ったのは国立大学法人教員5名（教授1名、

一14一

テスト前には小テストを返して欲しいです。

勉強の参考になるかも。／適切です。／
やってもやらなくてもいいと思う。／よ
かった。／途中で終わったので最後までし
た方がよいかと。／小学校の内容など、忘
れているのを思い出すにはよいと思う。／
変なプレッシャーもなく、楽しく受けられ
たのでよかったと思います。／出席は点呼
してもらった方が嬉しいです。／知らない
ことも多いので、それによって覚えるので
よい。／前回の授業の復習といった内容の

ものにした方がよいと思いました。／小学
校レベルの問題はいらなかったと思います。

ました。もう少し短くして、板書の時間を

高校レベルの問題を難易度を変えて何パ

でこれからも続けて欲しい。

ください。／分かりやすくておもしろいの

ターンかやってほしかったです。

テキストの
改善点につ
いて自由に
意見を書い
て下さい

その他講義
の改善点に
ついて自由

白黒でみにくい。／スライドと順が違って
いるところもあって、探している間に過ぎ
てしまったりするから、同じ順の方がメモ
しやすいと思った。／テキストを見るとこ
ろが前後するので、授業中使いづらい。／
反対側がノートになっていると嬉しいです。
なっていなくても特に困りませんが。／適
切です。／カラーでお願いします。／見に

に意見を書
いて下さい

り進めてほしいです。／話が行ったりきた
りしていて、どこの話をしているのかが少
し理解し辛かったと思います。

くい。字が小さすぎる。／カラーにしてほ
しい、白黒だと図が見にくい。／もう少し、

その他感 人体発生学好きです。／充実した内容の授

くわしく記述していただけるとありがたい
です。／ページが右側に印刷されていた方
が見やすいと思います。／章ごとの区分を
もう少し明確にお願いします。／テキスト
のどのページに板書を写すべきかわからず、
ずれた所に書いてしまいました。
板書の改善
点について
自由に意見
を書いて下
さい

想・意見を
自由に書い

順序がある図において、完成図しか見られ
ないので、後から復習しにくい。何が何に
変わるのか分かるようにお願いします／色
分けされており、ともてわかりやすいので
すが板書の途中で図などを大幅に変えられ
ると困ります。／適切です。／よかった。
／図がごちゃごちゃしがちなので、もう少

見やすかったです。

表1．人体発生学授業評価アンケート結果
（個別意見）
小テストの
改善点につ
いて自由に

うので自分でノートするときも気をつけたい。

に意見を書
いて下さい

意見を書い

メモをとる時間がほしいです。／PCで後

て下さい

から復習できないパワーポイントの画面が
あったりすると、不安になるのでやめて欲
しいです。／テキストの対応箇所がもっと
明確に分かるようにして欲しいです。／適
切です。／図などは絵を書かずに見せて、
説明を明確にするだけでもよいと思う。／

よかった。／説明が早くてついていけな
かったです。／もう少し時間を短く区切っ
てほしい。／スライドの内容に対して、そ
の移動が少し早かったです。
ビデオ・オ
ン・デマン
ドの改善点

について自
由に意見を

書いて下さ
い

かった。／ラングマンが絶版で買えません
でした。／発生学なんて必要ないと思う。
セル同様さっさとなくしてほしい。あると
しても基礎の部分だけで問題ないはず。こ
んなに時間をかける意味が分からない。／
黒板に書く絵（図）が、とても理解しやす

かった。／NHKの番組の映像などをとり

板書をノートに取る時間が欲しい。／図を
ノートにするのが大変すぎるのでテキスト
に載せていただけるとうれしいです。／黒
板を書き写すのが大変で、説明を聞く余裕
がありませんでした。／たくさんの色を使

ついて自由

業を有難うございます。／ビデオが面白

入れての授業だったので、視覚的な理解が
し易くて良かったと思います。／ビデオ学
習は効果的でした。そして板書の内容もわ
かりやすく、見やすかったです。／黒板が

しはっきりと書いて欲しい。／もう少し、

PCプレゼン
の改善点に

適切です。／図など、見せることで理解を
させることは多いものだと思うので、PCプ
レゼンをもっと使い、それ以外で板書でし
か説明できない部分の時間を増やしても良
いと思う。／レベルが無駄に高すぎる。／
説明が早くて（早口で）ついていけないの
で、適度に間をおくなど、もう少しゆっく

出題範囲が明確で勉強しやすかったです。
／良い復習になりました。／効果的だった
と思うが、出る範囲をもう少し限定しても
らえると勉強がしやすい。／小テストをし
て下さったお陰で、常に勉強をする姿勢を
維持することが出来ました。／採点がしに
くいと思いました。／開始時間が早い時が
ある。／効果的だったと思う。テスト勉強
にも役立つので、よかったと思う。／量の
わりに時間が短いことが多い。／小テスト
の解答となるような内容を、前週の講義で
カバーしてほしい。／採点時に答えを写し
ている人がいたので、自己採点の信頼性は

低いと思う。／右ページが空いていて、
ノートがとりやすくて良かった。／採点基
準が分かりにくいこともあった。／時間が
短くてわかっているのに書きこめないこと
があった（象牙質知覚のとき）。／前回の
講義の復習ができるので効果的だったと思
う。／行動目標が提示されており、小テス
トの内容がそれであったので勉強する意欲
も湧き、よい復習となった。／小テストが
あるおかげで毎回復習できたので大変だっ
たけど良かった。／毎回勉強することがで
きて、良かったと思う。／小テストがある
ことで復習をするようになったので良かっ

ビデオ学習はとても分かりやすく、かつ楽
しい／とても良いシステムだと思うので、
多くの授業で導入してほしいです。／見ら
れないことがあるんです。／1回の授業の
内容が少し多すぎる気がしました。／適切
です。／よかった。／家でもう一度見よう
とまでは思わない。テスト前だったら状況
は別かもしれませんが。／分かり易くてよ
かったです。／分かり易くて楽しかったで
す。／ビデオ学習時間があることは良いの
ですが、少しその放映時間が長く感じられ
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たと思います。／小テストがあると、毎回
の講義を自分で考えまとめることができる
ので、大変でしたが効果的だと思いました。
テキストの
改善点につ
いて自由に
意見を書い
て下さい

右が空欄になっていて使いやすかった。／
図がもう少し鮮明だと嬉しいです。／説明
をもう少しつけて欲しかったです。／エッ
センスが書いてあって良いと思います。も
う少し詳しい説明があったらもっと良いと

思います。／図が分かり易かったです。／
図の列挙ではなくストーリー性をもつテキ
ストにして欲しい。／図が多く載っている
が、その図についての説明文が少しでいい
ので、ついていて欲しいと思った。／図が
何番かを分かり易くして欲しい。／大変使
い易かったです。／裏に索引があればもっ
と使い易くなると思います。／図が多いた
め説明が少なく復習しにくい。／教科書的
な説明文をもっと載せてほしい。／ポイン
トごとにまとまっていて、分かり易かった
です。／かなり簡単にまとめてあったので、
全体を理解するには使い易かった。／イラ
ストも多く、よくまとめまっていたので何
を勉強すべきか明確であった。／細かなこ
とですが、テキスト内の図について、文献
名と解説の字の大きさが変えてあれば見や
すい。／カラーの方が見易いところもあっ
た。／図が載っていて、理解しやすかった。
／内容が詳しくて良かったが、あまり載っ
ていない部分もあり、少し偏りがあったよ
うに思う。／授業で説明してもらえないと
ころなど、箇条書きだと教科書を読んでも
理解できないところがあった。箇条書きで
はなく、説明文だとより良かったと思う。
／良いと思います。プリントを配布するよ
り、保存しやすく、書き込みも沢山できて
よかったです。／言葉の意味ももう少し詳
しく載っているといい。

板書の改善
点について
自由に意見
を書いて下
さい

ビデオ・オ
ン・デマン
ドの改善点
について自
由に意見を

書いて下さ
い

見落としたところを確認できて役に。／良
いことだと思う。／まだ見ていませんが、
復習に使うことができるので、とても助か
ります。／できればもう少し早く利用でき
るようになるとよかった。／ビデオで復習
できるシステムはとても嬉しいが、学外か
らみようとしてもできなかったので、もっ
と容易に見られれば良いと思った。

顕微鏡実習
説明（PCプ
レゼン）の
改善点につ
いて自由に
意見を書い

PCプレゼンでのデモで紹介する写真を全
てテキストに載せて欲しい。／実習書にど
んなところを見れば良いかがのっていて実
習が進めやすかった。／実習前に説明があ
るおかげで、授業の復習にもなり、また何
を観察すべきか明確となった。

て下さい

その他講義
の改善点に
ついて自由
に意見を書
いて下さい
その他実習
の改善点に
ついて自由

その他感
想・意見を
自由に書い
て下さい

分かり易かったです。／授業内容に対して
講義・実習の時間が短い。／もっと自由に

質問がしたい。／授業の始まりが少し早
かった。／このシステムは良いと思う。全
ての授業で対応して欲しいです。
テキストにあらかじめ実習で見るものが明
記されていたので、予習をして臨むことが
できました。／薦められた教科書が分かり
にくく、あまり参考になりませんでした。
／プレパラートの枚数が少なかったので、
ひとつひとつをじっくり観察できた。／後
ろの席は細かい所が見にくいです。／時間
が少なかったように思います。
申し分ないです。非常に分かり易かったで
す。／分かりやすく丁寧で良かったです。
／先生がとても熱心で良いと思います。／
臨床との関連性がもっと知りたかった11
／熱心に分かり易く教えて頂き、感謝して
おります。／板書、PCの使い方が効果的で、
講義の内容が分かり易かった。／この講義

はテキストがあり、講義と実習の内容も
載っているために、予習・復習がし易かっ
たです。／板書で説明しきれなかったとこ

たです。

いて下さい

トしたい。／PCプレゼンにあってテキス
トになりスライドがあったので、ぜひテキ
ストにも載せて欲しい。

いて下さい

しょうか。／絵描くのが速かった。／板書
をノートに写すのに必死で、説明を聞きそ
びれることがあったので、ノートに写す問
説明を待ってほしい。／復習の時に役立っ
た。／行動目標についてのポイントがよく
分かった。／見易かった。／主に、イラス
トで解説していただけたので分かり易かっ

に意見を書

いないので、ついていくのが大変でした。
／とても見やすいスライドだったので、コ
ピーができて、復習に役立てられればもっ
と効果的に学習できると思った。／プリン

に意見を書

とても見やすかった。／分かり易かったで
す。／教科書と同じ図を書くのは、たまに
面倒だな一と思った。でも最終的にはそれ
も大切なのが分かった。／板書を映すこと
に集中し過ぎるために、理解度が落ちてし

まう。板書に時間をかけ過ぎではないで

PCプレゼン
の改善点に
ついて自由

す。何故ならプリントアウト出来ませんで
した。／印刷可能にして欲しい。／テキス
トに載せるかプリントアウトできるように
して欲しいです。／もう少し時間をかけて
見たかった。習ったばかりの名称を早口で
次々言われると、まだ頭の中で整理できて

印刷できると嬉しいです。／プリントアウ
トできるようにしたいです。良いまとめに
なっていた。／プリントアウトできるよう
にしてくれれば、より勉強しやすかった。
／プリントアウト出来る様にして欲しいで

ろはPCプレゼンでカバーされていたので
よかった。

表2．口腔組織発生学授業評価アンケート結果
（個別意見）
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講義が概ね評価されたと言ってよい。但し、小テスト
とPCプレゼン、ビデオ・オン・デマンド教材について

テキストの
改善点につ

は両授業科目間で評価が分かれた。

いて自由に
意見を書い

個別意見においても、小テスト、オリジナルの講義
テキスト、板書、PCプレゼンは概ね評価されている様

て下さい

であるが、テキストについては、カラー化や見やすさ、

内容の充実を望む声が多かった。PCプレゼンについて
は、「口腔組織発生学」で「印刷をできるようにして

テキストの前半部にアンダーラインや網掛
けが随分と目立ちますが、重要項目を学生
自身に認識させる意味で、アンダーライン
等はつけずにおいて、講義中に学生が自主
的にマークするのを期待するやり方の方が
効果的ではないかと思います。／学生の質
が判りませんのが、良いと思います。成書
とは違う観点で、補うものが必要でしょう。
／テキストが教科書のまとめになっていて、
試験対策のための記憶には良いようだが、
本当の理解の手助けになっているか検証す

欲しい」という要望が数多くあった。小テストについ
ては、毎回実施した「口腔組織発生学」と数回しか実
施しなかった「人体発生学」で感想が異なっていた。

一方、ビデオ・オン・デマンド（見たい時に講義ビデ
オを見ることができる）教材の意見については、「人

体発生学」で「ビデオを用いたPCプレゼン」と混同
している学生が複数見受けられた。また、「その他の
感想・意見」に「発生学なんて必要ない」と言い切る
学生が存在した。

4．モニターによる授業評価結果について
モニターによる「人体発生学」、「口腔組織発生学」

の授業評価の結果は図6・7に示すが、個別意見につ
いては表3・4にまとめた。モニターの内訳は、専門
を同じ（口腔解剖学を専門）とする教員5名と他分野
を専門とする教員2名から構成されている。また、モ
ニターの一人からは、「1）学生の質の問題：どの程度
の力（基礎学力と理解力〉があるのか不明。2）講義
の資材が黒板と暗くしたスライド、マイクのみなので、
この点も限定した条件になる。」という意見を頂いて
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る必要があるのでは？／特にありません。
内容的には完成されていると思います。た
だ、授業中に「どこどこを見るように」と
いった指示がほとんどなく（1回だけだっ
たように思います）、うまく活用されてい
ないように思いました。／さまざまな教科
書から分かりやすい適切な図を選択して配
置しており、良くまとめられている。口腔
組織発生学のテキストより見やすい。図と
図の説明が同じ頁になく別な頁にまたがっ
ているものあり、非常に見づらい。発生学
は特に図だけを見ただけでは分かりづらい
ことが多いので、テキストのレイアウトに
は教育効果をあげる観点からも注意をすべ
きと思う。／素晴らしく、よくまとめられ
ており、また、講義の内容ともよく対応し
ており、申し分ないと思います（ただ、講
義予定表が最初のページになく、「口腔組
織発生学の手引き」のように最初のページ
にあっても、便利なのでは？とは思いまし
た）。／図の出典は、特に添えるべきもの以

外は、N。．をふって巻末にまとめて示しては

板書と多くの教材を提供していますが、重
複が多いこと、それぞれの関連性が希薄で
あることから、必然性を感じません。また、
これら教材が多すぎるために、学生はか
えって混乱したり、受動的になり易いと思
います。加えて、自分なりに形の変化を理
解したり、想像したりする余地がありませ
ん。教材をもっとしぼる（減らす）方がよ
いでしょう。前半を大幅にカットし、板書
とテキスト参照を重点化することを提案し
ます。／ビデオ教材や各教科書の挿入図を
コピーしたスライドを用いることによって、
効果的に示していると思うが、「ここは復
習」などと言う箇所も多く、もっと手短に、
その講義の単元に関する内容だけを中心と
した構成にし、それにより空いた時間を板
書に費やした方がいいのではないか。講義
時間の2／3もPCプレゼンに費やすのは、
講義室も暗い状態が長く続くことから、講
義としてはあまり良い講義構成とは思えま
せん。長時間のスライド上映は講義する側
の簡便さはありますが、学生にとっては
ノートも取りづらく、その場では理解でき
ても、時間が経てば忘れる可能性も高く、
効率のよい講義形態ではないと考えます。
／第1回目の、人体発生学総論（ヒトのか
らだの生物史）を拝聴させていただきまし
たが、スライドの内容が大変面白く、もっ
と聴きたいと思わせる内容でした。それだ
けに、後半、時間がなくなり、スライドが
駆け足になってしまったのが大変に惜し
い1もっと聴きたいと思った学生も多かっ
たのではないでしょうか。もしかしたら、

いかがか？図の周囲が多少余裕ができて見
易くなるかも。神経堤細胞など複数の名称
をもつものは、（）内に併記しておくと
説明がスムースになるかと思いました。多
数の図のうち、時期的に同じものが、分か
るような工夫が欲しい。

板書の改善
点について
自由に意見
を書いて下
さい

充実したテキストが用意されているおかげ
で、教員は要点をピックアップし、板書を
しながらゆっくりと講義できています。こ
の方式は学生にとっても教員にとっても効
率が良く、教育効果も高いと思います。板
書の図は概ね上手く簡略化されていて、適
切です。これらの図を順次テキストに加え
て行くことができれば、テキストの独自性
も高まり、将来あり得る授業時間の短縮に
も対応できるのではないでしょうか。／少
なくて判らなかった。／板書の量が多くて、
説明を聞くよりも書くことにとらわれすぎ
ないか？／板書は、左上から右下へと書い
ていく、小タイトルを必ずつける、という
のが原則です。これを守るだけで、学生の
理解度はかなり上がります（無用な混乱を
防げます）。試してみてください。／板書
での説明時間が少なく、しかも描いた図に
タイトルもない。話を聞きながら板書され
た図を見ている分には理解できるが不親切
な板書であると思う。また、個々の図を描
く際に、時間がかかりすぎているように感
じた。それは学生がノートに写すことを考
えてゆっくり書いているというよりも、教
員が考えながら書いているという印象を
持った。板書する予定の図をあらかじめ講
義ノートに整理しておき、そのノートを片
手に板書するなどの工夫で、解決できるの
ではないか。／極めて適切で、申し分ない
と思います。／図にNo．をふって、テキス
トの中の類似した図（相当する図）を教え
た方がノートがとりやすく、理解しやすい。
丁寧にゆっくり書き写すことで、スライド
では難しく思えた点を十分復習できたと思
う。ロ咽頭膜一排泄腔膜の図は⑧⑨等が小
さくなって、ビデオでは見えないかもしれ
ない。

PCプレゼン
の改善点に
ついて自由
に意見を書
いて下さい

「人体発生学」の講義（9回）が全て終
わった段階で、今回の「ヒトのからだの生
物史」を講義すると、学生側もまた違った
and／or深い理解ができるのではないかとい
う感想を持ちました。／ポインターが示し
ている部分が、わかりにくい。器官形成に
は多種類の用語が出てくるので、もう少し
ゆっくり進めた方がよい。
ビデオ・オ
ン・デマン
ドの改善点

について自

ビデオ・オン・デマンド用の撮影を意識す
るとすれば、PCプレゼンの画面はカメラ
ワーク （部分拡大や移動〉を必要としない
構成にすることが必要でしょう。／文字が
多すぎて、うるさい。暗い中で文字を書け
るのだろうか？学生の質（見て考える）が

由に意見を
書いて下さ
い

不明ですので。但し、話したことの繰り返
しの文をPCにしても果たしてどうでしょ
うか。まとめにしては長すぎる。／モチ
ベーションには効果的だと思うが、講義と
の関連性をどのように意味づけるかが問題
でしょう。／PPT、ムービー、テキスト、

利用者の立場からすると、2時間の講義を
通覧することはあまりないと思われるので、
トピック毎の頭だしが容易になるような工
夫がされると、実用性が格段に高まるので
はないかと思います。ビデオ形式の教材は
2時間の内容を見るのに2時間を要するこ
とが難点といえば難点です。PCプレゼンを
ビデオに撮影することを踏まえて、ポイン
ターはレーザーポインターではなく、パ
ワーポイントの内臓ポインターを使うほう
が良いと思います。／まずまずだと思いま
す。Windowsのメディアプレーヤーで使え
ればね。／毎回の講義がいつもパターンが
同じです（同じ方が良いのかもしれません
が？）。せっかくですので少しメリハリや工
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半2／3のPCプレゼン中に見ていて眠く

夫を加えてみては？／1本が80分強と長い
ので、学生向けには、30−40分ずつに区切
り、小タイトルをつけるとよいと思いまし
た。／PCプレゼン時の赤いポインターが
見づらく、どこを指しているかがビデオ講
義では分かりにくい。また、黒板上に白い
チョークがこびりついており、ビデオを通
しての板書が見にくい。ビデオ撮影時は黒
板もきちっと掃除した上で行うのが望まし
いと感じた。／極めて適切で、申し分ない
と思います。／スライド中の文字の小さい
ものはビデオ上では読みにくい。学生の質

なった。／全般を通して、極めて適切で、
申し分ないと思います。／今回は〈ビデオ

→PC→板書〉の順であったが、板書量が
2限合わせてかなりの量になるので、一部
はテキストにとり込んでいた方がよいかも

しれない。学生はPCプレゼンで「これは
むつかしいそ」と緊張感をもって板書に臨

めたかもしれない。＜板書→PC＞の順に
しても、ちがう効果で出るだろうと思った。

その他感
想・意見を
自由に書い

問が録音できなかったのは残念だった。

その他講義
の改善点に
ついて自由
に意見を書
いて下さい

分子発生の専門家の講義を1時間くらい交
えるのも良いかもしれません。但し、エッ
センスのみに抑えることが肝要ですが。／
内容の誤りが気になりました。1）呼吸は
動物固有のものではありませんよね。2）
生物の排泄機構で生殖のみ強調されていま
したが、排泄＝再生産でなく、排泄と再生
産ですよね。3）上記の点と関連しますが、

て下さい

排泄の上皮性（毛、爪、皮膚etc）（汗も）

を考えること。この授業の説明であってい
るのでしょうか。4）Haecke1の説の説明は
どうでしょう。発生ではWeissma㎜の説は、
抜けているのは如何でしょう。5）その他
／カリキュラムの進行とスケジュールがず
れていますね。また、カリキュラム全体か
ら、学生の到達目標をどう設定するかを考
えてみる必要があると思います／1）几帳
面な授業で、非常に多くのことを盛り込む
という点では意欲的であると思います。し
かし、それがために網羅的で平坦な授業に
なっており、どこが重要なのかがわかりに

自分の講義を公開し、第3者から、あるい
は同業者から意見なり批判なりを問うこと
はなかなかできないことであり、それを実
施されたことに先ず敬意を表します。／授
業に意欲的に取り組んでいる姿勢が、気持
ちよく感じられました。授業は、受講者に
よって組み立てられるため、意欲的である
のは、一番大切なことだ、と評価していま
す。／講義の方法については、どこでも基
本的に同じであると思いました。／他の時
限を見ていないのですが、「先天異常、胎
膜と胎盤」といいながら、胚発生を全体の
半分以上の時間をかけて話しているのは第

1〜5回の授業とかなり重複しているので
はないでしょうか。逆に第6回まで来て、
これらのことを話していないようでしたら、

それは明らかに第1〜5回の授業の内容に
問題があります。／テキストは複数ページ
にまたがる内容であり、講義後見返すとし
ても、ポイントが絞りづらいので、講義中
にノートが取れるような講義内容であって
欲しかった（説明は分かりやすいと思う
が）。また、タイトルには「先天異常、胎
膜と胎盤」とあるが、「先天異常」はスラ
イド教材で3枚分だけの簡単な説明に対し、
「胎膜と胎盤」はその他ほとんどの時間を
使っての講義であった。講義タイトルと内
容とのバランスがとれていないのではない
か。このビデオ内にはこの日の最初の講義
であるにも関わらず、到達目標を示してい

くい授業になっています。また、ダイナ
ミックな構造変化が、うまく語られていま
せんでした。2）学生にとっては集中力を
維持しにくい授業になっていると思います。
原因として、網羅的な授業であること、話
し方に抑揚がない（単調）ことがあげられ
ます。それで、もう少し、密度の高い、重
複のない授業にし、どこが重要なのかをき
ちんと明言してください。全体で30分ぐら
いに短縮する努力をしてみてはどうでしょ
うか。3）学生がどこでつまずくか（どこ
が理解しにくいのか）をもっと分析し、自
分の授業の組み立て方を客観的に（できれ
ば、学生の視点から）見直す必要があると
思います。／発生学は時間経過による全体
の形態変化（発達）、あるいは各部位や臓

る箇所がなかった。したがって、アンケー
ト1と2の評価が出来ないので、「どちら
とも言えない」との回答をした。／学習姿
勢、知的好奇心への誘い・喚起、意識・行
動・習慣の変革など、歯学部の学生に対し
て、教育者として、あれくらい積極的に要
求ならびに教授しても良い／する権利があ
る／して当然、と思わせる内容で、1つの
「人体発生学」の講義に収めるには、非常
にもったいない内容だったと思います。私
自身の講義および学生への接し方の点で、
大いに参考にさせていただこうと思います。
拝聴する機会をいただき、大変ありがとう
ございました。／「胚葉の形態がどう変わ

器毎の発達など2次元的表現では非常に分
かりづらい教科であると思う。それを補う
のが、ビデオ教材やスライドの図であると
は思うが、これらばかりに頼らず、テキス
ト、板書、PCプレゼンのバランスの良い
講義進行を心掛けるのが良いと感じた。前

るか」という件は、3胚葉の各部が何を
作っていくかとは、少し問をとって話して
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もよいのではないだろうか。また、総括に
として、各胚葉が動いて形をかえていく様
がアニメ化して示せるといいと思った。

義では重要項目の中で触れる時間がないま

表3．モニターによる人体発生学授業評価アンケー

なるべくそちらを使って黒板に同じ模式図
を書かないで済ませるようにしないと、厳

ま過ぎてしまったものがかなりあった感が
あります。プリントに模式図がある場合は、

ト結果（個別意見）

テキストの
改善点につ
いて自由に

内容は大変結構なのですが、全体に黒枠が
多い上に各ページの外周にも黒枠がしてあ

意見を書い

に外周の黒枠をなくしてみたらいかがで

て下さい

しょう。見開きの右面をメモ用に空欄にし
ておくのはいいアイデアです。実習用の指
示とスケッチのページ（？）を末尾につけ
たのも合理的でいい考えと思います。／引
用の図は改良してほしい。（例：平面の図を

しいと思います。（第1回目、2回目はビ
デオ・オン・デマンドの収録を始めたばか
りで、まだ慣れていなかったためと思いま

す。ここで書くことかどうかわかりませ

り、くどくて目に煩い感じがします。試し

んが、「人体発生学」の方は随分と時間配
分も上手く、教員のスキルの向上が感じら
れました）／改善点はありませんが、テキ
ストの図を生かしてない。（学生に考えさ
せ、理解させるのは、手厚いだけではいけ
ない、と思います。）／イラストとして理
解するためには極めて効果的だが、マンガ
と実学との開きがあるように思える。同じ
ことを意味するイラストが何度も出てくる
が、学生にとってはたぶん別のことを説明
しているように思えるのでは？／板書は、
全域を有効に使いましょう。端の方が余っ
ています。また、小タイトルも歯胚①、歯
胚②ではなく、帽状期歯胚とか、鐘状期初

立体的にして、図1−5は下の如くすると
判り易い）（神経堤と神経節、体節の関係）

［図は省略］／テキストはよくまとまりす
ぎている割には何を理解しなければならな
いかが明確でない。言葉や用語の理解や暗
記には効果的だが、歯科医師のための実学
はどこにあるのか？／特にありません。内
容的には完成されていると思います。授業
中も「どこどこを見るように」といった指
示が多く、よく活用されていると思いまし
た。／行動目標の列挙の順番と説明本文の

期の歯胚などとするほうがbetterです。
また、色弱の子がいることもいますので、
青いチョークはあまり使わない方が良いで
す。色を塗るときは、輪郭を白チョークで
書いてから、塗る、できれば、斜線にした
り、縦線にしたりして、色弱の子でも認識
しやすいようにします。／図は分かりやす
く書いてあり、説明も十分だが、黒板の上
下にまたがった図は何度となく黒板の上下
動があり、時には上下が逆さになった状態
での説明があるなど学生に混乱を生じさせ
る要因になりかねないと感じた。図は上下
の黒板にまたがらないようもう少しコンパ
クトに示しても学生の理解を妨げないので
はないか。また図のタイトルの記載はあっ
たが、単元タイトルや何を説明しているの
かと言うセクションタイトル・内容などの
記載がない。テキストを読むだけで板書を
しない場合、しゃべっている教員はどこを
指すのかが理解できていても、それを聞く
学生はすぐにテキストの場所を特定できな
かったり、テキストを読んでいるうちに次
に講義が進んだりと、理解に達しないこと
を私自身経験している。大島先生の講義ス
タイルは図を描きながらの説明と言うのは
他の講義からも分かり、それもひとつの方
法であろうかと思う。しかし口頭、テキス
ト、PCプレゼンでのまとめ、特に講義中は
PCプレゼンでまとめをしているが、 PCプ
レゼンでの説明はノートがとりにくい。板
書にも講義のストーリーが分かるような表
題や箇条書きによる整理なども含めた方が
学生にとっては分かりやすいように思う。

記載順が一致しておらず、また頁をまた
がっての記載などあり、初めて見ると関連
する項目がどこにあるのかが探しづらいと
感じた。その理由のひとつでもあるが、
ページ内に情報が詰め込まれすぎており、
行間スペースがなくセクションとセクショ
ンの区切り目が分かりづらく、講義中メモ
を書き込むスペースもない。また図の配置
も一貫性がなく、例えば図7．8は図7．6

から7．Uの前頁にあったり、7．11が
7．10の上に配置されていたりと、見るも
のにとっては行ったり来たりと煩わしい。
たとえページ数を増してももっと読みやす
い字や行の間隔、レイアウトにした方がテ

キストとしては効果的であると思う。カ
ラーでの印刷も考えるとよいと思う。／素
晴らしく、よくまとめられており、また、

講義の内容ともよく対応しており、申し分
ないと思います。／（別紙参照）図の改変や、

新しい出典を期待しています。幼若永久歯
の象牙質はもっと薄く、乳歯の根吸収は内
外に及ぶ感じに。日本人小児の咬合発育表
ができました。小児歯雑誌26：1−18、188
板書の改善
点について
自由に意見
を書いて下

板書の図に番号は不要では？第1回目の講
義では重要項目の中で触れる時間がないま
ま過ぎてしまったものがかなりあった感が

さい

なるべくそちらを使って黒板に同じ模式図
板書の図に番号は不要では？第1回目の講

あります。プリントに模式図がある場合は、
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容を見るのに2時間を要することが難点と

さらに細胞名や組織名の和名と英名の混在
もちょっと気になった。／極めて適切で、

いえば難点です。PCプレゼンをビデオに
撮影することを踏まえて、ポインターは

申し分ないと思います。／テキストをよく
補っていたと思う。内容の要約されたもの
として、理解しやすかった。
PCプレゼン
の改善点に
ついて自由
に意見を書
いて下さい

レーザーポインターではなく、パワーポイ
ントの内臓ポインターを使うほうがいいと

思います。／せっかくのビデオ講義ですの
でビデオをとるだけでなく、学生の理解を
助ける工夫が在ると良いと思う。／1本が
90分強と長いので、学生向けには、30−40
分ずつに区切り、小タイトルをつけるとよ
いと思いました。／ビデオを見る時間帯や
回線速度・マシンスペックに依存するのか
も知れないが、所々でストリーミング調整
のための中断が起こることがあった。しか
し画質や音声などに問題はなく、充分に教
材として利用できると考えられる。講義で

残念ながら、1回目の講義（videoでは2
回めの頭）の板書とPCプレゼントのつな
がりがあまり明確でなく、スムースな流れ
が感じられません（これも「人体発生学」
では格段に良くなっています）。／映って

いませんでした。／板書とPCが同じこと
を説明している場合が多いが、学生にとっ
ては別のことを説明しているように受け取
れる。学生に何を理解してもらうことが重
要であるか？何が実学かを知ってもらうた
めのPCであるはずだが、板書とまとめの
繰り返しになっている気がする。／PPTは
なかなか高度な内容で感心しました。板書
中心の前半ではベーシックな話をし、後半
のPPTでは高度な話になったので、構成が
よかったと思います。／ロ頭説明やテキス
ト内での記載と二重三重に重複した部分が
散見された。もちろん講義内で復習を促す
ことは大切だが、黒板に表しきれない図や
補足説明、テキスト教材以外のまとめなど
に限定することで、講義時間をもっと有効
に（板書などでの説明に多く）使えると思
う。他の講義（発生学など）でも言えるこ
とであるが、PCプレゼンは立体的な図や
時系列に沿った発達の様子をつかむことに
は非常に有益と思う反面、長時間教室の電
気を消しての説明は、それを見てイメージ
を作れない学生にとっては非効率であるこ
とが多い。また教室が暗くなった際の常と
して、長時間講義を聞いた後の学生の眠気
を誘い、効率の悪さにもつながることが考
えられる。PCプレゼンは学生の理解を助
けるための最小限の利用とし、もっとスリ
ムアップするとよいと思う。／極めて適切

の教員が説明に使う板書とビデオ画面との
対応が悪く、説明の音声だけが聞こえ、説
明している板書が画面にない、あるいは遅

れて表示される部分があり理解の妨げに
なった。撮影者は充分な配慮の元、講義を
撮影する必要がある。また学生からの質問
が聞こえないので、ビデオ撮影時に教員が
質問に解答する際には、質問内容を復唱し
た後、回答するようにした方が良い。また

スライド上映時に使っている赤のポイン
ターがビデオでは判別しづらく、どこを説
明しているのかが分からない。ビデオ撮影
を考えた対応をすべきである。／極めて適
切で、申し分ないと思います。／早送りで
音声の再生も可能になるとより良い。PCプ
レゼンの画像が、PCから直接残せるとより
良質な画像で見てもらえるのにと、X線画
像をみながら思った。
その他講義
の改善点に
ついて自由
に意見を書
いて下さい

で、申し分ないと思います。贅沢を言えば、
歯肉頬移行部（義歯床縁）や付着歯肉（歯

つ変化を持たせた方が良いと思います。／
人体発生学の授業と違い、わかりやすい授
業でした。特に改善が必要と思われる箇所
はありません。／基本的に分かりやすい講
義であったが、到達目標に掲げてある内容
の中でもテキストに書いてある部分を軽く
触れるだけの部分と多くの講義時間を割い
ている部分とがあった。内容によって充分
な説明を要する箇所があるのは事実だが、
テキスト本文を読むだけで口頭説明や板書
での説明がほとんどなされないのは到達目
標に掲げた意味がないように思う。テキス
ト、スライド、板書をバランスよく配置し
た講義を計画・実行するのは難しいが、特
にテキストと板書をもう少しリンクする工

周ポケット）、支台歯形成など、実際の臨
床の様子が分かる、写真・映像があると、
面白いな、とは思いました。／テキスト内
容より深く理解をすすめるために、テキス
ト以外の内容が増えて良いかも。復習とし
ては十分。鮮やか切片や、肉眼所見も有効
かもしれない。（切片については実習に含
まれているだろうけれども）

ビデオ・オ
ン・デマン
ドの改善点

について自
由に意見を
書いて下さ
い

スライドの幕を横にずらし、板書と、スラ
イドを同時にすると効果的かも知れません
（復習という意味なら後でするのも効果的
ですよね）。◎歯切れが良く、文字もはっ
きりと板書して、良いと思います。／全体
的に講義が単調で飽きてしまい易い。少し、
メリハリと今までの講義のやり方を少しず

やはり内容が各回ごとにきちんと完結して
いないとまずいです。また、利用者の立場
からすると、2時間の講義を通覧すること
はあまりないと思われるので、トピック毎
の頭だしが容易になるような工夫がされる
と、実用性が格段に高まるのではないかと
思います。ビデオ形式の教材は2時間の内
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夫があれば良いように思う。／全般を通し
て、極めて適切で、申し分ないと思います。
．！

出る／質疑応答が盛んになる、ということ

はないという点、承知はしています

緖浮ﾌ完成から、脱落までの、途中の過

が・・・）。歯学部の学生にとっては、「口

程・形態についても扱って頂きたい。

腔組織発生学」といったジャンルは興味が
あるはずなので、予習をしてくる学生も少
なからずいると思いますので、そうした学
生と、質問などで、双方向的な講義がもし
実現するならば、そういった講義も見てみ
たい、というやや贅沢な感想を持ちました。
全般を通して、テキスト、スライド、ビデ
オ録画など、十分な講義準備がなされ、講
義担当者の熱意が伝わってくる、素晴らし
い講義だと思われます。／図の出典は、巻
末にまとめて記し、テキストに余裕を作っ
た方がよいのではないだろうか。誠実な語
り口ですばらしい講義だった。

その他感 授業の最初に、この講義で何を知るべきか
想・意見を
自由に書い
て下さい

を知らせるのは学生にとって随分と安心感
を与えることになり、教員はそれを理解す
るための基礎となる重要事項を伝えればい
いことになり、合理的と思います。しかし、
何が大切かを学生が自ら考える習慣ができ
ずに、学生が完全に受身の姿勢になる危険
性もある点に留意しておく必要があると思

います。／1）E本語だけの講義はいただ
けない（それで大学院生に英語で論文を要
求するのは、矛盾？）。2）テキストの図
が生かされていない。3）最初のテストは
発生の内容が良いかも知れません。最後に
最初に行ったテストで確認する。4）神経
堤由来の説明が、頭頚部で不足していまし

表3．モニターによる口腔組織発生学授業評価アン
ケート結果（個別意見）

た（気になっただけです）。「教える」のか

「学ばせる」のか、はっきりしません。●
●大学の学生は「教わる」ですが、新潟大
学は「学ばせる」のではないかな、と思っ
ています。／今回の一回限りではなく、何
回か続けることによって講義の質がぐっと
上がるのでは？講義の全体的な印象として
は硬い。／最初の方にミニテストの解答の
様子があり、興味深く拝見しました。どの
程度のできなのでしょうか。全般に大島さ
んならではの内容の高度さで、大変感心し
ました。勉強になりました。／講義最初の
行動目標の説明が長すぎるよう感じた。こ
の部分と講義最後のPCプレゼンをもっと
スリムにして、実際の講義内容を充実した
方が良いように思う。全体にテンポがゆっ
くりとしていて説明が聞きやすいのである
が、逆に間がありすぎて学生の眠気を誘う
のではないかと思われる部分もある。この
講義はある程度レベルが高く、学力の揃っ
た学生向きの講義であると感じた。また、
講義中、言い間違いと英単語のミススペル
の箇所が何ヶ所かあった。実際講義をして
いると言い間違いは起こりうることではあ
るが、学生にとっては理解を混乱させる元
になるので、特に重要な箇所では充分に気
をつけるべきである。／ビデオ・オン・デ
マンドで、講義およびスライドを予習・復
習できる環境で、学生はこの上なく、幸せ
だと思います。学生がこれだけの学習環
境・教材をどの位、実際に利用して、積極
的に勉強しているのか、に興味が持たれま
す。ビデオ画像では、講義中の学生の様子
がそれほど、よくは窺い知ることができま
せんが、非常に活発に質問が出ているよう
には見えず、若干、おとなしい学年なので
しょうか（日本の講義では、活発に質問が

モニターによる授業評価アンケート集計結果は例数
が7名と少ないので集計結果の取扱いは注意が必要だ
が、「授業評価」のスコアが「人体発生学」で3．66で
あったのに対し、「口腔組織発生学」で4．13と、学習
者による「授業評価」のスコアに対応していた。個別
事項については、学習方略（資源・方法）の評価が低
いのに対し、「教員の教える熱意」と「教員の話し方」

については高評価を受けた。「授業の到達目標の明確
さ・適切さ」、「板書の使い方」については、「口腔組織

発生学」の方が「人体発生学」よりも高い評価を得た。

個別意見については、すべての項目で詳細な、そし
て示唆に富む貴重な意見を頂いたが、量が膨大である
ので内容は紹介せず、いくつかの項目については、次
の「授業評価結果の考察」の中で触れたい。

5．授業評価結果の考察
冒頭で述べたように、学生による授業評価アンケー
トによりある程度のカリキュラム評価を行うことは可
能だが、教育者の評価、とりわけ教育目標と方略（資
源・方法）については十分に評価がなされていないの
が現状である。教育方略（資源・方法）について、ビ
デオ・オン・デマンド教材を作成し学外の教員からピ
ァ・レビューを受けるという今回の試みは、今後の授
業評価方法を模索する上でも極めて貴重なデータを提
供していると言える。第一に学生による授業評価結果
の検証、第二に学生による授業評価では明らかになら
ない事実の把握、第三にビデオ・オン・デマンド教材
を作成すること自体による授業改善効果があげられる。
これまでの歯学部における学生による授業評価アン
ケートの集計結果からいくつかの事実が明らかになっ
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ている。それは、歯学部歯学科2年生が履修する科目
の評価スコアが3年生が履修する科目評価スコアに比
べて概ね低いという事実である。これは、本格的な専
門科目が始まる2年次には、自分が履修する科目の必
要性・意義、臨床科目との関連が理解できず、勉強に

る。

対するモチベーションが上がらないことに起因してい
ると考えられる。事実、歯学科2年生に対する「人体

書を自分で紐解いて勉強せず、テキストしか勉強しな
いことを助長している可能性もある。「効率よく勉強

発生学」の講義の1回目に、授業科目の意義や勉強に
対する姿勢について酒々と述べたのに拘わらず、授業
評価アンケートでの「発生学なんて必要ないと思う」
という意見が出された。45名の学生の中には一人位そ
のような意見をもつ者がいる方が自然なのかもしれな
いが、3年生にそのようなネガティブな意見が見られ
なかったのは救いである。

3．90であったのに対し、「口腔組織発生学」の「学生

するためには、まず全体の8割を理解することが重要
だ」という考え（野口悠紀雄著：「超」勉強法、講談
社）に従えば、テキストを有効に使えば、効率よく勉
強できると信じている。しかしながら、今後この点に
ついては検証が必要であろう。また、学生からPCプ
レゼンファイルの印刷の希望が出ていたが、（パス
ワードをかけているとは言え）ファイルをネットワー
ク公開している都合上、印刷を可にすると著作権侵害
の可能性が出るので印刷を不可にした。小テストにつ
いては、「人体発生学」と「口腔組織発生学」でのア
ンケート集計結果を見ると、毎回小テストを実施する

の取り組み」が3．89、「授業評価」が422であった。両

ことが学生の自主学習を促した結果となっている。

モニターからの「テキストが教科書のまとめになっ
ており、試験対策になっているのではないか。」とい
う指摘は考えさせる。テキストの存在は、学生が教科

学生による授業評価アンケート集計結果は「人体発
生学」の「学生の取り組み」が3．33、「授業評価」が

授業科目の差は、2年生と3年生の意識の違いが起因
している可能性があるが、モニターによる「授業評
価」においても、「授業評価」のスコアが「人体発生
学」で3．66であったのに対し、「口腔組織発生学」で
4．13と、（例数が少ないので断言はできないが）学習

今回のビデオ・オン・デマンド教材の作成に際し、
常にビデオを意識するという緊張感の中で講義を行っ
た。ビデオ撮影があるので、全て証拠が残ることにな
り、自分の発言一つ一つに注意を払い、板書もビデオ

者による「授業評価」のスコアに対応していたことは
注目に値する。過去に「人体発生学」を平成13〜15、
17年度の計4回、「口腔組織発生学」を平成8、10〜
12、14、15、17年度の計7回担当した経験の差も、講
義内容の特殊性に加え、講義テキストや内容の洗練性

を意識して行った。それにも拘わらず、モニターには
板書の誤字・脱字、黒板の使い方のまずさ等を指摘さ
れることとなった。モニターの意見にもあったが、毎
年繰り返し、ビデオ・オン・デマンド教材を作成する
ことが教育方略（資源・方法）の改善に繋がるのかも

にも影響を与えていた可能性はある。いずれにしろ、
しれない。本プロジェクトに先立ち、平成15年度にも
「人体発生学」と「口腔組織発生学」対する学生によ
試行的に「口腔組織発生学」の一部の講義でビデオ・
る授業評価アンケート結果は、モニターによる授業評
オン・デマンド教材を作成したことがあり、この経験
価により検証されていると言えるかも知れない。なお、 が「人体発生学」に比し「口腔組織発生学」の「授業
「人体発生学」の「学生の取り組み」のスコア3．33は
評価」スコアが高値になった原因かもしれない。但し、
2年次の他の授業科目と比べても低く、今後改善を必
「学生による授業評価」は「授業内容のレベル」とも
要する課題であることは間違いない。
関係しているので、「授業評価のスコアが高いこと」
＝「良い授業である」とは限らない事を心に留めるこ
今回のモニターによる教育目標と方略（資源・方法）

とも必要であろう。

のピア・レビューにより、学生による授業評価アン
ケートでは知ることのできない多くの示唆に富んだ助
言を頂くことができた。一つは講義内容の正確さや構
成、到達目標の明確さ・適切さについての助言である。
二つ目は、テキストの内容、板書方法、PCプレゼンの
方法、その他の改善点への助言である。今回は非常に

6．課題と今後の展望

多くの助言を頂き、今後の授業改善に繋げて行きたい
と思う。しかしながら、モニターからも指摘のあった
「学生の質の問題：どの程度の力（基礎学力と理解力）

今回の「ビデオ・オン・デマンド教材を用いた効果
的な学習方略の開発」を通して、いくつかの課題も明
かとなった。モニターから「自分の講義を公開し、第
3者から、あるいは同業者から意見なり批判なりを問
うことはなかなかできないことであり、それを実施さ
れたことに先ず敬意を表します。」という意見を頂い

があるのか」という問題は極めて重要である。学習者
の能力によって授業内容は変えざるを得ないが、授業
評価するモニターには、ビデオ・オン・デマンド教材
だけでは、その点を考慮するには限界があるようであ

た様に、本プロジェクト遂行には多大なエネルギーが
必要となり、一教員の努力により毎年実行することは
難しいであろう。また、授業を評価するモニターにも
多大な労力を強いることになる。1回の講義で90分ビ

一23一

デオを見続けなければいけないというのは、確かに簡
単な事ではない。やはり、大学もしくは学部に授業評
価を行う専門の教員集団が存在しない限り、継続した
授業評価は難しいのではないだろうか。
学生にとっての「ビデオ・オン・デマンド教材」の
意義を考えた場合はどうだろうか。風邪などで授業を
欠席した学生にとって「ビデオ・オン・デマンド教材」

モニターから「到達目標を明示すること」についても
疑問が投げかけられている。学生が自ら考える習慣が
できず、完全に受け身の姿勢になる危険性もあるのか
もしれないのだ。我々教員は、自ら行っていることに
常に疑問を投げかけ、授業改善を行う真摯な態度が重
要であると感じた。
最後に、東京大学名誉教授養老孟司氏の文章を紹介

を活用することは意味があるかもしれない。しかし、
授業に出席した学生が復習のために、改めて「ビデ
オ・オン・デマンド教材」を観るであろうか。頭出し
で内容を観るような効率的に教材をsurveyするような
仕組みが必要なのかもしれない。

する。『… 物凄く厳しい先生は、生徒に嫌がられる
けれど、後になると必ず感謝される。それが仮に間
違った教育をしても、少なくとも反面教師にはなりう
るということになる。が、最近ではそんな厳しい先生
はいなくなってきた。下手なことをして教育委員会や

ここで、京都大学教授の佐伯啓思氏の文章を紹介し

prAに叩かれるよりは、何もしない方がマシ、となる
からです。反面教師になってもいい、嫌われてもいい、

たい。彼の著書（佐伯啓思著：学問の力、NTT出版、
という信念が先生にない。なぜそうなったか。今の教
274ページ）には『… 繰り返していいますが、学問
育というのは、子供そのものを考えているのではなく
は、本当は、「教わる」ものではなく、「学ぶ」ものな
て、先生方は教頭の顔を見たり、校長の顔を見たり、
のです。もっといえば、「学び」かつ「問う」もので
PTAの顔を見たり、教育委員会の顔を見たり、果ては
す。自らの「問い」を立て、そのために「学び」、そ
文部科学省の顔を見ている。子供に顔が向いていない
して、思索を深めることです。これまで、われわれは、
ということでしょう。よく言われることですが、サラ
知識を「教わる」ものだと思ってきました。学校では、
リーマンになってしまっているわけです。サラリーマ
知識は先生から「教わる」もので、大学院生にとって
ンというのは、給料の出所に忠実な人であって、仕事
は、知識は、指導教官から「教わる」もので、学者や
に忠実なのではない。職人というのは、仕事に忠実
研究者にとっては、知識は、外国の偉い先生から「教
じゃないと食えない。自分の作る作品に対して責任を
わる」ものだったのです。しかし、「教わる」ことの
もたなくてはいけない。…
』（養老孟司著：バカの
できる知識などしれています。「しれている」という
壁、新潮新書、159〜160ページ）。「授業評価」にばか
のは、その量がしれている、という意味ではなく、結
局、本当の意味では身につかない、という意味です。』

りに目を向けすぎるのも問題があるのかもしれない。
教育の奥深さを感じる。

とあり、「教える」という意味を考えさせられる。こ

の点は、モニターも指摘している。『新潟大学の学生

7．謝辞

には「教える」ではなくて、「学ばせる」ではないか』

と。しかし、学習者を「学ばせる」ために「教える」
稿を終えるにあたり、本プロジェクトの遂行のため
ことは、そう簡単なことではない。また、問題発見解
に、講義オンデマンド教材の作成にご協力頂いた鈴木
決型学習problem−based learning（PBL）をやれば解決
一郎助教授（医歯学総合病院〉、授業評価モニターに
できるというものでもない。学生に「学びたい」とい
ご協力頂いた他大学の先生方、ビデオ撮影にご協力頂
う気持ちを起こさせるためには、「教える」ことで感
いた大学院生、事務的なサポートを頂いた学務部教務
銘を与えることが必要なのであろうか。今自分にでき
課管理係、関係諸兄・諸姉に感謝の意を表す。なお、
ることは、「教える」教員の知的レベルを向上させ、
本プロジェクトは「平成17年度新潟大学授業改善プロ
毎年、学生の自主学習を促すような授業改善が「自ら
ジェクト」の補助を受けた。
学ぶ」ための最善の方法かも知れない。その一方で、
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