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〈あらまし〉　大学のeラーニング課程において導入教育の内容をオンデマンド化し，そ
れを学生の必要に応じて視聴できるように提供した．講義の聞き方とノートの取り方，
レポートの書き方，プレゼンテーションなどの内容を扱った30分前後の長さのコンテン
ツ６本が提供された．コンテンツを視聴した学生の割合は，全体で38.9%であった．
もっとも最近入学した学生の視聴割合は56.1%であった．コンテンツが公開された4月第
1週に22.4％，講義が開始された第2週に35.5％，第３週に15.8%，第４週に4.8％，5月
第１週に2.5%が，コンテンツを視聴した．5月第１週までに，全視聴人数の81.2%が視
聴した．自由記述によるアンケート結果から，コンテンツの提供を継続してほしいとい
う声と，参考になったという意見が多くを占めた． これらのことより，導入教育をe
ラーニングによって常時提供することの必要性と有効性が示唆された．

〈キーワード〉　導入教育　初年次教育　アカデミックリテラシー　スタディスキル　
eラーニング

1. 　序論

1.1. 　背景

大学の新入生を対象として，大学での基礎
的な学習方法について訓練するための導入教
育を実施する大学が増加している．導入教育
とは，「基礎学力，学習に対する動機づけ，
及び授業への取り組み方などの点において多
様な学生たちを，速やかに大学生活に移行さ
せることを目的」としている科目である（藤
田，2002）．これは，高校までの学習の仕
方から大きく変わる大学での学習の方法を早
めに習得させ，学習離脱を防ぐという意図が
ある．高校までの学習は，知識や理論をどち
らかといえば受け身的に習得していくことが
中心であったけれども，大学では，それ以上
に知識や理論を吟味し，批判的に検討し，そ
れを自分なりに表現するという活動が求めら
れている．それに対応するのが導入教育であ
る．

導入教育に関する科目は，大きく次の６つ
に分類される（山田他，2002）．(1)補習教
育，(2)スキル・方法論（スタディスキルズ，
文章作成，プレゼンテーション），(3)情報
リテラシー，(4)ゼミナール（プレゼミ，入門
演習），(5)オリエンテーション（新入生研
修，ガイダンス，自己実現，キャリアデザイ
ン），(6)基礎・概論（専門基礎，入門，概
論）．
このような導入教育の提供方法について
は，対面授業によるか，あるいはeラーニン
グによる授業が考えられる．とりわけ，導入
教育の性質が，統一的な知識とスキルを，新
入生に対して手早く着実に身につけさせるこ
とであることから，eラーニングによって授
業を提供することのメリットが大きくなって
いる．つまり，一度に入ってくる新入生に対
して担当教員の違いによる導入教育の内容の
ムラ（あるいは担当教員の個性の違い）をな
るべく少なくするためにはeラーニングを活
用することが必要になってくる．前段の導入



教育の６分類の中で「ゼミナール」以外の内
容においてはすべてeラーニングを活用でき
るだろう．
大学院の中でも，大部分の授業をeラーニ
ングによって行うところでは，とりわけこう
した導入教育が重要になってくる．たとえ
ば，熊本大学大学院教授システム学専攻で
は，eラーニング中心の学習をスムーズに開
始し，専攻ポータルの有効な活用を実現する
ためにオリエンテーション科目を開発した
（根本・北村・鈴木，2006）．その内容
は，(1)PC等の環境設定（メール設定，大学
サーバへのアクセス，図書館システムへのア
クセス，専攻ポータルへのアクセス），(2)学
習計画の立案（受講科目の計画，学生自身の
学習目標の設定，シラバスによる科目の確
認），(3)基礎科目の履修免除条件の確認
（基礎科目の履修免除が可能であればその申
請をする），(4)自己紹介Webサイトの作成
と相互閲覧（自己紹介ページの作成，IT技術
の実力診断を兼ねる）であった．これらは，
導入教育の６分類を混合したものとして捉え
ることができる．

1.2. 　問題提起

導入教育の内容をeラーニング化すること
によって，授業担当者の違いによる内容のム
ラを小さくすることができる．その一方で，
対面授業で行えるようなフィードバックが少
なくなる可能性はある．しかし，eラーニン
グ化することによって，学生の学習機会の自
由度は大きくなるので，自分の必要性に合わ
せて，eラーニングコンテンツを学習すると
いうスタイルが定着する可能性もある．
以上のような観点から，導入教育の内容を
eラーニング化し，それを学生の必要に応じ
て視聴できるようにした場合にどのような学
習行動が起こるかを調べる必要がある．

2. 　⽅方法

2.1. 　科⽬目の概要

X大学の通信教育課程において，学生全員
が視聴できるコンテンツとして「スタディス
キル」が設置された．このコンテンツは，
2009年4月1日から2010年3月31日まで自由

にアクセス可能であった．科目としては単位
に無関係な任意の科目であった．
スタディスキル科目の内容は，「スタディ
スキルについて」という導入に続き，受講の
コツ，メールの使い方，講義の聞き方とノー
トの取り方，議論の構造，レポートの書き
方，プレゼンテーションを扱った（表1参
照）．これらのレクチャーがオンデマンド配
信された（図1参照）．それぞれのレク
チャーは，25分から40分の長さであった．
なお，各レクチャーには，質問や感想を受け
付けたり，レクチャー内で出された練習問題
の解答を提出するために，BBSが開設され
た．BBSの投稿については，担当の教員が返
信をした．

表1　スタディスキル科目の内容と時間

内容 時間（分：秒）

#0 スタディスキルについて 05:13

#1 受講のコツ 29:38

#2 メールの達⼈人になろう 37:34

#3 講義の聴き⽅方とノートの
取り⽅方 25:22

#4 議論の構造：レポートの
エンジン 40:32

#5 レポートの書き⽅方 32:37

#6 プレゼンテーション 28:10

図1　オンデマンド配信によるレクチャー



3. 　結果

3.1. 　コンテンツ別の視聴状況

2006～2009年度に入学した学生を対象
に，スタディスキルコンテンツの視聴人数の
割合を求めた．実際には2006年以前に入学
した学生も在籍しているが，本報告ではコン
テンツが導入教育の内容であることから，こ
れらの学生に限定してデータを整理した．そ
の結果，全学生数に対して，スタディスキル
コンテンツを視聴した学生の割合は，全体で
38.9%であった．各コンテンツごとの視聴割
合を表2に示した．もっとも視聴割合が高
かったのは「0. スタディスキルについて」で
51.7%，もっとも視聴割合が低かったのは
「6. プレゼンテーション」で26.7%であった
（図2参照）．

表2　コンテンツ別の視聴割合とBBS投稿数

内容 視聴% 投稿数

#0 スタディスキルについて 51.7 4

#1 受講のコツ 44.1 6

#2 メールの達⼈人になろう 36.9 0

#3 講義の聴き⽅方とノートの
取り⽅方 42.2 55

#4 議論の構造：レポートの
エンジン 32.9 43

#5 レポートの書き⽅方 37.8 0

#6 プレゼンテーション 26.7 4

-- 全体 38.9 112

注）「投稿数」は，それぞれのオンデマンドコンテンツ
に付随したBBSに投稿された感想・質問・練習問題へ
の解答などの数を示している．2009年4月から10月ま
での期間に投稿されたものを数えた．

図2　コンテンツ別の視聴割合

3.2. 　⼊入学年度別の視聴状況

入学年度別の視聴割合は，2009年度入学
者で56.1%，2008年度で32.8%，2007年度
で33.4%，2006年度で29.7%であった（図3
参照）．

図3　入学年度別の視聴割合

3.3. 　⼊入学年度別の視聴状況

コンテンツの１週間ごとの視聴人数は以下
の通りであった．初回視聴日時でカウントし
ているため，複数回視聴した人数は含まな
い．
4月第1週から10月第2週までの全視聴人数
はのべ2001人であった．うち，コンテンツ
が公開された4月第1週に449人（全視聴人数
の22.4％），講義が開始された第2週に711
人（35.5％），第３週に317人（15.8%），
第４週に96人（4.8％），5月第１週に51人
（2.5%）が，コンテンツを視聴した．5月第
１週までに，全視聴人数の81.2%に当たる
1624人が視聴した．5月以降の視聴人数はほ
ぼ横ばいであった（図4，図5参照）．
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図4　１週間ごとの全コンテンツへのアクセス数

図5　１週間ごとの全コンテンツへの累積アクセスの割合（%）
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3.4. 　BBSへの投稿

スタディスキルの各コンテンツにはBBSが
併設され，質問や感想を自由に投稿できるよ
うになっていた．その中でも「講義の聴き方
とノートの取り方」（投稿数55）と「議論の
構造：レポートのエンジン」（投稿数43）に
おいて，有意に投稿数が多かった．「講義の
聴き方とノートの取り方」では，コーネル式
ノートの取り方をめぐってたくさんの感想が
書き込まれた．特に，大学に入ってノートの
取り方を初めて知ったという人が多かった．
また，「議論の構造：レポートのエンジン」
では，トゥールミンの三角ロジック（主張・
データ・ワラント）を説明しており，その中

で，三角ロジックの練習問題を出しているの
で，その解答を投稿する人が多かった． 

3.5. 　⾃自由記述による評価

2009年7月6日から8月10日の間に授業ア
ンケートが実施された．その中の質問項目と
してスタディスキルコンテンツに対する評価
を求めた．具体的には，「スタディスキルコ
ンテンツについて，(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」と教示
し，自由記述形式で回答を求めた．97名から
回答が得られた．
以下に回答を分類して記述する．カッコ内
は同様の意見をまとめた件数である．



(1) 　継続してほしい（28件）

例）授業を受ける際の心構えとして非常に参
考になった．ぜひ続けて欲しい．

例）入学したてで何も解らない，聞く相手も
いない状態の中で，非常に助かった．

現在のコンテンツの継続を希望する意見
と，改善した上での継続を希望する意見とが
見受けられた．コンテンツ別では，「#3. 講
義の聴き方とノートの取り方」「#5. レポー
トの書き方」の継続を希望する意見があっ
た．
(2) 　参考になった（19件）

例）学習が始まる前にこれらのコンテンツ
を見ると，その後の受講の仕方に差が出る
と思う．

例）「レポートの書き方」が特に参考に
なった．

どのコンテンツが参考になったかは記述さ
れていない評価が多かった．「5. レポートの
書き方」が特に役に立った，という評価が3
件あった．
(3) 　もっと早く（9件）

例）入学時に見たかった．

例）自分が新入生のときにあれば，成績が
変わっていたかもしれない．

９件とも２年目以降の学生からの評価で
あった．自分が新入生のときにはなかったこ
とに対する不満，不公平感が記述されている
評価が目立った．
(4) 　感謝（4件）

例）先生が非常に分かりやすく教えてくれ
るので大変ありがたい．

コンテンツに対する感謝が表明された．
(5) 　満⾜足（4件）

例）新入生にとって，講義が本格化する前
に心積もりや観察ができるとても実りのあ
るボーナスになったのではないか．

現在のコンテンツが充実していると感じ，
満足しているという評価が目立った．

(6) 　いろいろな先⽣生（3件）

例）特に統計学，英語の授業の受け方につ
いて，違う先生・コーチから，ポイントや
内容の把握の仕方を学びたい．

専門の先生による説明を希望する意見と，
単純に，何人もの先生の出演を希望する意見
があった．
(7) 　科⽬目としての設置を希望（2件）

例）「レポートの書き方」を科目として設
定してほしい．

「レポートの書き方」に限らず，大学での
学習をよりしやすくなるための科目があると
よい，という意見であった．
(8) 　不安解消（2件）

例）授業やレポートへの不安が解消でき
た．

新入生の受講前に抱く不安の軽減，解消を
指摘する評価であった．
(9) 　不必要（2件）

例）大学生ともなれば，自ら学び，悩み，
工夫する過程を習得するものであり，それ
が大学での学びではないか．

「ノートの取り方」「レポートの書き方」
を大学が指導する必要はない，という意見を
持つ受講者も見受けられた．
(10) 　詳細な説明を希望（1件）

例）レポートを書くにあたっての，文献の
引用の仕方や細かな注意点，アウトライン
の構成の仕方などの解説をしてほしい．

(11) 　常時掲載希望（1件）

例）大学で学ぶ上で必要な内容と思うの
で，常時掲載がよい．

(12) 　情報過多（1件）

例）情報量が多すぎる．受講中に大量のも
のを見る余裕がないことを理解してほし
い．

(13) 　何回も⾒見見たい（1件）

例）何回も見直そうと思う．



(14) 　パソコン操作コンテンツ希望（1件）

例）パソコン操作で便利な勉強の方法を知
りたい．

(15) 　無期限での公開を希望（1件）

例）いつでも見られるように，期限を決め
ずに公開していてほしい．

4. 　考察
このコンテンツは2009年に全学年に公開
された．１年生の視聴割合は50%を越えた一
方で，２年生以上の視聴割合は30%前後で
あった．また，４月の初めから公開して，５
月の１週目までには，全体の80%以上の学生
が視聴した．それ以降は，週に数人から30人
くらいの視聴があった．これらのデータか
ら，今回提供されたスタディスキルコンテン
ツが１年生のニーズに合っていたことと，そ
の視聴は４月に集中して行われたことがわ
かった．また，視聴は４月に集中しているも
のの，それ以降も引き続き必要に応じて視聴
されていることがわかった．また，自由記述
のアンケートに，より詳細な内容を求めた
り，常時視聴できるようにして欲しいという
希望があったことからも，このような内容に
対するニーズがあることが示唆された．コン
テンツ別では，ノートの取り方やレポートの
書き方に大きな反応があったことから，こう
した大学特有の方法やスキルに対してトレー
ニングが必要であることが示唆された．
今後は，これらのコンテンツ以外にどのよ
うなコンテンツが必要とされているのかとい
う調査が必要になるだろう．また，オンデマ
ンドレクチャーを聞くだけでなく，そこで説
明されたことを自分で練習できるようにする
ことも必要となる．その場合のフィードバッ
クの方法も検討する必要がある．

5. 　結論
大学のeラーニング課程において導入教育
の内容をオンデマンド化し，それを学生の必
要に応じて視聴できるように提供した．講義
の聞き方とノートの取り方，レポートの書き
方，プレゼンテーションなどの内容を扱った
30分前後の長さのコンテンツ６本が提供され
た．

コンテンツを視聴した学生の割合は，全体
で38.9%であった．もっとも最近入学した学
生の視聴割合は56.1%であった．コンテンツ
が公開された4月第1週に22.4％，講義が開
始された第2週に35.5％，第３週に15.8%，
第４週に4.8％，5月第１週に2.5%が．，コ
ンテンツを視聴した．5月第１週までに，全
視聴人数の81.2%が視聴した．
自由記述によるアンケート結果から，コン
テンツの提供を継続してほしいという声と，
参考になったという意見が多くを占めた．
これらのことより，導入教育をeラーニン
グによって常時提供することの必要性と有効
性が示唆された．
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