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〈あらまし〉 これまで教室だけで行ってきた授業形態に起因する短所を改善するために，e
ラーニングと教室での実習授業を週替わりで交代に行う授業を設計し，３年間に渡って実践し
た．その評価データと授業実施者の観察から，ブレンド型授業の設計と実施についてのガイド
ラインを提案する．
〈キーワード〉ブレンド型授業
ガイドライン

1.

eラーニング

背景

1.1. 大学授業の形態とその問題点
大学では，単位制度を採用しているため，ひ
とつの科目における履修人数が大きく異なる．
履修者が数人の授業がある一方で，100人，200
人となる多人数の授業も多く見られる．履修人
数が何人以上の授業を「大規模授業」とするか
の定義はまだない．ここでは，便宜上，100人
以上の授業を「大規模授業」と定義する．
大規模授業における授業運営上の問題点は，
数多く指摘されている．私語の拡散にみられる
ように，授業そのものが成立しない状況も少な
くない．もちろん私語の発生は学生自身の特性
による要因もある（出口, 2007）．その一方
で，教員の講義を聴くことに集中する講演型授
業と現代の学生の特性のミスマッチや，大規模
授業が私語を生みやすいという要因もある（小
沢ほか, 2008）．
私語の発生をシステムプロセス的に追ってみ
ると，まず，大学授業における出席の重視とい
う背景がある．これにより学生は，とりあえず
出席だけはしようとする．そのため，一部の学
生から私語が発生する．この私語が少しずつ全
体に伝播していき，そのため真面目な学生がや

授業デザイン

高等教育

グループワーク

る気を失う．真面目な学生があきらめることに
よってさらに私語がひどいものになっていき，
授業全体の運営が成立しなくなる．
1.2. 大学授業の新たな傾向
従来のレクチャー型授業が，とりわけ大規模
授業において成立しにくくなっている状況に対
して，ワークショップ型の授業が提案されてい
る（たとえば，向後(2005)など）．少人数によ
るグループワークを基礎とするワークショップ
は，大人数の授業にも対応できる．また，手を
動かす実習や，コミュニケーションを中心とす
る話し合いを活動の中心とすることによって，
履修者を授業に巻き込むことができるため，効
果的である．
一方で，インターネットを利用したeラーニン
グの形態も徐々に広がっている（向後,
2006a）．制度的にも，すでに60単位まではe
ラーニング授業で取得できるようになってい
る．eラーニング授業であれば，学生は教室に来
ることなく自分のペースで学習を進めることが
できる．また，オンライン上の掲示板やメッ
セージ交換を活用することで，教室ではなかな
か成立しにくい，学習内容についてのコミュニ

ケーションが促進されるというメリットもあ
る．
このように，大学授業は，より体験的な対面
授業と，より効率的なeラーニングという２つの
方向で進化しているように見える．
1.3. 問題提起
100人以上の学生が履修する大規模授業をど
のように運営するかということは，大学教育を
実質的に成果のあるものとするために重要な課
題である．それに対して，ワークショップ型の
授業やeラーニングといった新しい授業形態の試
みが徐々に広がっている．
本研究では，このような大規模授業を再設計
し，実践することで何が達成できたかを検討す
る．それにより，実践のプロセスにおいてどの
ような知見を得られたかをまとめる．さらに，
大学の大規模授業をどのように運営していけば
よいかについてのガイドラインを提案する．
2.

授業の改善とデザイン

2.1. これまでの授業の問題点
ターゲットとした授業は「教授設計」を扱う
必修ではない選択科目であった．この科目は前
提知識を必要としない一般的な入門科目として
位置づけられていた．受講人数は，年度によっ
てばらつきがあるものの，およそ100〜300人の
間の大規模授業であった．
改善を行う前の授業は，各回90分の授業時間
を前半45分と後半45分に分割してデザインされ
た．前半の45分間には，その回の授業で取り上
げる概念を，スライドを提示しながら，レク
チャースタイルで説明した．後半の45分間に
は，提示された概念を実習形式で定着させるよ
うなグループワークが実施された．
この方式の問題点は，レクチャーが必ずしも
効果的ではなかったという点である．後半に実
習を行うとはいえ，前半は，スライド提示をと
もなったレクチャースタイルそのものであった
ので，私語はなくならなかった．また，遅刻も
少なからずあった．
後半の45分間は，５〜６人で編成された小グ
ループによる実習形式の活動をした．小グルー
プによる実習は，概して学生には好評であっ
た．その理由は，おもに身体を動かしたり，メ

ンバー同士で話し合いをする活動そのものが楽
しいということにあった．
しかしながら，前半のレクチャーをきちんと
聞いて理解していなければ，後半の実習の意味
は捉えられない．実習形式の活動は確かに楽し
いものではあるけれども，その意味をきちんと
捉えていなければ，実質的な学習は起こらな
い．また，実習の時間は45分間と短い．初対面
のグループメンバー間での自己紹介などの簡単
なアイスブレークをやると，すぐに15分くらい
は過ぎてしまう．
全体として，レクチャーによる先行知識の獲
得と，グループによる実習でその知識や理論を
体験し，実体化するというのが，この授業にお
けるデザインのねらいであった．しかし，この
デザインでは，前半のレクチャーをきちんと聞
かなければうまくいかない．たとえ，後半の実
習を体験したとしても，その体験を自分の中で
概念化することが難しい．また，実習活動自体
も45分間という短い時間の中ではあわただし
く，その活動を自分の中で消化しきれないとい
うケースも多かった．
2.2. ブレンド型授業の導入
レクチャーによる先行知識の獲得と，グルー
プによる実習でその知識や理論を体験し，実体
化するというデザインは，Kolbの経験学習理論
のモデルに基づいている．これは「具体的経験
→反省的観察→抽象的概念化→能動的実験」と
いうサイクルを繰り返すことで学習を定着，発
展させていくというモデルである（図1参照）．

図1 Kolbの経験学習理論に基づく授業設計

通常は，抽象的概念化をレクチャーによって
行おうとする．しかし，すでに見たように，レ

クチャーをきちんと聞いてもらうことは困難な
状況にある．もし，この部分がなければ，具体
的経験も表面的な面白さだけに終わってしまう
リスクが高い．レクチャーをきちんと聞いても
らうために，直後に小テストを実施するのは一
定の効果があるだろう．しかし，テストのため
に時間を割くことは，その後の実習スタイルの
時間をさらに圧迫することになり，実質的に不
可能な時間配分となる．
そこで，このレクチャー部分をインターネッ
ト配信によるオンデマンド授業にすることを考
えた．このようにすれば，１回分90分間の授業
をすべて実習型の授業に割り当てることができ
る．オンデマンド授業は１回分の授業時間に相
当するので，それに１週間を割り当てると，オ
ンデマンド授業と教室授業が週替わりで交代す
るブレンド型の授業形式となる．この形式で15
週間の授業を設計した．
2.3. eラーニングコンテンツの作成
レクチャーをオンデマンド授業で実施するた
めには，ビデオを収録しコンテンツを作成する
必要がある．通常の場合は，このコンテンツ作
成が最初のハードルとなる．
今回のケースでは，コンテンツの作成は比較
的スムーズにできた．それは，学部の中に通信
教育課程があり，そこではすべての授業をオン
デマンドで配信していたためである．オンデマ
ンド授業を作成するためのスタジオがあり，教
員はそこでスライドを提示しながらレクチャー
をすれば，あとはスタッフがビデオを配信サー
バにアップロードして，配信が可能になる．
この通信教育課程向けに作成したオンデマン
ド授業を，通学制の授業にも利用したことに
よって，コンテンツ作成のハードルは一気に下
がることになった（図2参照）．
2.4. 実習授業のデザイン
100人以上の大規模授業では，学生をうまく
統制することが重要である．もし統制や段取り
がうまく行かなければ，実習中心であるがゆえ
に，容易にカオス状態になってしまうだろう．
実習授業の実施のためには，まず，参加者を
グループに分けるところから出発する．グルー
プは５〜６人が適切なサイズである（図3参
照）．

図2 オンデマンド授業のコンテンツ例

このサイズであれば，「ただ乗り」をするメ
ンバーも出にくく，各メンバーが何らかの役割
を分担することが容易にできる．もし欠席者が
出た場合は，最低３人出席していれば可能であ
るが，出席者が２人以下の場合は，他の欠席者
がいるグループと合併する．
小グループで実習するためには，グループ分
けをいかに短時間でするかが重要である．その
ために，授業前に学生をランダムにグループ分
けしておき，グループの番号を各学生に割り
振っておく．この授業では，出席票代わりの
「大福帳」にその番号を書いておいた（大福帳
については，向後(2006b)を参照）．それとと
もに，グループの席を決めておき，授業が始ま
るとグループの位置割り当てをスクリーンに映
し出すようにした．学生は自分の大福帳を受け
取り，そこに書いてあるグループ番号を見て，
グループごとに指定された席に着くという段取
りである．
実習授業の間の活動や話し合いは，グループ
単位で行われる．話し合いをさせる場合は，散
漫にならないように，必ず記録係をグループ内
で割り当て，記録を取らせるようにした．（図4
参照）．
プレゼンテーションなどの発表もまたグルー
プ単位で行われる（図5参照）．プレゼンテー
ションの全員の前でしてもらう際には，工夫が
必要である．たとえば，100人のクラスでは，
５人のグループが20組できることになる．各グ
ループが３分間のプレゼンテーションをすると
すれば，これだけで60分かかってしまう．いか

互選で全体へのプレゼンテーションを行うグ
ループを決める．
3.

図3 小グループによる実習

図4 話し合いはA4判の紙にまとめる

授業実践と評価

3.1. 授業の概要
授業は「教授設計」を扱う選択科目であっ
た．受講登録人数は，2008年度が298人，2009
年度が271人，2010年度が194人であった．
授業は，第１回目が教室で行われた．翌週の
第２回目は教室での授業はなく，その間にイン
ターネットで配信されるオンデマンド授業を視
聴し，オンラインによるテストに回答すること
が義務づけられた．第３回目は，そのオンデマ
ンド授業の内容に基づいて実習形式の授業が行
われた．以降，オンデマンド授業と教室授業が
隔週で交代する形式で進められた．全体で15週
間分の授業が実施された．最後の教室授業の回
に，授業に関するアンケートが実施された．
3.2. 授業形式の好みの評価
授業の最終回に授業アンケートを実施した．
2008年度の授業登録者は298人で，アンケート
回答者は229人，回答率は76.8%であった．ま
た，2009年度の授業登録者は271人で，アン
ケート回答者は160人，回答率は59.0%であっ
た．
ここでは，アンケートの質問項目からブレン
ド型授業形式の好みと，どの授業形式を好むか
を尋ねたものを取り上げる．
ブレンド型授業形式の好みは，この授業で実
施したオンデマンド授業と対面授業の組み合わ
せについて，1（強く好まない）から5（強く好
む）までの５段階評定で聞いたものである（図
6参照）．
この結果，2008年度では，平均2.84
（SD=1.22），2009年度では，平均3.75
（SD=0.94）であった（図7参照）．2008年度か

図5 書画カメラを使ってのプレゼンテーション

にプレゼンテーションが面白くても，１時間連
続では飽きてしまうだろう．
そのような場合は，サイコロを使ってランダ
ムに発表するグループを指定するか，あるい
は，２〜４組のグループ間で「予選」を行い，

ら2009年度にかけてブレンド型授業形式の好み
が有意に上昇した（t(387)=8.36, p<.01）．

り，教室がもっとも好まれた．しかし，2009年
度では，eラーニングが13.8%，教室が20.1%，
ブレンド型が66.0%となり，ブレンド型がもっ
とも好まれた（図8参照）．
χ２乗検定と残差分析の結果，5%有意水準
で，2009年度では，eラーニングを好む人およ
びブレンド型を好む人が有意に多く，一方，
2008年度では教室を好む人が有意に多かった．
4.
図6 ブレンド型授業形式の好み(%)

図7 ブレンド型授業の好みの変化(08年〜09年）

図8 どの授業形式をもっとも好むか(%)

また，もし再び授業を受けるとしたら，e
ラーニング授業，教室授業，ブレンド型授業の
３つのうちどれをもっとも好むかを１つ選択し
てもらった．
その結果，2008年度では，eラーニングが
5.2%，教室が52.0%，ブレンド型が42.8%とな

考察とガイドライン

4.1. ブレンド型授業の好みの変化の原因
2008年から2010年の３年間に渡って実践さ
れた，ブレンド型授業について概観した．
初めて，隔週によるブレンド型授業を実施し
た2008年では，ブレンド型授業の好みはどちら
ともいえず，また，授業形式の好みについて
も，教室での対面授業を半数の人が好んでい
た．しかし，導入して２年目の2009年では，ブ
レンド型授業の好みは有意に上昇し，また，ブ
レンド型授業を第一に選択する人が６割を超え
た．
この原因としては，授業実施者が大規模授業
におけるブレンド型授業を運営することに慣
れ，年度を追うごとに授業の運営がスムーズに
進むようになってきたということがまず考えら
れる．
もうひとつ考えられる原因は，オンデマンド
授業のコンテンツの違いである．2008年のオン
デマンド授業は，15週間で実施することを前提
として作られていたので，２週間分のビデオを
１週間で視聴することが受講生に求められた．
このため，無理ではないけれども，多少詰め込
みすぎのきらいがあった．しかし，2009年は，
オンデマンド授業を新規に収録し直した．これ
は隔週の授業デザインに合わせて，７回分のオ
ンデマンド授業になっていた．このようにオン
デマンド授業に関しては2009年に大きく改善さ
れた．このことが授業の評価を押し上げた原因
のひとつとして考えられるだろう．
なお，2010年については同様の調査を行って
いないが，2009年と同じ傾向であろうと推測さ
れる．
３年間の実践を通してみれば，隔週のブレン
ド型授業は，学生に好意的に受け取られたと
行っていいだろう．それは，最終回のアンケー

ト結果によっても裏付けられている．また，最
終成績で「不可(F)」がついた学生は12〜14%に
とどまっていた（2008:13.4%; 2009:12.9%;
2010:12.9%）ことからも裏付けられるだろ
う．
4.2. 対面授業の有効性についての再考
一般的に，私たちが持っている対面授業への
信頼感は根強いものがある．文部科学省が，大
学に対して出席管理を厳しくすることを求めて
いることもその一環であると考えられる（これ
と並行して授業時間以外の学習についても実質
化を求めている）．しかし，これはともすれば
「出席さえしておけばいい」という考えを学生
に示唆することにもなりかねず，私語問題と絡
み合うことにより，対面形式の講義の運営はま
すます難しくなってくるだろう．
一方，インターネット回線とモバイル機器の
普及によって，eラーニングがこれから加速度的
に利用されていくことが予測されている．しか
し，eラーニングは対面授業ほどの信頼感をまだ
得ていない．それは，配信された授業ビデオに
ついて，気楽なテレビ番組のような印象を持た
れているからなのかもしれない．
しかしながら，冨永・向後・岡田(2011)が示
したように，同じ内容を対面授業とeラーニング
で受講してもらった場合，主観的な理解度や満
足感は対面授業の方が勝るものの，テストで測
られる実質的な理解については，同等である
か，または，むしろeラーニングで勉強した方が
高いという結果が提示されている．
とすれば，抽象的な概念を提示し，獲得させ
ることを最終目的とするレクチャー型の授業
は，積極的にeラーニングの形式に移行させたほ
うが良いだろう．こうすることにより，ただ出
席要件を満たすためだけに来るという，無意味
な行為を減らし，自分のスケジュールにあわせ
て勉強時間を確保し，最終的には，学習成果を
あげるためにeラーニングを利用するという適切
な行動を増やすことになるだろう．
4.3. eラーニング作成のガイドライン
ブレンド型授業を実施するためには，eラーニ
ングコンテンツを作ることが必要である．これ
までの経験から，レクチャー型の講義をeラー
ニングのコンテンツとして作るためのガイドラ
インを提案してみよう．

1) 15分以内で区切る
ビデオはできるだけコンパクトにするべきで
ある．できれば，15分を超えないようにし，そ
の範囲内でできるだけ短くする．それは，受講
生が飽きないためと，途中から視聴しやすくす
るためである．また，内容のまとまりによって
ビデオが分割してあれば，あとで再視聴すると
きにも便利である．
2) スライドを見やすく作る
テロップでキーワードを流すことができれ
ば，効果的なビデオ教材になる．しかし，そう
した編集ができなくても，提示用にスライドを
作っておき，それを撮影すれば良い．スライド
はできるだけ簡潔に作り，できるだけ写真やグ
ラフィックスを活用するのが良い．スライドに
文章を書き込みすぎるのは逆効果である．
3) 台本を作らない
スライドを提示しながら話すのであれば，台
本は必要ない．スライドを見れば話す内容を落
とすことはないからである．逆に台本を作って
しまうと，どうしてもそれを読んでしまうこと
になる．台本を読んでしまうと，話が固くな
り，ビデオ教材として退屈なものになるだろ
う．
4) 親しみやすい話し方
レクチャーをする人のモデルは，テレビのア
ナウンサーではない．専門家として専門知識を
わかりやすく伝える人をイメージして，親しみ
やすい話し方を心がける．
5) 小テストや課題をセットにする
レクチャーはそれだけで完結しない．必ずク
イズ，再認テスト，再生テスト，あるいはエッ
セイテストなどの課題を最後に出す．こうした
課題をレクチャービデオとワンセットにするこ
とによって，レクチャービデオを視聴して課題
を行うという習慣がつき，eラーニングとは単に
ビデオを視聴すればいいということではないと
いう認識ができるようになる．
4.4. 実習授業のガイドライン
次に，教室での実習授業を実施する際のガイ
ドラインを提案する．
1) 90分間を構造化する
グループワークによる実習型の授業は散漫に
なりやすい．ただ「グループ内で討論してくだ

さい」というような指示を出しただけでは，う
まく行かない．逆に，グループワークに関して
強い制約をかけた方が，共同作業がうまく行く
だろう．
まずかけるべき制約は時間制限である．課題
を出し，それにかけられる時間を明示する．そ
の時間はタイマーを書画カメラでスクリーンに
映し出して，常に全員が確認できるようにして
おく．
時間制限をかけるときはできるだけ短い時間
を指定する．その単位は，最長でも15分間であ
る．10分や５分という短い時間単位で課題を課
すことによって，グループワークに緊張感を持
たせることができる．30分かかるような課題が
あったとしたら，その内容をタスク分析して，
10分のステップを３つというようにするのがよ
い．
2) タスクを明確にする
グループワークのポイントはタスクを明確に
するということである．単に「話し合ってくだ
さい」というのではなく，「話し合った結果を
紙に箇条書きにまとめてください」というよう
に，証拠の残る形でタスクを指定すると良い．
ただ話し合うのではなく，話し合いの目的はな
んなのかを明示することが必要である．判断を
するのか，トピックを深めるのか，何かを作る
のか，など，「何のために話すのか」というこ
とを明示する．
3) 役割を分担させる
タスクを明確にすると同時に，メンバー１人
１人の役割を分担させるように指示する．どん
なグループワークでも，司会役と記録役は必要
である．５〜６人のメンバーに対して必ず何ら
かの役割を割り当てる．そうすることによっ
て，その役割にしたがった行動が出やすくな
り，結果的にフリーライダーを出にくくするこ
とになる．
4) 交流を促進する
わざわざグループワークをやるのは，メン
バー間のコミュニケーションによって学習が促
進されることがわかっているからである．自分
の考えを他のメンバーに伝えることによって，e
ラーニングであらかじめ学んだ知識が自分のも
のとなり，定着することになる．したがって，
グループワークでは，メンバー間のコミュニ

ケーションが活発に行われるように設計するべ
きである．
5) 公平性に気を配る
一度組んだグループをどこで組み直すかにつ
いてはさまざまな見解がある．せっかくチーム
ワークができたのだから，最後まで同じグルー
プにした方が良いという意見もある．その一方
で，グループメンバーによるミスマッチもある
ので，公平性の面から，毎回メンバーを組み直
す方が良いという意見もある．この場合は，グ
ループ分けの作業が煩雑になる．
この授業の場合は，２回（あるいは３回）ま
では同じグループメンバーで活動し，それが終
わったらメンバーを新たに組み直すようにして
いる．こうすることで，チームワークもある程
度できるし，また，メンバー組み合わせの公平
性もある程度満足できる．
メンバーの組み合わせは，ランダムに行って
いる．しかし，メンバーの属性がなるべく多様
になる方がいいので，性別と学年については，
１つのグループに混ざるように考慮している．
具体的には１つのグループで，男性だけあるい
は女性だけということがないようにしている．
また，学年についても１年生から４年生が適度
に混ざるようにしている．こうすることで，グ
ループワークや話し合いの時に多様な意見が出
てくることが期待できる．
5.

展望：３年サイクルモデル
以上示したように，現在，教室で実施してい
る対面授業のレクチャー部分をeラーニング化す
ることによって，隔週でのブレンド型授業が可
能になる．ブレンド型授業の有利な点は，時間
的柔軟性を持つeラーニングと，迫真性を持つ対
面授業を組み合わせることによって，概念と経
験をマッチさせた深い学習の促進が期待できる
ことである．
eラーニングコンテンツを制作するために，ス
タジオなどの設備が必要かというと，そうとも
限らない．安価なビデオカメラやデジタルカメ
ラでムービーを収録することは可能であるし，
また最近のパソコンはカメラを内蔵しているの
で，それを使ってもムービーを収録することが
できる．収録したムービーは，YouTubeなどの
動画サイトに限定モードでアップロードすれ

ば，特定の履修者を限定して視聴をしてもらう
ことができる．
このようにレクチャー部分をeラーニング化す
ることにより，向後(2010)が提示したような
「３年サイクルモデル」を実現することができ
る．このモデルは，次のように３年間で授業か
ら独習可能なテキストを作成するプロセスをモ
デル化している．まず１年目に，スライドベー
スのレクチャーを収録したeラーニングコンテン
ツを作成する．２年目に，それを文字起こしし
てテキストを作成する．最後の３年目には，テ
ストや課題，ワークなどを追加して，独習可能
なワークブックを完成させる．
このようにして完成させたワークブックと対
面による教室授業を組み合わせることによっ
て，効果的なブレンド型授業を実施することが
できるだろう．
将来的には，大学の授業は，レクチャー型の
授業は徐々にeラーニングに置き換えられていく
だろう．その一方で対面授業は，ゼミや実習な
どの比較的少人数での授業として残っていくだ
ろう．その中間の授業形態としてブレンド型授
業は広く実施されるようになることが予想され
る．また，そのブレンドの方法も，隔週による
ものばかりでなく，Bersin(2006)が提示するよ
うに，eラーニングと対面授業をさまざまな形で
組み合わせたものになるだろう．
6.

結論
これまで教室だけで行ってきた授業形態に起
因する短所を改善するために，eラーニングと教
室での実習授業を週替わりで交代に行う授業を
設計し，３年間に渡って実践した．その評価
データから，このブレンド型授業は学生に好意
的に受け取られたことがわかった．これからe
ラーニングコンテンツの制作はますます手軽に
できるようになり，大学の授業は，eラーニング
と対面授業をさまざまな形で組み合わせたブレ
ンド型授業の割合が増加していくことが予測さ
れる．
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