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原著  

 

ハイブリッド型の授業運営に関する一考察 

―教育方法としての可能性について― 

 

今井康晴 

（東京未来大学こども心理学部） 

 

 A Study on Hybrid Class Management  

-Focusing on the possibility as an educational method- 

IMAI Yasuharu 

（Tokyo Future University） 

 

要 約 

 本研究では、2021 年度春学期に実施された演習科目「健康指導法」に焦点をあて、受講者に

ハイブリッド型の授業に関するアンケート調査を行った。授業の反響をふまえ、緊急事態宣言

下における教育方法の在り方について検討し、ハイブリッド型の授業の課題や改善点、またそ

の可能性について考察した。 

 

キーワード：ハイブリッド、コロナ禍、教育方法、ICT 

 

１．はじめに 

 

 2019年 12月、中国武漢市にて原因不明の肺炎が報告された。それは新型コロナウイルス感染

症と名付けられ、2年経過した現在も終息の目途が立っていない。わが国では、感染者の増加に

伴い、2020 年 4 月から緊急事態宣言が発出され、不要不急の外出が制限されるなど感染防対策

策がとられてきた。このような状況の中で、大多数の教育機関では従来の対面型授業の実施が

困難となり、ICTを活用した遠隔授業、授業動画の配信、オンデマンドなどの対応を行ってきた。 

 2021 年度に入り、多くの大学で感染者数の増減を踏まえつつ、ソーシャルディスタンス、三

密回避などの感染防止対策を徹底し授業を実施してきた。東京未来大学では実習、実験、演習

といった実技系科目にのみ対面授業が行われてきた。本論文の対象となる演習科目「健康指導

法」では、感染者数の増加に伴い 2021年 4 月 25日から 5 月 31 日まで緊急事態宣言を受け、動

画配信による遠隔授業の実施となった。そして緊急事態宣言が解除された 5 月 31 日以降は再び



2 

 

対面形式となった。そのため 2021 年度は、対面と遠隔の混在するブレンド型の授業運営を行っ

てきた。 

 本論文では、本年度ハイブリッド型の授業運営となった「健康指導法」に焦点をあて、受講

者にアンケート調査を行った。調査結果をふまえ、緊急事態宣言下における教育方法の在り方

について検討し、ハイブリッド型の授業の課題や改善点、またその可能性について考察した。 

 

２．ハイブリッド型の授業の３つの形態 

 

 2020 年以降、コロナ禍における授業運営として、遠隔、対面、ハイブリッド型の授業が行わ

れている。その前提としては「3密を避ける」、「対面授業に代わる授業」という条件を満たす

方法としてハイブリッド型の授業が求められている。ハイブリッド型の授業運営は、対面授業

とオンライン授業の組み合わせのうち、1 つのコース（例えば 15 回の授業からなる）の中で

対面授業とオンライン授業を組み合わせて授業を実施することを指す(1)。ハイブリッド型の授

業の組み合わせとして 3つの形態が指摘される。 

(1)ハイフレックス型の授業 

ハイフレックス（HyFlex）型の授業は、コロナ禍の昨今において有効な授業形態として実施

されている。ハイフレックスは Hybrid-Flexible の略称で、同じ授業内容を、対面とオンライ

ンで同時に行う授業方法である。学生は自身の状況に応じて対面授業を受講するか、同時双方

向型のオンライン授業を受講するか自由自在に選択できる。さらにハイフレックス型の授業を

実施したうえで、その録画を転用することもできる。そのため、留学生の来日の問題や個々の

学生の感染リスクに対する許容度などに柔軟に対応でき、対面授業のみでの実施に対しての打

開策ともなり得る。 

(2)分散型 

 分散型の授業形態は、同じ回に異なる内容の授業を対面とオンラインで行い、学生は分散し

て受講する授業方法である。演習、実験、実習といった対面方式が求められる授業において、

教室サイズ、使用機器など必要な教育環境の不備によって実施できない場合に適用される。分

散型授業運営においては、実施受講生を学籍番号の奇数・偶数などで分け、半分の学生は対面

授業を受講、残りの学生はオンライン授業（教員が準備したオンデマンド型、あるいは別教員

や TA による同時双方向型の授業）を受講させ、次の回ではそれを入れ替えるといった方法がと

られる。少人数型の授業において、受講生が適正規模に限定されることが望ましい。しかし、

コロナ禍における受講人数制限などをふまえると、教育の質を担保し、授業期間の延長なく実

施することが可能となる。 

(3)ブレンド型 



3 

 

 ブレンド型の授業形態は、学生を分けるのではなく、対面で授業実施する回とオンラインで

授業実施する回に分けて授業行う方法である。例えば 15 回の授業のうち、対面が望ましい回

（初回・最終回、演習回など）を対面で実施し、それ以外はオンラインで実施することなどが

想定される。コロナ禍における対面授業の実施は、環境整備、感染リスクの観点から困難が伴

う。そのため対面にすべき授業回を精選し、オンラインでも対面でも学習効果に遜色のないコ

ンテンツ、またはオンラインの方が学習効果の高いとされるコンテンツの選択が重要となる(2)。 

 以上を踏まえると、本論文の対象となる「健康指導法」はハイブリッド型の授業の中でもブ

レンド型に該当する。次にアンケート調査結果から、ブレンド型の授業運営におけるメリット、

デメリットを検討する。 

 

３．ハイブリッド型の授業（ブレンド型）の実施とアンケート調査 

 

本論文は、2021 年度春学期に実施された演習科目「健康指導法」に焦点をあてた。2021 年度

春学期は、新型コロナウイルスの感染状況をふまえ、遠隔と対面が混在するハイブリッド型の

授業のなかでもブレンド型の運営となった。に関してアンケート調査を行った。調査対象者、

手続き、時期などについては下記の通りとなる。 

 

(1)調査対象者 

 T 大学（4 年制大学）で小学校、幼稚園教諭、保育士資格を取得できる学部に通う学生を対象

に開講された「健康指導法」の授業のなかで、2021年に受講した学生 46名を対象とした。 

(2)手続き、 

 「2022 年度の授業をふりかえり、ハイブリッド型の講義を通じて、良かった点はありました

か？」、「2022 年度の授業をふりかえり、ハイブリッド型の講義を通じて、改善点はありまし

たか？」、「その他、授業内容、運営などについて自由にお書きください」という自由記述ア

ンケートを実施した。 

(3)時期 

実施時期は 2021 年 7 月 12 日、第 13 回目の授業時に実施した。尚、今年度の春学期における

健康指導法の実施状況は図１の通りである。 

回数 日付 授業形態 回数 日付 授業形態 

第 1回目 4月 12日 対面 第 8回目 6月 7日 遠隔 

第 2回目 4月 19日 対面 第 9回目 6月 14日 遠隔 

第 3回目 4月 26日 対面 第 10回目 6月 21日 対面 

第 4回目 5月 10日 遠隔 第 11回目 6月 28日 対面 

第 5回目 5月 17日 遠隔 第 12回目 7月 5日 対面 
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 (4)結果と考察 

自由記述回答に対して、その内容を KJ 法によって分析した。そのエピソードの傾向から〈自

由度〉、〈理解度の向上〉、〈安全性〉にカテゴリー分けした。また特徴的なエピソードを示

し、分類の手がかりとなる文言については下線とし、単語の表記について原文のままとした。 

①ハイブリッド型授業のメリット 

ハイブリッド型の授業のメリットとして示されたエピソード 

〈自由度〉 

・ノートをゆっくりとれる（遠隔）楽しく授業をしてくれるため学ぶ気持ちが高まる（対面） 

・課題を自分の好きな時間にやることができた。 

・遠隔のとき、好きな時に好きなタイミングで授業を受けることができ効率があがった。グル

ープディスカッションもすごく勉強になった。 

・自由に勉強をすることができる。見直したい事やもう一度聞きたいところを何度も聞きなお

すことができる。 

・自分のペースで取り組むことが出来るのがハイブリッドの良かったところでした。 

・遠隔は途中で戻したり止めたりできるのがとても良かった。対面は話し合いができるのがと

ても良かった。ハイブリッドだとどちらの良い所も十分に味わうことが出来た。 

・遠隔は板書をするときに一時停止ができて、ノートがとりやすく、討論は対面の方が質問し

やすく答えやすかった。又、話し合いもしやすかった。説明を聞く場合、自分のペースで受

けられる。 

・特に遠隔授業の時間、自分のペースで進めることができるため板書を写しきれなかったとい

う事態を防ぐことができた。また何度も音声を聞ける点も良かったと感じる。 

・遠隔明けに復習してくださったのがありがたかった。基本ノートを書くことが多かったので

遠隔で自分のペースで書けたのがよかった。 

・期限はあるが繰り返し見れるところ。 

・授業の振り返りやノートを写す作業が動画形式であったため、やりやすかったです。また先

生のコメントについても聞き逃した部分を戻すことができたので良かったと感じました。 

・動画を保存すれば、授業内容が何度もみれるところ 

・スライドをノートに写す際、遠隔授業だと一時停止や聞き直しが出来るので取り組みやすか

った。 

・遠隔授業で動画を保存できることで対面の際に復習した後に受けることができたことがとて

も良かった。 

第 6回目 5月 24日 遠隔 第 13回目 7月 12日 対面 

第 7回目 5月 31日 遠隔 第 14回目 7月 19日 遠隔 

図１ 2021年度春学期開講「健康指導法」実施状況 
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・遠隔授業の際は、ノートの記入を時間を気にせず出来たところがよかった。 

 

〈理解度の向上〉 

・遠隔で行った内容を対面で復習してくれたおかげで、より理解が深まったこと 

・対面の時に、オンラインで行った内容の振り返りができた。 

・遠隔では理解しきれなかったところがあったりしましたが、対面で行うことで新しく学ぶ範

囲に加えて、その理解しきれなかったところも少しづつ理解できるように授業が進んでいっ

たので、そこが良い点だと思います。 

・対面の授業で体験的な学習も行えたので良かったと感じます。 

・対面では先生の口から直接解説をしてもらえるので、理解しやすいというメリットを感じま

した。遠隔ではレポートを通してじっくり理解したり、考えたりする時間が得られたという

メリットを感じました。それがどちらもちょうどよく体験できたので、今回のハイブリッド

授業は自分にとって大きな学びを得られたと思っています。 

・良かったことは授業内容を見直し、対面ではディスカッションが出来たこと。 

・ハイブリッドにすることで分からないところは対面の際に聞け、遠隔がはさまることで時間

的余裕が生まれたのは良かったです。 

・遠隔で学んだ事をふまえ、みんなで話し合うという活動は対面でしかできないことなので、

良いとこどりができ良かったと思います 

・対面とオンラインのメリハリがしっかりしていて良かったです。オンライン授業の始めに課

題レポートに関する反応があり、一方通行の授業ではなく、オンライン授業にもかかわらず

温かい授業を作ってくれたので感謝しています。 

 

〈安全性〉 

・暑い時期と寒い時期は、外に出なくて済んだので楽でした。必要最低限の人との関りなので、

祖父母と一緒に暮らしている方々には安心かなと思いました。 

・密をさけられるところがあるので、コロナ期間には良いと思った。 

 

〈自由度〉のカテゴリーでは、対面授業におけるノートの書き取りや課題提出といった時間的

制約に関して、遠隔の場合、自分のペースで学習活動を行うことが出来る。そのため時間に急

かされることなく、自分に合ったペースで学習できることへの好感が多く示された。同時に、

見直しやふりかえりも容易に出来ることなど、学習への自由度の高さが遠隔の重要な利点とし

て捉えることが出来る。 

 次に〈理解度の向上〉では、ハイブリッドの醍醐味である対面、遠隔の両方を経験したこと
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によるメリットが散見された。遠隔で得た知識、教養を対面形式で実践するという形態は、反

転学習に類似しており、更なる理解度の向上に繋がっていた。また上述した時間的制約の解放

も相まって、遠隔の見直し、ふりかえりが対面で出来ることも魅力として捉えられる。対面か

らオンラインへの転換について不安も危惧されたが、両形態の良さを発揮することで高評価を

得る結果となった。〈安全性〉という観点では、自身の家族などへの配慮が示された。遠隔授

業の目的である人流の抑止抑制、人との接触、対話の防止などがあり、その効果を発揮するも

のである。結果的に少数意見であったものの、「安心・安全」が示された。 

 

②ハイブリッド形態の授業のデメリット 

 次にハイブリッド型の授業のデメリットとして示されたエピソードの傾向から〈予定の把

握〉、〈課題の困難〉、〈自由度〉、〈演習の減少〉とカテゴリー分けした。また特徴的なエ

ピソードを示し、分類の手がかりとなる文言については下線とし、単語の表記について原文の

ままとした。 

 

〈予定の把握〉 

・緊急事態宣言後、対面か遠隔か分からなかったのでお知らせに一言欲しかった。 

・対面なのかどうかわからなかったためお知らせを出してほしいです。 

・遠隔が対面になる日程の連絡を早めにしてほしい 

・最初の時にいつが対面でいつがオンデマンドなのか決まっていると予定が立てやすくまた混

乱しないで良い 

・難しいと思うが事前の連絡が早くなると良いと感じた。 

・授業によって対面、遠隔をバラバラに組まれてしまうと大変。仕方ない事だけど対面になっ

たり、遠隔になったりを繰り返されると気持ちが追い付かず、モチベーションが下がってし

まいます。 

・授業視聴の期間と課題の提出期間がごちゃまぜになってしまい（自分のなかで）他の教科も

だったので、あせって授業をうけてしまった。 

・切り換えのタイミングが分かりにくかった。対面→遠隔→対面のタイミング（学校側のお知

らせが遅い？） 

・宣言が出る出ないで対面にするかしないかの判断が学校側が極めて遅い。予定がかなりくる

う。 

・ハイブリッドにするのなら、交互とか定期的に対面をはさんでいただきたいです。 

・頭が混乱してしまいました。対面なら対面が良いし、遠隔なら遠隔が良いなと思いました 
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〈課題の困難〉 

・遠隔と対面のハイブリッドだと課題などを両立していくのが大変でした。 

・授業の資料や動画を消さないで欲しい。課題は一つではないので（他の科目も当たり前の様

に課題が出るので）期限を延ばしてほしい。 

・課題が対面よりも多いので辛いです。 

・対面授業では課題を出されないのに、遠隔授業になると課題が出されるのだろうか。動画の

視聴履歴がみれる機能があるのだからそれを利用して出席確認にすればいいのにと常日ごろ

思っていた。 

 

〈自由度〉 

・動画の時間が短い分、展開が早いためノートを書くことに集中してしまい、対面よりも大変

だった。 

・ノートを写していると動画内の授業内容が多い際には、1時間半から 2時間半（長くて）かか

ってしまうことがありました。 

・やはり遠隔であると、ノートを取るタイミングが停止しながらになるので、話の流れをつか

めなくなってしまうことがありました。 

・自己管理（課題など）が難しかった。 

・改善点というよりも自分の反省点ですが、遠隔になってしまうと、楽をすることが非常に多

く、授業の内容があまり入りませんでした。対面の良さを改めて感じました。 

・締め切りが長いとなかなかやらない。 

 

〈演習の減少〉 

・遠隔で授業を行う際、対話をすることはほぼ不可能。改善点だと感じる。 

・保健だよりは一回でも対面で考えてみたかったという思いはありました。そういったグルー

プでの活動が減ってしまったので途中こんがらがる所がありました。 

・保健だより作成は、遠隔の課題で取り組むには少し難しかったです。 

 

デメリットとして、最も多く指摘されたのが〈予定の把握〉であった。年度当初から緊急事

態宣言は予期されるものの「いつ、どのタイミングか」ということは、予測不可能である。ま

たハイブリッド型の授業形態は、緊急事態宣言に呼応した形で展開されるため授業の再構成、

動画の準備、教材の精選などが瞬時に求められる。加えて、学生への連絡発信や課題の準備な

ども要求される。受講生としては、対面から遠隔、遠隔から対面という状況の中で、予定管理

がしづらく、教育効果にも影響を及ぼしていた。教育者側として変更された予定の発信、授業
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コンテンツの再構築が求められるが、音声付き動画の作成など多くの時間が費やされる。ブレ

ンド型の授業を実施する際には、計画性をもって進め、早い段階で発信するということが必要

不可欠である。そのため、予期せぬブレンド型の授業は、学習ペースの混乱を招く要因となる。 

 〈課題の困難〉について、遠隔授業では出席管理の観点から課題が必須となる。対面では毎

回の課題提出は課されないため、毎回の課題提出は学生にとって負担となっていた。また遠隔

授業では履修科目全てで課題の提出が求められるため、受講者の負担は更に大きいものとなっ

た。上述の〈予定の把握〉と相まって、課題提出期限の把握なども更なる課題となった。 

メリットの一つとして示された〈自由度〉であるが、デメリットとしても散見された。リア

ルタイムでの授業進行ではないため、遠隔授業の受講は個人の都合が反映される。授業動画を

自由に視聴できることは良い反面、複数回に区切って視聴するなどした場合、教育効果の低下

が予想される。また遠隔授業は、本来受講するであるはずの対面授業時間でなくても、動画の

期限内に視聴し、課題提出を行えば出席となる。そのため動画は視聴したものの課題提出が後

回しとなり、結果的に提出期日超過、欠席ということも危惧される。こうした状況の中で、自

己管理をすることの困難さも示された。  

〈演習の減少〉では、「健康指導法」は演習系科目であり、アクティヴ・ラーニングを基本

とした授業形態となる。そのためディスカッションやグループワークなど対話、双方向性の授

業で構成されるものであるが、遠隔授業によって回数の減少を余儀なくされた。このことによ

って、演習すべき内容が遠隔となり、本来、アクティヴ・ラーニングなどで理解がなされる教

育内容が、遠隔になったことで十分な理解とならず、課題作成にも困難が生じていた。対話、

双方向性の授業を遠隔であっても運営していくことが今後の課題と言えるだろう。 

 

４．ハイブリッド型の授業（ブレンド型）の可能性 

 

 以上をふまえ、学生側、教育者側の双方の立場からハイブリッド型の授業（ブレンド型）の

可能性について検討する。今年度の実践および学生からのアンケート調査から得られた知見お

よびハイブリッド型の授業（ブレンド型）の課題を踏まえると、以下の観点に集約される。 

第一に、今年度実施したハイブリッド型の授業（ブレンド型）の大目的は、新型コロナウイ

ルス感染拡大の防止しつつ、大学教育を維持することである。したがって「緊急時でも実施で

きる授業」を行うこと、つまり遠隔であっても通学と遜色の無い授業運営を行うことが重要と

なる。その意味においての遠隔と対面のブレンド型の授業は、一定の効果を得られた。しかし、

本研究のアンケート調査を踏まえると「教育の質」という観点では、ハイブリッド型の授業

（ブレンド型）が演習、実験、実習の授業において対面授業に代わる教育効果を示すことは困

難となった。これらをふまえると、緊急時においては遠隔と対面のバイブリッド（ブレンド型）
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という授業構成は、全て遠隔授業の形態にするよりも「安全」と「教育の質」を備えた授業形

態として注目されるべきであろう。 

 第二に本論文の対象となる「健康指導法」におけるハイブリッド型の授業の実施は、緊急事

態宣言に伴う「予期せぬハイブリッド型の授業」である。したがって、学生、教育者、大学運

営側にとって予測不可能な状況であり、反転授業の様な遠隔授業と対面授業のそれぞれの効果

を最大限発揮した授業形態ではない。その影響は、アンケートの結果の「予定の把握」として

指摘された。本来であれば、遠隔か対面かを計画的に組み合わせ、予め学生に提示すべきであ

るが、緊急事態宣言下ではケースバイケースでの提示となる。また学生によっては 1 日のなか

で、対面授業と遠隔授業が混在することもある。そのため学生の負担、混乱というものが現れ

た結果となった。これらを打開する具体的な手立てとしては、当然のように早急に予定を組み

なおし、学生に発信することである。その際に、遠隔と対面が同日に混在しないようにするこ

とや、混在しても遠隔授業が大学内でも受講できるように環境を整える事が求められる。 

第三に対面授業では求められなかった課題の提出も困難として指摘された。課題提出は各科

目で求められるため、課題のボリューム、提出期間の調整などが求められる。一方で、高村秀

史等(2021)は、通常授業で提出された課題よりも遠隔授業で提出された課題の方が内容的に充

実していたことを指摘する(3)。こうした事例をふまえても、課題提出の内容、ボリューム、提

出期間は再検討する余地があるだろう。課題提出自体は、評価の素材であると同時に、遠隔教

材の視聴確認、及び出欠確認という要素も含まれている。したがって、アクセスしただけ、も

しくは動画をスキップしただけなどを確認する為の課題となるが、性善説の観点に立って課題

提出を求めず、アクセス＝動画を視聴し、内容も習熟していると捉える方向性も考慮すべきで

あろう。 

 第四に教育者側の課題である。ハイブリッド型の授業運営は、既存のコンテンツ、すなわち

講義形式であれ、演習、実験、実習形式であれ、一から科目全体の構成を見直し、教材作成を

しなければならない。加えてハイブリッド型の授業を運営するにあたって、対面授業回を精選

すること、また教育環境の準備には負担が必須となる。田口（2020）はオンラインでも対面で

も同じ質の学習経験を提供できる「同質性」は重要であるが、その「同質性」が高いレベルで

実現されるためには教室環境の整備、授業補助者（ＴＡ）の配置といったハードルを指摘する

(4)。こうしたハードルを如何に打開し、教育者の負担を軽減することが重要であろう。具体策

としては、一つの科目に対して複数の教員が担当することが挙げられる。従来、オムニバス形

式の授業は行われているが、ハイブリッド型の場合、遠隔授業を担当する教員と、ZOOM、MEET

などを含め遠隔授業の解説、質疑応答を担当する教員に分け運営するやり方も選択肢としてあ

る。こうした分担、分業を行うことで授業内容の充実した事例も報告されている(5)。 

一方で、演習系科目の特性であるアクティヴ・ラーニングを如何に充実させるかという観点
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も重要である。つまり、対面ではなくてもオンライン授業のなかでディスカッションといった

双方向性の授業を実現することが求められる。例えば MEET、ZOOM の使用によって、学生同士の

グループワークは可能であるが、いずれにせよ、ネット環境、教室環境などの環境整備が必要

不可欠である。環境整備もさることながら、学生、教員双方の ICT の活用スキルは今後の大学

教育においても課題となるであろう。また教員間の格差、学生間のネット環境の差異が予想さ

れるなかで、そのフォローアップが重要となるであろう。 

 これらの課題に対する具体策としては、これまで一律対面を基本としてきた大学の授業運営

の中で対面よりも遠隔に適した科目の検討が挙げられる。例えば、情報系科目や ICT の取り扱

いに特化した科目は、遠隔で授業を受けること自体が学びとなり、繰り返し視聴できることで

PC の操作が充実するであろう。こうした「怪我の功名」的要素を検討することが、コロナ禍の

授業運営において必要不可欠ではないだろうか。 

環境整備や ICT 活用のハードルを越えた先に、「予期せぬハイブリッド」、「消去法的ハイ

ブリッド」、「強制的ハイブリッド」ではない授業形態が期待される。そして、どの程度対面

とするか、遠隔とするかの程度については、本来ディプロマポリシーとの関係性を考慮するこ

とが重要ではないだろうか(7)。さらに、ハイブリッド化した授業が、学生の学びや能力の向上

に寄与したかについて、対面のみの授業と比較し検討することも必要であろう(8)。これらをふ

まえると、大学として学位取得に必要な能力をどこまで遠隔授業で許容するかといった判断を

カリキュラム通じて検討し、対面授業との比較に裏付けされることで、初めて「質」を備えた

教育方法としてその可能性が示されるであろう。 

 

５．おわりに 

 

現行のハイブリッド型の授業は緊急事態宣言下を前提としており、質的教育効果を意図した

教育方法ではない。ハイブリッド型授業を検討する際には、遠隔授業でもできること、遠隔授

業だからできること、遠隔授業ではできないことを熟慮してカリキュラムをデザインし、教育

方法を選択することが肝要である。しかしながら、演習内容の精選もさることながら、不透明

な緊急事態宣言において、授業の進捗状況との兼ね合いもあり、緊急事態宣言明けのタイミン

グでの相応しい演習内容の選定というのは困難を極める。また演習系科目における実践をどの

ように遠隔で展開するかという点では、コミュニケーション力の向上を意図した教育方法とし

て試行錯誤の状態といえる(9)。 

アンケートにもあるように今年度の課題として計画性の課題が浮き彫りとなった。ハイブリ

ッド型の授業のなかでも反転学習との相違は、計画性の有無が挙げられる。一方で緊急事態宣

言下での授業運営については、遠隔に対応しうるネット環境の整備、ハイブリッド型授業にお
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ける遠隔、対面授業の精選、遠隔、対面教材の準備などある程度の下準備が整ったと言える。

「緊急時に実施された授業」、予期せぬハイブリッドであったとしても、高い教育効果と学生

の満足度を得るためには、前年度までの経験を踏襲しつつ、FD のなかで再考し対応することが

重要であろう。 
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研究ノート 

 

学校現場実習およびその日誌記録が求める原則的な姿勢 

– 言語定量分析によるアプローチ - 

 

田中元         鈴木哲也 

(秀明大学学校教師学部)  (東京未来大学こども心理学部) 

 

Principle Attitudes Required by School Field Practice and Practice Log 

 - A Quantitative Linguistic Analysis Approach - 

TANAKA Hajime       SUZUKI Tetsuya 

(Shumei University)      (Tokyo Future University) 

 

要 約 

地域連携を視野に入れた幅広いコミュニケーション能力の育成をはじめとして、教員には

様々な資質・能力の育成が望まれるが、これらの力はほぼ実践の場においてこそ培われる。現

状の教職カリキュラムの上では教育実習がこの実践の場として随一に上がる。教育実習の効果

を担保するためにも、それに先駆けて行われる実践活動の例を調べることは有益であろう。本

稿が扱う「教育実践演習」がその好例である。学生たちが 2021 年前半にこの取り組みにおい

て記録した日誌とその振り返りの内容に言語計量を適用し、結果をネットワークグラフとして

可視化した。この結果は、実践が次の２つを求めることを示した。(a) 学校支援現場で児童生

徒、先生を第一に観察すること。(b) 記録に具体性を込め、次に繋げる課題意識を記すこと。ま

た本稿は、記録情報を学生間で共有することが有望な結果を生む可能性と、そこにデジタルの

活用が見込まれることを指摘する。 

 

キーワード：学校現場実習、実習日誌、言語定量 

 

１ 緒言 

 教育実習ではどのような点に実習生は注意、注力すべきか。それらは教育実習に臨む前の段

階で、どの程度トレーニングされ得るものであり、そのトレーニングを通じて学生が獲得する

知見にはどのようなカテゴリーがあるのか。 

北見、原(2020)の中で、教育実習に求められることとして、「１)講義で学んだ理論や技術を、

実践的な活動を通して統合していくこと、２）授業以外の業務、活動を通して、学校や教員の
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役割を理解すること、３）教員としての資質・能力の向上を目指し、自覚と責任をもって行動

できる豊かな人間力を身に付けること」が示されている。すなわち、大学で学んだ理論や技術

と実践活動との統合、学校や教員の役割の理解、自覚と責任をもって行動できる人間力がそれ

ぞれ必要とされていることがわかる。また学生達は教育実習を振り返った時に、「もっとやって

おけば良かったこと」について、授業内容の知識や進め方、教材研究、積極的なコミュニケー

ション、黒板の使い方が示されていた。内容、授業スキルに加えて、コミュニケーションの問

題があることが特徴的と言える。また、「やっておいて良かったこと」は学校支援ボランティア

や部活動の事前の学校活動により実習先に知っている子どもがいることをあげている。学生は

教育実習前の学校体験は必要だと考えており、特に子どもとのつながりを意識していると思わ

れる。 

 池田、手嶋(2017)によれば、教育実習の事前指導のあり方に関して、「学校ボランティア経験

については、校数は必ずしも問わず、たとえば、担当する大学教員や大学職員の質と量を確保

しつつ、当該の教育委員会や当該の学校とより綿密な連携体制を講じること」が推奨され、「教

員養成に関わる大学教育のなかで、コミュニケーション・スキルをより重視すること」が示さ

れている。すなわち、学校ボランティアの段階で綿密な連携体制が必要とされ、実習において

は授業や課外活動等の様々な場面で学生のコミュニケーション・スキルの向上が図られるべき

であるということである。教育実習では子どもだけでなく、他の教職員や地域の人々、保護者

とも関係する可能性がある以上、学生が自助努力として意識するよりも多くの多面的なコミュ

ニケーション場面を実習現場で増やすこと、大学は授業場面でも彼らのこの能力を意図的に磨

くことが必要とされる。 

 最終的には、教員に求められる資質・能力を育成することになるのであるが、鈴木(2015)に

よれば、初任の小学校教員に求められる資質・能力として、「子どもの理解に基づく学級経営・

生徒指導」「教科等の指導（各教科・領域の授業と評価）」、「教師としての基本的素養（教育

観・教育理念・社会常識など）」、「連携・協働（同僚や地域・保護者との連携・協働）」、「学び

続ける教師（省察的実践に基づく生涯学習者）」が指摘されている。また、これらのうち、教職

カリキュラム上の「教師としての基本的素養（教育観・教育理念・社会常識など）」は「教職の

意義等に関する科目」だけであり、「連携・協働（同僚や地域・保護者との連携・協働）」の

「資質能力に深くかかわる授業科目はほとんど存在しない」ことが言及されており、教員の資

質・能力の育成だけでなく、連携・協働のベースとなるコミュケーション能力の育成も大学の

通常の教職カリキュラム上で不足していることがわかる。したがって、学校ボランティア等へ

の学生の参加の際には、教師が児童・生徒や他の教師、職員、保護者、地域の人々とどのよう

にかかわっているのかに注目して記録を取るという指導が求められるのではないか。 

 学校ボランティアや学校インターンシップに該当する「教育実践演習」について、「学生への
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今後の支援のあり方」としての基礎資料を提示している岡ら(2019)の研究がある。なお、この

論考および本稿が扱う「教育実践演習」とは該当大学独自の科目であり、１年次、２年次にそ

れぞれ「教育実践演習Ⅰ」「教育実践演習Ⅱ」として行われる学校現場実習であり、学生は週一

回、半年に 15 回のペースで学校現場における学習支援活動（以下、学校支援と称す）を行う。

これは４年次の総括として行われる「教職実践演習」とは異なる授業科目である。 

 この学校支援に関し、岡ら(2019)は「学校現場実習における学生が抱える不安」として、「人

間関係に関する不安」や「資質や技術に関する不安」を指摘しており、前者は実習自体が対処

行動になり、後者では実習中の支援の必要性を提案している。ここでもコミュニケーション・

スキルと資質・能力の問題が取り上げられている。 

また学生を支援するために、先輩が行う「ピアサポート」、実習日誌に関する指導と評価を含

めたコメントの記入、事前に支援方法等を学べる場が示されている。本指摘は学校ボランティ

アや学校インターンシップに類する実習の支援方策であるが、当然、教育実習前の指導を意識

していることは言うまでもない。 

この学校支援活動は全国でも珍しい取り組みであり、教育実習に臨む全国の学生にとって有

益な知見をもたらすことが期待される。本報告では、実習生が実習現場のどこに注目し、何を

どのように記録するべきかという、教育実習等の前提となる情報の整理に役立つ知見を得るこ

とを目し、該当大学の「教育実践演習Ⅱ」、学校支援に関わる上記の実習日誌を資料として用い

る。学校支援の場だけでなく、その記録を日誌に残すプロセスからも学ぶことはあるはずであ

り、学校支援の場と日誌の記録を合わせた上で彼らは何を意識すべきであるのか、何を身に着

けることができると思われるのか、これらを調べることが本報告の目的である。これが、一般

の教育実習の場でも活用され得る知見をもたらすことを期待する。 

 

２ 調査 

２.１ 期間と対象 

秀明大学学校教師学部理科専修２年生 39 名が、2021 年 4〜7 月にかけて木曜日全日を費や

し、原則 15 回の学校支援を行った。八千代市およびその近隣の市にある公立小学校・中学校・

高等学校のいずれかがそれぞれの学生に割り当てられ、彼らは「実習日誌（教育実践演習）」

（以下、日誌と略記する）に記録を残した。本報告では、この 39 名分の日誌を主な資料として

用いた。 

２.２ 方法 

（１）学生達による互いの日誌の比較を経て、日誌を評価する際の項目となる候補を収集 

この 39 名の間で、まず学校支援３回目の日誌のページを自分のものと他５名のものとを合わ

せて読み比べてもらい、この比較を通して優れた記録であると思われるものとそうでないもの
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とを区別するポイントを各人に 6〜10 項目上げてもらった。同様の試みを８回目と 12回目の日

誌のページでも行い、延べ、542 個の項目が上がった（以下、評価項目候補リストと称す）。あ

る学生がこの３回の試行を経て蓄積した項目のリストを表１に示す。これは、評価項目リスト

の一部を例示したものである。 

 

（２）評価項目候補リストを言語計量によって分析し、59 個の名詞を抽出 

上の（１）で得たリストを集約し、そこから可能な限りの名詞を抽出したところ 363 種類の

名詞が集まり、それぞれの出現頻度を求めた。また、これらの名詞が互いに同一文中で共起す

る状況を調べ、カイ二乗検定（p<.01）によって共起が有意であると認められた場合、その共起

回数をカウントした（田中(2021)）。なお、本報告では以降、「児童」「生徒」「児童生徒」「子ど

も達」「子どもたち」を同義語として、「児童生徒」にまとめ、一つの言葉として扱う。暫定的

ではあるが 39 名の 15%として 5.85 をしきい値として用い、出現頻度がこれを下回る言葉を除

いて 59 個の名詞が抽出された。これら 59 個の言葉の出現頻度、および共起回数の多い言葉の

組み合わせを表２に例として示す。学生達が日誌を読んでその出来を評価するとき、チェック

される項目はここに上がった 59 個の名詞に関わるケースが大半を占める。 

（３）59個の名詞を用いたアンケート調査の実施 

前期 4〜7 月の学校支援を終えた後、図 1 に示すアンケート調査を、同一の学生集団 39 名に

対して実施した。紙面に（２）で得た 59個の名詞を散りばめ、次の２つを尋ねたものである。 

「① 学校支援の日誌を評価するとき、評価の項目として採り上げられるべきであると思う言

表１ 学生が提案した日誌評価項目の例 
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葉を下から 12個選び、赤丸をつけてください。」 

「② 学校支援を行うとき、自分が特に注目する点、意識する点を下にある言葉を２つ組み合

わせて、 

赤線で結んで表してください。赤線で表す組み合わせの数を６つとします。」 

 

 この集計結果を表３に示す。①について、59 個のうちの１つの言葉につけられる赤丸の数の

期待値は
12

59
× 39 ≈ 7.9であり、これを元にカイ二乗検定を試みたところ、赤丸がつけられた 39

人分の延べの数が 15 以上であれば p<.005 で有意な出現を見せると推察された（なお、14 では

p<.01が保証されなかった）。よって、表３中の「具体的（30）」から「課題（15）」までの 13個

の言葉は、日誌を記録する際に念頭に置かれるべき要素であるとここで見なされたことになる。 

これら 13 個の言葉の中で、２つの言葉の間に見られる関わりの大きさを見積もるものが、②

で結ばれる赤線の延べの数である。この点については（５）にて後述する。 

（４）13 個の言葉が形成するネットワークグラフ（a）（b）を作成 

表２ 抽出された 59 個の名詞（上位の例） 

    (a) 言葉（名詞）とその出現頻度    (b) 言葉の組み合わせとその共起回数 
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評価項目候補リストの上に 13 個の言葉それぞれが出現する頻度と、リスト中の１項目ずつを

単位として互いに共起する回数とをカウントしたものを表４（a）に示し、この出現頻度と共起

回数との組み合わせをネットワークグラフとして図２（a）に示す（以下、ネットワークグラフ

（a）と称す）。図中のノード（言葉を表す円）の大きさはその言葉の出現頻度に、ノード間を

 

 

図１ アンケート調査の回答例 
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結ぶエッジ（線）の太さは言葉と言葉の共起回数に応じて、相対的な大小を見せている。 

次に、同じ 13 個の言葉が集計されたアンケートの回答の上で形成するネットワークグラフを

考える。（３）において、①での 13 個の言葉のそれぞれにつけられた赤丸の延べ数をノードの

大きさに、②での言葉と言葉との間に結ばれた赤線の延べ数をエッジの太さに反映させて得た

ものが、図２（b）に示すネットワークグラフである（以下、ネットワークグラフ（b）と称す）。

このノードとエッジの情報は、表４（b）に示した。 

ここで参考として、ネットワークグラフ（a）とネットワークグラフ（b）とを簡単に比較す

る。ネットワークグラフ（a）は 47 本のエッジをもつが、ネットワークグラフ（b）では 29 本

であった。ここには工程を経た分、ふるい落とされたエッジが生じた可能性がある。より大き

な差異は、各言葉の出現頻度および言葉の間の関連性において、その大小の順が入れ替わった

ことである。ネットワークグラフ（a）では最大の出現頻度を見せる言葉が「児童生徒（132）」

であり、最大の共起回数を見せる言葉の組み合わせは「児童生徒-行動（47）」であったが、ネ

ットワークグラフ（b）では最大の出現頻度を見せる言葉が「具体的（30）」であり、最大の共

起回数を見せる言葉の組み合わせは「行動-先生（12）」であった。 

表３ アンケート実施の結果（上位の例） 

            (a) ①より          (b) ②より 
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表４ ネットワークグラフ（a）（b）を得るためのデータ 

             （* いずれも言葉の組み合わせに関しては上位データのみの表示） 

    (a) 評価項目候補リストから                 (b) アンケート回答集約から 
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３ 結果 

（１）２つのネットワークグラフを比較して 

ネットワークグラフ（a）では最大のウエイトを見せるノードが「児童生徒」であったが、ネ

ットワークグラフ（b）で「具体的」に替わっている。あるいは、ネットワークグラフ（a）で

はウエイトが最下位であった「自己評価」が、ネットワークグラフ（b）では３位に位置してい

る。 

この段階に影響しているものは、言語計量的手法を以てテキストの中から重要性を認められ

る言葉を選び、それらを学生達に提示したことである。学生達がお互いの実習日誌を読み比べ

た段階では重視されなかった言葉が、アンケートの段階で注目されている。 

（２）ネットワークグラフ（b）に見られる２つのクラスタについて 

ネットワークグラフ（b）はノード「児童生徒」「行動」を核とするクラスタと、ノード「具

体的」「目標」を核とするクラスタに大きく二分されると見られ、スペクトラルクラスタリング

を適用した結果もこれを支持する（詳細割愛）。前者のクラスターはネットワークグラフ（a）

にも存在を認めることができるが、後者は（１）で述べた通り、ネットワークグラフ（b）でク

ローズアップされたものである。 

これら２つのクラスタはそれぞれ、学校支援に携わった学生達の次の２つの基本的な姿勢（a）

（b）を見てとることができる。（a）で学校現場を観察する姿勢が、（b）ではそれらの観察事項

  

（a）     （b） 

 

図２ ネットワークグラフ（a）、（b） 
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を記録する際の心得が示されている。 

（a）学校支援現場では「児童生徒」と「先生」の「行動」、互いの「対応」「反応」を「観察」

する。 

（b）日誌の各ページには「具体的」に「目標」を記し「出来事」を描出し、振り返り（「自己

評価」「反省」「考察」）を行い、次の「課題」につなげる。 

（３）ネットワークグラフ（b）の要素数 

評価項目候補リストに現れた項目は 542 個、そこに現れた名詞は 363 種類であった（２.２

（１）（２））。これらの中で最終的にネットワークグラフ（b）上のノードとして残ったものは

13 個であり、おそらく実習生が日誌に記すべき項目を網羅するための最小セットに迫ったもの

である。 

 

４ 考察 

 学生達が互いの日誌を３回に渡って読み比べた上で注目されなかった言葉が、アンケート実

施の段階でクローズアップされたことは（３（１））、日誌の内容を読み返す、あるいは読み比

べるだけでなく、ここに情報を整理するためのツール、あるいはステップを添えることが効果

的であることを強く示唆する。ギガスクール構想の実現を見る今日、児童生徒に限らず実習生

にもこの流れを向けて、実習日誌の手書きのメリットを担保しつつ電子化を活用する、あるい

は導入する工夫があれば、その効能は大きいであろう。 

ここでクローズアップされたものは「具体的」に代表されるクラスタであったが、このクラ

スタが示唆する姿勢（３（２）（b））を学生達が引き出した背景には、日誌を記録する作業に

PDCA サイクルに類したプロセスを彼らが見て取り、そこに効果を期待した可能性が大きいと考

える。 

 

５ 課題と展望 

緒言に述べたように、実習の成果として期待されるものに、学生達の「教師たる資質・能力

の育成」と「コミュニケーション・スキル」とが上がる。 

前者はまさに、姿勢（３（２）（b））に関わるものであろう。１日、２日では育成しがたいこ

の資質・能力を伸ばすためには、たとえ無意図的教育であったとしても常に自己評価を行い、

次の課題を見つけ、目標を設定することが効果的であると思われる。これをより効果的なもの

にするために、意図的な指導への転換を図ることは自然である。より具体的には、「教師らしさ」

や「教師としての姿勢」の項目をそろえルーブリック化すること、それを基にして学年ごとの

学生指導の目標を定め、観察視点を学期ごとに学生へ提示すること、学校支援後の学生の自己

評価も含めて形成的評価を行いながら、項目達成度の評価とフィードバックを行うこと、これ
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らが必要になると予想される。 

この端緒となるルーブリック化・項目のリスト作成を想定し、本報告で扱った手法と照らし

合わせると、日誌から「教師らしさ」や「教師としての姿勢」を探索し網羅するというアプロ

ーチが提案される。そのとき、日誌の記述をカテゴライズする作業が求められるが、その手が

かりとしてネットワークグラフ（b）により考えるべき要素を絞ったことは役立つと思われる

（３（３））。 

 「コミュニケーション・スキル」を伸ばすためには、姿勢（３（２）（a））にある通り、まず

「児童生徒」と「先生」間のコミュニケーション、「児童生徒」間、「先生」間のコミュニケー

ションを観察することがここに資するであろう。さらに他の職員や地域の方、保護者の方との

対応や反応を観察する機会があるとよいが、実際には学生が教師と地域の方や保護者との対応

を観察する機会に恵まれることは少ないと思われる。たとえば、本報告で扱った日誌の関わる

場、すなわち「教育実践演習」やその他のインターンシップ制度において、地域の方や保護者

の方の協力を得ることには深い意義が生じる可能性を見る。これを模擬的に実習に組み込み、

観察し、記録する機会を設けることで、より意図の明確な実習を実現できるのではないだろう

か。 
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要 約 

 文科系学生にとって統計学は苦手意識を抱きやすい科目である。本研究では、心理学を専攻

する大学生を対象に論理的思考力に焦点をあてたテストを実施し、統計的概念理解のレディネ

スとしてこうした能力がどの程度獲得されているのか、その実態について大学受験の際の入試

方式を踏まえて検討した。その結果、推薦入試や AO入試より一般入試で入学した学生の方が全

般的に正答率が高く、計算能力よりも論理的読解力・思考力の方がどのような入試形態を選択

しているのかによって学習経験や能力に差があることが示唆された。 

 

キーワード：論理的思考力、読解力、入試方式、文科系学生、統計学 

 

1．問題と目的 

 算数・数学的な見方や考え方を学ぶことはその教科の特質から論理的思考の育成につながる

ことが指摘されている（宮城，2021；橋本，2021）。しかし、文科系学生の特性を調査した河内

（2008）は、「そうした知識やスキルに長けていないこと、あるいはそれらを不得手としている

ことを『自分は文科系だから……』といった理由で片付けてしまいがち」であると述べている。

河内（2008）の言う文科系学生とは学問分野としては人文科学や社会科学を学ぶ固有の特性を

もった学生のことであり、理数系科目を不得手とするという前提が暗に含まれている（河内，

2017）。この定義に当てはめると心理学を学ぶ学生も文科系学生に含まれると考えて差し支えな

い。学問としての心理学は自然科学としての側面もあるため必ずしも文科系とは言えないが、

学生が心理学に対してもつイメージや期待と実際に学ぶことの間に乖離があることは繰り返し

確認されている（岩﨑・大橋・皆川，2012；高田・小浜，2018；時田・金野・野村・奈良，



25 

 

2018 など）。特に統計学に関する科目は文科系学生にとって鬼門以外の何物でもなく（柏木，

1997）、心理学を専攻する学生も例外ではない。心理学を標榜するコースに心理統計に関する科

目が開講されていない大学は筆者の知る限りなく、そこで統計学に対する「修学困難感

（feeling of difficulty of the study）」（河内，2013，2014，2017）が顕在化することになる。算数・

数学的な見方や考え方を学ぶことで醸成された論理的思考力が基盤となって統計的概念の理解

や、ひいては社会人基礎力の獲得を促進すると考えられるが、心理学専攻学生をはじめとした

文科系学生にとってその心理的負担感からできれば敬遠したい課題としてとらえられていると

いえよう。 

 大学を取り巻く環境の急速な変化に伴い、中央教育審議会（2008）は学士課程教育の構築が

我が国の将来にとって喫緊の課題であるという認識に立ち、『学士課程教育の構築について』と

いう答申をとりまとめている。その中で、「大学とは何かという問題意識が希薄化し、ともすれ

ば目先の学生確保の必要性が優先される傾向がある中、我が国の大学、学位が保証する能力の

水準が曖昧になることや、学位そのものが国際的な通用性を失う」（中央教育審議会，2008）こ

とへの懸念が表明され、学士課程あるいは各分野の教育における最低限の共通性として「学士

力」に関する参考指針を提示している。そこでは知的活動でも職業生活や社会生活でも必要な

技能である汎用的スキルの 1 つとして論理的思考力が挙げられており、これは経済産業省産業

人材政策室（2018）が「人生 100 年時代の社会人基礎力」として指摘している「考え抜く力

（シンキング）」につながる必要不可欠なスキルであると考えられる。また、大学生の学力が低

下しているのではないかという危惧も生じており、論理的思考力についてもその低下や育成の

不十分さが指摘されている（一般社団法人日本数学会教育委員会，2013；佐藤，2017）。 

 さらに、「いわゆる大学全入時代においては、多くの大学において、大学入試の選抜機能が低

下し、入試によって入学者の学力水準を担保することが困難な状態になりつつある。（中略）大

学側も、推薦入試・AO 入試の実施学部の半分以上が、学力担保に課題を感じるようになってい

る」（中央教育審議会，2008）という状況がこうした傾向に拍車をかけている。そこで本研究で

は、まず予備調査として統計的概念の基礎となる算数・数学の理解度について検討を行い、次

に本調査として統計的概念理解のレディネスとして論理的思考力がどの程度獲得されているか

に焦点をあてたテストを実施し、その実態について大学受験の際の入試方式を踏まえて検討す

ることを目的とした。 

 

2．予備調査 

2-1 方法 

(1) 調査対象 

   都内に所在する大学において心理学を専攻する大学生 38 名（男性 10 名、女性 18 名、平
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均年齢 18.61 歳、SD=0.55）を対象とした。1 年次に受講する心理学統計法の授業で実施さ

れた算数・数学の理解度テストの結果を分析に用いた。 

(2) 調査時期 

   2019 年 9 月に初回授業の中で理解度テストが実施された。 

(3) 調査内容 

   実施された理解度テストは、心理学統計法の担当教員がこれまでの授業実施の経験から

学生の理解に沿った授業を進行するために事前に確認しておいた方がよいと考えられる内

容で構成したものである。教員間で共有されたものを筆者が担当する授業内でも実施した。

問題内容は計算問題が 8 問、文章題が 9 問であった。計算問題は分数・正負の数の四則演

算および絶対値・平方根・累乗の理解を確認するものである。文章題で出された問題は、

数の概念が 2 問（正負の数の大小と小数の四捨五入を問う問題が各 1 問）、割合の問題が 4

問、確率の問題が 3 問であった。理解度テストに加えて、大学受験の際の入試方式につい

て選択式で回答を求めた。選択肢は一般入試、推薦入試、AO 入試、その他とした。 

2-2 結果と考察 

入試方式についてその他を選択した 1 名を除き、入試方式ごとの各出題分野および合計の

平均正答率を算出した（Table 1）。ほぼすべての分野において一般入試で入学した学生の平均

正答率が高かった。割合の正答率が入試方式を問わず最も低く、全体でみると数の概念や確

率に比べて 20 ポイント以上下回っていた。また、入試方式による平均正答率の開きも割合が

最も大きく、一般入試と AO 入試の間に 33.7 ポイントの差があった。次に、計算問題、文章

題、合計の正答数について Kruskal-Walis検定を行った。水準間の比較にはDunn検定を用い、

Bonferroni 法による有意水準の調整を行った。計算問題の平均順位（点数が低い方からの順位）

は、一般入試が 27.17、推薦入試が 17.95、AO 入試が 17.13 であり、有意差は見られなかった

（χ2(2)=4.36, p=.11）。文章題の平均順位は、一般入試が 25.75、推薦入試が 22.36、AO入試が

15.13 であり，有意差が見られた（χ2(2)=6.11, p=.05）。水準間の比較について、一般入試と

AO 入試の差は有意傾向であり（p=.10）、一般入試と推薦入試、推薦入試と AO 入試には有意

差は見られなかった（p=1.00, p=.21）。合計の平均順位は、一般入試が 27.67、推薦入試が

20.50、AO 入試が 15.58 であり、有意差が見られた（χ2(2)=6.15, p=.05）。一般入試と AO 入試

の差は有意であり（p=.05）、一般入試と推薦入試、推薦入試と AO入試には有意差は見られな

かった（p=.57, p=.67）。 

大学入学時の入試方式の違いによって、統計的概念の基礎となる算数・数学の理解度に差

が見られた。その違いは計算問題よりも文章題の理解に差がある可能性が示唆された。この

ことは一般社団法人日本数学会教育委員会（2013）が指摘しているように、単に式の暗記や

計算の得意・不得意ではなく、論理的な文章の理解とも関わっていると考えられる。予備調
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査では経験的に作成された理解度テストを用いたが、本調査ではこうした論理力を踏まえた

新たな理解度テスト（予備調査と区別するために以下は論理的思考力テストと記述）を実施

し、統計的概念理解の基盤となる能力の実態について検討する。 

 

Table 1. 理解度テストの平均正答率 

 

 

3．本調査 

3-1 方法 

(1) 調査対象 

   予備調査と同じ大学において心理学を専攻する大学生 38名（男性 4名、女性 32名、平均

年齢 18.53 歳、SD=0.51）を対象とした。新型コロナウィルス感染症の影響により対面授業

が実施できない状況であったため、大学のオンライン授業等で使用されるシステムを利用

して予備調査を踏まえて作成した論理的思考力テストを実施した。 

(2) 調査時期 

   2020 年 9 月に調査を実施した。 

(3) 調査内容 

   論理的思考力テストを作成するにあたって、算数・数学に関する基礎的な学力の中でも

論理的な読み書きや数学的な概念そのものの理解に焦点をあてた一般社団法人日本数学会

教育委員会（2013）の大学生数学基本調査を参考にした。この調査は第 1ステージから第 3

ステージの 3 つの内容から構成されているが、本研究の目的から、「平均の定義とそれに関

する初歩的な推論」と「命題と条件の論理的な読み取り」に関する問題であるステージ 1

のみを参考にした。まず、平均に関する問題として、小杉（2012）が小学校で習う算数の

おさらいとして紹介している問題を参考にして、平均の基礎的概念の理解を問う問題を 3

問作成した。次に、大学生数学基本調査の「平均の定義とそれに関する初歩的な推論」と

同様の問題を作成した。この問題は 3 問の小問から構成されている。「論理的な読み取り」

に関して、内訳の論理的な読み取りと総当たりの対戦の論理的な読み取りに関する問題を

作成した。こちらもそれぞれ 3 問の小問から構成されている。一般社団法人日本数学会教

全体 41.9%63.5%

文章題

計確率割合数の概念

76.3%

68.4%60.6%66.7%54.5%63.6%77.3%

60.6%46.7%63.3%28.8%57.5%AO入試

計算問題 合計

一般入試

指定校推薦

91.7%

66.0%54.4%64.9%79.1%

79.4%68.5%66.7%62.5%83.3%



28 

 

育委員会（2013）は、大学生数学基本調査の第 1 ステージの採点基準を全問正解のみを正

答としているが、本研究においてはそれぞれの問題における 3 問の小問を別個に採点した。

また、理解度テストにおいて正答率が低く、入試方式による開きも大きかった割合の問題

について、基礎的概念の理解を問う問題を加えることにした。問題作成にあたって平均の

基礎的概念の理解と同様に小杉（2012）を参考にした。こうして作成された割合の問題 6

問、平均の問題 6 問、読み取りの問題 6 問の計 18 問を論理的思考力テストとした。設問内

容は Table 2 に示した通りである。論理的思考力テストに加えて、大学受験の際の入試方式

について選択式で回答を求め、選択肢は一般入試、推薦入試、AO 入試、その他とした。 

 

Table 2. 論理的思考力テストの設問内容 

 

 

出題分野 設問内容

① 7000人は□人の500倍です。

② 50分の□倍は35分です。

③ 0.26を百分率に直すと□%です。

④ 5%を小数に直すと□です。

⑤ 18人は□人の72%人です。

⑥ 500個の□%は95個です。

① 1日のスマートフォン利用時間を調べたところ、Aさんは2.4時間、Bさんは3.2時間、Cさんは2.3時間、

Dさんは0.7時間、Eさんは1.6時間でした。平均利用時間を求めてください。

② クラス全員の筆箱に入っている鉛筆の本数を合計すると130本であり、平均すると1人2.5本でした。

クラスの人数を求めてください。

③ ある図書館の14日間の貸し出し冊数を調べたところ、1日平均77.5冊の本が貸し出されていました。

14日間で貸し出された合計冊数を求めてください。

④ 得点が52.5点よりも高い学生と低い学生は、それぞれ21人ずついる。

⑤ 42人の学生全員の得点をたすと、52.5点×42=2205点になる。

⑥ 得点を5点ごとに「35点以上で40点未満の学生」「40点以上で45点未満の学生」…というように区分

けすると、「50点以上で55点未満の学生」が最も多い。

① A商品が5個であれば、B商品は2個である。

② B商品が3個であれば、C商品は1個である。

③ C商品が4個であれば、A商品は3個である。

④ Aは全勝だった。

⑤ Bチームは全敗だった。

⑥ Dチームは2勝1敗だった。

平 均

読み取り

割 合

□にあてはまる数を求めてください。

以下の問題に解答してください。※小数点以下は割り切れるまで計算

ある大学の学生42人の数学のテストを採点し、その平均を計算すると52.5点になりました。

この結果から確実に正しいと言えることには○を、そうではないものには×を選択してください。

次の報告から確実に正しいといえることには○を、そうでないものには×を選択してください。

AとBとCの商品を全部で8個買いました。A商品の数はB商品の数より多く、それぞれの商品を少なくとも

1個は買いました。

次の報告から確実に誤りといえることには×、そうでないものには○を選択してください。

A、B、C、Dの4チームがスポーツ大会で総当たり戦をした。その結果、AチームはBチームに勝ち、Cチー

ムはDチーム以外に勝ちました。引き分けはありませんでした。
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3-2 結果と考察 

  入試方式についてその他を選択した 1 名と回答に要した時間が 10 秒に満たなかった 1 名を

除き、入試方式ごとの各出題分野および合計の平均正答率を算出した（Table 3）。すべての分

野において一般入試で入学した学生の平均正答率が高く、理解度テストと同様の傾向であっ

た。次に、割合、平均、読み取り、合計の正答数について Kruskal-Walis 検定を行った。水準

間の比較には Dunn 検定を用い、Bonferroni 法による有意水準の調整を行った。割合の平均順

位は、一般入試が 24.21、推薦入試が 13.82、AO 入試が 19.38 であり、Kruskal-Walis 検定の結

果は有意傾向であった（χ2(2)=5.60,  p=.06）。水準間の比較について、一般入試と推薦

入試の差は有意傾向であり（p=.06）、一般入試と AO 入試、推薦入試と AO 入試には有意差は

見られなかった（p=.76, p=.37）。平均の平均順位は、一般入試が 29.50、推薦入試が 16.42、

AO 入試が 15.44 であり、有意差が見られた（χ2(2)=7.74, p=.02）。一般入試と推薦入試、一般

入試と AO 入試の差は有意であり（p=.02, p=.01）、推薦入試と AO 入試には有意差は見られな

かった（p=1.00）。読み取りの平均順位は、一般入試が 27.43、推薦入試が 14.25、AO 入試が

17.82 であり、有意差が見られた（χ2(2)=7.74, p=.02）。一般入試と推薦入試の差は有意であり

（p=.02）、一般入試と AO 入試、推薦入試と AO 入試には有意差は見られなかった（p=.10, 

p=1.00）。合計の平均順位は、一般入試が 31.93、推薦入試が 12.54、AO 入試が 17.18 であり、

有意差が見られた（χ2(2)=15.82, p=.00）。一般入試と推薦入試、一般入試と AO 入試の差は有

意であり（p=.00, p=.01）、推薦入試と AO 入試には有意差は見られなかった（p=0.71）。 

 

Table 3. 論理的思考力テストの平均正答率 

 

 

  理解度テストと同様に一般入試で入学した学生の方が成績上位となる傾向にあったが、問

題の性質によって違いが見られた。割合の問題は予備調査で正答率が低く、入試方式による

開きも大きかったため本調査にも含めたが、差があるとはいえない結果であった。これは、

理解度テストの割合には読解力が必要とされる問題が含まれていたが、論理的思考力テスト

の割合は小学生の算数の範囲から出題されており、文章も短く実質的に計算問題と変わらな

い内容であったためと考えられる。平均の問題については、小学生の算数で扱う平均の基礎

的概念の理解を問う①から③までの平均正答率に比べて、定義や推論を問う④から⑥までの

AO入試

割合 合計

76.3%

97.6% 100.0% 85.7% 94.4%

73.6%

67.6%78.4%82.9%

88.2% 74.5% 67.6% 76.8%66.7%82.4%

④－⑥ 計

読み取り

66.7%88.9%

100.0%100.0%

平均

計④－⑥①－③ ①－③

65.8%69.4%

71.3%62.5%77.8% 63.9%

60.8%74.5%

61.1%

90.5%81.0%

指定校推薦

一般入試

全体 71.2%85.6%
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平均正答率の方が入試方式の違いによる開きが大きかった。一般入試で入学した学生の平均

正答率は①から⑥まで 100%であり、式に当てはめた計算はもとより、その意味することまで

理解できていることが示されている。しかし、推薦入試や AO 入試で入学した学生について

は定義や推論を問う問題の方により苦手意識があるものと思われる。このことが平均順位の

差となってあらわれたのではないかと考えられる。読み取りの問題には計算はほぼ必要とさ

れず、求められるのは論理的読解力・思考力が中心である。平均順位の差が有意であったの

は一般入試と推薦入試の組み合わせのみだが、ここでも一般入試とそれ以外の入試の平均正

答率の間には開きが見られ、内訳の論理的な読み取りを問う①から③で最大 19.9 ポイント

（一般入試と推薦入試）、総当たりの対戦の論理的な読み取りを問う④から⑥で最大 29.7ポイ

ント（一般入試と AO 入試）の差があった。割合、平均の平均正答率の傾向も踏まえると、

算数・数学的概念の基礎として計算能力が重要であるのは言うまでもないが、大学生、特に

文科系学生を対象としたときに、計算能力にも増して論理的読解力・思考力の学習経験の差

に着目する必要性が示唆されたといえる。 

一般社団法人日本数学会教育委員会（2013）は、大学生数学基本調査の第 1 ステージの採

点基準を全問正解のみを正答とし、期待される正答率を 90%としているが、実際には、問 1-1

（本研究の平均の問題④から⑥に相当）の調査者全体の正答率は 76.0%、問 2-2（本研究の読

み取りの問題の①から③および④から⑥に相当）の正答率は 64.5%であったことが報告され

ている。難易度が異なる可能性があるため単純に比較することはできないが、本研究の結果

を同様に採点すると、平均の④から⑥は一般入試が 100%、推薦入試が 25.0%、AO 入試が

35.3%、全体で 43.2%、読み取りの①から③は一般入試が 57.1%、推薦入試が 25.0%、AO入試

が 47.1%、全体で 40.5%、読み取りの④から⑥は一般入試が 28.6%、推薦入試が 5.6%、AO 入

試が 11.8%、全体で 12.6%となる。大学生数学基本調査では偏差値群や学部・学科による正答

率の違いが示されており、正解から遠く誤答に近いグループとして指摘されている小学算

数・中学数学が不得意で数学記述試験経験のない学生が本研究の対象者には多くいたと考え

られる。 

 

4．まとめ 

 本研究では、心理学を専攻する大学生を対象に論理的思考力に焦点をあてたテストを実施し、

統計的概念理解のレディネスとしてこうした能力がどの程度獲得されているのか、その実態に

ついて大学受験の際の入試方式を踏まえて検討した。その結果、推薦入試や AO 入試より一般

入試で入学した学生の方が全般的に正答率が高く、計算能力よりも論理的読解力・思考力の方

がどのような入試形態を選択しているのかによって学習経験や能力に差があることが示唆され

た。これは統計学の修学困難感について先行研究で指摘されている「直接の契機は数学的素養
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の不足といったものではなく，統計学的な思考法そのものにある」（河内，2014）という知見を

再確認するものであり、有することが期待される論理的思考力を大学入学までにどの程度身に

つけてきたかという要因が反映されていると考えられる。つまり、やみくもに授業で用いる統

計学の練習問題を解かせたからといって効果的な改善が見込めるわけではなく、問題文に書か

れた内容を情景として思い浮かべられる国語力（一般社団法人日本数学会教育委員会，2013）

や論理的に推論する力を必要なレベルにまで引き上げることが課題であるのかもしれない。だ

とすると、今回調査対象となった学生についても一部は修学困難感の真意である「一人で勉強

できないことへの不安」（河内，2013，2014）を抱えたまま統計学を受講することになっていた

かもしれない。そのため、こうした論理的思考力に関するリメディアル教育の要素を含んだ試

みを取り入れることで授業内容を理解する力の向上を図れば授業への取り組みや学習成果の改

善へとつながり、より授業理解が促進するという好循環を生むのではないだろうか。 

 数学・統計学の理解や論理的思考力の育成は大学の一科目の問題にとどまらない。一般社団

法人日本経済団体連合会（2018）は多様な価値観が融合する Society 5.0 時代の人材に求められ

る力として、「文章や情報を正確に読み解く力」や「論理的に説明する力」、「情報科学や数学・

統計の基礎知識」を挙げている。また、中央教育審議会（2008）も企業の多くが汎用性のある

基礎的な能力を望んでいると指摘している。経済産業省（2019）は、第四次産業革命に欠かす

ことのできない科学が 3 つあるとして、「それは、第一に数学、第二に数学、そして第三に数学

である！」と記載している。橋本（2001）は大学で数学を学ぶことで論理的思考力が飛躍的に

伸びる可能性を指摘しており、実際に文科系学生の総合的な科学的思考力を育成するためのプ

ログラム（慶應大学自然科学研究教育センター，2012）を実践している大学もある。これらを

踏まえると、文科系学生においても基礎的リテラシーとして数学・統計的概念を理解する力や

論理的思考力を育成しておくことがキャリア形成の観点からも課題となってくるだろう。 
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要 約                                   

新型コロナウイルス（COVID-19）感染症の拡大に伴い、本学においても 2020 年度春学期から

2021 年度春学期の３期にわたり、遠隔授業を余儀なくされた。本稿では、本学各学期末に行っ

た遠隔授業に関するアンケート結果について特徴的なものを報告することで、学期ごとの遠隔

授業の取り組みと推移を明らかにし、今後の遠隔授業の課題と可能性を検討することを目的と

した。アンケート結果の中から、「主たる授業形態」「遠隔授業準備に費やした時間」につい

て選択頻度のパーセンテージを学期ごとに比較し、「不正防止の工夫」「遠隔授業の改善・工

夫点」「大学に求めること」については、テキストマイニングソフトの KH Coder(樋口,2020)を

利用し、共起ネットワーク分析を行った。結果を元に、遠隔授業における教員の取り組みと今

後の課題について議論した。 

 

キーワード：遠隔授業、大学教員、経時比較、KH Coder 

 

1． 問題 

 大学における遠隔授業は古くから通信教育課程で取り入れられており、慶應義塾大学では

1948年に大学通信講座を開講し、1950年に新制大学通信教育課程が認可され、1952年には我が

国初の大学通信教育による卒業生 34 名を送り出した（慶應義塾大学，2021）。大学の遠隔授業

では、当初は教材やレポートの郵送等、郵便を主な通信手段としていたが、1995 年の

Windows95 の発売の影響によるインターネットの急速な普及に伴い、2010 年頃までには各大学
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で学修管理システムである Learning Management System（以下、LMSとする)が導入されるよう

になり、インターネットを媒介とした e ラーニングが浸透していった。実際、1985 年に放送大

学がテレビとラジオによる遠隔授業を開始し、2015 年にはオンラインによる e ラーニングを開

始した（放送大学，2021）。尚、e ラーニングの礎は、行動分析学者の B.F.スキナーが提唱し

たプログラム学習とそれを実践するためのティーチングマシンの開発と考えられる。機械を媒

介としたスモールステップや即時確認等の学習方法は、現代では多くの e ラーニングにおいて

導入されている。 

さて、通信教育課程においては遠隔授業が進展してきたものの、通学課程の多くの大学教員

（以下、教員とする）は対面授業に馴染みがある。しかしながら、2020 年度以降、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大を受け、好むと好まざるとに関わらず、大学の通学課程においても

遠隔授業を実施せざるを得なくなった。東京都では緊急事態宣言の発令と解除が繰り返され

（表 1）、緊急事態宣言が解除されてもまん延防止等重点措置が適用され、2 年度に亘り行動が

制限され、未だに大学の授業に大きな影響を与えている。 

 

表 1 東京都における緊急事態宣言の期間（2021年の NHKの記事を元に筆者が作成） 

 

 

 

 

日本私立大学協会附置私学高等教育研究所が全国の大学を対象に実施した 2020 年度春学期の

授業に関する調査結果から、宮里（2020）は“大学の規模を問わず「対面授業と遠隔授業を併

用して実施」している大学が最も多く、「実習科目のみ対面で実施し、残りは遠隔授業で実施」

を含めると 70.4%の大学が科目等によって対面授業と遠隔授業を実施していた”としている。こ

のように、コロナ禍にあって多くの教員が遠隔授業を実施したことが分かる。 

東京未来大学（以下、本学とする）においても、2020年度春学期の授業の開始が 5月 18日に

延期され、6 月 30 日まで、一律、遠隔授業を実施することとなった。この方針が発信されたの

が 4月 9日のため、教員は困惑しながらも急ぎ遠隔授業の準備に追われた。 

コロナ禍において新たなアプリを急ぎ開発した大学や学部もあったが（田中・安倍，2020）、

本学には独自の LMSである「Communication and Learning Systems（以下、CoLSとする）」が

あり、シラバスの公開、教育コンテンツの配信、レポートの受け付け、学生からの質問や意見

の受け付けとフィードバック、試験の実施等が遠隔授業で可能な状態であった。そこで、本学

教務委員会は、PowerPoint ファイルに教員の音声を挿入した教育コンテンツ、あるいはそれを

動画化したものを CoLS にアップロードし、課題を出す手順を教員に示して推奨した。そして、

年度 学期 発令 解除

第1回 2020年度 春学期 4月7日 5月25日

第2回 2020年度 秋学期 1月8日 2月7日

第3回 2021年度 春学期 4月25日 6月20日

第4回 2021年度 秋学期 7月12日 9月30日
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本学教務委員会は 2020年度春学期末と秋学期末、2021年度春学期末に教員に対して遠隔授業に

関するアンケート調査を実施した。 

本稿の目的は、遠隔授業に関するアンケート調査の結果の中でも特徴的なものを報告するこ

とで、本学教員による 3 学期に亘る遠隔授業の取り組みを明らかにし、今後の遠隔授業の可能

性を検討することである。 

 

2．方法 

（1）調査協力者 

本学の専任教員、特任教員、非常勤講師、キャンパスアドバイザー（以下、CA とする）

であった。講義科目や演習科目等、複数の授業を持っている教員は複数の回答をした。

2020 年度春学期は 148 件の回答、2020 年度秋学期は 116 件、2021 年春学期は 97 件の回答

が得られた。 

（2）調査方法 

   Googleフォームを利用し、無記名によるアンケート調査を行った。 

（3）調査期間 

2020年度春学期末、2020年度秋学期末、2021年度春学期末に実施した。 

 （4）質問項目 

 アンケートは次の質問項目から成っていた。「Q1.教員種別」「Q2.授業種別」「Q3.授業

実施方法」「Q4.遠隔授業の主たる授業形態」「Q5.遠隔授業で使用したアプリ・ツール」

「Q6.遠隔授業準備に費やした時間」「Q7.遠隔授業のための対策」「Q8.授業準備における

苦労・困難」「Q9.課題提出の頻度」「Q10.出欠の確認方法」「Q11.不正防止の工夫」

「Q12.受講生とのコミュニケーションの方法」「Q13.学生の理解度」「Q14.遠隔授業の改

善・工夫点」「Q15.大学に求めること」「Q14.今後の遠隔授業の実施希望」であった。 

 （5）分析項目と分析方法 

 質問項目の中から 5 項目を選定して分析を行った。「Q4.遠隔授業の主たる授業形態」

「Q6.遠隔授業準備に費やした時間」については、選択頻度のパーセンテージを学期ごとに

比較した。また、自由記述を求めた「Q11.不正防止の工夫」「Q14.遠隔授業の改善・工夫

点」「Q15.大学に求めること」については、テキストマイニングソフトである KH Coder

（樋口，2020）を使用して、出現頻度上位 80 語について出現パターンの類似性をさぐる共

起ネットワーク分析 1を行った。その際、前処理として、同義語の正式名称・略語・片仮名

標記などの表記ゆれを統一した（CoLS や Google Meet、Word、コピペなど）。また、「思

う」「感じる」「課す」「伝える」「行う」等の主観や実行に関する動詞など、その語だ

けでは具体的な内容がわからない頻出語は分析に含めなかった。 
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3．結果 

 「Q4.遠隔授業の主たる授業形態」について、講義科目（図 1）と講義科目以外（図 2）で学

期ごとに示した。講義科目では，学期が進行するにつれ Google Meetや Zoom等の WEB 会議シス

テムの利用が増えた一方で，講義以外の科目においては初期から WEB 会議システムの利用がみ

られ，その割合は同程度で推移していた。 

 「Q6.遠隔授業準備に費やした時間」について、講義科目（図 3）と講義科目以外（図 4）で

学期ごとに示した。講義科目、講義科目以外のどちらにおいても、「遠隔授業の方がとても長

い」は徐々に減り，「遠隔授業の方が長い」，が徐々に増えていた。講義科目では「遠隔授業

と対面授業は同程度」が増えていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度春学期から 2021年度春学期までの「Q11.不正防止の工夫」について共起ネットワー

クを示した（図 5）。全ての学期で教員は学生に「課題」「提出」「内容」「確認」などを通じ

「不正」防止の「注意」を喚起していた。 
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図 5 Q11.不正防止の工夫の授業形態ごとの比較 

 

各学期の特徴として、2020 年度春学期では、「動画」を見ないと解答やコメントができない

よう問題や課題を「作成」し、動画視聴時間や課題内容を「見る（た）」かを「チェック」し

ていた。2020 年度秋学期には「リアルタイム」や「ライブ」で授業中に「発表」させる工夫が

なされ、2021 年春学期になると「Zoom」上で「顔」を「出す」ことによる不正防止の工夫がみ

られた。また、2020年度秋学期と 2021年度春学期では「コピペ」できないような課題の工夫、

2020年度春学期と 2021年度春学期では「課題」を「自分」の意見や言葉で書くこと、制限「時

間」や視聴「時間」の工夫がなされていた。 

「Q14.遠隔授業の改善・工夫点」について、前学期を踏まえての 2020 年度秋学期と 2021 年

度春学期の回答を共起ネット―ワークで示した（図 6）。両学期で共通して、「Zoom」や

「Google Meet」の利用が増え、「オンデマンド」「動画」なども含めて科目特性に合わせた

「遠隔」授業を用いて学生の「理解」を促し、「課題」を改善・工夫していた。2020 年度秋学

期では、「グループ」「ワーク」を取り入れ、授業中の発言や課題に対して学生への「フィー

ドバック」を行い、学生との「コミュニケーション」をはかっていた。2021 年度春学期では、

ライブ「配信」や「解説」に力を入れる工夫・改善がみられた。 
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「Q15.大学に求めること」についての自由記述をもとに共起ネットワークを作成した （図

7）。各学期で共通していることは、有償版「Zoom」のアカウントの発行や安定して「Zoom」や

「CoLS」を利用できるネットワーク環境、「CoLS」の動作性・機能性の増強、「学生」および

「教員」への遠隔授業「環境」や遠隔授業に適した「PC」提供、「対面」授業の再開であった。

また、最も多く出現した「授業」が含まれる自由記述の中には、「遠隔」授業における大学教

育の質保証に関する意見も見られた。全体として、演習や実習科目等の、遠隔では習得できな 

 

図 6  Q14.遠隔授業の改善・工夫点の 2020年度秋学期と 2021年度春学期の比較 

 

い科目の対面授業の確保、また遠隔授業実施のための通信および情報機器・サービスを含めた

環境整備と費用補助に関する要望が多かった。 

その他の特徴として、2020 年度秋学期では、「学内」から「オンライン」の授業に「参加」

「受講」している学生のための Wi-Fi 環境の整備や自習室の静穏さ、マナーに関する指導への

要望があり、2020年度春学期と 2021年度春学期では、オンライン・オンタイム授業の「実施」

や時間割通りのライブ授業、CoLS 不具合におけるチェックなどの技術的な「サポート」への要

望がみられた。2020年度秋学期と 2021年度春学期では、「多い」「負担」「確認」「時間」に

関連して、受講生や Wi-Fi・CoLS 接続待ち時間、大学からのお知らせ等の確認事項などが多く
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負担になることについての改善要望や、遠隔授業向上に対する大学としての「対応」を求める

記述がみられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 Q15.大学に求めることの学期ごとの比較 

 

4．考察 

「Q4.遠隔授業の主たる授業形態」について、演習や実習等の講義以外の科目では初期から

WEB会議システムの利用がみられたが，教員は遠隔授業でも対面授業にできるだけ近い形態を再

現することに力を注いだと考えられる。教員にしてみれば、リアルタイム型遠隔授業を「最初

からやろうと思えばできた」ことであるからこそ、「Q15.大学に求めること」で全学期におい

て多機能の有償版 Zoom の使用を大学に求めていたと考えられる。また、本学では学期を追うご

とに、リアルタイム型遠隔授業が増加していったが、“大学の規模を問わず「同時双方向型授

業」を実施している割合が最も多く 94.9%であり、次いで「オンデマンド型授業（動画配信）」

が 86.2%と多かった”（宮里，2020）というコロナ禍における日本の私立大学を対象とした調査

結果と合致する。大学の教育においては同時双方向型のコミュニケーションが適しているのだ

ろう。 

「Q6.遠隔授業準備に費やした時間」について、対面授業時よりも準備に時間がかかることに

変わりないが、学期が進むにつれて、教員は遠隔授業準備の若干の短時間化・作業の効率化を
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図ることができたと考えられる。「遠隔授業と対面授業の準備時間は同程度」という回答は、

講義科目は増加傾向にあるのに対して、演習や実習等の科目は減少・維持傾向にある。このこ

とは、演習や実習ではそもそもの準備時間が長いことを意味しているかもしれない。あるいは

演習や実習等の対面授業とリアルタイム型遠隔授業の準備や実施についての共通要素があるの

もしれない。 

 実際、実技（体育）の遠隔授業で須田（2021）は、「ウォーキング」と「エクササイズ」を

学生に課し、学生のスマートフォンの GPS 機能を用いたアプリケーションで日時や歩数等の運

動記録を取り、「体育実技実施報告書」を提出させた。教員は一人ひとりの課題達成状況をチ

ェックし、毎授業、1クラス分をフィードバックしたと報告している。学生から提出された各種

記録を読み取り、フィードバックすることは、多大な時間と労力が必要であったであろう。 

あるいは、実技（工芸）において Zoom を用いてリアルタイム型遠隔授業を行った槙野（2021）

は、遠隔授業では学生の反応が伝わりづらく、授業時間内での臨機応変な対応が難しいことを

予想し、事前に配布資料の内容や授業の進行などについて入念に準備•検討したと報告している。

そのような試みは、実技科目にあって「視覚的」、「論理的」に工夫・整理された教材として

学生にとってわかりやすい内容になったと推察している。他方、対面授業では学生の反応がわ

かりやすいため、言葉や身振りで「感覚的」に指導し、学生の表面的な反応だけで「理解した」

と教員が安易に判断してしまうこともある。そのため、遠隔授業における視覚的・論理的に工

夫された準備•対応は、実技における対面授業においても有効かつ必要であるとも述べられてい

る。インターネットを介した遠隔授業運営についてのこれらの報告は、コロナ禍で期せずして

得た経験と知識は、全面的に対面授業が復活したときには新たな強力な「授業サポートツール」

になり得る（須田，2021）という指摘に適うものである。 

「Q11.不正防止の工夫」について、遠隔授業において不正を完全になくすことは不可能であ

る。レポートにおける剽窃・盗作は対面授業のときと変わりはないだろうが、試験では「教科

書の参照不可」としたところでそれを確認することはできない。あるいは、Zoom 等の WEB 会議

システムにアクセスしているだけで、居眠りやゲームをしている学生もいるだろうが、それを

確認することは難しい。しかしながら、本学の教員は、レポートや課題で「知識ではなく思考

を問うこと」や「授業内容をしっかり聴いていなければ答えられない問いを発すること」をし

たり、WEB会議システムで学生のカメラをオンにしたりして、学生教員間および学生間のコミュ

ニケーションを活発にして学生の意識を高める等の工夫をしていることが分かった。こうした

工夫もまた対面授業で生かすことができるものと考えられる。 

 「Q14.遠隔授業の改善・工夫点」について、教員が遠隔授業に慣れてきて、Zoom 等を用いた

リアルタイム型遠隔授業を実施してグループワークを導入する等、遠隔授業であってもアクテ

ィブラーニングが実現していた。これは正に教員の努力の賜物であるが、コロナ禍にあって教
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育の質を担保するために、大学が教員の努力ばかりを頼る言い訳にはならない。 

 教員は最善の教育を学生に提供する努力をしているが、一人ひとりの教員の努力だけでは立

ち行かないことも多々ある。「Q15.大学に求めること」について、全ての学期で教員は、Zoom

の使用、CoLS の動作性・機能性の増強、Wi-Fi 環境の整備を求めている。実際に教壇に立つ教

員の多くが WEB 会議システムの中から Zoom を望んでいるにもかかわらず、教壇に立たない人間

が「Zoom よりも Google Meet の方が使いやすい」とどうして言えるのだろうか。実際に教壇に

立つ教員が CoLS の動作性・機能性の増強を望んでいるにもかかわらず、教壇に立たない人間が

「CoLS を整備した」とどうして言えるのだろうか。実際に教壇に立つ教員の多くが学内の Wi-

Fi が脆弱で学生が何度も落ちてしまうと訴えているにもかかわらず、教壇に立たない人間が

「学内の Wi-Fi に問題はない」とどうして言えるのだろうか。これはヒューマンインターフェ

ースの問題であるが、殊に教育に関しては学生と教員というユーザー本位になる必要がある。

このことは本学に限らず、多くの大学の課題であろう。 

 2020年度春学期の遠隔授業について私立大学を対象とした調査結果（宮里,2020）によると、

大学院大学を除いて「学生の機器・設備が不足していた」（85.9％）が最も多く、次いで「教

員のコンピューターリテラシーが不足していた」（72.6%）、「遠隔授業で実施することのでき

ない科目があった」（71.1％）と、いずれも高い傾向がみられた。一方で、「授業時間を十分

に確保できなかった」（10.5％）と考える大学は規模を問わず少なかったという。「学生の機

器・設備が不足していた」は、学生も教員もいかんともしがたく、本学の教員が強く大学に求

めていることである。「教員のコンピューターリテラシーが不足していた」と「授業時間を十

分に確保できなかった」は本学の教員の努力により克服しつつある。 

 「遠隔授業で実施することのできない科目があった」について、今村（2021）は、2020 年度

の通年科目の英語の「スピーキング」および「リスニング」において春学期は遠隔授業で秋学

期が対面授業となったことを受け、学生に質問紙調査を行ったところ、全体の 85.2％の学生が

対面授業の方が学びのあるものであると感じており、全体の 81.5％の学生が遠隔授業よりも対

面授業の方が参加しやすいと回答したと報告している。科目の性質上、対面授業でなければ学

生の実技の修得が難しいものもあるだろう。 

 新型コロナウイルス感染症の終息には数年を要すると主張する専門家もいる。あるいは、別

の深刻な感染症が拡大することもあり得る。大学の教育は学生のキャリア形成、すなわち人生

に強い影響を与え得るものであり、「入学した時期が悪かった」では済まされない。教員は大

学から支援を受けながら、より良い教育を学生に提供することに努めるのみである。 
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自由記述において出現頻度が高い語ほど円が大きくなる。また、円が近いほど語の関連が強い

ことを表す。各外部変数（たとえば学期）に特徴的な語は外部変数のみと結ばれ、外部変数に
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実践報告 

 

こども保育・教育専攻における「卒業研究・卒業論文」ルーブリック評価表の検証 

－機能面および専門性合致度の検証と今後へ提言－ 

 

横畑泰希           永井伸人 

（東京未来大学こども心理学部） （東京未来大学こども心理学部） 

野澤義隆 

(東京未来大学こども心理学部） 

 

Verification of Rubric Evaluation for “Graduation Research and Thesis” for 

Major in Childcare and Education: Suggestions for the Future and Verification 

of the Degree of Congruence Between Functional Aspects and Expertise. 

 YOKOHATA Taiki      NAGAI Nobuhito         NOZAWA Yoshitaka 

(Tokyo Future University)  (Tokyo Future University)  (Tokyo Future University) 

 

要 約 

 本研究は、こども保育・教育専攻の卒論ルーブリック表の機能を確認するとともに、卒業論

文等における主査ならびに副査を担当する教員の専門性との合致度を検討することを目的とし

た。調査は、2020年度における卒業論文等の主査ならびに副査を担当した教員に対して、卒論

ルーブリック表の評価結果を尋ねた。結果、本専攻の卒論ルーブリック表は、概ね機能してい

ることが確認された。また、主査ならびに副査を担当する教員の専門性との合致度は、比較的

高い割合であった。最後に、これらの結果から、本専攻において卒論ルーブリック表を用いる

際の課題が議論された。 

 

キーワード： 卒業研究・卒業論文ルーブリック評価表、専門性、こども保育・教育専攻、卒業

論文、学修成果 

 

問題と目的 

 近年の大学教育改革のキーワードとして、学修成果（学習成果）1)とその可視化が挙げられる。

学修成果は、OECD や大学改革支援・学位授与機構などから定義がなされているが、中央教育審

議会（以下、「中教審」と表記する）の答申では、「プログラムやコースなど、一定の学習期間

終了時に、学習者が知り、理解し、行い、実演できることを期待される内容を明言したもの。」
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（中央教育審議会、 2008）とされている。日本では、この中教審の答申が大学教育において学

修成果を意識する１つのきっかけとなったが、国際的には、学生が修得すべき学習成果を明確

化し、「何を教えるか」よりも「何ができるようになるか」という点が重視されるなど（中央教

育審議会、 2008）、学修成果は大きなテーマとなっている。そのため、中教審の答申では、大

学の取り組みとして、学習成果や教育上の目的を明確化した上で、その達成に向けて順次性の

ある体系的な教育課程を編成することが期待されている（中央教育審議会、 2008）。 

 その後、2012 年の中教審の質的転換答申により、学修成果の測定方法が挙げられた。中教審

の質的転換答申によれば、学修時間の把握といった学修行動調査やアセスメント・テスト（学

修到達度調査）、ルーブリック、学修ポートフォリオなどの測定手法が例示されている（中央教

育審議会、 2012）。その後、2018年には中教審の「2040年に向けた高等教育のグランドデザイ

ン（答申）」により、日本の高等教育が今後どのように変化していくのかがまとめられている。

その中には、学生の学修成果に関する情報を的確に把握・測定し、教育活動の見直し等に適切

に活用することや、学生の学修成果や大学全体の教育成果の可視化と情報公表の促進などが示

されている（中央教育審議会、 2018）。つまり、様々な測定方法を用いて学修成果を可視化し、

学生は大学４年間で何ができるようになったのかを明確化していくことが、今後の大学教育に

求められているであろう。 

 このような動向の中、本学では学修成果を可視化するための一つとして、ルーブリックを用

いて「卒業研究・卒業論文」（以下、「卒業論文等」と表記する）の成果を評価する取り組みが

始まったところである。須田・泉・山﨑・鈴木（2020）によれば、卒業論文等のルーブリック

評価表作成の手続きとして、まず、学部・専攻のディプロマ・ポリシーの確認作業から始め、

次いで学生にディプロマ・ポリシーとルーブリック評価表を提示し、意識づけを行った。その

後、こども心理専攻（現・心理専攻）のルーブリック評価表の原案が作成され、これを基にこ

ども保育・教育専攻（以下、「本専攻」と表記する）のルーブリック評価表の原案が作成された。

モチベーション行動科学部では、様々なタイプの卒業研究に対応できる汎用性のあるルーブリ

ック評価表の原案が作成された。さらに、本専攻では独自の評価指標として「研究における倫

理観」が加えられるなど、各学部・専攻にて教員の意見を聴取しながら原案の修正が重ねられ、

2018 年 12 月に完成、2020 年度より本格運用の運びとなった。このように当時の教務委員が中

心となり作成、運用されたルーブリック評価表であるが、今後も継続運用される中で常に改善

が求められることは自明であろう。そこで本専攻では、ルーブリック評価表運用初年度におけ

る課題を明らかにし、今後の改善につなげることを目的とし、本専攻のルーブリック評価表が

どの程度機能しているかの検証を行なうこととした。 

ところで、本専攻は、保育者ならびに教育者を養成していることから、多様なカリキュラム

が組まれており、その関係から多様な専門性を持つ教員が所属している。そのため、学生の卒
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業論文等のテーマと、教員の専門性とが必ずしも一致しないケースが出てくることが考えられ

る。教員にとって専門ではない分野の指導を行う場合、十分に学生の指導ができなかったり、

その分野の論文の形式が理解できていないために十分にルーブリック評価表を活用できないこ

とが考えられる。それは、主査ならびに副査であっても同様であろう。また、学生にとっては

十分な指導が受けられないことがあるかもしれない。学生は十分な指導を受け、学びの集大成

である卒業論文等を完成させることは、今後保育者・教育者になる上で大きな自信にもつなが

ると考えられる。したがって、まずは本専攻の現状として、卒業論文等のテーマと教員の専門

性とが、どの程度合致しているのかを確認することとなった。 

以上のことから、本専攻の卒業研究・卒業論文ルーブリック評価表（以下、「卒論ルーブリッ

ク表」と表記する）の機能を確認するとともに、卒業論文等における主査ならびに副査を担当

する教員の専門性との合致度を検討することを目的とした。 

 

方法 

2021 年２月の本専攻会議時に、2020 年度の卒業論文等着手学生の主査ならびに副査を担当し

た教員に対して調査の依頼を行った。その後、2021 年２月に、上記対象教員に対して、本専攻

の卒論ルーブリック表を用いて、対象学生の評価結果の調査を実施した。 

まず、主査ならびに副査を担当する教員に対して、当該学生の卒業論文等に対する自身の専

門性との合致度を尋ねた。回答は、合致している・合致していないの２件法で尋ねた。次に、

本専攻の卒論ルーブリック表の評価結果を尋ねた。主査に対しては、卒論ルーブリック表に従

い、卒業論文等の内容である「問題・目的・仮説」、「方法」、「結果」、「考察」、「文献」、「書式」

を尋ねた。また、卒業論文等への取り組みの過程である「ゼミでの取り組み」、「研究における

倫理観」、「卒業論文要旨」、「卒業論文発表会」を尋ねた。副査に対しては、担当学生の卒業論

文等の内容の審査はしているものの、取り組みの過程には関わっていないケースが多いことか

ら、本専攻の卒論ルーブリック表のうち、卒業論文等の内容である「問題・目的・仮説」、「方

法」、「結果」、「考察」、「文献」、「書式」のみ尋ねた。本専攻の卒論ルーブリック表における各

項目の選択肢は、優れた成績、要求を満たす成績、不合格の３段階である。しかし、ルーブリ

ックを用いて卒業論文等を評価する際、論文の構成上、評価不能な項目が発生する可能性があ

ることから、選択肢に「該当しない」を加えるとともに、「該当しない」と回答した理由を尋ね

ることにした。 

調査は、本専攻の卒論ルーブリック表を記載した Excel を用いて回答ならびに回収した。結

果、2020 年度の卒業論文等着手学生 189 名に対して、主査ならびに副査ともに 189 名分のデー

タを回収した（回収率 100%）。このうち、卒業論文等未提出学生は分析の対象外とし、183 名の

データを用いることにした。 
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結果 

（１）主査を担当する教員の卒業論文等の内容に関する評価結果 

 主査を担当する教員に対して、卒業論文等の内容に関する評価結果を尋ねた。結果を図１に

示す。まず、「問題・目的・仮説」について、優れた成績は 43.2%(79 件)、要求を満たす成績は

52.5%(96 件)、不合格は 3.8%(7 件)、該当しないは 0.5%(1 件)であった。次に、「方法」につい

て、優れた成績は 43.2%(79 件)、要求を満たす成績は 54.1%(99 件)、不合格は 2.7%(5 件)、該

当しないは 0.0%(0 件)であった。次に、「結果」について、優れた成績は 47.0%(86 件)、要求を

満たす成績は 49.7%(91 件)、不合格は 3.3%(6 件)、該当しないは 0.0%(0 件)であった。次に、

「考察」について、優れた成績は 47.0%(86 件)、要求を満たす成績は 49.2%(90 件)、不合格は

3.8%(7 件)、該当しないは 0.0%(0 件)であった。次に、「文献」について、優れた成績は

38.3%(70 件)、要求を満たす成績は 56.8%(104 件)、不合格は 4.9%(9 件)、該当しないは 0.0%(0

件)であった。最後に、「書式」について、優れた成績は 60.7%(111 件)、要求を満たす成績は

37.7%(69件)、不合格は 1.6%(3件)、該当しないは 0.0%(0件)であった。 

 次に、該当しないを選択した理由の自由記述を確認したところ、特に記載がなかった。 

 

図１ 卒業論文等の内容の評価結果（主査） 

 

（２）主査を担当する教員の卒業論文等への取り組みの過程に関する評価結果 

主査を担当する教員に対して、卒業論文等への取り組みの過程に関する評価結果を尋ねた。

結果を図２に示す。まず、「ゼミでの取り組み」について、優れた成績は 60.7.0%(111 件)、要

求を満たす成績は 34.4%(63 件)、不合格は 4.9%(9 件)、該当しないは 0.0%(0 件)であった。次

に、「研究における倫理観」について、優れた成績は 59.0%(108 件)、要求を満たす成績は

40.4%(74件)、不合格は0.5%(1件)、該当しないは0.0%(0件)であった。次に、「卒業論文要旨」

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.5%

1.6%

4.9%

3.8%

3.3%

2.7%

3.8%

37.7%

56.8%

49.2%

49.7%

54.1%

52.5%

60.7%

38.3%

47.0%

47.0%

43.2%

43.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

６．書式

５．文献

４．考察

３．結果

２．方法

１．問題・目的・仮説

該当しない 不合格 要求を満たす 優れた成績



48 

 

について、優れた成績は 62.3%(114 件)、要求を満たす成績は 37.7%(69 件)、不合格は 0.0%(0

件)、該当しないは 0.0%(0 件)であった。最後に、「卒業論文中間発表会・卒業論文発表会」に

ついて、優れた成績は 67.8%(124 件)、要求を満たす成績は 28.4%(52 件)、不合格は 0.5%(1 件)、

該当しないは 3.3%(6件)であった。 

 

図２ 卒業論文等への取り組みの過程の評価結果（主査） 

 

（３）副査を担当する教員の卒業論文等の内容に関する評価結果 

 副査を担当する教員に対して、卒業論文等の内容に関する評価結果を尋ねた。結果を図３に

示す。まず、「問題・目的・仮説」について、優れた成績は 53.6%(98 件)、要求を満たす成績は

44.8%(82 件)、不合格は 1.1%(2 件)、該当しないは 0.5%(1 件)であった。次に、「方法」につい

て、優れた成績は 47.5%(87 件)、要求を満たす成績は 50.3%(92 件)、不合格は 1.6%(3 件)、該

当しないは 0.5%(1 件)であった。次に、「結果」について、優れた成績は 47.5%(87 件)、要求を

満たす成績は 50.3%(92 件)、不合格は 0.0%(0 件)、該当しないは 2.2%(4 件)であった。次に、

「考察」について、優れた成績は 46.4%(85 件)、要求を満たす成績は 50.3%(92 件)、不合格は

2.7%(5 件)、該当しないは 0.5%(1 件)であった。次に、「文献」について、優れた成績は

50.3%(92 件)、要求を満たす成績は 43.2%(79 件)、不合格は 4.9%(9 件)、該当しないは 1.6%(3

件)であった。最後に、「書式」について、優れた成績は 62.8%(115 件)、要求を満たす成績は

36.1%(66件)、不合格は 1.1%(2件)、該当しないは 0.0%(0件)であった。 

 次に、該当しないを選択した理由の自由記述を確認したところ、「方法について記載がないた

め」、「結果について個々の分析がないため」、「結果の章立てがないため」、「考察について記述

されているが目的を達成していないため」、「文献について情報源がインターネットであるため」

との記載がみられた。 
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図３ 卒業論文等の内容の評価結果（副査） 

 

（４）主査ならびに副査を担当する教員の専門性との合致度に関する結果 

主査ならびに副査を担当する教員に対して、当該学生の卒業論文等に対する自身の専門性と

の合致度を尋ねた。結果を図４に示す。まず、主査の専門性との合致度について、合致してい

るは 77.0%(141 件)、合致していないは 23.0%(42 件)であった。次に、副査の専門性との合致度

について、合致しているは 80.3%(147件)、合致していないは 19.7%(36件)であった。 

 

図４ 主査ならびに副査の専門性との合致度 

 

考察 

 本研究は、卒論ルーブリック表の機能を確認するとともに、卒業論文等における主査、副査

の専門性との合致度を検討することを目的とした。以下、大きく分けて２つの観点から結果の

考察を行う。 
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１つめは、本専攻の卒論ルーブリック表の機能面を検討する。調査の結果、卒業論文等の内

容について、「問題・目的・仮説」、「方法」、「結果」、「考察」、「文献」、「書式」の各項目は主査

ならびに副査を担当する教員ともに、「優れた成績」「要求を満たす」を合わせた割合が 90%以上

であった。また、卒業論文等への取り組みの過程について、「ゼミでの取り組み」、「研究におけ

る倫理観」、「卒業論文要旨」、「卒業論文中間発表会・卒業論文発表会」の各項目は、「優れた成

績」「要求を満たす」を合わせた割合が約 95%以上であった。加えて、各教員が卒論ルーブリッ

ク表を用いて評価できない場合のために、選択肢として「該当しない」を加えていたが、該当

しないケースはごく一部のケースのみであった。これらの結果から、本専攻の卒論ルーブリッ

ク表は、概ね機能しているとことが確認された。 

 ２つめは、主査ならびに副査を担当する教員の専門性との合致度について検討する。調査の

結果、卒業論文等のテーマが主査ならびに副査を担当する教員の専門性に合致しているか否か

については、主査は 77.0%(141 件)、副査は 80.3%(147 件)が合致していると回答していた。す

わなち、主査ならびに副査を担当する教員の専門性との合致度は、比較的高い割合であったと

言える。本結果の背景には、多くの学生がゼミ配属時に教員の専門を理解した上で選択できて

いること、教員が自身の専門性に引きつけて指導していること、多様な興味関心をもつ学生の

ニーズに教員が寄り添い、教員自身が専門性の幅を広げることで対応していることなどが考え

られる。つまり、本専攻のゼミ選択システムや専攻内教員の指導ならびに対応により、多くの

学生の卒業論文等と教員の専門性が合致しているのであろう。 

一方、学生の卒業論文等と教員の専門性の合致度は、必ずしも毎年高いとは限らない。まず、

本専攻では、学生のゼミ選択の際、学生自身が興味関心を持っている研究テーマについて研究

できるかをよく確認するよう説明している。それに対して学生は、自身が興味関心を持ってい

る研究テーマやその他要因を含め、ゼミ選択をする。他方、各教員が担当する学生数の上限を

専攻で定めており、全ての学生が必ずしも希望するゼミに入れるわけではない。学生の興味関

心は多様であり、学生の個人要因に加えて各年度の傾向も要因として影響してくることが考え

られるため、年度によるゼミの希望人数もばらつきが出るであろう。つまり、学生が興味関心

を持っている研究テーマに合う教員が担当となる場合やそうならない場合も発生するのである。

その後、各学生は各教員がもつ専門性に基づき、ゼミで学びを深めていく。一方、ゼミやその

他の場所で学びを深めていくことにより、学生によっては興味関心が変わり、研究テーマも変

化していくことがあると考えられる。このことにより、教員の専門に合致しなくなる場合もあ

るだろうし、逆にゼミ配属時は教員の専門性と学生自身の興味関心は合致していなかったもの

の、ゼミで学びを深める中で、教員の専門と学生の興味関心が合致するという場合もあるだろ

う。つまり、ゼミ配属にかかわる要因やその後の興味関心の変化などの要因により、教員の専

門性と最終的な学生の卒業論文等のテーマが合致するか否かは、流動的であると考えられる点
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に留意する必要があろう。 

 最後に、本調査を通じて出されたいくつかの課題を整理しておきたい。１つは、卒論ルーブ

リック表の使いやすさについてである。卒論ルーブリック表は、本調査の年度より本格的に活

用し始めた。本専攻には多様な専門領域の教員がいるため、今後共通した卒論ルーブリック表

を用いるにあたり、どの教員が評価しても卒論ルーブリック表を用いることができるのか、そ

の機能面を確認した。本調査により、卒論ルーブリック表は概ね機能していることが確認でき

たものの、評価する際に、教員にとって使いづらかったり、わかりづらさや作業量が多いと、

教員の負担が増えてしまう。このような教員への負担増は望ましいことではない。今後も継続

して使用していく卒論ルーブリック表であるからこそ、今後は使いやすさという点を確認して

いく必要があると考えられる。 

 ２つめは、学修成果のフィードバックである。学生は、卒論ルーブリック表により求められ

ている内容を把握し、目指すべき方向性を確認する。結果として、成果物がより優れたものに

なる可能性があり、かつ学生にとっては自信につながっていくと考えられる。同時に、どのよ

うなことが身についたのか、どのような点が不十分なのかを学生自身が理解するきっかけとな

るであろう。そのためには、学生に卒論ルーブリック表の評価結果を提示し、フィードバック

していく必要がある。本専攻では、卒業論文成果報告会を実施しており、各発表会の中でフィ

ードバックを行っているゼミもあるが、今回は専攻全体に対して学生に対するフィードバック

の依頼はしていない。そのため、学生自身が「何が身についたのか」がわかるよう、学生にフ

ィードバックしていくことが求められるであろう。 

 ３つめは、主査ならびに副査を担当する教員の専門性との合致度について、概ね合致してい

るものの、約２割は合致していない点である。この合致していない点については、調査時点で

専門性の捉え方にばらつきがあった可能性がある。専門性の捉え方は、ゼミ説明会の資料にあ

るキーワードに基づくことにしていたが、教員によってそのキーワードにかかわる内容の範疇

は異なるかもしれない。また、専門性は研究テーマに関する内容なのか、研究方法に関するこ

となのかは明示しなかったため、回答者にとって答えづらかった可能性がある。このような専

門性の捉え方の要因を除き、実際の指導レベルにおいて教員の専門性と学生の卒業論文等のテ

ーマが合致していない場合、卒業論文等の内容が深まらないケースもでてくるであろう。学生

生活最後の集大成である卒業論文等に取り組み、学びを深め、学生自身が自信をもって社会に

出るために、専門性と合致していないケースへの対応は今後検討していく必要があろう。 

 

註 

１）2008 年の中央教育審議会の答申では「学習成果」と示されているが、2012 年以降の中央教

育審議会の答申では「学修成果」と示されている。本稿は各答申の表記に従い、2008 年の答申



52 

 

にかかわる内容は「学習成果」、2012年以降の答申にかかわる内容は「学修成果」と表記してい

る。 
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中央教育審議会（2018）2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申） 

 

 

 

 

  



53 

 

教育改善向上（FD）年報 論文投稿要綱 2021 について 

  

1．編集方針：本教育改善（FD）年報（以下、「年報」）は、ファカルティ・デベロップメント

（以下、「FD」）に関する論考・シンポジウムや講演会の記録及び依頼原稿、FD の実践・活

動、ならびに広義の FD に資する内容の発表の場を提供することを目的とする。なお、本年報

は、FD 委員会の委員による担当部会を指定し、その委員にて編集等の作業をおこなうこととす

る。 

2．本誌の投稿者：本年報に筆頭著者として投稿できる者は、本学の教職員とする。筆頭著者とし

て投稿できるのは、1 編のみである。但し、依頼原稿においてはその限りではない。 

3．原稿の内容・種類 

１）原稿は、本学の FD 活動に関するものであること。 

２）原稿は、和文または英文とする。 

３）原稿は未公刊のものに限る。他に投稿中の原稿も認められない。 

４）原稿は総説、原著、研究ノート、研究資料、実践報告、書評とし、すべて査読を行うこととす

る。ただし、FD 委員会の担当部会が企画した特集、依頼原稿については査読を不要とすること

ができる。 

4．原稿の体裁 

１）原稿は、Ａ４判、原則横書きとし、MS Word で作成する。 

２）原稿には要約とキーワード（5 語以内）を付す。要約は原則として、和文、英文のどちらかと

し、和文 400 字以内、英文 175 語以内とする。 

３）提出原稿の体裁は次の通りとする。1 ページあたり、フォント 10.5 ポイントで 46 字×35 行と

し、タイトル、要約、図表、文献等をすべて含めて、10 ページ以内とする。余白は、上下左右 

26 ㎜とする。タイトル（和文・英文）、著者名（和文・英文）、要約、キーワード、本文は、

１ファイルに収める。 

４）図表は本文中に挿入するとともに、本文原稿とは別に一つのファイルとして作成の上、通し番

号を付する。なお、図表の分量については、何ページ相当（例えば、1/2 ページ、1/4 ページ

等）と指定する。 

５）原稿の形式、引用文献の記載は、各専門分野の慣例に従うこととする。ただし、脚注は用いな

い。 

６）製版に特別な費用を要したときには、投稿者の負担とする。 

5．投稿原稿は、FD 委員会の担当部会によって指名された審査員の査読結果を基に、FD 委員会の

担当部会の議を経て、掲載が決定される。 

6．別刷は発行しない。 

7．掲載順は、FD 委員会の担当部会で決定する。編集作業の過程で、形式については FD 年報の担

当部会の、内容については審査員の確認を経て、加筆・修正を依頼する場合がある。 
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8．校正に関しては、投稿者の責任とし、１回までとする。 

9．提出締め切りおよび発行時期 

１）投稿を希望する者は、FD 委員会の担当部会が定める期日までに指定の執筆意向調査書を所定

の方法で FD 委員会の担当部会に提出する。 

２）２）原稿は、電子ファイル（1. 氏名・所属が明記された Word ファイル、2. 氏名・所属を削除

した anonymous の PDF ファイル）を締切日まで FD 委員会に提出する。 

３）原則として年 1 回 3 月末日までに発行する。 

10.．本誌に掲載された原稿の著作権は著者に、版権は本学に帰属する。本誌に掲載された原稿を他

の出版物・媒体で公刊する場合には、あらかじめ文書により FD 委員会の承認を得なければな

らない。ただし別刷として著者本人の論文を作成することは妨げない。 

 

 

【締め切り】 

１）執筆意向調査（執筆の意向のみお知らせください） 

2021 年 ７月末日まで 

２）論文提出 

2021 年 10 月 15 日まで 

【宛先】 

fd-ml@tokyomirai.jp 
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