
１．はじめに

　東京未来大学では、文部科学省大学設置基準（第
25条）及び文部科学省令（平成13年文部科学省告
示第51号及び平成19年文部科学省告示第114号）
に基づき、2014年より通信教育課程においてメディ

東京未来大学におけるメディア授業の効果と課題
―経営・心理・教育系学生及びこども心理学系学生に対する意識調査の分析―

杉　本　雅　彦１）・櫻　井　広　幸２）・岩　﨑　智　史３）・
郭　　　潔　蓉４）・加　藤　利　康５）・瀬　田　陽　平６）　

The Positive and Adverse Effects of E-Learning as Measured by the Attitudes 
of Students of Tokyo Future University Majoring in Management, Psychology 

and Communication, and Education Programs and Child Psychology

Masahiko Sugimoto, Hiroyuki Sakurai, Satoshi Iwasaki, Iyo Kaku, Toshiyasu Kato and Yohei Seta

要　約

　2016年度春学期に、杉本・櫻井・岩﨑・郭（2017）により東京未来大学モチベーション行動科学部の

経営・心理・教育系学生において、情報処理基礎Ⅰを受講した１年生を対象に、メディア授業に対する意

識調査が報告されている。本研究では、調査対象に経営・心理・教育系の学生に、こども心理学系学生

を加えた。本報告ではこの調査結果をもとに、本学のメディア授業に対する効果、および今後の可能性と

改善するべき課題、そしてコミュニケーションに関する意識調査の結果について考察した。結果より、遠

隔コミュニケーションの一体感因子および、学習効果因子の２因子と、PCに対する意識調査７項目との

関連を見るため相関分析を行ったところ、経営・心理・教育系学生だけでなく、こども心理学系学生にも

ｅラーニングは一体感にも学習効果にも強い関連性があることが示唆された。

キーワード：メディア授業、ｅラーニング、情報教育、ICTスキル、遠隔コミュニケーション

１）杉本　雅彦　　東京未来大学モチベーション行動科学部 sugimoto-masahiko＠tokyomirai.ac.jp
２）櫻井　広幸　　立正大学心理学部 vyz03376＠nifty.ne.jp
３）岩﨑　智史　　東京未来大学モチベーション行動科学部 iwasaki-satoshi＠tokyomirai.ac.jp
４）郭　　潔蓉　　東京未来大学モチベーション行動科学部 kaku-iyo＠tokyomirai.ac.jp
５）加藤　利康　　日本工業大学 katoto＠nit.ac.jp
６）瀬田　陽平　　明星大学 yohei.seta＠meisei-u.ac.jp

ア授業が導入され、2015年度より通学課程において
も、正規授業でメディア授業を実施している。
　2016年度春学期に、杉本・櫻井・岩﨑・郭（2017）
により東京未来大学モチベーション行動科学部の経
営・心理・教育系学生において、情報処理基礎Ⅰを
受講した１年生約60名を対象に、メディア授業に対
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する意識調査が行われている。この調査結果では、
北澤ら（2014）の分析結果との関係より、本学のメディ
ア授業に対する効果、および今後の可能性と改善す
べき課題を考察しており、メディア授業においても、
大学で求められる情報検索について分かりやすく明
示するとともに、繰り返し検索の機会を与えるなど
の支援が必要であることが報告されている。また、
杉本・櫻井・岩﨑・郭（2017）の報告では、遠隔コミュ
ニケーションの一体感因子および、学習効果因子の
２因子と、PCに対する意識７項目との関連を見るた
め相関分析を行い、ｅラーニングは一体感にも学習
効果にも強い関連性があることが示唆され、課題と
してドロップアウトが比較的多いといわれているｅ
ラーニングの短所を補うため、その時期と原因を分
析することが必要と報告されている。
　本研究では、杉本・櫻井・岩﨑・郭（2017）の報
告をもとに経営・心理・教育系学生に加えて、こど
も心理学系学生に対する意識調査を行った。東京未
来大学は、こども心理学部とモチベーション行動科
学部の２学部がある。本研究では、経営・心理・教
育系学生をモチベーション行動科学部のモチベー
ション行動科学科（以下モチベ）の学生とし、こど
も心理学系学生をこども心理学部のこども保育・教
育専攻（以下保教）の学生と、こども心理専攻（以
下心理）の学生とした。
　学生便覧通学履修の手引き（東京未来大学，
2017）より、モチベの教育の目的は、社会で必要と
される「組織成員として組織の健康な発展に貢献す
るモチベーション」、「他者を理解し円滑な対人関係
を志向するモチベーション」、「広い関心と学びへの
モチベーション」を学び、理解することにより、自
己を含め、所属する集団や組織、地域・社会とその
成員に対して影響力を与え、活性化を促すことがで
きる人材を養成することである。そして、保教の教
育の目的は、未来を担う子どもたちの健全な成長・
発達・学びを促すために必要となる、子ども理解に
根ざした「高度な専門的知識と技能」とともに「豊
かな心」を併せ持った保育者・教育者を養成するこ

とである。授業および実習を通して理論的理解と実
践力を併せ持った保育者・教育者を養成する。また、
心理の教育の目的は、心理学の基礎的概念を修得し
ながら子ども心理学の理論や方法論に依拠した科学
者−実践家モデルを基盤に、子どもたちの健全な成
長・発達・学びを促すための理論的理解と実践力を
養い、「高度な専門知識と技能」とともに「豊かな心」
を併せ持った人材を養成することである。それぞれ、
教育の目的が異なる学生である。
　調査の内容は、2017年度春学期に情報処理基礎
Ⅰを受講したモチベの１年生約60名、保教の１年生
約190名、心理の１年生約110名を対象とした、メディ
ア授業に対する意識調査である。本報告では、この
調査結果をもとに、杉本ら（2016）及び櫻井ら（2016）
の遠隔コミュニケーションに関する尺度に基づき本
学のメディア授業に対する効果、および今後の可能
性と改善するべき課題、そしてコミュニケーション
に関する意識調査の結果について考察した。

２．授業方法

　メディア授業のコンテンツは、大学設置基準（第
25条）及び文部科学省令（平成13年文部科学省告
示第51号及び平成19年 文部科学省告示第114号）
に基づき、東京未来大学学則30条２を遵守して作
成し、2016年度春学期の情報処理基礎Ⅰで使用した
コンテンツの内容と同様に、杉本・櫻井・岩﨑・郭

（2017）が示すメディア授業実施の条件とした。また、
授業方法も杉本・櫻井・岩﨑・郭（2017）と同様に、
初回のみ対面によりガイダンスと情報システムの利
用方法についておこない、２回目以降は、東京未来
大学のｅラーニングシステム（以下CoLS）を使用し
て15回の授業を実施した。
　授業概要は以下の通りである。
　「今後の大学生活および社会人としての生活に不
可欠なパソコンやネットワークについての基礎的な
知識と技能を修得することを目標とする。情報収集、
情報処理、情報発信のテクニックを身につける。具
体的には、インターネットを利用した検索、文書作
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成ソフトによる文書の作成、表計算ソフトによる表
計算の操作、図表の作成、プレゼンテーションソフ
トによるスライド作成を行う。最終的に情報処理技
能を駆使し、図表を含む説得力ある内容のレポート
や論文の文書を作成できるようになることが目標で
ある。」

３．分析方法

　情報処理基礎Ⅰの科目履修者数は、モチベの学生
62名、保教の学生189名、心理の学生108名であった。
調査は、メディア授業開始時と修了時の２回を同様
のアンケート内容で実施し、メディア授業開始時と
全授業の動画を閲覧し全課題の提出を終えた受講生
がメディア授業修了時に、CoLSを利用してアンケー
トを行った。そのため分析の対象者は、2017年度春
学期に情報処理基礎Ⅰを受講し、アンケートに回答
したモチベの学生終了時58名、開始時33名、保教
の学生終了時185名、開始時142名、心理の学生終
了時108名、開始時85名を対象とした。アンケート
の回答期間は、2017年４月14日から８月１日までの
期間であった。
　調査項目は、2016年度春学期の情報処理基礎Ⅰ
で使用した杉本・櫻井・岩﨑・郭（2017）の項目を
使用した。調査項目の内容は、動画内容の理解度に
関する項目17項目、PCに対する意識７項目、遠隔

コミュニケーションに関する尺度16項目、全40項目
（５件法）を用いた。

４．結果および考察

　はじめに、本学に入学した新入学生のICTスキル
を調査するため、授業開始時に大学入学前の情報関
連科目の履修状況についてアンケートを行った。結
果を履修科目と保教、心理、モチベ別に表１に示す。
結果よりほとんどの学生は既に情報関連科目を履修
しているが、その一方で未履修者もいることがわか
る。平成21年度の高等学校学習指導の改訂により、

「社会と情報」、「情報の科学」の２科目より、どちら
かを履修することになっている。しかし、「未履修者」
に関しては、高校での情報関連科目の科目名や履修
内容を覚えておらず、回答しなかったために、一定
数が生じたと考えられる。
　次に、調査に用いた項目の傾向を知るため、基本
統計量を求めた。なお、終了時の回答数に比べ開始
時の回答数が少ないが、このことはCoLS操作に不
慣れであることと、学習開始前にアンケートに回答
することへの理解不足の２つが原因であると考えら
れる。表２に調査に用いた全40項目の基本統計量を
示す。その結果、PC操作に対する習熟と理解度に
関する内容は、開始時と比べて終了時は全て高い値
になり、終了時の平均値は全て3.4以上であった。こ

表１　大学入学前の情報関連科目履修状況

履修科目名称
保　教 心　理 モチベ

N=142 ％ N=85 ％ N=33 ％

情報A 22 15.5％ 8 9.4％ 3 9.1％

情報B 5 3.4％ 1 1.2％ 2 6.1％

情報C 1 0.7％ 0 0.0％ 0 0.0％

情報の科学 19 13.1％ 11 12.9％ 5 15.2％

社会と情報 57 39.3％ 33 38.8％ 9 27.3％

そのほか 19 13.1％ 8 9.4％ 1 3.0％

合　計 123 86.6％ 61 71.8％ 20 60.6％
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表２　調査に用いた全40項目の基本統計量（開始時Ｎ＝260　終了時Ｎ＝347）
項　　　目 時期 度数 平均値 標準偏差

Ｐ
Ｃ
操
作
に
対
す
る
習
熟
と
理
解
度
に
関
す
る
内
容

Ｐ
Ｃ
理
論

個人情報の保護の理解 終了時 347 3.75 0.93
開始時 260 2.71 0.95

情報倫理の理解 終了時 347 3.99 0.85
開始時 260 3.27 0.97

著作権の理解 終了時 347 3.95 0.77
開始時 260 3.07 0.99

肖像権の理解 終了時 347 3.77 0.83
開始時 260 2.90 0.95

セキュリティの理解 終了時 347 3.67 0.88
開始時 260 2.62 1.02

電子メールの送信方法の理解 終了時 347 3.80 0.86
開始時 260 3.00 1.10

携帯電話での電子メールの送信方法 − − − −
開始時 260 3.75 1.17

情報検索の理解 終了時 347 3.96 0.85
開始時 260 3.78 1.09

Ｐ
Ｃ
操
作

SNSの利用の理解 終了時 347 4.13 0.79
開始時 260 3.90 1.04

ｅラーニングの利用の理解 終了時 347 3.51 0.99
開始時 260 2.81 1.06

ICT機器（PC）の電源の入れ方、消し方、はできましたか。 終了時 347 4.10 0.95
開始時 260 4.05 1.06

文章作成　文字入力 終了時 347 3.97 0.98
開始時 260 3.33 1.13

文章作成写真や図の挿入 終了時 347 3.94 1.02
開始時 260 3.16 1.12

表計算ソフト　計算 終了時 347 3.60 1.04
開始時 260 2.81 1.09

表計算ソフト　グラフ作成 終了時 347 3.56 1.06
開始時 260 2.71 1.04

表計算ソフト　関数 終了時 347 3.44 1.07
開始時 260 2.57 1.04

プレゼンテーションソフト　スライド作成 終了時 347 3.94 1.07
開始時 260 2.95 1.13

プレゼンテーションソフト　プレゼンテーション（発表） 終了時 347 3.91 1.02
開始時 260 2.84 1.10

動画編集ソフトを用いた動画編集（履修状況） − − − −
開始時 260 2.24 0.98

ICTスキルの必要性 終了時 347 3.98 0.91
開始時 260 3.99 0.88

Ｐ
Ｃ
に
対
す
る
意
識

PC操作は得意ですか − − − −
開始時 260 2.54 1.06

PC操作の苦手意識や不安意識 終了時 347 2.40 1.06
開始時 260 2.57 1.11

このｅラーニング教材を用いた授業は、自分自身の予定通りに学習を進めら
れましたか。 347 2.98 1.08

このｅラーニング教材を使った学習の満足度はどのくらいですか。 347 3.53 0.91

このｅラーニング教材のレベルは自分にどの程度合っていますか。 347 3.36 0.97

このｅラーニング教材を使った学習は満足ですか。 347 3.18 1.25
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のことよりPC操作に対する学習効果があったと考え
られる。一方、PCに対する意識に関する内容の「こ
のｅラーニング教材を用いた授業は、自分自身の予
定通りに学習を進められましたか」の項目に関して
は、平均値が2.98と低かった。杉本・櫻井・岩﨑・
郭（2017）の結果でも、平均値が3.00で最も低い値
であり、適切なタイミングで授業の進行度が確認で
きる仕組みや工夫が必要であることを指摘し今後の
課題としている。本研究においても同様に今後の課
題である。
　次に、保教、心理、モチベによって遠隔教育に違
いがあるか検討するため、杉本・櫻井・岩﨑・郭（2017）
の遠隔コミュニケーション尺度を用いて検討を行っ
た。この遠隔コミュニケーション尺度は、一体感の
醸成を表す因子である一体感因子（ex相手の表情

や身振り手振りから感情が読み取れる。やりとりが
スムーズで相手が身近に感じる。など11項目）と、
遠隔教育において一緒に学習を進めている感覚を表
す学習効果因子（CoLSを活用することにより、情報
共有がよりよくできる。これからの学習内容の予測
をつけやすいと感じた。など４項目）の２因子から
なっている。この因子結果に基づき、保教、心理、
モチベ間で分散分析を行った結果を表３に示す。そ
の結果、保教、心理、モチベによる差は認められな
かった。これは、一体感因子と学習効果因子とが、
一般性を有しているかどうかという観点から考えれ
ば、保教、心理、モチベ間で違いがないことの方に
意味があると考えられる。「情報処理基礎Ⅰ」の授
業は、今後の大学生活および社会人としての生活に
不可欠なパソコンやネットワークについての基礎的

項　　　目 時期 度数 平均値 標準偏差

遠
隔
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
尺
度
項
目

一
体
感
因
子

相手（教員）の表情や身振り手振りから感情が読み取れる。 347 3.09 1.03

やりとりがスムーズで相手が身近に感じる。 347 3.07 1.06

音声がクリアである 347 3.45 0.97

相手の意見が読み取れる 347 3.08 1.01

離れていても相手の様子が伝わった。 347 3.15 0.92

リアルタイムにその場にいなくとも、参加した実感が得られた。 347 3.28 1.07

相手の思考（教員）が読み取れた。 347 3.03 0.97

臨場感があった。 347 2.99 1.01

モニター画面に資料をたくさん並べられる。 347 3.23 0.99

離れていても空間を共有して作業している感覚が持てる。 347 3.25 0.98

直感的に操作できる。 347 3.38 1.00

学
習
効
果
因
子

Colsを活用することにより。情報共有がよりよくできる。 347 3.31 0.99

これからの学習内容の予測をつけやすいと感じた。 347 3.27 0.93

ともに学習している・作業していると感じられる。 347 3.35 1.04

画面が大きいと没入感（その対象に集中して他のことが気にならない状態）
がある。 347 3.15 1.00
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な知識と技能を修得することを目標としている。こ
のような授業の性質から、教育の目的が異なる学生
であっても差がなくメディア授業がふさわしいと考
えることができる。
　次に、一体感因子と学習効果因子、PC理論とPC
操作において関連が見られるか検討するため、保教、
心理、モチベごとに相関分析を行った。表４に遠隔
コミュニケーションの２因子と動画内容の理解度と
の相関の結果を示す。結果より、保教、心理、モチ
ベいずれにおいても一体感因子と学習効果因子との

間には高い相関が認められた。また、各因子とPC
理論、PC操作においても弱～中程度の相関が認め
られた。このことから遠隔コミュニケーションの２因
子とPC学習との間には関連性があることが示唆さ
れた。
　同様に、ICTスキルの必要性、PC操作に対する
苦手意識、PC関連資格の取得意思と２因子との関
連を検討するため、保教、心理、モチベごとに相関
分析を行った。表５に遠隔コミュニケーションの２
因子とPCに対する意識との相関の結果を示す。結

表３　２因子による分散分析（Ｎ＝347）
因子 SS df MS F

一体感因子 グループ間 　1.43 2 0.71 1.24
グループ内 197.55 344 0.57
合計 198.98 346

学習効果因子 グループ間 　1.97 2 0.99 1.51
グループ内 224.94 344 0.65
合計 226.91 346

表４　遠隔コミュニケーションの２因子と動画内容の理解度との相関
専攻 学習効果因子 PC理論 PC操作

保教（N=185） 一体感因子 .89 .30 *** .39 ***
学習効果因子 .35 *** .40 ***
PC理論 .60 ***

心理（N=104） 一体感因子 .91 *** .38 *** .44 ***
学習効果因子 .45 *** .49 ***
PC理論 .63 ***

モチベ（N=58） 一体感因子 .90 *** .54 *** .33 *
学習効果因子 .49 *** .31 *
PC理論 .73 ***

*** p＜.001　** p＜.01　* p＜.05

表５　遠隔コミュニケーションの2因子とPCに対する意識との相関
保教（N=185） 心理（N=104） モチベ（N=58）

一体感因子 学習効果因子 一体感因子 学習効果因子 一体感因子 学習効果因子

ICTスキルの必要性  .32 ***  .34 ***  .43 ***  .43 ***  .45 ***  .50***

PC操作の苦手意識や不安意識 -.02 -.04 -.24 * -.23 * -.44 *** -.50***

PC関連資格取得  .31 ***  .29 ***  .22 *  .16  .29 *  .36**

ｅラーニング教材を用いた授業は、自分自身の予定通りに学習
を進めれましたか。  .47 ***  .46 ***  .49 ***  .47 ***  .62 ***  .57***

ｅラーニング教材のレベルは自分にどの程度合っていますか。  .54 ***  .56 ***  .66 ***  .65 ***  .48 ***  .47***

ｅラーニング教材を使った学習は満足ですか。  .62 ***  .67 ***  .64 ***  .70 ***  .59 ***  .52***

*** p＜.001　** p＜.01　* p＜.05
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果より、心理、モチベにおいて一体感因子、学習効
果因子とPC操作に対する苦手意識とには負の相関
があることが分かった。このことから、遠隔コミュ
ニケーションが高い場合はPC操作に対する苦手意
識は低減することが示唆された。
　また同様に、２因子と計画的学習、教材のレベル、
ｅラーニングの満足度との関連を検討するため、保
教、心理、モチベごとに相関分析を行った。その結果、
保教、心理、モチベの全てにおいて、いずれの項目
においても中程度以上の相関が認められた。特に学
習満足度においては中から強い相関が認められてお
り、両因子と学習満足度との間には関連性があるこ
とが示唆された。
　また、本研究において、今後も継続して留意すべ
きポイントを検討するため、受講生に、このｅラー
ニング教材の良かった点や改善点について自由記述
で回答を求めた。以下に、回答内容の一部を挙げる。
⃝　 ついていけなくても動画なので見返したり止め

たりできる。
⃝　 自分がやりたいときにやれるところがいいと

思った。
⃝　 パソコンは初めのころ全くできなくて、タイピン

グは遅かったのが今は両手で少し早くできるよ
うになってた。また、wordやexcel、powerpoint
なども使い方すらもわからなかったのがｅラー
ニングをしたことである程度の操作ができるよ
うになれたのはうれしい。これからもたくさん
使ってもっと使いこなせるようになりたい。

⃝　 家や大学など場所を問わずにインターネットに
つながったPCさえあれば授業が受けられるこ
とが良かった。月に一回などこまめに提出期限
が決まっていたほうが、ちゃんと先を見通して
進められたと思う。

⃝　 自分のペースでいつでもできるのはとても良
かった。ただ質問ができないので、それが困っ
たが、授業を何度も見ることによって、最終的
に内容を理解できたので良かった。

⃝　 最初はいいシステムだと思ったが、自己管理が

できない自分には不向きだった。直接先生に聞
いて課題とかしたかった。

⃝　 全然やっていなかったらメールを送ってくれて
やらなきゃと焦る気持ちが生まれて終わらせら
れた。

　回答より、繰り返し学習ができる、自分のペース
で学習できる、場所を問わずに学習できるなどが良
い点として挙げられた。一方で、質問の回答をすぐ
に得られない、自己管理が難しいなどの問題点も挙
げられた。教師は学習者の進捗状況を見て、学習が
進んでいない学生にはメールなどで喚起するなど、
適切なタイミングで指導することが必要になると考
えられる。

５．おわりに

　本研究では、経営・心理・教育系の学生に加え、
こども心理学系学生に対して、メディア授業に対す
る効果、および今後の可能性と改善するべき課題、
そして、コミュニケーションに関する意識調査の結
果について考察した。
　結果より、遠隔コミュニケーションの一体感因子
および、学習効果因子の２因子と、PCに対する意
識調査７項目との関連を見るため相関分析を行った
ところ、経営・心理・教育系学生だけでなく、こど
も心理学系学生にもｅラーニングは一体感にも学習
効果にも強い関連性があることが示唆された。また、
メディア授業はPC操作に対する学習効果があった
と考えられ、遠隔コミュニケーションの状態が良好
だとPC操作に対する苦手意識は低減することが示
唆された。
　今後の課題は、ドロップアウトなどのｅラーニン
グの短所を補うため、適切なタイミングで授業の進
行度が確認できる仕組みや工夫をすることである。
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