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Diamond Mandala Matrix（DMM）を用いた
協調学習型オンライン授業の設計と実践
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概要：本稿では, コロナ禍における学校教育現場のオンライン授業の課題・問題に着目し, その課題・問題を解決す
るための手段として DMM（Diamond Mandala Matrix）を取り入れた新たな授業手法および ICT プラットフォームの構
築とその実践事例について報告する. ここで構築されたオンライン授業のモデルは, 従来の教室を中心とした対面
型授業のオンライン化やその補助的な役割を目的とするものではなく, オンライン授業であることのメリットを最
大限に活かした協調学習（Collaborative Learning）を実現するための新たな授業モデルとして提案したい.
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Development and Practice of a Collaborative Learning Method on
Online Classes Using Diamond Mandala Matrix
SHINZO KOBAYASHI†1†2†4 SATOSHI NAGAWA†1†3†4
TAKAHIKO NARAKI†1†4 SEIICHIRO AOKI†1†5 TOSHIO OKAMOTO†1
Abstract: This paper focuses on problems of online courses, or classrooms, in school under the circumstances of COVID-19
pandemic. We will report on the development and practical examples of a new learning method and its ICT platform
incorporating DMM (Diamond Mandala Matrix) as a means of solving the problems. The method and platform presented here
are not merely aimed at relocating the traditional face-to-face classrooms to digital and online. We would like to propose this
model as one of the new classroom frameworks for "Collaborative Learning" that makes the best use of digital and online
technologies.
Keywords: Online Classroom, DMM, Diamond Mandala Matrix, Collaborative Learning

験学習に加え, ICT を活用した e ラーニング環境の統合的

1. はじめに

な学習環境の研究開発および社会実装である. 今回報告す

1.1 取り組みの背景と目的

るオンライン授業の取り組みは, こうした研究開発の成果

周知の通り, 2020 年は新型コロナウィルスの影響により

とノウハウを学校教育におけるオンライン授業の場に適用

国内のほとんどの教育現場ではオンラインでの遠隔授業の

させた実践, 実証事例である. なお, 今回の報告事例の基

実施を余儀なくされた. こうした特殊かつ制約的な状況の

礎となる主な関連研究を参考文献[1][2][3][4][5][6]に示

もとで, 本研究チームのメンバーは, これまでの e ラーニ

す.

ングに関わる研究開発や社会実装から得られた成果やノウ
ハウを活用し, 高等教育におけるオンライン授業の新たな

1.2 対象としたオンライン授業

仕組みづくり, プラットフォーム構築の実践を試みた. 本

本研究報告で対象としたオンライン授業は, 下記の２つ

研究チームは, 2014 年より一般社団法人グリーンカラー・

の講座（コース）である. 両講座ともに従来は教室での対

プラネットを中心として, 次世代農業人材を育成するため

面型授業が中心に行われてたきたが, 当該学期は終始オン

の学習環境づくりを目的とした活動を展開している. その

ライン（ビデオ会議）での授業となった.

主な活動内容は, 従来の教室内での対面学習や実地での体
①「次世代農業情報学」
†1 京都情報大学院大学
The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics
†2 NOP 法人 CCC-TIES 附置研究所
CCC-TIES
†3 青山学院大学
Aoyama Gakuin University
†4 一般社団法人グリーンカラー・プラネット
Green Collar Planet
†5 京都大学天文台天文普及プロジェクト室
The Astronomical Outreach Project Office, Astronomical Observatories,
Kyoto University

実施校: 京都情報大学院大学
担当教員: 楢木 隆彦
受講者: 36 名（正規受講生）

②「農業マーケティング」
実施校: 青山学院大学大学院国際マネジメント研究科
担当教員: 名川 知志
受講者: 通算約 50 名（うち正規受講生 4 名）
※ 一般社団法人グリーンカラー・プラネットの寄付講座として
2016 年より開講

文字書式「隠し文字」 】
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両講座はそれぞれ異なる大学院での授業ではあるが, 担

目標 3: 各回（スコープ）およびコース全体を通しての学

当教員は我々研究チームのメンバーであり, 両講座ともに

びの成果とその変化/変容を学習者自身が客観的に認識,評

教育リソースや教育手法等を共有している. 特に, 授業方

価できること.

針に関しては, 両講座ともに「学習者が自らの学習視点を
持ち, クラス内での意見交換や協同作業を通して共通の課

1.4 取り組みにおける課題・問題点

題に対する解を導き出していくこと. また, その能力を身

上記の目標を実現する手段や手法については, 従来の教

につけること. 」を重要な学習目標の一つとして掲げてい

室や実地での対面型授業であれば, 有効なツールや先行事

る. このような授業/学習形態は, いわゆる「協調学習

例なども多く存在し, 比較的容易に導入, 検証することが

（Collaborative Learning）」と呼ばれるものである[7].

できた. 例えば, 両講座では, これまでに協調学習の一環

両講座の協調学習としての具体的な側面としては, コース

として, ワールド・カフェ形式でのグループ・ディスカッ

の中心となる学習課題（クラスの共通課題）を「ターゲッ

ションや, マインドマップを用いての学習ポートフォリオ

ト・スコープ」として設定し, そのターゲット・スコープ

の作成, 共有を実施してきた. しかし, ビデオ会議でのオ

に関わるトピックス（「スコープ」）について, 各回専門の

ンライン授業という環境においては, このような従来の手

講師が講演し, その後, 講師を交えたクラスあるいはグル

段や手法をそのまま適用させることで発生するいくつかの

ープでのディスカッションを行う点があげられる. これら

重大な問題・課題が明らかとなった. この主な点について,

一連の授業（スコープ）を通して, 受講生が自らの視点で

以下にまとめる.

学び, 思考し, 議論し, そしてそこから生まれた独自のア
イディアを事業/実行企画として取りまとめ, 最終成果物

[ビデオ会議システムでのオンライン授業の問題・課題]

として提出/発表する. なお, 当該学期のターゲット・スコ

1) クラス全体の動向（個人・集団の心理や行動の動きや

ープおよび各回の授業で取り上げた主なスコープは以下の

傾向）の把握, 共有が難しい.

通りである.

受講者が数十名規模の授業では, 映像だけでは一人ひと
りの様子（学習態度や進捗状況等）を十分に把握しきれな

ターゲット・スコープ:
「農業 × 異なるもの =

い.
持続可能（Sustainable）な社会」

※両講座共通

2) 音声によるコミュニケーションが不安定である.
受講者の設備環境（ネット回線, PC/タブレット, マイク

各回の授業で取り上げた主なスコープ:

等）の格差や不具合が授業の進行に影響を与える.

「農業×C2B」「農業×グローバル GAP」「農業×食の安全」

3) 発言や質問のタイミングの見極めが難しい.

「農業×ICT」
「農業×参加型アプローチ」
「農業×グローバ

1)2)の要因の他, 音声通話のタイムラグや同時発話時の

ル戦略」「農業×サステナビリティ」「農業×気象・気候」

音声消失等も少ながらず影響を与えている.

「農業×ダイレクトマーケティング」
「農業×ブロックチェ

4) 音声でのグループ・ディスカッションの実施が困難で

ーン」「農業×ウェルネス」「農業×宇宙」

ある.
1)-3)の要因に加え, 一部ビデオ会議システムで提供さ

1.3 取り組みの目標設定

れているブレイクアウト・ルーム機能（ビデオ会議を任意

今回, このような協調学習を基盤とした授業をオンライ

の小集団に分けて実施する機能）等の有効なツールが十分

ン環境（ビデオ会議）で実施するにあたって, 我々研究開

に活かせていない. 機能だけでは単なるグループ雑談会に

発チームは, その学習プロセスや学習環境において実現す

なってしまう傾向にある.

べき要求課題を以下の 3 つの目標として設定した.
1.5 オンライン授業を実施する ICT プラットフォーム
[協調学習型オンライン授業の目標]

今回の協調学習型オンライン授業の取り組みでは, これ

1) クラス内での自由闊達なディスカッションの実現

ら４つの問題・課題点を学習環境における「制約条件」と

目標 1: 各回（スコープ）で受講者一人ひとりが自らの視

して捉え, 前述の３つの目標を達成するうえで必要となる

点での意見を発表できること.

ICT プラットフォームを表 1 に示す構成で設計, 構築した.

2) ス コ ー プ 間 お よ び ク ラ ス メ イ ト と の 関 係 性

その中で, 今回もっとも重要かつ特徴的な役割を担ってい

（Connection）の認識・保持・発展

るのが「4.ディスカッション・ワークシート」および「5.

目標 2: 各回（スコープ）について表現した自らの意見を

学習ポートフォリオ」の機能である. これら 2 つの機能に

もとに, スコープ全体を通して他者の意見との比較考察が

ついては, DMM（Diamond Mandala Matrix）と呼ばれるコミ

できること.

ュニケーション・テンプレートを元に, Google Drive 上で

3) 学習成果（学習ポートフォリオ）の確認と共有

の実装を試みた.
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表 1

ICT プラットフォーム システム構成

1, 図 2 に示すように, DMM では, 中心セルを結節点として

実装サービス

複数のマトリックを多層的かつ再帰的（階層的なロジック

1 ビデオ会議システム

Zoom

ツリー構造とは異なる点に注意されたい）に関連付けるこ

2 学習ポータル

Google Site, 学内標準 LMS

とによって, その要素群である情報を構造的かつ概念的に

3 学習コンテンツ

Power Point, Youtube 等

整理, 管理することができる[1].

4 ディスカッション・

Google Drive

必要機能

ワークシート
5 学習ポートフォリオ

DMM の主な特徴および利点としては, 次の５つの点が挙

Google Form

げられる.

Google Sheets

1.

マトリックスの全体を象徴する中心セルとその周囲

Google Drive

の８つの要素という情報の構成単位と配置が人間に

Google Sheets

とって認識しやすい.
2.

マトリックスの要素間の関係性の把握および全体像
の把握がしやすい.

3.

マトリックスを任意に組み合わせることによって情
報のモジュール化（部品化による再利用）がしやすい.

4.

マトリックスの中心テーマ/概念を継承的に保持する
ことで, 個々人あるいは集団の知識や経験, 思考を
より高次の概念に発展させることができる（図 2）.

5.

マトリックスの構造が言語表現における文節構造（意
味分節構造[8]）に近いため, 情報の言語化および文
章表現に導きやすい（図 3）.

図 1

DMM の基本構造と連結構造

図 3 漢詩にみる DMM の言語構造的な特徴
図 2

DMM による言語情報の構造化（例）
なお, DMM に関する実証研究としては, 小林らの先行研
究「Diamond Mandala Matrix を用いたインストラクショナ

2. DMM（Diamond Mandala Matrix）の導入

ル・デザインによる多言語化された反転教材の開発実践」

2.1 DMM とは

（2019 年 情報教育シンポジウム論文）[1]を参照された
い.

DMM（Diamond Mandala Matrix）は，３×３のマトリック
ス（セルの行列）を基本単位とした情報管理・共有のため
の手法/フレームワークである. DMM は一般に「マンダラー
ト」
「マンダラ・チャート」などと呼ばれることもある. 図
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2.2 DMM を用いた学習ノートおよび学習ポートフォリオ

要素は, 定数としての「農業」
（「スコープ ・キーワード」）,

の考案

そして変数としての「異なるもの」であり, それらの要素

両講座では, この DMM をオンライン授業での標準の情報

を, 受講者自らの想像と考察に基づき設定していく. さら

共有フォーマットとして定め, さらに, 学習者の情報整

に , こ の 方 程 式 の 解 /Output で あ る 「 持 続 可 能

理・共有のための「DMM 学習ノート」(図 4)と, コース全体

（Sustainable）な社会」についても, 同様のプロセスにお

を通しての学習過程や学習成果の管理を目的とした「DMM

いて受講者自らが理想像を描き, 具現化していくこともこ

学習ポートフォリオ」(図 5)の２つのフォーマットを独自

れら２つのコースに共通する重要な目的の一つである.

に設計・考案した. また, この２つのフォーマットは,

両講座の各回授業テーマ（スコープ）を表 2 に示す. な

Google Form, Google Sheets 等の ICT プラットフォーム上

お, 講座の授業回数は全 15 回, 各回の授業時間は 90 分で

で実装され, Web 上での即時的な DMM 情報の共有と管理運

ある.

用が可能となっている.
表 2

「農業マーケティング」
（青山学院大学大学院）

「次世代農業情報学」
（京都情報大学院大学）

第2回
第3回
第4回

オリエンテーション
農業×私
農業×C2B
農業×グローバル GAP
農業×食の安全

第5回
第6回

農業×ICT
農業×参加型アプローチ

第7回
第8回

農業×グローバル戦略
農業×サステナビリティ

第9回
第 10 回

農業×気象・気候
農業×ダイレクトマーケテ
ィング
農業×ブロックチェーン
農業×ウェルネス

オリエンテーション
農業×私
農業×サステナビリティ
農業×C2B
上記ディスカッション
及び DMM ワーク
農業×グローバル GAP
上記ディスカッション
及び DMM ワーク
農業×ICT
上記ディスカッション
及び DMM ワーク
農業×ライフスタイル
上記ディスカッション
及び DMM ワーク
農業×気象・気候
上記ディスカッション
及び DMM ワーク
農業×宇宙

第1回

図 4

DMM 学習ノート

対象講座の各回授業テーマ

第 11 回
第 12 回
第 13 回

第 14 回

第 15 回

総括ワークセッション「農
業×異なるもの= 持続可
能（Sustainable）な社会」
ビジネスプラン成果発表
会 - 続可能な社会を実現
するビジネスプラン 実践ビジネスプラン検討
会議

上記ディスカッション
及び DMM ワーク
最終成果発表「農業×？=
続可能な社会」

4. オンライン授業の流れ
このようなコース設計のもと, 受講者は各回のオンライ
ン授業で「農業」をキーワードとした様々な活動やビジネ
スについて学習し, 第 1 回目の「私」と「農業」との関係
図 5

DMM 学習ポートフォリオの構成

性を起点として, クラスメイトや各回で異なる講師との議
論を交えながら最終ゴールに向けて自身のアイディアを発
展, 具現化させていく.

3. オンライン授業のコース設計

以下, 各回のオンライン授業の基本的な流れを６つの学

両講座ともに, クラス共通の学習目標（「ターゲット・ス
コ ー プ 」） を 『 農 業 × 異 な る も の =

習プロセスに分け（表 3）, 「農業マーケティング」
（青山

持続可能

学院大学大学院）の事例を中心に, それぞれの学習プロセ

（Sustainable）な社会』という方程式のスタイルで設定し

スの特徴と機能を紹介する. なお, 「次世代農業情報学」

ている. すなわち, 受講者はこのコースでの学習/Input

（京都情報大学院大学）では, 同日に 2 コマ連続で授業が

を 通 し て , こ の 方 程 式 の 解 /Output で あ る 「 持 続 可 能

行われ, 2 コマ目では各回のテーマ（スコープ）に関する

（Sustainable）な社会」を導き出していく. Input となる
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ディスカッションおよび最終成果に向けたワーク（事後学

ルは, 受講者間およびスコープ間, またコース間での DMM

習等）に当てている.

の関係性の解析, 特定において利用される.

表 3

表 4

オンライン授業の学習プロセス

SDGs ラベルとして用いたキーワード

①事前学習 → オンライン授業 [ ②講演 → ③チーム・

1.貧困, 2.飢餓, 3.健康/福祉, 4.教育, 5.ジェンダー,

ディスカッション → ④チーム・ディカッションの統括 ]

6.水, 7.エネルギー, 8.働きがい/経済成長,

→ ⑤事後学習（レポート）→ ⑥学習成果の統合

9.産業/技術, 10.人/国, 11.まち, 12.つくる/つかう,
13.気候, 14.海,15.陸, 16.平和/公正,
17.パートナーシップ

① 事前学習
各回のオンライン授業において, 事前学習を実施する主
な目的とその実現のための手段を以下に示す.

② オンライン授業: 講演

[目的１]

90 分のオンライン授業の前半 40-60 分は, 各回で設定さ

オンライン授業を受講するうえで有効な基礎知識や関連情

れたテーマ（スコープ）に関する講演がビデオ会議のスタ

報を事前に習得すること.

イルで行われる. 講演中は, 講演者と受講者との間での音

実現手段: 主に Youtube や TED 等の公開動画やウェブペー

声による自由なやり取りは制限されるが（原則として講演

ジ等の学習コンテンツを所定の LMS または学習ポータルサ

中,受講者はミュートに設定）, 既にオンラインで共有され

イトにて掲載, 共有する.

ている事前学習での DMM の内容や質問項目への回答をもと

[目的２]

に（図 7）, 適宜講演者と受講者との双方向の音声対話や

各回の授業テーマ（スコープ）に関連した事前の知識や認

質疑応答が行われる. また, 音声以外のコミュニケーショ

識・価値観等を自ら整理し, 表現すること.

ン・ツールとしては, ビデオ会議システムに備わるチャッ
ト機能やアンケート機能なども用いた.

図 6

学習ポートフォリオに反映された事前学習成果（例）

実現手段: 図 6 の例のように, 当該授業のテーマ（スコー
プ）に関連して学習者自身が抱くイメージをキーワードあ
るいはキーフレーズ（「イマジナル・ワード」）として DMM
を用いて表現する. また, DMM 学習ノートには, 各回を担
当する講演者より当該スコープに関わる質問が提示される

図 7

オンライン・ワークシート(Google Sheets)上で共有さ

ので, 受講者はその質問に対して回答する（図 6 の左下）.

れた受講者の DMM 学習ノート

加えて, 記述した DMM 学習ノートの内容に対して, キーワ
ード・ラベルを受講者自らの視点で付与する（図 6 の右下）.

③ オンライン授業: チーム・ディスカッション

今回は両講座ともに, キーワード・ラベルとして SDGs に対

講演終了後, 30-40 分ほどの時間を使い, 事前学習で登

応した「SDGs ラベル」を用いた（表 4）. この SDGs ラベ

録された DMM を用いてのチーム・ディスカッションが行わ
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れる. チームの編成は, 1 チーム 4-5 名として受講者を数

をすすめるよう事前に指示, 誘導した. なお, ブレイクア

チームに分割する. 分割に際しては, なるべくランダムで

ウト中は, 講演者および TA（運営サポーター）が, チー

はなく, チーム構成によるディスカッションへの有意性が

ム・ディスカッションの支援・促進の役割をもって, 適宜,

期待できるよう, 事前学習で登録された DMM および SDGs

個別ルームに参加するようにした.

ラベルのテキスト解析（類似度測定）を行い, その結果に
基づいて類似度の高い者同士のチーム, あるいは類似度の
低い者同士のチーム, というかたちでの分割, 編成を試み
た（図 8,図 9）.

図 8

事前学習成果のテキスト解析に基づくクラスタリン

グ結果（デンドログラム）
図 10

個別の DMM が統合されたチーム・ディスカッショ

ンのためのオンライン・ワークシート（Google Sheets）
④ オンライン授業: チーム・ディカッションの統括
チーム・ディスカッションの終了後, ブレイクアウト・
ルームは解除され, 受講者全員が再び同じビデオ会議に集
合する. 残りの時間は, 各チームの代表者がそれぞれのチ
ームで議論された話題や内容を講演者および受講者全員に
向けて簡潔に紹介する. そして, 最後に講演者がそれぞれ
の発表に対して講評を加え, オンライン授業を終了する.
⑤ 事後学習（レポート）
オンライン授業が終了した後, 受講者はこれまでの学び
を振り返りながら DMM 学習ノートを作成, 登録する. その
際, オンライン上の DMM 学習ノートは事後学習用の入力フ
ォーム（Google Form）に切り替えられており, そのフォー
図 9

クラスタリング結果に基づくチーム編成（例）

ムから以下の内容を登録する.

一方, ビデオ会議上でのチーム構成では, Zoom に装備さ

[事後学習用の DMM 学習ノート登録項目]
•

れているブレイクアウト・ルーム機能（ビデオ会議を任意
の小集団に分けて実施する機能）を用い, 音声および映像

DMM８要素のアップデート: 事前学習から変化があれ
ば DMM のイマジナル・ワードを追加・編集する.

•

を介してのチーム・ディスカッションを行った. チーム・

DMM のオリジナル・タイトル: 事前学習では, DMM の

ディスカッションでは, 限られた時間を有効に活用するた

中心にあたるスコープ・ワードは全員同じであったが,

め, 自己紹介や雑談などはなるべく避け, チームごとに

その部分を自身が作成した DMM に最もふさわしいと

DMM を統合したオンライン・ワークシート（図 10）をもと

思われるタイトル/ワードに置き換える.
•

に、各自が作成した DMM に基づいて自身の意見を口頭で発
表し, それぞれの DMM に対する意見交換を中心とした議論

©2020 Information Processing Society of Japan
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る内容を, 他者へ伝えるためのレポートあるいはス

された DMM をもとにこれまでと同様のチーム・ディスカッ

トーリーとして文章にまとめる.

ションの形式にて実施した.

参考として, 事後学習の成果として登録された実際の
DMM 学習ノートの例を図 11 に示す.

図 12

DMM 学習ポートフォリオ（個別学習成果）

5. 実践事例から得られた成果および考察
以上の実践事例の結果を踏まえ, 冒頭で設定した今回の
取り組みでの 3 つの目標（「協調学習型オンライン授業の目
標」）の達成度合い, およびそこから得られた成果について,
図 11

それぞれの講座の担当教員や講師の評価も交えながら考察

事後学習成果（DMM 学習ノート）例

を加える.
⑥ 学習成果の統合
5.1 クラス内での自由闊達なディスカッションの実現

事前学習, および事後学習の成果は, オンライン上で
「学習ポートフォリオ」を構成するデジタル・ドキュメン

目標 1: 各回（スコープ）で受講者一人ひとりが自らの視

ト（PDF）として生成され（図 12）, コース全体を通して,

点での意見を発表できること.

受講者個人の共有フォルダ（Google Drive）内にその成果

[結果考察①]

内容が保管される. また, オンライン授業で使用される

ビデオ会議でのオンライン授業では, 受講者が自発的に

「オンライン・ワークシート」
（Google Sheets）は, Google

発言する機会が大きく制限されてしまう. この課題に対し

Drive 上で受講者全員に共有され, コース全体を通して,

て, 4,5 名程度の少人数でのチーム・ディスカッションの

学習成果の状況および変化を随時確認することができる.

場を設けることで, 受講者は少なくとも一度は自らの意見

以上が, 各回のオンライン授業を構成する基本的な学習

を発言することができるようになった. また, 事前学習に

プロセスである. さらに,「農業マーケティング」のコース

おいて DMM を作成することにより, ディカッションでの自

では, 第 13 回に, それまでのスコープの総括を兼ね, こ

発的なアイディアに基づく発言を誘導するとともに, チー

のコースのターゲット・スコープである「農業×異なるも

ム内およびクラス内での議論の展開・活性化にも大きな効

の = 持続可能（Sustainable）な社会」をテーマとしたオ

果をもたらした. 特に,日本語での議論に慣れていない外

ンライン・ワークを上述のチーム・ディスカッションの形

国人留学生にとっては, 言語表現を支援するツールとして

式で実施した.

の DMM の役割, 効果が期待できるとの意見も得られた.

続く第 14 回は, このコースの最終課題であるターゲッ
ト・スコープに対して, 受講生が自ら企画立案した事業計

5.2 スコープ間およびクラスメイトとの関係性

画（ビジネスプラン）の発表である. 発表方法は, ビデオ

（Connection）の認識・保持・発展

会議上で, 映像, 音声, 資料を使っての自由形式としたが,

目標 2: 各回（スコープ）について表現した自らの意見を

発表内容の要点と概要については, 事前に DMM 学習ノート

もとに, スコープ全体を通して他者の意見との比較考察が

での提出, 共有を条件とした.

できること.
[結果考察②]

最終回となる第 15 回では, これまでの講演者も含め,
外部有識者も加わり, 受講生が企画立案した事業計画の実

コース全体を通して, DMM をコミュニケーションの標準

現化に向けたディスカッションを, 第 14 回で提出, 共有

フォーマットとして利用することで, 自身の知識や考えを
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他のものと容易に比較参照することができ, 対象となるス

の教育の質を担保できたであろうか. その答えは, 学生た

コープについて, より明確に焦点を絞った考察や意見交換

ちの声を聞けば明らかであろう. 今回の報告事例はこの特

が行われるようになった. また, 各回オンライン授業のテ

殊な状況下での挑戦的な取り組みの一例ではあるが, この

ーマや話題は毎回異なるが, クラスでの共通課題であるタ

取り組みを通して, 従来の教室を中心とした対面型の授業

ーゲット・スコープ（「農業 × 異なるもの =

持続可能

形態では得られなかった新たな可能性, 特に, 協調学習に

（Sustainable）な社会」）を設定すること, また, 各回共

おけるデジタルやオンラインの有効性を実証することがで

通のスコープ・キーワード（「農業」）や共通ラベル（「SDGs

きた. 学校教育を取り巻く環境は未だ不透明な状況ではあ

ラベル」）を設定することで, コース全体を通しての学習情

るが, 今後, この可能性, 有効性を高等教育の現場だけで

報の関係性を保持することが可能となった. さらに学習成

はなく, 初等中等教育や生涯学習の場へも広げていきたい.

果の記録である DMM を ICT プラットフォーム上で共有する

2020 年後期の授業から, 教室内での対面型授業も部分的

ことによって, 個々の学習の状況や変化を逐次可視化する

に開始されているが, ぜひとも, この貴重なタイミングが

ことが可能となった. これらの成果は, DMM の特徴である

「元の教室」に戻るのではなく, 「新たな教室」への変革

多層的かつ再帰的（階層的なロジックツリー構造とは異な

の時機となることを期待したい.

る）な情報の管理,表現構造の特徴が大きく貢献していると
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