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〈あらまし〉 　大学の通信教育課程において導入教育の内容をオンデマンド化し，提供した．
情報スキル，大学での学び方，文献検索，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15分前後の長さのコンテンツ６本が，A4判63ページのテキストとともに提供され
た．この科目の受講は任意で単位も無関係であった．２週間ごとに１単元が提示され，ホーム
ワークという名前で課題も出された．提出された課題に対しては担当教員がフィードバックを
行った．その結果，新入生の視聴割合は49.9%であった．その一方で，課題提出の割合は，
5.06%，また，レビューシートの書き込み割合は，18.2%であった．これは，コンテンツの視
聴はしても課題提出までいく人が限定的であったことを示している．この原因としては，他の
単位のかかった科目に対する学習時間がかかり，単位のないスタディスキル科目に割ける時間
が少なくなってしまったことが考えられる．しかし，科目内容の役立ち度については，５段階
評定で４以上の高い評価を得た．今後の課題としては，このようなスタディスキルの内容を，
単位化あるいは必修化するかどうか，また，その開講時期を入学前にするか，あるいはサマー
スクールのように比較的自由な時間があるときにするかという問題を解決する必要がある．

〈キーワード〉eラーニング　スタディスキル　初年次教育　導入教育　オンデマンド授業　レ
ポートの書き方　プレゼンテーション

1.　序論

1.1.　背景
　大学では，初年次教育あるいは導入教育とし
て，大学での学び方，そしてそれを支える学習
スキル（スタディスキル）を，入学後早い時期
から実施するようになってきた．
　向後・石川（2009）は，大学通信教育課程に
おいて導入教育の内容をオンデマンドで提供す
るケースについて報告した．コンテンツは年度
内を通じていつでも視聴可能であったが，５月
の第１週目までには，80%以上が視聴をしてお
り，４月に集中的に視聴されたことが明らかに
なった．また，新入生の視聴割合は56.1%，全
学年の視聴割合は38.9%であった．

1.2.　問題提起
　向後・石川（2009）のケースでは，各単元に
課題が設定されていたが，実際に課題をBBSに

提出した数はそれほど多くはなかった．「講義
の聴き方とノートの取り方」での投稿数55，
「議論の構造：レポートのエンジン」での投稿
数43を除いては，投稿数は10以下であった．
　この理由のひとつとして，単元がいつでも視
聴可能であり，特に受講期間を設けていなかっ
たことが考えられる．これは，アクセスが４月
に集中したということからも裏付けられる．
　本報告では，２週間単位で順次提供されたス
タディスキル科目について取り上げる．その視
聴状況と課題の提出状況，さらに授業評価アン
ケートを分析する．これにより，通信教育課程
における導入教育をどのように実施すれば良い
のかについての示唆を得たい．



2.　授業

2.1.　科目の設置
　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，2010年
4月10日から2010年7月4日まで開講された．こ
のコンテンツの受講は学生の任意であり，単位
とは無関係であった．

2.2.　科目の内容
　スタディスキル科目の内容は，「オリエン
テーション」という導入に続き，「情報スキ
ル」，「大学での学び方」，「文献検索～レ
ジュメの作り方」，「議論の構造：レポートの
エンジン」，「レポートの書き方」，「プレゼ
ンテーション」を扱った．それぞれの単元のオ
ンデマンドレクチャーが配信された．その長さ
は10～20分程度であった（表1参照）．
　A4判63ページのテキストが作成され，新入生
には製本されたものが郵送された．新入生以外
には，PDFファイルの形でテキストが公開され
た．
　各単元の最後には，単元の内容を確認するた
めのホームワーク（課題）が提示された．

表1　スタディスキル科目の内容とビデオ時間

単元 内容 時間

0 オリエンテーション 09:57

1 情報スキル 15:48

2 ⼤大学での学び⽅方 12:21

3 ⽂文献検索~レジュメの作り⽅方 13:23

4 議論の構造：レポートのエンジン 18:31

5 レポートの書き⽅方 20:39

6 プレゼンテーション 15:29

2.3.　授業の進行
　各単元には，２週間が割り当てられており，
順次進行した．単元のオンデマンドレクチャー
はその期間内でのみ視聴可能であった．
　ホームワーク課題は期間内にBBSに提出する
ことで，担当教員からのフィードバックが受け
られた．
　また，担当教員に質問や感想を送る手段とし
てレビューシートと呼ばれるしくみが設置され
た．これには各単元の期間中に自由にメッセー

ジを書き込むことができた．担当教員はそれに
対して簡単な返事を書いた．

2.4.　授業評価
　全単元の終了後，2010年7月3日から7月18日
にかけて，授業評価アンケートを実施した．
　アンケートでは，各単元別に，「1. まったく
役に立たない」から「5. 非常に役立つ」の５段
階による評定をしてもらった．
　また，内容についての要望として「今回のス
タディスキルの内容以外に，どんな内容を取り
上げてほしいでしょうか．ご自由にお書きくだ
さい」という文言で質問した．
　さらに，スタディスキル科目全般的な感想と
して「スタディスキル全般について，なにかあ
りましたら、ご自由にお書きください」という
文言で質問した．

3.　結果

3.1.　コンテンツの視聴状況
　全学生数に対するオンデマンドレクチャーの
視聴者数の割合は，32.2%であった．
　2010年度入学生の視聴割合は49.9%，以下
2009年度生34.4%，2008年度生33.0%，2007
年度生21.9%，2006年度生17.9%，2005年度生
7.7%，2004年度生13.4%，2003年度生1.3%，
であった（図1参照）．

図1　入学年度別の視聴状況

　全学生数に対する単元別の視聴者数の割合
は，「0. オリエンテーション」で38.2%，「1. 
情報スキル」で42.6%，「2. 大学での学び方」
で33.0%，「3. 文献検索」で32.0%，「4. 議論
の構造」で28.3%，「5. レポートの書き方」で



27.7%，「6. プレゼンテーション」で23.6%，
であった（図2参照）．

図2　単元別の視聴状況

3.2.　ホームワークとレビューの書き込み数
　ホームワーク提出人数の平均は，13.3人で
あった．これは，オンデマンドレクチャー視聴
数を分母とすれば，5.06%であった．
　各単元において，オンデマンドレクチャー視
聴数に対するホームワーク提出者数の割合を求
めた．その結果，「1. 情報スキル」で2.22%，
「2. 大学での学び方」で7.17%，「3. 文献検
索」で6.30%，「4. 議論の構造」で6.28%，
「5. レポートの書き方」で5.13%，「6. プレゼ
ンテーション」で4.02%，であった（図3参
照）．

図3　単元別のホームワーク提出率

　レビューシート書き込み人数の平均は，47.8
人であった．これは，オンデマンドレクチャー
視聴数を分母とすれば，18.2%であった．
　各単元において，オンデマンドレクチャー視
聴数に対するレビューシート書き込み人数の割
合を求めた．その結果，「1. 情報スキル」で

19.4%，「2. 大学での学び方」で16.5%，「3. 
文献検索」で15.9%，「4. 議論の構造」で
19.2%，「5. レポートの書き方」で17.9%，
「6. プレゼンテーション」で20.1%，であった
（図4参照）．

図4　単元別のレビューシート書き込み率

3.3.　コンテンツの評価
　全単元の終了後，授業評価アンケートを実施
した．各単元別に，「1. まったく役に立たな
い」から「5. 非常に役立つ」の５段階による評
定をしてもらった．
　その結果，有効回答数は104であった．各単
元の平均値は，「1. 情報スキル」で4.35（SD=.

74），「2. 大学での学び方」で4.21（SD=.

84），「3. 文献検索」で4.42（SD=.77），「4. 
議論の構造」で4.54（SD=.66），「5. レポート
の書き方」で4.62（SD=.62），「6. プレゼン
テーション」で4.32（SD=.79），であった（図
5参照）．

図5　単元別の役立ち度平均値

　分散分析の結果，単元による平均値には1%有
意水準で差が見られた（F(5, 515)=13.33, p<.

01）．



3.4.　自由記述による要望と感想
　授業評価アンケート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要望と感想
を，自由記述形式で回答を求めた．要望は55名
から回答が得られた．感想は73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．件数の多い
順に並べてある．

3.4.1.　コンテンツについての要望

(1)　BBSの書き方（7件）
例）BBSを評価に取り入れている場合の効果
的な使い方を知りたい．

例）学習で出てきたことに対しての意見が述
べられ、それにレスがついて討論となってい
る講義は少ない．

例）BBSへの書き込みの作法を知りたい．

　BBSへの投稿の仕方について知りたいという
意見と，BBSの効果的な使い方について知りた
いという意見があった。一方で，BBSの書き方
を知ってしまったら個性が見えなくなる、とい
う意見もあった．

(2)　卒業研究（7件）
例）研究協力者を募るところが欲しい．

例）研究計画書の書き方を知りたい．

例）卒業論文の書き方を知りたい．

　卒業研究についてのコンテンツを希望する意
見が見受けられた．今年度ゼミに所属した受講
生やこれからゼミを選ぶ受講生から、卒業研究
全般の概要を知りたいという意見が目立った．

(3)　パソコンスキル（6件）
例）ExcelやWordの使い方を知りたい．

例）Excel の計算やグラフ作成の初歩的なサ
ポートが欲しい．

例）プログラミングの仕方などのコンピュー
タテクノロジのコンテンツが欲しい．

　使用頻度の高いWord，Excel，PowerPointの
使い方について知りたいという意見が数件あっ
た．また，パソコンの知識の学び方について知
りたい，という意見もあった．

(4)　学習スキル（5件）
例）仲間（先輩方）がどのような工夫をして
時間のやりくりをしているかといった「学習
スタイル」の情報が欲しい．

例）VOD視聴に際して，効率の良い，効果の
高い授業の受け方やノートの取り方を知りた
い．

例）学習を促進するようなスキルがあれば教
えてほしい．

　時間の使い方，効率の良い学習方法について
知りたいという意見が見られた．

(5)　プレゼンテーション（4件）
例）プレゼンの仕方をもう少し学びたい．

例）上手に口頭で説明する技術について学び
たい．

例）フォントの使い方や全体の配置について
学びたい．

　PowerPoint の使い方，説明の仕方について
知りたいという意見が見られた．

(6)　統計（3件）
例）必修科目である統計学が、実際の研究に
どう利用していくのか知りたい．

例）統計ソフトの使い方を知りたい．

例）分析方法の選び方を知りたい．

　卒業研究の項と同様に，今年度ゼミに所属し
た受講生やこれからゼミを選ぶ受講生から，初
年度に学んだ統計学が研究にどのように使われ
るのかを知りたいという意見が見られた．

3.4.2　全体の感想

(1)　とても役に立つ（14件）
例）授業でとても役に立つ内容だった．

例）大学での学びを知らないものにとって，
大変心強い存在だった．

例）どの項目も役に立つことばかりで，大変
助かった．



　大学での学びにおいてすぐに役に立ちそうで
あるという意見が大半であった．

(2)　講義がわかりやすい（8件）
例）短時間のコンテンツでうまくまとまって
いるため，忙しいeスクール生にとってはあり
がたかった．

例）テキストを読んだ後に講義を視聴する
と，重要ポイントを押さえてあるために，よ
り理解が深まった．

例）スライドが明瞭簡潔でとても見やすかっ
た．

　解説，スライドともに簡潔でわかりやすかっ
たという意見が目立った．また，テキストがあ
ることによってよりわかりやすく感じたという
意見もあった．

(3)　今後も活用したい（7件）
例）この講義で学んだことは，大学でだけで
はなくこれからも参考にしたい．

例）時々見返しながら授業にも仕事にも活用
したい．

例）少しずつスキルアップするよう実践を通
して学びたい．

　大学での学びに生かしていきたいという意見
もあったが，大学での学びだけでなく仕事にも
活用していくつもりであるという意見の方が多
かった．現在取り組んでいる仕事の概要を挙
げ，具体的な活用方法を記述している学生もい
た．

(4)　レポートの書き方が役に立った（7件）
例）専門的で非常にわかりやすかった．

例）レポートの構造について勉強になった．

例）レポートを作成することにおいて，日常
でも大変役に立った．

　コンテンツの内容に対する感想では，レポー
トについての意見が最も多かった．

(5)　視聴期間の延長・休暇中の配信を希望（6
件）

例）スタディスキルは何度も再学習しながら
実践に生かしていきたいので，いつでも何回
でも視聴できるようにしてほしい．

例）仕事と履修科目の講義の合間に視聴して
いたので浅い学びになってしまった．休暇中

に配信してほしい．

例）ホームワークに時間をかけたい後半のコ
ンテンツは，夏休みにずれ込ませるなどして
ほしい．

　ホームワークに時間が取れるよう視聴期間の
延長を希望する意見があった．また，時間に余
裕のある休暇中での配信を希望する意見も見受
けられた．

(6)　入学前または入学直後に見たかった（6
件）

例）入学前の3月頃から，前半部分を授業開始
前に視聴できれば，心構えとしての効果も高
いと思う．

例）1年生のときに知っていれば，もっと質の
良い勉強やレポート作成ができたと思う．

　6件とも2年生以上の学生からの意見であっ
た．これまでの学習を振り返って，入学前また
は入学年度の春学期にコンテンツを視聴すると
よいのでは，という提案が多くを占めた．

(7)　夏休みに復習したい（5件）
例）夏休みに一人で取り組んでみるつもり
だ．

例）春学期の大学での勉強を経験した上で，
より効率的に，且つ深く理解するために，夏
休みの期間にスタディスキルの補講があると
よい．

例）夏休みに時間の余裕ができたら残りの
ホームワークに取り組み，クラスのBBSで教
育コーチに見てもらうつもりだ．

　視聴期間に学習しきれなかったため，夏休み
に復習したいという意見があった．自分で復習
するという意見と，ホームワークをやって教育
コーチに見てもらうという意見の2つが見受け
られた．

(8)　ホームワークに取り組めなかった（5件）
例）コンテンツの視聴，テキストの熟読はで
きたが，ホームワークに取り組む時間を作る
ことができなかったことが自分としては残念
に思う．

例）自分にはレベルが高いと感じ，ホーム
ワークへの挑戦ができなかった．



例）ホームワークをやることでより確かなも
のになるとわかっていながら取り組めず，せっ
かくの機会を逃したことを反省している．

　視聴はできたものの，ホームワークの提出ま
ではできなかったという意見があった．また，
ホームワークまでできなかったことへの反省も
見受けられた．

(9)　担当教員からのコメントがよかった（5
件）

例）先生からのコメントは，次への意欲につ
ながった気がする．

例）コメントがわかりやすく，参考になっ
た．

例）レスポンスの早さに感動した．

　コメントのおかげで意欲が湧いたという意見
が見受けられた．

(10)　存在の周知徹底（5件）
例）入学時にスタディスキルの講義の存在を
周知徹底してほしい．

例）「eスクール生の広場」の画面の中ではな
く，受講科目と同じ画面にあると見過ごさな
いのではないか．

例）年度のはじめにスタディスキルのコンテ
ンツの存在に気づかなかったことが残念だっ
た．

　スタディスキルコンテンツの存在を学期途中
に知ったという意見があった．周知徹底する方
法の提案も見受けられた．

(11)　継続してほしい（5件）
例）毎週満遍なく学習できていないところが
あるので，ぜひ教材として長く残してほしい．

例）2年目以降の学生にとっても，毎年前期に
スタディスキルが視聴できると復習や動機付
けにもなる．

例）毎年配信してもらえれば，少しずつ参加
できる．

　視聴期間中に学習しきれなかったため継続を
希望するという意見があった．また，よいコン
テンツであるため継続を希望するという意見も
あった．

(12)　感謝（5件）
例）学びを続けていく上で，かなりのサポー
トになっている．

例）勉強の仕方を教えてもらえてありがた
い．

例）学生のために貴重な情報を提供してもら
えることに感謝している．

　情報を提供してもらったことへの感謝を表す
感想が５件あった．

(13)　スタディスキルまで手が回らなかった（4
件）

例）途中から履修科目の勉強に追われて，ス
タディスキルには手が回らなくなってしまっ
た．

例）一度コンテンツを視聴するのが遅れる
と，以後追いつかなかった．

例）スタート当初は履修科目の講義ペースが
つかめず，スタディスキルのコンテンツを見る
余裕がなかった．

　履修科目の学習に追われて視聴すらできない
回があったという意見が見られた．

(14)　必修科目にしてほしい（3件）
例）スタディスキルで教わる内容はとても大
学生活を充実させていくために必要だと思
う．

例）入学年度の春学期に，基礎実習としてス
タディスキルを学べたら，その後の学習が楽
になると思う．

例）学生として必要な講義であるが，履修科
目より優先順位が低くなってしまう．

　3件ともに，スタディスキルの重要性から必修
科目にすることを希望する意見であった．一方
で，必修科目でないことが良かったという意見
も1件あった．

(15)　課題の提出先に迷った（3件）
例）パソコン初心者であるため，ホームワー
クの提出の仕方がわからなかった．

例）先生に提出するのか，TAに提出するのか
迷った．

　ホームワークの提出先がわかりにくかったと
いう意見があった．



4.　考察

4.1　視聴状況と科目の必修化
　新入生の視聴割合は49.9%であり，半数の新
入生が授業コンテンツを受講した．これは，ス
タディスキル科目が必修でもなく，単位認定も
ないという点から見れば，高い割合だというこ
とができるだろう．しかし，スタディスキルの
本来の目的からすれば，新入生全員が受講して
ほしいところである．
　また２年生以上の学生はスタディスキルの重
要性を感じており，２年生，３年生の視聴割合
も30%を越えた．しかし，受講が任意であるた
めに，視聴および課題提出の優先順位は低かっ
た．
　課題提出の割合は，単元によって，2.22%か
ら6.30%の間であった．全体平均では，5.06%
であったことは，学生の時間的な余裕がなかっ
たことを示している．その一方で，レビュー
シートへの書き込み割合は，全体平均で18.2%
であり，このコンテンツに熱心に取り組んでい
る学生の割合は，課題提出をしている人数より
も大幅に多いことを示している．
　新入生を含めて全学生に共通していえること
は，他の科目の学習に取られる時間が大きいた
め，必ずしもスタディスキル科目に対する学習
時間が十分に取れないことである．
　もし学生全体のスタディスキルの向上および
均一化を図るのであれば，スタディスキル科目
に単位をつけるか，あるいは，必修科目にする
ことが必要になるだろう．

4.2.　コンテンツの評価
　コンテンツの役立ち度についての評価は，す
べての単元で５段階中４以上であった．特に，
レポートの書き方についてのコンテンツの評価
が一段と高かった．
　これらの評価から，スタディスキル科目の内
容が必要なものとして認められていることが示
唆された．
　今回提供した学習内容の他には，BBSの書き
方や卒業論文についての情報のニーズが高かっ
た．BBSについては，通信教育課程への入学か
ら卒業まで，常に利用されるツールであること
から，その書き方についての標準的な指導が求
められているということだろう．
　過半数を占めている２年次編入の学生にとっ
ては，卒業論文は１年後には着手する必要のあ

ることである．そのため，入学したらすぐに卒
業論文について考えていく必要があり，そのた
めには，スタディスキル科目の中で卒業論文の
書き方や研究の実施の仕方について取り上げて
いく必要があるだろう．

4.3　配信時期と期間
　各単元の視聴期間を２週間に区切って配信し
た．しかし，２週間では短いと感じる学生が多
かったようである．一方，期間を限定せずに，
いつでも視聴できるようにすることも考えられ
る（2009年度はその設定とした）．しかし，こ
の場合も，集中的に視聴することで課題が出し
にくくなったり，先延ばししてしまうリスクも
ある．したがって，もし科目を単位化あるいは
必修化するのであれば，期間を区切って実施す
る方が良いだろう．
　それと並行して，スタディスキルの学習を促
進するためには，年間を通じて何度でも視聴で
きる方がよいであろう．この場合，学生にとっ
て受講しやすい時期は夏期休暇中であろう．サ
マースクールような形で，休暇期間中にスタ
ディスキルの内容を受講してもらうことは良い
だろう．
　また，入学前にこの内容を受講したかったと
いう意見も多かった．すべての内容を３月末ま
でに受講してもらうことは不可能かもしれない
けれども，早めに受講をスタートさせることは
いい方法かもしれない．

4.4　スタディスキル科目の周知
　スタディスキルのコンテンツの存在が，周知
徹底されているとはいえなかった．今回は，ス
タディスキル科目を独立して立てることはせず
に，BBSによる交流を目的とした場所に併設し
た．この画面を閲覧することは必須ではないた
めに，見逃した学生が多かったことも考えられ
る．
　周知の方法としては，在学生への連絡用ホー
ムページのトップページに掲載することであ
る．さらに，学生が閲覧する頻度が高い画面に
コンテンツを掲載することである．
　もしスタディスキル科目が単位化あるいは必
修化されれば，自然に学生の履修科目に入って
くるため，この必要はない．しかし，履修が義
務づけられていなければ，この科目の周知の方
法を重点的に考える必要がある．



5.　結論
　大学の通信教育課程において導入教育の内容
をオンデマンド化し，提供した．情報スキル，
大学での学び方，文献検索，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15
分前後の長さのコンテンツ６本が，A4判63ペー
ジのテキストとともに提供された．この科目の
受講は任意で単位も無関係であった．２週間ご
とに１単元が提示され，ホームワークという名
前で課題も出された．提出された課題に対して
は担当教員がフィードバックを行った．
　その結果，新入生の視聴割合は49.9%であっ
た．その一方で，課題提出の割合は，5.06%，
また，レビューシートの書き込み割合は，
18.2%であった．これは，コンテンツの視聴は
しても課題提出までいく人が限定的であったこ
とを示している．この原因としては，他の単位
のかかった科目に対する学習時間がかかり，単
位のないスタディスキル科目に割ける時間が少
なくなってしまったことが考えられる．しか
し，科目内容の役立ち度については，５段階評
定で４以上の高い評価を得た．
　今後の課題としては，このようなスタディス
キルの内容を，単位化あるいは必修化するかど
うか，また，その開講時期を入学前にするか，
あるいはサマースクールのように比較的自由な
時間があるときにするかという問題を解決する
必要がある．
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