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大学ではレポートや卒論など「書く」スキルが基礎として求められている一方で、書くことを苦手と
する学生は多い。それに対応すべく文章表現を教える科目を新設する大学が増えてきた。また一方
で、推薦制度などですでに大学入学が決まっている学生を対象にした入学前教育において、作文や数
学などの授業を行う大学も増えつつある。入学前教育では、受講形態の自由度から見て、集合教育に
よるよりも、インターネットを利用したeラーニングの形態を取る方が、授業を提供する方も、それ
を受講する方も負担が少ないだろう。本研究では、実際に文章表現の入学前教育をeラーニングに
よって実施したケースを取り上げた。この授業の設計、運営形態、受講生の参加とその評価について
報告した。
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1.　はじめに

　大学ではレポートや卒論など「書く」スキル
が基礎として求められている一方で、書くこと
を苦手とする学生は多い。それに対応すべく文
章表現を教える科目を新設する大学が増えてき
た。また一方で、推薦制度などですでに大学入
学が決まっている学生を対象にした入学前教育
において、作文や数学などの授業を行う大学も
増えつつある。
　入学前教育では、受講形態の自由度から見
て、集合教育によるよりも、インターネットを
利用したeラーニングの形態を取る方が、授業を
提供する方も、それを受講する方も負担が少な
いだろう。
　本研究では、実際に文章表現の入学前教育を
eラーニングによって実施したケースを取り上げ
る。この授業の設計、実施、受講生の参加とそ
の効果について報告する。

2.　設計

内容
　これまで、おもに社会人を対象とした「実用
文の書き方ワークショップ」を１日６時間で開
催してきた。その内容（向後, 2003）を踏襲し
て４週間６時間で実施する内容を表1のように
決めた。

表1　「文章表現」の内容

週 内容

1 1.　実用文を書こう
2.　構想マップ

2 3.　ノンストップ・ライティング
4.　パラグラフにする

3 5.　5段落で構成する
6.　友だちに読んでもらう

4 7.　書き直しとパブリッシュ
8.　書く人生への第一歩

1 本研究は、平成15～18年度文部科学省科学研究補助金・基盤研究(B)「ブロードバンドを利用した新しい高等教
育の有機的モデルとプロトタイプの開発」（課題番号15300287）による支援を受けています。



コーチ
　受講生の人数は数百になることが予想された
ので、大学院生をオンライン上のコーチとして
雇い、各週における作文の投稿のすべてに対し
てコメントし、必要があれば指導を行う体制を
とった。

教材・講義
　すでにできているワークブック（向後, 
2003）の内容をWeb上に拡張し、移し替えたも
のを教材とした（図1, 2参照）。ストリーミン
グ配信する講義（図3参照）は、このWeb教材
を参照しながら解説するスタイルで行われ、そ
れを受講生が視聴するものとした。

図1　Web教材の表紙部分

図2　Web教材の内容の一部



図3　ストリーミング配信された講義の画面

3.　実施

日程
　2006年2月13日から3月12日までの4週間で実
施された。

受講生
　すでに推薦で大学入学が決まっている高校生
のうち、411人が受講料1500円を支払って授業
に登録した。受講生全体を4分割し、102～103
人ごとにクラスを編成し、4クラスとした。
　なお、授業終了後のアンケートに回答した
102人によると、男性が43.1%、女性が56.9%
の比率であった。また、高校生は91.2%、社会
人は8.8%の比率であった。

コーチ
　各クラスに1名のコーチがつき、BBS投稿への
コメントや指導を行った。コーチは大学院生が
行った。

4.　結果

受講率・書込率の変化
　第1ステップでの受講率（講義ビデオの視聴
率）は66.9%であった。これはステップが進む
につれ徐々に下がり、最後の第8ステップで

は、33.1%まで下がった。
　第1ステップでの書込率（課題をBBSに投稿し
た比率）は50.6%であった。これもステップが
進むにつれ徐々に下がり、第8ステップでは、
14.6%に下がった。
　講義ビデオを視聴した人のうち、何割の人が
課題をBBSに投稿するかを「書込／受講比率」
とすると、この比率は、第1ステップで75.6%、
第8ステップで44.1%であった。
　以上の3つの指標を図4に示した。受講率、書
込率ともに徐々に低下しており、いずれのス
テップでも急激な低下は示してはいない。書込
者／受講者の比率はステップ3から安定し、
50%前後を推移した。
　最後の第8ステップは、受講を振り返っての感
想を求めた内容であるので、実質的には第7ス
テップが最終と見なせる。第7ステップにおけ
る、受講率は35.8%、書込率は19.0%であっ
た。また、書込者／受講者は53.1%であった。
　受講者には、登録したにもかかわらず視聴し
ない人が一定数いるので、第1ステップでの受
講者総数275を実質的な受講者数とすると、第7
ステップでの受講率は53.5%、書込率は28.4%
となる。



図4　各ステップでの受講率、書込率、書込人数／受講人数
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5.　評価

　授業の最終週にオンラインによる授業評価ア
ンケートを依頼した。102人が回答した（回答
率24.8%）。評価項目は、ARCS動機づけモデ
ル、授業の特徴、技術の役立ち度、全体評価
（以上は5段階による評定）、および自由記述
からなっていた（文面については付録1参照）。

ARCS動機づけモデル
　図5に、ARCS動機づけモデルによる評価項目
（A=おもしろかった、R=やりがいがあった、
C=自信がついた、S=満足した）の平均評価点
を示した。「自信がついた」の項目は3.64
（SD=0.78）と比較的低い評価だが、それ以外
は4以上を示した。とりわけ「やりがい」は
4.22（SD=0.73）と高かった。

図5　ARCS評価項目による平均評価点

授業の特徴
　図6に、授業の特徴による平均評価点を示し
た。「講義ビデオ」が3.79（SD=0.87）と比較
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的低いが、それ以外は4以上を示した。とりわ
け「コーチの指導」が4.31（SD=0.69）と高
かった。

図6　授業の特徴による平均評価点

スキルの役立ち度
　図7に、授業ステップで紹介されたスキルの
役立ち度の平均評価点を示した。すべての項目
で4以上の評価を示した。とりわけ「構想マッ
プ」と「5段落構成」の２つが4.42
（SD=0.64）と高かった。

図7　授業ステップによる平均評価点
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全体的な評価
　全体的な評価として「この授業を他の学生に
も勧めたいか」という質問項目を設定したが、
これに対しては、平均4.01（SD=0.62）と高
かった。
　また「この授業であればいくらくらい支払っ
ても良いと思いますか」という設問（実際に支
払ったのは1500円である）に対しては、全回答
者のうち64.7%が回答した。回答の方法が記述
式であるため、たとえば「5000円から10000円
くらい」という回答を単純に真ん中の金額7500
円と変換してデータ処理をした。度数分布を図8
に示した。中央値は3000円、平均値は3961円
であった。これは、実際に支払った以上の価値
をこの授業に見いだしているといえる。

図8　受講に払ってもよい金額（単位：千円）

お勧め度を予測する変数
　「この授業を他の学生にも勧めたいと思いま
すか」に対する回答を予測する変数を重回帰分
析（ステップワイズ）によって求めた。予測変
数は表2に示すとおりとなり、重相関係数
0.638、決定係数0.407、自由度調整済み重相関
係数の二乗は0.376となった。
　これによると、お勧め度を予測する変数は、
レクチャービデオの良さ、コーチの指導の良
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さ、構想マップの役立ち、5段落で構成の役立
ち、BBS課題の良さ、の変数で予測できた。以
上の点でこの授業を評価している受講生はこの
授業を他の学生にも勧めたいと考えている。

因子分析による全体の構造
　この授業の評価の全体の構造をつかむため
に、ARCS4項目、授業の特徴の4項目、授業の
内容の4項目の計12項目の評価点を因子分析し
た。初期固有値が大きい順に、4.07, 1.31, 
1.14, 1.00, 0.83であったので、因子数を3とし
てバリマックス回転をした。その結果を表3に
示した。
　因子1は、ARCS4項目とBBS課題の良さに負
荷が高い。ARCS4項目はコース全体の評価と考
えられ、その中でも特にやりがいの負荷が高い
ので、こうした全体の評価がBBS課題の良さに
強く関連するものであることを示唆している。
　因子2は、構想マップ、ノンストップライティ
ング、5段落で構成に負荷が高く、とりわけ構想
マップが高い。ARCSのおもしろかったという
項目も負荷が高く、構想マップや5段落構成と
いった受講生にとっての新奇な学習内容が興味
を引いていることが示唆される。
　因子3は、コーチの指導の負荷が特に高く、
ピア・レビューの負荷も高い。これはコーチや
一緒に学習している受講生とのコミュニケー
ションに関連するものと考えられる。
　因子分析の結果全体をまとめると、コース全
体の評価はBBS課題という授業の特徴に強く関
係していること、また、構想マップや5段落構成
といった新奇の学習内容がおもしろさに関連し
ていること、また、コーチの指導やピア・レ
ビューといったオンライン学習独特のコミュニ
ケーション方法がひとつのまとまりを作ってる
ことが明らかになった。

表2　お勧め度を予測する変数



表3　因子分析による全体の構造

6.　自由記述による評価

　オンライン授業評価の最後に、自由記述によ
る感想・要望・改善点を書いてもらった。以下
に、その文章を引用しながらまとめる。

コーチによるBBSコメントが効果的
　各ステップでBBSに提出してもらう課題作文
については、すべてに対してコーチがコメント
や助言をつけた。これは100人以上の受講生を
抱えるコーチにとってはかなりの負担である。
しかし、あえてそうすることにより、受講生の
やる気を引き出し、継続する励みにもなってい
ることが自由記述からうかがうことができる。

•コメントがわかりやすく丁寧でとてもよかっ
た。BBSもあって嬉しかった。友達に読んでもら
いコメントをもらうという点に改善点を感じる。

•たくさんの生徒が受講している授業なのに、一
人一人にすぐにレスをつけて下さるのがとても嬉
しかったし、勉強にもなりました。授業はあっと
いう間に終わってしまったので

•チューターさんのコメントがとても丁寧でわか
りやすく、親切でした。満足しています。

•アシスタントの方の丁寧な対応にとても感激し
ました！！また、課題がBBSでの提出ということ
で、色々な人の文章に触れることができてとても
勉強になりました。ありがとうございまし
た！！！

•やむを得ない事かもしれませんが、ＢＢＳで名
前が実名で出るということに、ちょっと抵抗感が

ありました。毎回提出する課題にコメントがつけ
られ、それが励みになりました。有意義な4週間
をどうもありがとうございました。

•提出課題を増やし、直接的な添削をして欲し
い。一人のTAが受け持つ生徒数をもっと減らして
欲しい。決められたテーマにしたがって書く練習
もしたい。（今回は題材が自由だったので自分の
経験を書いた人にとっては易しかった気がする）

•忙しくて提出することができないものもありま
したが、毎回丁寧なコメントを読むたび意欲がで
ました。まだまだ自信はないですが、「こういう
ふうに考えていけばいいのか！」と、思うことが
できました。楽しかったです。ありがとうござい
ました。

ピア・レビューは書き込みにくい
　ステップ6では、BBS上でピア・レビュー（友
だちに自分の書いた文章を読んでもらい、コメ
ントをもらう）を行った。しかし、同じ受講生
同士ではコメントがつけにくいということが
あったようだ。ここは自由にピア・レビューを
してもらったが、結果的にはコメントはごくわ
ずかしかつけられなかった。下の自由記述にあ
るように、コメントをつける作文を教員側で割
り振るなどの介入が必要なことが示唆された。

•文章がこんなにも楽しく書けるとは思っていま
せんでした。他の受講生の提出したものを読むの
もとても楽しかったです。ピアレビューをしてい
る人が少なかったのは少し残念でしたが、伊豆原
コーチがいつも温かいコメントを下さって励まさ
れました。今回学んだことを、今後に生かしてい
きたいと思います。



•今まで計画だてた文章を書くのが苦手だったの
で、こういう機会を通して文章の書き方だった
り、他の人に向けて波風を立てるような文章を書
くように心がけるようになれたと思います。た
だ、他の人にコメントをつけるというつけ方だっ
たり、やり方だったりがうまくわからなくてどう
しても躊躇してしまいました。掲示板にそのまま
書くというのもいいですが、特別に欄を設けても
らった方が書き込みしやすい気もします。なには
ともあれ、一ヶ月間とても楽しかったし、参考に
なりました。この経験を生かし、大学生活を頑張
りたいです！ありがとうございました。

•双方向なのがとても良かったです。ピア・レ
ビューの書き込みが少ないのはもったいないと思
いました。半分強制的にレビューする文章を割り
振って全員がレビューをもらえる、できるように
するといいのでは、とチラッと思いました。で
も、「これから大学に来る人たちなんだからそこ
まで面倒見れない、自主性を大事にしたい」とい
う趣旨かもしれないので、何とも言えません
が・・。毎回ＴＡの方の的を得たコメントを頂け
てありがたかったです。

•課題７の、他の人の文章のコメントを書く課題
は出来なかったです。顔を合わせているとの合わ
せていないＷＥＢ上では、やりにくいです。顔が
見えない分だけ誤解もあたえるリスクもあるきが
して。。。あとは、とてもためになりました。あ
りがとうございました。

講義ビデオとWeb教材を統合する必要
　教材は、Web教材とストリーミング配信によ
るビデオの2本建てになっていた。この両者を同
時に参照するためにはウィンドウを開かなけれ
ばならないため、煩雑であったようだ。これら
を統合した教材を作成する必要性が示唆され
た。

•flashを使えばもっと凝っていて解り易いものに
できるのでしょうか。個人的にはレクチャービデ
オとweb教材を同時には見にくいので、レク
チャービデオよりもスライドショーに音声を付け
て聞きたいときに聞ける仕組みのほうが良かっ
た。

•WEB教材と、WEB講座が別々なのがとても不便
でした。

•コンテンツを他の教科と同じように先生のしゃ
べっている顔とスライドという形にした方が見や
すいと思う。ＢＢＳは是非全クラス共通にした方
がたくさんの人の作品が見られるのでおもしろい
と思う。

書く自信がついた
　全体として、この4週間のコースは満足度が高
く、作文に対する苦手意識を軽減させたよう

だ。

•文章を書くことが苦にならなくなったような気
がします。ありがとうございました。

•今後、様々な場面で必要になるであろう実用文
の書き方を、わかりやすく学ぶ事ができ大変満足
しています。実用文を書く事にはまだまだ慣れが
必要ですが、文章を書く事に対する苦手意識は講
義を受ける以前よりだいぶ減ったように思いま
す。この講義で学んだ事を忘れずに、文章を書く
練習を続けていきたいと思います。

•書く事が好きになれました。とてもよかったで
す。

•全体的にとても楽しく有意義な授業を受けられ
ました。ありがとうございました。

•すごく自信がつきました。お世話になりまし
た。ありがとうございました。

•私はこの授業を始める前、文章を書くことが苦
手で、レポートとかにも苦しんできました。でも
この授業を通して書くことに自信が生まれた気が
します。本当にありがとうございました！！

•一ヶ月間どうもありがとうございました。この
文章表現の授業はオンデマンド授業という形式が
すごく適している授業だなぁといつも感動しなが
ら受講していました。一週間ごとに提出期限が設
定されているから受講のサイクルが乱れにくい
し、何よりも同じ授業を受けている人達の書いた
ものを読めることが刺激になって良かったです。
私は今ま自分の書いた文章を読み返すのも嫌にな
るくらい文章を書くのが苦手でした。でもこの授
業を受けて、１つずつステップを踏んでいけば必
ず書けるということを学びました。これからは速
さ、質ともに腕を磨いて行きたいです。本当にあ
りがとうございました。

•私は文章を書くのが得意ではありません。です
が、読むのは好きなので、得意になりたいとは
常々思っていました。今回の授業で上達したかは
はっきりしませんが、自信がついたのは事実で
す。これからの大学生活で『書く機会』が沢山あ
ると思うので、今回の授業に参加して本当に良
かったです。私のつたない文章を読んで頂いてど
うもありがとうございました。大学生活、充実さ
せたものにして見せます！！

7.　結論

　大学入学予定者に対して、文章の書き方につ
いてのeラーニング授業を、4週間に渡り実施し
た。最後まで受講したのは一度でも受講した人
のうちの5割強であり、課題まで提出したのは3
割弱であった。授業評価は全体的に高く、とり



わけ、やりがいがあり、コーチの指導がよかっ
たという評価を得た。その一方で、講義ビデオ
とWeb教材を統合する必要性や、また、ピア・
レビューをもっと気軽に行えるような設定か必
要であることが示唆された。

8.　展開

　本報告では、各ステップでBBSに提出された
課題内容の分析とそれに対するコーチのコメン
トの分析を行っていない。課題に対するコメン
トが受講生の動機づけを高めていることが明ら
かになっているので、次のステップとしては、
コーチのどのようなコメントの仕方が効果的か
を明らかにする必要があるだろう。
　約100人ずつの4クラスの編成は、入学する学
部ごとにまとめられて振り分けられた。した
がって、クラスによって文系・理系指向の共通
した人たちがまとまった。このことにより、ク
ラス間の雰囲気の違いや参加の熱意の違いが生
まれた。これは、入学する学部が同じ人同士が
知り合うよい機会になったと肯定することもで
きるが、一方で指向性の違う多様な人と一緒に
学ぶ機会を損なっているともいえる。次回のク
ラス編成では、学部をランダムに振り分ける方
法が良いかもしれない。
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向後千春（2003）『実用文の書き方ワークショップ 
v1.2』（非公刊ワークブック2）

付録1　授業アンケート文面

「文章表現」の授業をとっていただき、ありがとう
ございました。このアンケートは受講生の皆さんの
この授業についての評価についてうかがうものです。
このデータは、今後の授業改善の指針とさせていた
だくとともに、個人情報を完全に抜いた形で、学会
発表のデータとして使わせていただきたく思います。
どうぞご協力をお願いします。

1　あなた自身のことについてお聞きします。
1-1　入学予定の学部をお答えください。
1-2　性別をお答えください。
1-3　社会人入学ですか。
1-4　書くことは好きですか。

2　この授業の全体の印象についてお聞きします。
2-1　おもしろかったですか。
2-2　やりがいがありましたか。
2-3　自信がつきましたか。
2-4　満足しましたか。

3　この授業の特徴についてお聞きします。
3-1　レクチャービデオは良かったですか。
3-2　Web教材は良かったですか。
3-3　BBSを使った課題は良かったですか。
3-4　アシスタント（コーチ）の指導・コメントは良
かったですか。

4　この授業の内容についてお聞きします。
4-1　「構想マップ」は役に立ちそうですか。
4-2　「ノンストップ・ライティング」は役に立ちそ
うですか。
4-3　「5段落で構成する」は役に立ちそうですか。
4-4　「ピア・レビュー」は役に立ちそうですか。

5　この授業の全体の評価についてお聞きします。
5-1　このオンデマンド授業を他の学生にも勧めたい
と思いますか。
5-2　この授業であればいくらくらい支払っても良い
と思いますか。
5-3　最後に、この授業の感想、要望、改善点など自
由にお書きください。

どうもありがとうございました。

2 著者にメールで請求可能：kogo@waseda.jp
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