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0:35:59
「悪い！」・スライドの情報量が多い

できること
①学生各々がPCを使って，プレゼンテーショ
ンなどの実践活動を観察し，評価や気づきを
記録できます。

紹介

ビデオを見て，良いところや改善点を
チェック。コメントも入力できます。

0:24:20
「良い！」・聴衆の顔を見て話せていた。
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ビデオファイル



できること

②グループ全員の観察結果をまとめて表示し，
ふりかえることができます。

観察者ごとの注釈結果（プレゼンテーション練習の例）

ビデオ再生と連動して，観察者全員
の評価やコメントを見ることもでき
ます。

紹介
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学習活動の流れと参照先

あらかじめ，プレゼンテーションやディスカッショ
ンなどを録画しておきます。

• ［先生］FishWatchrを使うための準備
→教師用マニュアル（準備編）

• ［学生］FishWatchrを使った観察

→学生用マニュアル（観察編）

• ［学生］FishWatchrを使ったふりかえり準備

→学生用マニュアル（ふりかえり準備編）

• ［学生・先生］

FishWatchrを使ったふりかえりの実践
→学生用マニュアル（ふりかえり編）
教師用マニュアル（ふりかえり編）

紹介
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準備編
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学生にFishWatchrとデータを配布する方法を説明します。



目次（準備編）

• 用意するもの

• 配布パッケージの作成
p 配布パッケージの構成

[Windows版] 
p FishWatchrのダウンロード
p FishWatchrフォルダの展開
p FishWatchrの起動

[macOS版]
p FishWatchrのダウンロードとインストール
p FishWatchrの起動

• 観察のための設定（Windows・macOS共通）
p 注釈者とは？
p ラベルとは？
p 観察対象とは？
p 観察方法の設定（ラベル優先・観察対象優
先・同時注釈）

p 設定の保存方法
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目次



目次（準備編）

• 配布パッケージの保存
p ［Windows版］FishWatchrフォルダの保存
p ［macOS版］FishWatchrの保存
p Video フォルダの作成
p ビデオファイルの保存

• 配布パッケージの配布
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目次



•ビデオファイル
（観察するプレゼンテーションなどの録画）

•パソコン

• USBメモリ

用意するもの

• Windows PC または
macOS

• 教師用と学生用
（人数分あるとよい）

準備
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学生用
（ふりかえりを行うグループ数分)



配布パッケージの構成

• USBメモリに必要なものをすべて入れ，学生に
配布するためのパッケージを作成します。

•配布パッケージの構成
1. FishWatchr
2. Video フォルダ
（中にビデオファイルを入れる）
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準備（配布パッケージの作成）

• Windows用とmacOS用では，配布
パッケージの内容が異なります。

• 実践を行う学生が使用するPCに
合わせて配布パッケージを作っ
てください。



［Windows版］
FishWatchrのダウンロード

• FishWatchrのダウンロードサイトから，
Windows 版を選択し，保存します。
•保存場所を選択したい場合は「名前を付けて
保存」を選びます。
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準備（配布パッケージの作成）

https://www2.ninjal.ac.jp/lrc/index.php%3F%25B4%25D1%25BB%25A1%25BB%25D9%25B1%25E7%25A5%25C4%25A1%25BC%25A5%25EB%2520FishWatchr


［Windows版］
FishWatchrの展開

•「fishwatchr_XXX_win.zip」を右クリックし，
「すべて展開」します。

•「fishwatchr_XXX_win.zip」のXXXはバージョン
番号です。

更新履歴を確認し，最新のものを使用して
ください。
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準備（配布パッケージの作成）



［Windows版］
FishWatchrの起動

•展開した後の，FishWatchrフォルダの中にある
FishWatchrのアイコンをダブルクリックして開
きます。
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準備（配布パッケージの作成）



［Windows版］
FishWatchrの起動

•この画面が出たら，「詳細情報」をクリック
します。
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ここをクリック

準備（配布パッケージの作成）



［Windows版］
FishWatchrの起動

•「実行」をクリックします。
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ここをクリック

準備（配布パッケージの作成）



［Windows版］
FishWatchrの起動の確認

•以下のような画面が出たら成功です。
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準備（配布パッケージの作成）

使用するPCによっては，起動するまでに時間
がかかることがあります。



［macOS版］
FishWatchrのダウンロードと
インストール
• FishWatchrのダウンロードサイトから，macOS 
版を選択すると，以下のファイルがダウン
ロードされるので，開きます。

•出てきた表示の通り，左から右（FishWatchrを
Appications）にドラッグします。

15

準備（FishWatchrの設定）

https://www2.ninjal.ac.jp/lrc/index.php%3F%25B4%25D1%25BB%25A1%25BB%25D9%25B1%25E7%25A5%25C4%25A1%25BC%25A5%25EB%2520FishWatchr


［macOS版］
FishWatchrの起動

•「アプリケーション」フォルダを開きます。

• FishWatchrのアイコンを右クリックします。
（『control』キーを押しながらクリック）
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準備（FishWatchrの設定）



［macOS版］
FishWatchrの起動

• FishWatchrのアイコンを右クリックすると，以
下の表示が出るので，キャンセルします。

•もう一度， FishWatchrのアイコンを右クリッ
クすると，以下の表示が出るので，開きます。
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準備（FishWatchrの設定）



［macOS版］
FishWatchrの起動

•インストールに成功すると，以下のように
FishWatchrを開くことができます。

• 2回目からは，「アプリケーション」の
FishWatchrのアイコンをダブルクリックするか，
Launchpad のFishWatchrのアイコンをクリック
するだけで開くことができます。
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準備（FishWatchrの設定）



観察のための設定
（Windows・macOS共通）

• FishWatchrで観察を行う際，次のような対象や
観点を使うことができます。

1. 注釈者
2. ラベル
3. 観察対象
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準備（観察のための設定）

• 注釈者は必ず必要です。
• ラベルと観察対象は，どちらかだけ，
または，両方使うこともできます。

• Windowsを例に説明しますが，macOS
の場合も同じ方法で設定できます。



注釈者とは？

•注釈者とは，ビデオ見て観察し，注釈やコメ
ントをつける人（＝学生）のことです。
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準備（観察のための設定）

• 注釈者の設定は学生が行います。
• 注釈者の設定方法については「学生
用マニュアル」を参照してください。

• 注釈者の重複が起こらないよう，学
籍番号等を使用するとよいでしょう。



ラベルとは？

•ラベルとは，観察を行う際の観点のことで，
自由に設定できます（設定の仕方は次ページ
を参照）。
•ビデオを見ながら，ラベルボタンをクリック
するとその箇所を記録し，コメントを残すこ
ともできます。
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準備（観察のための設定）



ラベルの設定

•ツールバーの「注釈」→「ラベル」と進むと，
ラベルの設定画面が出ます。
•観察内容に合わせて，注釈名（ラベル名）を
設定します。
•数を増やしたり，マーク色を変えたりするこ
ともできます
•設定が終わったら「OK」を押します。
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ここをクリックし，
「ラベル」を選択

自由に設定できる

準備（観察のための設定）



観察対象とは？

•観察対象とは，プレゼンテーションやディス
カッション中に行った実技の種類・内容や，
実技をする人などのことで，自由に設定でき
ます（設定方法は次ページを参照）。

•以下の実践では，「話し方・アイコンタク
ト・スライド」を観察対象としています。
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準備（観察のための設定）



観察対象の設定

•ツールバーの「注釈」→「観察対象」と進むと，
観察対象の設定画面が出ます。
•観察対象を設定します。
•設定が終わったら「OK」を押します。
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ここをクリックし，
「観察対象」を選択

自由に
設定できる

準備（観察のための設定）



観察方法の設定（ラベル優先）

•観察結果を入力する方法として，ラベル優
先・観察対象優先があります。
•ラベル優先モードでは，下部の観察ボタンに

p.22で設定したラベルが表示されます。
• FishWatchrではラベル優先モードを初期設定と
しています。
•ラベル優先か否かはツールバー「注釈」から
確認できます。
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準備（観察のための設定）



観察方法の設定（観察対象優
先）

•観察対象優先モードでは，下部の観察ボタン
にp.24で設定した観察対象が表示されます。
•観察優先モードに設定する場合は，ツール
バー「注釈」の中の「観察対象優先」を選択
します。
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準備（観察のための設定）



観察方法の設定（同時注釈）

•『学生用マニュアル』(p.10)のように，二つの
観点を観察ボタンを使って入力する場合，同
時注釈の設定が必要です。

•ツールバーの「注釈」から「同時注釈」に
チェックを入れます。
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準備（観察のための設定）

チェックを入れる



設定の保存

•ツールバーの「ファイル」から「設定の保
存」を選択します。

•以下の表示が出たら「OK」を押して閉じます。
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準備（観察のための設定）



設定の保存

• FishWatchrフォルダの中にconfig.xmlが作成さ
れ，観察対象とラベルの設定が保存されます。

• Windowsの場合，このFishWatchrフォ
ルダからFishWatchrを起動すれば，保
存した設定が維持されます。

• macOSの場合，config.xmlが見えるとこ
ろに現れませんが，設定は保存されて
います。
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準備（観察のための設定）



［Windows版］
FishWatchrフォルダの保存

•設定を保存したFishWatchrフォルダをUSBメモ
リに保存します。
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準備（配布パッケージの保存）



［macOS版］
FishWatchrの保存

•「アプリケーション」フォルダの中にある
FishWatchrを，USBメモリにドラッグして，コ
ピーします。
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準備（配布パッケージの保存）



［Windows・macOS共通］
Video フォルダの作成

• USBメモリにVideo フォルダを作成します。

Windows                                 macOS
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準備（配布パッケージの保存）



［Windows・macOS共通］
ビデオファイルの保存

•ビデオファイルをVideo フォルダに保存します。

Windows                                   macOS

これで配布パッケージの完成です。
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準備（配布パッケージの保存）

コピー



配布パッケージを配布する

•配布パッケージを保存したUSBメモリを学生に
配布します。
•使用OSが異なるなどで，教師が配布パッケー
ジを準備できない場合は，学生がFishWatchrの
インストール（pp.15-19）と，観察対象やラベ
ルの設定等（pp.20-26）を行う必要があります。
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準備（配布パッケージの配布）

次ページからは，ふりかえり編です。

実践の方法・手順に関しては，学生用
マニュアルをご覧ください。



ふりかえり編
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（目次）ふりかえり編
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実践（ふりかえり）

•観察結果の確認
p ラベル
p 注釈者
p コメント
p 頻度

• 検索・フィルタリング



観察結果の確認（ラベル）
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実践（ふりかえり）

•表示「ラベル」では，観察者が「良い」・
「悪い」をどのタイミングでコメントしたか
が分かります。

現在の再生位置

コメント集計

良い／悪いの分布

コメントが集中しているところを中心
にふりかえるとよいでしょう。



観察結果の確認（注釈者）
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実践（ふりかえり）

•表示「注釈者」にすると，どの観察者がどの
タイミングでコメントしたかが分かります。

コメント集計

注釈者ごとの分布

それぞれの観察数や観察した箇所の差
異に着目してみましょう。



観察結果の確認（コメント）
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実践（ふりかえり）

•「番号」または「時間」をクリックすると，
当該箇所から再生します。
•下の例では，0:00:24～ 0:00:25に「悪い」が集
中し，すべてがスライドに関するコメントで
あることが分かります。

同じようなコメントが集中しているとこ
ろを全員でふりかえってみましょう。



観察結果の確認（頻度）
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実践（ふりかえり）

•それぞれの列上で右クリックし，分析（頻
度・選択項目）を選択すると，頻度をグラフ
化できます。

•注釈者ごとにどれくらい注釈を付けたか，，
視覚化することもできます。



検索・フィルタリング
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実践（ふりかえり）

•注釈者・観察対象・ラベル・コメントはフィ
ルタリングしたり，検索したりすることがで
きます。
•一行目の「注釈者・観察対象・ラベル・コメ
ント」をクリックし，見たいものを絞り込み
ます。

観察対象をクリック
した例

コメントをクリック
した例
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