
オンライン反転授業の実践

～遠隔教育において学習意欲を高める取り組み～
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(1)リアルの授業と eLearningの比較

　私は、1998年から予備校や塾などで物理、化学、理科総合Ａ／Ｂ、数学などを教え始め、2004
年から副業として物理ネット予備校を始めました。それ以降、河合塾などの予備校で物理を教える

一方で、ThinkBoardで作成した動画講義をインターネットで配信してきました。
　

　物理ネット予備校は、微積分を使って物理を学びたいという高校生や、様々な理由で物理を学

びなおしたいという社会人の要望に応える形で講座を増やしていき、それに伴って受講生も増え

ていきました。近年は、毎年 300-500名の方が物理ネット予備校で物理を学んでいます。

　受講者が増えたこともあり、業務に集中するために 2011年に予備校を辞め、現在は、物理ネット
予備校など、オンライン教育に集中的に取り組んでいます。

　

　リアルの授業とオンライン教育の両方を 10年以上経験して、それぞれの長所と短所について、
自分なりに整理することができました。

　

　リアルの授業の長所は、生徒と人間関係を築きやすい点です。それを土台にして生徒に影響を

及ぼすことができ、生徒の行動変容が起こりやすくなります。また、生徒が分からないところがあっ

たときに、その場で質問して解決することができます。

　

　また、アクティブ・ラーニング型授業など、グループワークを組み込んだ授業デザインをすること

で生徒の主体的な学習意欲を引き出すこともできます。

　

　一方、リアルの授業の短所は、生徒が自分のペースで学べないこと。理解のペースはそれぞれ

違うのに、同じペースで学ばなくてはならないため、授業時間が学習のペースのボトルネックに

なってしまうのです。また、カリキュラムの途中から参加するのが難しい点もデメリットです。

　

　それに対して eLearningの長所は、自分のペースで何度でも繰り返し学べることです。倍速再生



を使えば、自分の理解のスピードに動画の再生スピードをシンクロさせることができ、長い動画でも

ストレスをあまり感じずに視聴することができ、分からないところは、そこだけを繰り返して聞くことが

できます。

　

　住んでいる場所などの制限を受けずに学ぶチャンスを得られるのも大きなメリットです。学習者が

地理的に広く分散していて物理的に集まるのが難しい場合でも、eLearningであれば学習機会を
持つことができます。

　また、実際に生徒の質問に回答していると、同じような質問が繰り返しされることが多いです。

Q&Aフォーラムで質問に回答してストックしておくことで、生徒は疑問を解決しやすくなります。ま

た、Q&Aを読んで自分が気づかなかった視点を得ることも可能になります。予備校や塾だと 1週
間に 1度しか会わない講師も多く、疑問が生じたときにすぐに対応してもらえない場合もあります。
　

　では、eLearningの短所は何かというと、リアルに比べて「ぬくもり」がないため、学習意欲が低く
なりがちな点です。自己を律して学び続けることができないと脱落してしまいます。eLearningでは、
受講者の学習意欲を高めるために、どうしたらよいかというのが課題になります。

★ここまでのまとめ

長所 短所

リアルの授業 学習意欲を高めやすい

行動変容が起こりやすい

その場で対応できる

ＡＬ型授業を実施できる

自分のペースで学べない

途中から参加しにくい

eLearning 自分のペースで学べる

倍速再生で効率よく学べる

Ｑ＆Ａをアーカイブしておける

場所に制限されずに学習機会を持てる

学習意欲を維持しにくい

関係性が希薄になりやすい

その場で対応できない

受動的な学習になりやすい

(2)eLearningの短所を克服するための工夫

eLearningの短所を補い、生徒の学習意欲を高めるために、これまでに様々な工夫をしてきました。

　その 1つがメールマガジンの発行です。受講者にメールマガジンを週１－２回のペースで配信し、
勉強法に対する知識の共有、生徒の感想の共有、雑談的な話などを書きました。また、講師と生

徒との距離を近づけるために「田原真人物語」の連載も行っています。

　

　メールマガジンだと講師から生徒への一方通行になりやすいため、オンラインでのリアルタイムイ

ベントも定期的に行っています。2006年頃は、時間を決めて掲示板への書き込みを行っていまし
た。その後、Moodleのチャット、Facebookグループへの書き込みなどへ形を変えていき、2013年
4月から、WizIQ  というWeb教室システムを使ったライブ講義を始めました。ライブ講義は月に 2
回程度の頻度で実施しています。いかにして帰属意識を高めるのかがポイントになると考えていま

す。

　

http://study-meeting.org/webroom/


　物理ネット予備校では、受講者の学年や入塾時期に大きなばらつきがあり、それゆえ、学習進

度にも大きなばらつきがあります。これは、eLearningのメリットでもあるため、1つ 1つの内容をライ
ブ講義で網羅していくことは考えずに、ライブ講義の目的を学習意欲の向上に絞り、テーマを選

んでイベント的に授業を行っています。ライブ講義に参加することで、同じ立場で学んでいる受講

者の存在を確かめ合い、また、講師とインタラクティブにやり取りすることで学習意欲を高めること

を一番の目的にしています。そのため、生徒の発言を最大限に引き出すことが可能なＡＬ型の授

業デザインにしています。ライブ講義で生徒が積極的に発言できるように、必要な内容を前もって

動画で配信し、予習してから参加する反転授業形式にしています。

　

　メールマガジンやweb教室システムを利用したライブ講義は、遠隔教育において学習にぬくもり
を与え、生徒の学習意欲を高めるのに役立つ可能性があります。それぞれのメリットとデメリットを

以下にまとめます。両者を組み合わせることで、短所を補い合えるのではないかと期待しています。

　

長所 短所

メールマガジン 接触回数を増やしやすい 講師から生徒への一方通行

Web会議室ライブ講義 インタラクティブな授業ができる

ＡＬ型授業を行うことが可能

準備に時間がかかる

出席率があまり高くない

(3)田原式オンライン反転授業の枠組み

「田原式オンライン反転授業」は、産業能率大学の小林昭文氏のアクティブ・ラーニングの授業デ

ザインを土台にし、それを、オンライン反転授業に対して実践しやすいように修正しています。小

林氏によるオンライン講座「ＡＬ型授業実践者のためのスキルアップ講座」に参加し、ＡＬ型授業を

構成する各要素がどのような働きをするのかを理解することができたため、各要素に対して明確な

意図を持って構成できるようになりました。

例として挙げている 2014年 8月に実施したオンライン反転授業（以下、ライブ講義）では、あらか
じめ 90分の予習動画をYoutubeに限定公開でアップロードし、視聴してもらった上で参加しても
らいました。ライブ講義は、前半 45分の内容をテーマに行いました。

授業の枠組みと、それぞれの行動、目的を以下にまとめました。

行動 目的

授業開始前 チャットボックスに

・ハンドル名

・本日の抱負

を書いてもらう。

自分の言葉で「抱負」を書くこと

により、積極的に参加するという

意識が高まる。

グランドルール設定

（3分）
学習目標と態度目標の設定

（例）

【学習目標】

・電気振動の標準的な問題を、解法

体系を参照しながら自力で解けるよう

にする。

ライブ講義において、参加者に

求められていることを明確にする

ことで、生徒が行動しやすくなる。

態度目標を設定する意図と、そ

のような態度を取ることによる学



・力学と電気回路の対応関係を説明

できる。

【態度目標】

・間違いを恐れずに、積極的に発言

する。

・他の人の質問にも、積極的に回答

する。

習効果についても説明すること

で、さらに意識を高める。

ルームの使い方説明

（2分）
Web教室では、講師から生徒の姿が
見えないので、チャットボックスにリア

クションを出すことを求める。

アイコンを出す練習をする。

ルームの使い方に慣れるのと同

時に、チャットボックスにアウト

プットすることに対する抵抗感を

下げる。

基本解法の確認

（15分）
講師が問いかけ、生徒に説明しても

らう形式で、基本解法の確認を行う。

基本解法の細部について質問し、複

数の回答が出てきたときは、お互い

に説明しあってもらう。

　

疑問が解消し、参加者が基本解法を

理解できたらアイコンで確認。

予習を十分にしてきた生徒は、こ

こで的確に反応することができる。

一方、予習が不十分であった生

徒は、ここで、本日やる内容を確

認することができる。

問題演習（15分×2） ホワイトボードに問題を示し、生徒は、

ＰＣの前に紙を用意して解く。

解き終わったら、「顔アイコン」を

チャットボックスに出す。

　

分からないところがあれば、質問を

チャットボックスに書いてもらい、解き

終わっている人が、それに対してヒン

トを出す。

速く解けた人は、顔アイコンを出

すことにより、そのことを示すこと

ができる。

速く解けた人は「ヒントを出す」こ

とに頭を使い、解けない人は、

「質問する」「ヒントをもとに考え

る」ということに頭を使う。

問題解説(15分×2) 顔アイコンの状況から多くの生徒が

解けたことを確認し、解説を行う。

　

速く解けた人に説明してもらい、疑問

点があれば、みんなで考えて、説明

をチャットボックスに書き込んでもらう。

どの人の説明がよかったか、投票して

もらう。

説明することで、理解を深める。

問題を解くだけでは気が付かな

い細部にも、注意が向くようにな

る。

学びあいの効果が生まれる。

シミュレーション 問題設定をシミュレーション動画に

よって確認する。

数式による理解とイメージによる

理解とを結びつける。

振り返り グランドルールを守ることができたか

どうかの確認。

「場」を共有したことによってどの

ようなことを感じたのかを、お互い



　

・ライブ講義の感想

・明日から始めたいこと

を２－３行で書いてもらい、参加者同

士で確認し合う。

に言葉にすることによって、体験

を強めあう。

明日から始めたいことを言葉に

することによって、行動変容につ

なげやすくする。

振り返りアンケート 入力フォームに

・予習して参加したかどうか

・ライブ講義の参加回数

・ライブ講義の感想

・明日から始めたいこと

を記入し、送信してもらう。

ライブ講義に参加したことにより、

「次は、もっと準備して臨もう」とい

う意欲がわいているのかをアン

ケートによって確認する。

感想や明日からはじめたいことを

書くことにより、行動変容に結び

付けやすくする。

以下、具体的に内容を見ていきます。

【授業開始前】

初めて参加する人は、ルームの入室に手間取る場合があるので、授業開始 30分前からルームを
開けています。次のようにホワイトボードに指示を出しておくと、受講者がチャットボックスに書き込

み始めます。



授業開始前 10-15分前に、一度、マイクとビデオの接続確認をします。あまり、直前にやると、トラ
ブルがあったときの対応できないので、10分以上前に行うほうがよいです。

【グランドルール設定】

小林昭文氏のアクティブ・ラーニングのやり方に倣い、学習目標と態度目標を設定しています。ア

クティブ・ラーニング型の授業を行うときには、このような設定が非常に重要になります。

また、態度目標を設定する意図、期待される学習効果についても説明します。



【ルームの使い方の説明】

Web教室システムで授業を受けるときには、リアクションをチャットボックスに書き込まないとまわり
に伝わらないことを説明します。

　

練習で、好きなアイコンを出してもらいます。

【基本解法の確認】

予習動画を見てきていれば答えられるような質問を投げかけながら、基本解法の説明を行います。

できるだけ受講者の言葉によって解法の説明がなされるように工夫します。この段階で、予習して

きたかどうかを質問することはせず、全員が予習してきたことを前提に話を進めます。

かつて、予習してきたかどうかのアンケートを授業のはじめにとり、４０％ほどの参加者が予習して

いなかったので、予習動画と同じ内容を、再度、説明したことがありましたが、予習してきた人から

不満が出るなどして、うまくいきませんでした。反転授業では、予習してきた人が報われるような授

業デザインが重要になると思います。

具体的に、どのような声掛けをしているかは、録画動画をご覧ください。

　



【問題演習】

問題をホワイトボードに書き、各自に解いてもらいます。解き終わった人は、チャットボックスに顔ア

イコンを出してもらいます。速く解き終わった人には、解けない人の質問に対してヒントを出すよう

に指示します。理解度の差が学び合いにつながるように工夫しています。このようにすると、速く解

き終わった人が活躍できるので、競って速く解くようになります。また、同じ問題を速く解き終わる

人がいることが大きな刺激になるようです。

【問題解説】

速く解き終わった人を指名し、解答とその根拠をチャットボックスに書いてもらいます。質問があれ

ば受講者はチャットボックスに書き込み、解答者はそれに回答します。最後は、「拍手アイコン」で、

解答者を称えます。



【シミュレーション】

現象のイメージと数式とを結びつけるためにシミュレーションを見せます。場合によっては、ここか

ら、さらに問いかけ、発展的な内容へと進むこともあります。シミュレーションはスクリーンシェアで

見せることもできますが、タイムラグが大きいので、あらかじめスクリーンキャストで録画してYoutube
にアップしておき、見せることが多いです。

【振り返り】

学習目標と態度目標が達成できたかどうかを確認します。最初と最後に目標を確認することで、グ

ランドルールを徹底することができます。

また、ライブ講義へ参加したことで得た気づき、そこから、どのように行動につなげるのかを、短い

言葉で書いてもらいます。これは、自分以外の参加者がどのように感じているのかを知ることで、

気づきを深める効果を期待しています。

この後、振り返りアンケートにも記入してもらいます。こちらは、長い文章を書く人が多いです。振り

返りを行うことで、受講者の気づきが深まり行動変容につながりやすくなると考えています。



実際に学び合いがどのように起こっているのか、声掛けをどのように行っているのかは、録画動画

（編集済み）をご覧ください

録画動画はこちら

(4)結果と考察

ライブ講義には、「予習してきたことが報われるような仕組み」を随所に埋め込んでいます。具体的

には、

・基本解法の確認を、生徒への発問によって行う。

・速く解けた人は、分からない人からの質問にヒントを与える。

・問題演習の解説を生徒への発問によって行う。

の 3つです。

この狙いが結果に反映しているかどうかを、「ライブ講義への参加回数が多いほど、予習率が高く

なる」という仮説を立てて、検証してみました。参加回数 5回以上は「5回」とカウントしています。

2014年 5月 16日「図形的解法」

http://youtu.be/XqRb0yHlcQc


2014年 7月 16日単振動ゼミ

2014年 8月 7日電気振動・交流ゼミ



3回のライブ講義の合計値について、参加回数と予習率との関係をグラフにまとめました。

参加回数と予習率の関係

この結果を見ると、回数を重ねるごとに予習率が上がっていくことが分かります。また、回数が 5回
以上の受講者は、物理ネット予備校での受講歴が長く、ライブ講義の予習動画とほぼ同じ内容の

レギュラー講義の授業を繰り返し見ているため、予習する必要がないと感じたことが予想されます。

実際、彼らのライブ講義での参加度や内容の理解度は非常に高いです。そのことを考慮すると、

参加回数が 4回目になるまでの間に、ライブ講義への取り組み方が改善し、予習率 100％を達成
できたと言えるのではないかと思います。

受講者の感想から、予習に関するコメントを抜粋しました。

・単振動、電気振動ともに予習は十分にしたつもりでしたが、ライブ講義では全く力を発揮できなく、特に位相のところで固まって
しまいました。

文字入力の仕方が遅く、チャットボックスへの入力がうまくいかなくて積極的な参加ができなく残念でした。いつも大きな刺激を受

け、やる気が倍増します。

・今回はついていくのに必死で、発言ができませんでした。

また自分の疑問点がはっきりさせられなく、質問ができませんでした。

ほとんどきくだけだったので、もし次のライブ講義に参加させていただくるときには予習をしっかりとして、万全の態勢で臨もうと思

います。ありがとうございました。

・予習動画を3回見て問題も自分で解けるようになったので今回は自信を持って臨んだのですが、最初のばねのところで間違い、

問題に関しては時間がなくついていくのが精いっぱいでチャットボックスを見る余裕もありませんでした。

あとでゆっくり復習してものにしたいと思っています

ライブ講義には今後とも積極的に参加したいと思っています

よろしくお願いいたします

・恥ずかしながら初めて波動の分野を学習しました。予習動画は一応見たのですが、開始３０分前位にさっと見ただけで、基本的

な事項が身についていれば、もっとチャットで考えを表現できたと思います。

録画の方の授業では、基本事項の説明が簡単だったり、順序が違っていたり、気になったところのちょっとした確認でも自分で処

理するので思うように行かないこともありますが、ライブ授業の場合、ある程度の確認なら、わかっている人が簡潔に教えてくだ

さったりするのでとてもスムーズに頭に入ってきました。



次回は、どんな内容をやるのか、そのためには田原の必修物理のどの辺を予習しているとよいのか、その辺の予習をしっかりし

て望みたいと思います。ありがとうございました。

・予習動画はやはり２回．３回みてしっかり理解することが大切だと感じました．

予習に対するコメントを見ると、予習をしてきたけれど、ライブ講義で十分に活躍できなかった悔

しさが、次はもっとしっかり予習しようという動機につながっていると感じました。

また、ライブ講義に参加することが、普段の動画講義を用いた学習に対する学習意欲の向上につ

ながっているのかどうかを検証しました。参加者の感想から学習意欲に関係することを抜き出す方

法を取りました。

・モチベーションがあがります。期間限定だから　必死になれます。チャットでは批判がなく　感じいいです。いつもはえんえんと一

人で悩んでいますが　助けてくれる人がいて　助けてもらったということがうれしいです。授業の進行中　へーと思ったとき　脳が喜

んでいるみたいです。数式を忘れても　そんなところは覚えていて　人に思わず話したくなります。話す人が居ないので　一人にっ

こりです。

　また　受けてみたいです。

・今日は意見を結構出せたし、皆の中で質問が飛び交ってとても楽しかったなーと感じました。改めてライブの緊張感と躍動感を

体で実感しました。単振動のエネルギーを考える部分も突発的に出てきた内容のようで、そういうハプニングのようなことがあると

楽しくなる。中身についてはこれから復習したいと思いますが・・・。

・自信を持ってライブ講義に臨んだが、理解が追いつかないところがあり、焦りました。じっくり復習して自分のものにしたいです。

・やっぱりライブは必ず新しい学びがあって面白いです。

他の人の発言によい刺激を受けます。

ちょっとついていけなかった所も復習できるのもすごく助かります。

シュミレーションもイメージがわいて楽しいです。

ありがとうございました。

・　単振動と回路は、自分なりに納得するまで、何回も自習する必要があるように感じました。基本を大切にした講義、いつもあり

がとうございます。

・先生と相対峙して、緊張の汗をかきながら参加できたのはうれしかったです。問題を図解して考えると問題の出題者が考えてい

たことを見抜けるようで、もっと身につけていきたいと思いました。

今後ともよろしくお願いします。

・緊張感があって、独学では体験できない勉強でした

・なかなか分かったつもりでも言語化が難しく感じました。

振動中心をとったあとのエネルギー保存則の意味がわかりました。

・

非常に有意義な時間でした。

有難うございました。

出来れば、また機会があれば、もう少し問題演習寄りのライブ講義を単振動などの単元でやっていただきたいなという希望があり

ます。

今回の問題は解答自体は合っていたのですが、考え方に少しずれがありました。そのずれを修正して今後に生かすべきか、別解

として役立つかはまだわかりません。今後それをはっきりさせていきたいです。

・勉強が印象に残るので記憶の定着にたすかってます。

またよろしくお願いします。

・皆様、よく勉強されているなと感じ、まだまだ理解していないことを自覚しました。

ありがとうございました。

独学では難しい部分がどこかということが、受講者の感想から見えてきました。問題をいっしょに



解いたり、他の人に言葉で説明したりしたときに、自分では「分かったつもり」になっていただけで、

正確に理解できていなかったことを発見することができるようです。これも、ライブ講義のメリット

の１つだと思います。

ライブ講義の後、どのような行動変容が期待できるのか、受講者のアンケートの「明日から始め

ること」の項目から、行動変容につながりそうなコメントを集めてみました。

・問題を解くときに誰かに解説するようにして解くこと。

・シュミレーション動画は普段見ていないので、いざライブ講義で見てみると、自分に電気現象のイメージが足りないこともあって

よくわからなかった。だからphys-comのシュミレーション動画を自分の学習に活用したい。そして電気現象を力学の現象のイメー

ジで補いながら理解していきたい。また、自分がいかにガリガリ計算の誘惑に負けているかがよくわかった。あれほど「規則性」

「比」の重要性を言われているのに、ライブ講義で「早く解き終えたい！」と思えば思うほど計算に向かっているのだ。たぶんこの

ままではいざ試験を受けた時も同じことになる。物理に対する自分の姿勢を根本から見直し、「規則性」「比」を見抜く頭にしていき

たい。最終的にはそちらのほうが楽だし、物理の理念にかなっているだろう。単振動と電気回路を中心に夏はやるぜ！！

・あとでもう一度・二度複習をして、ぜひとも理解度を上げたいと思っています

・定着度を上げるために復習に力をいれる。

・先生の講座をしっかりと聴くこと。

・数式に頼らず、現象をしっかり理解しようとおもいます。

　ここでは、非常に興味深い現象がありました。「計算で解く」「規則性を見抜いて解く」という2つ

の解法のうち、「計算で解く」ことを常に選択していた生徒が、問題演習で「規則性を見抜いて解

く」生徒のほうが圧倒的に速く解き終わるのを目の当たりにして、解法を変更しようと決意しました。

これは、動画講義で何度も強調していても変わらなかった行動パターンがライブ講義によって変

わった例だと言えると思います。

　また、説明することによって、自分が理解できていないことを発見できるということをライブ講義

によって気づき、勉強法に取り入れていこうという生徒もいました。これも、行動変容につながる

動きだと思います。



(5)今後の課題

学習意欲が向上したのかどうかを定量的に測定するのが難しいのですが、学習意欲と相関のあり

そうな指標を見つけ、定量的に測定できるように検討したいと思います。

　

1つの候補としては、入塾のときに学力テストを行い、半年後などに再度学力テストを行うことにし、
ライブ講義への参加率と学力の伸びや、その間の動画視聴時間などの間にどのような関係性があ

るのかどうかを調べるという方法を考えています。

　

ライブ講義が学習意欲の向上に役立つのであれば、MOOCsやOCWなど、多くの遠隔教育が抱
える脱落率が高いという問題を解決できる可能性があり、大きな意義があるのではないかと考えて

います。

※皆様へのお願い

このレポートへの感想や質問をどんなに短くても良いですので教えてください。皆さんのフィード

バックが、今後の授業改善に非常に役立ちます。

レポートへの感想はこちら

物理ネット予備校

田原真人

https://39auto.biz/kumaneko/touroku/thread79.htm

