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๏ シンガポール｜先進の学習環境とICTの整備 
๏ 香港｜学際的プログラムの試み 
๏ 台湾｜授業実践の工夫 
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訪問先 日程 調査
南洋工科大学 
理学部 理数学科 2017/9/11 教員インタビュー，施設見学

香港大学 
理学部 物理学科 2018/3/5 教員・学生インタビュー

香港科技大学 
工学部 2018/3/6 教員インタビュー，施設見学

国立清華大学 
理学部 物理学科 2018/3/8 教員インタビュー

国立台湾大学 
理学部 物理学科 2018/3/9 教員インタビュー



THE Asia 2018 
 
1. シンガポール国立大学 
2. 清華大学 
3. 北京大学 
4. 香港大学 
5. 南洋工科大学・香港科技大学 
… 
8. 東京大学 
26. 国立台湾大学 
36. 国立清華大学 
63. 筑波大学

QS Asia 2018 
 
1. 南洋工科大学 
2. シンガポール国立大学 
3. 香港科技大学 
4. 韓国科学技術院 
5. 香港大学 
… 
13. 東京大学 
25. 国立台湾大学 
32. 国立清華大学 
40. 筑波大学

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/regional-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores
https://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2018


THE Wold 2018 (Asian Countires) 
 
22. シンガポール国立大学 
27. 北京大学 
30. 清華大学 
40. 香港大学 
44. 香港科技大学 
46. 東京大学 
…（以下，順位非連接） 
52. 南洋工科大学 
198. 国立台湾大学 
301—350. 国立清華大学

QS World 2018 (Asian Countires) 
 
11. シンガポール国立大学 
12. 南洋工科大学 
17. 清華大学 
23. 東京大学 
25. 香港大学 
…（以下，順位非連接） 
37. 香港科技大学 
72. 国立台湾大学 
163. 国立清華大学 
260. 筑波大学

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019


PISA 2015 Results I
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シンガポール調査の報告 南洋工科大学



南洋工科大学の取り組み
TEL｜Technology-Enhanced 
Learning

๏ ICT（LAMS, Learning 

Catalytics, …）を活用する 
さまざまな教育手法（TBL, 
Flipped Class, …）の組織的
実践を推進



南洋工科大学の取り組み
OBTL｜Outcomes-Based 
Teaching and Learning

๏ 5C’s: 

Creativity, Communication, 
Civic-mindedness, 
Competence, Character 

教員向けの多数の 
ワークショップ



オンライン学習コンテンツ
オンライン教材

๏ 講義動画｜5～10分程度 
๏ 専用スタジオか Camtasia で作成 
๏ 動画に対応する小テスト 
๏ LAMSで学習フローコントロール 

全講義が自動録画・アップロード

๏ 欠席しても授業内容を確認可



物理

๏ オンライン教材 
＋高機能クリッカー 

生物

๏ 授業内外でLAMSを活用 
＋反転授業 

数学

๏ プロジェクトベースの論文作成 
＋ルーブリック評価 

化学

๏ ピアインストラクション 
学生自己評価＋学習状況管理



香港調査の報告 香港大学・香港科技大学



香港の社会背景
金融業中心の産業構造

๏ 他の産業が弱く，STEM系の労働
市場が限定的 

๏ AI，機械学習，フィンテック等の
トレンド 

教育政策の状況

๏ 政府からの交付金の縮小 
๏ 高校教育システムの変更 
「UK式」から「ゆとり教育」へ



香港大学の取り組み
産業トレンドを意識した 
教育内容の導入

๏ プログラミングや機械学習を
取り入れた実験データ解析 

๏ STEAM／STEM in Design 
3Dプリンタ，ドローン，AI 

๏ 科学教育の本質的強化には 
なっていないとの評価も



香港大学の取り組み
高大接続の課題への対応

๏ CCST｜Common Core for 

Science and Technology 
 
学生への動機づけとなる分
野横断・文理融合の魅力的
科目群の開発



香港科技大学の取り組み
学習を動機づけるためのアク
ティブラーニングの推進

๏ 反転授業， 

eラーニング授業など 
๏ 15%程度の授業で導入



香港科技大学の取り組み
分野横断的プログラム

๏ 学科をまたがる専攻 

Dual Degrees/Double Majors 

๏ Interdisciplinary Program 
Office 
 
工学＋ビジネス＋人文社会
のプログラム開発



香港科技大学の取り組み
Integrative System Design


๏ 少人数プロジェクト型 
デザイン教育 

๏ Learn How to Learn 
「学び方を学ぶ」 

๏ 企業からのサポート



台湾調査の報告 国立清華大学・国立台湾大学



台湾の社会背景
半導体産業

๏ 物理の学生（特に修士）の
就職状況はよい 

限られた国土

๏ チャンスが限定的 
๏ ロールモデルの不足 
๏ 優秀な人材の海外流出



国立清華大学の取り組み
一部の授業

๏ ディスカッション， 
オンライン学習などの導入 

学際的プログラム

๏ 学生が履修科目構成を柔軟
にデザイン



国立台湾大学の取り組み
一部の授業

๏ プログラミング， 

SNS（TouTube）の活用 

比較的トラディッショナル

๏ 演習授業はなくすべて講義



調査のまとめ アジアのSTEM教育とアクティブラーニング



調査結果の比較
シンガポール南洋工科大学

๏ 先進の学習環境とICTの整備｜組織的な教育改善 

香港大学・香港科技大学

๏ 産業トレンドや学際プログラムの導入｜ 
魅力的・実践的な科目開発 

国立清華大学・国立台湾大学

๏ 比較的トラディッショナル｜少子化と人材流出は課題か



日本のSTEM教育改善への示唆
๏ 他国と比べ高い「学力」，学生の「多様化」，学術的「関心」の低下
など，課題は共通する 

๏ STEM教育に特化した先進的方法の導入＋学際的コンテンツ開発の 
組織的取り組みが重要か




