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　本学のICTサービス・ICT活用事例を紹介しています。情報科学センター運用課では、対
面授業の補完ツールとして、学習支援システム「OliveClass」、タブレット「iPad」、学生レス
ポンスシステム「BeeDance」を提供しております。

学内ICTサービスを活用し、学生の満足度向上や授業負担軽減にお役立て下さい。

関東学院大学
　情報科学センター運用課



学習支援システム

OliveClass
Webベースの学習支援システム
インターネット環境があれば学内外問わず、資料配布・小テスト・課題の提示・レポー
ト受取・アンケートが行えます。
　利用申請は不要です。講義設定を利用可にして頂くことでご利用頂けます。

履修者へ授業に関する
連絡をしたい

OliveClass の便利な活用方法

■ 講義を利用可にする手順
　「講義設定」メニューをクリックし、講義状態を「利用可」に変更

履修者に資料を配りたい

レポート課題を
オンラインで受け取りたい
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簡単なアンケートを
実施したい

「お知らせ発信」機能
発信したお知らせは、「OliveCampus」と
「KGUメール」で確認できます。

「レポート課題」機能
受け取ったレポートの採点や添削が行え
ます。

「資料掲載」機能
WordやPDFなどのファイルが資料として
登録できます。

「アンケート」機能
記名・匿名のアンケートをオンラインで
実施できます。

紙で実施したテストの得点
をオンラインで通知したい

「オフライン教材」機能
得点やコメントを通知する機能がありま
す。 ( ⇒3ページ参照 ) 

「利用可」に変更

オンラインで小テストを
実施したい

「テスト」機能
自動採点型の小テスト（5種類）が
実施できます。
　



OliveClass

LMS を利用した反転授業※

OliveClass 活用事例紹介

OliveClass

『レポート機能』『出席機能』

学習支援システムOliveClass 活用事例紹介

科目名 /履修者数

・情報基礎及び演習Ⅰ　8～ 89 名 (4 科目 )

（理工学部 1年生必修科目※再履修含）

・情報基礎及び演習Ⅱ　30 ～ 87 名 (4 科目 )

（理工学部複数コース 1年生必修科目）

・情報概論（情報社会及び情報倫理）[B]  50 名 (1 科目 )

　　　　　

担当者　：中屋敷　かほる先生（理工学部）

◆全科目で利用、授業の事前・事後学習にも最適

－中屋敷先生は、ご担当の全 9科目でOliveClass を利用していただいておりますが、
主にどういった機能をご利用でしょうか。
実際の授業ですが、授業の事前・事後の学習のため、講義の資料を掲載しています。

授業では、実習も多いため事前に内容を把握してもらうほうがスムーズに授業が実施でき

ます。OliveClass では、学生がその資料にアクセスしたか、時間・回数まで簡単に把握でき

ますので、たまに確認しています。当日の授業では、レポート課題など実習を行うのですが、

学生はその際にも資料を参照しているようです。宿題の取り組みや復習に役立っててもらえ

るように資料も最新ファイルが上にくるようにして、学生がさっと見えるようにしています。

お薦めの機能の１つが、「コピー」機能です。授業のコンテンツを、他の授業や他のフォルダ

にも簡単にコピーして使うことができます。これは非常に便利です。

大まかな内容が同じ場合、数などだけ変えて他での利用が可能になります。翌年の授業にも

使えるコンテンツは「流用」機能を使い利用することもできます。授業準備の時間を短縮

することができます。
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※反転授業とは、これまで授業で行っていた

　ような基礎的な内容は家で動画を見て予習し、

　家で取り組んできた応用課題は学校でおこなう。



OliveClass

OliveClass 活用事例紹介

OliveClass

◆学生の理解度を『アンケート』機能で把握

－授業において工夫している点を教えてください。
再履修の講義については、学生に対しても初回にアンケートをとります。これは

「アンケート機能」を利用するのですが、学生が単位を落としてしまった理由や、どこが

理解しにくかったかなど確認します。この集計結果を元に、今後の授業を組み立てることを

行っています。簡単にアンケートを作成できますし、集計も実に簡単です。

 

◆授業欠席者への親切な対応

－欠席者にも授業についていけるよう工夫されていらっしゃいますか。
病気等で欠席した学生が次回の授業を理解できるように、お助けファイルを用意しています。

科目によってはWord、Excel、PowerPoint の授業も実施していますが、一回で完結しない

授業などは、予めその課題の雛形を作っておき、OliveClass に掲載します。学生はこれを

利用して、実際の実習を次回行います。前回休んだことで理解が遅れないようにしています。

◆課題に対するフィードバックが学生にも好評

授業で実施した課題に対する採点も、「オフライン※」機能を使って点数やコメントを

なるべく早く学生に戻します。OliveClass で作成した課題に対する採点やコメント表示だけ

ではなく、紙で実施したテストやレポートに対する採点もこの「オフライン」機能を使えば、

簡単にできます。学生自身も採点が遅いと何を実施したか忘れてしまいますので、なるべく

早い採点をOliveClass で行うことで、より学生の理解が深まると思っています。

実際、評価を気にする学生が多く、学生にも好評であることを実感しています。

※オフライン機能・・・OliveClass 以外で実施したテスト等採点等を掲載できる機能
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OliveClass

OliveClass 活用事例紹介

OliveClass

◆出席管理の活用

－出席管理もご利用と伺いましたが、どのように管理されていらっしゃいますか。
　OliveClass の「出席管理」機能を利用し、授業開始と同時に毎回設定されている

パスワードを学生自身に入力させることで出席の作業を行っています。出欠は最終的に

csv などでダウンロードできますので、成績をつける際にもこちらが利用できます。

　おそらく一部の先生方の中でも懸念される欠席者のなりすましですが、担当者のほうで

パスワードをかけることや、どの PC端末から回答したかわかりますのでその点は

安心して利用できます。PC教室を配当されていることが大きいかもしれません。

 

－中屋敷先生にとってOliveClass はどんなものですか。
　いつでもどこでも何度でも確認することができるOliveClass は有効です。私の授業は

毎回提出が求められる授業ですので、繰り返し学習を行い、理解を深めることが必須です。

さらに採点結果やコメントを簡単にフィードバックすることで、学生へのきめ細かな対応が

できます。そういった意味で、これからも学生にとって効果のある利用方法をさらに検討

していきたいと思います。
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クリッカー

BeeDance

BeeDance の機能

　BeeDance は、教員端末（iPad）から問題を発信し学生は iPad を使い受信、回答をその場で

返す双方向システムです。選択式や記述式問題や iPad で描いた絵を回答として提出することが

でき、学生の反応が瞬時に把握できます。また、動画・音声・PDF ファイル等の共有が行えます。

資料配布

2
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　予め登録をしておいたファイルの

間違いを恐れて人前で意見を言えない学生に対しても有効

共有が行えます。



アクティブラーニング授業で学生に大人気iPad・BeeDance

iPad＆BeeDance 活用事例紹介

アプリ・BeeDance「イメージボード機能」

科目名　：初級ドイツ語 1A・1B

担当者　：柴田　教昭先生（法学部）

履修者数：各科目 18 名

◆学生参加型のアクティブラーニング※授業を推進

－柴田先生がアクティブラーニングを始められたきっかけを教えてください。
　現在、語学教育の現場で利用されている主なメディア教材は、CDやビデオ（あるいは

DVD）となっておりますが、学生の語学力向上に役立っているかと問われると、

首を傾げざるを得ません。教員側からの、プリント配布も含めた一方的な教材提供は、

モティベーションの高い学生はともかく、漫然と出席している学生に対しては効果が薄いと

思われます。この現状を改善するために双方向型学習を取り入れてみようと考えました。

－学習の進め方で工夫された点はありますでしょうか。
　授業時間を二部に分けて授業をしています。最初は文法説明。これはきちんと説明しなけ

ればなりません。次に練習問題あるいは訳読。ここまでが一部です。この時点で、不徳の致

すところですが、結構だれている学生がいます。さて、ここから心機一転。端末を使った授

業に移ります。ぼんやり学生も気合いを入れ直します。BeeDance※を使った復習問題。タ

イムリミット問題では皆が真剣な表情をみせています。二人一組の会話練習。DRAGON 

Dictation※を立ち上げます。「Du bist Student」と言ったつもりが、かなしいかな "der 

beste Student" と表示されます。さあ大変です。「ここの発音って、こうだよね？」そんな

会話があちこちから聞こえてきます。自分から学ぶ。これが大切です。※次項で紹介

◆BeeDance と iPad のお薦めアプリで学生が授業に集中

－具体的にアプリはどのように活用されましたか。
　主に次の３つのアプリを利用しています。
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iPad・BeeDance 活用事例紹介

※アクティブラーニングとは、学生自らが課題を

解決したりプレゼンテーションをしたりする授業のこと



柴田先生 おすすめ iPad アプリ

①BeeDance
基本的には、私の作製した問題を順番に解かせます。今般はコンテンツ作りに不備があり、

従来までのプリント配布とあまり変わらない結果となりました。メリットは学生の理解度を

瞬時に教員側が把握できることです。いずれにせよ、BeeDance を有効的に使用するには質

の高いコンテンツが求められます。

②DRAGON Dictation
これは音声認識ソフトです。音読すると、瞬時に単語なり文章なりが文字化され表示されま

す。これは有効度が高いソフトでした。いままで声を出さなかった学生も積極的に発音する

ようになりました。ただし、音声認識精度が若干低く、長い文章には不向きです。最初歩の

発音練習用として利用するのが好ましいかと思われます。

③Duolingo
これは語学独習者用のソフトで、Apple・Android・PC 版がそれぞれ用意されています。無

料アプリです。基本的に、英語をベースにして他言語を学ぶソフトですが、結論から言うと

完成度の高いものとなっています。最初歩の単語の学習からはじめて、段階的に進んで行き

ますが、ディクテーション・ヒアリング・ライティング問題が絶妙に塩梅されており、知ら

ず知らずのうちに単語や文章が頭に入る仕組みとなっています。このソフトは、履修者の

95％以上がスマートフォンを所有しているために、通学の行き帰りなどスキマ時間を語学

学習にあててもらう目的で推奨しましたが、学習効果はこれが一番高いと思われます。

◆概ね学生の反応は好評

－導入してよかった点や学生の反応をおきかせください。

居眠りする学生や放心状態の学生がいなくなったことでしょうか。学生の反応ですが、面白

いという学生もいますし、つまらないという学生もいます。ですが、情報端末を取り入れた

授業は概ね好評です。
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iPad・BeeDance

iPad・BeeDance 活用事例紹介



◆今後の授業展開

－今後はどのような授業展開をなさいますか。
コンテンツの充実です。これは私の宿題です。情報端末は文房具のように気軽に使えてはじ

めて機能します。

―本日は貴重なお話をありがとうございました。

柴田先生お薦めアプリ

BeeDance、DRAGON Dictation 、Duolingo

【写真】
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iPad・BeeDance

iPad・BeeDance 活用事例



タブレット端末 

iPad
授業利用としてiPad44台（初代モデル20台、Mini24台）の貸出を行っています。
貸出をご希望の方は、授業の1週間前までに情報科学センター運用課までご申請下さい。

初代 iPad
×

20 台

iPadMini
×

24 台

iPad の便利な活用方法

3
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　iPadでは、Apple Storeからさまざまなアプリをダウンロードして利用することができます。
アプリによっては有料の場合もありますが、無料で使える便利なアプリがたくさん登録されています。
　
当センターが貸し出しを行っているiPadで無料アプリをご利用になりたい方は、事前に情報科学セン
ターまでご連絡下さい。

話した言葉を分析しテキス
トに変換してくれるアプリで
す。対応している言語は日本
語、英語を含む40ヶ国以上
で発音やイントネーションの
差異が確認できます。

iPad のおすすめアプリ（無料アプリ）

音声入力アプリ

　TOEICを運営している国際
ビジネスコミュニケーション
協会が公開している公式ア
プリです。用意されたシチュ
エーションごとに「リスニング
」と「クイズ」が行うことができ
英語表現を学ぶことができま
す。

英語習得アプリ
　English Upgrader+

10

　アドビ社が公開している
ベクトルベースの描画アプリ
です。タッチパネルに最適化
された操作感で、イラストを
描いたり、アイデアを書き留
めることができます。

描画アプリ

Adobe Ideas

ZIPやRARに圧縮した画像や
PDFを閲覧するビューアアプ
リです。iTunes経由や
Dropbox、メール経由でデー
タを取り込むことができます。

画像・PDF ビューアアプリ

DRAGON Dictation

　iPad・iPhoneのファイルを
他のiPad・iPhoneへファイル
転送するアプリです。写真や動
画の転送が行えます。

データ転送アプリ

ぱっと転送 Free

SideBooks  



11

4

4

5

2013 年 OliveClass 利用状況
調査期間：2013 年 4月 1日～ 2014 年 2月 16 日

集計条件：5セッション以上の利用者　

教員利用率

54.3％ 27.5％

機能別登録講義数（利用講義数：7163）

OliveCampus キャビネット https://info.kanto-gakuin.ac.jp/portal/prtlcabu.do
LMS サポートサイト　http://lms-support.kanto-gakuin.ac.jp/

機能別登録講義数

資料教材
お知らせ

発信
レポート
提出

出席管理 テスト
テスト2

※
アンケート その他

755 408 252 206 54 63 38 10

※オフライン教材
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