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取 組 の 概 要 

本取組みは、高専の学習環境を基盤に、ラーニング /ティーチーン

グ（Learning by Teaching）という教育システムを構築し、取組み

期間において L/T 演習という新たな正規科目を開講した。L/T 演習

における相互に教え学ぶ取組の成果として、低学年の底上げはもと

より、教えた学生の理解力やコミュニケーションスキル、自己管理

能力、総合的な学習経験にもとづく創造的思考力の向上を実現する

ことができた。  
 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

本取組みは、L/T 演習の履修者である L/T スタッフによる少人数指導によって、教

える側(L/T スタッフ)・教わる側(L/T 受講生)双方の知識・理解力・技能の向上を図

り、共に学びあうことによってコミュニケーションスキル等の向上を促した。L/T ス

タッフと L/T 受講生が互いに評価するシステムを確立することで、自分の知識・理

解力・技能に対する責任を自覚させ、自己練磨を推進した。さらに、L/T スタッフに

対しては、総合的な学習経験を積む場(L/T 受講生が学外者)を提供することで創造的

思考に基づく問題解決能力の向上を図った。 

(１)取組の実施体制について 

【申請時】学校長のトップマネー

ジメントの下、教務委員会および

本取組の L/T 推進室が主体となり

全体を運営する。取組を主担当す

る教員を適時配置し、L/T スタッ

フへのアドバイス等を実施するこ

とで L/T スタッフの指導をスムー

ズに実現する。L/T スタッフは個々

の学力を定量的に評価され単位が認定される。  
【実施報告】実施において、校長のトップマネージメントの下、本取組の L/T 推進

室が主体となり、教務委員会と連携し L/T 演習という正規科目を開講することがで

きた。加えて、取組を主担当する教員を適時配置し指導をスムーズに実現するととも

に、担任および推進室の密な連携により L/T 演習のサポートを全学にて実現する体

制を構築した。学内において大きな効果が表れたことから、取組み期間終了後におい

ても、L/T 演習は正規科目として認定された。  
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(２ )取組の実施内容について  
【申請時】本取組では初年度において L/T 推進室を立上げて取組の推進基盤を確立

し、L/T 教育システムを構築するため教員が当該年度の L/T 教育のカリキュラムを企

画する。その後、正規の選択科目として取組み期間において毎年 L/T 演習を開講す

る。L/T スタッフに対して L/T アドバイザーが事前学習等を実施する。L/T スタッフ

は、基礎クラス、工学クラス、社会クラスにおけるフィールドで実践的な L/T 教育

を受ける。全学を対象とし、本科 4・5 年生の学生が L/T スタッフとなり学力を鍛え

1～3 年生は受講生となる。 

【実施報告】実施において、L/T 推進室を立上げ取組の推進基盤を確立するとともに、

L/T 演習を正規科目として開講した。推進室は 10 名の教員および 2 名の職員で構築

した。また教務委員会及び 1～3 年生の担任 20 名がサポートした。毎年全教員の約

38％が本取組みに参加した。また、4･5 年生で L/T 演習を選択した学生数は延べ 250
名を超えており、全学の 30％以上の学生が受講した。加えて、毎年約 200 名の 1~3
年生が受講者として本取り組みに関わった。  

取組期間中において 3 種の構成員が毎年学びを推進した。Ｌ/Ｔ教育における第一

のコンポーネントは L/T スタッフに対するアドバイザリング体制である。自己の持

つ知識を他に教授するためのノウハウを、L/T アドバイザ（教員）が事前に指導する

とともに、活動中の L/T スタッフの相談への対応や進行状況に応じたアドバイスを

適時実施した。第二のコンポーネントは、学習の場となる三つのフィールドである。

第１のフィールドは理工学（数学、物理、専門基礎）の理論・知識を教授する座学を

対象とした基礎クラスである。このクラスでは、L/T スタッフが校内の教室で講義を

行なった。第２のフィールドは専門技術を教授する実験実習を主体とした工学クラス

である。L/T スタッフは、専門の実験実習における、レポートの取りまとめ方を指導

した。第３のフィールドは、学外者を対象とした社会クラスである。L/T スタッフは

社会人の生涯学習や小中学生の理科教室、ものづくりや理工学を中心とした地域イベ

ントでの講師となった。以上の 3 クラスには L/T アドバイザーが同席した。第三の

コンポーネントは評価システムである。教員に加え、受講生に対するアンケート調査

を行った。これらと L/T スタッフ自身の活動報告を総合して L/T スタッフの学力向

上度を分析し評点を与えた。「L/T 演習」は前期・後期に開講し、各々30 時間で 1 単

位を与えた。  
(３)社会への情報提供活動について 

【申請時】成果を学内外に広げるため、取組の過程でフォーラムを開催し、取組内容

の報告を実施する。さらに報告書の作成により、学内の L/T 教育を確立し取組支援

期間終了後の学内での展開につなげる。同時に、取組による成果を先進的教育モデル

として強く発信するため学術誌への投稿などを実施する。 

【実施報告】最終年度にフォーラムを開催するとともに報告書を発刊した。さらに

L/T 教育のモデルを構築し、10 件の論文・学外発表および 4 回の招待講演を行い、

取組みを外部に還元した。さらに、新聞報道にていくつもの記事が紹介された。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

【申請時】本取組による到達目標のとして (a)双方向型学習による教育方法の改善、

(b)TA を活用した教育方法の改善、 (c)SA(School Assist；校務支援 )を活用した教育

方法の改善、 (d)少人数指導による教育方法の改善をあげた。  
該当事項における目的を達成するため、L/T スタッフ指導による双方向学習および

少人数指導時間を 30（時間 /単位）確保する【 (a)(b)(d)に該当】。L/T スタッフ一人当

たり 2～3 名の学生を指導する体制とし、きめ細かい少人数指導を一定期間継続して

実現する環境を確立する【 (b)(d)に該当】。L/T スタッフの指導を教員がサポートする

ことで学力の向上をねらった【 (a)(c)に該当】。  
【実施報告】本活動において、L/T スタッフは全体を総括する教員や科目担当教員の

アドバイスを受け、L/T 受講生に対する講義や演習の指導を行った。日常生活とは違

った高度なコミュニケーション力、プレゼンテーション力、協調性、及び主体性が要

求されることになり、その必要性への誠実な対応はこれらの能力の向上を喚起した。

同時に、自己管理能力と総合的な学習経験など、学力を向上させる機会が幅広く得

られた。さらに、受講生については、少人数指導による十分な学習時間が確保される

ことで、正しい知識とより深い理解が得られる効果が表れた。  
本取組みの効果を受講者の成績で分析した。1 学年に在籍する成績が下位の学生を

ピックアップし L/T を受講している 34 名と、受講していない 48 名の比較を行った。

その結果、L/T を実施する前には、それらのグループには明確な差があったが、L/T
を実施した後の試験では、ほぼ同じ分布に成績が向上したことが検定による検証から

示された。L/T を実施した工学クラスもほぼ同様の結果が現れた。  
L/T スタッフに対して「コミュニケー

ション力をなぜ向上させなければなら

ないと思うか」といったアンケート調査

を行った結果、「社会に出てから役立つ」

と多くの学生が回答した。「コミュニケ

ーション力が向上したか」という質問に

対し約 70%の学生が本取組みの L/T 演

習を受けることによって向上したと回

答した。  
また、受講生も熱心に取組み、 90％

以上の学生が L/T 演習を満足したと回

答した。さらに 90％の学生が L/T 演習

を

層の基礎学力向上に加え、学生の意識の変化など全体的に大き

な

の満足度も 90%を超えている。

継続して行うべきと答えた。  
このように、低学力

効果が見られた。  
一方、地域の子供達に対し実施した科学体験教室（社会クラス）においては、地域

と学校が一体となって体験教室を開催し、その中で学生がコミュニケーションスキル

を磨く、チームワークを磨く、様々な体験を自分の経験をもとに伝える作業により、

参加した子供達や保護者から高い評価を得た。これら

L/T演習・受講生の成績変化
（2010年・1年後期数学）

習熟度別数学授業の2クラス82名

受講前 受講後

夏課題
４月

中間
12月

期末
2月

受講者
34名 40.0 65.1 60.8 

未受講者
48名 54.3 65.0 63.3 

検定量 6.1 -0.1 1.1 

数学1A 平均点
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

【申請時】本取組みは、学内の授業改善（FD）活動

る。既に、教員間のシラバスや試験問題の点検、授

業公開による教員間の相互批評、学生の授業アンケ

ート、満足度評価などにより多角的な評価体制が既

に確立されており、本取組みも学内の組織による評

価改善を実現する。さらに、取組の過程で、第三者

評価により取組自身を評価すること

の一環として評価体制を構築す

でプログラム

れ

らに、第三者評価会議やフォーラムでのコメントにおいて本取組みが高い評価を

● た人に、その人が知

●

、サポートが必要な修学や

●

です。やはり責任があると、自分が苦手なところも自分で責任を負わななけ

ばいけないという、かなり社会に近い条件に置かれるようなことになると思いま

えたのち、先生方からの手が離れたところで、自立して

リ

にレベルアップするために L/T スタッフ同士でコミュニティを

成し座談会などを開催することで他者と情報を共有するシステムを検討・構築する

があげられる。 

 

のスパイラルアップを実現する。  
【実施報告】学内の授業改善（FD）活動として、

シラバスの点検やレポート評価法は適正に評価さ

た。また、学生相互間のアンケート調査において

も L/T 演習は高評価となった。  
さ

得た。本事業におけるコメントとして、次のように述べられた。  
 
人に教えることの難しさ、共に成長する、初めてそこで出会っ

らないことについて伝える、「教えることの難しさを知りました」と、教育の原点

を学生が語っており、この授業の素晴らしさが拝見できた。  
相手が分からないことを理解する、それは学力を超えた、さらに高度な意識、スキ

ルだと思います。そういうことを自分自身で身につけていくということで、L/T ス

タッフは、リーダー研修に近いものだと思います。また

学習、さらに地域の要請に対応し本当に必要なサポートを行なっていると感じま

す。相互間的な教育システムが機能していると思う。 

L/T スタッフさんの場合は個である学生さんに対して責任を持つ、これは大変重要

なこと

れ

す。  
 

一方、学生が L/T 演習を終

ーダーシップを発揮できる学習コミュニティの熟達者としての活動に期待し、かつ

興味があると述べられた。 

この取組みをさら

形

点
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

本取組みの核となる「L/T 演習」は支援期間内に確立され、実施のために必要なノ

ウ

ことを踏まえ検討した結果、平成 24 年度以降、本校のカリキュラムに科目の

ハウは既に学内に蓄積されていることから、財政支援期間終了時においても継続的

な活動が実施可能である。 

この

開設が決定した。図に示す 3 つのフィールドを継続して実施し、L/T 演習の充実を図

る。 

テクノフォーラム」を介した地域企業からの支援により対応する。  

適時外部有識者による第三者評価会議の評価でフィー

ドバックするとともに、学生、教員、教務委員会による評価体制を構築し、本事業で

得られた効果を継続させる。  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L/T 演習に必要な経費として、支援期間内に用いた設備を利用し校費により適時更

新することで継続的に活動が実施されるよう検討している。 

また、地域を巻き込んだ社会クラスにおいては島根県や市町村、本校の産学協力組

織「松江

さらに、外部資金の導入を積極的に図ることで、教育システムの充実と改善を実現

する。 

一方、今後の取組み課題として、コミュニケーション能力を図る手法の確立、今後の

スタッフ自身の学力の追跡調査を行うことを検討している。  
さらに、支援期間終了後も、
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上

どをチェック項目とするなど、多様なパラ

メータを評価方法として設定している。 

【１ページ以内】 ２．取組の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本取組みは、高学年の学生が低学年の学生や小・中学生等を教えることで自らの学

力を向上させる。対象となる学生は教員の補助（TA）ではなく、主体的に他を指導す

ることで成長する小さな教師（Little Teacher）と位置付けている。L/T は“Learn by 
Teaching”の頭文字で、教える側の学力向上を図るとともに、教えられる側の学力向

も目指す取組みであり、広い意味で「相互に教え学ぶ取組み」の一形態とみなせる。  
アドバイザリング体制の確立により、全体を総括する教員や専任教員等のアドバイ

スを受けながら、学生等が講義や演習、実験実習の指導・補助を実施することにより、

コミュニケーションスキルの向上、自己管理能力と社会的責任の自覚の養成、総合的

な学習経験などを向上させる機会を定常的に与え、生きた学力の確保と創造的思考力

の向上を期待できる。基礎クラス、工学クラス、社会クラスにおいて学生が自己の学

力向上のため演習を実施する。単位化するフィールドの導入により、コミュニケーシ

ョン力を始めとする学力や多様な学習環境の設定による学生の学習経験がさらに向上

する教育効果が得られる。創意工夫・独自性は、指導上で最も力を注いだ点や受講生

の問題点の発見と改善方法などをチェック項目とし、コミュニケーション能力は、コ

ミュニケーションを図る工夫やその実施な

【Ｌ/Ｔアドバイザー】

【Ｌ/Ｔスタッフ】

【Ｌ/Ｔ受講生】

取組み

①
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ン
グ
体
制

②
単
位
化
の
導
入

③
教
員
及
び
受
講
生
に
よ
る
評
価

基礎クラス：座学を対象とした校内，学生寮での学習指導
工学クラス：実験実習を対象とした測定・分析法やレポート作成の指導
社会クラス：社会人の生涯学習や小中学生の理科教室講師

Ｌ/Ｔ教育の仕組み 

【Ｌ /Ｔアドバイザー】  
教員。Ｌ /Ｔ教育全体を監督・指導するとともに、Ｌ /Ｔスタッフに授業などのノ

ウハウを伝え、またＬ /Ｔスタッフの能力不足を補う役割を果たす。  
【Ｌ /Ｔスタッフ】  
高学年の学生。低学年の学生又は小・中学生に専門的な知識や技術を教えるこ

により、その分野についての総合的理解を深めるとともに、コミュニケーショ

能力、プレゼンテーション能力、主体性を向上させる。  
【Ｌ /Ｔ受講生】低学年の学生又は小・中学生等（低学年の学生については、当

該分野の達成度の低い者とする）。Ｌ /Ｔスタッフから小グループでの指導を受け

て、当該分野の学力（知識・

と

ン

分野への興味を向上させる。理解・技能）又は当該
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