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受講者数が100人を超える大規模な大学の授業を，eラーニングと教室授業を隔週で交互に実施する形態で
実施した．eラーニングによる知識と概念的な理解と，教室授業によるディスカッションと体験的な学び
を組み合わせることによって，より効果の高い授業を目指した．最終的な授業評価アンケートの結果か
ら，こうしたブレンド型授業がどのように学生に受け取られているかを検討した．その結果，次のことが
明らかになった．(1)今回のブレンド型授業は学生に好意的に受け取られていることが明らかになった．ま
た，同じ授業内容を受けるとしたときにブレンド型を選択する学生は過半数を占めた．このことから，将
来的な大学授業の形態は徐々にeラーニングを取り入れていくものになることが予想される．(2)成績群に
よるブレンド型授業の好みについては両科目について有意差は見られなかった．このことから，ブレンド
型授業の採用については特段の配慮が必要であるとは考えられない．(3)もともとeラーニングあるいは対
面型授業を好む学生は，今回のブレンド型授業をどう評価しているのかについて検討した結果，両方の科
目について，満足度，良さ評定ともに，ブレンド型＞教室授業＞eラーニングの順で高い評定を受けてい
ることがわかった． このことは，すべてを教室授業で行う形態から，eラーニングを取り入れたブレンド
型授業に移行した場合でも，授業満足度や授業の良さを損なう可能性は低いということを示唆するもので
ある．
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1.　はじめに

1.1　大学におけるブレンド型授業の広まり
多くの大学でeラーニングを実施できる環境が整っ

てきている．それにつれて，eラーニングの強みと教
室での対面授業の強みを組み合わせた授業形態とし
て，ブレンド型授業を実践するケースが増加してい
る．
ｅラーニングによる授業の問題点は大きく２つあ

る．１つは，未修了（ドロップアウト）の割合が高
いことである．もう１つは，体験型の授業に比較し
て，学習効果が低いということである．一方，対面
によるディスカッショングループや体験中心の学習は
記憶定着度が高いけれども，常に効果的であるとは
限らない．つまり，学習者の前提知識とスキルが低い
場合は体験型学習は単なる経験として受け流されてし

まい，定着しない場合がある．また，体験型学習は
時間がかかることも欠点の１つである．
そこで，ｅラーニングを利用して，体験型学習の前

提条件となるような知識とスキルを習得させ，その上
で教室における体験型学習を実施するというブレン
ド型授業が実施されるケースが増えている．
向後(2008)は，200人を超える大規模な大学の授業

において，eラーニングと教室での対面授業を隔週で
組み合わせるブレンド型授業の実践について報告して
いる(1)．最終的な授業評価アンケートを分析した結
果，授業全体の評価は高かった（５段階で平均
4.24）．また，ブレンド型授業形式についての好み
はほぼ拮抗したけれども（５段階で平均2.83），e
ラーニングのみ，教室授業のみ，ブレンド型授業の３
種類の形式でもっとも好むものを選択してもらったと
ころ，ブレンド型授業の選択率は，42.6%を占めた
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（教室授業の選択率は51.7%，eラーニングは
5.2%）．
向後（2008）の報告では，隔週によるブレンド型

授業は学生に好意的に受け入れられたことが示され
た．そこで本報告では，ブレンド型授業を他の科目
で実施し，その授業評価について分析したものを提
示する．とりわけ学生の属性によってブレンド型授業
の受け取り方がどのように違うのかという点に焦点を
あてる．

1.2　問題提起
大学における100人以上の大規模クラスによる授業

をブレンド型で実施した場合の学生による授業評価
はどのようなものになるだろうか．また，ブレンド型
授業はどの学生層に対しても同じように受け取られて
いるのだろうか．
本研究では，これらのことを明らかにするために

次のリサーチクエスチョンを設定した．
(1)　大規模クラスの授業をブレンド型で実施した

場合の授業評価はどうか．通常の対面型の授業と比
較してどの程度好まれるのか．
(2)　成績の上位と下位に位置する学生にとって，

ブレンド型授業はどのように受け取られているか．ま
た，成績の違いによる授業形態の好みに違いはある
のか．
(3)　もともとeラーニングあるいは対面型授業を好

む学生は，ブレンド型授業に対してどの程度満足なの
か．

2.　方法

2.1　授業の概要
授業は，私立大学で2008年度秋学期に開講され

た，情報社会に関する科目（科目Jと呼ぶ）と教授実
践に関する科目（科目Kと呼ぶ）で，登録受講者数は
それぞれ147人と121人であった．教室授業は隔週で
行われ，その間に受講生はeラーニングによるレク
チャーを視聴し，与えられた記述式の課題について
BBSに回答を投稿した．課題は，採点されてフィード
バックされた．教室授業ではレクチャーは行われず，
６人を１つのグループとしてワークショップスタイル
の実習が行われた．教室授業は全部で８回実施され
た．

2.2　授業評価
授業についての評価アンケートが，教室授業の最

終回に紙面により実施された．その内容は，以下の
４つのトピックであった．

(1)　授業形式の好みと動機づけ（評定）
(2)　授業全体の評価（評定）
(3)　オンデマンド授業に対する改善点（記述式）
(4)　教室授業に対する改善点（記述式）
質問内容の詳細については表1を参照されたい．な

お，(3), (4)の内容については本報告では扱わない．

表1　授業評価アンケートの質問内容

1.　この授業の形式についてお答えください．
(1)　この授業は隔週でオンデマンド授業と教室授業
が交代しました．この授業形式についてどう思いま
すか？

「強く好まない～強く好む」の5段階
(2)　今回の授業内容であれば，あなたは次の形式の
どれをもっとも好みますか．
1　すべてオンデマンド授業　　2　すべて教室授業

3　オンデマンド授業と教室授業が半々
(3)　あなたは，教室授業の前にオンデマンド授業を
受けたことで，教室授業へのやる気が高まったと思
いますか？

「強くそう思わない～強くそう思う」の5段階
(4)　あなたは，教室授業を受けたことで，その次の
オンデマンド授業へのやる気が高まったと思います
か？

「 強くそう思わない～強くそう思う」の5段階

2.　この授業全体についてお答えください．「強くそ
う思わない」を１，「強くそう思う」を５として，あ
てはまる数字に○をつけてください．
(1)　この授業はあなたの好奇心をくすぐりました
か？
(2)　この授業を受けることにやりがいを感じました
か？
(3)　この授業を受けて自信がつきましたか
(4)　この授業を受けて満足ですか？
(5)　この授業を受けて良かったですか？
(6)　この授業を受けて自分の知識やスキルが向上し
ましたか？
(7)　この授業を受けて自分の仕事・学業・生活での
行動に変化がありましたか？
(8)　この授業で学んだことは自分の仕事・学業・生
活の質を向上させますか？

3.　オンデマンド授業について
　(A)　続けてほしいこと
　(B)　改善してほしいこと



　(C)　新しく始めてほしいこと
があれば，お書きください．

4.　教室での授業について
　(A)　続けてほしいこと
　(B)　改善してほしいこと
　(C)　新しく始めてほしいこと
があれば，お書きください．

A4判用紙の表・裏に印刷

3.　結果

授業についての評価アンケートが，教室授業の最
終回に紙面により実施された．有効回答数は科目Jで
94人（回収率64.0%），科目Kで62人（回収率
51.2%）であった．

3.1　授業の形式についての評価
ブレンド型授業の形式についてどう思うかという

問いについて，１（強くそう好まない）から５（強く
好む）の５段階評定で聞いたところ，科目Jで平均
3.78(SD=1.05)，科目Kで平均3.74(SD=1.01)であっ
た（図1参照）．

図1　ブレンド型授業の形式についてどう思うか
（科目J：濃い棒　科目K：薄い棒　単位%）

すべてeラーニング，すべて教室授業，ブレンド型
授業の３つ形式のうちどれをもっとも好むかという
問いについて，１つを選択してもらったところ，科目
J，科目Kともにブレンド型がもっとも好まれた（科
目Jで57.5%，科目Kで72.6%）（図2参照）．
授業形式の好みに違いがあるかどうかを検討する

ために，χ2乗検定を行った．その結果，科目Jでも
（χ2(2)=24.54, p<.01**），また，科目Kでも（ 
χ2(2)=41.93, p<.01**）1%有意水準で有意差が見ら
れた．ライアンによる多重比較の結果（有意水準
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0.05），両科目とも，eラーニングとブレンド型の
間，および，教室授業とブレンド型の間に有意な差
が見られた．

図2　どの形式をもっとも好むか
（科目J：濃い棒　科目K：薄い棒　単位%）

教室授業の前にオンデマンド授業を受けたこと
で，教室授業へのやる気が高まったかという問いに
ついて，１（強くそう思わない）から５（強くそう思
う）の５段階評定で聞いたところ，科目Jで平均
3.18(SD=1.09)，科目Kで平均3.60(SD=0.94)であっ
た（図3参照）．

図3　オンデマンドは教室授業のやる気を高めたか
（科目J：濃い棒　科目K：薄い棒　単位%）

教室授業を受けたことで，その次のオンデマンド
授業へのやる気が高まったかという問いについて，１
（強くそう思わない）から５（強くそう思う）の５
段階評定で聞いたところ，科目Jで平均
2.99(SD=1.01)，科目Kで平均3.06(SD=1.03)であっ
た（図4参照）．
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図4　教室授業はオンデマンドのやる気を高めたか
（科目J：濃い棒　科目K：薄い棒　単位%）

3.2　授業全体の評価
この授業全体について，好奇心，やりがい，自

信，満足，良かった，知識・スキル，行動変化，質向
上の８つの観点から５段階評定で聞いたところ，す
べての観点において，平均が３を上回った（表2参
照）．

表2　授業全体の評価

科目J科目J 科目K科目K
平均 SD 平均 SD

好奇心
やりがい
自信
満足
良かった
知識・スキル
行動変化
質向上

4.05 0.95 4.21 0.74
3.95 1.01 4.00 0.78
3.31 0.91 3.52 0.78
4.10 0.89 4.23 0.75
4.18 0.96 4.40 0.79
3.78 0.94 3.95 0.85
3.11 1.06 3.48 0.93
3.70 0.84 3.95 0.85

図5　この授業を受けて良かったですか
（科目J：濃い棒　科目K：薄い棒　単位%）
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この中で，「この授業を受けて良かったですか」
という項目についての回答分布を図5に示した．

3.3　成績の違いによるブレンド型の好み
最終成績は，BBSによる課題，教室授業への参

加，小レポートを総合してA+, A, B, C, Fによって採
点された．成績の違いによってブレンド型授業に対す
る好みが影響を受けているかについて検討するた
め，成績別にA+からCまでの４群に分けて，ブレン
ド型授業の形式についてどう思うかという問いの平
均評価点を計算した（図6参照）．ここで，各群の人
数は，科目Jでは，22, 37, 24, 9人，科目Kでは，14, 
22, 16, 7人，であった．
ブレンド型の好みの平均値は全群で，3.43から

4.04の間に収まった．分散分析の結果，科目Jでも
（F(3,88)=0.829, ns），また，科目Kでも
（F(3,55)=0.566, ns）有意差はなかった．

図6　成績別のブレンド型の好み
（科目J：濃い棒　科目K：薄い棒）

成績の群別による，eラーニング，教室授業，ブレ
ンド型授業の好みの選択を図7, 8に示した．ここで単
位は%で，各成績群内に占める割合を示している．群
別による授業形式の好みに違いがあるかどうかを検
討するために，χ2乗検定を行った．その結果，科目J
でも（χ2(6)=5.517, ns），また，科目Kでも（ 
χ2(6)=4.484, ns）有意差はなかった．
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図7　成績別による授業形式の好み（科目J）
（左の棒からeラーニング，教室，ブレンド型の順

単位%）

図8　成績別による授業形式の好み（科目K）
（左の棒からeラーニング，教室，ブレンド型の順

単位%）

3.4　授業形式の好みによるブレンド型の評価
もともとeラーニングあるいは対面型授業を好む学

生は，今回のブレンド型授業をどう評価しているのか
について検討するために，授業形式の好みによっ
て，eラーニング，教室授業，ブレンド型の３群に分
けて，授業満足度と授業の良さの評定値の平均を算
出した（図9, 10参照）．その結果，両方の科目につ
いて，満足度，良さ評定ともに，ブレンド型＞教室授
業＞eラーニングの順で高い評定を受けていることが
わかった．分散分析の結果，科目Jでは，満足度
（F(2,92)=3.51, p<.05*），良さ評定
（F(2,92)=4.36, p<.05*）ともに有意差があった．し
かし，科目Kでは，満足度（F(2,59)=1.05, ns），良
さ評定（F(2,59)=1.85, ns）ともに有意差はなかっ
た．
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図9　授業形式の好みによる授業満足度
（科目J：濃い棒　科目K：薄い棒）

図10　授業形式の好みによる授業の良さ
（科目J：濃い棒　科目K：薄い棒）

4.　考察

4.1　ブレンド型形式は好意的に受け取られた
隔週でeラーニングと教室授業が交代するブレンド

型授業の形式の好みについては，５段階評定で，科目
Jで平均3.78(SD=1.05)，科目Kで平均3.74(SD=1.01)
であった．また，eラーニングのみ，教室授業のみ，
ブレンド型授業の３つから１つを選択してもらったと
ころ，ブレンド型がもっとも好まれた（科目Jで
57.5%，科目Kで72.6%）．両科目とも，eラーニン
グとブレンド型の間，および，教室授業とブレンド
型の間に有意な差が見られた．
以上のことから，今回のブレンド型授業は学生に

好意的に受け取られていることが明らかになった．同
時に，同じ授業内容を受けるとしたときにブレンド
型を選択する学生も過半数を占めた．また，eラーニ
ングのみの授業を選択する学生も，科目Jで22.34%，
科目Kで9.68%の割合で存在することから，将来的に
学生のeラーニングへの指向性はますます強くなって
いくことが予測される．このことは大学授業が対面
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形式をそのまま保持していくことはなく，徐々にe
ラーニングを取り入れていくことが予想される．

4.2　ブレンド型の採用に配慮が必要か
成績群によるブレンド型授業の好みについては両

科目について有意差は見られなかった．もし，優秀
な成績を取った学生とそうでない学生の間にブレンド
型授業への好みの差が見られるとしたら，ブレンド
型授業の採用については何らかの配慮をする必要が
生ずるだろう．しかし，今回の結果では，成績によ
るブレンド型授業の好みには差が見られなかったこ
とから，ブレンド型授業の採用については特段の配慮
が必要であるとは考えられない．

4.3　授業形式の好みによるブレンド型の評価
もともとeラーニングあるいは対面型授業を好む学

生は，今回のブレンド型授業をどう評価しているのか
について検討した結果，両方の科目について，満足
度，良さ評定ともに，ブレンド型＞教室授業＞eラー
ニングの順で高い評定を受けていることがわかっ
た．もともとブレンド型を好む学生は，ブレンド型
授業の満足度，良さ評定ともに高いことは自然であ
る．しかし，教室授業を好む学生も，授業の満足
度，良さ評定ともにブレンド型を好む学生群と変わ
らない高い値を示した．このことは，すべてを教室
授業で行う形態から，eラーニングを取り入れたブレ
ンド型授業に移行した場合でも，授業満足度や授業
の良さを損なう可能性は低いということを示唆する
ものである．

4.4　オンデマンド授業は教室授業のやる気を高めた
教室授業の前にオンデマンド授業を受けたこと

で，教室授業へのやる気が高まったかという問いに
ついては，科目Jで平均3.18，科目Kで平均3.60で
あった．このことは，オンデマンド授業を受けるこ
とは次の教室授業への参加を動機づけたと示唆してい
る．逆に，教室授業を受けたことで，その次のオン
デマンド授業へのやる気が高まったかという問いに
ついては，科目Jで平均2.99，科目Kで平均3.06であ
り，高いとは言えない．これは，オンデマンド授業と
教室授業で完結する形の授業内容であったことが影
響していると推測される．

5.　結論

受講者数が100人を超える大規模な大学の授業
を，eラーニングと教室授業を隔週で交互に実施する
形態で実施した．eラーニングによる知識と概念的な
理解と，教室授業によるディスカッションと体験的な
学びを組み合わせることによって，より効果の高い授
業を目指した．最終的な授業評価アンケートの結果
から，こうしたブレンド型授業がどのように学生に受
け取られているかを検討した．
その結果，次のことが明らかになった．
(1)　今回のブレンド型授業は学生に好意的に受け

取られていることが明らかになった．また，同じ授業
内容を受けるとしたときにブレンド型を選択する学
生は過半数を占めた．このことから，将来的な大学
授業の形態は徐々にeラーニングを取り入れていくも
のになることが予想される．
(2)　成績群によるブレンド型授業の好みについて

は両科目について有意差は見られなかった．このこ
とから，ブレンド型授業の採用については特段の配慮
が必要であるとは考えられない．
(3)　もともとeラーニングあるいは対面型授業を好

む学生は，今回のブレンド型授業をどう評価している
のかについて検討した結果，両方の科目について，満
足度，良さ評定ともに，ブレンド型＞教室授業＞e
ラーニングの順で高い評定を受けていることがわ
かった． このことは，すべてを教室授業で行う形態
から，eラーニングを取り入れたブレンド型授業に移
行した場合でも，授業満足度や授業の良さを損なう
可能性は低いということを示唆するものである．

参考文献

(1) 向後千春：”ｅラーニングと教室授業のブレンド
型授業の実践と評価”, 教育システム情報学会第33
回全国大会講演論文集, pp.90-91(2008)

付記
本研究は，平成18～21年度文部科学省科学研究補助
金・基盤研究(B)18300293「参加体験協同型のワー
クショップをeラーニングで可能にするための統合的
研究」による支援を受けています．


