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＜あらまし＞ 授業や研修のような対面式講義において，学習者のアクティブラーニング

化を図るための設計の一つとして，“マイクロフォーマット”というデザインが提案されて

いる（向後 2014a）．本研究では，“マイクロフォーマット”を取り入れた研修を実施し，

学習者の態度に及ぼす影響を検証した．その結果，学習活動に変化を与えることで，参加

者の積極的な学習意欲を喚起することが確認され，より効果的で魅力ある研修の設計に示

唆を与えた． 

＜キーワード＞ マイクロフォーマット アクティブラーニング 授業設計 時間配分 

学習態度 

1. はじめに 

1.1. 研究の背景 

近年，授業や研修など様々な教育場面におい

て，学習者に効果的なデザインが求められてい

る．なかでも対面での授業や研修の場面におい

て，参加者の集中力を高め，いかに効果を見出

せるかが重要な課題である．従来の授業や研修

では，講師の裁量によって運営に差異が生じて

きた．その結果，学習意欲や学習理解に大きな

影響を及ぼすことが問題になっていた． 

この問題解決のために，Keller の提唱する，

ARCS 動機づけモデルが挙げられる．これは，

学習意欲を，注意（Attention）・関連性

（Relevance）・自信（Confidence）・満足感

（Satisfaction）の４つの側面からみたもので

あり，動機づけ概念や動機づけ理論を網羅した

包括的なモデルである． 

一方で，授業や研修を活性化するためのデザ

インとして，向後（2014a）は，“マイクロフォ

ーマット”という考え方を提案した．これは，

学習活動に変化を与える方法で，どのような内

容の授業や研修にも適用できるような活動と

時間配分がデザインされている。 

 

1.2. “マイクロフォーマット”による研修設計 

向後（2014a）は，Pike（2003）が効率的な

活動の時間配分であると提唱する「90/20/8 の

法則」や，川嶋（2013）のレクチャーの後にグ

ループディスカッションを行う「ペチャクチャ

タイム」などからヒントを得て，あらゆる授業

や研修設計のベースとなる“マイクロフォーマ

ット”という学習活動のデザインを提案した． 

“マイクロフォーマット”による設計の基本

は，30 分を１ユニットとし，以下の要素で構成

する（図１）． 

１）15 分間のレクチャー 

２）10 分間の議論 

３）５分間の全体シェア 

このデザインの意図は， 

１）受動的な形態であるレクチャーをできる

だけ短いユニットで区切る． 

２）グループ内の対話によって，個人内の思

考を外化する． 
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図 1 マイクロフォーマットの構造とプロセス 

 

 

３）全体シェアによって，他のグループのア

イディアを参考にする． 

という点にある． 

本研究では，対面式の研修を対象として，“マ

イクロフォーマット”を実践した結果，ARCS
動機づけ評価モデルにおける効果について明

らかにすることを目的とした． 

 

2. 方法 

2.1. 実施期間と対象者 
“マイクロフォーマット”に基づき設計され

た研修は，2014年５月～2015年３月の期間中，

向後が講師を担当した対面式の研修のうち，下

記の通り全６回実施された． 
第１回 2014 年５月 30 日京都府 18 名 
第２回 2014 年８月 22 日鳥取県 27 名 
第３回 2014 年 11 月 13 日都内 16 名 
第４回 2014 年 11 月 27 日千葉県 29 名 
第５回 2015 年３月５日埼玉県 18 名 
第６回 2015 年３月 12 日都内 14 名 

対象者は，企業人，教員，大学職員などの男女

計 122 名であった． 
 
2.2. 実施内容 

研修の内容は，インストラクショナルデザイ

ンをテーマにしたものであり，全体で３時間の

研修を 30 分ずつの６ユニットに分けた． 
参加者はまず，スライドを使った 15 分間の

レクチャーを受けた． 
 

 
 
次に，受講者は４名から５名を目安にグルー

プを作り，レクチャーの内容に関する議論を 10
分間展開した．議論のテーマはあらかじめ講師

によって指定されていた． 
たとえば，本研究の対象となった研修はイン

ストラクショナルデザインをテーマにしたも

のであり，ユニットごとに以下６つの課題を設

定した． 
ワーク（1）「あなたが身近で観察する教育に

ついて，改善するべきだと考えるところを１つ

提示してください．」 
ワーク（2）「運動技能，認知技能，態度技能

のインストラクションの原則の中で，１つピン

ときたものを挙げてください．」 
ワーク（3）「ニーズ分析，ゴール分析，学習

者分析の中で，あなたはどれが一番重要だと思

いますか．その理由とともに述べてください．」 
ワーク（4）「授業要素の中で，あなたはどれ

が一番むずかしいとおもいますか．その理由と

ともに述べてください．」 
ワーク（5）「あなたが授業の評価シートを作

るとしたら，どんなところを重視しますか？」 
ワーク（6）「これまでの話をベースにして，

これからの大学と授業の変化について，予測を

してください．」 
上記の課題について参加者は，各自１，２分

程度の持ち時間の中で自分の意見をまとめ，グ

ループ内で発表した． 
この時，講師は全体を見渡し，与えられた課

題について参加者一人ひとりが考え，全員が自



分の意見を発言できるよう，時間配分の管理を

行い，議論の活性化を促した． 
最後に，講師によってランダムに２，３のグ

ループが指名され，じゃんけんで決めたグルー

プの代表者がグループの意見を全体に向けて

口頭発表し，全体で共有した． 
このワークでは，ひとつの正解が導かれるこ

とを求めず，全員が自分の意見を持ち，それを

グループメンバーに適切に発信することを重

視した．そのため，講師は活動の進行を支える

ファシリテーター的な役割として存在し，フィ

ードバックも情報提供程度の必要最小限にと

どめていた． 
研修の修了後には，参加者に対し研修につい

ての質問紙調査を行った．質問項目は，マイク

ロフォーマット形式について ARCS 動機づけ

モデルに基づく評価「おもしろかった」，「役に

立ちそうだ」，「自信がついた」，「満足した」，「全

体としてよかった」の５項目と，「レクチャー」，

「議論」，「全体シェア」についての評価各３項

目の計 14 項目で構成した．回答方法は，「１．

まったくそう思わない」，「２．そう思わない」，

「３．どちらともいえない」，「４．そう思う」，

「５．とてもそう思う」の 5 件法を用いた 
（表１）． 

3． 結果 

3.1．評価点の記述統計 
2014 年５月から 2015 年３月まで計６回の

研修の参加者 122 名の回答データを用いて，ア

ンケート調査の分析を行った． 
まず，項目ごとに平均得点を算出した．その

結果，総合評価の「ARCS 動機づけモデル評価」

５項目の平均が 4.30 点（SD=0.49），研修の構

成要員である「レクチャー」，「議論」，「全体シ

ェア」については，得点の高い順に，「全体シェ

ア」についての評価３項目の平均が 4.46 点

（SD=0.54），「議論」についての評価３項目の

平均が 4.34 点（SD=0.47），「レクチャー」につ

いての評価項目３項目の平均が 4.26 点

（SD=0.59）であった． 
詳細について述べると，「全体シェア」では

「ほかのグループの意見を聞くのはよかった」

が 4.48 点（SD=0.60），「ほかのグループの意見

を聞くのはおもしろかった」が 4.48 点

（SD=0.53），「議論」では「周りの人は積極的

に参加していた」が 4.44 点（SD=0.53），「レク

チャー」では「レクチャーの内容は充実してい

た」が 4.43 点（SD=0.64）と，それぞれのカテ

ゴリーにおいて高得点であった（図２）． 

 
 
 

表１ 研修評価シートの質問項目 

（１）おもしろかった

（２）役に立ちそうだ

（３）自信がついた

（４）満足した

（５）全体としてよかった

（１）レクチャーの長さはちょうどよかった

（２）レクチャーの内容は充実していた

（３）レクチャーの内容は理解できた

（１）自分は積極的に参加していた

（２）周りの人は積極的に参加していた

（３）議論全体としてうまくいった

（１）ほかのグループの意見を聞くのはおもしろかった

（２）ほかのグループの意見は参考になった

（３）ほかのグループの意見を聞くのはよかった

マイクロフォーマット

レクチャー

議論

全体シェア



3.2．重回帰分析 

次に，「レクチャー」，「議論」，「全体シェア」

のそれぞれの活動が，ARCS 動機づけモデルに

基づく評価の各項目「１．おもしろかった」，「２．

役に立ちそうだ」，「３．自信がついた」，「４．

満足した」，「５．全体としてよかった」に与え

る影響について検討するため，ARCS 動機づけ

モデル評価５項目を従属変数，活動の「レクチ

ャー」,「議論」,「全体シェア」の計９項目を独

立変数として，重回帰分析を行った（表２）． 
重回帰分析（ステップワイズ法）の結果，「お

もしろかった」は,「レクチャー」の「レクチャ

ーの内容は理解できた」（β=.26，p<.01），「議

論」の「自分は積極的に参加していた」（β=.26，
p<.01），「全体シェア」の「ほかのグループの意

見を聞くのはよかった」（β=.29，p<.01）の３

項目が，有意な正の回帰係数を示した． 
「役に立ちそうだ」は，「レクチャー」の「レ

クチャーの内容は充実していた」（β=.32，
p<.01），「議論」の「周りの人は積極的に参加し

ていた」（β=.20，p<.05），「全体シェア」の「ほ

かのグループの意見を聞くのはよかった」（β

=.26，p<.01）の３項目が，有意な正の回帰係数

を示した． 
「自信がついた」は，「レクチャー」の「レク

チャーの内容は理解できた」（β=.33，p<.01），
「全体シェア」の「ほかのグループの意見を聞

くのはよかった」（β=.28，p<.01）の２項目が，

有意な正の回帰係数を示した． 
「満足した」は，「レクチャー」の「レクチャ

ーの内容は充実していた」（β=.27，p<.01），「レ

クチャーの内容は理解できた」（β=.25，p<.01），
「議論」の「自分は積極的に参加していた」（β

=.19，p<.05），「議論全体としてうまくいった」

（β=.17，p<.05）の４項目が，有意な正の回帰

係数を示した． 
「全体としてよかった」は，「レクチャー」の

「レクチャーの内容は充実していた」（β=.40，
p<.01），「議論」の「周りの人は積極的に参加し

ていた」（β=.19，p<.05），「全体シェア」の「ほ

かのグループの意見を聞くのはよかった」（β

=.25，p<.01）の３項目が，有意な正の回帰係数

を示した．   

 

 
 

図２ 研修評価項目の平均 
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表２ ARCS 動機づけ項目と各活動項目による重回帰分析の標準偏回帰係数 
 

 

 

4． 考察 

4.1． マイクロフォーマットによる効果 
重回帰分析の結果は，マイクロフォーマット

形式の良さが，「レクチャー」，「議論」，「全体シ

ェア」のどのような活動によって規定されるか

を示しているものと解釈できる． 
マイクロフォーマット形式の「全体としての

良さ」は，「レクチャーの充実」、「ほかのグルー

プの意見を聞くこと」，「周りとの積極的な議論」

によって規定されることが明らかとなった。つ

まり，まず 15 分の中で，わかりやすく凝縮し

てレクチャーの内容を伝えることが重要であ

ること，そして，少人数のグループで行われる

議論に積極的に参加し，さらにほかのグループ

の意見を全体で共有できることが重要である

ことが示唆された． 
マイクロフォーマット形式の「おもしろさ」

は，「レクチャーの理解」，「積極的な参加」，「ほ

かのグループの意見を聞くこと」で規定された．

また，「役に立つ」ことは，「レクチャーの充実」

と「周りとの積極的な議論」，「ほかのグループ

の意見を聞くこと」規定されている．このこと

から，参加者の，レクチャーで習得した知識を

もって積極的に議論にのぞみ，意欲的に周りの

意見を取り入れ，役に立てようとする姿勢を見

て取ることができる． 
特に，「ほかのグループの意見を聞く」ことは，

「満足した」を除くすべての ARCS 動機づけ評

価モデル評価と有意な回帰係数を得た．そのた

め，活動の中でも「全体シェア」は有効だと考 

 
 
えられる． 
また，「ほかのグループの意見を聞く」ことは，

「レクチャーの内容の理解」と同様，参加者の

自信となっている．これは，他者の意見が，自

分の理解を深める要素となったためだと推察

できる． 
一方で，マイクロフォーマット形式の「満足」

を規定する項目を見ると，「（自身の）積極的な

参加」や「議論全体としてうまくいった」のよ

うな個人の主観的判断による項目が有意な回

帰係数を示している．これは，研修の中でいか

に能動的に学習活動できたかどうかの参加者

個人の主観的判断が，満足度につながることを

示唆している． 
 
4.2. 研修運営上の留意点 

マイクロフォーマットによる研修の設計に

おいて，確かな学習成果に結びつけるため，い

くつかの留意点がある． 
はじめに，「レクチャー」は大事な導入となる．

それは，後に続く「議論」の質を左右する土台

でもある．短い 15 分程度のレクチャーの内容

を厳選し，それをいかにわかりやすく伝えるか

がポイントとなる．「レクチャーの内容が充実」

していることが，参加者の全体的な達成感をも

たらすことも，本研究から明らかとなっている． 
次に，「議論」は，何も設計しなければ，ただ

の“おしゃべり”で終わってしまう．それを避

けるため，できるだけ具体的かつ明確なテーマ

を提示する．「議論」は，参加者の理解度を促進

マイクロフォーマットは おもしろかった 役に立ちそうだ 自信がついた 満足した 全体としてよかった

レクチャーの内容は充実していた .32** .27** .40**

レクチャーの内容は理解できた .26** .33** .25**

自分は積極的に参加していた .26** .19**

周りの人は積極的に参加していた .20** .19**

議論全体としてうまくいった .17**

ほかのグループの意見を聞くのはよかった .29** .26** .28** .25**

R .57** .58** .46** .64** .62**

**p <.01　，*p <.05



させ，取り込んだ知識を体制化し，新たな知識

を創造する場として，重要な意味を持つ．この

場でグループ内の意見交換が平等に行われ，活

性化するよう，講師は時間配分を適正に管理し

なければならない．誰か一人にその場を占有さ

せることなく，一人ひとりの持ち時間を順守さ

せることである．これは，学習成果を追求する

側面とはほかに，発言の不平等さからくる人間

関係の阻害要因を生み出さないためでもある．  
最後に，参加者の獲得した知識を定着させる

場として，「全体シェア」の果たす役目は大きい．

参加者は，様々な意見を取り入れながら知識の

精緻化を図る．そのため，ある特定のグループ

だけの偏った情報だけでは，正確な知識として

定着しない．そこで，講師は，ランダムに発表

するグループを抽出し，まんべんなく発表の機

会が与えられるよう，考慮する．参加者は，い

つ当たるかわからないため，研修の間，常に集

中して取り組む必要がある．したがって，参加

者は，時間の経過とともにありがちな中だるみ

をせずに，適度な緊張感をもって研修を受講す

ることができる． 
このように，研修全体として設計するマイク

ロフォーマットと平行して，各活動の綿密な設

計がなされることで，着実な習得と，より効果

的で魅力ある研修の実現が可能となる．こうし

た研修に参加することで，参加者の学習行動に

対する自信が形成され，継続した学習行動の形

成が期待できる． 
 
5． 結論 

本研究では，研修を活性化させるための授業

設計・研修設計の一つとして考案された“マイ

クロフォーマット”による研修を実施した．“マ

イクロフォーマット”とは，時間を短く区切り，

一つのユニットを「レクチャー」，「議論」，「全

体シェア」の３つで構成した形式である． 
そして，ARCS 動機づけモデルに基づいた評

価項目を入れたアンケート調査を行い，「レク

チャー」，「議論」，「全体シェア」のそれぞれの

活動の評価が，マイクロフォーマット形式の

ARCS 動機づけモデル評価にどのように影響

したかについて検討した． 
アンケート調査の重回帰分析を行った結果，

ARCS 動機づけモデルに基づく評価項目は，

「レクチャー」の「内容は充実していた」，「内

容は理解できた」，と「議論」の「自分は積極的

に参加していた」，「周りの人は積極的に参加し

ていた」，「議論全体としてうまくいった」，「全

体シェア」の「ほかのグループの意見を聞くの

はよかった」のそれぞれの項目と，有意な回帰

係数を示した． 
したがって，マイクロフォーマット形式にお

いては，短い時間でわかりやすく凝縮されたレ

クチャーであること，議論への積極的な参加，

そして，グループの意見の全体共有が重要であ

ることが明らかとなった． 
このように，“マイクロフォーマット”によっ

て設計された研修は，参加者同士の協同学習を

促し，参加者の学習意欲を喚起することが示唆

された． 
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