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スマートフォンを授業で活用してみませんか？

人間科学科　柳沢昌義

　大学教員は、常に学生のスマートフォンと戦っている。大人数の授業なら当然だが、最近の学生は
わずか10名程度の授業中ですら、スマートフォンを触っている。
　もちろん授業中に疑問に思ったことを検索して理解を深める学生もいるのだが、多くは、まったく
関係ないページをみている学生、LINEでおしゃべりまっさかりという学生も多い。最悪は、テスト
中のカンニングである。私も授業中のカンニング対策には苦労した一人であるが、いまだ撲滅できて
いない。記憶の助けにとおもって作成したウェブページも、試験時間中に使われてしまったという
LOGも残っている、親切がまったく裏目に出てしまった悲しい現実である。
　今回は、逆に、授業中に積極的にスマートフォンを使わせてしまうという逆転の発想を紹介したい。
私の所属する日本教育工学会では、10年以上も前から携帯電話を授業に積極的に使わせるという研
究実践が紹介されてきた。具体的には次の表のような例である。

使用方法 具　体　例

出席管理
授業冒頭に板書したキーワードを専用サイトに入力することで出席をとる。なりすまし
や代理出席ができないように、授業の中盤、最後にも同様なことを行い、途中でサイト
外を閲覧できないようにするなどの対策が施されている。

Minutes Paper 今回の授業の感想・意見・質問を授業終了間際に簡潔に書かせる。
私もほとんどの授業でこの手法を現在でも取り入れて使っている。

ノートの代わり
最近の研究では、ノートを取るより、スマートフォン等のカメラ機能で板書を撮影させ
る方が学習に有効だとされている。漫然とノートをとるより、授業をしっかり聞け、そ
して後からいつでも参照できるのが魅力である。

授業中の議論
学生が授業中に意見を述べることはまずない。強制させても隣の友人の顔をみてへらへ
らするのがやっとの学生が多い。そこで、授業中にテーマをきめて、発言を書きこませる。
これが意外と多くの意見が寄せられて面白い。授業が活性化すること間違いなし。BBS
を使ったり、Twitterを使ったりと各種方法が提案されている。

授業中チャット
上記の議論をもっと気楽に行う手法だ。スクリーンの右端一列分等をチャット専用領域
として授業中に好きに学生に発言させるものだ。授業は大変活性化する。私も何回かやっ
てみたが、学生の発言が面白く、議論中心の授業には最高の手法だ。

服部さん 2年前のこのニューズレターで紹介したアバターを利用した方法。私はときどき利用し
ているが、最近は他大学でやってほしいとリクエストが多い。

流動字幕
ニコニコ動画をご存じだろうか？見ている学生が発言した内容が流れる字幕として画面
を横断していく。チャットの進化系であるが、教員の用意したコンテンツを横断するの
で、否応なしにその発言を全員が見ることになる点が面白い。
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コミュニケーション以前の問題
　もう７年前の話になる。都内のＳ大学の教員Ｔさんから聞いて、驚いた。授業中、携帯電話でメー
ルのやりとりをしている学生に注意してもやめないので、その携帯を一時的に取り上げた。授業後、
その学生は学生課に行き、「自分の私有物が没収された」と文句を言った。Ｔさんには学生課から、
こういう苦情が学生から出たと事務的に注意喚起された。
　「『苦情』として認められるのですからねえ」。Ｔさんは憤懣やるかたない様子だった。当然であろう。
非常識を叱った人間が逆に叱られるのだから。
　そしてスマホ時代の現在、筆者も大学で教える立場になった。我田引水になろうが、総じていえば、
本学は学生のマナー順守の点でましな方なのかもしれない。それでも、教室でスマホいじりを続けて
いる学生がいる。見つけたら、どうするか。やめるよう注意する。大学に来てこんなことを言わない
といけないのかと思うと、情けなくなる。でも私語と同様、放置すれば、非常識がまかり通るだけだ。
　ごく簡単なことだ。注意されたり説教されないから、スマホいじりはまかり通ってしまう。時々、
こう注意する。
　「なぜ、君はこれまで注意されなかったか、考えたことがありますか。この人にそんなことをする
意味はない、と思われて見捨てられているのかもしれない。君はその時点で相手の視野から消えてい
る。スマホをやりながらそういう風景のなかにいる自分を、もう一人の別の自分が見たら、どういう
風に映るか考えてみるといい。立派な自分として見つめられるだろうか」
　たかがスマホ、と片づけたくはない。逆手にとって、スマホを使ってできる授業という発想は、別
の次元の事柄である。人の話をきちんと聞くという大前提を脇に置いてしまっては、コミュニケーショ
ンもなにもあったものではない。なのに、そのことがないがしろにされていないだろうか。
　実は、筆者自身の授業でごくたまに学生にスマホを使わせることがある。ちょっとした検索やＥラー
ニングなどをやらせる。スマホの賢い利用法はあってしかるべきと考えている。その方法論はこれか
らもっと熟考されていくべきだろう。同時に、知性の歩みを支える倫理観もしっかりと成熟させてい
きたい。それ故、モラルを破る行動を不問にしてはならない。

記：町田幸彦 

編集後記

　出藍の誉れでなく、トンビからタカ？　二人の教え子が出版社に就職した。そこで少し反省。
本の世界について学生たちに十分語れていない。書評家・岡崎武志の『読書の腕前』（光文社）
の一文が気になっている。「本というものは、時間の流れを一瞬で止めてみせることができるメ
ディア」（佐野眞一）。ネット優勢の時代、本の存在意義を根源的に問い直す。そんな研究テーマ
があってもいい。

（町田幸彦）



　最後に紹介した流動字幕を、私は、「マルチメディ
ア論」「教育の方法と技術」といった少人数授業から、

「人間科学研究序論」や、「World of English」といっ
た200人近い受講者の授業で実践している。
　流動字幕は学生が授業中に考えたこと、思ったこと、
なんでも自由に発言できるため、授業が盛り上がるこ
とは必定である。学生が映し出されるPowerPointに
対するまじめな意見から、ふまじめな意見までいろい
ろある。教員が学生にあえていろいろ質問してその答
えが大量に送られてくる。
　11月に行ったWorld of Englishの受講生のMinutes 

Paperからは、「面白く、集中できる」「率先して授業
を受ける気にさせてくれる」「他の学生の考えを知れ
て良かった」「他の授業でも取り入れてほしい」といっ
た感想が得られた。
　人間科学序論では、賛否両意見や改善点等より詳細
に聞き、右図にまとめるような意見が得られた。
　この手法を使った教師側、私の意見としては、学生
の意見をまじめな意見からふざけた意見まで受け止め
る覚悟と、それを授業に拾い上げて処理する技量は相
当必要になると思う。書きこんだ内容すべてに反応し
てコメントする必要はないが、この扱い次第で、授業
がいかようにでも面白くなるだろう。
　では学習効果はどうか。私の所属する NPO 法人、
教育テスト研究センターで先日まったく同一内容の授
業を、この流動字幕を使った方法と、マイクを使った
強制発言法で比較実験をおこなった。この結果は現在
分析中であり近いうちに学会等で発表したい。

女性ジャーナリストが語る〜連続講演会2014より
　メディア・コミュニケーション研究所では、毎年さまざまなテーマを掲げて連続講演会を開催して
いる。今年度のテーマは「女性ジャーナリスト」。11月17日（月）と12月8日（月）の２回にわたり、
第一線で活躍する女性ジャーナリストに「現在の仕事」について語ってもらった。

　第一弾（11月17日）のゲストは、熊谷博子氏。三池炭鉱労働者の妻たちを描い
た『三池を抱きしめる女たち～戦後最大の炭鉱事故から50年』で放送文化基金最
優秀賞を受賞した映像ジャーナリストである。講義では、現在制作中のドキュメン
タリー『原発があるまちの記憶（仮題）』の取材映像と共に、福島第一原子力発電
所事故から３年半が経過した「フクシマ」の現状が語られた。
　「（自分が）生かされたからには、ここで人が暮らしていた証を残したい」と語る

学生がスマートフォンに書き込んだ短文が
画面を横断して流れる流動字幕の様子

教員の問いに対するまじめな解答のほか、
感想、ちゃかしなど様々な発言が飛び交っている

学生から寄せられた意見

肯定的意見が多いが、
手法（システム）に対する改善案も多く出された

浪江町のアマチュアカメラマン、現在も続けられている地元警察・消防による遺骨捜索、鉢呂経産相
（当時）の「死の街」発言を「間違っていない。ここは生きながらに死んでいく街」と言い切る双葉
町の女性、農作業途中の自宅を見て「東電から受ける恩恵に対するリスクは大きすぎた」と語る避難
男性──。３年半前の津波の爪痕が残ったままの地域の様子も生々しく映し出され、原発事故による
避難指示により救助・回収されずに放置された死があったというショッキングな事実も描かれる。「（津
波の）後片付けができないのは、そこに人が入れない状態にあるから」。「フクシマ」は、3.11から
時を止めているのである。
　福島県では、震災関連死（精神的疲労による死や自殺）が増加傾向にある。熊谷氏はカメラを通じ
て「フクシマ」は現在進行形の問題であるという事実を訴えかける。東京との分断だけではない。福
島の中で「フクシマ」も分断されている。だが、メディアを含め、私たちは出来事を風化させ、「フ
クシマ」を「過去のもの」へと忘却させようとしている。
　国策の被害者となった人々に寄り添い、想いを共有するという映像作りをする熊谷氏。学生たちも、
近くて遠い「フクシマ」の現実に見入っていた。ここからジャーナリズムの世界を志す学生が生まれ
て欲しいと感じさせる講演であった。

　続く第二弾（12月8日）には、毎日新聞外信部で海外特派員として活躍されてい
る國枝すみれ氏が登壇。講義では、中米三国（グアテマラ、ホンジュラス、エルサ
ルバドル）から列車の屋根に乗ってアメリカを目指す不法移民に同行した「死の列
車を行く」（2011年8月掲載）の体験談が語られた。名ばかりの「アメリカンドリー
ム」を目指す旅の成功率はわずか１割。「死の列車」には、強制送還だけでなく、
強盗・誘拐・レイプ・転落死が日常の光景として存在する。それでも彼らを列車に
乗せる背景には、中南米が抱える経済格差の問題がある。麻薬や暴力も「文化」と
して彼らの生活を支配する。彼らは、生きるために命を賭して列車の屋根にしがみつくのである。
　國枝氏は「あなたは好きな勉強をして、好きな仕事ができていいわね」と言われたことを記事の締
め括りに使っている。講義でも、中米社会が抱える問題を端的に表現したこの言葉に触れられた。自
分の意志で人生を決めることができるのは、世界でも限られた人だけであり、私たち日本人はそのこ
とに無自覚であることに気づかされる。
　後半には、飢餓に苦しむアフリカの子どもが映るテレビを祖母に消された反抗心から始まるジャー
ナリスト人生の一端も紹介された。警察回りや海外特派員の仕事は過酷で苦労することも多い。だが、
大事なのは、他人が設定した「人並み」ではなく、自分の楽しさや喜びを以て「幸せは自分で定義す
る」こと。自分と違う世界を知り、現場で経験することが好きと語る國枝氏の軸を感じさせるメッセー
ジであった。
　國枝氏は、私たち日本人から遠く離れた世界を取材することで「人が豊かに暮らせる社会とは何か」
を問いかける。社会の鼓動を伝えるジャーナリストという仕事の魅力とハングリー精神を感じさせて
くれる講演であった。

　第一線のジャーナリストに共通するのは「伝えたい」という強い想いと行動力である。メディア業
界に関心を持つ学生、志望する学生にも、この業界で求められる素養を感じてもらえたのではないだ
ろうか。
　次年度も、学生により多くの実りがある催しを企画していきたい。

記：小寺敦之
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を問いかける。社会の鼓動を伝えるジャーナリストという仕事の魅力とハングリー精神を感じさせて
くれる講演であった。

　第一線のジャーナリストに共通するのは「伝えたい」という強い想いと行動力である。メディア業
界に関心を持つ学生、志望する学生にも、この業界で求められる素養を感じてもらえたのではないだ
ろうか。
　次年度も、学生により多くの実りがある催しを企画していきたい。

記：小寺敦之



Toyo Eiwa University Institute of Media and Communication Studies
Newsletter

東洋英和女学院大学 メディア・コミュニケーション研究所

発行日 2015年2月20日第5号

スマートフォンを授業で活用してみませんか？

人間科学科　柳沢昌義

　大学教員は、常に学生のスマートフォンと戦っている。大人数の授業なら当然だが、最近の学生は
わずか10名程度の授業中ですら、スマートフォンを触っている。
　もちろん授業中に疑問に思ったことを検索して理解を深める学生もいるのだが、多くは、まったく
関係ないページをみている学生、LINEでおしゃべりまっさかりという学生も多い。最悪は、テスト
中のカンニングである。私も授業中のカンニング対策には苦労した一人であるが、いまだ撲滅できて
いない。記憶の助けにとおもって作成したウェブページも、試験時間中に使われてしまったという
LOGも残っている、親切がまったく裏目に出てしまった悲しい現実である。
　今回は、逆に、授業中に積極的にスマートフォンを使わせてしまうという逆転の発想を紹介したい。
私の所属する日本教育工学会では、10年以上も前から携帯電話を授業に積極的に使わせるという研
究実践が紹介されてきた。具体的には次の表のような例である。

使用方法 具　体　例

出席管理
授業冒頭に板書したキーワードを専用サイトに入力することで出席をとる。なりすまし
や代理出席ができないように、授業の中盤、最後にも同様なことを行い、途中でサイト
外を閲覧できないようにするなどの対策が施されている。

Minutes Paper 今回の授業の感想・意見・質問を授業終了間際に簡潔に書かせる。
私もほとんどの授業でこの手法を現在でも取り入れて使っている。

ノートの代わり
最近の研究では、ノートを取るより、スマートフォン等のカメラ機能で板書を撮影させ
る方が学習に有効だとされている。漫然とノートをとるより、授業をしっかり聞け、そ
して後からいつでも参照できるのが魅力である。

授業中の議論
学生が授業中に意見を述べることはまずない。強制させても隣の友人の顔をみてへらへ
らするのがやっとの学生が多い。そこで、授業中にテーマをきめて、発言を書きこませる。
これが意外と多くの意見が寄せられて面白い。授業が活性化すること間違いなし。BBS
を使ったり、Twitterを使ったりと各種方法が提案されている。

授業中チャット
上記の議論をもっと気楽に行う手法だ。スクリーンの右端一列分等をチャット専用領域
として授業中に好きに学生に発言させるものだ。授業は大変活性化する。私も何回かやっ
てみたが、学生の発言が面白く、議論中心の授業には最高の手法だ。

服部さん 2年前のこのニューズレターで紹介したアバターを利用した方法。私はときどき利用し
ているが、最近は他大学でやってほしいとリクエストが多い。

流動字幕
ニコニコ動画をご存じだろうか？見ている学生が発言した内容が流れる字幕として画面
を横断していく。チャットの進化系であるが、教員の用意したコンテンツを横断するの
で、否応なしにその発言を全員が見ることになる点が面白い。
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コミュニケーション以前の問題
　もう７年前の話になる。都内のＳ大学の教員Ｔさんから聞いて、驚いた。授業中、携帯電話でメー
ルのやりとりをしている学生に注意してもやめないので、その携帯を一時的に取り上げた。授業後、
その学生は学生課に行き、「自分の私有物が没収された」と文句を言った。Ｔさんには学生課から、
こういう苦情が学生から出たと事務的に注意喚起された。
　「『苦情』として認められるのですからねえ」。Ｔさんは憤懣やるかたない様子だった。当然であろう。
非常識を叱った人間が逆に叱られるのだから。
　そしてスマホ時代の現在、筆者も大学で教える立場になった。我田引水になろうが、総じていえば、
本学は学生のマナー順守の点でましな方なのかもしれない。それでも、教室でスマホいじりを続けて
いる学生がいる。見つけたら、どうするか。やめるよう注意する。大学に来てこんなことを言わない
といけないのかと思うと、情けなくなる。でも私語と同様、放置すれば、非常識がまかり通るだけだ。
　ごく簡単なことだ。注意されたり説教されないから、スマホいじりはまかり通ってしまう。時々、
こう注意する。
　「なぜ、君はこれまで注意されなかったか、考えたことがありますか。この人にそんなことをする
意味はない、と思われて見捨てられているのかもしれない。君はその時点で相手の視野から消えてい
る。スマホをやりながらそういう風景のなかにいる自分を、もう一人の別の自分が見たら、どういう
風に映るか考えてみるといい。立派な自分として見つめられるだろうか」
　たかがスマホ、と片づけたくはない。逆手にとって、スマホを使ってできる授業という発想は、別
の次元の事柄である。人の話をきちんと聞くという大前提を脇に置いてしまっては、コミュニケーショ
ンもなにもあったものではない。なのに、そのことがないがしろにされていないだろうか。
　実は、筆者自身の授業でごくたまに学生にスマホを使わせることがある。ちょっとした検索やＥラー
ニングなどをやらせる。スマホの賢い利用法はあってしかるべきと考えている。その方法論はこれか
らもっと熟考されていくべきだろう。同時に、知性の歩みを支える倫理観もしっかりと成熟させてい
きたい。それ故、モラルを破る行動を不問にしてはならない。

記：町田幸彦 

編集後記

　出藍の誉れでなく、トンビからタカ？　二人の教え子が出版社に就職した。そこで少し反省。
本の世界について学生たちに十分語れていない。書評家・岡崎武志の『読書の腕前』（光文社）
の一文が気になっている。「本というものは、時間の流れを一瞬で止めてみせることができるメ
ディア」（佐野眞一）。ネット優勢の時代、本の存在意義を根源的に問い直す。そんな研究テーマ
があってもいい。

（町田幸彦）




