
アクティブラーニング環境活用ガイドライン（第 1版） 

アクティブラーニング推進プロジェクト 

2014年 3月 

本学は、2013 年度、４年間で育成すべき人材像（いわゆる「学士力」）を「現代

を生きるための教養と専門的な知識・技術を身につけ、人と社会と文化を支え合うこ

とのできる力」と定義しました。とりわけ、責任、信頼、誠実という観点から他者と

協働して社会に貢献する力。そして、問題の本質を見抜き、課題を発見して新たな価

値を創造する力が社会から求められています。これらの能力の育成に全学をあげて取

り組むことの重要性に鑑み、“新たな教育への質的転換”―――協調的な学びの過程

を通じて学生のコミュニケーションや創造性を引き出し、学生自らが主体的に知を構

成することを促す教育、そして学生を「深い学び」に導く教育への転換 ―――を推

進する拠点としてＡ～Ｂ館２階を「アクティブラーニング推進ゾーン」と位置づけ、

「能動的な学習（アクティブラーニング）」を中心に据えた教育を実践する場を整備

しました。 

このガイドラインは、この新たな教育環境を活用するためのヒント、例えばいくつ

か想定される授業スタイルに応じた利用法を例示したものです。今後、この環境で多

様な教育実践が展開され、有用な活用法が生まれることが期待されます。これを組織

的に共有し、本学における「アクティブラーニング」を活性化するための媒体として、

本ガイドラインは継続的、発展的に改訂することを予定しています。 

なお、アクティブラーニング推進プロジェクトは、2013年度末までの期間限定プ

ロジェクトであったため、今後の改訂作業は FDセンターに移管されることとなりま

す。 
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 Ａ館演習室（Ａ２１５）・・・プレゼンテーションルーム 

 

両壁面にホワイトボードを設置しています。ホワイトボードは、車椅子の学生に配慮して床上

60cm の高さから立ち上がっています。 

このホワイトボードは、プロジェクタのスクリーンとしても利用し

ます。プロジェクタを windows パソコンと接続すれば「電子黒板」

として使用することができ、たとえば、ホワイトボードに投影した映

像に電子ペンで書き込みを行い、それを保存して学生に配布する、な

どの利用ができます。 

この演習室は、横に長い形状です。たとえば、左右２グループに分

けて議論し、お互いの結論をそれぞれのホワイトボードに提示して相互比較・相互評価しながら

自分たちの議論を省察させる、などの利用ができます。 

Ａ－０．演習室の使用にあたって 

Ａ－０－１．演習室の利用 

この演習室は、基本的に常にオープンです（開錠されています）。授業で使用していない

時間帯、あるいは事前の使用予約のない時間帯は、学生のプレゼンテーションの練習やデ

ィスカッションなど誰でも利用できます。予習復習等でこの環境を積極的に活用するよう、

学生に促して下さい。入り口に１週間の予約状況を掲示しています。 

Ａ－０－２．椅子と机 

ホワイトボードの前に教員用の机と椅子を置いています。持参されたノートパソコンや

資料の置き台としてご利用下さい。 

可動式の椅子が 30 脚あります。下図のように、この椅子には簡易テーブルが付いてい

ます。なお、簡易テーブルを収納し、シートを上げることで椅子同士をスタックすること

ができます。 

  

授業終了後は、下記のレイアウトにもどしてください。 
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90cm 四方の作業机が 3脚あります。自由に動かし、組み合わせてお使い下さい。使用

する際には安全のため、脚のキャスターをロックして机を固定して下さい。 

 

Ａ－０－３．プロジェクタ 

壁の上部から投影する方式（超短投射モデル）のため、ホワイトボードの前に立っても

人の影ができません。 

ワイヤレスでパソコン、スマートホンやタブレットの画面を投影できます（→応用的な

利用法を参照）。また、「電子黒板」機能も利用できます（→応用的な利用法を参照）。 

Ａ－０－４．パソコンの利用 

この演習室には備え付けのパソコンがありません。ご自身のパソコンをお使い下さいま

すようお願い申し上げます。なお、電子計算機センター（C館 1階）では、授業用パソコ

ンの貸し出しサービスを行っています。 

なお、画像や動画を投影するだけであれば、USBメモリに画像データ等を入れ、プロジ

ェクタに接続することで利用が可能です（→応用的な利用法を参照）。 

Ａ－０－５．照明（電灯）のスイッチ 

Ａ２１５演習室の照明は、廊下にあるスイッチで操作してください。 

 

～ 窓側 ～ 

ダウンライトＡ２ 

○ ○ ○ ○ 

ダウンライトＢ２ 

○ ○ ○ ○  

 メインＡ   メインＢ  

○ ○ ○ ○ 

ダウンライトＡ１ 

○ ○ ○ ○ 

ダウンライトＢ１ 

～ 廊下側 ～ 

 

Ａ－０－６．機器の使い方が分からないとき、困ったときは・・・ 

演習室内の電話から「３１１０」を呼び出して下さい。学習支援室のスタッフが対応し

ます。 
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Ａ－１．基本的な利用法 

Ａ－１－１．持ち込みパソコンの画面をプロジェクタに投影する 基本 

使い方 

１．スクリーンから出ている RGB ケーブルをパソコンの RGB ポートに接続します。 

２．リモコンでプロジェクタの電源を入れ、入力ソースを「マイソース」に切り替えま

す。 

３．パソコンの電源を投入し、画面が表示されれば、準備完了です。 

 

終わり方 

１．パソコンから RGBケーブルを抜きます。 

２．リモコンでプロジェクタの電源を切って下さい。 

プロジェクタに関する留意事項 

※）リモコンは、どちらのプロジェクタも操作できます。 

※）リモコンを取り扱う場合は、操作したいプロジェクタに近づき、リモコンの先をプ

ロジェクタに向けて下さい。 

※）プロジェクタの電源を切ると、その後 3分間程度、電源を再投入することができま

せん。これは、プロジェクタを保護するため仕掛けです。 

 

  

電源を入れる 
このボタンを押します。 

レンズドアが開き、しばらくすると電源イ
ンジケータが緑色に点灯します。 

電源を切る 
このボタンを押します。 

「電源を切りますか？」のメッセージが表
示されます。もう一度ボタンを押して下さ
い。ランプが消灯し、冷却動作を開始し

ます。レンズドアも閉まります。 

入力ソースを選ぶ 
「マイソース」ボタンを押します。 
入力ソースを、マイソース（RGBポート）

に切り替えることができます。 
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Ａ－２．応用的な利用法 

Ａ－２－１．ＵＳＢメモリに保存した画像／動画をプロジェクタに投影する 応用  

パソコン等を持ち込まなくても、ＵＳＢメモリ等に保存した画像や動画データを投影す

ることができます。 

USBメモリー、SD カード、外付けHDD などの記録メディアを接続し、保存されてい

る画像や動画などをダイレクトに投写することができるので、パソコンが無くてもプレゼ

ンテーションが可能です。 

ただし、使用できる USB メモリや再生可能なファイル形式に制約があるので、ご注意

下さい。あらかじめ動作確認することをお勧めします。 

USB規格 現在、調査中です。 

画像 JPEG、BMP、PNG、GIF 

動画 AVI、MOV（オーディオ形式は AACのみ対応） 

音声 WAV 

使い方 

１．リモコンでプロジェクタの電源を投入し、入力ソースを切り替え、「USB TYPE A」

を選択します。 

２．持参したUSB メモリをUSB ポートに接続します。 

３．下図のような「サムネイル画面」が表示されます。 

 
４．操作は、すべてリモコンのメニューボタンで行います。 

５．リモコンの ◀ ▶ ▲ ▼ ボタン画像を選択し、ENTER 

ボタンを押すと、全画面で表示されます。 

６．他の画像への切り替えは、◀ ▶ ボタンを押します。 

７．ENTER ボタンで「サムネイル画面」に戻ります。 

終わり方 

１．リモコンを操作し、メニューから「USB 取り外し」を選択し、ENTER ボタンを

押します。 
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Ａ－２－２．プロジェクタのテンプレート機能を使う 応用 

このプロジェクタにはテンプレート機能があります。 

パソコンを使わず、ホワイトボードに罫線等のパターンを投写することで、文章や図、

グラフなどを書き込みやすくすることができます。 

次のテンプレートが用意されています。 

・黒地に白罫線 

・白地に黒罫線 

・方眼白地に黒線 

・方眼黒地に白線 

・世界地図 

・円グラフ 

使い方 

１．リモコンでプロジェクタの電源を投入し、［メニュー］ボタンを押します。 

※）あるいは、リモコンの［マイボタン］を押します。 

 

２．「スクリーン」を選択し、テンプレートのパターンを選び、ENTER ボタンを押し

ます。 

 

参考 

※）このプロジェクタのテンプレート・パターンは限られています。 

一方、「電子黒板」機能には、豊富なテンプレート・パターンが用意されています。

そちらをご利用されてもよいでしょう（→応用的な利用法「Ａ－２－４」を参照）。 
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Ａ－２－３．プロジェクタをワイヤレスで使う 応用 （使い方が少々難しい） 

ノートパソコン、タブレット、スマートホン等の画面をワイヤ

レスでスクリーンに投影することができます。これは、大学の無

線ＬＡＮ環境を使い、手元の機器の画面をネットワーク経由でス

クリーンに投影する機能です。なお、スクリーンを４分割して、

最大４つの画面を同時に投影することも可能です。 

たとえば、学生を４つのグループに分け、各グループのパソコ

ンの画面をワイヤレスで同時投影し、討議の成果を相互比較しな

がらコメントを加える、あるいは学生グループ間で相互評価させ

る、などの利用ができます。 

  

  

 

使い方 

１．リモコンでプロジェクタの電源を投入し、リモコンの「マイボタン」の「１」を選

択して、入力ソースを「wivia」にします。 

２．スクリーンに「wivia」の待機画面が表示されることを確認します。 

 

３．パソコン、タブレット、スマートホンを無線 LAN（WiFi）にログインします。 

※）演習室内に無線 LAN のアクセスポイントがあります。教育用システムの

ID/PWでネットワークにログインします。タブレット、スマートホンでログ

インするためには、あらかじめ電子計算機センターで登録を済ませて下さい。 

４．パソコン等に事前にインストールした「wivia ソフトウェア」を起動

します 

※）パソコン用のソフトウェア（Windows版、Mac版）。は、「wivia」

のサイトからダウンロードできます。 

※）「iPad」、「iPhone」（iOS4.3.5以降）の場合は、「App Store」

から無償の「wivia専用アプリケーション「wivia Docs」）」を

ダウンロード、インストールして下さい。 
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※）「Android」（2.2以降）の場合は、「Google Play ストア」から無償の「wivia

専用アプリケーション「wivia Docs」）」をダウンロード、インストールして

下さい。 

※）ソフトウェアをインストールせず、専用の「起動USBメモリー」

をパソコンに挿してソフトウェアを起動することもできます。「起

動USBメモリー」は学習支援室で借り受けて下さい。 

５．「wivia ソフトウェア」あるいは「wivia Docs」を起動すると、プロジェクタ一覧

が表示されます。 

 

６．上記のうち、投影したいプロジェクタの名前を選択し、▶ をクリックします。投影

したいプロジェクタに貼っているシールを見て、名前を確認して下さい。 

７．プロジェクタに画面が投影されれば、OKです。 

高度な使い方（４分割投影） 

１．「wiviaソフトウェア」のプロジェクタ一覧の中から投影したいプロジェクタの名前

を選択し、▶ をクリックします。 

２．スクリーンの中のどこに投影したいのか、希望する領域を選択します。 

 

３．希望の領域に画面が投影されればＯＫです。 

※）同じ領域に対して、別のパソコン、タブレットが指定した場合、後から指定

したものが優先して表示されます。 
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高度な使い方（動画再生） 

１．動画ファイルを再生するときは、PC で再生してプロジェクタに投影するよりも、

wivia の再生機能を使用する方が、動きが滑らかになります。対応している形式は、

以下のとおりです。 

 

２．動画を投影したいプロジェクタの［動画再生ボタン］をクリックします。 

 

３．動画ファイルを選択します。なお、動画はプロジェクタに投影されます。手元の PC 

画面には表示されません。 
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Ａ－２－４．電子黒板（インタラクティブホワイトボード）を使う 応用 

パソコンを接続して「電子黒板」機能を起動することにより、ホワイトボード上で電子

ペンを使い、パソコン操作やホワイトボードへの書き込み、ホワイトボード上のイメージ

の保存・再生などができます。 

ここでは、パソコンとプロジェクタを RGB ケーブルで接続した場合で説明します。ワ

イヤレスでの利用（Ａ－２－３を参照）も可能ですが、ネットワークの通信環境に影響さ

れるため、電子ペンのレスポンスが悪くなり、ストレスを感じる場合があります。 

使い方 

１．「電子黒板セット」（右の写真）を、学習支援室（Ｃ２０１）で

借り受けて下さい。 

２．スクリーンから出ている RGB ケーブルをパソコンの RGB ポー

トに接続します。 

３．リモコンでプロジェクタの電源を入れ、入力ソースを「マイソ

ース」に切り替えます。 

４．下図のように、「電子黒板セット」をホワイトボード上にマグネットで貼り付けます。 

  

 

４．「電子黒板セット」から出ている USBケーブルをパソコンに接続します。 

５．パソコンにあらかじめインストールした「ｅ黒板アシスタント」を起動します。 

※）「ｅ黒板アシスタント」のインストール CD（対応 OS は、Windows 

XP/Vista/7/8）は学習支援室にあります。 

６．位置決めをするため、画面上に表示される９つの点を、指定された順に電子ペンで

タッチします。次に、「外部操作シート」の左上と右下を電子ペンでタッチします。 
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７．電子ペンをパソコンのマウスとして使用する場合は、外部操作シート（下図）の「パ

ソコン」をタッチして電子ペンを「マウスモード」に切り替えます。 

８．電子ペンでホワイトボードに書き込みを行う場合は、「ペン（黒／赤／青）」をタッ

チして電子ペンを「ペンモード」に切り替えます。 

９．投影されている内容を保存する場合には、「撮る」をタッチします。画像データとし

て保存されます。 

10．保存したデータを呼び出したい場合は、「見る」をタッチして、呼び出したいデー

タを選択します。 

11．パソコンの画像ではなく、純粋なホワイトボードとして使用する場合は、「ホワイ

トボード」をタッチします。最大１０ページまでページ繰り（「次のページ／前のペ

ージ」をタッチ）することができます。 

12．画像データは、パソコン内保存されています。学生に配布し、授業の振り返り（復

習）の教材にすることができます。 
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 Ｂ館講義室（Ｂ２０１）・・・アクティブラーニング教室 

 

可動式の机・椅子を 56脚、備えています。 

前面に大型のホワイトボード兼スクリーンと高画質プロジェクタを設置しています。 

可動式のホワイトボード（プロジェクタ搭載）を備えて

います。「電子黒板機能」を備え、投影した映像に電子ペ

ンで書き込みを行うなどの利用ができます。 

タブレット（iPadミニ）とノートパソコン（windows8）

を 8 台備え、グループワーク等で利用することができま

す。タブレットやノートパソコンの画面を前面の大型ホワ

イトボードに投影して全体で共有することができます。 

Ｂ－０．講義室の使用にあたって 

Ｂ－０－１．講義室の利用（使い始めるとき） 

１．教務課のキーボックスからＢ２０１の教室キーを借り受けます。 

２．教室キーホルダーには、教卓のガラス戸のキーとパソコン収納庫のキーが付いてい

ます。 

 

３．教卓のキーを使い、ガラス戸下部にある鍵を開けます。 

４．教卓内に格納されている「教卓用 iPad」を取り出し、電源を投入します。 

      

  

教卓のキー 

教卓のガラス戸のキーです。 パソコン収納庫のキー 

教卓横にある、パソコン等の充電収納個
のキーです。 
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５．画面を指で右にスライドし、メニューから「codemari B201」のアイコンを指で

タッチします。 

６．［電源オン］のボタンを指でタッチします。 

 →  →  

※）これで拡声装置（マイク）を利用できます。マイクはハンド型２本とタイピン型１

本です。なお、タイピン型には、ヘッドセット型を接続できます。 

 

Ｂ－０－２．終わるとき 

１．使ったマイクを台座（マイクの充電器）に戻します。 

※）必ずセットして下さい。放電すると他の授業に支障を及ぼします！ 

２．「教卓用 iPad」を操作し、「簡単設定」を選び、「システム終了」を指でタッチしま

す。 

→  

３．「教卓用 iPad」を教卓内に戻します。その際、白い電源ケーブルを接続し、充電を

開始して下さい。 

※）必ずケーブルを接続して下さい。放電すると他の授業に支障を及ぼします！ 

４．教卓のガラス戸を施錠し、教務課のキーボックスに返却して下さい。 
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Ｂ－０－３．椅子と机 

可動式の机・椅子が 56脚あります。次のように、スタックすることができます。 

・机の天板は、左下のレバーで上げることができます 

・椅子の座は、そのまま上げることができます 

   

机を動かすときは、椅子と机をセットし、机の天板後方を少し上げて椅子に乗せる感じ

にします。そうすると、椅子と机のキャスターを転がして楽に動かすことができます。 

Ｂ－０－３．机のレイアウト 

授業スタイルに合わせて、自由にレイアウトをかえてください。ただし、グループ学習

を前提とした教室なので、以下のようなレイアウトが標準です。授業終了後は、下記のレ

イアウトに戻してください（8名単位に、7グループを作る）。 

   

スクール形式で利用した場合、教室後方の固定机（94席）を利用する方法もあります。

その際、可動式ホワイトボードのひとつの向きを変え（教室後方に向きを変え）、板書する

スタイルがあり得ます。 

Ｂ－０－４．スポット照明 

教室前方の天井にスポット照明を備え付けています。「教卓用

iPad」を操作し、「照明設定」を選び、照明をオン／オフを指で

タッチして切り替えます。 

   



アクティブラーニング環境活用ガイドライン（第１版） 

 14 / 28 

Ｂ－０－５．プロジェクタ付きホワイトボードの使い方 

 

１．高さを調整する 

ホワイトボードの高さ調整をする場合、背面の左下部の取手を持ちながら、背面

中央にある昇降レバーを引き出して上下します。 

 

２．アナログで使用する 

ホワイトボードマーカーを使ったり、マグネットを使ったりなど、アナログで使

用する場合（つまり、プロジェクタを使用しない場合）は、電源は不要です。 
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３．プロジェクタを使用する 

プロジェクタを使用する場合は、電源を床

下のコンセントに接続して下さい。ふたを開

ける際は、硬貨を使い、ロック部分を左に回

します。 

ホワイトボードの収納庫には、プロジェクタのリモコン、電子黒板セット、電源

延長コード、RGBケーブルが入っています。 

収納庫の鍵は、教卓横の「パソコン等収納庫」の扉の裏にかかっています。 

 

使い方（パソコンの画面をプロジェクタに投影する） 

１．リモコンを操作してプロジェクタの電源をオンにします。その際、なるべくリ

モコンをプロジェクタに近づけ、リモコンの先をプロジェクタに向けて下さい。

他のプロジェクタが反応する場合があります。 

２．ホワイトボード左下のポートとパソコンを RGBケーブルで接続します。 

３．リモコンで入力ソースを「マイソース」に切り替えます。 

４．パソコンの電源を投入し、画面が表示されれば、準備完了です。 

 

終わり方 

１．パソコンから RGBケーブルを抜きます。 

２．リモコンでプロジェクタの電源を切って下さい。 

３．プロジェクタのリモコン、電源延長コード、RGBケーブルをホワイトボードの

収納庫に仕舞います。 

プロジェクタに関する留意事項 

※）プロジェクタの電源を切ると、その後 3分間程度、電源を再投入することがで

きません。これは、プロジェクタを保護するため仕掛けです。 

 

  

電源を入れる 
このボタンを押します。 
レンズドアが開き、しばらくすると電源イ
ンジケータが緑色に点灯します。 

電源を切る 
このボタンを押します。 
「電源を切りますか？」のメッセージが表

示されます。もう一度ボタンを押して下さ
い。ランプが消灯し、冷却動作を開始し
ます。レンズドアも閉まります。 

入力ソースを選ぶ 
「マイソース」ボタンを押します。 

入力ソースを、マイソース（RGBポート）
に切り替えることができます。 
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Ｂ－１．基本的な利用法 

Ｂ－１－０．この講義室で視聴覚設備、機器は一切使わない 基本  

教室キーは不要です。なお、マイクを使う場合は、「Ｂ－０－１．講義室の利用（使い始

めるとき）」を参照して下さい。 

Ｂ－１－１．大型スクリーンに DVDあるいはブルーレイの映像を投影する 基本  

使い方 

１．「教卓用 iPad」を操作し、「簡単設定」の中から「ブルーレイを使用する」を指でタ

ッチします。プロジェクタの電源が入り、大型スクリーンの左右の画面にDVD・ブ

ルーレイの映像が表示され、音声が聞こえます。 

 →  ［OK］をタッチ 

２．ブルーレイプレイヤは、教卓内の右上の棚にあります。ブルーレイプレイヤの操作

は、付属リモコンで行います。 

  
３．ディスクをセットし、リモコンを操作して再生します。 

４．音量を調整したい場合は、「教卓用 iPad」を操作し、「サウンド設定」から「BD」

を指でタッチし、調整します。 

 →  →  
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Ｂ－１－２．大型スクリーンにパソコンの映像を投影する 基本  

使い方 

１．教卓上の左奥から出ている RGB ケーブル 1 をパソコンに接続し、電源を投入しま

す。必要に応じて、LANケーブルや音声出力ケーブルを接続します。 

２．「教卓用 iPad」を操作し、「簡単設定」の中から「パソコンを投影する(RGB1)」を

指でタッチします。プロジェクタの電源が入り、大型スクリーンの左右の画面に

RGBケーブル 1に接続されたパソコンの映像が表示されます。 

 

３．パソコンの音声も出力したい場合は、「教卓用 iPad」を操作し、「サウンド設定」か

ら「RGB1」を指でタッチします。音量も加減できます。なお、パソコン側の音量

が消音になっていると音声は聞こえません。パソコン側の音量を適正なものに調整

して下さい。 
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Ｂ－１－３．大型スクリーンに書画カメラの映像を投影する 基本  

使い方 

１．書画カメラは、教卓横のテーブル上にあります。機械の右側面にある電源ボタンを

押して下さい。赤色のランプが点滅した後、緑色のランプが点灯します。 

 

２．照明ボタンを押して下さい。 

３．「教卓用 iPad」を操作し、「書画カメラを投影する」を指でタッチします。プロジェ

クタの電源が入り、書画カメラの映像が大型スクリーンの左右の画面に投影されま

す。 

 

４．提示したい資料をテーブル上に置きます。 

５．操作パネルにある拡大、縮小ボタンなどで操作します。 

終わるとき 

１．書画カメラの右側面にある電源ボタンを押して下さい。赤色のランプが点灯します。 
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Ｂ－１－４．左右のスクリーンに、それぞれ違う入力ソースを投影する 基本  

たとえば、左のスクリーンにパソコンのパワーポイント、右のスクリーンに DVD 教材

を投影することなどができます。 

使い方 

１．前頁の使い方を参照し、パソコンの映像も DVD の映像も投影できる状態にしてお

きます。 

２．「教卓用 iPad」を操作し、「簡単設定」の中から「パソコンを投影する(RGB1)」を

指でタッチします。プロジェクタの電源が入り、大型スクリーンの左右の画面に

RGBケーブル 1に接続されたパソコンの映像が表示されます。 

３．「教卓用 iPad」を操作し、「映像設定」を指でタッチします。投影したい入力ソース

を指でタッチし、そのままドラッグして左あるいは右のスクリーンに重ね、指を離

します。たとえば、パソコン（RGB1）のアイコンを左のスクリーンにドラッグ＆

ドロップし、ブルーレイのアイコンを右のスクリーンにドラッグ＆ドロップします。 

 →  →  

４．入力ソースが見つからない場合は、左右にスクロールして探します。 

 ←→  

５．DVDを再生した際、もし音声が聞こえない場合は、「教卓用 iPad」を操作して「サ

ウンド設定」を指でタッチします。「BD」を選び、指でタッチします。必要に応じ

て音量設定を行います。 
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Ｂ－２．応用的な利用法 応用 （使い方が少々難しい） 

Ｂ－２－１．「コラボステーション」を使う 

学生のタブレット、スマートホン、ノートパソコン等の画面を「コラボステーション」

で集約し、その中から選択したものを教室前面の大型スクリーンに投影できます。たとえ

ば、グループ学習において、各グループの中間まとめを集約し、これを教室全体で共有す

ることなどができます。 

   

使い方 

１．「コラボステーション」の左下の電源ボタンを押します。 

２．デスクトップが表示されたら、画面右下に小さく表示されている数字を確認します。

これは、IP アドレス「10．205．187．5」とパスワードです。パスワードは、

起動のたびに新たな 4桁の数字が表示されます。 

３．「コラボステーション」の映像を大型スクリーンに投影するために「教卓用 iPad」

を操作し、「画像設定」で「コラボステーション 1」を左スクリーンに、「コラボス

テーション 2」を右スクリーンに表示させます。 

４．教卓横の収納箱に格納されているタブレット（iPad mini）を学生に配布します。 

５．学生は、タブレットを起動し、教育用ネットワークの ID/PWでログインします。 

６．続いて、「Visual Sync」を起動します。その際、教員は、「コラボステーション」

のデスクトップ右下に表示されている 4桁のパスワードを学生に知らせます。 

７．学生は、このパスワードを入力し、［接続］ボタンを押します。なお、IPアドレスが

入力されていない場合は、これも学生に入力させます。 

８．これによって、学生のタブレット上に描画画面が表示されます。学生は、画面を指

でタッチして、手書きの文字や絵を描きます。 

９．そして、メニュー右上の［送信］ボタンを押して、タブレットの画面を「コラボス

テーション」に送信します。瞬時に、その画像が「コラボステーション」のデスク

トップに表示されます。 

10．教員は、全体で共有したい画像を選び、デスクトップ右側の「SUB1」あるいは

「SUB2」にドラッグして、その画像を大型スクリーンに投影します。 
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高度な使い方 

（１）USB メモリで持ち込んだ教材を投影する 

「コラボステーション」はパソコンです。例えば、教員がＵＳＢメモリで持ち込

んだパワーポイント、画像、動画などのデータを大型スクリーンに投影することが

可能です。 

（２）資料をスキャンする 

「コラボステーション」には、イメージ・スキャナが付属しています。紙の資料

をスキャンし、大型スクリーンに投影することが可能です。 

（３）教員のコメントを付加する 

「コラボステーション」のデスクトップ上の画像に、教員が手書きでコメント等

を書き込むことが可能です。 

（４）デスクトップ上の画像を一覧表示する 

学生から集約した画像を「コラボステーション」のデスクトップ上に一覧表示（サ

ムネイル表示）することが可能です。デスクトップ右下の［○］ボタンを押します。 

（５）デスクトップのスナップショットを取る 

デスクトップ右下の［○］ボタンを押します。例えば、一覧表示したものをスナ

ップショットし、これを大型スクリーンに投影することによって、テレビ・クイズ

番組のように、学生間でお互いの意見等を共有することができます。 

（６）「コラボステーション」から学生のタブレット等に画像を配信する 

「コラボステーション」のデスクトップ上の画像を学生のタブレット等に一斉配

信することができます。たとえば、“穴あき問題”の画像を学生に配布し、それに対

する解答を集約するなどの利用が可能です。 

 

  



アクティブラーニング環境活用ガイドライン（第１版） 

 22 / 28 

Ｂ－２－２．プロジェクタをワイヤレスで使う 応用 （使い方が少々難しい） 

ノートパソコン、タブレット、スマートホン等の画面をワイヤ

レスでスクリーンに投影することができます。これは、大学の無

線ＬＡＮ環境を使い、手元の機器の画面をネットワーク経由でス

クリーンに投影する機能です。なお、スクリーンを４分割して、

最大４つの画面を同時に投影することも可能です。 

たとえば、学生を４つのグループに分け、各グループのパソコ

ンの画面をワイヤレスで同時投影し、討議の成果を相互比較しな

がらコメントを加える、あるいは学生グループ間で相互評価させ

る、などの利用ができます。 

  

  

 

使い方 

１．リモコンでプロジェクタの電源を投入し、リモコンの「マイボタン」の「１」を選

択して、入力ソースを「wivia」にします。 

２．スクリーンに「wivia」の待機画面が表示されることを確認します。 

 

３．パソコン、タブレット、スマートホンを無線 LAN（WiFi）にログインします。 

※）演習室内に無線 LAN のアクセスポイントがあります。教育用システムの

ID/PWでネットワークにログインします。タブレット、スマートホンでログ

インするためには、あらかじめ電子計算機センターで登録を済ませて下さい。 

４．パソコン等に事前にインストールした「wivia ソフトウェア」を起動

します 

※）パソコン用のソフトウェア（Windows版、Mac版）。は、「wivia」

のサイトからダウンロードできます。 

※）「iPad」、「iPhone」（iOS4.3.5以降）の場合は、「App Store」

から無償の「wivia専用アプリケーション「wivia Docs」）」を

ダウンロード、インストールして下さい。 



アクティブラーニング環境活用ガイドライン（第１版） 

 23 / 28 

※）「Android」（2.2以降）の場合は、「Google Play ストア」から無償の「wivia

専用アプリケーション「wivia Docs」）」をダウンロード、インストールして

下さい。 

※）ソフトウェアをインストールせず、専用の「起動USBメモリー」

をパソコンに挿してソフトウェアを起動することもできます。「起

動USBメモリー」は学習支援室で借り受けて下さい。 

５．「wivia ソフトウェア」あるいは「wivia Docs」を起動すると、プロジェクタ一覧

が表示されます。 

 

６．上記のうち、投影したいプロジェクタの名前を選択し、▶ をクリックします。投影

したいプロジェクタに貼っているシールを見て、名前を確認して下さい。 

※）大型スクリーンのプロジェクタに投影する場合、リモコンの「マイボタン」

の「１」を選択して、入力ソースを「wivia」に切り替えて下さい。なお、プ

ロジェクタの名前（B201-M1／B201-M2）が見つからない場合がありま

す。そのときは、次の操作をして下さい。 

（１）「wiviaソフトウェア」で「オプションボタン」をクリックし、メニュ

ーから「検索の設定」を選択します。 

（２）「指定した IP アドレス／ホスト名のデバイスを検索する」にチェック

を入れ、次の IP アドレスを入力して「追加」ボタンをクリックします。 

・１０.２０５.１８７.６（大型スクリーンの左側プロジェクタ） 

・１０.２０５.１８７.７（大型スクリーンの左側プロジェクタ） 

 
７．プロジェクタに画面が投影されれば、OKです。 
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高度な使い方（４分割投影） 

１．「wiviaソフトウェア」のプロジェクタ一覧の中から投影したいプロジェクタの名前

を選択し、▶ をクリックします。 

２．スクリーンの中のどこに投影したいのか、希望する領域を選択します。 

 

３．希望の領域に画面が投影されればＯＫです。 

※）同じ領域に対して、別のパソコン、タブレットが指定した場合、後から指定

したものが優先して表示されます。 
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高度な使い方（動画再生） 

１．動画ファイルを再生するときは、PC で再生してプロジェクタに投影するよりも、

wivia の再生機能を使用する方が、動きが滑らかになります。対応している形式は、

以下のとおりです。 

 

２．動画を投影したいプロジェクタの［動画再生ボタン］をクリックします。 

 

３．動画ファイルを選択します。なお、動画はプロジェクタに投影されます。手元の PC 

画面には表示されません。 
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Ｂ－２－３．電子黒板（インタラクティブホワイトボード）を使う 応用 

パソコンを接続して「電子黒板」機能を起動することにより、ホワイトボード上で電子

ペンを使い、パソコン操作やホワイトボードへの書き込み、ホワイトボード上のイメージ

の保存・再生などができます。 

ここでは、パソコンとプロジェクタを RGB ケーブルで接続した場合で説明します。ワ

イヤレスでの利用（Ｂ－２－２を参照）も可能ですが、ネットワークの通信環境に影響さ

れるため、電子ペンのレスポンスが悪くなり、ストレスを感じる場合があります。 

使い方 

１．教卓横の収納箱からノートパソコンを取り出し、各グループに

配布します。 

２．ホワイトボードとパソコンを RGB ケーブルで接続します。 

３．リモコンでプロジェクタの電源を入れ、入力ソースを「マイソ

ース」に切り替えます。 

４．それぞれのホワイトボードの収納箱から「外部操作シート」を取り出し、下図のよ

うに、ホワイトボード上にマグネットで貼り付けます。 

 

 

４．「電子黒板セット」から出ている USBケーブルをパソコンに接続します。 

５．パソコンにあらかじめインストールした「ｅ黒板アシスタント」を起動します。 

※）「ｅ黒板アシスタント」のインストール CD（対応 OS は、Windows 

XP/Vista/7/8）は学習支援室にあります。 

６．位置決めをするため、画面上に表示される９つの点を、指定された順に電子ペンで

タッチします。次に、「外部操作シート」の左上と右下を電子ペンでタッチします。 

 

７．電子ペンをパソコンのマウスとして使用する場合は、外部操作シート（下図）の「パ

ソコン」をタッチして電子ペンを「マウスモード」に切り替えます。 

８．電子ペンでホワイトボードに書き込みを行う場合は、「ペン（黒／赤／青）」をタッ

チして電子ペンを「ペンモード」に切り替えます。 

９．投影されている内容を保存する場合には、「撮る」をタッチします。画像データとし

て保存されます。 

10．保存したデータを呼び出したい場合は、「見る」をタッチして、呼び出したいデー
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タを選択します。 

11．パソコンの画像ではなく、純粋なホワイトボードとして使用する場合は、「ホワイ

トボード」をタッチします。最大１０ページまでページ繰り（「次のページ／前のペ

ージ」をタッチ）することができます。 

12．画像データは、パソコン内保存されています。学生に配布し、授業の振り返り（復

習）の教材にすることができます。 
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2014年度前期の時間割 

 

Ａ２１５演習室 

 月 火 水 木 金 土 

１ 

英語ＩＩＩＢ

（９） 

佐藤ケイト 

英語ＩＩＩＢ

（２１） 

佐藤ケイト 

 

英語ＩＩＩＢ

（２３） 

佐藤ケイト 

英語ＩＩＩＢ

（５） 

高橋ヘレン 

 

２ 

英語ＩＢ（２

２） 

佐藤ケイト 

  

英語ＩＢ（２

４） 

高橋ヘレン 

英語ＩＢ（９） 

高橋ヘレン 
 

３  

基礎ゼミナー

ルＡ（１） 

家田愛子 

教養ゼミナー

ルＡ（９） 

佐藤ケイト 

 

基礎ゼミナー

ルＩ（７） 

河西邦人 

 

４   

専門ゼミナー

ルＩ 

大國充彦 

情報メディア

演習 I 

松崎霜樹 

応用ゼミナー

ル I（３） 

河西邦人 

 

５   

専門ゼミナー

ルＩＩ 

大國充彦 

 

フィールド実

践 

河西邦人 

 

６       

 

Ｂ２０１教室 

 月 火 水 木 金 土 

１   

ソーシャルワ

ークの方法 A 

横山登志子 

 

英語ＩＩＩＢ

（４） 

佐藤ケイト 

 

２ 

メディア応用

論 

石川千温 

教養ゼミナー

ルＡ（１０） 

佐野友泰 

ヨーロッパの

美術（１） 

柴橋伴夫 

健康教育概論 

北田雅子 
  

３ 
精神保健学 

石川正人 

アメリカ社会

研究 

平体由美 

全学共通特別

演習 A（２） 

北田雅子 

 
外国法 

家田愛子 
 

４ 
精神保健学 

石川正人 

算数科指導法 

近野豊 
  

商業演習 

津田雅彰 
 

５ 
精神医学概論 

阿部幸弘 
  

算数概説 

近野豊 
  

６  

視覚障害教育

総論 

沓澤整治 

    

 



 

2014年 1月 27日 

学長 

アクティブラーニング環境の整備について 

本学は、４年間で育成すべき人材像（いわゆる「学士力」）を「現代を生きるための教養と専

門的な知識・技術を身につけ、人と社会と文化を支え合うことのできる力」と定義した。とり

わけ、責任、信頼、誠実という観点から他者と協働して社会に貢献する力。そして、問題の本

質を見抜き、課題を発見して新たな価値を創造する力が社会から求められている。これらの能

力の育成に全学をあげて取り組むことの重要性に鑑み、この度、“新たな教育への質的転換”を

推進する拠点としてＡ～Ｂ館２階の教育環境を整備する。 

アクティブラーニングを推進する環境整備 

“新たな教育への質的転換”とは、協調的な学びの過程を通じて学生のコミュニケーション

や創造性を引き出し、学生自らが主体的に知を構成することを促す教育、そして学生を「深い

学び」に導く教育への転換である。その手法として、「能動的な学習（アクティブラーニング）」

を中心に据えた教育が有効とされる。そこで、Ａ～Ｂ館２階を「アクティブラーニング推進ゾ

ーン」と位置づけ、施設設備の整備を図るとともに、組織的な教育支援体制の構築を目指す。 

1. Ａ館演習室（学習支援室の跡地） 

学習支援室を C 館に移設し、その跡地に主に演習科目で利用することを想定した 30

名収容のプレゼンテーションルームを整備する。 

2. Ｂ館講義室 

昨年、主に講義科目で利用することを想定して 56脚の可動式机・椅子を整備した。こ

れに続き、壁の一部をガラス張りにし、視聴覚機器や ICTツールを整備する。 

 

図：Ａ～Ｂ館２階の「アクティブラーニング推進ゾーン」 

Ａ館演習室（30名収容） 

Ｂ館講義室（56名収容） 

参 考 



Ａ～Ｂ館２階の廊下には終日多数の往来がある。これらの施設で展開される多様な「アクテ

ィブラーニング」の取組は、透明なガラスを通じて廊下を歩く学生や教職員の目に触れ、「楽し

そう」「面白そう」「やってみたい」という意欲を喚起するであろう。同時に、教室内の教員や

学生に緊張感を与え、教育や学びの姿勢に良い影響を与えることが期待される。 

新たな教室のイメージ 

1. Ａ館演習室（学習支援室の跡地） 

ディスカッション、プレゼンテーション、相互評価や省察を活性化するため、プロジ

ェクタと電子黒板を 2 セット、対面する壁に設置する（例えば、2 グループが相互に検

討経過や成果を比較し、これを通じた学びの深化を図るなどの授業スタイルを想定）。 

 

2. Ｂ館講義室 

教室前面に大型ホワイトボードを設置し、複数映像の投影を可能とするプロジェクタ

を設置する（例えば、左画面に教材を提示、右画面にクリッカーで収集した学生の理解

度や反応を投影するなど、双方向型授業のスタイルを想定）。 

グループ学習用にプロジェクタ一体型ホワイトボードと情報端末を 8 セット設置する。 

 


