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はじめに

1.

大学における, 多人数が 1 つの講義を履修をし, 1
つの教室に集まって一斉に講義を公聴する, といった
講義の形式は, 広く浸透している. しかしこのような
形式の講義は, 講師から学生への一方向な講義となっ
てしまうことが多い. この問題は. 中央教育審議会の
「質的転換答申」における学生の能動的学修への転換
をするにあたって大きな弊害となる. そこで, 講師か
ら学生への一方向な講義という問題を解決するため
に, 授業の支援を行うツールの使用が考えられてい
る.[1] 本研究では, この問題解決を行うツールを, 授
業支援システムと呼称する. 授業支援システムとは,
講師から学生への一方向な講義という問題を改善す

図 1: Web 黒板システムの流れ

るためにアシストを行うシステムである. 本研究では
この授業支援システムを用いて講師から学生への一
方向な講義という問題の解決を図る.

う Web 黒板というシステムがある (図 1).

[2][3]

この Web 黒板システムとは, 講師用と学生用とで
別の 2 つの機能がある (図 2).

授業支援システムの構成

2.

講師用のページで講師がキーボードを打つことで,
サーバ上に板書されたデータが蓄積されていく. こ

本システムは講師と学生間の双方向情報共有を図

の蓄積されたデータは学生側のページで閲覧するこ

り, より活発なコミュニケーションが行われることを

とができる. これにより学生は講義中に板書内容を

想定する. 本システムは Web 技術を用いてインター

ノートなどに書き写す必要が無くなり, 講師の話に

ネットを通してコミュニケーションを図る. パソコン

集中することができると考える. 本システムのもう

かスマートフォンに搭載されているインターネット

1 つの機能として, 講師と学生の双方向情報共有を図
るリアクションボタンと呼ぶシステムがある (図 3).
このリアクションボタンとは, 学生用のページにあ
り, 学生は講義の内容の理解度によって 2 択のボタン
を押すことができる. 講師はこの学生からの反応を
見てより講義内容についてより詳細な解説をしたり,
どの程度学生の理解を得られているかを知ることが
できると考える. これにより大人数での講義でも講
師と学生間の双方向情報共有を図ることができると
考える. また, クリッカーのような講師が学生に対し
選択肢のある問を課し, 学生はその選択肢を見てリア
クションボタンによって反応を返すといった使い方
も行えるようにする (図 4).

ブラウザ上で講師と学生が双方向情報共有を行う. 本
システムは大きく 2 つのシステムから成っており,1
つはインターネットブラウザを黒板代わりとして扱
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図 2: Web 黒板システムの構成
図 4: 選択肢を用いたリアクションボタン

た. 本システムは, インターネットを用いたブラウザ
上で起動することができ, パソコンやスマートフォン
上で簡単に操作可能にした. 本システムは,Web 黒板
とリアクションボタンの 2 つを組み合わせることに
よってより双方向性を持った講義を行うことが可能
となった. Web 黒板を使用することにより, 大人数で
の講義での問題や, 学生がより講義に集中できる環境
を整えることができた. リアクションボタンを使用
することにより, 講師と学生間の円滑なコミュニケー
図 3: リアクションボタンの流れ

ションを図ることができた. 今後の展望として, 遠方
の大学間とビデオ通話にて講義を行う, 遠隔講義につ

3.

システムの実験

いても対応できるシステムを作成する.

本システムを使った実験を示す。本研究で作成し
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