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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「レビューシート」という名前で実装し，これを実際の授業内で利用し
た．学生は，毎週のeラーニング授業の最後に，レビューシートに授業の感想や質問，あるいは
好きなことを書く．教員とメンターはそれを参照し，適宜そのメッセージに返事を書いた．本
研究では，eラーニング授業において，このような学生と教員・メンター間の個別のコミュニ
ケーションツールがどのような効果をもたらすのかを，アンケート調査結果から検討した．
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1.　序論

eラーニングにおいて学習継続率を保持し，動
機づけを高く維持するためには，学生と教員・
メンターとの間のコミュニケーションの役割が
重要であることが知られている．こうしたコ
ミュニケーションが密であれば，環境的に孤立
しがちであるeラーニング学習者が学習継続のた
めの動機づけを保持する確率が高まるだろう．
また，逆にこうしたコミュニケーションが少な
ければ，学習が中断される確率が高まるだろ
う．
eラーニングにおける学生と教員・メンター間
のコミュニケーション手段としては，BBSや
メールなどがある．
BBSは質疑応答の場として広く使われてい
る．しかし，それが他の学生に公開されている
ため，BBSに書き込むためのハードルが高く感
じられるケースが多い．つまり，本来は教員・
メンターに向けて書かれたメッセージであるに
もかかわらず，それが他の学生の目に触れるた
めに，そのことを意識した書き方をしなければ
ならない．このように，一定の距離感を保った
書き方をしなければならないことが，BBSに書
くためのハードルを高くしている．

一方，メールは個別のコミュニケーションで
あるため，BBSのように他の学生を意識するこ
となく書くことができる．しかしながら，逆
に，直接，教員・メンターに届けられるもので
あるために，個人メールを送るという行為自体
のハードルが高くなっている．つまり，何かコ
ミュニケーションしたいことがあっても，個人
宛にメールを書くということが，相手の時間を
取らせるものになるのではないかなどの配慮が
働くため，メールを書くという行為そのものの
ハードルが高いのである．
以上，BBS，メールともにコミュニケーショ
ン手段としてはハードルの高いものであること
がわかる．そこで，ハードルがそれほど高くな
く，気軽に教員・メンターとコミュニケーショ
ンが取れる手段を提供することが必要となって
くる．それによって，eラーニングにおける学習
動機づけを維持することが期待できる．
向後（2007）は，eラーニングの授業におい
てオンラインによるコミュニケーションカード
「大福帳」（織田 1991 2006, 向後 2006）を
使用することで，学生と教員・メンターとの心
理的な距離感を縮め，BBSでは書きにくいこと
も気軽に書くことができることを報告した．こ
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こで使われたシステムは，毎回の授業を受講し
たあとに，学生が授業の感想や質問，あるいは
雑談などを書き込むことによって，教員・メン
ターに個別に届けられるものであった．教員・
メンターはそのメッセージに対して，メールと
同じように個別に返事（フィードバック）を送
ることができた．
このオンライン版の大福帳をひとつの機能と
して実装したものを「レビューシート」と呼
び，このレビューシートを実際にeラーニング授
業の中で使用した．本研究では，それについて
調査したデータを報告し，その受け止められ方
と効果について検討した．

2.　レビューシートの機能と使い方

レビューシートは，感想や質問などを書くた
めの自由記述欄と，自分の理解度を５段階で評
定する選択肢から構成されている．
学生は毎週レビューシートを記入し，教員ま
たはメンターはその翌週にフィードバックを返
した．
レビューシートには，教員またはメンターが
レビューシートにフィードバックを記入する
と，システムに登録されると同時に学生にメー
ルが配信される機能が備わっている．また，自
分が過去に書いたレビューシートとそれに対す
るフィードバックを一覧で表示する機能も備
わっている．

3.　方法

3.1. 授業の概要

授業の内容は教授設計に関するものであっ
た．受講期間は15週間で，すべてeラーニング
の形式で実施した．学生の人数は，81人であっ
た．

3.2. アンケート

アンケートは，７週目に無記名方式で実施し
た．回答人数は71人，回答した人の割合は
87.65%であった．
レビューシートに対する11項目の意見につい
て，「まったくそう思わない・ややそう思わな
い・どちらともいえない・ややそう思う・まっ
たくそう思う」の５段階で評定し，１点から５
点までに得点化した．
その他に，レビューシートやフィードバック
への評価に関する10項目の質問に選択式で回答

してもらった（項目の詳細については，結果の
節で述べる）．

3.3. レビューシート

全６回のレビューシートの文章量とそれに対
するフィードバックの文章量をカウントした．
理解度は，「理解できなかった・あまり理解で
きなかった・普通・理解できた・良く理解でき
た」の５段階を１点から５点までに得点化し
た．

4.　結果

未回答の項目があったデータを除外し，有効
だった67人のアンケートデータを分析した．な
お，これ以降「教育コーチ」とはメンターのこ
とを指し，教員の補助的な役割を担った．

4.1. レビューシートに対する評定項目

表１に，レビューシートに対する意見につい
て平均値と標準偏差を示した．以下，各項目に
ついて詳しく記述する．

表1　各評定項目の平均と標準偏差

評定項目 平均 SD
1.レビューシートには気軽な感
じで書くことができる

3.96 1.00

2.レビューシートを使うことで
教員・教育コーチとの心理的な
距離が縮まると感じる

4.22 .84

*3.レビューシートを書くこと
をつい忘れそうになる

2.28 1.27

4.BBSでは書きにくいことで
も，レビューシートには書ける

4.06 .90

5.レビューシートに返事がある
とうれしい

4.73 .61

*6.レビューシートには何を書
いていいのか困る

2.63 1.03

7.レビューシートに返事がある
とモチベーションが上がる

4.46 .82

8.レビューシートに書くこと
で，授業内容を自分で整理する
ことができる

3.72 .93

*9.レビューシートに書くこと
は負担に感じる

2.63 1.03

*10.レビューシートが必須回答
でなければ利用したくない

2.48 1.06

11.レビューシートを書くこと
で，自分の考えを深めることが
できる

3.63 .97

*は反転項目



図１に，「１.レビューシートには気軽な感じ
で書くことができる」について５段階で評定し
た結果を示した．「そう思う」の方向に偏りが
見られた．
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図1「1.レビューシートには気軽な感じで書くこと
ができる」の評定値

図２に，「２.レビューシートを使うことで教
員・教育コーチとの心理的な距離が縮まると感
じる」について５段階で評定した結果を示し
た．「そう思う」の方向に偏りが見られた．
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図2「2.レビューシートを使うことで教員・教育
コーチとの心理的な距離が縮まると感じる」の評

定値

図３に，「３.レビューシートを書くことをつ
い忘れそうになる」について５段階で評定した
結果を示した．「まったくそう思わない」と
「ややそう思わない」が70.15%を占めたが，そ
の一方で，「ややそう思う」「まったくそう思
う」も25.37%を占めた．
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図3「3.レビューシートを書くことをつい忘れそう
になる」の評定値

図４に，「４.BBSでは書きにくいことでも，
レビューシートには書ける」について５段階で
評定した結果を示した．「そう思う」の方向に
偏りが見られた．
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図4「4.BBSでは書きにくいことでも，レビュー
シートには書ける」の評定値

図５に，「５.レビューシートに返事があると
うれしい」について５段階で評定した結果を示
した．「まったくそう思う」の方向に偏りが見
られた．
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図5「5.レビューシートに返事があるとうれしい」
の評定値



図６に，「６.レビューシートには何を書いて
いいのか困る」について５段階で評定した結果
を示した．「まったくそう思わない」と「やや
そう思わない」が58.21%を占めたが，その一方
で，「ややそう思う」「まったくそう思う」も
26.87%を占めた．
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図6「6.レビューシートには何を書いていいのか困
る」の評定値

図７に，「７.レビューシートに返事があると
モチベーションが上がる」について５段階で評
定した結果を示した．「まったくそう思う」の
方向に偏りが見られた．

0

10

20

30

40

50

60

まったくそう
思わない

あまりそう
思わない

どちらとも
いえない

ややそう
思う

まったく
そう思う

図7「7.レビューシートに返事があるとモチベー
ションが上がる」の評定値

図８に，「８.レビューシートに書くことで，
授業内容を自分で整理することができる」につ
いて５段階で評定した結果を示した．「そう思
う」の方向に偏りが見られた．

0

10

20

30

40

50

60

まったくそう
思わない

あまりそう
思わない

どちらとも
いえない

ややそう
思う

まったく
そう思う

図8「8.レビューシートに書くことで，授業内容を
自分で整理することができる」の評定値

図９に，「９.レビューシートに書くことは負
担に感じる」について５段階で評定した結果を
示した．「そう思わない」の方向に偏りが見ら
れた．
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図9「9.レビューシートに書くことは負担に感じ
る」の評定値

図10に，「10.レビューシートが必須回答で
なければ利用したくない」について５段階で評
定した結果を示した．「そう思わない」の方向
に偏りが見られた．
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図10「10.レビューシートが必須回答でなければ利
用したくない」の評定値



図11に，「11.レビューシートを書くこと
で，自分の考えを深めることができる」につい
て５段階で評定した結果を示した．「そう思
う」の方向に偏りが見られた．
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図11「11.レビューシートを書くことで，自分の考
えを深めることができる」の評定値

4.2. レビューシートの利用状況

レビューシートを書くタイミングは，67人全
員が受講後と回答した．
図12に，１回のレビューシートを書くのにか
かる平均時間の分布を示した．５分から10分未
満が最も多かった．
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図12　レビューシートを書くのにかかる平均時間

4.3. フィードバック

図13に，教員あるいは教育コーチからの
フィードバック（返事）の量について５段階で
評定した結果を示した．「ちょうどよい」とい
う回答が，85.07%を占めた．平均は
3.01（SD=0.53）であった．
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図13　フィードバック（返事）の量の評定

図14に，教員あるいは教育コーチからの
フィードバックのタイミングについて５段階で
評定した結果を示した．「ちょうどよい」とい
う回答が，68.66%を占めた．平均は
3.10（SD=0.76）であった．
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図14　フィードバックのタイミングの評定

4.4. 授業におけるレビューシートの位置づけ

図15に，この授業でのレビューシートの必要
性について５段階で評定した結果を示した．
「必要」の方向に偏りが見られた．平均は
3.79（SD=1.04）であった．
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図15　授業でのレビューシートの必要性の評定



図16に，レビューシートはこの授業の活性化
に貢献しているかについて５段階で評定した結
果を示した．「貢献している」の方向に偏りが
見られた．平均は3.84（SD=1.03）であった．

0

10

20

30

40

50

60

まったく
貢献して
いない

あまり
貢献
していない

どちらとも
いえない

やや貢献
している

非常に貢献
している

図16　授業の活性化に貢献しているかの評定

4.5. レビューシートの機能

図17に，自分が書いた過去のレビューシート
を一覧できる機能について質問した結果を示し
た．「知らなかった」が67.16%を占めた．
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図17　レビューシートを一覧できる機能について
の評定

図18に，レビューシートにフィードバックが
あるとメールが届く機能について５段階で評定
した結果を示した．「必要」の方向に偏りが見
られた．平均は4.13（SD=0.86）であった．
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図18　メール配信機能についての評定

4.6. 他の授業におけるレビューシート

図19に，他の授業でもレビューシートが使わ
れることについて質問した結果を示した．「歓
迎する」が23.88%，条件つき（科目による，教
員・教育コーチによる，出される課題の量によ
る）が70.15%を占めた．
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図19　他の授業でもレビューシートを使いたいか
についての評定

4.7. レビューシートに書かれた内容

図20に，レビューシートに書かれた内容（複
数選択可）の内訳を示した．授業内容の感想が
49.62%，質問が21.37%，雑談が17.56%，授業
内容のまとめが9.16%，授業改善のための意
見・提案が2.29%であった．
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図20　レビューシートに書かれた内容（複数）

4.8. レビューシートの文章量

全６回すべてのレビューシートを書いた64人
のデータを分析した．
図21に，レビューシートの文字数の平均値と
標準偏差を示した．全体平均は
235.10（SD=179.48）であった．
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図21　レビューシートの平均文字数の変化

4.9. フィードバックの文章量

全６回すべてのレビューシートを書いた64人
に対して，教員または教育コーチがフィード
バックした文字数を分析した．
図22に，教員または教育コーチからのフィー
ドバックの文字数の平均値と標準偏差を示し
た．全体平均は154.54（SD=114.04）であっ
た．
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図22　フィードバックの平均文字数の変化

4.10. レビューシートとフィードバックの文字数の相
関

表２に，レビューシートと教員または教育
コーチからのフィードバックの文字数の相関係
数を示した．１回目，２回目，３回目，４回
目，６回目に有意な差が見られた（1%水準）．

表2　レビューシートとフィードバックの相関係数

　 r 　

1回目 .38 **

2回目 .71 **

3回目 .65 **

4回目 .40 **

5回目 .16  

6回目 .48 **
**p<.01

4.11. 理解度

表３に，各回の理解度の平均値と標準偏差を
示した．全体平均は4.13（SD=0.82）であっ
た．

表3　各回の平均理解度と標準偏差

　 平均 SD
１回目 4.36 .62

２回目 3.91 .88

３回目 4.39 .63

４回目 4.11 .85

５回目 3.95 .93

６回目 4.03 .81



5.　考察

レビューシートはおよそ５～10分の時間を
使って，平均200字程度の長さで書かれてい
た．授業全体からすると短く簡単な作業ではあ
るが，その必要性(3.79)と活性化への貢献(3.84)
の評定を見ると，大きなものであることが明ら
かになった．さらに，その効果は次のような点
にあるとまとめることができるだろう．

5.1. 心理的距離を縮める

気軽に書ける(3.96)，心理的な距離が縮まる
(4.22)，BBSよりも書きやすい(4.06)という点で
レビューシートは高い評価を受けていた．これ
は，感想(49.6%)や雑談(17.6%)が多く書かれて
いたことからも裏づけされた．このように，レ
ビューシートに気軽に授業の感想を書くこと
で，教員・メンターを含めた授業全体に対して
親近感を持つことにつながっているのではない
かと推測される．

5.2. フィードバックの効果

返事があるとうれしい(4.73)，返事があると
モチベーションが上がる(4.46)という点でも，
レビューシートは高い評価を受けた．これは
フィードバックの量もタイミングもちょうど良
いと評定されたこととあわせて考えると，
フィードバックが適切に行われているという条
件下ではフィードバックの効果が高いと推測さ
れる．

5.3. 授業内容の定着

授業内容を整理できる(3.72)，考えを深める
ことができる(3.63)という点については，そこ
そこの評価を受けた．これは，質問(21.4%)と
内容のまとめ(9.2%)が書かれる頻度がそれほど
多くないことからも裏づけされる．とはいえ，
授業内容の定着という点でも，レビューシート
は促進的な効果を及ぼしていると考えられるだ
ろう．また，レビューシートの一覧機能を知ら
ない人が７割弱いたことを考えあわせると，自
分の学習履歴を確認するという使い方を知らせ
ることが必要だろう．

5.4. レビューシートのネガティブな側面

忘れそうになる(2.28)，書く内容に困る
(2.63)，負担に感じる(2.63)，必須でなければ利
用したくない(2.48)といった，レビューシート

に対するネガティブな反応は，総じて低いもの
であった．とりわけ，他の科目でもレビュー
シートを使いたいかという質問に対して，科目
によるなどの条件つきの回答が７割を占めたこ
とを考えあわせると，レビューシート単独で効
果があるというよりも，授業の内容や活動に依
存してレビューシートの良さが発揮されると考
えた方がいいだろう．

6.　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「レビューシート」という名前で実
装し，これを実際の授業内で利用した．学生
は，毎週のeラーニング授業の最後に，レビュー
シートに授業の感想や質問，あるいは好きなこ
とを書く．教員とメンターはそれを参照し，適
宜そのメッセージに返事を書いた．このような
学生と教員・メンター間の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，アンケート調査結果から検討した結果，レ
ビューシートの利用は，学生と教員・メンター
間の心理的距離を縮め，返事があることで動機
づけを高め，授業内容の定着という点で効果が
あることが示唆された．

引用文献

向後千春（2007）eラーニング授業でコミュニケー
ションカード「e大福帳」を使う. 日本教育工学
会研究報告集, Vol.7, No.5, pp.297-300

向後千春（2006）大福帳は授業の何を変えたか. 日
本教育工学会研究報告集, Vol.6, No.5, pp.23-30

織田揮準（1991）大福帳による授業改善の試み. 三
重大学教育学部研究紀要（教育科学）別冊, 
Vol.42, pp.165-174

織田揮準（2006）形成的評価手法（大福帳）を用い
た授業改善研究. 皇學館大学文学部紀要, 第44輯, 
pp.300-324


