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＜あらまし＞　eラーニングによる授業の中で，授業の感想や質問などを教員とメンターに直接送る
ことができるものを「e大福帳」と名づけて実施した．受講生は，毎週のオンライン授業の最後に，e
大福帳に授業の感想や質問，あるいは雑談を書いて，教員とメンターに直接送付した．教員とメン
ターは適宜，そのメッセージに返事を書いた．対面の授業でこうしたコミュニケーションカードを使
用することは，授業参加への動機づけを高め，満足度を上げることがわかっている．本研究ではe
ラーニング授業において，このような個別のコミュニケーションツールがどのような効果をもたらす
のかを，授業評価データなどから検討した．
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1.　はじめに

　対面型の授業において，特にそれが大規模な
ものであればあるほど，教員と学生のコミュニ
ケーションが不足になりがちである．ともすれ
ば，私語や授業と無関係なことをすることで，
それが講義型授業の成立そのものを危うくする
こともある．
　織田(1991, 2006)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; 
図1参照）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（字数
にして125～150字程度）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．
　向後(2006)は，大規模なクラスにおける大福
帳利用の効果について，学生からのアンケート
回答から検討した．その結果，大福帳が，それ
までの毎週の授業についての感想や質問を蓄積
し，一覧することを可能にしていることによ
り，学生が自分の学習状況をモニターすること
を可能にし，それが授業に参加しようとする意
欲を引き出していることが示唆された．また，
学生が，毎回の授業について一定の分量の文章

を書くことによって，授業の振り返りをし，授
業内容について考えるきっかけになっているこ
とが示唆された．また，学生の文章に対する教
員のコメントが強く望まれていたが，たとえコ
メントの返信がなくても，大福帳を利用するこ
とは一定の効果があることが示唆された．

図1　大福帳レイアウトの一例（表のみ）



　インターネットが使える環境では，紙ベース
の大福帳をオンライン化しようとするアイデア
も出ている．須曽野ほか(2005)は，大福帳をオ
ンライン上で使えるように「電子大福帳」を開
発し，試用した．電子大福帳では，学生がWeb
ブラウザ上で大福帳のコメントを記入できるよ
うにしてある．さらに，そのコメントを教員と
のやり取りだけにするか（プライベート），あ
るいは他の人にも読めるようにするか（オープ
ン）を指定することができる．また，オープン
にしたコメントには他の人がさらにコメントを
つけることができる掲示板を併設している．つ
まり，紙ベースの大福帳では，教員と個々の学
生とのメッセージのやり取りに限定されるけれ
ども，電子大福帳では，学生自身が自分のメッ
セージをプライベートなものにするかオープン
なものにするかを指定できる点が特徴となって
いる．
　須曽野ほか(2005)は，対面授業における紙
ベースの大福帳をオンライン化しようとするも
のであり，eラーニングによる授業でも大福帳の
ようなツールを導入することはすぐに考えられ
る．とりわけ，eラーニングによる学習では学生
の孤独感の低減が解決すべき課題となってい
る．その解決策のひとつとして大福帳のような
コミュニケーションツールが活用できるだろ
う．
　本報告では，eラーニングによる授業におい
て，大福帳を利用したケースを報告し，eラーニ
ングにおける大福帳のような個別のコミュニ
ケーションツールの効果について検討する．

2.　方法

　eラーニングによる授業でオンラインによる大
福帳（e大福帳と呼ぶ）を利用した．授業の内
容は教授デザインの概論で，履修者数は約60人
であった．e大福帳として使った機能は特別な仕
様ではなく，システムの中のテスト機能を流用
した．具体的には，学生からのコメントを記述
式の回答として登録してもらった．このテスト
機能は，回答に対して返事をつけられるように
なっているので，教員あるいはメンターからの
返事は，このコメント機能を使って書いた．
　設問文は次のようにした．
レクチャーや教材，また課題をやってみての感想
や質問などを自由に書いてください．大福帳に書
かれた内容は，教員とコーチだけが読みます．た

だし，みんなで共有したい質問については，お名
前を伏せて「質問BBS」で回答することがありま
す．

　このような設問に対して，学生は毎週のeラー
ニングによる授業を受けた後で，コメントを書
いた．それに対して，教員またはメンターが返
事を書いた．
　e大福帳によるやり取りは，学生と教員・メ
ンターの１対１によるもので，プライベートな
ものであったが，e大福帳に書かれた質問につ
いては，もしそれがクラスの中で共有するのが
良いと判断されたものについては，BBSで名前
を伏せた上で質問と回答が公開された．
　15週の授業が終わったあとで，授業評価とし
て自由記述によるアンケートが実施された．ア
ンケートは，以下の５つの点について自由文で
回答するものであった．
1. レクチャーや教材について
2. テスト，課題，ディスカッションについて
3. フィードバックについて
4. 大福帳について
5. 授業で取り上げた内容について

　本報告では，この中の「4. 大福帳について」
の回答について分析した．

3.　結果

　授業アンケートのe大福帳についての回答文を
分析した結果，以下のように分類することがで
きた．文中，箇条書きで代表的な回答文を示し
た．

3.1.　心理的距離を縮める

　最も多く言及されたことは，教員・メンター
との心理的な距離が縮まったということであっ
た．
• 大福帳そのものが教員が学生をよく知ろうとい
う気持ちであることを表しており，うれしく
思った．
• １対１のコミュニケーションなので他の人への
遠慮がなく，投稿しやすかった．
• 風通しが良く，教員が身近に感じられた．
• 大福帳に書くことで緊張をほぐすことができ
た．
• 教員との距離が縮まったように感じた．
• 教員に個人的に話しかけている雰囲気が良かっ
た．



　e大福帳による学生と教員・メンターとの個人
的なコミュニケーションによってやり取りをす
ることで，心理的な距離を縮めることができ
た．

3.2.　気軽に書ける

　また，心理的距離を縮めたことと関連するこ
ととして，気軽に書けるという点がある．
• 日記のような感じに使えた．
• 何となく感じたことを自由に書けるので，敷居
を感じなかった．
• 思いを伝えるには，とても良い形だと思う．
• 講義が終わって廊下で世間話という感覚が良
かった．

　このように授業の延長の気楽な感じで書ける
のがe大福帳の特徴であった．

3.3.　BBSでは書きにくいことが書ける

　前項に示したようにe大福帳では気軽に書け
る．これは裏を返せば公開された場であるBBS
では意外に書きにくいということでもある．
• BBSでは言いにくいことも直接伝えられた．
• メールやBBSでは気が引けることがあるので，
個人的に質問したいときは良い方法だ．
• BBSでは聞きにくい素朴な質問ができた．
• 個人的な内容や疑問を率直に書けた．
• BBSには載せたくない質問の時には助かった．

　特に，簡単な質問であればあるほど，BBSで
はなおさら聞きづらいものになり，それがつま
づきの原因ともなりかねない．その点，e大福帳
では，簡単な質問でも気兼ねなくすることがで
きる．

3.4.　返事があると励みになる

　紙の大福帳では，返事が強く望まれている．
同様にe大福帳でも，返事が書かれていると励み
になったり，授業への動機づけを高める効果が
ある．
• 大福帳に対するコメントがあるとうれしい．
• コメントがあるとさらに自分の考えを深める
きっかけとなった．
• 教員やメンターがまめにフィードバックしてく
れると励みになる．
• モチベーションが上がった．

　紙の大福帳では，手書きのために返事を書く
のはかなりの負担になる．しかし，e大福帳で
は，それよりは書く負担が軽減され，フィード
バックがしやすくなった．

3.5.　授業内容を自己確認できる

　e大福帳に授業の感想を書くことで，自然に授
業の内容を振り返ることになり，自分の理解度
を再確認することができる．
• 講義内容を自分で整理する上で役立った．
• 自分の知識を確認することができた．
• 授業内容を自分の経験と関連づけたりして書け
た．
• 自分の反省など自己啓発的に使えた．

　受講の終わりにe大福帳を書くことを義務づけ
ることで，自然に振り返りの時間を持つことに
なる．

3.6.　共通の質問をBBS公開したのはよい

　e大福帳に書かれた質問の中で，共有すると有
効であると判断されたものについては，名前を
伏せてBBSで取り上げ，回答を書いた．
• 質問をBBSで共有したのがよかった．
• 他の学生の質問を読むと勉強になった．

　本人は取るに足らない質問であると感じてい
ても，全体として共有した方が良い質問はかな
りあり，実際にそれは他の学生の役に立ってい
た．

3.7.　書く内容に困った

　全般的にe大福帳は学生に好意的に受け取ら
れていたが，書く内容に困ったという感想もま
れに見られた．
• 何を書けばよいのか困ることがあった．
• 書くことが負担だった．

　これはe大福帳に書く内容をレポートである
かのように受け取っていたケースが該当する．
自らe大福帳のハードルを上げてしまっているの
で，教員の方から，e大福帳には自由に気軽に書
いて良いということを周知させる必要がある．

4.　考察

4.1.　e大福帳の効果

　eラーニング授業でe大福帳を使うことによ
り，教員・メンターとの個人的なコミュニケー
ションルートが開かれた．e大福帳のようなツー
ルは，教員・メンターとの心理的な距離を縮
め，BBSでは書きにくいようなことであっても
気軽に書くことができる．このことは，eラー
ニング授業の問題点のひとつ「学生が感じる孤
独感」の問題を解消するか，少なくとも軽減す
る効果を持っていると予想できる．



　また，e大福帳に書かれた質問を，BBSに名前
を伏せて載せ，回答することで，同じような疑
問を持っている学生にとって非常に役立つ．な
おかつ，同じように疑問を持っている人がいる
ことを確認することで自信を持って授業を受け
ることができる．
　授業を運営する教員にとっては，e大福帳に書
かれた感想や雑談を読むことで，提供した授業
内容がどれくらい理解されているのか，どのよ
うに受け取られているのかを推測することがで
きる．したがって，それを授業運営にフィード
バックしたり，授業内容を補足したりすること
ができるだろう．

4.2.　システムの改善

　今回のe大福帳は，既存のシステムのテスト機
能を流用して運用した．テスト機能にすでにコ
メントをつけられる機能がついているために，
これだけでも十分機能することがわかった．し
かし，システムを改善するとすれば，以下のよ
うなことが考えられるだろう．

学生からのビュー

　紙の大福帳の良い点は，それが一枚にまと
まっており，これまでの自分の足跡が一覧でき
ることである．今回のe大福帳ではその回だけ
のコメントが表示されるだけであり，それを改
善するとすれば，自分の履歴が一覧できるよう
なデザインが必要だろう．それを見ることに
よって，毎週ごとの自分の感想とそれに対する
教員・メンターからの返事が一覧できるように
する．そうすることで，学生は休まず受講を続
けようという動機づけにもなるだろう．

教員からのビュー

　教員には，その週の学生コメントの一覧と個
人別の返事履歴一覧が切り替えられるようにす
る．その週の全学生のコメント一覧を見ながら
返事が書けるようにする．その際に，よく使わ
れるフレーズがあれば，それをパレットに出し
ておき，すぐにペーストできるようにすると便
利である．また，返事を書くときに，その学生
のこれまでのe大福帳でのやり取りがすぐに見
られるようにしておく．こうすることで，その
学生のイメージが明確になり，返事が書きやす
くなるだろう．これまでの履歴をふまえた返事

をもらった学生は，ますますやる気を出すこと
が期待できる．

付加的な機能

　付加的な機能として，教員の返事が付くと，
学生にお知らせのメールが送られるようなしく
みがあると良いだろう．

5.　結論

　eラーニングによる授業の中で，授業の感想や
質問などを教員とメンターに直接送ることがで
きるものを「e大福帳」と名づけて実施した．
受講生は，毎週のオンライン授業の最後に，e
大福帳に授業の感想や質問，あるいは雑談を書
いて，教員とメンターに直接送付した．教員と
メンターは適宜，そのメッセージに返事を書い
た．対面の授業でこうしたコミュニケーション
カードを使用することは，授業参加への動機づ
けを高め，満足度を上げることがわかってい
る．本研究ではeラーニング授業において，この
ような個別のコミュニケーションツールがどの
ような効果をもたらすのかを，授業評価データ
から検討した．その結果，e大福帳では，教
員・メンターとの直接のやり取りになるため，
心理的な距離を縮め，BBSのような公開の場で
は書きにくいことも気軽に書くことができるこ
とがわかった．
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