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高大社トランジションを見据えた課題とICT活用教育のあり方

2022年3月8日（火）開催
岡山理科大学 岡山キャンパス

主催 ： 大学eラーニング協議会
共催 ： 岡山理科大学/日本リメディアル教育学会
後援：文部科学省/岡山県教育委員会/岡山市教育委員会/大学ｺﾝｿｰｼｱﾑ岡山
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⼩松川 浩

DX 時代の教育改⾰が求められる中、効率的な⼤学運営の中で学⽣個々の学びの質
を⾼めていくことが求められています。また、コロナ禍で実施されたオンライン教育
のノウハウも、⾃律的な学習の重要性の再認識へと繋がり、継続的・発展的に展開さ
れると期待されます。2021 年度の協議会の活動では、こうしたトレンドを⾒据え、部
会を中⼼に、オンライン教育に関わるシステムの導⼊・運⽤⽅法の共有、基盤系の教
材と利⽤⽅法の共有、各⼤学での事例の共有を、部会幹事の先⽣⽅を中⼼に、テーマ
の設定を⾏って議論を重ねてきました。第⼀部会では、Moodle や Google などのオ
ープンなシステムの導⼊やそれを活⽤した教育サービスの運⽤⽅法を共有して参りま
した。第⼆部会では、各⼤学で共通的に利⽤可能な教材の収集を図ってきました。特
に今年は数理データサイエンス教育に関わる教材の共有を検討しています。また、第
三部会では、こうした教材を活⽤した反転学習などの⾃律学習に向けた事例の共有を
進めています。
岡⼭理科⼤学を開催校とする本年度の総会フォーラムでは、上記の成果を会員間で
積極的に共有できる場の提供を図れればと思っております。また、DX 時代の教育改⾰
では、⾼校・⼤学・社会共通で求められる，汎⽤的な能⼒の段階的な養成を意識する
ことが⼤事となります。本フォーラムでは、桐蔭学園 理事⻑ 溝上慎⼀先⽣に「⾼⼤
社トランジションを⾒据えた教育と ICT 活⽤の推進と課題」、京都⼤学 松下佳代先
⽣に「トランジションを⾒通したコンピテンシーの育成―対話型論証の活動を通じて
―」の基調講演をお願いしました。こうした講話を通じて、本協議会が⼤学の教育改
⾰に対して果たすべきミッションについて会員皆様で考える機会を提供できればと思
っております。
最後になりますが、協議会にとって、⼤変重要な機会となる総会フォーラムの開催
に向けて、コロナの影響で 2 年越しで準備を頂きました、代表幹事校の愛媛⼤学及び
現地開催校の岡⼭理科⼤学の関係者の皆様に、⼼より感謝申し上げたいと思います。
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1.フォーラム趣旨
2021 年度代表幹事校
愛媛⼤学
仲道 雅輝

Society5.0 の到来により拡⼤した、国や地域を超えた社会的・経済的な結びつきを
背景として、⼈々の働き⽅やキャリア、社会や⼈⽣の在り⽅に対する価値観は多様化
しています。そのような変⾰の時代に求められる⼈材を育成することは、⾼⼤社連携
における⽬標であり、社会的使命のひとつであるといえます。特に、連携の促進をも
たらす ICT 活⽤教育は、コロナ禍により急速な広がりを⾒せ、多くの実践報告や効果
の検証がなされました。これらの実績により、⼀時的な感染対応策ではなく、効果的
な教育⽅略としての有⽤性が広く共有されるにいたりました。現在も、ブレンディッ
ド、ハイブリッド、ハイフレックスといったさまざまなかたちで ICT 教育が実践さ
れ、DX 推進の流れを受け、世界的な発展を続けています。これら ICT 活⽤教育の進
展は、効果的な⾼⼤社トランジションの推進⼒となるといえます。
こうしたことから、本総会・フォーラムでは、⾼⼤社トランジションを⾒据えた課
題と ICT 活⽤教育のあり⽅について、情報の共有を図ることとし、特に、2 題の基調
講演を軸としたプログラムとしております。基調講演は、桐蔭学園 理事⻑ 溝上慎⼀
先⽣による「⾼⼤社トランジションを⾒据えた教育と ICT 活⽤の推進と課題」、京都
⼤学 松下佳代先⽣による「トランジションを⾒通したコンピテンシーの育成―対話型
論証の活動を通じて―」となっており、ご講演後、溝上慎⼀先⽣、松下佳代先⽣、公
⽴千歳科学技術⼤学の⼩松川浩先⽣によるミニシンポジウムを予定しております。
また、午前の事例発表会（第 2・第 3 部会の合同企画）では、ポストコロナを⾒据え
たオンライン教育の⽅向性について、コロナ禍の経験を踏まえて会員⼤学よりご報告
を頂きます。さらに、午後の最後のワークショップでは、当⽇会場にご参加される
⽅々による意⾒交換を⾏います。コロナ後の授業対応や授業外でのコンテンツ利⽤な
ど、会員の皆様から随時話題を提供頂きながら、各機関の課題の共有と解決案の検討
を図っていく予定です。
本会の開催が、皆さまに幅広いテーマの研究や先駆的な実践事例、活発な意⾒交換
等、多様な知⾒に触れる機会となることを期待します。
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2.プログラム
3 ⽉ 8 ⽇(⽕)
開催⽅法︓現地開催と Zoom のハイブリッド
午前の部（現地で発表）

10：00～11：00

事例発表報告(各 20 分）
岡山理科大学 副学長

平野 博之氏

佐賀大学 全学教育機構

米満 潔氏

九州工業大学 学習教育センター
11：00～11：20

大西 淑雅氏

開催校挨拶
岡山理科大学 学長

柳澤 康信氏

大学 e ラーニング協議会
11：20～11：50

UeLA 総会

11：50～

企業プレゼンテーション

会長挨拶 小松川 浩氏

午後の部（Zoom で発表）

13：00～14：00

基調講演(1)
桐蔭学園 理事長

溝上 慎一氏

「高大社トランジションを見据えた教育と ICT 活用の推進と課題」

14：00～15：00

基調講演(2)
京都大学

松下 佳代氏

「トランジションを見通したコンピテンシーの育成―対話型論証
の活動を通じて―」

15：00～15：30

ミニシンポジウム
溝上 慎一氏・松下 佳代氏・小松川 浩氏：司会-望月 雅光氏

15：45～17：10

UeLA＆JADE 合同フォーラム(口頭発表)各 20 分

17：10～18：40

第 1,2,3 部会合同ワークショップ
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15:45~17:10

3.口頭発表タイムテーブル

本会場【C1 号館 8 階 理大ホール】
第 2 会場【C1 号館 5 階 C0155 講義室】
（発表：15 分、質疑：5 分、計 20 分）
＜本会場 URL＞
https://zoom.us/j/92795702548?pwd=c1pGOUdELzdtVzM2UlR6bFM1UUE3Zz09
＜第 2 会場 URL＞
https://zoom.us/j/98235625927?pwd=dEdqS0g3L2g5VDQ1RUFUZDkycTErUT09

本会場

第 2 会場

座長：米満 潔（佐賀大学）

座長：西 誠（金沢工業大学）
大西 淑雅（九州工業大学）

A-1

B-1

15:45～16:05

15:45～16:05

青山学院大学アカデミックライティングセン

大学 e ラーニング協議会 共通基盤教育シス

ターにおけるオンライン型支援の特徴と課題

テムの教材と運用

−相談者およびチューターへの聞き取りに基

−数理 DS 教材－

づく質的分析−
○上野 春毅(公立千歳科学技術大学)
○嶼田 大海(青山学院大学)

山川 広人(公立千歳科学技術大学)

小林 至道(青山学院大学)

小松川 浩(公立千歳科学技術大学)

中竹 真依子(学習院大学)

A-2

B-2

16:05～16:25

16:05～16:25

主体性涵養のための学科連携にむけて

デジタル教材の活用に向けたオンライン復習

−学生のパーソナリティ，学生の学習行動，

環境の検討

教師の心象に基づく提案−
○大西 淑雅(九州工業大学）
○中尾 桂子(大妻女子大学)

山口 真之介(九州工業大学）
西野 和典(太成学院大学）
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－休憩(5 分間)－
A-3

B-3

16:30～16:50

16:30～16:50

e ラーニング学習からみた日本語・英語の語

自己評価に基づく授業の達成度確認と成績評

彙学習方略

価の試み

○三好 徹明(関西国際大学)

○西 誠(金沢工業大学)

藏前 知美(松山東雲女子大学)

山岡 英孝(金沢工業大学)

秋山 英治(愛媛大学)

谷口 哲也(金沢工業大学)
渡辺 秀治(金沢工業大学)
高井 勇輝(金沢工業大学)

A-4

B-4

16:50～17:10

16:50～17:10

Society 5.0 を見据えたラポール形成を育む

プログラミング教育必修化での利用を狙った

医学英語教育−獨協医科大学と神奈川歯科大

Python プログラミングの知識習得度テスト

学の例−

の試作

○出野 由紀子(神奈川歯科大学）

○山川 広人(公立千歳科学技術大学）

坂本 洋子(獨協医科大学)

小松川 浩(公立千歳科学技術大学)
長谷川 理(武蔵野大学）
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4.会場案内：岡山理科大学 岡山キャンパス
● 岡山キャンパスマップ

https://www.ous.ac.jp/access/okayama/

所在地

〒700-0005 岡山市北区理大町 1-1

電話

086-256-8431(代表)

交通

JR 岡山駅から岡電バス「47 岡山理科大学」行で約 20 分、岡電バス
「37 理大東門」行で約 30 分、または JR 法界院駅（岡山駅から 1 駅
目）から徒歩で約 20 分
お車でお越しになる方へー駐車場（P4）のご案内
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5.事例発表報告

8

10:00～10:20

事例発表報告（1）

【C1 号館 8 階 理大ホール】

岡山理科大学における教学支援 DX の取り組み
講演者：平野 博之 氏
（岡山理科大学 副学長）
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岡⼭理科⼤学における教学⽀援 DX の取り組み
岡⼭理科⼤学

副学⻑

平野

博之

岡⼭理科⼤学は昭和 39 (1964)年，理学部に応⽤数学科と化学科を設置し，これまでに 5
万⼈を超える卒業⽣を輩出してきた．2022 年４⽉からは岡⼭キャンパスに７学部（理学部，
⼯学部，情報理⼯学部，⽣命科学部，⽣物地球学部，教育学部，経営学部），今治キャンパ
スに 1 学部（獣医学部）の８学部体制となる．設⽴⺟体である学校法⼈加計学園は，
「ひと
りひとりの
に貢献できる

若⼈が持つ能⼒を

最⼤限に引き出し

技術者として

社会⼈として

社会

⼈材を養成する」を建学の理念に掲げている．この理念の実現のために，本

学では 2017 年度に「岡⼭理科⼤学ビジョン 2026」を定め，2021 年度に第 I 期アクション
プラン（中期⽬標・中期計画）の⾃⼰点検を終え，2022 年度からは新たに定めた第 II 期ア
クションプランの達成に向けて全学⼀丸となってスタートを切る．これに合わせ，ビジョン
2026 を⾒直し２つの柱を加えることとしたが，その１つが「DX の推進」である．
このように本学では，ＤＸをビジョン実現のための重要な⼿段とするとともに，ビジョン
の各々の柱に対しての横串的な役割と位置づけている．このなかでも教学システムにおけ
るＤＸを重要課題の１つに据えている．そしてその中核がトータル・キャリア・ポートフォ
リオ(TCP)システムである．これは⼤きく分けて，教務システム GAKUEN，LMS である
mylog，学⽣⽤アプリから成っている．GAKUEN では，学⽣所属の各種個⼈情報，シラバ
スや時間割などの教務情報，そして出席管理や履修履歴の情報を管理している．LMS とし
ての mylog では，⼊学前教育，講義シラバス，講義連絡事項，課題提出システムなどの学修
記録の管理を⾏っている．そして学⽣⽤アプリでは，GAKUEN と mylog にある情報に加
え，学⽣の各種活動履歴や⾯談記録などの情報管理や就職⽀援などを⾏うと同時に，こうし
た情報の視える化を⾏うことで，学修者本位の教育の実現，ならびに学⽣が成⻑を実感でき
る環境整備を図っている．これらはまた，チューターとの⾯談や学修計画を⽀援するアカデ
ミックアドバイジングと連動し活⽤される．本学では，これらのトータルとしてのシステム
を総称して TCP システムとしている．このほかに，具体的なサポートシステムとして，シ
ームレス教育のための⼊学前学⽣番号付与システム，学⽣および教職員の各種作業効率化
のための Google Workspace for Education Plus (Google WS)および Proself，就職⽀援とし
ての理⼤就職ナビとキャリタス UC などが挙げられる．学⽣の利便性を図るために成績証
明書などをコンビニで発⾏し取得できる環境を整備することも予定している．さらに，本学
の有する研究成果を web を利⽤して発信する⼿段として，研究者ナビゲーターと OUS フ
ォーラムを利⽤している．
以上，本学における教学システムを中⼼とした DX の現状について概略を述べたが，⾼等
教育機関として求められる教育推進，学⽣⽀援，研究推進，地域貢献についての質的な転換
を図るために，DX の推進をさらに進めていく予定である．
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10:20～10:40

事例発表報告（2）

【C1 号館 8 階 理大ホール】

Moodle の小テストにおける不正行為抑止機能の実装
講演者：米満 潔 氏
（佐賀大学 全学教育機構）
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Moodle の⼩テストにおける不正⾏為抑⽌機能の実装
佐賀⼤学（以降，本学と記す）では，2002 年度から VOD 型 e ラーニング「ネット授業」
を始めとする様々な形態のオンライン授業を実践し，ICT を活⽤した教育改⾰に取組んで
きたことや 2019 年度からパソコン必携化を開始していたこともあり，コロナ禍の 2 年間で
オンライン学習環境を利⽤した講義やレポートなどの学習活動は実践できている．ただ，定
期試験については，本⼈確認や本学の学習管理システムの性能や機能，本⼈確認や不正⾏為
の確認が不⼗分などの現実的な制約もありオンラインでは実施できていない．
遠隔授業の単位数の上限もあり，本学をはじめ多くの⼤学で遠隔授業から対⾯授業にも
どりつつあると推測される．しかし，コロナの収束が⾒えないなか，感染拡⼤や⾃然災害発
⽣のような緊急事態に対応できるオンライン学習環境は無くすことができない．また，コロ
ナ禍によるオンライン授業への要望が⾼まり，多様な学習スタイルへの対応も求められて
いる．このことから，本学では，オンラインによる講義だけでなく，対⾯と同等に本⼈確認
や不正防⽌を実現できるオンライン試験の実現に向けた環境の構築が必要となった．
そこで，これまでに培ったオンライン授業に関する成果や⼿法を活⽤し，全学教育機構⾼
等教育開発室を中⼼として，CBT（Computer Based Testing）での実績のあるアドミッショ
ンセンター，新たに創設されたＤＸ推進準備室と連携し，佐賀⼤学独⾃のオンライン試験シ
ステムの開発を⽬指した．
開発するオンライン試験システムの⽬的は，２つある．ひとつは，オンラインによる定期
試験実施の課題となっている不正防⽌の技術を確⽴することで，もうひとつは，コロナ禍で
の学びの在り⽅の変化を好機と捉え，オンラインに適した学修評価の在り⽅を研究し，新し
い学びのスタイルを構築することで，教育⼿法の多様化を全学的に展開することである．
まずは，ひとつめの⽬的である不正防⽌の技術の確⽴を⽬指した．オンライン試験におけ
る ID 認証に加え Web カメラによって受験者の⾏動を監視し AI で不正を検知するシステ
ムなど，いくつかのオンライン試験システムにおいて⼤学の定期試験に対応できるかを検
討した．
ここでは，検討結果を基に，本学で「ネット授業」や授業の資料配布や課題の提⽰などを
⾏っている「科⽬履修⽤」の LMS として使⽤している Moodle の「⼩テスト」機能をカス
タマイズしたオンライン試験システムの開発について報告する．
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10:40～11:00

事例発表報告（3）

【C1 号館 8 階 理大ホール】

対面教育とオンライン教育を組み合わせた学修環境の構築
講演者：大西 淑雅 氏
（九州工業大学 学習教育センター）
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6.企業プレゼンテーション

● 株式会社ナレロー
テーマ

ナレロー・データサイエンス（プレビュー版）の公開

展示概要：

●データサイエンスと Excel
データサイエンスのリテラシーレベルを学ぶにあたり Excel は必須のスキルで
す。
ナレローは、Excel を実際に操作して学べるアプリです。
データの分析や可視化（グラフ化）を知識だけではなく体験を通じて習得する
ことができます。
●ナレロー・データサイエンスの無償提供
ナレロー・データサイエンスは、UeLA 加盟大学の皆様には無償でご提供する
予定です。

● 株式会社ネットラーニング
テーマ

【導入校多数！】AI・データサイエンス時代における高等教育機関の
新しい学習ソリューションのご紹介

展示概要：

2017 年より文部科学省が「数理及びデータサイエンス教育の強化」に取り組
んでおり、日本の高等教育機関において、AI やデータサイエンスを活用できる
人材の育成が急務です。大学授業においてはコロナ禍も相まって教室授業だけ
ではなく e ラーニングや MOOC 講座による新たな学習方法が注目されていま
す。本会では最新の e ラーニング利活用事例やオンデマンド講義制作サービ
ス、デジタル履修証明書であるオープンバッジをご紹介します。

14

7.基調講演

15

13:00～14:00

基調講演（1）

【C1 号館 8 階 理大ホール】

高大社トランジションを見据えた教育と ICT 活用の推進と課題

講演者：溝上 慎一 氏
（桐蔭学園 理事長）

16

7G.#ȕǩȸȩȠӏƼ,#&'7G.# ӳӷȕǩȸȩȠؕᛦᜒᲢ࠰உଐᲣ

᭗ٻᅈȈȩȳǸǷȧȳǛᙸੁƑƨᏋƱ+%6ဇƷਖ਼ᡶƱᛢ᫆

ไɥ

॰ɟ

Shinichi Mizokami, Ph.D.

ܖఄඥʴఘᔹྸ טܖʙᧈ
ఘᔹ್ාᧈܖ ܖٻȷ
ܖఄඥʴඕӳ ؽᏋᄂᆮႆஜᢿ ᄂᆮբ

http://smizok.net/
E-mail mizokami@toin.ac.jp

ǦǨȖǵǤȈžไɥ॰ɟƷᏋᛯſ

http://smizok.net/education
ʻଐƷᛅƴЈƯƘǔဇᛖǍಒࣞƷᛇኬǛჷǓƨƍ૾Ƹ
ƓᛠǈƘƩƞƍ

Ƃဦഭƃ࠰ဃǇǕŵࡅ᧵ٻᇌᒠங᭗ఄҡಅŵᅕৎܖٻᏋܖᢿҡಅŴ࠰ʮᣃܖٻяŴ࠰ӷᜒࠖŴ
࠰ӷϱŴ࠰ӷǛኺƯŴ࠰ఘᔹטܖǁᆆѣŵ࠰ӷྸʙᧈŴ࠰ǑǓྵנƴᐱǔŵ
䠆ヲ䛧䛟䛿䝇䝷䜲䝗䛾᭱ᚋ䛻䛒䜛䝥䝻䝣䜱䞊䝹䜢䛤ぴ䛟䛰䛥䛔
ʮᣃܖٻҦٟᲢᏋܖᲣ

ஜଐƷϋܾ
Ĭ ܖఄƔǒˁʙȷᅈ˟ǁƷȈȩȳǸǷȧȳƱǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰᲢࣄ፼Უ
ĭ ኵጢႎƳǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰಅƷਖ਼ᡶ
Į ȇȸǿƔǒᙸǔܖٻဃƷឋȷᏡщƷႆᢋƱᧈ
į ࢳƞǕǔӒ᠃ಅƱȇǸǿȫ҄ƴǑǔܖٻᏋƷ&:

2
17

ஜଐƷϋܾ
Ĭ ܖఄƔǒˁʙȷᅈ˟ǁƷȈȩȳǸǷȧȳƱǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰᲢࣄ፼Უ
ĭ ኵጢႎƳǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰಅƷਖ਼ᡶ
Į ȇȸǿƔǒᙸǔܖٻဃƷឋȷᏡщƷႆᢋƱᧈ
į ࢳƞǕǔӒ᠃ಅƱȇǸǿȫ҄ƴǑǔܖٻᏋƷ&:

3

ܖఄᏋƷᅈ˟ႎೞᏡƷᙸႺƠ
•
•
•
•

ᨽဇನᡯƷ҄٭Ტദᙹȷ᩼ദᙹᨽဇŴଐஜႎᨽဇƷᘛᡚŴɟᑍ҄Ƣǔᩉ᠃ᎰƳƲᲣ
ऴ҄إȷǰȭȸȐȫ҄
ʴჷᏡᲢ#+ᲣŴᇹഏငಅ᪃ԡŴ5QEKGV[
ʖยᩊƳ҄٭ƷນƠƍŴբ᫆ᚐൿƷᅈ˟

㧗ᰯ

Ꮫ
Ꮫᰯᩍ⫱

ே
䞉♫

Ꮫᰯ䛛䜙䞉♫䜈䛾䝖䝷䞁䝆䝅䝵䞁䠄⛣⾜䠅

ಶ䛸༠ാ䛾䝞䝷䞁䝇
18

䠄ᑐヰⓗ䞉༠ാⓗ䛺䝽䞊䜽䠅

4

ǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰಅ

䠇

ᜒ፯ᲥǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰᲢƘȷᛅƢȷႆᘙƢǔሁƷž҄ٳſᲣ
ĬܖဃƱՃƷǳȳǿǯȈǛ̟Ƣ
ĭܖဃ᧓ưңщƢǔೞ˟ǛفǍƢ
ĮǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰƷ২ඥǛ̅Ə
įұȕǣȸȉȐȃǯǛɨƑǔ
İܖ፼ƴᙲƢǔ᧓ƷᙲࣱǛࢍᛦƢǔ
ıܖဃƴ᭗ƍࢳǛˡƑǔ
ĲƞǇƟǇƳৗᏡƱܖ፼૾ඥǛݭƢǔ

ΟǕƨಅܱោƷƨǊƷᲱƭƷҾЩ
Ტ%JKMGTKPI )COUQPᲣ

㻾㼑㼍㼐㼕㼚㼓㼟 ⁁ୖៅ୍䛾ᩍ⫱ㄽ 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼟㼙㼕㼦㼛㼗㻚㼚㼑㼠㻛㼑㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻛 䠄⌮ㄽ䠅 䛂Ꮫᩍ⫱䛻䛚䛡䜛䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾䛸䛿䛃
䞉㻯㼔㼕㼏㼗㼑㼞㼕㼚㼓㻘㻌㻭㻚㻌㼃㻚㻘㻌㻒㻌㻳㼍㼙㼟㼛㼚㻘㻌㼆㻚㻌㻲㻚㻌㻔㻝㻥㻤㻣㻕㻚㻌㻿㼑㼢㼑㼚㻌㼜㼞㼕㼚㼏㼕㼜㼘㼑㼟㻌㼒㼛㼞㻌㼓㼛㼛㼐㻌㼜㼞㼍㼏㼠㼕㼏㼑㻌㼕㼚㻌㼡㼚㼐㼑㼞㼓㼞㼍㼐㼡㼍㼠㼑㻌㼑㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻚㻌㻭㻭㻴㻱㻌㻮㼡㼘㼘㼑㼠㼕㼚㻘㻌㻟㻥㻔㻣㻕㻘㻌㻞㻙㻠㻚

5

䠄ி㒔Ꮫ䛾ᤵᴗ䜘䜚䠅

ࢡࢸࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᨵ㠉ࡣㅮ⩏ᨵ㠉

6
19

ᡶǉ᭗ٻዓᲩИሁȷɶሁᏋƴƓƚǔૼܖ፼ਦݰᙲ᪸Ʒਖ਼ᡶ

ɼ˳ႎȷݣᛅႎưขƍܖƼᲢžǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰſƷᙻໜᲣ
7

㸦⛅⏣Ꮫᩍ⫱ᩥᏛ㒊㝃ᒓ୰Ꮫᰯ㸧
㻾㼑㼍㼐㼕㼚㼓㼟 ⁁ୖៅ୍䛾ᩍ⫱ㄽ 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼟㼙㼕㼦㼛㼗㻚㼚㼑㼠㻛㼑㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻛
䠄㻭㻸ᐇ㊶䠅ᓥ⏣⨾䠄⛅⏣Ꮫᩍ⫱ᩥᏛ㒊㝃ᒓ୰Ꮫᰯ䠅䛂⌮⛉䛾᥈✲ⓗάື䛻䜘䜛ᢈุⓗᛮ⪃ຊ䛾⫱ᡂ䛃

20

8

㸦>㜰ᗓ❧@ᓊ⏣㧗➼Ꮫᰯ㸧
㻾㼑㼍㼐㼕㼚㼓㼟 ⁁ୖៅ୍䛾ᩍ⫱ㄽ 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼟㼙㼕㼦㼛㼗㻚㼚㼑㼠㻛㼑㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻛
䠄㻭㻸ᐇ㊶䠅ᬛᏊ䠄㜰ᗓ❧ᓊ⏣㧗➼Ꮫᰯ䠅䛂⪅䛸䛾㆟ㄽ䜢㏻䛨䛯Ꮫ䜃䛾῝䛃
䠄㻭㻸ᐇ㊶䠅㔜㔝㔠⨾䠄㜰ᗓ❧ᓊ⏣㧗➼Ꮫᰯ䠅䛂䇾ᑐヰ䇿䛷῝䜑䇾ヰ䇿䛷㧗䜑䜛䠐ᢏ⬟⤫ྜᆺᤵᴗ䛃

9

ஜଐƷϋܾ
Ĭ ܖఄƔǒˁʙȷᅈ˟ǁƷȈȩȳǸǷȧȳƱǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰᲢࣄ፼Უ
ĭ ኵጢႎƳǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰಅƷਖ਼ᡶ
Į ȇȸǿƔǒᙸǔܖٻဃƷឋȷᏡщƷႆᢋƱᧈ
į ࢳƞǕǔӒ᠃ಅƱȇǸǿȫ҄ƴǑǔܖٻᏋƷ&:

10
21

ኵጢႎƳǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰಅƷਖ਼ᡶ
ȷܖȞȍǸȡȳȈ˳С
ɶځᏋݙᜭ˟ܖٻЎᅹ˟ƀܖȞȍǸȡȳȈਦᤆƁᲢ࠰உଐᲣ
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1411360_00001.html

11

ఘᔹ್ාܖٻƷᏋો᪃
ĬᲫܖǛЎgׅ
ĭᲭܖСǛݰλ
ȷ+#.=ǤȳȆȳǷȖȷǢǯȆǣȖȩȸ
ȋȳǰ?ǿȸȠ
ȷɼƳݣᝋƱƳǔ/#56ƱԠƹǕǔσ
ᡫᅹႸưŴᜒ፯ϋܾǛǪȳȇȞȳȉŴ
#.Ǜݣ᩿ưᘍƏȏǤȖȪȃȉƷಅ
ƱƢǔ

ĮƢǂƯƷᜒ፯ᅹႸƷ̲ޗʴૠǛҾЩ
ӸǛɥᨂ
ȷұࡈƴᢋƷᩊƠƍᅹႸƸᲬ࠰Ʒ྅ʖ᧓ƷɶưЎлƢǔ

22

12

ஜଐƷϋܾ
Ĭ ܖఄƔǒˁʙȷᅈ˟ǁƷȈȩȳǸǷȧȳƱǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰᲢࣄ፼Უ
ĭ ኵጢႎƳǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰಅƷਖ਼ᡶ
Į ȇȸǿƔǒᙸǔܖٻဃƷឋȷᏡщƷႆᢋƱᧈ
į ࢳƞǕǔӒ᠃ಅƱȇǸǿȫ҄ƴǑǔܖٻᏋƷ&:

13

࠰ȈȩȳǸǷȧȳᛦ௹
• ࠰ μኖఄŴኖʴƷ᭗
ᲬဃƕӋь
• ࠰ᲢܖٻᲮ࠰ဃᲣ ӸᲢဏࣱ
ӸŴࣱڡӸᲣƕዒዓႎƴᛦ௹Ӌь

㧗ᰯᖺ⏕ࡽᏛᖺ⏕ࡲ࡛⏕ᚐࡣ࠺ኚ
ࢃࡗࡓ㸽㸫ࠗᖺࢺࣛࣥࢪࢩࣙࣥㄪᰝ࠘୰
㛫ሗ࿌㸦ࠗ%H D /HDUQHU㸫ᮍ᮶ࡢ࣐ࢼࣅࢆ⪃
࠼ࡿ㸫࠘ࢧࢺ せဨⓏ㘓㸧

https://be-a-learner.com/5296/
㻾㼑㼍㼐㼕㼚㼓㼟 ⁁ୖៅ୍┘ಟ ி㒔Ꮫ㧗➼ᩍ⫱◊✲㛤Ⓨ᥎㐍䝉䞁䝍䞊䞉Ἑྜሿ 㻔⦅㻕 䠄㻞㻜㻝㻤ᖺ䠅 㧗᥋⥆䛾ᮏ㉁䇷䛂Ꮫᰯ䛸♫䜢䛴䛺䛠ㄪᰝ䛃䛛䜙ぢ䛘
䛶䛝䛯ㄢ㢟 Ꮫฟ∧

23

14

⪅⌮ゎຊ

ィ⏬ᐇ⾜ຊ

15

ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥ
࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉຊ

♫ᩥ᥈✲ᚰ

16
24

ਘࢌႎȑȸǽȊȪȆǣᲢᅈ˟ʴᲣ
ബƷᅈ˟ʴʴᛦ௹ǑǓ

㻾㼑㼍㼐㼕㼚㼓㼟
䞉⁁ୖៅ୍ 㻔㻞㻜㻞㻜㻕㻚㻌♫䛻⏕䛝䜛ಶᛶ䇷⮬ᕫ䛸⪅䞉ᣑᙇⓗ䝟䞊䝋䝘䝸䝔䜱䞉䜶䞊䝆䜵䞁䝅䞊䠉 ᮾಙᇽ
䞉⁁ୖៅ୍䛾ᩍ⫱ㄽ 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼟㼙㼕㼦㼛㼗㻚㼚㼑㼠㻛㼑㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻛 䠄䝕䞊䝍䠅䝟䞊䝋䝘䝸䝔䜱≉ᛶ䠄䝡䝑䜾䝣䜯䜲䝤ㄽ䠅䛛䜙䜏䜛䝡䝆䝛䝇䝟䞊䝋䞁䛾⫋ሙ㐺ᛂ䜔⬟ຊ

25

ਘࢌႎȑȸǽȊȪȆǣᲢܖٻဃᲣ
Ꮫ䠏䞉䠐ᖺ⏕2,062ேㄪᰝ䜘䜚

㻾㼑㼍㼐㼕㼚㼓㼟 ⁁ୖៅ୍䛾ᩍ⫱ㄽ 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼟㼙㼕㼦㼛㼗㻚㼚㼑㼠㻛㼑㼐㼡㼏㼍㼠㼕㼛㼚㻛
9 䠄䝕䞊䝍䠅Ꮫ⏕䛾Ꮫ䜃䛸ᡂ㛗䜢䝟䞊䝋䝘䝸䝔䜱≉ᛶ䛛䜙ぢ䜛䠄䛭䛾䠎䠅

26

ஜଐƷϋܾ
Ĭ ܖఄƔǒˁʙȷᅈ˟ǁƷȈȩȳǸǷȧȳƱǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰᲢࣄ፼Უ
ĭ ኵጢႎƳǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰಅƷਖ਼ᡶ
Į ȇȸǿƔǒᙸǔܖٻဃƷឋȷᏡщƷႆᢋƱᧈ
į ࢳƞǕǔӒ᠃ಅƱȇǸǿȫ҄ƴǑǔܖٻᏋƷ&:

21

ǳȭȊᅤưᡶǉǪȳȩǤȳಅ

22
27

ӕǓኵǈƕࢳƞǕǔӒ᠃ಅ
flipped classroom

• ݣ᩿ܖ፼ᲥǪȳȩǤȳܖ፼ᲷӒ᠃ಅ
ࢼஹܴƷɶᲢಅܖ፼ᲣưƓƜƳǘǕƯƍƨƜƱǛٳᲢಅ
ܖٳ፼ᲣƴƠƯŴλǕஆƑǔܖ፼ƷಮࡸƩƱܭ፯ƞǕǔŵ
Ტ.CIG2NCVV6TGINKCᲣ

• ಅưƸŴƦƷಅܖٳ፼ưܖǜƩƜƱǛǋƱƴŴჷᜤƷᄩᛐ
ǍܭბŴဇŴƞǒƴƸңӷܖ፼ƳƲŴǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰ
ǛᘍƏŵ
ăǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰƱƷӳ් ᲢౕȷไɥᲣ
• ࠰᪭ƴƸŴ২ᘐႎȷܖᘐႎƳܱោӧᏡࣱƕɟܭƷ൦แư
ᛐǊǒǕǔǑƏƴƳƬƨƕŴʖ፼ǪȳȇȞȳȉǛ˺Ƣǔ
২ᘐႎȷ࣎ႎਃƕٻƖƘŴˌᨀႆޒƤƣǳȭȊᅤǛᡇƑǔŵ
• ǦǣǺǳȭȊȷȝǹȈǳȭȊƴƓƚǔӒ᠃ಅƷਖ਼ᡶƱƍƏᎋ
Ƒ૾

ᓥ᰿Ꮫ䛂ᇶ♏Ỉ⌮Ꮫ䛃䛾㌿ᤵᴗ
䠄⁁ୖ㻘㻌㻞㻜㻝㻠䜘䜚䠅

㻾㼑㼍㼐㼕㼚㼓㼟㻦
䞉⁁ୖៅ୍ 㻔㻞㻜㻝㻠㻕㻚㻌䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾䛸ᩍᤵᏛ⩦䝟䝷䝎䜲䝮䛾㌿ ᮾಙᇽ
䞉᳃᭸Ꮚ䞉⁁ୖៅ୍ 㻔⦅㻕㻌㻔㻞㻜㻝㻣㻕㻚㻌䜰䜽䝔䜱䝤䝷䞊䝙䞁䜾ᆺᤵᴗ䛸䛧䛶䛾㌿ᤵᴗ 䠄⌮ㄽ⦅䞉ᐇ㊶⦅䠅 䝘䜹䝙䝅䝲ฟ∧

23

ИሁɶሁᏋưᡶǊǒǕǔ+%6ᏋᲢ)+)#ǹǯȸȫನेᲣ

ఘᔹܖݱטܖఄ

5QEKGV[ƴӼƚƨ+%6ဇ
ఘᔹטܖɶሁᏋܖఄ

28

፯ѦᏋư+%6ဇȷ&:ʙ̊ƕᨼǊǒǕƯƍǔ

ăܴϋƷ9K(KƱǯȩǦȉƕૢͳƞǕǔƩƚưŴቇҥƴܖ፼ȗ
ȭǻǹǍȪȕȬǯǷȧȳƕσஊƞǕǔ
䛄Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛ඛ➃ᢏ⾡ά⏝䜺䜲䝗䝤䝑䜽䠄➨
䠍∧䠅䛅䠄2021ᖺ3᭶31᪥䠅
https://www.mext.go.jp/content/20210623
-mxt_syoto01-100013299_001.pdf

25

ܖٻᏋƷ&:ƴਪǉǤȎșȸǿȸૅੲ
ȇǸǿȫ᪃ԡᲢ&KIKVCN6TCPUHQTOCVKQPᲣ
D[૨ᢿᅹܖႾ᭗ሁᏋᧉݦ ޅᏋᛢ

ȏǤȖȪȃȉưƷௐإԓ˟Ტ࠰உଐᲣ
ȷ૨ᅹႾƷᙀяʙಅƔǒƸǤȎșȸǷȧȳƸ
ဃǇǕƳƍᲹ
ȷငܖܫưᐯႆႎƴŴƓǋƠǖƘңƢǔ

https://scheemd.mext.go.jp/
29

26

KWWSVRQHOHDUQZL]MS

䜹䜶䝹䛾ྜၐ䜢㡢ゎᯒ䛷䛝䜜䜀䚸
䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䛾㡢ኌゎᯒ䛺䛹䞉䞉䞉

䝝䜲䝷䝤䝹ᰴᘧ♫
ỈᮏṊᚿ䠄௦⾲ྲྀ⥾ᙺ䠅

30

ఘᔹ್ාܖٻưƷ#.ȗȭǻǹ᬴ܱ
ἲᏛ㒊⛉┠䛂ᗣ䝇䝫䞊䝒₇⩦䛃
䠄ᤵᴗ⪅䠖㧘℩Ṋᚿ䠜ἲᏛ㒊ᩍᤵ䠅
䠄ᐇᢏ䠅
㐨ᙧ
䠄ᗙᏛ䠅
䞉㐨ᙧ䛾Ṕྐ
䞉 ⢭⚄ᛶ
䞉྾ἲ 䛺䛹

䝯䞁䝞䞊㛫䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䞉䝟䝍䞊䞁
䠄ඹྠ䝥䝻䝆䜵䜽䝖2021䠅
䞉ᰴᘧ♫䝸䜰䝉䝑䜽 䞉ᰴᘧ♫䝢䝑䜽䜰䞁䝗䝭䝑䜽䝇
䞉ᇼ⚽அ䠄i.school䜶䜾䝊䜾䝔䜱䝤䞉䝕䜱䝺䜽䝍䞊䠋
ᮾிᏛྡᩍᤵ䠅

29

ᰴᘧ♫4COLORS
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ຍᒣ⥳㑻

30
3
31

ƝฌᎮஊǓᩊƏƝƟƍǇƠƨ
Ĭ ܖఄƔǒˁʙȷᅈ˟ǁƷȈȩȳǸǷȧȳƱǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰᲢࣄ፼Უ
ĭ ኵጢႎƳǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰಅƷਖ਼ᡶ
Į ȇȸǿƔǒᙸǔܖٻဃƷឋȷᏡщƷႆᢋƱᧈ
į ࢳƞǕǔӒ᠃ಅƱȇǸǿȫ҄ƴǑǔܖٻᏋƷ&:

31

㼅㼛㼡㼀㼡㼎㼑ື⏬䝏䝱䞁䝛䝹 䛾䛤ෆ

䛭䛾䛾䛺⏬

• ᛁ䛧䛔୰䛷䜒ከ䛟䛾䜢
䛩䜛Ꮫ⪅䛾䝁䝒䠄Number6䠅
• ᩥ⛉┬Scheem-D䝥䝻䝆䜵
䜽䝖䠉Ꮫᩍ⫱䛾DX䜢ᥦ
䛩䜛䠉䠄Number4䠅
䐟䛂యⓗ䞉ᑐヰⓗ䛷῝䛔Ꮫ䜃䛃䛜
⟇䛥䜜䛯⫼ᬒ䞉⯙ྎ䛻㏕䜛
䐠㧗➼ᩍ⫱ALㄽ䛸䛾᥋⥆䠋బ⸨Ꮫ
䛾ᤵᴗ◊✲ᢈุ
䐡ᣦᑟ䛛䜙బ⸨Ꮫㄽ䜢⌮ゎ䛩䜛
䐢▼ⱥ┿䛻䜘䜛బ⸨Ꮫᢈุ䛸ᩍ
ᤵᏛ⯆
䐣ⴭ᭩䜢ฟ䛧䛶䚸⌧ᅾ⪃䛘䜛䛣䛸

䐟䐠ᅜ⟇䛸䛧䛶䛾䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁
䜾䜈䛾ᢈุ䠄๓⦅䞉ᚋ⦅䠅
䐡䐢䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䛾ຠᯝ䛻䛴
䛔䛶䠄๓⦅䞉ᚋ⦅䠅
䐣ⴭ᭩䜢ฟ䛧䛶ᛮ䛖䛣䛸䚸ᚋ䛾ྲྀ䜚
⤌䜏䛺䛹

• 㧗ᰯ⏕䛾Ꮫ䜃ᡂ㛗䛩䜛䛯
䜑䛾䛄Ꮫ㑅䜃䛅䠄Number3䠅
• ே䛾Ⓨ㐩䛸ᡂ㛗䜢༊ู䛩
䜛䠉ᩍ⫱䛾┠ⓗ䛿⏕ᚐ䛾
䛂Ꮫ䜃䛸ᡂ㛗䛃䛻䛒䜚䠉
䠄Number2䠅

┠ḟURL䠅 http://smizok.net/education/subpages/a_youtube.html
32

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼟㼙㼕㼦㼛㼗㻚㼚㼑㼠㻛
ܖఄඥʴఘᔹྸ טܖʙᧈ
ఘᔹ್ාᧈܖ ܖٻȷ
࠰ဃǇǕŵࡅ᧵ٻᇌᒠங᭗ఄҡಅŵᅕৎܖٻᏋܖᢿҡಅŴ࠰ʮ
ᣃܖٻяŴ࠰ᜒࠖŴ࠰ʮᣃܖٻϱŴ࠰ǛኺƯŴ
࠰உƴܖఄඥʴఘᔹטܖǁŵ࠰ӷྸʙᧈŴ࠰ǑǓྵᎰŵʮ
ᣃܖٻҦٟᲢᏋܖᲣ
ଐஜ᩷࠰࣎ྸྸ˟ܖʙŴܖٻᏋྸ˟ܖʙŴß,QWTPCNQH#FQNGUEGPEGà'FKVQTKCN$QCTFۀՃŴ૨ᢿᅹܖႾ
᭗ሁᏋޅǹǭȸȠ&ᲢࡈᧈᲣŴɶځᏋݙᜭ˟ИሁɶሁᏋޅᐮۀՃŴዮӳᏋሊޅȪǫȬȳȈᏋݙ௹
ۀՃŴܖٻȷ᭗ఄƷٳᢿᚸ̖ȷਦۀݰՃƳƲŵଐஜ᩷࠰࣎ྸ˟ܖ˟ܖចӖចŵ
ᧉݦƸŴ᩷࠰ȷႆᢋ࣎ྸܖȷᏋܱោᄂᆮᲢᐯࠁȷǢǤȇȳȆǣȆǣ࢟ŴᐯࠁƷЎೌ҄ŴܖƼƱᧈŴǢǯ
ȆǣȖȩȸȋȳǰŴܖఄƔǒˁʙȷᅈ˟ǁƷȈȩȳǸǷȧȳŴʴဃ࠰ˊƷǭȣȪǢ࢟ƳƲᲣŵᓸƴ
ƀᐯࠁ࢟Ʒ࣎ྸܖᲧ˂ᎍƷౕǛƔƚ৷ƚƯᐯࠁƴƳǔƁᲢɭမ࣬ेᅈŴҥᓸᲣŴƀྵˊ᩷࠰Ʒ࣎ྸ
ܖᲧᢘࣖƔǒᐯࠁ࢟ƷˊǁᲧƁᲢஊ૭᧚ᢠŴҥᓸᲣŴƀǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰƱܖ፼ȑȩȀ
ǤȠƷ᠃੭ƁᲢிؘ̮ŴҥᓸᲣŴƀǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰಅƷؕஜ࢟ƱဃࢻƷ៲˳ࣱƁᲢி
ؘ̮ŴҥᓸᲣŴ ƀܖ፼ƱȑȸǽȊȪȆǣᲧžƋƷ܇ƸƓƱƳƠƍƚƲጚƸƍƍǜưƢǑƶᲛſǛƲƏᙸǔƔ
ᲧƁᲢிؘ̮ŴҥᓸᲣŴƀ᭗ٻዓƷஜឋᲧžܖఄƱᅈ˟ǛƭƳƙᛦ௹ſƔǒᙸƑƯƖƨᛢ᫆ᲧƁ
ᲢܖʙЈ༿ŴዻᓸᲣƳƲٶૠŵ

இᡈƷᓸ˺ኰʼ
ไɥ॰ɟ  ᭗ఄဃƷܖƼƱᧈƴӼƚƨžܖٻᢠƼſ
Ყ͞ࠀ͌ǋƏǇƘМဇƢǔᲧ ிؘ̮
ᇹᲫᢿ ᐯ៲ƷžܖٻᢠƼſƷឋǛ᭗ǊǔᲯƭƷȝǤȳȈ
ᇹᲫᇘ Point䠍 ݩஹƷᙸᡫƠǛਤƭ
ᇹᲬᇘ Point䠎žܖٻư˴ǛܖƼƨƍƔſƔǒưƸƳƘŴžݩஹ
ƲƷǑƏƳᎰಅƴݼƖƨƍƔſƔǒžܖᢿᢠƼſǛᘍƏ
ᇹᲭᇘ Point䠏 ܖٻƕǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰಅǛᆢಊႎƴਖ਼
ᡶƠƯƍǔƔǛᛦǂǔ
ᇹᲮᇘ Point䠐 ͞ࠀ͌ǛƏǇƘМဇƢǔ
ᇹᲯᇘ Point䠑 ɤٻᣃࠊٳˌחƷܖٻǛᢠ৸ᏃƴԃǊǔ
ᇹᲰᇘ ᲢƓǇƚᲣɶ˖ݱಅƸƓǋƠǖƍᲛ
ÜÜƜƜƔǒᎰಅŴžܖٻᢠƼſǛᎋƑƯǈǔ
ᇹᢿ ᭗ఄဃƔǒƷឋբƴሉƑǔ

33

14:00～15:00

基調講演（2）

【C1 号館 8 階 理大ホール】

トランジションを見通したコンピテンシーの育成
―対話型論証の活動を通じて―

講演者：松下 佳代 氏
（京都大学）
※別刷り資料参考
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8.口頭発表
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青山学院大学アカデミックライティングセンターにおける
オンライン型支援の特徴と課題
− 相談者およびチューターへの聞き取りに基づく質的分析 −
嶼田 大海*，小林 至道*，中竹 真依子**
* 青山学院大学アカデミックライティングセンター
** 学習院大学外国語教育研究センター

Characteristics and Challenges of Online Tutoring at
Aoyama Gakuin Academic Writing Center
- Qualitative Analysis of Writers' and Tutors' Experiences Hiromi SHIMADA *, Norimichi KOBAYASHI *, Maiko NAKATAKE **
* Academic Writing Center, Aoyama Gakuin University
** Foreign Language Teaching and Research Centre, Gakushuin University
あらまし – 本研究では青山学院大学アカデミックライティングセンターにおけるオンライン型支援の特徴と課題を，対
面型とオンライン型支援の両方を経験した相談者およびチューターへの聞き取りに基づく質的分析により明らかにする．
本学のライティング・センターでは，新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の感染拡大を受け，2020 年度より状況
に応じて，オンライン型支援を提供している．聞き取り調査は，相談者およびチューターを対象に 2020 年度から 2021
年度にかけて実施した．テキストデータへのコーディングの結果，相談者はオンライン型支援に好意的で対面型支援との
形式的，内容的な違いをあまり感じていないことがわかった．一方，チューターからのオンライン型支援への好意的な語
りは限定的であり，対面型支援との比較においてオンライン型支援の制約を強く認識していることが明らかになった．
キーワード − アカデミックライティング，ライティング・センター，オンライン型支援，正課外教育，質的分析

１．背景と目的

本学でも 2017 年 11 月にアカデミックライティ

学生の「書く力」の向上を目指して日本各地でラ

ングセンターが設置され，上記の理念を踏襲しなが

イティング・センターの設置が始まったのは 2000

ら，「自立的な書き手」，「国際的に通用する文章の

年代半ばのことである．以降，多くの大学でライテ

書き手」
，
「普遍的な書く力を有する学生」の育成を

ィング・センターが開設されてきた．文部科学省に

目標に掲げた支援を行っている．2019 年度までは

よれば，2019 年度時点で「ライティング・センタ

対面型支援のみの提供であったが，新型コロナウィ

ー等，日本語表現を高めるためのセンター等の設置」

ルス感染症（COVID-19）の感染拡大を受け，2020

をしている大学は全体の 13.1%であり ，同統計が

年度より対面型支援に代え，Cisco 社の Webex

残っている 2011 年度の 5.9% からの増加を見て

Meetings を活用したオンライン型支援を開始した

も近年における普及ぶりが窺える．

（2021 年度以降は，状況に応じて両支援を提供）．

(1)

(2)

ライティング・センターの支援における重要な理

同時期には国内ライティング・センターにおける

念は，North が”Our job is to produce better writers,

オンライン型支援の導入が急速に進み，その実践と

not better writing.（私たちの仕事は、よりよい文章

成果が報告されてきた（5-6）．こうした流れを受け，

をつくることではなく、よりよい書き手をつくるこ

今後のセンター運営では，対面型とオンライン型支

とである。）”

援の両方の活用がより一般的になると予想される．

(3)

と述べるように，その主眼は文章よ

りも，書き手自身の成長を促すことにある．そのた

そこで本研究では，対面型とオンライン型支援を経

め，支援に当たるチューターは「対話」を重視した

験した相談者およびチューターからの聞き取りに

効果的な問いかけや促しを行いながら「書き手のオ

基づき，本学におけるオンライン型支援の特徴と課

ーサーシップを護る」ことが求められる

題を明らかにすることを目的とする．

．

（4）
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２．方法

たことができなくなってしまったことへの指摘が

対面型とオンライン型支援の両方を経験した相

目立った．

談者およびチューターを対象に 2020 年度から

オンライン型支援への好意的な声としては，相談

2021 年度にかけて聞き取り調査を実施した．期間

者が自分のファイルを画面共有できるため，一緒に

中に 9 名の相談者，3 名のチューターにオンライン

検討した内容を〈セッション中にすぐ書き直せる〉

にて個別インタビューを行った．加えて，チュータ

点が主に挙げられた．一方，「対面に勝るものはな

ーからは 2020 年度後期の振返りミーティングにお

い」というチューターの言葉に象徴されるように，

けるワークシートを収集した．インタビューは半構

オンライン型支援にはかなりの制約があったよう

造化形式にて行い、各回約 60 分であった．また，

である。具体的には，〈相談者の本心がわかりにく

インタビューは協力者の承諾のもと録音し，後に音

い〉，
〈相談者に働きかける行為（質問，促し）がし

声の文字起こしを行った．

にくい〉といった画面越しで相談者の様子が把握し

収集したテキストデータは，相談者とチューター

にくいことに起因する制約が語られた．さらに，
〈チ

のデータに分けた上でコーディングを施した．佐藤

ューターが一方的に話してしまう〉，
〈一緒に取り組

に倣い，オンライン型支援に言及されている箇所

む作業がしにくい〉という，オンライン通話の性質

を中心にコードを付与した．その際，テキストデー

上，会話が断続的（交互）にならざるを得ないこと

タとコードを行き来し，コードの修正を繰り返しな

から生じる制約もあったようである．

(7)

がら上位の概念的カテゴリーを探るよう留意した．

本発表（当日）では上述の点について相談者およ

一連の分析には質的分析ソフトウェア MAXQDA

びチューターの具体的な語りを引きながら詳述し，

を用いた。

オンライン型支援の課題とさらなる充実に向けた
考察を行う．

３．結果
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ない面への指摘もあった．例えば，表情やジェスチ

SAPP の実践と課題"，JACET 関西支部ライティ

ャーなどの〈非言語コミュニケーションの伝わりに

ング指導研究会紀要，第 14 号，pp.9-15（2021）

くさ〉，チューターの手書きメモ（走り書きや簡単

(6)森田耕平："オンラインでの日本語アカデミック

な図表）を共有しにくい〈即興的なやり取りの限界〉

ライティング支援"，神戸大学留学生教育研究，

などである．

第 5 号，pp.23-43（2021）

3.2

チューターの視点

(7)佐藤郁哉："質的データ分析法"，新曜社，東京

チューターからのオンライン型支援についての

（2008）

好意的な声は限定的であり，対面型支援でできてい
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主体性涵養のための学科連携にむけて
− 学生のパーソナリティ，学生の学習行動，教師の心象に基づく提案 −
中尾 桂子
大妻女子大学短期大学部

Toward cooperation among faculty members to promote
student independence
- Proposals based on the results of TIPI-J, student learning behavior and teacher's field notesKeiko NAKAO
Otsuma Women’s University, Junior college department
あらまし – 自己管理が苦手で目的や意見を持たない文系短大生は，欠席が多くなり，課題を提出しなくなっ

て授業から出ていく．このような行動が認められた学生のうち，次年度に授業に戻ってきた学生の授業・学

習に対する意識①，パーソナリティ（TIPI-J）②，教師の心象③を合わせて見た．結果，学生のパーソナリ

ティによっては，学科の教員で連携して配慮することで，学習に対する意欲や学校への向き合い方をより主

体的なものに変容させられる可能性があった．次年度の課題とし，学科内での統一的指導を提案する．

キーワード – パーソナリティ，TIPI-J，半構造化インタビュー，教師の心象，学科連携

ってきたときに学習活動が楽しめるようになると，

学科連携の背景

1

目標や意見が明確化し，成長が見込めることもある．
ただし，現在，暫定的な授業を平和裏に行ってい

1.1

るものの，オンライン授業やハイフレックス授業の

2020 年度からの学習環境の変化と課題

中では，従来のように他者に映して自己確立を行う

2020 年度に大学では学習のパラダイムシフトが

生起して混乱したが，2 年間で鎮静化してきている．
「オンライン授業の方が聞きやすく，リラックスし

て集中できる」
，
「録画して何度も聞きなおせるので，

理解するまで授業を聞く」という効果もあったが

の機会が少なくなっている．「教室の場の力」に任

せた成長が見込みにくい今，従来は自己責任として

学生自身に任せていた内的な成長である自立にも，

（中尾,2022）
，依然，オンライン授業は対面授業の

教員のサポートや配慮が必要になっている．

代替として「暫定措置」の域を出たわけではない．

本稿では，学習の場から一度出て，また自主的に

「鎮静」化はしたが，この 2 年，オンライン授業や

学習の場に戻ってきた学生に，授業や学習に対する

ハイフレックス型授業の裏で，能力や成長に関する

意識を訊ね，その学生のパーソナリティ傾向と，そ

問題が棚上げされたまま，漏れ落ちたものも多い．
1.2

機会や，集団的ダイナミクスを体感する機会が減っ

ており，集団の力の意識，それを経た精神的な成長

の学生に対する教師の心象記録を比較し，そこから

学科連携の背景

窺える指導上の課題を，学科連携を念頭に報告する．

たとえば，「自己管理が苦手」，「自分の考えがわ

からない」，
「目的意識が希薄」な学生は，学習の意

学生の意識，特性，教師の心象から

2

義を見失いがちである．このような学生は，環境か
らの影響を受けずに目標に向かって進む学生との

「温度差」を感じると，さらに自信を喪失し，それ

2.1

が学習等意欲の低下につながり，教室や学習から遠

学生の学習に対する意識

前年度 2020 年度に継続的な欠席，または，課題

ざかるという負の連鎖に陥りやすくなる．しかし，

未提出で授業を放棄した学生のうち，
新年度の 2021

このような学生も，目標の再認識や心の持ち様の変

年度になってから学習の場に戻ってきた学生 3 人

化で，学習の場に戻ることもある．また，教室に戻

に，生活や授業形態，学習動機について半構造化イ
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ンタビューを行った．3 人とも，前年度，欠席が続

が不十分」
「大人しい」
「グループ活動でほぼ話さな

るか判断できない」
「LMS を携帯の画面で見ながら，

「授業を聞いているのかわからない」と低い．

い」
「人とうまく付き合えない」
「PC リテラシー×」

いたのは「オンライン授業だと，周りを見て何をす

しかし，インタビューでは 2 人とも，オンライン

1 人で課題を実施することに疲れた」「授業課題が

でも対面でも「グループ活動は楽しい」「理解を助

理解できずにいるうちに，家で楽しく過ごす中で，

けてくれる」と言っており，担当があたれば，クラ

課題を放棄したままになった」からだとしていた．

スで発表していたことも考えると，教員の心象が表

そして，新学期に授業に参加してきた際には，
「学

面的な態度からの思い込みだと考えられる．

習活動の流れがつかめたし，教室，クラスメイトの

様子が以前よりはっきりした」と述べており，他者

の存在感，授業への参加実感の希薄さが，心の持ち
しかし，依然として，学習動機は目の前の課題の

提出に終始しており，PC リテラシーには力不足を，

今回は，特定の特性の少数の学生の分析だが，学

そして，学習内容が一人では理解しにくいと考えて

生の授業・学習に対する意識①，パーソナリティ

いる点はそのままで，またそれを，自分の非だと考

（TIPI-J）②，教師の心象③の比較から，学生の内

える向きから，性格的な傾向の影響が考えられた．
2.2

学科連携に向けた提案

3

様で上向きに変化したことを認識していた．

面がより確かに窺い得ることが確認できた．ただし，

教師の心象は思い込みもあり得る．学生カルテ様の

学生の特性―パーソナリティから―

記録簿を設け，観察の観点を，学生の主体性に着目

2020 年度入学生と 2021 年度入学生のパーソナリ

するもの等に限定する必要がある．また，この 3

ティを，性格診断のための心理テストである日本語

つの観点でも，学生カルテ様に情報を記録し，学科

版 TIPI-J（Ten Item Personality Inventory：小塩他，

で共有，上書きすることで，より多角的な把握が期

2012）に基づき，ビッグファイブである 5 尺度（外

待できる．そこで，学生への指導やサポートは，複

向性，開放性，協調性，勤勉性，神経症的傾向）で

得点化した．図 1 は，HAD（清水,2016）を用いて

数の授業で，教員が連携して包括的に行う教員間協

付置して相互関係を視覚化したものである．

甘んじることなく，認知的にも精神的にも学生の成

働として行い，教員は，暫定的な時期という気分に

数量化Ⅲ類により，その得点と 5 観点とを平面上に

長を意識して，学生が主体的に関わる学習活動や指

先の 2.1 節の学生 3 人中 2 人が実施しており，2

人とも左上の「協調性」の次元で，かつ，左下の「神

導方法を工夫し，他者と学ぶ教室という場の意味を

れていた．つまり，周囲との人間関係を保ち，チー

涵養する仕組みづくりの一つとして提案する．

安定で，自信がなく，感情的になる面もあるという

参考文献

受講生に示す必要性を共有したい．学生の主体性を

経症傾向」の次元にかなり近い，横軸の側に付置さ
ムを組んで協力しあうタイプであるが，精神的に不．
特性が高いと考えられた．
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小塩真司・阿部晋吾・カトローニ ピノ：“日
本語版 Ten Item Personality Inventory (TIPI-J)作
成の試み”パーソナリティ研究, 21, pp.40-52
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(2)

清水裕士：“フリーの統計分析ソフト HAD：

機能の紹介と統計学習・教育，研究実践にお

ける利用方法の提案”，メディア・情報・コミ
ュニケーション研究, 1,pp.59-73 (2016 )

(3)
図 1 学生特性と 5 因子の相対関係（65 人）
2.3

中尾桂子：“オンライン授業下での学習動機と

授業・教室に対するイメージ―2020 年度入学，
2021 年度入学の短期大学生への意識調査か

教師の心象―覚書から―

ら―”，大妻女子大学文系紀要，54，pp.1-24（2022）

※本研究は 18K02847，20K00698 の助成を受けた．

この 2 人への授業担当教員の評価は「課題の理解
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e ラーニング学習からみた日本語・英語の語彙学習方略
三好 徹明*，藏前 知美**，秋山 英治***
* 関西国際大学 教育学部
** 松山東雲女子大学 人文科学部
*** 愛媛大学 法文学部

Japanese and English Vocabulary Learning Strategies
from e-Learning Perspectives
Tetsuaki MIYOSHI *, Tomomi KURAMAE **, Eiji AKIYAMA ***
*KANSAI UNIVERSITY OF INTERNATINAL STUDIES, School of Education
** MATSUYAMA SHINONOME COLLEGE, Faculty of Human Sciences
*** EHIME UNIVERSITY, Faculty of Law and Letters
あらまし – 高校生及び大学生を対象とした，日本語と英語を連携させた語彙学習に関する e ラーニング学
習教材を開発した。大学生に導入する前段階として，この e ラーニング教材を用いて，試行的に高校生を対
象に教育実践を行った。その教育実践において，日本語と英語の語彙学習方略について調査したところ，日
本語と英語の語彙学習方略において関係性があることなどが明らかになった。本発表では，これらの調査結
果を報告する。
キーワード

1

e ラーニング，日本語と英語，語彙学習方略，因子分析
を開発した。大学生に導入する前段階として，開発

はじめに

した e ラーニング教材を用いて，愛媛大学附属高等
学校において教育実践を試行したところ，高校生が
日本語と英語を連携して学ぶことに意義を実感し

2015 年 10 月，中央教育審議会・初等中等教育分

ていること，開発した e ラーニング学習教材に一定

科会・教育課程部会において「言語能力の向上に関

程度の教育的効果があることなどが確認された（三

する特別チーム」が編成され，
「国語科」
（以下，
「日

好・秋山，2016・2018；秋山・仲道，2017）
。

本語」とする）と「外国語活動・外国語科（以下，

この教育実践においては，学習者がどのように語

「英語」とする）
の連携の検討がはじまった。翌 2016

彙学習に取り組もうとしているのか，日本語及び英

年 8 月には，同審議の取りまとめが発表された（「言

語の学習方略に関する調査を行っている。本発表で

語能力の向上に関する特別チームにおける審議の

は，その調査結果について報告する。

取りまとめ」）。その取りまとめには，「日本語と外
国語を相対的に捉えることによって，その構造や語

2

彙などの仕組み，それらが有機的に結び付いている
システム，その背景となる文化など，日本語と外国
語の違いに気付き，それぞれの理解を深めることが

調査概要
語彙学習方略に関する調査は，2017 年～2019 年

できる」と日本語と英語を連携して学ぶことの重要

の 3 年間にかけて愛媛大学附属高等学校 1 年生（1

性・意義が示されている。

学年定員：120 人）を対象に行った。各年度の調査

これを契機に発表者等は，日本語と英語との連携

人数は，以下の通りである。

教育の在り方について研究を進めている。その一環

2017 年度：117 人

として，高校生・大学生を対象とした，日本語と英

2018 年度：114 人

語を連携させた語彙学習に関する e ラーニング教

2019 年度： 92 人

材（CEFR の A2 レベル及び B1 レベルの 2 レベル）

合
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計：323 人

調査項目は，Schmitt(2000, p.134)にもとづいた野

わかる。

呂(2003, p.299)の語彙学習方略の簡約版リストを参

因子分析の結果でとくに注目されるのが，第 1 因

考に作成したもので，日本語 11 項目・英語 11 項目

子の「音声重視学習方略」である。英語については，

の合計 22 項目である。日本語の語彙学習方略と英

外国語であることから，語彙学習の際に，声に出し

語の語彙学習方略を比較検討できるように，基本的

て読み，日本語と違う発音をあわせて学習しようと

に同じ質問内容となっている。

いうのは理解できる。一方，日本語については，母
語であることから，本来，声に出して読まなくても

3

学習することが可能である。たしかに，普段目にし

調査結果

ない（耳にしない）語や音の響きが特徴的な語など
については，声に出して読むことはある。とくにそ

調査した 22 項目について，主因子法による探索

の傾向は，年齢の幼い学習者に確認される。しかし，

的因子分析を行った。固有値の減衰状況から 5 因

本調査の対象は，高校生である。高校生は，母語で

子を仮定した因子分析（プロマックス回転）を行っ

ある日本語の語彙を学習する際，問題なく発音でき

た。因子負荷量が 0.4 未満の項目と複数の因子に対

る語を，わざわざ声に出して読むということは理解

して高い負荷量がみられた項目を削除し，再度因子

しにくい。英語において，声に出して読むことで語

分析を行う分析を繰り返した結果，表 1 に示す因子

彙学習が進むことから，母語である日本語の語彙学

パターン行列を得ることができた。

習においても，声に出して読むようになったという

第 1 因子は，
「16.【日本語】学ぶ差異に新しい語

ことであろう。もしこの仮説が成り立つのであれば，

を声に出して読む」
「15.【英語】声に出して何度も

この結果は，目標言語の言語学習方略が母語の学習

繰り返す」など 7 項目で構成されており，
「音声重

方略に転移した例ということになる。現時点では，

視学習方略」と命名した。第 2 因子は，
「8.【英語】

これ以上のことが不明であるが，ひじょうに特徴的

語のスペル（つづり方）を思い浮かべる」
「7.【英語】

な結果といえよう。

語の意味を思い浮かべる」など 3 項目で構成されて

今回の調査では，「手で文字を何度も繰り返して

おり，
「イメージ重視学習方略」と命名した。第 3 因

書く」ことについての因子が得られなかった。高校

子は，
「17.【日本語】覚えやすいように単語をグル

生たちは語彙学習において，繰り返し書くことより

ープに分ける」
「6.【英語】覚えやすいようにタング

も，
「音声」
（第 1 因子），
「イメージ」
（第 2 因子），

をグループに分ける」の 2 項目で構成されており，

「グループ」
（第 3 因子），
「文脈」
（第 4 因子），
「継

「グループ学習方略」と命名した。第 4 因子は，
「22.

続性」（第 5 因子）を重視しているということであ

【日本語】テキストの脈絡から意味を推測する」
「11.

ろう。さらに言うと，「手で文字を何度も繰り返し

【英語】テキストの脈絡から意味を推測する」の 2

て書く」ことについての結果は，Schmitt(1997)が実

項目で構成されており，「文脈依存学習方略」と命

施した先行研究の結果と異なっていた。同研究では，

名した。第 5 因子は，「13.【日本語】時間をかけて

600 人の日本人被験者に対して，同様のリストの完

語彙を学び続ける」
「2.【英語】時間をかけて単語を

全版を用いて調査したが，結果として①英和辞典を

学び続ける」の 2 項目で構成されており，
「継続的

使う方略，②書いて又は声に出して繰り返す方略，

学習方略」と命名した。

③形式に焦点をあてた方略が好まれる傾向にあり，

それぞれの下位尺度の内的整合性について，クロ

書くことに関する学習方略が上位であった。

ンバックのα係数を用いて検討したところ，「音声

また，同じく Schmitt の同研究で上位に挙がって

重視学習方略」が.89，
「イメージ重視学習方略」が.81，

いた英和辞典を使う方略についての因子も今回の

「グループ学習方略」が.71，「文脈依存学習方略」

調査では得られなかった。英語と日本語を連携させ

が.77，
「継続的学習方略」が.76 であった。すべてに

て学習することで，英和辞典を使う必要性がなくな

おいて，.7 超であったことから，内的整合性に問題

り，その学習方略が高校生に意識されていなかった

はない尺度が作成されたものと判断した。

ことが示唆される結果となった。これは，日本語と

因子分析の結果をみると，すべての因子において，

英語による複言語学習に取り組んだことによって，

日本語と英語の項目が含まれていることに気づく。

採用する語彙学習方略に変化が生じた例であると

このことから，高校生たちは，日本語の語彙学習と

言えよう。

英語の語彙学習を同じように認識していることが

因子間相関について詳しく見ていく。第 1 因子
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「音声重視学習法略」と第 3 因子「グループ学習方

の相関係数が 0.491，第 2 因子「イメージ重視学習

略」を除いて，中程度以上（一部やや弱も）の相関

方略」と第 3 因子「グループ学習方略」の相関係数

関係が認められる。とくに相関が強いのが，第 2 因

が 0.448，第 4 因子「文脈依存学習方略」と第 5 因

子「イメージ重視学習方略」と第 3 因子「グループ

子「継続的学習方略」の単相関係数が 0.521 と中程

学習方略」で，その相関係数は 0.656 と，強い相関

度の相関が認められる。

関係がみとめられる。その他にも，第 2 因子「イメ
ージ重視学習方略」と第 6 因子「継続的学習方略」
表1

日本語及び英語の語彙学習方略についての因子分析結果

質問項目
第1因子（音声重視学習方略 α＝.89）
16．【日本語】学ぶ際に新しい語を声に出して読む。
15．【英語】声に出して何度も繰り返す。
4．【英語】声に出して何度も繰り返す。
5．【英語】学ぶ際に新しい語を声に出して読む。
1．【英語】問題の難易度を分析し、その問題を解くべきかどうかの判断することが多い。
12．【日本語】問題の難易度を分析し、その問題を解くべきかどうかの判断をすることが多い。
9．【英語】語をその同意語、反意語と結びつける。
第2因子（イメージ重視学習方略 α＝.81）
8．【英語】語のスペル（つづり方）を思い浮かべる。
7．【英語】語の意味を思い浮かべる。
18．【日本語】語の意味のイメージを思い浮かべる。
第3因子（グループ学習方略 α＝.71）
17．【日本語】覚えやすいように単語をグループに分ける。
6．【英語】覚えやすいように単語をグループに分ける。
第4因子（文脈依存学習方略 α＝.77）
22．【日本語】テキストの脈絡から意味を推測する。
11．【英語】テキストの脈絡から意味を推測する。
第5因子（継続的学習方略 α＝.76）
13．【日本語】時間をかけて語彙を学び続ける。
2．【英語】時間をかけて単語を学び続ける。
寄与率（％）
累積寄与率（％）
因子相関
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ

4

Ⅰ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

0.852
0.770
0.756
0.708
0.595
0.559
0.403

-0.191
-0.127
0.208
0.172
0.175
0.079
0.245

0.149
0.261
-0.082
-0.143
-0.019
-0.031
0.207

-0.031
-0.071
0.065
0.139
-0.013
0.076
0.009

0.196
0.124
-0.093
-0.016
0.101
0.216
-0.129

0.106
0.134
-0.327

0.948
0.937
0.402

-0.054
-0.091
0.242

-0.174
-0.064
0.225

0.025
-0.057
0.302

0.158
0.082

-0.086
0.004

0.895
0.702

-0.086
-0.050

0.008
-0.238

-0.012
0.153

-0.163
-0.037

-0.075
-0.087

0.913
0.801

0.047
-0.065

0.207
0.275
33.98
33.98
―

-0.111
0.122
11.21
45.18
0.349
―

-0.111
-0.266
7.10
52.29
-0.056
0.279
―

-0.029
-0.056
4.07
56.36
0.302
0.656
0.324
―

0.765
0.612
3.30
59.65
0.336
0.491
0.448
0.521
―

おわりに
以上，本発表では，e ラーニングにおける日本語

おける語彙学習方略にも適用していると考えられ

と英語の連携学習における語彙学習方略について，

る。

因子分析結果をもとに報告を行った。

また，日本語や英語を単独で学習する際に用いら

日本語と英語を連携させて学習する際に，日本人

れる学習方略と両言語を連携させて学習する際に

高校生は，音声重視学習方略を最も重要視すること

用いられる学習方略には，異なりが見られる点があ

が分かった。音声による学習は，英語だけでなく日

った。例えば，英語学習の際に典型的に見られる語

本語（国語）の学習においても行っており，英語学

彙学習方略として，「書いて繰り返す」，また，「英

習における語彙学習方略を日本語（国語）の学習に

和辞典を利用する」という語彙学習方略が，今回の
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調査においては，因子として挙げられなかったこと
が指摘される。このことから，それぞれの言語を単
独で学習する際に採用する語彙学習方略とは異な
る特徴的な語彙学習方略を用いて複言語（日本語と
英語）を同時に学ぶ可能性が示唆された。
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Society 5.0 を見据えたラポール形成を育む医学英語教育
− 獨協医科大学と神奈川歯科大学の例 −
出野由紀子*，坂本洋子**
* 神奈川歯科大学歯学部歯学教育学講座
** 獨協医科大学 語学・人文教育部門

Medical English Education to Foster Rapport Building
for Society 5.0
Yukiko IDENO *, Yoko SAKAMOTO **
*Division of Curriculum Development, Kanagawa Dental University
** Division of Languages and Humanities, Dokkyo Medical University
あらまし – 本稿では，Society 5.0 を見据えたラポール形成を育むための研究報告および実践報告について述
べる。第 4 次産業革命におけるヘルスケア分野を支える技術―情報技術・バイオテクノロジーの進歩によ
り，人や診療に関するデータを集約し，利活用することが可能になった。そしてその後の Society 5.0 では，
AI やロボットなどの活用により，医療の高度化が一層進み，医療と患者を繋ぐ役割を担うことが医師に求め
られている。医療においても大きな転換を迎えている。まず，病気やケガの治療を中心とする医療から，生
活習慣病予防，認知症予防といった病気の前の段階の未病段階のケアや予防に転換しつつある。そして，平
均的な患者，症状に対する画一的な治療から，個別化が進み，個人が適切なタイミングで必要な予防・未病
ケア・治療・介護を受けられるような取り組みが考案されている。このような医療状況の中での医療系大学
での教育実例について考案する。
キーワード − society 5.0，ラポール，医学英語，情報技術，AI, ロボット

1

はじめに

第 4 次産業革命におけるヘルスケア分野を支え
る技術―情報技術・バイオテクノロジーの進歩に
より，人や診療に関するデータを集約し，利活用
することが可能になった。そしてその後の
Society 5.0 では，AI やロボットなどの活用により，
医療の高度化が一層進み，医療と患者を繋ぐ役割
を担うことが医師に求められている。医療におい
ても大きな転換を迎えている。まず，病気やケガ
の治療を中心とする医療から，生活習慣病予防，
認知症予防といった病気の前の段階の未病段階の
ケアや予防に転換しつつある。そして，平均的な
患者，症状に対する画一的な治療から，個別化が
進み，個人が適切なタイミングで必要な予防・未
病ケア・治療・介護を受けられるような取り組み
が考案されている。このように「治す医療」から
「治し支える医療」へと転換し，また，病気の治
療を目指す急性疾患よりも慢性疾患が増え，疾患
と付き合って暮らしていく人が増加する傾向にあ
るなかで，医療系大学が患者とのラポール形成の
ためにどのような授業展開をしているかの実践発
表を行う。獨協医科大学と神奈川歯科大学は国際
色豊かな地域に所在するため，病院研修において
も患者との英語でのコミュニケーションが必要不
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可欠となっている。今回はこのような地域で医療
を目指す学生への英語教育の実践を基礎年度（1，
2 年）のカリキュラムを中心に考察する。
新型コロナウィルスの影響下で，獨協医科大学
では，2 年ほど前から, 感染者数が多い時には，講
義科目はオンデマンド形式，実習は対面形式で実
施した。一方，神奈川歯科大学では昨年の 4 月 15
日よりオンライン授業を開始した。第 2 ステージ
の始まる 6 月 8 日からは，オンラインと対面を併
存させるハイブリッド型授業を開始し，対面授業
希望者に対して，新型コロナウィルス感染防止対
策をした上で登校を許可した。本年度も，新型コ
ロナウィルス感染の終息が見られないため，ハイ
ブリッド型授業を継続している。このような状況
下で，1 年次の学修において，Society 5.0 へ向けて
ハイブリッド型授業がどのような影響を及ぼした
かについて今回は，神奈川歯科大学のデータから
報告する。

２

方法

2019 年度以降の新入生を対象とした。第 2 ステ
ージと第 3 ステージの通期で開講される化学系科
目である「生命科学の基礎」のモジュール試験結
果について分析を行った。また，講義の前後にお
いて同じ内容の化学の正誤問題 50 問とアンケート

を実施した。正誤問題は○または×以外に，わか
らない問題については未解答として△を付けるよ
う指示し，正答率と共に未解答の数についても集
計した。(1)

ールを養うような工夫を行うことが重要であると
考えられる。

４ 結果と考察②

３ 結果と考察①

全講義の前後で実施した 50 問の正誤問題にお

モジュール試験の平均点は，第 2 ステージが

いて，2021 年度は正答数が下がる結果となっ

2019 年度 47。5±16。7 点，2020 年度 45。8±22。

た。未回答数の減少と不正解数の増加から，う

9 点であり，第 3 ステージが 2019 年度 53。8±17。

ろ覚えのままわかった気になって，解答したに

1 点，2020 年度 57。8±23。5 点であった。各年度

もかかわらず間違ってしまう学生が増えたと思

の平均点自体に有意な差は見られなかったもの

われる。これは，2020 年度の結果からみても，

の，標準偏差からもわかる通り，得点分布のバラ

受講形態の違いによるものではなく，試験形式

つきに変化が見られた。2021 年度は，試験形式を

を記述式から客観式に変えたことによる学修効

記述式から客観式に変更した結果，平均点は第 2

果の低下が原因ではないかと考えられる。

ステージが 61。1±20。0 点，第 3 ステージが 54。

表2

年度別正誤数

7±20。4 点で，若干バラつきは抑えられたが，コ
ロナ禍における二極化は依然みられた。一方，ハ
イブリッド型授業における登校組とオンライン組
での成績では有意な差は認められなかった
（Student’s t 検定）ものの，徐々に差が広がる傾向
がみられた。
表１ 第 3 ステージモジュール試験の点数

５

結論

学生がまだ大学に慣れていない 1 年次の学修に
おいて，ハイブリッド型授業が与える影響が明ら
かとなった。遠隔授業を活用した学修者本位の効
果的な授業を提供する上で，今後の学修指導に活
かすことが可能であると示唆された。今後，対面
授業を中心とした獨協医科大学での報告と比較し
ながら更なるデータ分析を進めるつもりである。
「治す医療」から「治し支える医療」へと転換
するために，学生も「受動的に教わる大学」から
「能動的に自分から課題を見つけ，それに向けて
課題に取り組む学生をサポートする大学」へと変
化していくことが求められる。そこで，神奈川歯
科大学，獨協医科大学で進めているアクティブラ
ーニングについて，今後も検討を行いたい。

「生命科学の基礎」の講義においては，登校組
とオンライン組での成績に有意な差がなかったと
いうことは，科目によっては，AI やロボットなど
を活用しても対面と同じような効果を得られる可
能性を示している。
「生命科学の基礎」に関連して英語も ESP で授

参考文献

業を行うことの可能性も考えられる。獨協医科大

(1)栗本勇輝（神奈川歯科大学）
「生命科学の基礎」（2021)の授業での
データを使用
(2)厚生労働省：Health Database の利活用とそ

学で ESP をオンデマンド形式で行った際にも，対
面形式で実施した年と比較して，学生の毎回の課
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大学 e ラーニング協議会 共通基盤教育システムの教材と運用
 数理 DS 教材 
上野 春毅*，山川 広人**，小松川 浩**
* 公立千歳科学技術大学 理工学部
** 公立千歳科学技術大学 情報システム工学科

UeLA Educational Infrastructure Service
- Mathematical and Data Science Haruki UENO *, Hiroto YAMAKAWA **, Hiroshi KOMATUGAWA **
* Faculty of Science and Technology, Chitose Institute of Science and Technology
** Information Systems Engineering, Chitose Institute of Science and Technology
あらまし ‒ 大学 e ラーニング協議会では，加盟機関が，入学前後の学生への教育（いわゆるリメディアル教
育）を中心に利用できる教材の整備と，その教材を教材自体の共有もしくは Learning Management System の
提供で利用できるようにする共通基盤教育システム事業を行っている．今年度は新たに数理・データサイエ
ンス・AI 教育に向けた教材の整備に着手している．本発表では教材の整備状況・運用形態を紹介する．
キーワード  e ラーニング教材, 教育の共通基盤, 教材共有, 学習管理システム

1

はじめに

2

高等教育のカリキュラムの中で，初年次教育や基
礎教育となる部分では，高等学校までの振り返りも
踏まえて，各分野の基礎的な知識の確認と獲得を狙
った教育内容が展開される．高校から大学へのカリ
キュラムへの円滑な接続を狙い，入学予定者に対し
て入学前教育を実施する例も珍しくない．この中で，
特に，社会人としても求められる基礎分野に対する
標準的な内容を備えた共通的な教材が整備・共有さ
れることは，多くの高等教育機関を横断的に支援可
能な，教育の共通基盤の実現につながる可能性があ
る．こうした観点から大学 e ラーニング協議会
（UeLA）では，加盟機関にむけた有償サービスと
して* ，①基礎教育に利用可能な教材の整備，②教
材の共有の仕組みづくり，③授業や課外学習に教材
を利用できる Learning Management System（LMS）の
提供を共通基盤教育システム事業 (1)として実施し
ている．本稿はこの事業で提供する教材や LMS の
構成を紹介し，事業の年次報告を行うものである．
今年度は新たに数理・データサイエンス・AI 教育
に向けた教材の整備に着手している．この教材は整
備に着手したばかりであり，現在の状況を報告する．

利用機関が，共通基盤教育システム事業の運用に関わ
る部分の費用について分担をするもの．
*
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共通基盤教育システム事業

共通基盤教育システム事業は，加盟機関へ向けて，
高等教育機関での共通的な利用を狙った教材を整
備する事業，この教材を共有する事業，この教材を
利用した学習環境を整える LMS サービスを提供す
る事業の 3 つで構成される．本章ではそれぞれにつ
いて紹介する．
2.1

教材の整備事業

教材は，先述のとおり，学生の入学前後や初年次
の基礎教育部分にむけて，複数の高等教育機関の間
で共通的に利用可能な教材となることを狙って整
備されている．科目は数学・日本語・英語・情報リ
テラシーの分野のほか，どの教育機関の学生も就職
活動などに向けて触れる可能性が高い SPI 対策分
野が整備されている．教材の種類として，演習問題
および解説が用意されている．また，学生の入学時
の段階での基礎分野における知識の習得状況や，2
年進級時での成長度合いを図ることを狙った到達
度テスト(2)を整備している．
表 1 に演習・解説教材，
表 2 に到達度テストの整備状況を示す．演習・解説
教材や到達度テストは，UeLA の加盟機関が所有す
る教材の中から，他の加盟機関の利用にむけて著作
権処理や利用許諾が行われたものや，文部科学省事
業などを通じ，UeLA 内部の e ラーニング先進校に
よるワーキンググループで新たに開発されたもの

能となるには，LMS への配備が必要である．近年，
高等教育機関には LMS 環境の整備が一般的に行わ
れており，中でも Moodle がメジャーといえる．各
機関に Moodle があれば教材を利用できるよう，教
材共有専用の Moodle（本稿では UeLA-Kiban と呼ぶ）
を配備している．UeLA-Kiban には，表 1,2 の共通教

表 1 教材の分野と内訳
分野

単元や内容

種別

高校

情報活用の実践力

演習

67

情報

情報の科学的な理解

演習

77

情報社会に参画する態度

演習

65

1 年，2 年，3 年

演習

992

解説

247

演習

1886

解説

574

中学
数学
高校

1 年，2 年，3 年，その他

数学

数

大学

微分積分（基礎および

演習

221

数学

理系向け）

解説

21

線形代数

解説

17

統計学，数理統計，

解説

36

演習

1240

材と到達度テストが Moodle コースとして登録され
ている．Moodle 上に表示された教材の例を図 1 に
示す．
教材の利用を希望する加盟機関は，UeLA 事務局
に対し，教材取得用の UeLA-Kiban ユーザアカウン
トを申請する．このユーザアカウントで
UeLA-Kiban にログインし，各機関で利用したい教
材を Moodle コースのバックアップとして取得する．
取得したバックアップを各機関の Moodle にリスト
アすることで，各機関が教材を配備し利用できる環
境が整う．

データ解析的解析
日本語

漢字（読み・書き），語義，
四字熟語，ことわざなど

SPI

言語能力，非言語能力

演習

248

中学

英文法の基礎（Part．1〜

演習

1324

英語

Part．3）

大学

リメディアル

演習

262

英検

2〜5 級（筆記，リスニング，

演習

1561

対策

語彙文法など）

2.3

運用上の様々な理由で，各機関の Moodle を前提
とした教材配備が難しい場合もあり得る．こうした
場合でも教材が利用できるように，UeLA では 2．1
で 述 べ た 教 材 を 整 備 し た LMS （ 本 稿 で は
UeLA-Solomon と呼ぶ）
を運用し，
各機関がこの LMS
を Web 経由で利用する LMS の提供事業も行ってい
る．UeLA-Solomon は，公立千歳科学技術大学が独
自開発した LMS（CIST-Solomon）(4)をベースシステ
ムに用いている．この LMS では，学習者・教員の
情報は各機関に分けられて管理される形で，アプリ
ケーションサービスプロパイダ形式でのサービス
を提供できる．これにより UeLA も，加盟機関向け
に LMS のサービスを提供できる．2．1 節の教材は
LMS に内蔵済みであり，LMS には「学習者が教材
に取り組む」
「学習者の取り組み履歴を確認する」
といった基本機能が備えられている．学習者が教材
に取り組む機能の例を図 2 に示す．また，入学前教
育や授業での利用が行いやすいよう，対象者・教
材・期間を指定して学習者に取り組みを指示できる
機能も備えている．より詳細な機能は参考文献 (5)

英語

※演習は 1 問，解説は 1 ファイルを単位に集計
※この他，TOEIC 対策を有料教材として配備

表 2 到達度テストの内容
分野

備考

情報

教科情報（情報リテラシー）

数学

数的指向（文系・短大等むけ）
理系 1（高校数学 2B レベル）
理系 2（高校数学 3C レベル）
の 3 種類

日本語

2 年次は試験時間が異なる 2 種類

英語

2 年次はリスニング有無の 2 種類

学修観

学びの意欲を自己診断するアンケート

※学修観以外は，入学次，2 年次用の 2 種類を整備
(3)である．共通教材は，実利用からのフィードバッ

を参照されたい．
UeLA-Solomon の利用を希望する加盟機関は，
UeLA 事務局に対し，
UeLA-Solomon の管理用アカウ
ントを申請する．この管理用アカウントは各機関の
管理者として位置づけられる．UeLA-Solomon にロ
グインし，利用を希望する学習者や教員のユーザ発
行および管理を行う．発行された各機関のユーザで
UeLA-Solomon にログインすることで，各教育機関

クにより適宜内容の更新やデバッグが行われる．こ
れにより，四年制大学・短期大学といった学種，文
系・理系といった学群を区別せず，多くの加盟機関
で利用可能な内容・難易度の整備を狙っている．
2.2

LMS の提供事業

教材の共有事業

2．1 節で述べた教材が加盟機関の各々で利用可
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は複数のシステムに分離することになるため，学習
者の入学前と入学後の取り組み履歴を紐付けるに
は，機関ごとに何らかの照らし合わせの作業が必要
となるデメリットがある．

が新たに LMS を用意せずに共通教材を利用できる
環境が整う．

3

利用形態

3.3

共通基盤システム事業は，各機関の入学前教育か
ら初年次教育を中心に利用されるほか，資格対策や
キャリア形成授業といった場でも用いられている
(6)．こうした中で，教材・LMS の運用形態は，表 3
に示す A〜C の利用形態に大別されている．順に紹
介する．
3.1

のみ利用
利用形態 C は，教材を利用したい部分にのみピ
ンポイントに UeLA-Solomon を利用する形態である．
各機関の LMS が整備に至っていない場合，または
各機関の既存の LMS と平行し，一部分の科目・授
業でのみ UeLA の教材を導入したいといった方針
の機関がこの形態を採用している．この場合は入学
前教育を含め，特にリメディアル教育や資格・SPI
対策となる部分は UeLA-Solomon を用い，正規のカ
リキュラムは従前の機関内の LMS を使うといった
システム構成を取ることができる．しかしながら利
用者にとっては，利用するシステムにあわせて複数
のアカウント管理や利用法の変更をしなくてはな
らないといった手間が生じるデメリットがある．

利用形態 A：各機関の Moodle のみ利用

利用形態 A は，UeLA-Kiban から取得した教材を
各機関の Moodle に配備し，入学前から入学後の段
階まで一貫して利用する方法である．入学予定者も
含め，全学的に機関内の Moodle を利用できる方針
の機関がこの形態を採用している．この場合，正式
に学生として入学していない入学予定者に対して，
機関内の Moodle アカウントが発行可能か，各機関
の運用ポリシーや認証基盤との整合性を考慮して
導入・運用を進める必要がある．その一方で，入学
前教育と入学後の正規カリキュラムの間で，教材の
取り組み履歴の管理や，それを用いた分析を一元的
に行いやすいメリットがある．
3.2

利用形態 C：UeLA-Solomon を必要な部分に

4

数理・データサイエンス・AI 教材の整
備

今年度新たに着手している教材は，リテラシーレ
ベルの数理・データサイエンス・ＡＩ技術を習得す
る事を目標とする教材である．統計・数理の分野か
ら着手を始めており，データや表・グラフ，確率に
関する基本的な知識や分析する力を身につける内
容を想定している．表 4 に単元・内容を示す．この
単元・内容について理解度に応じた知識の習得・活
用・応用の能力を養えるように理解度別の演習問題
の整備を進めている．山梨大学・創価大学・公立千
歳科学技術大学の専門家が協力・分担して整備にあ
たっている．教材の著作権処理，試験運用などを経
て段階的に加盟機関への共有・提供を行えるように
現在計画を立てている．将来的には，統計・数理を
足がけにデータサイエンス基礎や機械学習などの
分野に範囲を広げる予定である．

利用形態 B：Uela-Solomon と各機関の
Moodle を入学前後で切り替えて利用

利用形態 B は，入学前の段階は UeLA-Solomon の
LMS サービスを用いて，入学後は UeLA-Kiban から
取得した教材を各機関の Moodle に配備して利用す
る形態である．教材を利用する上で，機関内の
Moodle への入学予定者アカウントの発行が難しい
場合や，入学前教育を全学ではなく学部や担当部局
別に実施する（例：一部の学科にのみ教材を用いる）
方針の機関がこの形態を採用している．
UeLA-Solomon では，機関内の Moodle や認証基盤と
は別に入学予定者のアカウントを発行できるため，
手軽に UeLA の教材を用いた入学前教育を展開で
きるメリットがある．その一方で，教材の取組履歴
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5

おわりに

本稿では，UeLA が実施する共通基盤教育システ
ム事業について教材と運用を紹介した．新たに着手
した数理・データサイエンス・AI 教材の着手状況
も紹介した．共通基盤教育システムの教材の共有お
よび LMS の提供は，UeLA の加盟校であれば試用や
有償利用を申し込むことができる．試用・利用にむ
けた詳細は，UeLA 事務局（メールアドレス：
uela_offices@googlegroups.com）宛に問い合わせをさ
れたい．

図 1 Moodle 上の教材の例
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図 2 UeLA-Solomon 上の教材取り組み機能の例
表 3 教材の利用形態
入学前 → 初年次 → 2 年次以降
A
B

各機関の Moodle のみ
UeLA-Solomon

C

各機関 Moodle

必要な部分のみ UeLA-Solomon

表 4 教材の分野と内訳
分野
統計数理

単元・内容
データの種類
標本調査と実験
四分位数・四分位範囲
分散・標準偏差・変動係数
箱ひげ図・はずれ値

公立千歳科
学技術大学

確率変数・確率分布
標本分布
推定
※開発中につき変更の可能性あり
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山梨大学

確率の基礎

仮説検定

大学における学習支援への挑戦 3, ナカニシ
ヤ出版（2018）

開発担当

創価大学

デジタル教材の活用に向けたオンライン復習環境の検討
大西 淑雅*，山口 真之介*，西野 和典**
* 九州工業大学 学習教育センター
** 太成学院大学 経営学部

A Study of the Online Review Environment to Utilize Digital
Teaching Materials
Yoshimasa OHNISHI *, Shin'nosuke YAMAGUCHI *, Kazunori NISHINO**
* Learning and Teaching Center, Kyushu Institute of Technology
** Faculty of Business Administration, Taisei Gakuin University
あらまし – 遠隔授業の増加により，デジタル教材を用いた教育が多く実践されてきた．学生は，LMS を用
いて，教材の参照・レポートの提出といった学習活動を行う．そのため，多くの教員は，授業期間の終了
と共に，LMS 上に蓄積された学習活動の履歴や結果の保存を望む．一方，上学年の学生は，過去の単位取
得済みの授業で使用された教材や自身が作成したレポートを参照し，現在の学習の参考にしたいという要
望もある．本発表では，LMS の運用方針を整理し，復習環境の検討について報告する．
キーワード − Moodle，復習，API，バックアップ，リストア

1

はじめに

令和２年度における高等教育機関の教育は，
Learning Management System (LMS)とビデオ会議サ
ービスを用いた遠隔授業が爆発的に増加した．九州
工業大学でも，多くの教員が Moodle 上に用意され
た授業用のコース上に教材を配置し，教育を進めて
きた．幸いにも，令和元年度入学生より，ノートパ
ソ コ ン 必 携 化 (1,2) を 開 始 し て い た た め ， 学 生 も
Moodle を経由して提供される教材を，自宅やキャ
ンパス内から容易にアクセスすることができた．ま
た，個人的な印象ではあるが，デジタル教材を用い
た，学習にも徐々に慣れてきたように思われる(3)．
本学では，平成 17 年度より Moodle を活用した
教育環境を提供(4)してきた．時間割情報に基づきコ
ースを自動作成し，教員に提供することで，学生が
履修授業に対応するコースを見つけやすくしてい
る．教員は別途コースを自由に作成できる権限を有
している．そのため，教員が授業に紐づかないコー
スを作成し，より深い学習のための資料や小テスト
などのデジタル教材を提供するケースもある．また，
同一科目を担当する複数の教員が分担してデジタ
ル教材を作成し，複数の授業で教材を共有するとい
った工夫もみられるようになった．
Moodle3.9 による遠隔授業を令和３年度から開始
するため，新たなサーバ群を用意(表１)し，ミドル
ウェアの更新を行った学習支援サービス(Moodle)
を構築した(5)．その上で，令和２年度までに使用さ
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れた過去のコースは，旧サーバ(Moodle3.5)上に残す
こととした．旧サーバには，教員のみがアクセス可
能とし，必要な教材を新サーバ(Moodle3.9)に移した
い場合は，標準的なバックアップ・リストア機能を
使用してもらう．なお，旧サーバへのアクセスを学
生には許可していないため，教員が旧サーバの教材
を新サーバに移さなければ，学生は過去の教材への
参照はできない．
このようなサーバの切り替えは，過去の Moodle
の更新作業でも行ってきた方法である．しかし，遠
隔授業の長期化の影響だろうか，過去のコース（旧
サーバ上も含む）への参照を希望する問い合わせが
増えてきた．特に，学生は自身が作成したレポート
の参照を望む声が多く寄せられた．
一方，教員にとっては，授業と紐づいたコースは，
学習履歴（ログ）や提出されたレポートを含めてエ
ビデンスとして保存しておきたいといった要望も
ある．教職員の負担を考えると，エビデンスは保存
しつつ，コース（教材）の有効活用は実施したい．
表 1 学習支援サービス(Moodle3.9)(2021.3～)
Moodle サーバ
構成台数
仮想メモリ(1 台)
仮想 CPU(1 台)
DB/REDIS サーバ
構成台数
仮想メモリ
仮想 CPU

戸畑・若松 全学
4
1
128GB
64GB
24
12
戸畑・若松 全学
1
128GB
36

飯塚
4
128GB
24
飯塚
1
128GB
36

本稿では，LMS の運用・管理方針を整理し，科
目間における復習環境の検討について報告する．具
体的には，授業終了後のコースの活用を念頭に，必
要な Moodle オリジナル API の提案について報告
する．最後に，デジタル教材時代における復習環境
についてまとめる．

報を引き継ぐことはしていない．教員には，新規に
コース内容の作成（あるいはコースバックからリス
トア）をお願いしている．これは，教員の異動で使
用されなくなった教材や卒業生のレポートなどを，
不用意に引き継がないことで，対応する DB や
Moodle データの容量を抑えたいという意図がある．

2

3

LMS サーバの管理方針

LMS サーバの管理方針は教育機関によって異な
る．以下，いくつかの事例を紹介する．
2.1

3.1

年次毎に URL を分ける

年次毎に URL を分ける場合は，旧サーバの URL
の一部を変更し，新サーバは元の URL で参照でき
るようにする場合が多い．
例えば，三重大学 (6) では，可能な範囲で過去の
Moodle サーバへの参照可能としているようである．
同一サーバ上に旧 Moodle にアクセスするための年
度を加えた URL を用意し，旧コースにアクセスで
きるサービスを提供している．
コース上の直リンクの一部は別途更新する必要
があるが，エビデンスやコースのバックアップをサ
ーバの構築環境と共に保存することができる．一方，
OS や DB，PHP バージョンに注意する必要もある
ため，年数を重ねるにつれて，同一サーバでは提供
が難しくなる場合もある．
2.2

常に同じ URL で運用する

常に同じ URL で運用する場合は，一定期間を超
過した旧コースを削除して運用する．例えば，信州
大学では，３年を経過した旧コースは，バックアッ
プを行い，削除している(7)．
これにより，新コースの作成スペースを確保する
と共に，サーバへのアクセスに一貫性を保ちやすい．
なお，旧コースは学生へのアクセスを原則不可とし
ている．そのため，過去のコースを用いた復習を行
うことはできないと思われる．
この方式では，常に一定コースを維持するための
計算資源を用意すればよく，システム環境の保守も
やりやすいというメリットがある．
2.3

九州工業大学の LMS の現状

数年に一度サーバを変更する

提供中のサービス

本学は３キャンパス（戸畑・飯塚・若松）に分散
しているため，静的な負荷分散を考慮し，メインの
LMS として戸畑・若松用 Moodle と飯塚用 Moodle
に分けて管理してきた（表２）．サブの LMS として，
全学用 Moodle も別途用意しているが，学部や大学
院の授業で使用される LMS は２つの Moodle とな
る．複数のキャンパスをまたがる合同授業の場合は，
それぞれのサーバ上に，対応したコースが作成され
るが，教員はどちらかのサーバを選び，受講生には
教材のあるコースへの誘導リンクを使用しないコ
ースに置くことで実現している．
最近では，本学所属の学生に加え，他組織の学生
を加えた合同教育の実施も増えてきたため，対応す
る Moodle サーバも用意している．その他にも，単
位互換協定に基づく遠隔教育用や社会人教育用の
サーバ，保健管理用・入学前教育などのコンテンツ
や利用者を制限したサービスもある．
表 2 本学利用者が主となる Moodle サービス
サービス名称

コンテンツ維持

利用可能者

戸畑・若松用
2021.3～
全学生・教職員
飯塚用
2021.3～
全学用
2019.3～
旧戸畑・若松用 2019.3～2021.3
全教職員
旧飯塚用
2019.3～2021.3
若松連携用
2020.3～
全学生・教職員
＋他組織利用者
飯塚連携用
2019.8～
※旧全学用は利用者・コンテンツを含めて移行した
3.2

教職員からの要望

Moodle を活用した授業が増えたことから，コン
テンツの提供・レポート回収だけでなく，学生への
評定通知を行う事例も増えた．また，コースには学
生のレポート自身や小テストの結果が蓄積される
ため，簡単な学習分析を後日行いたい教員は，これ
らのエビデンスを，利用した教材と共に管理したい
という要望が増えてきた．

本学では，数年に一度の Moodle のメジャー更新
に合わせて，サーバの変更も行っている．使用する
Moodle のバージョンによって，必須となるミドル
ウェアや条件が変わるため，ベースとなる OS を含
めて更新を行うためである．
サーバを変更する際には，ユーザ情報やコース情

51

また，コースをエビデンスとして保持しつつ，旧
コースの内容を新しいコース作成時に一部活用で
きることが望ましい．2.3 でも述べたように，基本
的には，数年に一度，コース・利用者情報を含んだ
サーバ全体を別サーバとし保持している．
別サーバにあるコースは，コースバックアップフ
ァイル取得し，それを新しいサーバに移し，リスト
アを行う必要がある．また，コースバックアップフ
ァイルはサイズが大きいこともあり，一度に移行で
きないこともあるため改善が望まれている．
3.3

学生からの要望

Moodle の活用が進むにつれて学生レポートの提
出も電子化が進んでいる．
ノートパソコン必携化に伴い，レポート作成は自
身のパソコンで行うため，レポート（ファイル）の
管理も学生自身で行ってもらう必要がある．しかし，
学部低学年では，ファイル管理を意識して行うこと
ができる利用者が少ないのも事実である．そのため，
Moodle 上に提出したレポート（ファイル）を改め
て参照したいという要望がある．
Moodle の活用を推進している観点からも，学生
が提出物を，いつでも（少なくとも在学中）参照で
きるようにすべきである．しかし，本学では，学生
が自身のレポートを参照しにくいという課題があ
った．学生への利便性（作成したレポートへのアク
セス・終了した授業の資料へのアクセス）を改善す
ることで，より学びやすい復習環境に発展できる可
能性がある．

図 1 復習環境とコースコンテンツの流れ

4

復習環境の検討

以上の要望に応えるために，復習環境を新たに構
築することとした．利用目的を分けた Moodle サー
バを用意し，授業科目間つなぐ（各科目をつなぐ知
識体系）ことを支援する環境の構築を目指したい．
図１に復習環境を含んだ，コースコンテンツの流れ
を示す．

復習用の Moodle はメイン（授業用）の Moodle と
比べると，同時アクセスの性能はさほど必要ではな
い．但し，多くのコースを維持するために，Moodle
データの資源は十分確保する必要がある．一方，サ
ーバ間を超えた，コースの移行が必要となるため，
コースのバックアップ・リストアの自動化が不可欠
となる．
Moodle には管理者が使用できるコマンドライン
(cli)が利用できる．例えば，コースをバックアップ
する，/admin/cli の backup.php が存在する．Moodle
の Course ID または Course Shortname で指定された
コースに対してバックアップを行う．なお，リスト
アに関しては，コマンドラインが存在しないようで
ある．

5

開発中の API

Moodle コマンドラインを使うことでコースのバ
ックアップは可能であるが，リストアに関しては標
準的な機能では実現ができない．また，バックアッ
プもコマンドライン実行であるため，API としての
機能が不足している．そこで，復習環境を実現する
ためにいくつかの API を開発することとした．
5.1

バックアップ・リストア API

授業終了後の復習・再学習を行う環境としては，
資料や小テストといった教材にアクセスできれば
よい．そこで，外部からコースのバックアップおよ
びリストアの API 化を図ることにした．なお，リス
ト ア 処 理 は Lazaros Sotiriadis が 公 開 (8) し て い る
restore.php を参考に開発することにした．
復習に使用可能な教材と使用できない教材を区
別する仕組みが必要であるが，まずは，Web 操作で
指定するパラメータを API としてコールできる環
境を作成することにした．なお，API 化の工夫とし
て，バックアップ対象のセクション範囲を指定でき
るようにする．
図２に示すように，
制御用サーバから対象 API を
呼び出すことで，バックアップ・リストアを指示で
きる．なお，バックアップファイルは，サーバ上の
特定ディレクトリにファイルとして保存される．そ
の後，ファイル転送を行った上で，制御用サーバか
らリストア API を呼び出すことで，サーバ間のコ
ース複写の自動化を図ることができる．
5.2

利用日時リセット API

復習用のコースに学生自身が作成したレポート
を含める場合は，バックアップ時にユーザデータを
含めて行う．その後，リストア API にて「コース開
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講日」と「コース終了日」を設定することで，復習
有効期間内で，自身が作成したレポートを参照する
ことができる．

図 2 コースのバックアップ・リストアの API 化
一方，ユーザデータを含まないコースでも，リス
トア API にて，復習有効期間を設定することがで
きる．しかし，復習コース上の小テストなどを再活
用することを考慮すると，コース上の利用制限や利
用期間などをリセットしたいことも考えられる．
そこで，利用日時のリセット API も新たに開発
することとした．この API では，指定したコースに
対して次のような項目に対してリセットを行える．
 対象１：コース内の活動などの利用期間
 対象２：コース内の利用制限
上記対象に対して，年の変更を行うことができる．
また，起点となる活動（利用開始期間）またはセク
ション（利用制限）を指定し，その差分（-30～+30
日）を指定することで，利用期間および利用制限を
一括して更新できる．
なお，本機能は，ブロック機能としても開発予定
であり，教員が次年度コースを作成する際にも活用
できる．

6

用できる（但し，卒業後はアクセス不可となる）の
は自然かもしれない．
一方，LMS は履修期間中に活用されることが多
いため，履修期間中に蓄積されたエビデンスや履歴
は，コース共に保持する必要がある．そのため，履
修期間の終了時にコースの保存は不可欠であり，管
理者にとっても終了した授業に対応するコースは
保存したい．
このような観点から，複数の Moodle サーバの連
携を可能とする，オリジナル API の開発を現在進
めている．学生のための復習環境・教職員のための
エビデンス保存環境を実現する上で，整理が進んだ
と思われる．大学教育のデジタル化し，教授内容の
モジュール化が進むにつれて，従来とは異なる復習
環境の整備が不可欠であると感じている．今後，復
習環境の構築を進め，運用と評価を行う予定である．
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自己評価に基づく授業の達成度確認と成績評価の試み
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あらまし ‒ 金沢工業大学情報フロンティア学部では，1 年生の後学期において「情報のための統計」科目
が開講される．この科目の教育目標はデータサイエンスの基本となる数値データの統計的評価について，そ
の数学的意味を理解するとともに，統計分析フリーソフト「R」を用いて，実際に社会にあるさまざまなデ
ータをいくつかの統計手法を用いて分析を実践し，データサイエンスに関する知識と技能を深めることであ
る．この科目を実施するにあたって，授業の最後に行う達成度確認試験をこれまでの筆記試験の形式ではな
く，ルーブリックによる自己採点によって評価を行った．本報告ではルーブリックによる達成度自己評価で
学生がどのように自らの理解度の評価を行ったか，またその評価が筆記試験とどのように対応しているか検
証した．
キーワード ‒ 統計学習，達成度試験，ルーブリック，自己評価

1

はじめに

2

金沢工業大学数理基礎教育課程では 1 年生の後
学期に「情報のための統計」科目を開講している．
この科目はデータサイエンスの基本となる数値デ
ータの統計的評価の実践演習を行いながら，その数
学的意味を理解するとともに，統計分析フリーソフ
ト「R」を使って，実際に社会にあるさまざまなデ
ータをいくつかの統計手法を用いて分析を実践し，
データサイエンスに関する知識と技能を深めるこ
とを目標としている．
この科目を実施するにあたり，学生の授業の理解
度を確認する達成度試験において，これまでの筆記
試験形式での評価でなく，学習した内容の理解度を
ルーブリックによる自己評価を実施した．本報告で
は，ルーブリックによる自己評価によって，学生が
自らの授業の理解度をどのように評価したかを報
告するとともに，評価の妥当性を筆記試験の結果と
比較することによって検証した．

2.1

授業の概要
授業内容と授業スケジュール

情報のための統計は表１に示す学習目標をもっ
て実施した．
表 1 学習目標
(1)

現代社会におけるデータサイエンスの役割

(2)

データの種類と取扱いと管理

(3)

データを確率変数として取扱うための数学的理解

(4)

正規分布などの確率関数に関する学習と理解

(5)

統計処理の基本とその数学的な概念の理解．

(6)

統計分析ソフト「R」を使用した統計分析の学習

(7)

チームによるデータ分析と発表

授業の流れを図１に示す．授業は対面とオンデマン
ド，Zoom によるオンライン授業を混合した，ハイ
ブリット型の授業を行った．授業 15 回中最初の 1
～11 回が個人活動として，統計に関する基礎知識
の習得と統計分析フリーソフト「R」
（以下「R」と
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する）を用いた統計分析の演習を行
データサイエンスの基本
対面およびネット授業
う．なお，
「R」については，
「R」の統
（テストおよびRによる演習課題の実施）
合開発環境アプリ「R Studio」ととも
統計分析の流れ
に，ガイダンスの実施時にインストー
多変量分析の自己学習（課外）
（多重回帰分析、主成分分析、因子分析）
ルを行う．
確率と相対度数
また，第 1～10 回目の取り組みの評
確率変数とデータ
価に関しては，対面授業で実施される
テーマの企画
小テスト，
「R」を使った課題により評
データの特性値
価し，最終的な達成度に関しては，第
統計分析の実践
12 回目に達成度試験としてルーブリ
達成度評価
データの性質と確率関数
ックによる自己評価を実施する．
(ルーブリック
発表と相互評価
による自己評価)
加えて，11～12 回目にこれまでの学
多変量分析（２変量）
チーム活動
習成果を基盤として，多変量解析（重
回帰分析，主成分分析，因子分析）の
図１．
「情報のための統計」授業の流れ
学習を各自で実施する．そして，この学習をふまえ
て，後半の 11 回～15 回はグループで世の中にある
表３．
「情報のための統計」評価項目
様々なデータを収集し統計的な分析を行う取り組
項目１
確率と相対度数に関する技能と理解
みを行う．
項目２
基本統計量に関する技能と理解
2.2

成績評価項目と達成度自己評価方法

2.2.1

項目３

確率や統計に関する概念の理解

項目５

相関係数と回帰直線に関する技能と理解

項目４

成績評価項目

情報のための統計における評価項目は表２に示
す通りである．

項目６
項目７

正規分布とその利用に関する技能と理解
データの分類に関する技能と理解
「R」を用いたデータ分析技能

表２．評価項目と得点
試験

ルーブリック自己評価

24％

小テスト

筆記による試験

20％

レポート

活動報告および報告書

15％

成果発表

ポスター相互評価

15％

その他

課題（統計学習および「R」に

26％

よる統計分析）
図２．自己評価問題

表２において試験の項目がルーブリックによる
自己採点の評価となる．また，小テストにおいて通
常の筆記試験によるテストを２回実施している．ま
た，レポートと成果発表はチーム活動による評価で
ある．
2.2.2

達成度評価方法

達成度評価を行うにあたってまず，
「情報のため
の統計」の学習項目を表３に示す７つの項目に分類
し，各項目に関する自己評価問題（図２）を提示す
る．学生は提示された問題をダウンロードし，解答
する．そして，解答した結果を自己採点し，ルーブ
リックの各評価基準（図３）に照らし合わせて，

図３．各項目の評価基準
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達成度を自己評価する（図４）．なお，達成度評価
に関しては，ネットでの実施とし時間制限を設けて
行った．

3

達成度評価と筆記試験との比較

図５はルーブリックで学生が自己評価を行った
結果と小テストで筆記試験を行ったときの結果の
関係を示したものである．この図から，ある程度の
相関がみられるものの，○で囲まれた部分に関して
はルーブリックの評価を筆記試験に比べて高く評
価している．今回の達成度自己評価を行うにあたり，
学生に対しては，過去の問題を見直し，学習項目を
しっかり理解した上で自己評価をするように伝え
ていた．また，ルーブリックの評価を高くしている
学生に対してヒアリングを行ったところ，試験で悪
かったところを復習し，理解を深めたことから高評
価を行ったとのことであり．達成度評価の際に行っ
た自己評価問題についても高評価とした学生は正
しく解答していたことも確認できた．以上のことか
らルーブリックに関しては，学生はある程度客観的
に評価していたことが明らかとなった．
以上のことから，ルーブリックの評価を達成度評
価として使うことは，学生の成績評価への意識の周
知徹底をふまえれば十分活用可能であると判断で
きる．

4

まとめ

図４．ルーブリック自己評価シート

図５．ルーブリックによる自己評価と筆記試験
結果の関係

参考文献

金沢工業大学数理基礎教育課程で 1 年生の後学
期に開講している「情報のための統計」科目におい
て，学生の授業の理解度を確認する達成度試験にお
いて，これまでの筆記試験形式での評価でなく，学
習した内容の理解度をルーブリックによる自己評
価を実施した．その結果，ルーブリックの自己評価
で学生の達成度を十分把握することが可能である
ことが確認できた．

(1)
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プログラミング教育必修化での利用を狙った
Python プログラミングの知識習得度テストの試作
山川 広人*，小松川 浩*，長谷川 理**
* 公立千歳科学技術大学 情報システム工学科
** 武蔵野大学 データサイエンス学部

Trial Development of Python Programming Knowledge
Test for Compulsory Programming Education
Hiroto YAMAKAWA *, Osamu HASEGAEA **, Hiroshi KOMATSUGAWA *
* Department of Information Systems Engineering, Chitose Institute of Science and Technology
** Faculty of Data Science, Musashino University
あらまし ‒ 本研究では，小中高の各学校段階のプログラミング教育の全面開始や，そのさらなる発展とな
る大学初年次段階でのプログラミング教育の接続を意識したレベル別プログラミング教材とその利用モデル
の実現を目的としている．特に近年，高校情報や大学初年次段階ではデータサイエンス教育も重視されてい
ることから，ツールとなる Python プログラミングを学び，その知識習得度を判定する仕組みづくりも重要
となる．本稿は受験者の Python の知識習得度の判定を狙ったテスト問題の試作と試用について述べる．
キーワード  Computer Based Testing，Python, プログラミング教育, 教材開発

1

はじめに

2

我が国では小中高各学校段階でのプログラミン
グ教育の全面実施・必修化が進んでいる．特に高校
段階では，2022 年度から情報科に新設される情報
I・II の中で，Python などのプログラミング言語を
用いてコンピュータの仕組みやアルゴリズム，デー
タの分析・活用の基礎を学ぶ内容が例示(1)されてい
る．さらに大学では初年次教育とも連係した数理デ
ータサイエンス・AI 教育が重要視されており(2)，こ
こでも無論プログラミングが重要となる．これらを
学習者が各段階の課程の中で十分に学んでいくた
めには，小中学校段階で学ぶプログラミング的思考
を土台としながら，高校での情報科教育，大学初年
次等の段階で必要なプログラミングに関する知識
や技能を体系的かつ接続的に学べることが鍵とな
る．
こうした背景の中で，本研究では学校段階の接続
を意識したレベル別のプログラミング教育教材と
利用モデルの実現を目指すことで，学校段階の接続
上の課題解決や，児童生徒ごとに異なる知識習得度
を意識した学びに活用できると仮定している．本稿
ではこの一環として行なった Python プログラミン
グの知識習得度テストの試作と試行を報告する．

知識習得度テストの試作

本稿の Python プログラミングの知識習得度テス
トは，上野ら（2020）が開発した Computer Based
Testing（CBT）システム(3)をベースとして，学習者の
Python プログラミングの習得度をレベル別で判定
できるよう狙ったものである．ベースシステムにつ
いて簡単に説明し，試作したテストについて述べる．
2.1

ベースシステム

ベースシステムでは，教員が事前に 7 段階の難度
にレベル分けされたテスト問題を一定量用意する
ことで CBT を実施できる．受験者が CBT で出題さ
れた問題に１問ずつ答案を送信するたび，システム
はその正否情報から受験者が正答できる確率の高
い難度レベルを推定し，そのレベルの問題を新たに
出題する．これを繰り返すことで，CBT の終了時に
受験者が安定して正答できる難度レベルを判定結
果として示す．また，CBT の結果も踏まえ，CBT の
設問をクイズや模擬テストとして利用もできる．こ
れにより，受験者が自らの知識習得度を測った上で，
知識の補習などに行える仕掛け作りを狙っている．
2.2

Python 用の知識習得度テスト

2.1 で述べたシステムでの動作を前提とし，高校
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表 1 Python 知識習得度テストの単元と問題数

生や大学初年次レベルを想定した Python プログラ
ミングの知識に関するテスト問題を用意すること
で，Python プログラミングの知識習得度を測るテス
トが実現できると仮定し，問題を整備した．表 1 に，
整備された単元と問題数を示す．
単元について，高校段階では，小中学校段階でプ
ログラミング的思考には触れつつも，初めてプログ
ラミング言語を学ぶ生徒が少なくないと想定し，
Python の基本的な記法と，条件分岐や反復処理とい
ったプログラミング的思考に基づく制御構文の単
元を整備した．さらに，情報 I でのアルゴリズム等
を使った実践的なプログラミングや，情報 II・大学
初年次におけるデータの分析・活用の分野の入り口
となるデータモデルや関数・クラスといった単元を
整備した．
問題数について，単元ごとに，レベル 1 が最も難

単元名

度の低い知識を問う設問（例：語句やプログラム記
述方法の確認）
，レベル 7 が最も難度の高い知識を
問う設問（例：実際のプログラムの穴埋め，処理結
果の思索など）となるよう，7 段階の難度レベルご
とに 8 から 10 問前後の整備を目標とした．図 1 か
ら図 3 に，条件分岐を例としたレベル 1, 4, 7 の設問
例を示す．難度レベルは，情報系を専門とする
Python プログラミング授業の担当教員が監修を行
うことで妥当性の担保を図った．

3

総問題数（問）

Python 入門

54

条件分岐

71

反復処理

57

リスト・タプル

98

辞書・集合

68

関数

60

クラス

61

図 1 条件分岐レベル 1 の設問例

知識習得度テストの試用と結果

2.2 で述べた Python プログラミングの知識習得度
テストは，高校の情報科や，その接続先となる大学
の初年次教育で利用できることを狙っている．本稿
では特に大学段階での利用を想定し，カリキュラム
の異なる A, B ふたつの大学の授業で知識習得度テ
ストの試用を行なった．その上で，学生のアンケー
ト結果からテストの難度の妥当性や実用性を確認
した結果を述べる．
3.1

図 2 条件分岐レベル 4 の設問例

A 大学での検証

A 大学では，情報系の学科の学生（学部 3 年生）
を対象に検証を行なった．学生の CBT の受験方法
として，機械学習の体験にむけて 3 回分の基礎的な
Python プログラミング文法を学ぶ授業の中で，授業
範囲の Python プログラミングの知識を配布資料等
で予習し，
CBT で知識習得度の確認や補習をするよ
うに指示をした．CBT の利用の終了後に，以下の設
問でアンケートを実施した．
Q1. 「この授業で Python を学習する前」のあな

図 3 条件分岐レベル 7 の設問例
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たの状況について，最も近いものを答えて
ください．
（5 択からひとつ選択）
Q2. CBT 用の問題の難しさはどうでしたか
（4 択からひとつ選択）
アンケートの有効回答者数は 65 名である．A 大学
の Q1 の回答を表 2 に示す．Q1 の結果から，CBT
を利用する授業の受講前の段階で，
学生の Python の
既習状況に違いがあることがわかる．この回答から，
Python 学習済（表 2 の番号 1,2 を選んだ学生）
・学
習中（表 2 の番号 3,4 を選んだ学生）
・未学習（表 2
の番号 5 を選んだ学生）の 3 郡に回答者を分けた上
で Q2 の回答結果をまとめたものが表 3 である．こ
の結果では，未学習の段階から CBT を利用した学
生の回答には「どちらかといえば難しく感じること
が多かった」
「どちらかといえば簡単に感じること
が多かった」と回答が割れているものの，全体では
「どちらかといえば簡単に感じることが多かった」
の回答が最も多い形となった．
3.2

番

人

割

数

合

選択肢
号

1

Python を頻繁に利用し，アプリ等を作

0

0%

9

14%

14

22%

11

17%

31

48%

っている
2

Python を使って何度か実際にアプリ
等を作ってみたことはある

3

Python の文法を学んだことはある(基
本的文法を一通りのレベル)

4

Python を 試 し た こ と は あ る (Hello,
World や簡単な文法レベル

5 Python に触れたことはなかった

表 3 A 大学の Q2 への回答（カッコ内は人数）
Python Python Python

B 大学での検証

B 大学では，データサイエンス系の学科の学生
（学部 1 年生）を対象に検証を行なった．検証を行
う授業は，Python の基礎をオンライン学習サービス
「PyQ」で学んでいることを前提に，Python でアル
ゴリズムやデータ収集の方法を学ぶ段階に位置づ
けられている．その中の 3 回分の授業に対して，自
らの CBT で知識習得度の確認や補習の必要性の確
認のために CBT を利用するよう指示した．CBT の
利用の終了後にアンケートを実施した．アンケート
の設問は，3.1 と同様で，アンケートの有効回答者
数は 82 名である．B 大学の Q1 の回答を表 4 に示
す．この結果から半数以上の学生が Python の文法
等を学習済であると回答していることがわかる．

選択肢

学習済 学習中 未学習

(9 名)

(25 名) (31 名)

簡単に感じることがほと
4

7

0

5

12

19

0

4

11

0

2

1

んどだった
どちらかといえば簡単に
感じることが多かった
どちらかといえば難しく
感じることが多かった
難しく感じることがほと
んどだった

3.1 と同様に Q1 の回答結果に基づき学生を 3 郡に
分け，
Q2 の回答結果をまとめたものが表 5 である．
この結果では，Python 学習中の学生であっても「ど
ちらかといえば難しく感じることが多かった」と回
答した学生の人数が特に目立つ．

4

表 2 A 大学の Q1 への回答

習した学生が大半と思われる一方で，
CBT の難度に
は「どちらかといえば難しく感じる」
「難しく感じ
ることがほとんどだった」と回答している．この結
果の差異について，A 大学の学生は情報系の学部 3
年生であり，Python 以外の他のプログラミング言語
を授業で習得している学生であることが影響して

テストの難度と実用性の評価

いる可能性が考えられる．A 大学の学生は別のプロ
グラミング言語の授業でも CBT を利用しており，
知識習得度テストの利用に慣れている．また A 大
学と B 大学の学生に「あなたの学習を手助けした
もの」を別の設問で聞いたところ，A 大学では「他
のプログラミング言語で学んだ知識」を挙げた学生
が多く，B 大学は「Web サイトや書籍の情報」を挙

A 大学と B 大学の結果の比較から，試作した知識
習得度テストの難易度と実用性について評価する．
A 大学では，Python に初めて触れる学生が大半を占
めているが，CBT の難度には「どちらかといえば簡
単に感じることが多かった」と答えた学生が多い．
その一方で，B 大学では Python の基本的文法を既
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表 4 B 大学の Q1 への回答
番

人

割

数

合

ングに十分に慣れていないことによるプログラミ
ングコードの穴埋めや，処理結果の思索などを難し

選択肢
号

1

Python を頻繁に利用し，アプリ等を作

1

さとして捉えている可能性がある．こうした要因は，
学生の知識習得度の判定結果を追跡するなど継続
的な検証で明らかにできると考えられ，これは今後
の課題である．
また，A 大学と B 大学で，授業環境にも違いがあ
る．A 大学では学生が授業資料を中心に Python の

1%

っている
2

Python を使って何度か実際にアプリ

6

7%

等を作ってみたことはある
3

Python の文法を学んだことはある(基

48

59%

14

17%

13

16%

基本文法を学ぶ段階で CBT を利用しているが，
B大
学では一般のオンライン学習サービスで Python の
知識をつけている前提で CBT を利用しており，学
生にとって CBT を利用する段階も同一ではない．
実用性を高める上で，より効果的な CBT，知識習得
度テストの利用シナリオも追求・検討していく必要
がある．

本的文法を一通りのレベル)
4

Python を 試 し た こ と は あ る (Hello,
World や簡単な文法レベル

5 Python に触れたことはなかった

5

おわりに

表 3 B 大学の Q2 への回答（カッコ内は人数）
高校段階や大学初年次段階におけるプログラミ
ング言語の学びにむけ，Python プログラミングの知
識習得度を測るテストが実現できると仮定し，その
試作を行なった．異なる大学での試用を通じて，利
用者のアンケート結果から，テスト内容の難度や実
用性を確認し，追求や改善の必要について述べた．

Python Python Python
選択肢

学習済 学習中 未学習

(7 名)

(62 名) (13 名)

簡単に感じることがほと
1

0

1

んどだった

謝辞

どちらかといえば簡単に
4

14

6

1

41

6

1

7

0

本研究は JSPS 科研費 JP20K03234 の助成を受
けたものである．

感じることが多かった
どちらかといえば難しく
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ト問題は，低い難度レベルの問題ではプログラミン
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グ的思考やキーワードの確認が出題されるため，他
のプログラミング言語の知識を置き換えて回答で
きるものもある．こうした部分が「簡単に感じる」
意見に繋がった可能性がある．
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大学ｅラーニング協議会ニューズレター
発 行︓大学 e ラーニング協議会 事務局

1. 会長 ご挨拶
会長 小松川 浩
公立千歳科学技術大学
今年度より、不破 泰前会長からのバトンを引き継ぎ、運営にあたらせて頂くことになりました。
皆様のお声を大事に進めて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、DX 時代の教育改革が求められる中、効率的な大学運営の中で学生個々の学びの質を高め
ていくことが求められています。また、コロナ禍で実施されたオンライン教育のノウハウも、自律
的な学習の重要性の再認識へと繋がり、継続的・発展的に展開されると期待されます。こうしたト
レンドを見据え、部会を中心に、オンライン教育に関わるシステムの導入・運用方法の共有、基盤
系の教材と利用方法の共有、各大学での事例の共有を、部会幹事の先生方を中心に、テーマの設定
を行っています。
第一部会では、Moodle や Google などのオープンなシステムの導入やそれを活用した教育サービ
スの運用方法を共有して行きます。第二部会では、各大学で共通的に利用可能な教材の収集を図っ
ています。特に今年は数理データサイエンス教育に関わる教材の共有を検討しています。また、第
三部会では、こうした教材を活用した反転学習などの自律学習に向けた事例の共有を検討していま
す。
是非多くの会員の皆様に積極的にご参加頂き、事例を相互に共有して、各大学の教育の質向上の
ご参考にして頂ければと思います。また年度末の総会では、対面での実施の可能性も模索しつつ、
総会フォーラムの準備・検討にも入っています。皆様と岡山でお会いできますことを楽しみにして
おります。

2. 2021 年度代表幹事校 ご挨拶
2021 年度代表幹事校
愛媛大学
2021 年度は、愛媛大学が e ラーニング協議会の代表幹事校を担当させていただきます。今回は、
中国・四国地区開催とし、岡山理科大学を会場として開催いたします。
当協議会の発展のために微力ながら尽力させていただきます。総会フォーラムは、2022 年 3 月
8 日～9 日に岡山理科大学において、日本リメディアル教育学会（JADE）ICT 活用教育部会との合
同で開催予定です。詳細が決まりましたら、メール等でお知らせいたします。幅広いテーマの研究
や先駆的な実践事例、活発な意見交換等により、皆さまに多様な知見に触れる機会が提供できるよ
う準備を進めてまいります。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
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3. 2021 年度 運営体制
2021 年度は以下の体制で運営して参ります。
会長

小松川 浩（公立千歳科学技術大学）

代表幹事校

愛媛大学

事務局長

望月 雅光（創価大学）

幹事校

岩手県立大学、愛媛大学、大手前大学、金沢大学、熊本大学
公立千歳科学技術大学、佐賀大学、信州大学、創価大学、帝塚山大学
長岡技術科学大学、山梨大学

監査校

大手前大学、帝塚山大学

4. 2020 年度 UeLA フォーラム・総会の報告
UeLA 事務局
1） 2020 年度フォーラム
2021 年 3 月 9 日、
「ポストコロナにおけるオンライン教育のありかた」をテーマに、フォーラム
をオンライン開催いたしました。
午前の部では，日本リメディアル教育学会（JADE）ICT 活用教育部会との共催にて、口頭発表
が行われました。2 つのセッションに分かれ、計 14 件の研究発表が行われました。
午後の部では、当協議会主催のフォーラムとし、基調講演、事例報告、パネル討論、総括が行わ
れました。基調講演では、文部科学省高等教育局専門教育課・科学・技術教育係長 河本 達毅氏を
お迎えし、
「オンラインへの期待と展望」というテーマでお話をいただきました。また、事例報告と
しまして、6 大学（愛媛大学、信州大学、創価大学、帝塚山大学、長岡技術科学大学、山梨大学）
より、新型コロナウイルスの感染症の対策として実施された、オンライン教育をより効果的なもの
へと継続・発展させるための教育実践事例が報告されました。その後、小松川浩 新会長の司会進行
のもと、1）ポストコロナを見据えた各大学の方向性、2）個別最適化・学習者本位の学びのために、
をテーマに、フォーラム登壇者をパネラーとしたパネル討論が行われました。最後に、当協議会の
総括としまして、当協会共通基盤教材担当 山川広人氏（公立千歳科学技術大学）より、共通基盤教
材の紹介がありました。
フォーラムは 77 名の方がオンラインにてご参加いただきました。ご参加いただいた皆様、ご協
力いただいた皆様に、改めて感謝申し上げます。なお、フォーラム予稿集および発表資料につきま
しては、下記のアドレスにて公開しております。
UeLA・JADE 合同フォーラム 2020 予稿集
https://uela.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/20210309_yoko.pdf
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2） 2020 年度総会
フォーラム同日（2021 年 3 月 9 日）
、オンラインにて 2020 年度総会が開催されました。審議事項、
報告事項は以下の通りで、全て承認されました。
 審議事項
1. 決算について
2. 予算について
3. 2021，2022 年度，監査校について
新
監査校



旧

大手前大，帝塚山大学

熊本大学，佐賀大学

報告事項
1. 2020 年度加盟・退会校の状況
2. UeLA＆JADE 合同フォーラム 2020 について
3. 共通基盤教材利用状況について
4. 部会実施報告について
5. 2021 年度フォーラムについて
6. 任期満了に伴う会長の選任，事務局長の任免について
新

旧

会長

小松川 浩(公立千歳科学技術大学)

不破 泰(信州大学)

事務局長

望月 雅光(創価大学)

小松川 浩(公立千歳科学技術大学)

5. 2021 年度事業予定
事務局長 望月雅光
創価大学
1）

幹事校ミーティングの開催

日程が決まり次第、メール等でお知らせします。
2）

UeLA & JADE 合同フォーラム 2021 の開催

日時 2022 年 3 月 8 日，9 日
会場 岡山理科大学（状況をみて、対面もしくはオンラインで実施予定）
内容 ・基調講演
・個人発表（JADE との共催予定）
・幹事校ミーティング
・情報交換会
3）

部会の行事

日程が決まり次第、メール等でお知らせします。
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6. 協議会よりお知らせ
1）

大学 e ラーニング協議会（UeLA）の取り組みに関するアンケート

2021 年 6 月 10 日から 20 日までの間、協議会の現状とニーズを把握するため、加盟大学および
メルマガ登録者を対象に e ラーニングの取組状況に関する Web アンケート調査を実施いたしまし
た。
お蔭様で、貴重なご意見を多数いただくことができました。お聞きいたしましたご意見を踏まえ
て、部会活動の活発化や、共通基盤教材の提供内容の改善をして参ります。今後もお気づきの点が
ございましたら、UeLA 事務局までお聞かせいただきますと幸いです。
アンケートの回答にご協力いただき、お礼申し上げます。

2）

共通基盤システム活用のご案内

協議会では、文部科学省の補助事業で行っておりました大学間共同教育連携事業の成果を引き継
ぎ、本協議会会員向けサービスとして、基盤教育向けの e ラーニング教材の共同利用を開始しまし
た。数学（中学・高校・大学初級）
、日本語、SPI 対策をまずは利用できます。また、年内には英検
対策（5 級から準 2 級）までの内容を整備します。
会員大学は、試験利用期間（1 年間程度）は無料で、本格利用に際しては年間 7 万円で、どの科
目でも利用可能としています。詳しくは、下記までご連絡ください。
公立千歳科学技術大学 理工学部 教授 小松川浩 hiroshi@photon.chitose.ac.jp
公立千歳科学技術大学 理工学部 講師 山川広人 yamakawa@photon.chitose.ac.jp

3）

大学間連携 FD 研修 要請のご案内

協議会では、ICT を活用した FD 研修やシステムに関する利用説明に対する、大学間の調整を行
っています。
上記の共通基盤を活用した事例の紹介、入学前教育の実践事例、反転学習の取組み、また、Moodle
の運用方法等、連携大学が提供可能な情報について、講師派遣の形で、各大学の FD 研修などに派
遣をいたします。
協議会 HP の「視察・講師派遣」ページをご覧いただき、ご興味のある大学は、担当校 信州大学
新村（uela-dispatch@googlegroups.com）までご連絡ください。
「視察・講師派遣」ページ：https://uela.jp/visit/
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7. 書籍のご案内
当協会では，以下の書籍を監修しております。ご購入、図書館への推薦など、ご周知くださいま
すようご協力よろしくお願いいたします。
大学における e ラーニング活用実践集 大学における学習支援への挑戦 2



日本リメディアル教育学会（http://www.jade-web.org/）と本協議会が監
修した書籍「大学における e ラーニング活用実践集 大学における学習
支援への挑戦 2」が、2016 年 1 月 30 日に、ナカニシヤ出版から発行され
ました。この書籍は、大学教育現場での ICT を活用した教育実践とアク
ティブラーニングを含む新たな教育方法、教育効果の評価に関する知見
をまとめ、さまざまなノウハウとともに紹介したものです。
http://www.nakanishiya.co.jp/book/b214708.html

大学初年次における日本語教育の実践: 大学における学習支援への挑戦 3



日本リメディアル教育学会と本協議会の協力により出版された書籍「大
学初年次における日本語教育の実践: 大学における学習支援への挑戦 3」
が、2018 年 3 月 30 日に、ナカニシヤ出版から発行されました。
この書籍は、大学教育現場である国立・私立・短期大学で、初年次教育
に日本語教育を取り入れていくために必要な全学的な普及推進、科目運
営、体制、ICT 活用を含む実施方法などを具体的な事例も踏まえて紹介、
教育方法、教育効果の評価に関する知見をまとめ、さまざまなノウハウと
ともに紹介したものです。
http://www.nakanishiya.co.jp/book/b353169.html

8. 事務局からのご案内
1）

会費納入のお願い

2020 年度および 2021 年度の会費未納の機関は、納入をよろしくお願いいたします。
振込口座 銀行名：北洋銀行
支店名：千歳中央支店
口座番号：普通 4126901
口座名義：ﾀﾞｲｶﾞｸｲｰﾗｰﾆﾝｸﾞｷﾖｳｷﾞｶｲ
大学ｅラーニング協議会
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2）

加盟大学イベント案内

加盟大学主催のフォーラム等の案内を当協議会ホームページ上でご案内させていただいており
ます。掲載を希望する大学は事務局までご連絡ください。
協議会加盟大学の皆様が学会表彰を受けられたニュース等もニューズレターに掲載させてい
ただきたいので、情報がございましたら是非お寄せください。

大学ｅラーニング協議会ニューズレター NO.22
発
行： 大学ｅラーニング協議会 事務局
発 行 日：2021 年 7 月 8 日
お 問 合 せ：office@uela.jp
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2021-12-13 NO.23（2021 vol.2）

大学ｅラーニング協議会ニューズレター
発 行︓大学 e ラーニング協議会 事務局

1. 大学 e ラーニング協議会/日本リメディアル教育学会
合同フォーラム 2021（ご案内）

Society5.0 の到来により拡大した、国や地域を超えた社会的・経済的な結びつきを背景として、
人々の働き方やキャリア、社会や人生の在り方に対する価値観は多様化しています。そのような変
革の時代に求められる人材を育成することは、高大社連携における目標であり、社会的使命のひと
つであるといえます。特に、連携の促進をもたらす ICT 活用教育は、コロナ禍により急速な広がり
を見せ、多くの実践報告や効果の検証がなされました。これらの実績により、一時的な感染対応策
ではなく、効果的な教育方略としての有用性が広く共有されるにいたりました。現在も、ブレンデ
ィッド、ハイブリッド、ハイフレックスといったさまざまなかたちで ICT 教育が実践され、DX 推進
の流れを受け、世界的な発展を続けています。これら ICT 活用教育の進展は、効果的な高大社トラ
ンジションの推進力となるといえます。
こうしたことから、本総会・フォーラムでは、高大社トランジションを見据えた課題と ICT 活用
教育のあり方について、情報の共有を図ることとし、特に、2 題の基調講演を軸としたプログラム
としております。基調講演は、桐蔭学園 理事長

溝上慎一先生による「高大社トランジションを見

据えた教育と ICT 活用の推進と課題」、京都大学 松下佳代先生による「トランジションを見通した
コンピテンシーの育成―対話型論証の活動を通じて―」となっており、ご講演後、溝上慎一先生、
松下佳代先生、公立千歳科学技術大学の小松川浩先生によるミニシンポジウムを予定しております。

また、午前の事例発表会（第２・第３部会の合同企画）では、ポストコロナを見据えた
オンライン教育の方向性について、コロナ禍の経験を踏まえて会員大学よりご報告を頂き
ます。さらに、午後の最後のワークショップでは、当日会場にご参加される方々による意
見交換を行います。コロナ後の授業対応や授業外でのコンテンツ利用など、会員の皆様か
ら随時話題を提供頂きながら、各機関の課題の共有と解決案の検討を図っていく予定です。
本会の開催が、皆さまに幅広いテーマの研究や先駆的な実践事例、活発な意見交換等、多様な知
見に触れる機会となることを期待します。
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1）
テ

合同フォーラム詳細
ー

マ

主 催 ・ 共 催

日

程

会

場

対

象

者

高大社トランジションを見据えた課題と ICT 活用教育のあり方
主催：大学 e ラーニング協議
共催：日本リメディアル教育学会
2022 年 3 月 8 日(火)
UeLA & JADE 合同フォーラム／UeLA 総会／UeLA フォーラム
岡山理科大学
岡山キャンパス（〒700-0005 岡山市北区理大町 1-1 ）
大学 e ラーニング協議会加盟校教職員ならびに日本リメディアル教育学会
会員、教育関係者

案
内
ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ

https://uela.jp/event/forum2021/

そ

の

開催方法は現地開催と Zoom のハイブリットとなります。

2）

プログラム



他

3 月 8 日(火) 開催方法：現地開催と Zoom のハイブリット

午前の部：現地で発表
10:00〜11:00

事例発表報告

11:00〜11:20

開催校挨拶/大学 e ラーニング協議会 会長挨拶

11:20〜11:50

UeLA 総会

午後の部：Zoom で発表
13:00〜14:00

基調講演
桐蔭学園理事長 溝上慎一先生
「高大社トランジションを見据えた教育と ICT 活用の推進と課題」

14:00〜15:00

基調講演
京都大学 松下佳代先生
「トランジションを見通したコンピテンシーの育成―対話型論証の活動を通じて―」

15:00〜15:30

ミニシンポジウム
溝上先生 松下先生 小松川先生 司会：望月先生

15:40〜17:10

UeLA & JADE 合同フォーラム（口頭発表）・各 20 分

17:10〜18:40

第 1、2、3 部会合同ワークショップ

※発表は現地のものと Zoom のものがありますが、聴講に関してはどちらにも対応しております。
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3）

申

口頭発表

込

方

法

下記申込ページより、発表タイトル（40 字以内）、発表内容要旨（200 字
以内）を明記の上、お申し込みください。
https://uela.jp/events/h20220308/#1607388092089-5ce0e56a-3689

切

2021 年

12 月

23 日（木）

予 稿 集 原 稿
提
出
〆
切

2022 年

2月

8 日（火）

申

込

〆

2. 協議会よりお知らせ
1） 共通基盤システム活用のご案内
協議会では、文部科学省の補助事業で行っておりました大学間共同教育連携事業の成果を引き継
ぎ、本協議会会員向けサービスとして、基盤教育向けの e ラーニング教材の共同利用を開始しまし
た。数学（中学・高校・大学初級）
、日本語、SPI 対策をまずは利用できます。また、年内には英検
対策（5 級から準 2 級）までの内容を整備します。
会員大学は、試験利用期間（1 年間程度）は無料で、本格利用に際しては年間 7 万円で、どの科
目でも利用可能としています。詳しくは、下記までご連絡ください。
公立千歳科学技術大学 理工学部 教授
公立千歳科学技術大学 理工学部 講師

小松川浩
山川広人

hiroshi@photon.chitose.ac.jp
yamakawa@photon.chitose.ac.jp

2） 大学間連携 FD 研修 要請のご案内
協議会では、ICT を活用した FD 研修やシステムに関する利用説明に対する、大学間の調整を行
っています。
上記の共通基盤を活用した事例の紹介、入学前教育の実践事例、反転学習の取組み、また、Moodle
の運用方法等、連携大学が提供可能な情報について、講師派遣の形で、各大学の FD 研修などに派
遣をいたします。
協議会 HP の「視察・講師派遣」ページをご覧いただき、ご興味のある大学は、担当校 信州大学
新村（uela-dispatch@googlegroups.com）までご連絡ください。
「視察・講師派遣」ページ：https://uela.jp/visit/
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3. 書籍のご案内
当協会では，以下の書籍を監修しております。ご購入、図書館への推薦など、ご周知くださいま
すようご協力よろしくお願いいたします。
大学における e ラーニング活用実践集 大学における学習支援への挑戦 2
日本リメディアル教育学会（http://www.jade-web.org/）と本協議会が監
修した書籍「大学における e ラーニング活用実践集 大学における学習
支援への挑戦 2」が、2016 年 1 月 30 日に、ナカニシヤ出版から発行さ
れました。この書籍は、大学教育現場での ICT を活用した教育実践と
アクティブラーニングを含む新たな教育方法、教育効果の評価に関する
知見をまとめ、さまざまなノウハウとともに紹介したものです。
http://www.nakanishiya.co.jp/book/b214708.html



大学初年次における日本語教育の実践: 大学における学習支援への挑戦 3
日本リメディアル教育学会と本協議会の協力により出版された書籍
「大学初年次における日本語教育の実践: 大学における学習支援への挑
戦 3」が、2018 年 3 月 30 日に、ナカニシヤ出版から発行されました。
この書籍は、大学教育現場である国立・私立・短期大学で、初年次教
育に日本語教育を取り入れていくために必要な全学的な普及推進、科目
運営、体制、ICT 活用を含む実施方法などを具体的な事例も踏まえて紹
介、教育方法、教育効果の評価に関する知見をまとめ、さまざまなノウ
ハウとともに紹介したものです。
http://www.nakanishiya.co.jp/book/b353169.html



4. 事務局からのご案内


加盟大学イベント案内
加盟大学主催のフォーラム等の案内を当協議会ホームページ上でご案内させていただいており
ます。掲載を希望する大学は事務局までご連絡ください。
協議会加盟大学の皆様が学会表彰を受けられたニュース等もニューズレターに掲載させてい
ただきたいので、情報がございましたら是非お寄せください。

大学ｅラーニング協議会ニューズレター NO.23
発
行： 大学ｅラーニング協議会 事務局
発 行 日：2021 年 12 月 13 日
お 問 合 せ：office@uela.jp
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