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午前の部 Morning Session

9：30 受付開始 Reception

10：00 開会の挨拶 Opening Remarks and Overview

本学におけるアクティブ・ラーニングの可視化
Measuring Active Learning Activity at MIC

司会：AP事務局　大関智史　MC ： AP Office  Satoshi Ozeki

副学長 ベンジャミン・ピーターズ
Vice President Benjamin Peters

発表者：アン・ハワード 教授、カタリーナ・モーク 講師
Presenter ： Prof. Anne Howard, Lecturer Cathrine-Mette Mork

通訳：笠井綾 講師  Interpreter ： Lecturer Aya Kasai

プログラム（Program）

10：30～11：45

本発表では、アクティブ・ラーニング・ワーキンググループによって考案されたアクティブ・ラーニングの概念的分類について説明します。また、本学で実践さ
れている典型的アクティブ・ラーニングの手法について教員に対して行ったアンケート結果、並びにアクティブ・ラーニングにおける学生の行動を理解するた
めに行った複数の授業の学生へのアンケート結果について発表します。
This presentation explains a conceptual categorization of Active Learning Teaching Strategies (ALTSs) devised by the MIC Active Learning Working Group (ALWG). 
Results of a faculty questionnaire on typical ALTs use will be presented, in addition to results from a questionnaire posed to students in selected MIC courses to 
gauge their behaviors.

質疑応答 Q and A11：45～12：00

質疑応答 Q and A14：45～15：00　 休憩 Break15：00～15：10

午後の部 Afternoon Session

クリティカル・シンキングテストの開発
Developing a Critical Thinking Assessment Test

 発表者：クリストファー・ジョンソン講師
 Presenter ： Lecturer Christopher Johnson

 通訳：大関智史  Interpreter : Satoshi Ozeki

13：00～13：45

クリティカル・シンキング・ワーキンググループでは、今年初めから、本学での活用を想定したクリティカル・シンキングスキル測定テストの開発を始めていま
す。このテストは、学生のクリティカル・シンキングスキルを測るとともに、その伸長の経年的変化を測ることを目的としています。本プレゼンテーションでは、
MICクリティカル・シンキングテストの開発、その将来の展望、また、これまで本テスト開発の際に遭遇した課題等について発表します。
In early 2016, the Critical Thinking Working Group began developing a critical thinking test for use at MIC. The test is designed to measure students’ critical thinking 
skills and the development of those skills over the course of their programs of study. This presentation discusses the development of the MIC Critical Thinking Test, 
its prospects for the future, and the challenges encountered along the way.

e-ポートフォリオを使ったアクティブ・ラーニングの成果の可視化
Visualizing Outcomes of Active Learning with e-Portfolio

  発表者：アンデルソン･パッソス准教授
   Presenter ： Associate Prof. Anderson Passos

13：50～14：20

学生のe-ポートフォリオ提出に係わる効果的基準とその評価の設定は、本学のe-ポートフォリオ導入における必須の要件です。本プレゼンテーションでは、
本学のe-ポートフォリオ・システムの概要を述べるとともに、２学部の学生に4年間の学修におけるアクティブ・ラーニングの成果を見せるための基準をどの
ように構築したのかについて発表します。
Developing effective criteria for student e-Portfolio submissions and their assessment is an essential element of the implementation of our e-Portfolio. This presentation 
will describe our MIC Portfolio system and explain how criteria are developed to guide students in two Schools to visualize outcomes of active learning throughout 
their college education.

学修目標と学修成果測定のためのルーブリック
Rubrics for Assessment of Learning Objectives and Outcomes

   発表者：ロイド・ウォーカー学部長補佐
  Presenter : Assistant to the Dean of Faculty Lloyd Walker

14：25～14：45

本学の教育方針は、ディプロマ・ポリシー、アドミッション・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーで明確にされています。ルーブリック・ベース・シラバス・ワーキン
ググループでは、その３つの方針で明確化された教育目標を基に、インスティテューショナル（全学的）ルーブリックを作成しました。本発表では、当該ルーブ
リックの内容を説明するとともに、学生及び教員への調査から得られた、その効果に関する中間報告を行います。
The educational goals of the institution have been defined through our Diploma, Admission and Curriculum Policies. The Rubric-Based Syllabus Working Group has 
identified the educational goals as specified in the three policies and arranged them into an institutional rubric. This presentation will describe the content of the 
rubric and interim results as observed through student and faculty surveys.

アクティブ・ラーニング　ワークショップ
Active Learning Workshop

   担当：ジュリア・クリスマス教授
Instructor ： Prof. Julia Christmas

15：10～16：10

講義中心の授業は重要であり、また、時として必要なものです。しかしながら、それは学生にとってはしばしば受身の学習体験となります。研究報告では、学
生が授業で能動的に活動し、また授業内容や学習過程に深く関わる方が学習効果は上がると言われています。このワークショップでは、主にアクティブ・レ
クチャーなどの、そのような効果をもたらす有益な授業活動を紹介します。本ワークショップの目的は、現場の先生方がご自分の学校に帰って授業をより学
習者の学びを重視した、学生中心の授業にするためのアイディアや教授法の一端を紹介することにあります。
Lecture-based teaching is important and sometimes necessary. However, it is often a passive experience of learning for students. Research shows that students learn 
more when they are active and engaged with the content and the process of learning. This short workshop will focus on helpful classroom activities, including active 
lecturing. The goal for this workshop is to introduce ideas and techniques that teachers can take back to their schools and can use to make their classrooms more 
learning-focused and student-centered.


