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TGL（東北大学グローバルリーダー）プログラムの概要

• 2013年にグローバル人材育成推進事業に採択され開始したグローバ
ルリーダーの基礎力育成プログラム

• TGLで育成を目指すコンピテンシー

• グローバルゼミ
グローバルリーダープログラムの導入ゼミ・必須科目として、2016年に導入

グローバルリーダーを目指す学生による協働学習及び学生間のネットワーク構
築形成の機会として提供

1クラス24名で前期に5クラス、後期に2クラスを5名の教員で提供

＋ ④ 海外研鑽

① 語学・コミュニケーション力

② 国際教養力

③ 行動力



グローバルゼミの学習到達目標

1. グローバル社会で必要とされる人材を考えながら将来の目標を設
定し、そのために大学時代になすべきことを具体的に計画して実
行する力（行動力）を身につける。

2. 世界で起こっていることに対して自分なりの考えを持つ（＝国際
教養力を磨く）。

3. グループディスカッションやプレゼンテーションを通して、上記
のような自分の考えを人に伝える力（コミュニケーション力）を
磨く。

学生が今後、自律的学習者として、またグローバル市民として、
社会を牽引する役割を担うコンピテンシーを身につけることを
目標としている。



コロナ禍での課題
アクティブラーニング型授業の取り組み

新入生の特性を踏まえたカリキュラム開発：
コンピテンシー育成を主目的とした授業の事例

学習モデル

科目の目的・学習目標

学習者の分析

学習者の能力及び

行動特性の理解

カリキュラム

デザイン

授業内容・学習活動

学習成果
（アウトカム）の

分析

行動特性診断
（JAOS留学アセスメントテスト）



調査の背景と
対象者のプロファイル
新見有紀子（東北大学）



調査対象者

• 発表者3名の2019年度及び2020年度「グローバルゼミ」履修者
• 本分析では、全履修者172名のうち、2年生と留学生を除く161名のデー
タを用いた

分析対象者の属性

度数 ％

履修年度
2019 84 52.2
2020 77 47.8

性別
女性 75 46.6
男性 86 53.4

分野
文系 55 34.2
理系 106 65.8

大学入学前の海外経験
有 95 59.0
無 66 41.0

度数 ％

2,829 26.4
7,902 73.6
3,132 29.2
7,599 70.8

東北大学学部生 2020.05



行動特性診断（JAOS留学アセスメントテスト）

JAOS留学アセスメントテストホームページ より
https://www.alc-education.co.jp/academic/assessment/jaos.html

一般社団法人行動特性研究所によって開発された、留学の成果やグローバル
な環境で求められる力を測定するツール

発表者３名のグローバル
ゼミ履修者は、授業開始
後2週間程度の間に行動
特性診断テストを受検



行動特性診断で測定する項目

認識の傾向 関係の傾向 対応の傾向 表現の傾向

楽観
自己
効力

自律 変化 安定 主張 柔軟 親和 目的 懐疑 計画 直感 発想 常識 徹底 顕示 集団 単独 秩序 迅速

22の能力

20の行動特性

コミュニケーション力

受信力

傾聴力

共感力

受容力

発信力

自己開示力

主張力

プレゼンテーション力

問題解決力

準備力

計画立案力

情報収集力

企画提案力

実行力

迅速実行力

変化応用力

完結達成力

留学を成功に導く
グローバルマインド

チャレンジ力

成功への熱意

主体的行動

多様性受容

探究心

大学・授業において求められる
グローバルビヘイビア

積極的な質問

パーティシペイト

持続力

評価の受容

ホスピタリティ



調査対象者の行動特性診断結果
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留学を成功に導く「Global Mind」

コミュニケーション力 問題解決力

大学・授業において求められる「Global Behavior」

受信力 発信力 準備力 実行力

55点以上

47点未満

・自己開示力
・パーティシペイト

受け入れる
・傾聴力
・受容力
・多様性受容
・評価の受容

興味を持ち情報を集
め、計画する
・計画立案力
・情報収集力
・探究心

周囲に気配りをしな
がら・素早く実行し
、熱意を持ってやり
遂げる
・迅速実行力
・成功への熱意
・ホスピタリティ



＜参考＞行動特性診断の能力の定義

コミュニケーション力

傾聴力 相手の言葉を遮（さえぎ）らず、最後まで聞き取る力

共感力 相手の感情や気持ちに寄り沿い、素直に共感する力

受容力 相手の意見や考え方を、批判をしないで、ありのままに 受け容れる力

自己開示力 自分の考えていることや感じていることを、積極的に伝える力

主張力 自分の考えや意見を、明確に発言し、伝える力

プレゼンテーション力 資料やデータを用い、相手に分かりやすく説明する力

問題解決力

計画立案力 目標の達成に向けて、短期的・長期的な計画を立てる力

情報収集力 情報のネットワークを築き、多方面から情報を収集する力

企画提案力 アイディアを企画化し、情報やデータを総合し、提案する力

迅速実行力 課題達成のために、素早く意思決定し、迅速に行動する力

変化応用力 環境の変化や関係者に合わせて、柔軟に対応する力

完結達成力 目標や課題を中途半端で終わることなく、完結する力

留学を成功に導く
グローバルマインド

チャレンジ力 現状に満足せず、高い目標を設定し挑戦し続ける

成功への熱意 困難な状況においても、熱意を持ち続け、最後までやり遂げる

主体的行動 自ら目標を設定し、当事者意識を持って行う

多様性受容 多様な文化や価値観を、幅広く受け入れる

探究心 さまざまな情報を取入れ、多様な考え方に興味を持ち、 追求する

大学・授業において求められる
グローバルビヘイビア

積極的な質問 わからないことを明確にしたり、話題を深めるために、 積極的に質問する

パーティシペイト 多様な人や異文化との出会いを求めて、イベントやパーティ等 に積極的に参加する

持続力 新たな能力を身につけるために、やろうと決めたことや取組んだ ことを持続する

評価の受容 自分自身の成長や能力の向上のために、相手からの評価を 素直に受け容れる

ホスピタリティ 相手と信頼関係を築き、受け容れてもらうために、 気配りをしながら貢献する



新入生の特性を踏まえたカリ
キュラム開発の実践報告
渡部 由紀（東北大学）



新入生の行動特性を踏まえたカリキュラム開発：
コンピテンシー育成を主目的とした授業の事例

学習モデル

科目の目的・学習目標

学習者の分析

学習者の能力及び行動特

性の理解

カリキュラム

デザイン

授業内容・学習活動

学習成果
（アウトカム）

の分析



C1
傾聴力

PS1
計画立案力

PS2
情報収集力

GB4
評価の受容

C2
受容力

GB5
ホスピタリティ

PS4
迅速実行力

GM5
探究心

GM4
多様性受容

新入生の能力と行動特性を踏まえた学習活動１

アクティブ
リスニング

下位10位
のコンピ
テンシー

共通する
行動特性

学習活動

自己効力性 柔軟性自律性

対話

親和性

学習者の分析

カリキュラム
デザイン

将来の目標・計画の
設定と実行

【課題発見・解決力】

学習到達
目標

自分の考えを
人に伝える力

【コミュニケーション力】

世界で起こっていることに対する
自分なりの考え

【複眼的思考力・創造的思考力】

方針を自分（たち）で決め
て、主体的に学ぶ課題

「グローバル化・多様化する社会」における課題の発見・分析・議論 /を生きるビジョン・目標・計画学習内容

GM2
成功への熱意



方針を自分（たち）で決めて、主体的に学ぶ２つの
学習課題

① PBL（Problem based 
learning）型グループプロジェクト

• 80分間ワークショップのファシリテーション

各グループ（１グループ6人）がグローバ
ル化・多様化する社会において重要だと考
える課題を選定し、

① クラスでディスカッションする質問を
提示し、

② ディスカッションに必要な情報を提供
し、

③ ディスカッションをファシリテートす
る。

② 個人プレゼンテーションとエッセー

• 13分間（Q&Aが半分）×2回のポスターセッ
ション、エッセー（A4・2頁）

グローバル化・多様化する社会に生きるた
めの

① 自分のビジョン（将来自分の在りたい
姿）、目標（評価可能な到達点―いつ
までに、具的に何（どんな結果）を達
成するのか）、計画（目標を達成する
ためのアクションプラン）について、
考えをまとめ、

② 口頭発表及び文章で表現し、伝える。



15回授業のスケジュール
授業回 学習活動 授業回 学習活動

1 グローバルゼミ全体ガイダンス 9

グローバル化・多様化する社会で生きるビジョン・目標・計画

• グローバル化・多様化する社会で活躍するために必要
なコンピテンシー

2 グローバルゼミクラス別ガイダンス 10
グローバル化・多様化する社会で生きるビジョン・目標・計画

• エッセーの書き方

3

グローバル化・多様化する社会における課題

• グループ・プロジェクトのガイドライン
• グループ決め

11
グローバル化・多様化する社会における課題

• グループ・プロジェクト・ワークショップ①

4
グローバル化・多様化する社会で生きるビジョン・目標・計画

• ゲストスピーカー①
12

グローバル化・多様化する社会における課題

• グループ・プロジェクト・ワークショップ②

5
グローバル化・多様化する社会で生きるビジョン・目標・計画

• 行動特性診断ワークショップ
13

グローバル化・多様化する社会における課題

• グループ・プロジェクト・ワークショップ③

6
グローバル化・多様化する社会における課題

• グループ・プロジェクト導入
14

グローバル化・多様化する社会における課題

• グループ・プロジェク・ワークショップ④

7
グローバル化・多様化する社会における課題

• グループ・プロジェクト準備
15・16

グローバル化・多様化する社会で生きるビジョン・目標・計画

• ポスター・プレゼンテーション
8

グローバル化・多様化する社会で生きるビジョン・目標・計画

• ゲストスピーカー②



PBL（Problem based learning）型グループプロジェクト：
提起した課題に関するワークショップ（80分間）

アクティブ・リスニングと対話を促す学習活動の仕掛け

SDGs
ワークショップ

課題選定における
対象範囲の提示

プロジェクト案の作成

• 課題の提起
• 提起した課題の重要性の説明
• 提起した課題をクラスで議論

するための問い

課題の提起 提供する情報

• 問いを議論するために提供
すべき情報＝提起した課題
の調査・分析テーマ

• 課題図書の選定

ワークショップの実施

プレゼンテーション ファシリテーション

• 課題の提起と現状分析の
プレゼンテーション

• 課題に関する知識や情報
の提供

• グループ・ディスカッション
• クラス・ディスカッション
• グループまたクラスの対話を

深め、課題に対するアイディ
アを創造することをサポート

評価

• ワークショップ直後のグルー
プでの振り返り

• 協働学習者としての自己評価
• 参加者からのフィードバック

（他者からの評価）

• グループ間での相互レビュー
• 担当教員からのフィードバック

ワークショップ
準備

動機づけ

外化内化

外化

方向づけ

批評コントロール

参考文献：エンゲストローム, 
Y., 2010,『変革を生む研修の
デザインー仕事を教える人へ
の活動理解ー』 （松下佳代、
三輪健二監訳）鳳書房.

批評



個人プレゼンテーションとエッセー

アクティブ・リスニングと対話を促す学習活動の仕掛け
将来のビジョンをイメージする

• ゲストスピーカーの講演
• 課題図書

評価

• プレゼンテーションに対するオーディエンスからの評
価（他者からの評価）

• オーディエンスとして、プレゼンテーションの評価
（他者の作品の評価）

将来のビジョン・目標・計画を伝える

• 話して伝える（プレゼンテーション）
• プレゼンテーションと質疑応答の時間配分は半々
• プレゼンテーションでは要点を伝え、質疑応答で質問

が出るように工夫するよう指示

将来のビジョン・目標・計画を具体化する

• 行動特性診断テストの受検と結果の共有
• 各自の将来のビジョン・目標を達成するために必要な

コンピテンシーの共有

• 書いて伝える（エッセー）
• プレゼンテーションと異なり、説明する機会がないた

め、読者の立場から、論理的かつ具体的に説明するよ
うに指示

• サンプルエッセーを読み、良い点と改善点、またその
理由をまとめる（他者の作品の評価）

• 初稿へのフィードバック（他者からの評価）
• 最終稿の評価（他者からの評価）

【グループワーク】初稿を相互にレ
ビューするグループワーク

【グループワーク】ビジョンと目標、
及びそれを達成するために必要なコ
ンピテンシーのミニ・プレゼン大学４年間の

動機づけ

外化内化

方向づけ

批評コントロール

外化 内化

内化



グローバルゼミの有用性：３年次調査
「グローバルゼミはあなたにとって役にたちましたか。」

とても役に立った, 

8, 47%ある程度役に立った, 

9, 53%

回答者数 17名
回答率 70.8％

• グローバルゼミの有用性に関
する６段階評価では、回答者
の全員が「役に立った」と回
答した。

• 低学年で最も重要だった経験
に関する質問に、グローバル
ゼミを挙げた学生が１名いた。

６段階評価：とても役に立った、ある程度役に立った、どちらかと言えば役に立った、
どちらかと言えば役に立たなかった、あまり役に立たなかった、役に立たなかった



グローバルゼミの有用性：３年次調査
「グローバルゼミがどのように役に立ったか教えてください。」

学生の認識 (n=17) • 大学入学直後のモチベーションの高い時期に同じく志のある人々と刺
激し合うことができ，大学生活の企画を構築したことがその後の活動
の原動力の一つとなりました．(S12)

• 他学部の学生との交流を持てる機会があり、そこで色んな人の色んな
専門的な知識から集められた意見を考察したり組み合わせたりするこ
とが、より様々な人が集まる社会にでる時に備えた良い練習になると
思うし、そのためにどうすれば自分の意見が伝わるか、どうしたら上
手くまとめられるかを考える力や先を見通す力を身につけるのに役
立ったと思う。（S30）

• 一部界隈で当然の常識となっているSDGsについて当然のものである、
という体で知れたこと。また、シリアスな社会問題に考える時間がセ
メスターを通して与えられたことで後からそのことを思い返してまた
考えることがしやすくなったこと。(S9)

• 目標を見失ったり、だらけてしまいそうになった時、1年次に受けた
グローバルゼミを思い出し、自分が大学4年間でやるべきことや、進
路の方向性を確認でき、自分を律することに繋げられた。グローバル
ゼミ（受講したおかげで、現状に満足するのでは無く、向上心を持っ
て学習に取り組めており、大学が提供して下さる海外交流などのイベ
ントに積極的に参加するようになった。(S11)

• 学生との出会い・交流 (n=7)
志の高い学生
他学部の学生
人的ネットワーク

• 視野の広がり (n=8)
社会問題（SDGs）
国際志向
多文化共生・他者との協働

• 将来のビジョン (n=7)
目標の明確化
モチベーション維持



行動特性診断：22のコンピテンシーの変化（n=17, 受検率:70.8%）

発信力の向上

1年次と3年次
のスコア平均

の差

緑：
10ポイント
以上

青：
5ポイント
以上
10ポイント
未満

紫：
4ポイント
以上
5ポイント
未満



考察
• 学生の能力と行動特性の分析結果から、自律性、親和性を促す３つ
の学習活動（方針を自分（たち）で決めて、主体的に学ぶ課題、ア
クティブリスニング、対話）を中心とした授業を実践した。学生の
授業の有用性に対する意見及び行動特性診断の結果から、以下のコ
ンピテンシーの向上へのインパクトが推察される。

a. 自分の考えや意見を伝える力（主張力、自己開示力、プレゼンテーション力、
積極的質問）

b. 他者との協働する力（受容力、多様性受容、評価の受容）

c. 内発的動機づけ（成功への熱意）

d. 自分の考えや意見を持つ上で必要な複眼的思考力や創造的思考力（a・b）

学習への深い関与：エンゲストローム（2010）の学習サイクルの内化
と外化を行き来することで、知的に活発な活動が促された。



考察
• 学生の学びへ深い関与を促す３条件（バークレー, E.F., 2015）の充足

1. 適度にチャレンジングな課題
• プレゼンテーションに加え、ファシリテーションの役割が求められるワークショップの実施は

１年生にとってはハードルが高い。しかし、チームで役割分担できることを提示し、チャレン
ジ可能な課題であると認識を促す。

• 課題に取り組むプロセスにおいて、グループメンバー間、グループ外のメンバー、また教員か
らのフィードバックを受ける機会を組み入れ、もう一つ高みを目指す学習プロセスをデザイン
する。

2. コミュニティの感覚
• 課題また授業内学習活動において、学習コミュニティーのメンバーとしての参加が必要な環境

を設定。
• 学生からの質問は必ず全クラスに発信し感謝し、学生、TA、教員で授業が成り立っていること

を印象づける。（ただし、シラバスに記載されている内容に関する質問は対象外。）
• TAに授業の情報を事前に共有し、学生の質問に回答してもらうなど、TAの存在をアピールし、

授業内の権力分散化を図る。

3. ホリスティックな学びに向けての教育デザイン
• 知識の習得、他者と協働で課題に取り組む姿勢、習得した知識の伝え方など、認知・情意・精

神運動的領域の学習活動によりカリキュラムを構成する。

出典：バークレー, E.F., 2015,「第２章【学生関与の重要性】関与の条件」松下佳代編『ディープ・アクティブラーニングー大学授業を深化させるために』勁草
書房, 58-91.



オンラインによる
アクティブラーニング型授業の取り組み

林聖太（東北大学）



グローバルゼミ：新入生の能力と行動特性を踏まえた学習活動

アクティブラーニング
(active learning)

アクティブラーニングの定義 溝上 (2014)
「一方向的な知識伝達型講義を聴くという（受動的）学習を乗り越える意味での、あらゆる能動的な学習の
こと。能動的な学習には、書く・話す・発表するなどの活動への関与と、そこで生じる認知プロセスの外化
を伴う」

教室のアクティブラーニング例
・ゲストスピーカー招聘しての講義と質疑応答
・PBL型グループプロジェクトディスカッション
・将来のビジョンに関する個人ポスタープレゼンテーション

学生の関与
バークレー（2015）

動機付け ・学習コミュニティの一員としての自覚
・協働する他者への意識
・グループメンバー間、教員・TAからの即時フィードバック

出典：溝上慎一, 2014,アクティブラーニングと教授学習パラダイムの転換, 東信堂



オンラインアクティブラーニングの取り組み 1
反転授業～ゲストスピーカー講演

教員の取り組み 使用ツール

事前活動1 事前学習動画の提示/講
演資料の提示

Google
Classroom

事前活動2 ゲストスピーカーへの
事前質問回収

Google 
forms

授業活動 事前動画の概要説明 Zoom
Slido

事前質問に対する回答

質疑応答ファシリテー
ト

事後活動 振り返り回収 Google 
forms

• 事前学習動画の導入により、授業時間は
質疑応答中心。
⇒積極的に関与する時間が増える努力を
した。

• Google formsで受けつけた、事前質問
を元にリアルタイムで回答する。⇒学生
からの質問で授業が成り立っていること
で学習コミュニティの一員としての自覚
を高める。

• Slidoにより、多くの学生にとって関心の
高い質問を選択し、質の高い学びに繋げ
る。

• Google formsでの振り返りで学びを外
化。



特徴

• 手を挙げずにチャットで発表者に質問

• 人気のある質問を上位に表示

• 学生が発信した質問がリアルタイムで表示
⇒双方向コミュニケーション

• 大人数の場でも質問しやすい、匿名での質
問が可能、いいねボタンを押すことで参加
⇒主張力や自己開示力の低い学生の能動的
な参加

学習コミュニティの一員としての自覚を高める



• ポスターからパワーポイントプレゼン
テーションに発表形式変更

• 少人数ブレイクアウトルーム(1部屋4名)
⇒質疑応答の活性化

• 発表タイトル、要旨を2週間前に回答
（聴衆の関心をひくように指示）⇒学習
への関心を高める

• ピア評価（Google forms）
⇒学生間のインタラクション促進、他者
からの評価の受け入れ（受容力）

• 発表・質疑応答のレコーディング
⇒きめ細かな評価

• Google formsでの振り返りで学びを外
化

オンラインアクティブラーニングの取り組み 2
個人プレゼンテーション

教員の取り組み 使用ツール

事前活動1
(発表2週間
前)

発表のタイトル及び要
旨の回収

Google
Spreadsheet

事前活動2
(発表1週間
前)

オーディエンス希望の
取りまとめ

Google 
forms

授業活動 発表、質疑応答の録画
指示

Zoom
Google 
formsルームの振り分け

ピア評価の案内

事後活動 振り返り回収 Google 
forms

録画による教員評価
ピア評価・教員評価の
共有

Google
Classroom



• グループ決め/テーマ決め投票
（Google forms）
⇒クラス全体の意思決定促し、学生の主
体性を高める

• 積極的なブレイクアウトルーム活用
⇒交流機会の提供と授業外交流の定着を
目指す

• 教員、TAの授業内巡回や授業外の
フィードバック
⇒迅速なフィードバックで困難な課題で
も達成可能であると期待できるような援
助

• ICTリテラシーの向上と技術支援

オンラインアクティブラーニングの取り組み 3
PBL型グループプロジェクト

教員の取り組み 使用ツール

事前活動1 グループ決め/テーマ決
め投票

Google 
forms

事前活動2 積極的なブレイクアウ
トルームの活用

Zoom

事前活動3 TA・教員のブレイクア
ウトルーム巡回/
授業外の面談

Zoom

事前活動4 Zoomホスト体験会 Zoom

授業活動 発表グループ別フィー
ドバック

Zoom

事後活動 振り返り回収 Google 
forms

ピア評価・教員評価の
共有

Google
Classroom



グローバル人材育成におけるオンライン授業の実態調査

• 対象：発表者3名の2020年度前期「グローバルゼミ」履修者

• 有効回答者数 24名 （回答率 39.3％）

グローバルゼミを履修してよかったこと。
1. 人間関係構築
2. 協働する他者との関わりによる主体的な学び
3. ICTスキル・オンラインのコミュニケーションスキル向上



アクティブラーニング型オンライン授業
自由記述からみえた授業のメリット1 :人間関係構築

• 対面授業や課外活動がなく、友人を作りづらい環境の中で、同じグループ
のメンバーと交流を深めることができた。

• コロナにより大学に通えないため新しく友達を作ることが難しい時期だっ
たが、一緒に共通の課題を仕上げていく中で仲の良い友達を作ることがで
きたこと。

• 大学の同級生と知り合うことができ、情報交換をすることが出来た。

• グループディスカッションやグループワークがあったおかげで意見を交わ
す濃厚な時間を過ごせたこと。

• グループワークを通して、オンライン授業を共に乗り越えようと励まし合
う仲間ができた。

少人数ディスカッションやグループワークを通して、人間関係構築の一助
となった。



アクティブラーニング型オンライン授業
自由記述からみえた授業のメリット2: 主体的な学び

• 意識の高い学生とプロジェクトやディスカッションができて楽しかった。

• 目指す目標が同じ仲間と出会えたこと。

• プレゼンテーションの準備を通して、クラスメイトと主体的に意見を交わしたり、
考えを深めたりできたこと。

• 主にグループ活動を通じて、行動力を身につけられたことです。私は前まで人任
せなところが多く、話し合い活動なども基本的には聞いているだけのことが多
かったのですが、このグローバルゼミを通じて実際に動くことの大切さを実感し
ました。

• 1セメスターで履修した科目の中で一番、積極的に授業と課題に取り組めた。

ピア効果によるモチベーションの向上

協働する他者との関わりによる主体的な学び



アクティブラーニング型オンライン授業
自由記述からみえた授業のメリット3 :
ICTスキルの向上・オンラインでのコミュニケーションスキル向上

• 他の授業よりもパソコンや会話ツールなど使用する機会が多かった
ためゼミ履修前より詳しくなった。

• 慣れないオンラインの環境の中でも、離れた人同士で、プレゼン
テーションやディスカッションを達成することができ、そういった
活動に対して自信がついた。

• 自分の意見や考えを発信する機会が非常に多かったので、伝え方や
話し方に注意できたこと。また、他人の意見を聞く際の態度も学ぶ
ことが多く良い機会になったこと。

ICTやソフトウェアの活用によるICTスキルの向上

困難な状況下での達成感やオンラインでのコミュニケーションスキル向上



グローバルゼミを履修してよかったこと
1. 人間関係構築
2. 協働する他者との関わりによる主体的な学び
3. ICTスキル・オンラインのコミュニケーションスキル向上

アクティブラーニングと動機付けの工夫で、

オンラインでも「学生の関与」促すことができる。



オンラインによるアクティブラーニング型授業の課題と改善策

課題

• 対面と同じ関与を促す授業を行うためにはマンパワーが足りない。

• 授業事前準備・授業中にかかる教員負担が大きい。

改善策

• TAを活用したチームティーチングが必要。

⇒チームティーチングでTAを育てることは、学生の関与を促すファシ
リテーターを育てる。
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