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100人以上の受講生を持つ比較的大規模な講義型の授業では、講義した内容の展開やそれを深めるこ
とが難しい。それを補完するために、ブログを利用した。ブログを書いても良いと自主的に参加した
14人の受講生が、講義が終わるたびにその内容についてブログを書いた。ブログは参加者のグループ
内でのみ閲覧可能であった。参加者同士やまた教員からのコメントを自由につけることができた。ブ
ログに書かれた内容や量、また、全授業終了後に行われたグループインタビューなどのデータを分析
した。

ブログ、大学教育、講義、オンライン討論、半構造化インタビュー

1.　問題
　100人以上の受講生を持つ比較的大規模な講義型の
授業では、講義した内容の展開やそれを深めることが
難しい。これを補完するために、アメリカの大学で
は、ミニット・ペーパーと呼ばれるツールが広く使わ
れている（Davis, 2002）。これは授業の終わり頃に、
学生に「今日の授業のポイントは何ですか」と「今日
の授業の終わりに、どんな疑問がありますか」という
２つの質問をして，それらについて書き込んでもらう
ものである。また、織田(1991)は「大福帳」と呼ばれ
るカード（A4判の厚紙に枠を両面印刷したもの）を考
案し、実践している。学生は、授業のたびに大福帳に
５行程度のコメントを書き入れ，教員に渡す。教員は
そのコメントに短い返事をつけて、次の授業開始時に
返却する。このことにより、出席促進、積極的な受講
態度、講師と学生との信頼関係の形成、授業内容の理
解と定着などといった効果があることが確認されてい
る。また、大福帳からヒントを得て「何でも帳」（京
都大学高等教育研究開発推進センター, 2003）といっ
たコミュニケーション・ツールも考案、実践されてい
る。
　こうしたコミュニケーション・ツールは大規模授業
における受講生の定着と動機づけを改善し、教員と学
生のコミュニケーションを促進する効果がある。しか
し、このコミュニケーションの流れは、学生と教員の
１対１に限定されており、やりとりも長くは続かず、
多くの場合は一往復で終了する。また、書くための時
間も授業時間内ということでかなり制限されている。
　授業の内容について、授業時間の外で議論しようと
すると、BBSの利用が考えられる。しかし、この場合

はうまく議論を展開するために、熟達したモデレータ
が必要であることがわかっている。
　本研究では、授業時間外のまとめと議論の場とし
て、BBSではなくグループ内で閲覧できるブログを試
験的に利用した。ブログを利用したのは、BBSにおけ
るモデレータの役割をそれぞれのブログの所有者が果
たすことになり、議論がうまく展開できると同時に、
自分がブログを所有しているという感覚があるため
に、議論をうまくまとめようとする力が働くのではな
いかと考えたからである。さらには、他の人たちが書
いているブログを読むことで、自分の考えをさらに深
めたり展開できたりする可能性が大きくなると期待で
きる。

2.　授業の概要とブログ利用
　授業は、私立大学で2004年度に行われた情報社会に
ついての概論であった。履修人数は約100人であっ
た。授業では、講義約1時間に続き、小グループによる
ディスカッションをした。授業の最後の10分程度を
使って、大福帳に感想、意見、質問などを自由に記入
してもらい、教員はその約20%に対して返事を記入
し、翌週に返却した。なお、すべてに返事は書けない
ということを授業の最初に説明した。
　ブログの利用については、初回の授業で説明した。
大福帳を書く代わりに、グループでブログを書くこと
ができることを説明し、任意の参加者を募ったとこ
ろ、14人の参加者を得た。ブログシステムとして「は
てなグループ」（http://g.hatena.ne.jp/）という無料
のサービスを利用した。14人の参加者の他に、教員と
アシスタントの2名もそれぞれブログを書いた。教員と



アシスタントは、参加者のブログ記事に対してコメン
トを付けるようにした。

3.　調査方法
　授業の最終回が終わった後、ブログに参加した人に
対して、任意のグループインタビューに参加してもら
えるよう呼びかけた。それに対して8人が参加した。イ
ンタビューは全員がテーブルを囲む形で、約1時間行わ
れた。半構造化インタビューの形式で行われ、話の内
容はICレコーダによって記録された。
　参加者のそれぞれのブログに書き込まれた文章とそ
れに付けられたコメントについては、分量と時刻につ
いて数量化された。
　また、授業の最終回には紙による授業評価アンケー
トが実施された。その質問項目の一部には、ブログに
ついての質問が含まれていた。
　本報告では、グループインタビューの分析とブログ
の量的な分析を報告する。

4.　結果

4.1　グループインタビューの整理
　以下にグループインタビューをテキストに起こした
ものから発言を引用しつつ、ブログの効果についてま
とめていく。

(1)　授業時間外にじっくり書ける
　ブログでは授業が終わってから自分の空いた時間を
使って書き込むのだが、これがうまくあっていたよう
だ。
やっぱり文字にして書くとけっこう長く考えるほうなの
で、ちょっとああやって書き込む時にはいろいろ考えたり
して他の人の意見なんかを聞くと、まあよりこうやって口
頭で喋るよりもいろいろ複雑なふうに考えられるなあと
思って、まあけっこう本キャンにこのあとずっと移動が
あったので、忙しかったのもあって、ちょっと便利でし
た。インターネットはやっぱり時間と場所を気にせずに使
えるっていうのが一番やっぱり利点だなぁとしみじみ思い
ました。

時間を選ばないでやっぱり、授業が終わってもしばらくそ
のことについて考えることができるから、その時間を与え
られる分、いいっていうこともありました。

授業中に思いつかなかったことも、書く直前に思いついて
書けて、それについての返信が来るっていうのが良かった
と思います。私もいっつも木曜日は忙しくてバイトが
バーって入ったりして、書き込むのが２時とか３時とかな
んですけど、そういう時間でも普通に書き込めるので、よ
かったです。

　大福帳では授業時間内の10分程度で書かなくてはな
らないため、かなり書く内容が制約を受けるが、時間
を見つけて書くブログではそのような制約はない。

私一番最初にシステム入門であの、やっぱり大福帳つけて
たんですけど、まあその時はなんて言うか、その欄も小さ
いことがあったりとか時間がなかったりすることがあるの
でまあちょっと例えは悪いですけど、ちょっとおざなりな
文章になっちゃってたなぁというふうに思ってます。

　一方、その回の授業が終わって時間がたってから、
内容を思い出してブログを書くということには、さめ
たことしか書けなくなるという副作用があるようだ。
この方法が、すごく私にとっては新鮮で、３年間授業受け
てきたんですが、こういう授業は他になかったので、それ
がなんか初めのうちは楽しかったんですが、なんかだんだ
んだんだん、なんていうんですかね、自分の中に甘えが出
てきて、書き込むのがすごく遅くなってきて、そうすると
やっぱり授業のなかで、ああこうだったんだああだったん
だって発見をしたのを、忘れたころに書くことになるから
すごく醒めたコメントしかできなくなって、自分でも、
え～っこんなことだったっけ？もうちょっとあの授業私楽
しいことを発見できたと思ったんだけど、あ、こんなん
だったっけっていうような時期に書き込んでしまうことに
なってしまって、それがちょっと自分のなかで反省なんで
すが、（つづく）

　とはいえ、それは悪い面ばかりではなく、冷静に
なって良く考えをまとめるという良い面もある。
（前からのつづき）文章にすることによって自分でよく考
えるようになるし、言葉で話してるよりもよく考えて考え
て、そんでまとめようとするから、この分野に関して自分
ですごく、なんていうのかな、自分の考えを持つことがで
きる、いいツールだと私は思いました。

(2)　他人の意見やコメントが読める
　授業時間内のグループ討論ではグループ内の意見し
か聞くことができないけれども、ブログでは他の人の
意見を読むことができる。
グループ討論だと少人数で固まって話すのでそれぞれのグ
ループで特色がでるのはいいんですけど、それぞれのグ
ループがどういう話をしてるのかっていうのがわからない
のがあるんですけど、はてなダイアリーだとそれを全体で
統括して見れるので、いろんなグループがどんな話をして
いるのかがやっぱりいろんな意見を汲み取るという点では
いいと思いました。

　同様に自分の書いたものにコメントが付けられるこ
とも参考や励みにはなる。しかし、コメントが物足り
ないと感じられることもあるようだ。
だから最初のほうはすごい、好奇心とかも強かったので、
授業終わって即に書きにいったりとか、授業とバイトの間
にフリーな時間がけっこうあったので、そこを使ってでき
たんですけど、先生のレスとかは思ったより早かったんで
すけど、もう少しなんかあるのかなとか思ってたところ
が、そこらへんがやっぱり。

(3)　レポートを書くときの参考になる
　この授業では、課題としてレポートを書くことが求
められていたが、ブログを書いていた人にとってはレ
ポートを作成するのに役立ったようだ。



レポート書くときにですね、自分の書いたところとか人の
を読んで、また新たにわかったところとかを利用して書く
ことができたので、あの、大福帳っていうのはやっぱり今
日はこういうことしたって感じで簡単に書くんですけど、
そこにはやっぱ、皆さん自分の思ったこととかを深く書い
てくれているので、レポートを書くときにすごく、やっぱ
り自分のテーマを決めるときにも、レポートを書くときに
もここにやっててよかったなあって思いました。

　大福帳では時間も限られており、書く分量も限られ
ているので、長い文章は書けないが、ブログでは十分
な量の文章を自分のペースで書くことができるため、
レポートに活かしやすい。また、最初から他のメン
バーに読まれることを意識して書くので、そのことも
レポートの形にしやすいということに寄与しているよ
うだ。
なんか書くときにやっぱり他人にも読まれるっていうのを
すごく意識して書くから自分で考えるんですよね、そのこ
とについて。だからある程度自分の考え方がまとまってき
てたから、レポートを書くときに、テーマを見つけやす
かったというのはあるかもしれません。

(4)　すでに書いているブログとの競合
　何人かの人はすでに自分のブログを持っており、こ
の授業用のブログをさらに書くことで内容的な競合が
起こることもある。

この形のはてなを使った授業で、授業でなんかそういう
ネットツールを使うって言うのが新鮮だったんで、最初は
すごいなん写真まで貼っちゃったりして意気込んではいた
んですけど、途中からもういっこ自分が別につけてるウェ
ブブログと、どうしてもやっぱ差別化がはかれなくて、授
業のために書くっていうこととその日頃書いてるウェブロ
グとだんだん差別化できなくなってきて、まぁ面倒くさく
なって３回目ぐらいで挫折したかなっていう感じですね。
内容もだんだん、その他の人がまじめに書いてるのに自分
だけなんかこんなんでいいのかな、とか思いだすと書きづ
らくなったのもあるし、で、まぁコメントをつけてもらっ
たのはすごい嬉しかったので、そこはやっぱ楽しかった
なぁと思いますね。

　ただし、そういうケースであっても、内容によって
書き分けることがうまくいく場合もある。
僕は個人的に作ってるホームページの方でのウェブログっ
ていうのは、まぁ自分のささいなこととかしか書いてない
ので、最初らへんは、授業が面白いみたいなことをウェブ
ログにも書いたっていうのはあったんですけど、途中から
やっぱり思考がこちらの、はてなダイアリーについては専
門的な、授業でやったことをより深めていくっていうスタ
ンスで書けて、自分のほうはやっぱり授業っていうしばり
がないので、自分の日頃のこととかちょっとしたことと
か、まぁ音楽とか趣味とかそういうような感じでできたの
で、僕自身書くのがあんまり嫌いじゃなくって、むしろ書
くっていうのがけっこう好きな方なので、全くぶつかるこ
となく書けました。

私は本当に自他共に認める中毒者なので、特にあの、例え
ばこうはてなに時間を取りすぎたから自分のやってたウェ
ブログが更新できないとかそういうことは全くないので、

書く内容も別にはてなに書いたから自分のに書けないとか
そういうことはないんですけど、逆にはてなダイアリーは
先生とかほかの、なんて言うか普通の人たちも見てるの
で、自分がすごい個人的につけてる方のウェブログはもっ
と、はっちゃけて書いてます。なんか普通にすごいくだら
ないこととか、書いてるんですけど、はてなは授業用とい
うことで一応押さえて押さえて、書いてました。

(5)　授業ブログを公開するとしたら
　この授業用のブログは登録メンバー内でのみ読み書
きできるものであったが、これをもし、公開し、第三
者も読めるようにした場合について尋ねた。
限定されてると、なんか守られてる気がして。こう人数
が、誰に見られてるか割と限定されてたじゃないですか、
授業の。だから書きやすかったんですけど、これがなんか
オープンに開かれると思うと変なことかけないなっていう
ような気持ちにはなりますけど、

　上のように、限定されているがために書きやすいと
いう意見と、下のように、公開した方が外部からの意
見を聞きやすいという意見があった。
やっぱり公開はしたほうがいいと思いますね。なぜかとい
うとやっぱり、いろんな人に見られるということは、やっ
ぱりいい刺激になると思うし、あと、もうちょっと、外部
からいろんな意見が入れれませんよね？公開にしてもあ
れって。公開した場合って外部の人は書き込めるんです
か？コメントをもっと外部からいれれるようにすると面白
いかと思います。

(6)　BBSとの比較
　ブログを使う場合とBBSを使う場合の比較について
尋ねた。

掲示板っていうのはサークルのほうとかでも僕もやってる
んですけど、自分の意見をスルーされて新しくでることと
かもあるじゃないですか。なので、ツリー型にするとそれ
はすこし少なくなるかなあとは思うんですけど、サークル
とかで使ってるやつだと、自分が書いたのに、なんか反応
のある人はそのまま書いてくれるし、自分が書きたいって
のが強い人になると新しくのせられてそれが一番上に来
ちゃうので、まぁスルーされてしまうっていう部分がけっ
こうあると思うので、自分のスペースとしてのお客さんと
してのコメントが入る、でまぁ最低でも先生の意見は必ず
書いたら必ず帰ってきたっていう、大福帳では「ち」だけ
じゃないですか、あのだから大福帳のほうが「うちらこん
なに書いてるのに」みたいな感じで言ってたくらいなの
で、自分の意見に対して返事がくるってそれがやっぱり次
も書こうっていうエネルギーにもなったので、僕は掲示板
よりも今回のほうがやはり、良かったんではないかなと思
います。

私も、掲示板だと人にコメントしやすくはなるんですけ
ど、自分が意見書くときにあんまり深くまでは考えなくな
るってのはあって、はてなだと「自分の」ってなってるか
ら、深く考えて一応ある程度責任を持って書くみたいな、
そういうふうになるんで、それが掲示板よりはいいと思い
ます。



掲示板はどういった形にしろ、ツリー型にしろ普通のス
レッドにしろ、一応その管理人というたぶんこの場合は向
後先生がまぁ一応こう親じゃないですけど上に来て、その
下に生徒が書き込んでいくということで今までおっしゃっ
たようにコメントの伝えづらさっていうのもあると思うん
ですけど、はてなダイアリーみたいにウェブログ式にする
と各自がこう独立したような形になって、もちろん向後先
生が作ったグループなんですけど、ちょっと掲示板とは、
個々のデザインにしろ文字の大きさにしろ、すごい個別の
…独特の意識がすごい高まってくるので、すごい掲示板だ
と、まぁそれがこういうふうな…傘型になってるのが、
ウェブログだとこうみんなで同じような立場に立っていら
れるっていう感覚があります。

　以上のように、ブログの場合自分の書く文章につい
ての責任感のようなものが現れてくる。その一方で下
のように、意見交換は短いコメントという形になる
し、また１対１でのやりとりになるので、これについ
てはBBSの方が良いという意見もある。
今回残念だったのはやっぱり意見交換が少なかったので、
掲示板のほうがやっぱりスムーズだと思うんですよね。

確かに、ほんとに自分も全然コメントとかできなかったん
で、掲示板のほうがそれはやりやすい気がします。

あと、コメントをつけ始めてて思ったのが、みんなが同じ
回に同じことを書いてるじゃないですか。どういうところ
でコメントを膨らませてみんながこういくんだろうみたい
なふうになって、なんか１対１みたいな感じになってはて
なだと、そこのはてなの所有者と、コメントする私みたい
な感じで、それ以上みんなが集まって議論するその回につ
いてっわーって多方向からっていうのはできないし、コメ
ントだとそれがやりづらい。

　これの統合案として、ブログとそれをつなぐものと
してBBSを開いておくという提案もなされた。メン
バー同士のコミュニケーションを促進しようというね
らいである。
はてなダイアリーの状態だと結局コテージみたいに全部ば
らばらになっちゃうんで、他人との意見交流をしたけれ
ば、自分からやっぱ行かなきゃいけない、そのノックしに
行かなきゃいけないっていうのが、そうするとそれぐらい
行こうという意欲がないと、やっぱ面倒くさいんで、その
ワンクリックしただけじゃできないんで、なんかひとつそ
れぞれのコテージを繋ぐような役割でまぁ例えば掲示板
じゃなくても例えば向後先生の日記がもっと詳しく、もっ
と頻繁に（笑）更新されていてなんかそこでコメントが
長々続くとか、いろんなものをまとめる役割みたいな。自
分の日記に今日の授業はなんか眠かったねって書いても、
そんなコメントは結局誰も返信はしないじゃないですか。
でも掲示板で今日の授業眠かったよねとか、今日の向後先
生のしゃれ面白くなかったよねとか書けば、そこでメン
バー同士の意見交流っていうかコミュニケーションが繋が
ると思うんで、なんかそのウェブログとは別の形でメン
バー同士のコミュニケーションはかれるツールがあったら
もうちょっと面白くなったかなとは思います。

　ただし、ブログとBBSを併用したときの、参加者へ
の負荷や、両者をどのように使い分けるかという問題
をどう解決するかについてはまだ未知数である。

4.2　ブログの量的データの記述
　以下に、書かれたブログの量的なデータについて記
述する。

(1)　１人あたりの書き込み回数
　14人の参加者が書いたブログの書き込み（エント
リー）数を図1に示した。最頻値は、5～6回が5
人、9～10回が5人であった。3回以下の書き込みしか
しなかった2人は、不完全な参加と見なして、これ以降
の分析から除外した。なお、1回の書き込みを2日に
渡って書いたケースが3件あったが、これらはまとめて
ひとつの書き込みと見なして集計した。
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図1　１人あたりの書き込み回数による頻度

(2)　授業の何日後に書き込んだか
　授業の何日後に書き込みをしたかによる頻度を図2に
示した。最も多いのが、当日に書き込みをした43件で
あり、全体の46%を占めた。2日後までに書き込みを
行ったケースは累積で全体の76%を占めた。
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図2　授業の何日後の書き込みかによる頻度

(3)　１回の書き込みの文字数
　１回の書き込みの文字数による頻度を図3に示した。
最頻値は、401～500字の21件であった。
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図3　書き込みの文字数による頻度

(4)　コメント数
　図4にコメント数による頻度を示した。なお、これは
他のメンバーからのコメントに答えた自分のコメント
も含んでいる。最頻値はコメント数1で、51件（全体
の54%）であった。コメントがつかなかったケースは
11件で全体の12%であった。
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図4　コメント数による頻度

5.　考察
　本研究では、100人以上が受講者の中から自発的に
ブログを書くことに参加した人は14人であり、人数は
限定されたものになったが、そのログ分析とインタ
ビュー調査からいくつかの点が明らかになった。もち
ろん、これは、ブログに対して元から積極的な参加者
からのデータであるというとを割り引いて考えなけれ
ばならないが、考察を以下に述べる。

(1)　その日にかなりの量を書き込む
　ブログを書き込むのは、授業のあった当日で半数近
くを占めることが明らかになった。授業自体は、午後1
時から2時30分までであり、その日の夕方や夜の空き
時間に書くケースが多いようだ。また、インタビュー

での意見によれば、教室で無線LANが整備されていれ
ば、その場で書く人が出てくることも予測できる。ブ
ログを書かなかった他の大多数は限られた時間で大福
帳に感想や質問などを書いていたわけだが、それと比
較すれば、文章の量が十分に多い（最頻値で401～500
字）。これらのことを考え合わせると、ブログの利用
は授業の補完や展開に十分役立つと思われる。もちろ
ん、全員がブログに対して積極的であるとは限らない
が、そういう場合は大福帳にしても同じことだろう。

(2)　コメントよりは自分の考えの整理
　ブログの利用は、BBSとは異なり、書いたものはあ
くまでも自分の責任範囲であるということが明示化さ
れる。そのため、他の人とのコミュニケーションはコ
メントという形で保証されるものの、それほど積極的
には起こらず（コメント数の最頻値は1）どらちかとい
うと自分の考えの整理と内省という働きが強い。その
副産物として、自分のブログで書いた内容が、レポー
ト作成の際に役立つということがでてきた。そう考え
ると、ブログを書いてもらう目的として、レポートを
作成するための準備として位置づけることは良さそう
に思われる。授業中にノートを取り、それを自分なり
にまとめてブログにひとまとまりの分量の文章として
残すわけである。そして、それは最終的にはレポート
として結実する。ただ日誌として残すだけではなく、
ひとつの作品として残すようにすれば、目標が明示化
されブログを書くための動機づけも高まるように思わ
れる。

(3)　交流のためにはBBSの導入も
　ブログが個人別の領分を明示化するということの副
作用として、対等な形での議論がしにくいということ
がある。コメントはある程度つけられるものの、それ
は分量的にも少なく、あまり深いものにはならない。
また、議論はあくまでもブログのオーナーと読者とい
う１対１の関係でのみ進行し、そこに３人目が介入す
ることがしにくいものとなっている。
　インタビューの意見に出てきたように、それぞれの
ブログはコテージのようなイメージであり、そこにコ
メントをつけることはノックをして部屋に入るような
ものである。そうではなく、参加者全員が対等な立場
で議論するためには、コテージから出たところに広
場、つまりBBSを作る必要があるだろう。しかし、ブ
ログとBBSの併用をするためには、何らかの工夫が必
要なように思われる。ブログとBBSの切り替えなど参
加者への負荷も大きくなるだろう。こうしたところを
システムが吸収するようなものが望まれる。

6.　結論
　大規模な授業の補完としてブログを書いてもらうこ
とを実験的に行い、予備的な調査を行った。その結



果、自発的に参加した人はブログをかなりの分量書き
続けた。その内容は、レポートを書くなどの目的のた
めに役立った。しかし、ブログの内容に対して他の人
からコメントはつけられるものの、それは深いもので
はなく、議論を展開する場所としてブログ以外のBBS
のような場所を設置する必要が示唆された。
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　本研究は、平成15～18年度文部省科学研究補助金・
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