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問題と目的

初年次教育の問題点
　近年，学士課程教育の改革が推進されている。そ
の１つが，初年次教育である。初年次教育は，2008

年の中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に
向けて」において，学士課程入学者の学習意欲の低
下や目的意識の希薄化を背景に，その重要性が改め
て指摘された。同答申（中央教育審議会，2008）に
よれば，「高等学校や他大学からの円滑な移行を図
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り，学習及び人格的な成長に向け，大学での学問的・
社会的な諸経験を成功させるべく，主に新入生を対
象に総合的につくられた教育プログラム」，あるいは

「初年次学生が大学生になることを支援するプログ
ラム」と説明される。2018年現在，初年次教育を導
入している大学は721大学（97.4%）であり，その内
容は「レポート・論文の書き方などの文章作法を身
に付けるためのプログラム」（91.8%），「プレゼンテー
ションやディスカッション等の口頭発表の技法を身
に付けるためのプログラム」（85.3%），「大学内の教
育資源（図書館を含む）の活用方法を身に付ける」

（80.7%）といった，学問の作法であるアカデミック・
スキル修得を目指すプログラムが上位を占める（文
部科学省，2020）。
　こうして初年次教育の背景や定義，目標が共有さ
れてきた一方で，目標達成のためにどのような教育
方法が有効であるかについての議論は少ない。しか
し，アカデミック・スキルは，実は学生にとってみれ
ば，高等学校までの教育においても総合的な学習の
時間などを通じて教えられてきたことと捉えられる。
大学で改めて学ぶ必要性を感じられず，初年次教育
プログラムへの学習意欲が低下している場合もある
ことが指摘されている（藤田，2018）。こうした現状
を踏まえると，どのように教えればよいのかについ
ても実証的な検討を行い，研究知見を蓄積していく
必要があるであろう。
課題価値への着目
　以上の問題点を踏まえ，本研究では，初年次教育
としてアカデミック・スキルの修得を目指すにあた
り，課題価値に着目して教育を行うこととする。課
題価値とは，当該学習に価値を感じることであり，
Eccles & Wigfield（1985）は，課題価値には複数の
下位要素があると述べている。学習することの楽し
さやおもしろさである「興味価値」，当該学習に取り
組んで成功することが望ましい自己像の獲得につな
がると考える「獲得価値」，キャリア上の有用性であ
る「利用価値」である。利用価値については，後に
伊田（2001）が，ある内容の学習が就職や進学の試

験で合格するために必要である場合を「制度的利用
価値」，職業的な実践において有用性があると認識
される場合を「実践的利用価値」と呼んで区別する
ことを提案した。さらに，課題価値について中学生
を対象に検討した解良・中谷（2014）では，職業的
な実践のみならず日常生活における有用性も含めて，
実践的利用価値としている。アカデミック・スキルは，
大学での学習，さらには就職や社会生活を円滑に遂
行するためのスキルであり，その有用性，すなわち
利用価値を確認することが，学生の初年次教育プロ
グラムに対する取り組みを促進すると期待できる。
　実際，近年，様々な場面で学習者の利用価値の認
知を促す介入が行われ，その効果が明らかにされて
きている。たとえば，Durik & Harackiewicz（2007）
は，大学生に数学の課題を行わせるにあたって，教
材に視覚的に注意を引き付ける特徴を施すことと，
学習内容の有用性を示すことの効果を検討した。学
習内容の有用性は，大学で数学の授業を受ける場
面や日常の買い物，請求書の整理をする場面といっ
た具体的場面に即して説明された。結果，視覚的な
注意へのはたらきかけは，もともと数学への興味が
低かった学生の課題への興味を促進した一方，学
習の有用性の教示は，もともとの数学への興味が高
い学生に対し，課題への興味や取り組みを高める効
果があることが明らかとなった。また，Hulleman & 
Harackiewicz（2009）は，高校生を対象に「科学
の授業で学んだ事柄がどのように生活に役立つか」
について具体的に記述するよう求めることによって，
科学学習の利用価値の認知向上を試みた。対象と
なった高校生の記述には，生物学の知識が病弱な兄
弟への対応や，将来医者になったときに役立つといっ
たものや，物理学の知識が家族で営む牧場経営に
役立つといったものがみられた。介入の効果は，科
学の授業で学んだことのまとめを作成するよう求め
られた生徒との比較で検討された。結果，もともと
科学学習に対する自信が低かった生徒は，科学学習
の利用価値を記述した場合に，科学学習のまとめを
作成した場合よりも，指導後の科学に対する興味や
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成績が高かったことが示されている。Hulleman & 
Harackiewicz（2009）の介入方法は，解良他（2016）
で大学生の心理学の授業にも応用され，実践的利用
価値や興味価値に正の影響を与えることが明らかと
なった。
本研究で提案する教育方法と効果に影響する要因
　以上述べてきた利用価値の認知を促す介入はい
ずれも，有用性を具体的に知ることを重視している。
この知見を踏まえ，本研究では小林他（2020）で提
案されたアカデミック・スキルの修得を目指す初年
次教育「基礎演習Ⅰ」に以下の２点の改良を施すこ
とで，より効果的な教育方法について探索する。
　１つ目は，アカデミック・スキルのトレーニングに
用いる課題として，開講学部であるモチベーション
行動科学部での学習や研究のテーマとなり得る内容
のものを取り上げることである。この介入は，小林
他（2020）でも導入されていたが，十分な利用価値
の認知の向上につながっていなかった。その反省を
踏まえ，課題に取り組むにあたって学習したスキル
がどのように活用できるのかを明示するとともに，ス
キルを活用することで課題の遂行が促されるようい
くつかの課題に修正を加えた。さらに２つ目の改良
点として，授業の序盤で，大学での学習の集大成と
して取り組むことになる卒業研究の例を示し，取り
組みのどこに，基礎演習Ⅰで学ぶアカデミック・ス
キルが用いられているかを説明することとした。こ
れは，授業で学習する個々のアカデミック・スキルや，
それを活かした日々の学習活動が，最終的にどのよ
うな形で大学での学びを完成させるのかという目標
状態を意識させることにつながると想定した。
　高等学校までの教育においては，大学での学習や
卒業研究について具体的に理解しているとは考えに
くい。それらを知り，アカデミック・スキルがどのよ
うに関わっているのかを理解することで，学習の価
値が認知され，学習への意欲が喚起されると考えら
れる。自分が既に身に付けていると思っていたアカ
デミック・スキルが不十分であったことに気づく場
合もあるであろう。そうした気づきや意欲によって，

積極的な学習行動が促進されることを期待する。
　しかし，介入の効果が，全ての学生に対して一様
にみられるとは限らない。学生は予め様々な課題価
値をもって，あるいは，もたずに授業に臨む。たとえば，
もともとアカデミック・スキルの利用価値を高く認知
しているか否かで，利用価値の認知にはたらきかけ
る授業効果が影響されることは十分に予想できる。
本研究の目的
　以上述べてきたように，本研究では，アカデミック・
スキルの修得を目指す基礎演習Ⅰを受講した東京未
来大学モチベーション行動科学部の学生に対し，利
用価値の認知を促す介入を行う。介入の効果は，授
業前に，学生が授業内容に関してどのような課題価
値をもっているかに着目し，それによって影響され
る可能性を考慮に入れながら検討する。こうした検
討を通して，初年次教育の教育方法の在り方につい
て探索することが本研究の目的である。なお，2020
年度は，新型コロナウイルス感染拡大のため，オン
デマンド型の遠隔授業を導入した。その影響につい
てもあわせて考察する。

方　法

対象者
　2020年度春学期に基礎演習Ⅰを受講した東京未
来大学モチベーション行動科学部１年生76名および
２年生５名が対象となった。
初年次教育「基礎演習Ⅰ」の概要
　教育目標　基礎演習Ⅰは，東京未来大学モチベー
ション行動科学部初年次必修科目である。４年次必
修科目「卒業研究」をゴールとする７つの演習科目
のうち，最初に履修すべき科目として位置付けられ
ている。到達目標は，「モチベーション行動科学を研
究する意義について理解すること」および「アカデ
ミック・スキルを身に付けること」である。
　身に付けるべきアカデミック・スキルとしては，小
林他（2020）で報告した2019年度に続き，2020年度も，
学部を構成する心理・経営・教育の３領域の学習お
よび研究に共通する基本的な技法として，情報の収
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集・理解・表現を取り上げた。情報が文章なのか，デー
タやそれをまとめた図表なのかによってその理解・
表現に必要なスキルが異なることを考慮し，①図書
館・ICTを利用した情報収集，②文章読解，③デー
タおよび図表理解，④図表作成，⑤レポート・論文
作成の５つを学習テーマとした。
　教育方法　授業全体の流れをTable 1に示す。
　第１回の授業では，東京未来大学学習システム
CoLSを利用して音声付きのMicrosoft PowerPoint
を配布し，オリエンテーションとして，半期にわたる
授業の教育目標や学習テーマ，授業の進め方や評価
方法等について説明を行った。また，大学で学ぶと
いうことやモチベーション行動科学部の概要につい
ての学部長講話も配信した。
　第２回の授業では，ICTを利用した情報の作成に
関する講義を実施した。これは，2020年度が，新型
コロナウイルス感染拡大を受けて，オンデマンド型
の遠隔授業が中心となったことに起因する。第２回
の授業以降，課題の多くでMicrosoft WordやExcel
を利用することを求めるため，それらの基本的な操
作を先に確認しておく必要があった。関連して情報
の収集と発信に関わるICTの活用法についてもこの
回で扱った。

　第３回の講義で，本研究における教育方法の１
つのポイントである，卒業研究と授業で学ぶアカデ
ミック・スキルの関連について説明した。卒業研究
の例として提示したのは，本研究第一著者の心理系
ゼミ卒業生の「他者からの言葉掛けが気分不一致
再生に与える影響」である。卒業生本人の許可を得
て，本文や図表を提示した。まず，日常生活を送る
中で抱いた問題意識，例示した卒業研究では「悲し
い気持ちのときに悲しいことばかりが思い出される
という負の連鎖を断ち切るためには，他者からのど
のような言葉掛けが有効なのか」を検討していくに
あたって，どのような方法があるのか，先行研究で
既に明らかになっていることはないかを知るために，
図書や論文を検索したことを説明した。そして，気
分一致効果に関して理解する必要があることがわか
り，それに関する論文の内容を理解し，さらには批
判的に検討していった過程を紹介した。次に，研究
計画を立てるにあたって，独立変数にあたる言葉掛
け，従属変数にあたる気分不一致再生について，操
作の方法や測定の方法を考えて，実験課題を作成し
ていったことを説明した。これらの過程で論理的な
思考が重視されることを強調した。実験が終了した
ら，得られたデータを分析し，解釈する必要がある。

Table 1　全14回の授業内容
回 形態 概要およびキーワード 学習テーマ
1 遠隔 オリエンテーション，学部長講話 到達目標の明確化
2 遠隔 ICTを利用した情報の収集・作成・発信 ICTを利用した情報収集

3 遠隔 卒業研究とアカデミック・スキルの関連，
モチベーションに関するテキストと事例の把握

文章読解4 遠隔 テキストの概要理解，
テキストと日常的な事例や知識との統合の仕方

5 遠隔 テキスト内容に関する疑問生成，批判的読解
6 遠隔 図書館の利用法，および，図書や雑誌の検索方法 図書館を利用した情報収集
7 遠隔 データを扱う基礎知識の確認

データおよび図表理解8 対面 論理的思考（起こりうる可能性を考える）
9 対面 論理的思考（確率を考える）

10 遠隔 規則性の理解，Excelを用いた図表作成 図表作成
11 遠隔 論理的文章の類型と構造

レポート・論文作成12 遠隔 レポート・論文のプランニングと情報の追加
13 遠隔 論理的文章を書く
14 遠隔 基礎演習Ⅰのまとめ 目標到達度の確認
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それには，数の操作や数学的思考に関する知識や技
能が欠かせないことを説いた。最後に，研究で得ら
れた知見を発表するために，データを図表で示した
り，学術的文章としてまとめたりすることを話し，実
際の図表や文章を紹介した。その上で，紹介してき
た卒業研究作成の過程で用いられていたアカデミッ
ク・スキルについて，基礎演習Ⅰの５つの学習テー
マに沿って整理して示した。
　また，第２回の授業からはアカデミック・スキル
の学習も始まった。Table 1に示したように，第２回
がICTを利用した情報収集，第３回から第５回が文
章読解，第６回が図書館を利用した情報収集，第７
回から第９回がデータおよび図表理解，第10回が図
表作成，第11回から第13回がレポート・論文作成を
テーマとしている。授業は，テーマごとに，当該ア
カデミック・スキルについての講義を受けることと，
学習したスキルを用いて課題に取り組むことで構成
された。スキルトレーニングの場となる課題は，モ
チベーション行動科学部の学習や研究のテーマとな
り得る内容のものを取り上げることを，本研究の教
育方法の１つのポイントとして重視した。課題例を
Table 2に示す。たとえば，文章読解をテーマとす
る講義では，モチベーションに関するテキストを読
むこと，さらに，イチロー選手の引退会見全文を読
んでテキストと照らし合わせ，イチロー選手の活躍
の要因について考察することを求めた。

　なお，2020年度は，新型コロナウイルス感染拡
大の影響を受け，オンデマンド型の遠隔授業が導
入されていたため，基本的に講義内容は，音声付
きPowerPointで示され，併せてpdfファイルで解説
資料が配布された。音声付きPowerPointによって，
対面授業下でのスライド提示と講義を再現し，学生
は講義視聴前にpdfで配布する解説資料を印刷して
おくと，ノートを取りながら講義を受けることができ
る。すなわち，対面授業同様の学習環境が実現でき
るよう設定した。講義視聴後は，学習の理解を確認
し，スキルトレーニングを行うための課題を用意し，
各自取り組んで提出することを求めた。ファイルの
配布と提出はCoLSを通して行われた。感染者数が
減少した７月前半に実施された第８・９回のみが対
面授業であった。このときには口頭で講義が行われ，
配布資料や課題の配布・提出は紙媒体であった。
事前事後調査
　Googleフォームを利用した調査が２回行われた。
まず，第１回授業で事前調査へのリンクを提示し，
講義を視聴する前に調査に回答するよう依頼した。
また，第14回授業では事後調査へのリンクを提示し，
講義の最後に調査への回答を求めた。なお，調査に
は本研究で報告する課題価値と授業の理解度以外
の項目も含まれていた。
　課題価値　事前調査で，課題価値のうち，アカデ
ミック・スキルの学習に抱くと考えられる獲得価値

Table 2　学習テーマ別課題例
≪図書館・ICTを利用した情報収集≫
J-STAGEで検索し，読んでみたいと思った雑誌記事または論文を１本選んで，その雑誌記事・論文の書誌情報を記
しましょう。
≪文章読解≫

「モチベーション・マネジャー資格【BASIC TEXT】」２～４ページを読み、500文字程度で要約しましょう。その
内容から，イチロー選手の活躍の要因について考察しましょう。
≪データおよび図表理解≫

「早死にした人の意外な生活習慣」（@niftyニュース・2017年１月30日）のデータのとり方や解釈に問題はないか考
えましょう。
≪図表作成≫
ある旅行会社が企画した北海道旅行に参加した20グループのデータ（代表者年齢・グループ属性・プラン・宿泊地
を記載）があります。どのような傾向があるか考え，適切なクロス集計表を作成しましょう。
≪レポート・論文作成≫
千住・関屋・堀切界隈をより良い街にしていくための方策について，街の成り立ちをふまえたうえで述べましょう。
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と制度的利用価値，実践的利用価値について測定を
行った。中学生の理科の価値の認知を測定した解良・
中谷（2014）の項目の一部を，基礎演習Ⅰで扱う５
つのアカデミック・スキルの価値についてたずねる
よう改変して用いた。獲得価値は「文章の読み解き
方について理解することで，自分が成長できると思
う」等５項目，制度的利用価値は「文章の読み解き
方の勉強は，卒業単位修得のために特に重要だと思
う」「文章を読み解けることは，就職するときに役立
つと思う」「文章の読み解き方について勉強すること
は，希望の進路を実現するために特に大事だと思う」
等15項目，実践的利用価値は「文章の読み解き方
についてよく知っていると，普段の生活の中で役に
立つことがあると思う」等５項目であった。回答は
１（全く当てはまらない）から５（とても当てはまる）
の５件法で求めた。
　授業の理解度　本研究では，授業効果について
検討するため，アカデミック・スキルの理解度につ
いて自己評定を求めた。評定は，事前調査と事後調
査の両方で行った。「図書館の活用の仕方について
理解している」「論説文において，著者の主張を論
理の流れにそって理解できる」「データの読み解き
方について理解している」「図や表を理解し，表現
できる」「自分の主張を論理的な流れをもって説明で
きる」等８項目を作成した。回答は１（全く思わない）
から７（強く思う）の７件法で求めた。
倫理的配慮
　本研究は，著者らの所属する大学の研究倫理審
査委員会で承認を受けた後に実施された。事前事
後調査には，基礎演習Ⅰの学習効果および今後の可
能性と改善すべき課題について検討することを目的
とするものであり，回答と成績は関係しないことを
明記した。また，データの取り扱いと個人情報の保
護についての説明も加えた。なお，本研究では，事
前事後調査への回答の対応づけとして，携帯電話番
号の下４桁と生年月日の回答を求めたが，それによっ
て個人の回答を特定することはないことも記した。

結　果

　以下の分析の対象者は，本研究への参加に同意し
て事前事後調査の両方に回答した51名である。分
析にはHAD16.0（清水，2016）を使用した。
課題価値
　獲得価値，制度的利用価値，実践的利用価値に
関する尺度の内的一貫性を検討するため，それぞれ
α係数を求めた。その結果，獲得価値は.82，制度的
利用価値は.92，実践的利用価値は.86であり，十分
な値であった。そのため，項目の平均値を各尺度の
得点として算出した。獲得価値はM = 4.42（SD = 
0.49），制度的利用価値はM = 4.32（SD = 0.48），実
践利用価値はM = 4.07（SD = 0.66）であった。い
ずれの価値も高く認知されていることがわかる。
授業の理解度
　授業の理解度を測定した８項目について事前調
査，事後調査ごとにα係数を求めたところ，それぞ
れ.88，.91と高い値であった。そこで，８項目の平均
値を授業理解度の得点として以下の分析に用いるこ
とにした。
　授業理解度の事前事後の平均値を比較するため，
対応のあるt 検定を行った。事前得点はM = 3.42

（SD = 1.04），事後得点はM = 4.09（SD = 1.07） で，
有意差がみられ（t （46） = 4.38, p < .01），事前調査
から事後調査にかけて主観的な理解度が向上したこ
とが明らかとなった。
　2020年度はオンデマンド型の遠隔授業であった
が，このことが学生の理解に不利にはたらくことは
あったであろうか。2019年度と2020年度の基礎演
習Ⅰは，対面授業か遠隔授業かというだけでなく，
教育方法の点でも異なるが，参考までに，両年度の
事前・事後調査で理解度を評定するために用いら
れた項目のうち共通する６項目の平均得点を算出し
た。結果，事前得点M = 3.49（SD = 1.05），事後得
点M = 4.20（SD = 1.05）であった。小林他（2020）
で報告されている2019年度の結果は，事前得点M 
= 3.98（SD = 0.96），事後得点M = 4.19（SD = 0.82）
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であり，年度によって大きな違いはないことが推察
された。このことは，オンデマンド型の遠隔授業で
あっても，工夫によって対面授業と同等の効果が得
られる可能性を示唆している。
課題価値と授業の理解度向上との関連
　次に，学生が予めもっている課題価値によって授
業の効果が影響される可能性について検討する。授
業の理解度の事後得点から事前得点を引いた差得
点を算出し，それと３つの課題価値との相関係数を
求めた（Table 3）。その上で，獲得価値，制度的利
用価値，実践的利用価値を独立変数，授業の理解
度の差得点を従属変数として重回帰分析を行った。
結果をTable 4に示す。分析の結果，回帰式の決定
係数は.20（F （3, 38） = 3.11, p<.05）であり，授業の
理解度の向上には獲得価値が正の関連を示した。ま
た，実践的利用価値は10％水準ではあるが，授業の
理解度の向上との負の関連が示唆された。

考　察

　本研究では，アカデミック・スキルの修得を目指
す初年次教育において，どのような教育方法が効果
的かという問題意識のもと，検討を行ってきた。以下，
本研究で提案した基礎演習Ⅰとその効果について考
察を行う。

基礎演習Ⅰの効果
　基礎演習Ⅰでは，学習するアカデミック・スキル
について学生の利用価値の認知を促す介入を行っ
た。具体的には，まず，大学での学習の集大成とし
て取り組むことになる卒業研究について，卒業生の
例を示し，取り組む過程でどのようなアカデミック・
スキルが必要であったかを具体的に説明した。また，
授業で学んだアカデミック・スキルのトレーニング
に用いる課題として，モチベーション行動科学部で
の学習や研究のテーマとなり得る内容のものを取り
上げた。その結果，学習したアカデミック・スキル
の理解度についての自己評定は，授業前から授業後
にかけて高まった。
　課題価値については，調査研究で，解良・中谷

（2014）が，中学理科の授業において教授されてい
ると認知された課題価値は，生徒自身の課題価値の
認知に影響を与えることを明らかにしている。さら
にこの研究では，生徒の課題価値の認知は学習行動
に影響を与えることも示された。大学生を対象とし
た松本・小川（2018）においても，専攻学問に対す
る興味価値，獲得価値，利用価値の全てが高いと，
質問態度やクリティカルシンキング志向性が高いこ
とが示されている。これらは，課題価値への介入の
有効性を示唆するものであり，実際に利用価値の認

Table 4　授業の理解度の差得点に対する重回帰分析の結果
標準偏回帰係数 95％下限 95％上限 VIF

獲得価値 .53* .07 1.00 2.50
制度的利用価値 .11 -.44 .67 3.52
実践的利用価値 -.41† -.88  .06 2.56

R2 .20*
† p < .10, * p < .05

Table 3　各変数間の相関係数
獲得価値 制度的利用価値 実践的利用価値 授業の理解度の差得点

獲得価値 ―
制度的利用価値 .78** ―
実践的利用価値 .69** .77** ―
授業の理解度の差得点 .35* .00 -.05 ―
*p < .05, **p < .01
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知への介入を行った研究では，介入が興味（Durik 
& Harackiewicz, 2007; Hulleman & Harackiewicz, 
2009; 解良他，2016）を喚起し，さらには，取り組み

（Durik & Harackiewicz, 2007）や成績（Hulleman 
& Harackiewicz, 2009）にも影響することが明らか
となっている。本研究においても，介入によって，
利用価値の認知が高まり，さらには，スキル学習へ
の興味や積極的な学習行動が促されて，理解の向上
につながったものと考えられる。
　ただし，アカデミック・スキルは，基礎演習Ⅰで
直接学習するのみならず，他の授業の学習の際に必
要となるものである。日々の学習経験が，スキルの
理解に影響を与えていた可能性は否定できない。ま
た，授業場面を対象とし，条件を統制することが困
難な本研究のような場合に，研究で注目した教育効
果を検証することには限界がある。しかし，問題と
目的で述べたように，初年次教育の教育方法につい
ては未だ検討が少ない状況であり，取り組み例を蓄
積していくことは重要であると考える。また，桜井

（2017）は，初年次教育の効果について，一学期間
に同じ学生に対して複数回にわたり調査を行い，解
釈を試みた例は少ないことに触れ，継続的な授業改
善を考える上では測定が重要であることを説いてい
る。本研究の今後の課題は，測定に関して，理解度
を学生の自己評定だけでなく，課題やテスト等で客
観的に測ることや，理解度の向上につながる過程を
学生へのインタビュー調査や学習記録を通して明ら
かにしていくことであろう。
遠隔授業の影響
　また，2020年度は，オンデマンド型の遠隔授業を
導入したが，対面授業であった2019年度と比べて
も効果に大きな違いはみられなかった。2019年度と
2020年度では，対象者も教育方法も異なり，何が学
生の理解度に影響したのかを特定することはできな
い。しかし，今後しばらくコロナウイルス感染の影
響は続くことが予想され，また，ICTの発達に伴っ
て遠隔授業への注目が増していることも考慮し，こ
こで本研究における遠隔授業の在り方とその効果に

ついて考察しておく。
　そもそも大学における遠隔授業は，大学設置基準
第25条第２項で規定されている「多様なメディアを
高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所
で履修させることができる」授業である。文部科学
省中央教育審議会の大学分科会，制度・教育改革
ワーキンググループ（2018）の資料では，2001年文
部科学省告示第51号に基づき，授業形態を同時双
方向型とオンデマンド型に分けている。本授業で提
案した基礎演習Ⅰはオンデマンド型にあたる。
　「多様なメディアを高度に利用」する遠隔授業に
おいて，注意すべきことの１つに情報によってもた
らされる認知的負荷が挙げられる（大島，2008）。
資料に書かれた文字情報以外に，静止画・動画など
の画像情報，ナレーションによる音声情報等提供さ
れる情報の量と質の豊富さは，ときに学習者の処理
容量を超え，学習を阻害する要因ともなる。こうし
た問題に対し，基礎演習Ⅰは，配信する教材を利用
することで，対面授業同様の学習環境が実現できる
ように設定し，学生の負荷の軽減を図った。学生は，
音声付きPowerPointによって，対面授業のスライド
提示による講義と類似の状況下で，さらに講義視聴
前にpdfで配布する解説資料を印刷しておくと，ノー
トを取りながら講義を受けることができた。
　そうして得た情報の統合ができているか，理解が
促進されたかを学習者自身に確認させるという点で
も，スキルトレーニングの課題は有効であったと考
えられる。自分の理解度を客観的に評価し，その結
果に応じて次の学習行動を適切にコントロールする
ことは，メタ認知（レビューとして，三宮，2008）と
呼ばれ，メタ認知を促す介入が学習効果の向上につ
ながることが数多くの研究で報告されている（e.g.,
小 林，2009；中川・守 屋，2002；Palincsar, et al., 
2000）。本研究で課題に取り組む中で，自らの理解
の不十分さに気づいた学生は，オンデマンド型遠隔
授業の利点の１つである反復学習が可能ということ
も活かし，再学習によって理解を深めたことが推察
される。さらに，メタ認知は必ずしも正確とは限ら
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ないことも考慮し，学生にとって困難と想定された
課題では，お知らせを通して総評を出したり，次の
授業で模範解答や解説を提示したりというはたらき
かけが行われていたことも，本研究で提案した授業
の特徴の１つと言えるであろう。
　上記のような工夫が活きていたと考えられる一方
で，質問窓口として提示した教員のメールアドレス
や，学生同士および学生と教員のやりとりの場とし
て設定されたフォーラムがあまり活用されなかった
ことは反省点である。課題の提出状況やCoLSの仕
様といった受講方法の確認には利用されたが，学習
内容に関する質問や意見交換は行われなかった。対
面授業においても，授業中に質問をする学生は少な
く，その理由には，他者の存在を気にかけること，
自分の能力の露見を懸念すること，授業状況の雰囲
気を気にかけることがあることが明らかになってい
る（藤井・山口，2003）。質問を促すためにWebを
用いたシステムを構築した森田他（2001）では，ま
ずは教師からの問いかけを行い，それに答えさせる
ことで発言への抵抗感を減らしたり，発言を評価し
てどのような質問が良い質問であるかを示したりす
る工夫が導入されている。
　さらに，遠隔授業において学生同士のやりとりを
促すことの重要性を示す知見として村上他（2021）
がある。この研究では，対面授業とオンデマンド型
遠隔授業の違いが，初年次PBL科目における学習
効果の違いに与える影響を検討し，対面授業よりも
オンデマンド型授業において，協同作業認識尺度に
おける協同効用のスコアが高く，協同作業をネガティ
ブに評価する尺度である互恵懸念のスコアが低い傾
向がみられたことを報告している。加えて，学習成
果全体を観察した場合，オンデマンド型授業におい
て，授業に適応的でない学生数が減少し，適応的な
学生数が増加するなどの改善が見られたとの報告が
ある。この授業は，３つのフェーズ，（１）インプット，

（２）グループワーク（Webclassのチャット機能を活
用），（３）アウトプットで構成されており，オンデマ
ンド型遠隔授業においてグループワークを導入する

利点が示されていると考えられる。学生同士のやり
とりを促す工夫を導入していくことが今後の課題で
ある。
学生の課題価値による影響
　本研究では，学生が予めもっている課題価値を独
立変数，授業の理解度の差得点を従属変数とした
重回帰分析の結果，獲得価値が授業の理解度の向
上と正に関連することも明らかとなった。この結果
について，中学生を対象に，課題価値の教授の認知
と生徒自身の課題価値評定，および学習行動との関
連を検討した解良・中谷（2014）の知見から解釈す
る。解良・中谷（2014）によれば，学習への取り組
みに関しては，興味価値，獲得価値，制度的利用価
値の認知がいずれも正の影響を与える。しかし，認
知された実践的利用価値の教授は興味価値，実践
的利用価値，獲得価値の３つに影響する一方，認知
された興味価値の教授，制度的利用価値の教授はそ
れぞれ対応する生徒の課題価値のみに影響するとい
う。本研究で行った利用価値の認知を促す介入は，
主に制度的利用価値に関するものであったと考えら
れる。介入によって，学生の制度的利用価値の認知
が高められ，それが学習への取り組みに影響したた
めに，事前の制度的利用価値の認知の影響は見られ
なかった可能性が考えられる。
　しかし，獲得価値と実践的利用価値のうち，獲
得価値のみ理解度の向上と関連し，実践的利用
価値については10％水準ではあるものの負の関
連を示唆したという点については，実践的利用
価値が学習に関する様々な指標と正の関連を示
す先行研究（e.g., 解良・中谷，2014；松本・小
川，2018）と異なっており，今後の検討が必要で
ある。本研究における授業前のアカデミック・ス
キルの実践的利用価値の評定は，その時点でのア
カデミック・スキルの理解度に基づいて評定され
た一方，獲得価値は，今後学習できるアカデミッ
ク・スキルへの期待に基づいて評定された可能性が
ある。そうした期待や，課題価値の中でも利得に重
きを置く実践的利用価値よりも，獲得価値の方が自
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律性の高い動機づけと考えられることが，学習行動
を促したとも推察される。他にも，獲得価値の高い
学生ほど，授業後に獲得できた，理解できたと考え
やすい可能性もあり，より詳細な検討が必要である。
まとめと本研究の課題
　以上，本研究では，アカデミック・スキルの修得
を目指す初年次教育において，利用価値の認知を促
す介入の提案を行い，その効果を検討してきた。初
年次教育の教育方法については未だ検討が少ない
状況下での取り組みであり，その効果について影響
する個人差要因も考慮しながら検討したこと，また，
遠隔授業での実施方法も提案したことは，初年次教
育に関する研究の中でも，大学教育の実践を考える
上でも重要な意味をもつと考えられる。
　今後は，まず，効果の測定方法について，客観
的指標の導入やプロセスの評価などを検討すること
が課題である。関連して，個人差の生じるプロセス
も明らかになることが期待できる。それらを踏まえ，
学生の個人差に配慮しながら，より効果的な教育方
法の提案を行っていくことが求められるであろう。
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