
．はじめに

近年、 を活用した教育の一つとして多くの大学で ラーニングが実施されている ）。

ラーニングは、 コンピュータやインターネット、モバイル端末等の情報コミュニケーショ

ン技術（ ）を用いて、学習者が主体的に学習できる環境による学習形態 ）であり、い

つでも、どこでも、何度でも、学習者のペースで学習できる点に特徴がある。

大阪商業大学（以下、本学）においても、 年に ラーニングシステムが導入され、主

に有償のコースウェアを学生に自主的に利用させる方針で運用されている ）。しかしなが

ら、活発に利用されているとはいえない。筆者たちは、その主な理由は、以下の 点である

と考えている。

）自学自習用の教材を ラーニングシステム上に提供し、いつでも使えることを周知し

ても、資格取得など明確な動機を持った学生以外は、積極的に利用しない ）。ま

た、いったん利用しはじめたとしても、学習の途中で意欲を失った場合、回復する手
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）メディア教育開発センター（ ）が実施した ラーニング等の を活用した教育に関する調査
によると、 年度の日本の大学における ラーニング実施割合は ％であった。
）メディア教育開発センター（ ） 。 ラーニングの定義については必ずしも固定的なものがある
わけではないが、メディア教育開発センターは ラーニングをこのように定義して 活用教育に関する
調査をおこなっている。本稿では、この定義にしたがうことにする。
）本学が導入している ラーニングシステムは、 で、語学・簿記会計・情報系のコー
スウェアを提供している。富士通株式会社、 ラーニングシステム 、オンライ
ン、 （ 年 月 日アクセス）。
）もちろん、学習者の意思によって好きなときに自由に利用できるという ラーニングの特徴からすれ
ば、それで役割を果たしているといえる。



段がない。

）一方、自分が持っている 知 を学生に伝えたいと考えている教員の多くは、市販の

コースウェアを学生に提供し、自学を促すだけの教育には満足しない。かといって、

ラーニングシステムに対応した独自の教材を作成し、提供しようとすると、技術的

敷居が高く、時間的にも経済的にも負担が大きいことから、自身の教育活動に ラー

ニングを積極的に活用しようとする教員が少ない ）。

このような状況を改善する方策を検討する過程で、筆者たちは、 ラーニングを積極的に

活用した教育提供形態としてブレンデッドラーニングに注目するに至った。これは、 ラー

ニングを自学自習用にのみ利用するのではなく、対面授業の補助的な用途、たとえば、授業

の復習による知識の定着や不足知識の補充、学習者間のコミュニケーション等を活用した発

展的な学習に利用するものである。この方式では授業内容と密に連携した教材が ラーニン

グシステムで提供されるので、授業を履修している学生は必然的に ラーニングを利用する

ことになり、 ）の課題にこたえることができる。

さて、ブレンデッドラーニングでは、授業の内容に対応した学習やコミュニケーションを

ラーニング上でおこなうので、 ラーニング用教材の作成・提供やコミュニケーションの

場の設定作業は、授業を担当している教員が主体となっておこなうことになる。このとき、

上で述べた ）の問題を解決しておくこと、すなわち、教員にとって技術的な敷居が低く、

使いやすい ラーニングシステムを用意しておくことが必要となる。

このような背景から、筆者たちは、特別なソフトウェアやスキルがなくても授業用

ページが構築でき、授業に対応しつつ柔軟に教材提供ができる ラーニングシステムとし

て、 年度にコース管理システム（ 、以下 と称す）を

導入した。以後、これを使ってブレンデッドラーニングを実施している。

本稿では、まず、 ラーニングにおける教材提供形態の変遷を短く振り返った後、

がブレンデッドラーニングに適した機能を備えていることを示す（第 章）。つぎに、筆者

たちが使用した ソフトウェアである の概要を述べ（第 章）、これを使って実

施したブレンデッドラーニングの実践事例を紹介する（第 章）。最後に、 に記録

された学習履歴データから、受講学生の ラーニング利用実態を明らかにするとともに、授

業実践において得られたいくつかの知見を示す（第 章）。なお、 を含むシステム

構築のあらましを付録に記した。
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）これらの課題は、本学の ラーニングに限ったものではなく、多くの大学で人員やスキル不足が問題に
なっている。メディア教育開発センター（ ）によると、 を活用した教育実施の課題 に関するア
ンケートの回答結果では、 システムやコンテンツを作成、維持するための人員が不足していること
（ ％） が最も多く、次いで 教員の 活用教育に関するスキルが不十分であること（ ％） で
あった。



コース管理システムを用いたブレンデッドラーニングの実践（樽磨・佐藤）

．コース管理システム（ ）

ラーニングにおける教材提供形態

ラーニングの初期段階では、 等のメディアで配布される教材をスタンドアロ

ンのコンピュータで利用する学習形態が一般的であった。これを （

）と呼ぶ。この形態では、一連の項目を学習するための完結した教材を作成し、こ

れを 等で提供することになるので、教材の更新は費用と時間がかかるものであっ

た。

現在では、ネットワークに接続されたコンピュータや携帯端末を使って、 サーバ

に置かれた教材を ブラウザで利用する （ ）が主流となって

いる。この形態では、 サーバにおかれた教材を利用者間で共有しているので、一か

所の教材を更新するだけで、利用者は即時に最新の教材を利用することができる。これに

よって、教材を適宜更新しつつ、これを利用することができるようになった。

ブレンデッドラーニングと

年代前半、 の教材提供形態を基本とし、授業科目（コース）ごとに ペー

ジを構築・利用できる ラーニングシステムとして、 が広く使われるようになった ）。梶

田（ ）が を 高等教育機関における一学期分の授業など、ひとまとまりの教育プ

ロセス（ コース）において、授業時間だけでなく、課外時間での教育・学習活動も含め、

トータルに支援することにより、教育効果及び学習成果を最大にするためのシステム と定

義している ）ように、 は授業を支援するためのシステムであり、ブレンデッドラーニ

ングに適した以下のような機能を備えている。

・ 型の教材提供・利用機能 授業の進行にあわせた教材を逐次 ラーニングで提供

していく場合、頻繁に内容を更新できる 型の教材提供・利用機能は必須である。

・コミュニケーション・コラボレーション機能 電子メールや 等のコミュニケー

ションツール・コラボレーションツールを活用して、学習者同士、教師と学習者間の

ディスカッションなどインタラクティブな活動をおこなうことができる。

・教材管理機能 作成した教材をコースごと授業回ごとに整理・保存しておけるので、増

えつづける教材を効率よく管理できる。

・アカウント管理機能 たとえば、コースサイトの利用を授業の履修登録者のみに制限す

るなど、利用者を特定したコース運営ができる。また、以下の学習履歴管理機能や成績

管理機能に活かされる。

・学習履歴管理機能 学生個々の教材利用状況や課題提出状況などを把握できるので、学

生の理解度を確認しつつ授業を運営する、教材を改良するなど、 ラーニングと対面授

）学習管理システム（ 、 ）も と同様の意味で使われることがあ
るが、 は、学生の在籍期間全体を対象として、単位取得までの管理をおこなうのに対して、
は、授業単位での学習支援をおこなう比較的小規模なシステムといえる。
）梶田将司（ ） コース管理システムの発展と我が国の高等教育機関への波及 、メディア教育研究、
、 。



業の連携を図る上で有益な情報を得ることができる。

・成績管理機能 授業の成績評価に使用する情報（課題の採点結果、試験結果など）を記

録・整理できる。

．オープンソース

の導入

現在入手可能な ソフトウェアには、有償の ）、 ）をはじ

め、無償で入手できる ）、 ）などいくつかの種類がある。筆者たちは、

これらの の中から ）を選択し、導入した。主な選択理由は、システム運用に

かかわる以下の 点である。

） はオープンソース ）であり、無料で入手できる。さらに、 を動作さ

せるために必要なソフトウェアも無料で、かつ、比較的貧弱なハードウェアスペック

でも安定的に動作する。これらの点で、経済的負担が軽く、個人研究室レベルでの導

入・運用に適している。

）オープンソースなので基本的にベンダーサポートはないが、ネットにおけるコミュニ

ティが活発に機能しており、システム運用上のノウハウの収集やトラブル対応など、

身近に相談相手がいない場合、これが大きな助けとなる。

は、筆者の一人が研究室で運用している研究用サーバ（以下、本マシン）に導入

した。今回のブレンデッドラーニング実施においては、学内・学外を問わずどこからでも

日 時間 ラーニングが利用できる環境を提供することを重視した。そこで、学外からも本

マシンにアクセスできるよう、ファイアウォール等の設定を本学ネットワーク管理者に依頼

した。本マシンの実行環境の整備ならびに 導入のあらましを付録に記した。

を含むシステムの構成

を含むシステムの全体構成を図 に示す。 は、 サーバ上で動作す

る アプリケーションである。 が扱う教材や学習履歴データは、データベース

サーバで管理され、 はデータベースサービスのクライアントとしてこれにアクセス

する。メールサービスにおいても、 はクライアントとして機能し、送信するメール
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）株式会社エミットジャパン、 、オンライン、
（ 年 月 日アクセス）。

）株式会社ウェブクラス、 ベースのインターネット教育システム 、オンライン、
（ 年 月 日アクセス）。

）関西大学教えと学び連環室、 、オンライン、
（ 年 月 日アクセス）。

）メディア教育開発センター、 、オンライン、 （ 年
月 日アクセス）。

） 。オーストラリアの
によって開発された 。 、

、オンライン、 （ 年 月 日アクセス）。
）ソースコードが公開され、誰でも改良・再配布できるソフトウェアのこと。



コース管理システムを用いたブレンデッドラーニングの実践（樽磨・佐藤）

の処理をメールサーバに依頼する。このように、全体構成は 層構造のクライアントサーバ

システムとなっており、ユーザ（教員・学生）は、基本的に クライアントすなわち

ブラウザの操作のみでシステムを利用することができる。

におけるコースの構築

内に作成された授業用の ページをコースサイトと呼ぶ。図 に示すよう

に、教員が 内にコースをつくり、その中にリソース（ファイルやリンク情報など）

と活動モジュール（課題や小テストなど学生が参加しておこなう機能）を登録していく仕組

みになっている。授業回ごとにセクションを設け、リソースや活動モジュールを整理して格

納するのが一般的である。学生は、履修している授業に対応するコースサイトにアクセスし

て、教材の利用や課題の提出をおこなう。

リソースの主なものは、アップロードしたファイル（講義資料や予復習・発展学習のため

の教材など）と別途用意した教材や参考サイトへのリンク情報である。一方、代表的な活動

モジュールには、以下のようなものがある。

・小テストモジュール 自動採点されるテストで、多肢選択問題、 問題、記述式問

題、組み合わせ問題、穴埋め問題などを作成できる。

・課題モジュール レポート提出機能で、学生は、 ブラウザ上で直接レポートの文

章を書き込むか、別途作成した課題ファイルをアップロードすることができる。

・フォーラムモジュール 電子掲示板（ ）と同等の機能で、教師と学生あるいは学生

同士の意見交換や、投稿した課題レポートの相互評価などに利用できる。

・投票モジュール、フィードバックモジュール アンケート作成・集計・提示機能で、学

生の理解力調査や意見収集に利用することもできる。

図 を含むシステムの構成図

図 におけるコースサイトの概念図



そのほか、ブログ、チャット、 ）、用語集 ）などコミュニケーション・コラボレー

ション作業用の活動モジュールが用意されている。さらに ）規格の教材、
）で作成した教材を登録することもできる。

教員は、これらのリソースと活動モジュールを選択的に利用して、目的にあわせた独自の

コースサイトを構築することができる。コースサイトの具体例は、次章で紹介する。

．ブレンデッドラーニングの実践

概 略

前章で紹介した を使用して、筆者の一人が担当する科目でブレンデッドラーニン

グを実施した。ここでは、一般教室でおこなった講義科目 情報ネットワーク論 （前期）

（後期） ）の実践事例を紹介する。

ブレンデッドラーニングの準備

授業開講前に 上にコースサイトを開設し、講義要綱の記述内容や受講上の注意

等、授業全般に関する項目を掲載した。初回の授業で、学生にブレンデッドラーニング形式

の授業をおこなう旨を宣言し、コースサイトのアドレスを伝えるとともに、教材の内容を紹

介し、利用方法を説明した。コースサイトを利用するためのアカウントは、自己登録方式を

採用した ）ので、学生に登録方法を説明し、次回の授業までに完了しておくことを宿題と

した。

毎週の授業

毎週の授業の基本的な流れを図 に示す。教員は、 事前に教材をコースサイトに公開

（登録）し、 一斉授業（講義）をおこなう。授業後、学生は、 コースサイト上の教材を
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）複数人で つの ページを編集する機能。
）参加者が共同で用語の解説集を作成する機能。
） 。アメリカ国防総省の （

）が制定した コンテンツの相互運用性を保証するための標準規格。
）カナダのヴィクトリア大学で開発された ベースの練習問題作成ソフトウェア。

、 、オンライン、 （ 年 月 日アクセ
ス）。
）いずれも本学、副専攻情報システムコース、 年次配当の半期科目で、開講曜日時限は水曜日 限（

）、受講者数は 名規模である。実際の受講者数等の詳細は、 学生の ラーニング利用
実態 を参照されたし。
） における主なアカウント登録の方法には以下の 種類がある。
）ユーザ名、パスワード、メールアドレスなどを学生が仮登録し、登録メールアドレスに送られたシ
ステムからのメールが読めることを認証手段として登録する。
）管理者が事前に一括登録する。

今回は、 ）の方法で学生に各自登録させた。この方法では、メールアドレスやユーザ名など、学生の記
入情報に誤りがあると、登録が完了できないので、学期はじめには多くの問い合わせがあり、対応に追わ
れた。また、ユーザ登録に失敗し、 ラーニングの使用を断念した学生もいた。これらの問題を解決する
ためには、教務データと連携し、全学生もしくは履修登録学生のアカウントを事前登録しておくなどの措
置が必要である。



コース管理システムを用いたブレンデッドラーニングの実践（樽磨・佐藤）

利用して個別学習をおこなう。教員は、 学生の受講履歴や課題提出状況を確認しつつ 次

回の授業内容を見直し、教材を準備する。

一斉授業（講義） は、主としてパワーポイントで作成したスライドを用いておこな

い、必要に応じて書画カメラ・ペンタブレット・板書等を使用した。スライドの抜粋縮小版

（ハンドアウト）、授業内容の理解度を短時間で確認するための問題集（チェックシート）、

参考文献・資料のコピー等をプリントとして配付した。

コースサイトの例

回の授業ごとに授業内容に対応した教材（リソースと活動モジュール）を用意し、授業

前にコースサイトに登録した（図 教材の公開 ）。リソースとして扱えるファイルの種

類に制約はなく、ワードやエクセル、パワーポイントなどのオフィス系ソフトで作成した教

材をはじめ、画像ファイルや音声・動画ファイルなど手持ちの教材ファイルを適宜アップ

ロードして利用することができる。こうして逐次教材をそろえていき、半期の授業が終了し

た時点で授業用 ページ全体が完成する。

今回の授業実践では、授業の予復習、発展学習、課題の提出といった用途に ラーニング

を利用した。 回分の授業に対応したコースサイト（セクション）の具体例を図 に示す ）。図

中の の内容は、以下のとおりである。

．授業のタイトルと概要

この記述によって、学生は事前に授業内容を把握できる。また、欠席時の授業内容や

これまでの授業の流れを随時フォローできる。

図 実践授業におけるブレンデッドラーニングの流れ

）図は、 年度前期の 情報ネットワーク論 第 講の内容である。年度毎にコースサイトを更新し
ているので、 年度版のコースへはアクセスできないが、開講中の科目については

からアクセスできる（ 年 月現在）。ゲストアカウントで教材
の閲覧はできるが、小テストの受験や課題の提出はできない。



．授業で配付する（した）プリント

ハンドアウトとチェックシートを 形式に変換したファイル。

．教室でのみ配付し、コースサイト上に公開していない資料の紹介 ）

．授業内容復習用の小テスト

授業中に配付したチェックシートの問題をオンラインで受験できるようにしたもの。

短時間で授業内容の復習ができることを考慮して、各授業回の問題数は 問から 問

の範囲としている ）。

．授業内容に関連した小レポート

若干の学習や調査をすれば解答できる簡単な記述式の問題を提示し、 上で解答

できるようにしたもの。

．参考サイトへのリンク

．前回のチェックシート問題の正答と解説

形式のファイルで、次回の授業開始時に公開した。教室では配付していない。

．関連知識や授業に必要な基礎知識等を予習するための教材

これらの記述内容や教材は、授業後に整備・提示するものもある。また、必要に応じて、

後日追加・修正することもある。

小テストの作成と実施

次章では、小テストの受験状況にもとづいて学生の ラーニング利用実態を分析する。そ
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図 コースサイト内に構築したセクションの例

）自学自習用の ラーニング教材を 上に公開する場合、著作件処理に注意する必要があるが、ブレン
デッドラーニングでは、授業に出席することを前提としているので、 上に公開することができない
教材を著作権に抵触しない形（教室での資料配付や映像提供など）で利用することができる。
） 年度 情報ネットワーク論 （前期） では、 回の授業で セットの小テストを用意した。作成し
た問題数は合計 問（ 問 セット）である。 情報ネットワーク論 （後期） では、 セット 問
（ 問 セット）を作成した。
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こで、ここでは、前節で示した教材のうち小テストに着目して、作成と利用の詳細を述べ

る。

小テストの作成

図 の チェックシート の内容（部分）を図 に示す。これは、授業中

に配付したチェックシートの問題をオンラインで解答できるようにしたものである。主に多

肢選択問題として作成し、必要に応じて穴埋め問題や組み合わせ問題も作成した。

問題は、図 のような小テスト作成機能（ 上の小テストエディタ）を利用して容易

に作成できる。今回の事例ように事前に問題原稿（チェックシート）があれば、授業 回分

の小テスト問題を 上で作成するのに要する時間は 分とかからない。小テストエディ

タを利用する以外にも、問題・選択肢・正答を記述したテキストファイルを別途用意して、

一括登録することもできる。また、過去に作成した問題や別のコースで作成した問題を必要

に応じて流用できるので、年度を重ねるごとに小テスト作成における負荷は軽減される。

選択肢の並びは受験のたびにシャッフルされるようにしたが、このようなオプション設定

図 小テスト受験画面（例）

図 小テストの問題作成画面（小テストエディタ）



をはじめ、小テストごとの受験回数や制限時間、受験期間の設定なども 上の設定画面

（図 ）で簡易におこなえる。

小テストの実施

授業終了後、学生が個別にコースサイトにアクセスして、授業中に配付したチェックシー

トと同じ問題を解く ）（図 個別学習 ）。 セットの小テストを受験し終えると、即時

に採点結果が表示され、設問ごとに正解不正解を確認できる。

小テストは以下の要領で実施した。

・学生自身に理解度を確認させるとともに、理解の乏しい項目の学習を補強することが目

的なので、解答時間や受験回数に制限は設けず、学生のペースで何度でも受験できるよ

うに設定した。学生には、満点が取れるまで繰り返し受験し、正答を確認しておくよう

に指導した。

・ ラーニングの使用を習慣づけるために、各回の小テストには受験期間を設けた。具体

的には、受験期間を授業終了 分後から、次回授業開始 分前までに設定し、必ず次回

授業までに受験しておくよう指導した。

・ ラーニングによる学習を学生の自主性に任せた場合、学習意欲の高い一部の学生層に

利用が偏ってしまう。この問題を解決するために、小テストを受験することで一定のポ

イントを与え、成績に反映することとし、小テストの受験に強制力を持たせた ）。

小テスト受験状況の把握

教員は、必要に応じて、学生の小テスト受験の有無、成績一覧（図 ））、学生個々の答

案と採点結果を閲覧することができる（図 学習履歴の閲覧 ）。
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図 小テスト設定画面（部分）

） 年度前期までは、配付したチェックシートを授業中に解答させていた。今回の実践では、この部分
に ラーニングを導入した。
） セットの小テストあたり最大 点を与えた。
）受験した個々の学生の受験開始日時、所要時間、各問題の正解不正解を一覧表示して確認することがで
きる。図では、学生の氏名は隠している。



コース管理システムを用いたブレンデッドラーニングの実践（樽磨・佐藤）

．得られた知見と考察

学生の ラーニング利用実態

今回の授業実践において、学生は ラーニングを継続的・積極的に利用したのだろうか。

また、利用した場所や時間帯はどのようであっただろうか。これらを検証するために、

に記録された学習履歴データから受講学生の ラーニング利用実態をみた。図 に

例示したようにコースサイト上には数種類の教材を提供しているが、ここでは小テストの利

用に限定して分析した結果を報告する。

コース登録者数と小テスト利用者数

基本データとして、 年度後期から 年度後期までの教務上の履修登録者数、期末試

験受験者数、履修登録者に限定して集計した ）コース登録者数と小テスト利用者数（第

回授業日から期末試験日の間に 回以上小テストを受験した者の実数）を表 に示した。あ

わせて、履修登録者数に対する割合を記した。

ブレンデッドラーニングでは、授業の進行と連携して ラーニングを利用するので、授業

運営において ラーニングでの個別学習をどのように扱うかが ラーニングの利用状況を左

右する要因になる。そこで、 年度の授業において小テスト受験への強制力を増すであろ

う以下の変更をおこなった。

． 年度までは、授業時間の最初の 分程度でチェックシート問題の正答の提示と解

説をおこなっていた。 年度前期から、この過程を ラーニングに完全移行し、小

テストを利用して学生が個別に確認することとした ）。

． 年度前期までは、小テストへの取り組みを加点評価（半期で最大 点）としてい

たが、 年度後期は、正規の得点に内包（ 点満点中 点分）することとし、学

図 小テスト受験状況の一覧表示画面

）実際のコース登録者や小テスト利用者には、本学の学生だが履修登録はしていないものや、本学学生以
外の登録者も含まれている。
）ただし、重要な項目や前回説明がいたらないと判断した部分、発展的な話題につながるものは、次回の
授業の最初に解説・補足している。



生に周知した。

その結果、表 に見られるようにコース登録者、小テスト利用者が増加した ）。

以下では、 年度の授業で得られた学習履歴データをもとに分析した結果を示す。

図 は、履修登録者数に対する小テスト受験者数（受験者実数）の割合を、授業回ごとに

集計したものである。半期の授業期間を通して履修登録者の ％前後がコンスタントに受験
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表 コース登録者数と小テスト利用者数

年度 年度 年度 年度

履修登録者数

期末試験受験者数 （ ％） （ ％） （ ％）

コース登録者数 （ ％） （ ％） （ ％）

小テスト利用者数 （ ％） （ ％） （ ％）

【情報ネットワーク論 （前期）】

年度 年度 年度 年度

履修登録者数

期末試験受験者数 （ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

コース登録者数 （ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

小テスト利用者数 （ ％） （ ％） （ ％） （ ％）

【情報ネットワーク論 （後期）】

かっこ内は、履修登録者数に対する割合である。

）履修登録者数に対するコース登録者数の割合をみると、 年度は前年度に比べて前期で ポイン
ト、後期で ポイント増加している。また、小テスト利用者数の割合は、前期 ポイント、後期
ポイント増加している。

図 授業回ごとの小テスト受験者数の割合
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しており、授業の進行につれて落伍者が増えるといった傾向はみられなかった ）。

月日・曜日別小テスト受験回数

情報ネットワーク論 と 同 で同様の傾向が見られたので、以下では 情報ネッ

トワーク論 の学習履歴データをもとに分析結果を示す。

日あたりの小テスト受験回数（のべ受験者数）を図 に示す。横軸の日付は、授業開講

日の水曜日に対応している。第 回授業日から期末試験日までの小テスト受験回数の総数は

回で、 セット当たりの平均受験回数は 回である。最終回授業終了後、受験期間の

制限を解除し、すべてのセットを受験できるようにしたところ、期末試験直前の 週間に

回の受験があった。これは、受験総数の ％に相当する。このことから、学生は試

験直前の学習に ラーニングを積極的に利用していることがわかる。

図からは授業開講日である水曜日に受験回数が多い傾向が見受けられる。この傾向を確認

するために、授業期間中（第 回授業日から最終回授業日）のデータをもとに、曜日別に受

験回数を集計した結果、水曜日の受験回数が全体の ％ともっとも多く、次いで火曜日

（ ％）、月曜日（ ％）の順であった（図 ）。なお、水曜日を授業の前後で分けて集

計すると、授業前 ％、授業後 ％であった。学生は、授業の直後と次回授業の直前

（受験期間終了直前）に多く受験している。

時間帯別小テスト受験回数

学生は 日のどの時間帯に ラーニングを利用したのだろうか。授業期間中のデータをも

とに小テスト受験開始時刻を 時間ごとに集計した結果を図 に示した。図からは昼間と深

夜の時間帯を中心とした つの分布が認められる。仮に就学時間を として、

図 日ごとの受験回数

） 情報ネットワーク論 の第 回目の授業では小テストはおこなっていない。また、最後の授業回で
の受験率が低いのは、授業を補講期間中におこなっており、出席者も通常に比べて少なかったことが影響
している。



この時間帯の受験回数を集計すると全体の ％であった。

学生は、 いつでも 利用できるという ラーニングの利点を活かし、 日 時間のうち自

分の都合よい時間帯に ラーニングを利用していることがわかる。

時間帯・曜日別小テスト受験回数

図 と図 の元データから平日（月 金）の の受験回数を集計すると、全

体の ％であった。このデータからは、利用場所を特定することはできないが、週末や夜

間は自宅等の学外から利用する割合が多く、平日の昼間は大学で利用する割合が高いとすれ

ば、学生は、学外（主に自宅）からも学内から以上に ラーニングを利用していると推察で

きる。このように、学生は どこでも 利用できるという ラーニングの特徴を活かし、学

内・学外問わずにこれを利用していることがわかる。
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図 曜日別受験回数の割合（授業期間中のデータ 水曜日が授業開講曜日）

図 受験開始時刻別受験回数の割合（授業期間中のデータ）



コース管理システムを用いたブレンデッドラーニングの実践（樽磨・佐藤）

なお、期末試験直前の 週間（ ）に限定して集計すると、平日の

の受験割合は ％となり、試験勉強時には自宅等からより活発に ラーニングを利

用して学習しているといえる。

小テスト受験に要する時間

今回の小テストは、学生が短時間で授業内容を復習することを想定して用意したものであ

る。そこで実際に、学生が 回の小テストを受験するのに費やした時間を調べた。図 は、

半期間の全データについての受験所要時間分布である ）。受験所要時間の平均は 秒、す

なわち 分弱であり、全体の ％が 分以内に受験を終えている。このように、学生は数分

程度の短い時間を ラーニングによる学習にあてていることがわかる。

以上、 に記録された小テストに関する学習履歴データから、今回の授業実践にお

ける学生の ラーニング利用実態を明らかにすることができた。まとめると以下のようにな

る。

授業期間中を通じてコンスタントに利用している（図 ）。

試験直前の利用頻度が高い（図 試験直前の 週間の受験回数が全体の ％）。

授業の直後や次回の授業直前に多く利用している（図 利用頻度は、水曜日授業前

％、火曜日 ％、水曜日授業後 ％の順）。

授業期間中、平日（月 金）の の受験回数は、全体の ％であり、

学外からの利用が半数を超えていると推定できる。

試験直前の 週間では、平日の の受験回数は、全体の ％で、普段

以上に学外からの利用は頻繁である。

） 時間以上かかっていると記録されているものならびに 未了 扱いになっているものは、小テストの
ページを開いたまま放置している可能性が高いと判断し、集計から除外した。結果、集計に使用したデー
タ個数は全受験データ 個中 個である。

図 小テスト受験所要時間分布（半期間全データ）



回の受験での平均所要時間は、 分弱である（図 ）。

学生は、授業期間中を通じて継続的に ラーニングを利用しており、授業の進行につれて

落伍者が増えるといった傾向はみられなかった。利用頻度は授業直後と次回の授業の直前、

期末試験直前に高く、学生は授業の進行と同期した形で ラーニングを活用している。ま

た、学生は、 日のあらゆる時間帯に、学内・学外からまんべんなく利用しており、 いつ

でも、どこからでも 利用できるという ラーニングの特徴を活かして個別学習をおこなっ

ている。コースサイトにはさまざまな教材を提供しているが、今回の小テストの利用に着目

すれば、平均 分程度の短い時間で受験しており、自分の都合がよい手すきのちょっとした

時間を利用して授業の復習や知識の整理に役立てているという実態がうかがえる。

考察

ラーニングの継続的・積極的利用

はじめに で問題提起したように、 ラーニングを使用した教育では、学生にいかに

ラーニングを利用させるか、 ラーニングでの学習意欲をいかに持続させるかが課題とな

る。 ラーニングを自学自習用として単独で利用した場合、他からの強制力が働かないの

で、学習の途中で意欲がなくなった場合に回復するすべがない。そこで、今回の授業実践で

は、ブレンデッドラーニングという形態をとり、対面授業の補助として ラーニングを利用

した。

ここでは、授業の進行と同期させた形で問題を提示し、 ラーニング上の小テストによっ

て正答を確認させた。さらに、小テストの受験期間を次回授業開始時までに制限し、小テス

トを受験することを成績評価に反映させた。このような外的動機づけを与えて小テストを利

用させたところ、図 に示したように継続的な利用がみられた。また、授業の直後や次回

の授業の直前に ラーニングを多く利用する傾向があり（図 ）、試験直前の学習にも積極

的に活用していた（図 ）。このように、授業時間以外の予復習や試験勉強のための道具と

して ラーニングが継続的・積極的に利用されていた。これは、今回の授業実践例のように

授業を補う道具として ラーニングを利用することで、 ラーニングを積極的に活用した教

育がおこなえることを示すものである。

ところで、いったんコースサイトを訪れた学生は、そこで提供されているほかの教材（参

考サイトや発展学習の教材等）を利用する機会が増えるだろうから、今回の小テストのよう

な ラーニングへの窓口 ともいえる仕掛けを設けることは、 ラーニングによる自学学

習を促進する手段としても有効であると考える。

学生のデジタルデバイドの問題

は ブラウザで利用できる（仕組みは図 、具体例は図 、図 ）ので、

を使った ラーニング学習をおこなう上で、それ以上の特別な スキルは必要と

しない。高橋ら（ ）は、 年度の本学新入生に対して実施したアンケート調査の結果

として、 家庭へのパソコンの普及、高校での教科 情報 の必修化などにより、ほぼ ％
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の学生が何らかの形でパソコンを使ったことがある と報告している ）。このことから、

これからの学生にとって ラーニングを利用する上での技術的なハードルはもはやないとみ

てよいだろう。むしろ、 ラーニングによる学習は、高校までに学習してきた情報活用スキ

ルを活かすことができる大学での学習形態の一つと位置付けてよい。

一方、学生の ラーニング利用環境には配慮しておく必要がある。高橋ら（ ）が 家

庭へのパソコンの普及率は約 ％で、家庭のパソコンを ％の学生が利用している と報告

している ）ように、学生の自宅でのパソコン所有率は低くはない。しかし、今回の実践事

例のように、ブレンデッドラーニングの形態で ラーニングによる学習を授業に取り入れ、

これを利用することを成績評価に反映させるとすれば、自宅（下宿）にインターネットに接

続されたパソコンがない学生が不公平感を抱く場合もあろう。また、 ラーニングによる学

習が授業目標達成にプラスの効果を持つとするならば、これを利用する道具の有無が教育効

果に影響を与えることにもなる。

図 、図 に見られるように、学生は いつでも、どこでも 利用できる ラーニングの

特徴を積極的に活用する傾向がある。この点を考慮すると、学内で ラーニングを利用でき

る十分な時間と場所を確保しておくことはもとより、学生が普段使用しているさまざまな情

報端末機器に対応するなど、システムの改善・拡張も図ることも検討課題となる。たとえ

ば、今回取り上げた小テストのような比較的短い時間で利用できる（図 ）文字ベースの学

習教材ならば、携帯電話を利用した学習形態にも適応できる。

教員の負荷と技術的敷居

筆者を含むグループは、 年度以降、ブレンデッドラーニングという用語が登場する以

前から、インターネットを授業の補助として活用してきた。そこでは、直接 言語で

記述して授業用 ページを作成し ）、学生とのコミュニケーションには、独自に設定し

たメーリングリストや を利用した ）。また、課題の提出を電子メールで受け付け、共

有フォルダに保存して管理するなどの工夫をおこなってきた。本稿で紹介したような小テス

トも、データベース管理システムと独自に開発したプログラムによってシステムを構築し、

提供してきた ）。授業の補助として 教材を提供するために、このような煩雑でかつ多

くの時間と専門的スキルを要する作業をおこなってきた。

本稿で紹介した には、筆者たちが過去に工夫してきた仕組みがほぼすべてパッ

ケージ化されており、必要に応じてそれらを選択的に利用することができる。このようなシ

ステムの登場によって教員の負荷はおおいに軽減された。

を利用すれば、ホームページ作成やプログラミングのスキルがなくても、授業用

）高橋美貴、福嶋裕、樽磨和幸、正木幸子、佐藤仁、北室康一（ ） 大学入学前のパソコンの利用状況
の推移 年度 年度新入生アンケートの結果から 、大阪商業大学論集、 ・ 、 。
）高橋美貴ほか（ ） 。
）小磯かをる、樽磨和幸（ ） ホームページ型英語自習教材の開発研究 、大阪商業大学論集、 ・
、 。

）小磯かをる、樽磨和幸（ ） 英文法教育にコミュニカティブアプローチを導入する手段としての
の利用 、大阪商業大学論集、 、 。

）小磯かをる、樽磨和幸（ ） 英語嫌い をなくす 教材 、大阪商業大学論集、 、 。



ページが容易に構築でき（図 、図 、図 ）、これを利用した教育活動をすぐに開始

できる。特に、ブレンデッドラーニング形式での ラーニング利用においては、必ずしも完

結した教材一式を半期もしくは通年の授業がはじまる前に作成しておく必要はないし、手に

負えないような凝った教材を作成しなければならないわけでもない。たとえば今回の授業実

践においては、授業の復習を小テストでおこなうという簡易な ラーニングの利用を中心に

ブレンデッドラーニングをおこなった。ここでは、ビデオ映像やアニメーション、インタラ

クティブ性とマルチメディア性を備えた教材などは一切使っていない。第 章で紹介したよ

うに、授業の進行と平行して、教員の負荷やスキルレベルに応じて用意できる範囲の教材を

作成・改良・補強していけばよい。本稿で紹介した に代表される には、この

ような用途に適した機能が備わっている。

．おわりに

オープンソース である を導入し、ブレンデッドラーニングを実施した。

に記録された学習履歴データから、学生の ラーニング利用実態を明らかにするこ

とができた。また、 は、 ブラウザのみで利用でき、学生にとっても教員に

とっても、使いはじめるときの技術的な敷居が低いことを示した。

オフィス系ソフトで教材を作成し、日常 ブラウザを使用している教員であれば、

を使用して容易に授業用の ページを作成することができ、これを利用した教

育活動をすぐに開始できる。技術的・時間的負担を理由に ラーニングの利用を敬遠するの

ではなく、できるところから自分の授業に導入していこうというスタンスを取るならば、

という使いやすいシステムを授業の補助として利用した本稿の実践事例が参考にな

るだろう。

本稿では、 のコミュニケーション機能やコラボレーション機能を利用した学生との

インタラクティブな活動は取り上げなかった。また、 ラーニングを利用することによる教

育 学習効果には言及しなかった。これらは、今後の課題としておきたい。
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付録 構築のあらまし

動作環境の構築（サーバマシンの準備、 のインストールと設定、各種サー

バソフトウェア・言語プロセッサのインストールと設定）

今回導入したマシン（本マシン）の 実行環境を図 に示す。 の実体は

言語 ）で書かれたプログラムだから、まずこれを動作させるために必要な環境

（ サーバ、 インタプリタ）とそれらが動作するプラットホーム（ハードウェア

と ）を用意する必要がある。 は、 サーバ、データベースサーバ、 イン

タプリタを動作させることができれば何でもよい。本マシンの は である。今回の

実行環境では、データベースサーバ（ ）を本マシン内に置き、 からの

メール送信は、外部のメールサーバ（大学指定の学生用メールサーバ）を使用する構成とし

た。

本マシンのハードウェア性能ならびに使用ソフトウェアの一覧を表 に示した ）。メモ

リ容量は、導入当初 であったが、利用者の増加にともなって、同時アクセスに耐え

るよう順次増設し、第 章の授業実践においては、 年度以降 で運用している。

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

図 実行環境

） 。動的に データを生成するためのスクリプト言語の一つ。
） 年度からは新しいサーバマシンで運用している。参考までに新サーバで使用しているソフトウェア
は、 、 、 （データベース）、 、
（三重大学版）である。

ハードウェア（デスクトップパソコン）

メモリ （ ）

サーバ

データベースサーバ データベース管理システム

サーバーサイドスクリプト言語インタプリタ

表 マシンの性能



コース管理システムを用いたブレンデッドラーニングの実践（樽磨・佐藤）

学内ネットワーク環境の設定（ への登録、ファイアウォールの設定）

本マシンの運用に際して、学内ネットワーク管理者にネームサーバ（ ）への登録な

らびにファイアウォールの設定を依頼した。 は アプリケーションであり、

クライアントと本マシン間の通信は で、ファイル転送は でおこなわれる。

それゆえ、研究室にある を学外からも利用できるように本マシンに対して と

を許可するようファイアウォールを設定した。

のインストール

インストールした ソフトウェアは、 年 月当時の最新バージョン

（ ）である。 ダウンロードサイト ）から入手したパッケージ

（ ）を展開し、 ブラウザからインストールスクリプトファイル

（ ）にアクセスすれば、自動的にデータベーステーブルの作成、ソフトウェアの

インストール、使用言語の選択等、各種設定ステップが進行し、インストールは終了する ）。

はオープンソースであるから、必要であれば独自にプログラムを修正し、カスタ

マイズすることができる。今回は、ログイン画面のメッセージの変更、ユーザ名（学籍番

号）の成績管理画面への表示、コースサイトにおけるセクションの並び順の変更等をおこ

なった。

） 、 、オンライン、
（ 年 月 日アクセス）。

）事前に 用のデータベースをつくっておく必要がある。また、設定ファイル等いくつかの編集が
必要である。インストール手順の詳細は、以下の文献を参照されたし。井上博樹、奥村晴彦、中田平
（ ） 入門 、海文堂。




