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学習者の積極性を高める授業デザインの提案
-自律学習と質的保証の両立を目指して若林義啓†1

栢木紀哉†2

上田千惠†3

概要：情報処理教育において，学習者の習熟度の差に関係なく，能動的な学習を促す授業デザインを提案する．具体
的には，学習者の興味・関心に着目した学習課題を設定し，習熟度に合わせた目標設定・到達度評価を取り入れた．
結果として，難易度の高い課題に対しても学習者の能動的な学習活動を促し，質の保証を図ることができた．授業デ
ザインを取り入れた実践の結果，習熟度の差に関わらず，授業に対する満足度の高まりが確認でき，学習者自身のス
キルアップの実感と習得技術の将来的な活用を意識させることができた．
キーワード：積極性，質の保証，情報処理教育，授業デザイン

1. はじめに
近年，スマートフォンなどの ICT 端末の急速な普及によ

ュータに対して積極的になれない学習者も授業に興味を持
ち，受講後も積極的な情報機器の活用をイメージさせる事
を目指した授業デザインを提案する．

り，コンピュータの利用機会が減少してきている．これに
伴い，情報処理関連科目以外でのコンピュータ活用イメー
ジを形成できない学生が増加している．また，コンピュー
タは情報を収集する目的でのみ利用するといった学生が増
え，情報を加工し，工夫して伝える目的での利用が極端に
減ってきている．

2. 学習者の自主性にアプローチする授業デザ
イン
大学における情報教育は，これまで確立された授業方法
というものがなく，またコンピュータにマイナスのイメー

ICT 端末を使って簡単に情報が得られることから，課題

ジを持っている学習者も少なくない．筆者らは，学習者の

やレポートではネットから得た情報を組み合わせただけで，

習熟度の格差だけでなく，コンピュータに対する意識の格

表面的な内容ものが増えている．レポート課題に限らず，

差が拡大する中で，その差を無くし，学習者の意識を向上

情報を正しく伝えるためには，情報をまとめ，対象に合わ

させ，自律学習ができるように導くためにはどのような情

せた工夫など，情報を適切に活用できる能力が必要となっ

報教育を行えば良いかについて研究を行い，学習者の満足

てくる．

度の向上を目指してきた[2]．

社会で必要とされる情報活用能力は，「情報活用の実践

学習者の意識を向上させ，自律学習に導くために，まず

力」，「情報の科学的な理解」，「情報社会に参画する態度」

は達成感や満足感といった学習者の心的要因に注目した．

と言われ，これらをバランスよく育成することが求められ

コンピュータの自主的利用を目指した授業実践を行い，学

ている[1]．情報処理関連科目以外も含めた全教科を通じ，

習者の気持ちの変化を調査することによって，自信や積極

コンピュータなどの機器を適切に利用していく技能を身に

性の向上が自律学習へつながることを明らかにした．

つけることが，社会で求められる情報活用能力を習得する
ために重要であると考えられる．

図 1 に示すように，学習者に実務での利用をイメージで
きるよう，専門教育や社会での具体的な利用例を活用モデ

一方で，学生の習熟度の差と学ぶ意識の差も問題となっ

ルとして示し，モデルに即した課題を提示することで，学

ている．習熟度の差は個々の差だけではなく，高等学校で

習者は提示された課題作成を通して自律学習を繰り返し，

の情報教育の差もあり，非常に大きなものとなっている．

実務での利用イメージを作り上げていく．教育者は，操作

学ぶ意識の差は，自ら学び，問題を解決する“学修”を実

教育とならないよう留意し，学習者の自律学習支援に努め，

践する学生もいれば，自分にとって興味のないことや簡単

また専門教育および実務の従事者と相互に情報交換を行い

でないことに対して非常に消極的な学生も少なくない．こ

ながら活用モデルの充実に努める．このような概念にもと

れらの差が授業目標の設定と効果的な授業展開を非常に困

づいて授業実践を行った結果，自信と積極性の向上に知的

難なものとしている．

作業が効果的であることがわかった．知的作業とは，学習

本研究では，コンピュータの必要性を意識させ，コンピ

者がイメージしやすい関連科目や実務にかかわるコンテン
ツを用意し，学習者自身に自分のレベルに合った完成形を
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イメージさせ，自分に出来る方法と必要となる操作技術を
導き出すことで，与えられた目標に対して習熟度の差に関
係なく積極的に取り組むことができる作業である．
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対する学習意欲や習熟度があまり高くない層を考慮して，
情報活用の入り口となる楽しさとスキルアップを両立した
満足度の高い授業を目指している．
学習 者

現在の情報社会の中では，情報を的確に表現し，伝える
技術は非常に重要である．短時間で相手に情報を伝え，そ
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し た情報共有

インする力が必要となる．情報を発信する側はその手段と
して主に文字と映像を用い，受け取り側は視覚と聴覚で情
報を得ることがほとんどである．学業や仕事では他者に自
分の考えを伝える場面が数多くあり，そこでは声と資料，

教育 者

図1

れに賛同してもらい，行動に移してもらうには情報をデザ

自律学習の授業概念

この知的作業を取り入れた授業法を提案し，授業実践を
行った結果，自信度の増加と継続的なコンピュータ利用の

または資料のみで伝えることが多い．この科目では，学生
が興味を持ち，楽しみながら学習する中で，実社会で必要
となる「情報をデザインする基本的な力」を身に付けるこ
とができる授業としている．
3.2 テーマ設定と動機づけ

動機付けができ，知的作業の導入が効果的であることを示

現在の学生は学ぶことに理由を求め，納得する理由が得

した．また知的作業の場面を増やすことで自信度と積極性

られない，あるいは必要であると感じない場合は学ぶこと

の増加につながり，自律学習の促進と実務への活用意識の

に否定的になる者が少なくない．授業の導入で動機付けを

向上につながる道筋を立てることができた．

失敗すると学生は授業に消極的になり，設定した教育目標

さらに自信度を増加させるため，知的作業と同時に学習
者が自分で考え選択する幅である自由度を増やした授業実

を達成することが困難となる．そのため，授業の動機付け
は非常に重要である．

践を行った．その結果，学習目的の異なるグループや習熟

授業の動機づけの成功はテーマ設定にかかっている．目

度の差があるグループでも効果的であり，習熟度の格差拡

標とするスキルレベルに合わせた教科書等の教材を設定す

大に自由度増加授業モデルが対応できることを示した．

るのではなく，学生の興味・嗜好に合わせたテーマ設定に

学習者の積極的な授業参加と継続的な自律学習を実現

主眼を置く．最初に目標とするスキルレベルに合わせた教

するためには，知的作業を取り入れ，自由度を拡大した授

材を選択すると，学生の積極性を引き出す内容となってい

業設計をすることが重要であり，これにより習熟度が大き

るものはほとんどなく，動機付けが困難となってしまう．

く異なる学習者であっても，個々の習熟度にあったスキル

一方，学生の興味・嗜好に合わせたテーマ設定は容易に積

アップと授業に対する積極性と満足度の向上が期待できる

極性を引き出すことができ，動機付けには大きなメリット

ようになった[3]．

があるが，目標とするスキルレベルとは無関係なため，授

これまでの研究で自律学習を促す授業概念（図 1）に基

業目標を達成できないのではないかとの懸念が予想できる．

づいて授業デザインを行い，知的作業と自由度を使った実

しかし，この学生の興味・嗜好に合わせたテーマはそのま

践を行ってきた．その結果，学習者に対してコンピュータ

ま用いるのではなく，授業目標とするスキルを組み込んだ

利用に前向きな姿勢を持たせることができたことを確認で

形にアレンジして用いる．また，制作物が手元に形として

きた．今回の研究は，この授業デザインをベースにして，

残り，活用できることも動機づけの重要な要素である．こ

PDS サイクルを加えた自主活動の促進と質の保証を目指し

れらにより，動機付けの成功と授業目標の達成を両立した

た授業デザインを提案する．

効果的なテーマ設定が可能となる．
本実践では，学生の積極性に主眼を置いて，
「合成画像制

3. 自主活動と質の保証を両立した授業設計
本研究の対象である「情報活用入門」の目標は，
「コンピ
ュータ活用の場面を，生活に，勉強に拡大させ，もっと生

作」，「ポスター制作」，「缶バッジ・時計制作」，「制作物プ
レゼンテーション」の 4 つのテーマを設定している．
3.3 授業の構成
授業では，全 15 回を目的別の 4 つのコンテンツに分割

活を豊かにする」というものである．

し，最初に合成画像制作，2 つ目にポスター制作，3 つ目に

3.1 授業の目標

缶バッジ・時計制作，最後に制作物プレゼンテーションと

1 年次に必修科目「情報リテラシーⅠ」，「情報リテラシ

いう順で，4 つのコンテンツを情報発信のスキルアップの

ーⅡ」を設置し，それらの基礎的な技術を基に，2 年次に

ための一連の流れとして，基本的な技術から発展的な内容

応用的な情報教育として選択科目「情報活用入門」を設置

へと段階的に学習できる構成にしている．それぞれのコン
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各コンテンツの狙い

術を学ぶ．その後，学んだ理論と原則に沿ってスライドを

コンテンツ名

学習目的

学習の狙い

制作し，プレゼンテーションを行う．自分がデザインした

合成画像制作

画像加工技術
の習得

普段の生活の中での
コンピュータ活用場
面の拡大
学業での活用場面の
拡大
ソフトウェアを連携
させることによる活
用場面の拡大
情報提示には工夫が
必要なことの理解と
人前で発表する訓練

制作物に対する工夫と評価を聴衆に正しく伝え，理解して

ポスター制作
缶バッジ・時計
制作
制作物プレゼ
ンテーション

情報デザイン
の知識と理解
技術と知識を
融合したデザ
イン
情報デザイン
とプレゼンの
技術

もらうという目標でプレゼンテーションの意義を高めてい
る．
3.4 明確な意義を持つ学習の展開
全体の大きな流れとして，最初の合成画像制作で，画像
加工の知識と技術を学び，次のポスター制作では，情報を
伝えるためのレイアウト法とデザインの原則を学ぶ．この
2 つにより，学生は情報活用のための基礎的な知識と技術
を身に付けることになる．次の缶バッジ・時計制作では，
この 2 つのコンテンツで習得した技術と知識を合わせた基

テンツの狙いを表 1 に示す．

礎力を基に，自由にイメージしたデザインを自分の力だけ

1 つ目の合成画像制作では，情報の表現に必要な視覚要

で工夫して完成させる．これは基礎的な学習から発展的な

素である画像を扱える力として，デジタル画像の基礎的な

学習へ展開する流れとなっている．学生に対しても，この

知識と加工技術を身に付けることを目指している．具体的

基礎から発展への流れを各コンテンツの最初に説明し，用

には，フリーソフトの paint.net で自分の写真を使った完成

いられる技術や設定された難易度によって自身が段階的に

度の高い合成画像の制作を目標とし，最初にレイヤーを使

スキルアップできることを意識させている．

った画像加工，デジタル画像の明度，彩度，色合いの調整

個々のコンテンツ内の流れは，最初に制作物をイメージ

やエフェクトをサンプル画像で演習して基本的な加工技術

させ，それに必要となる技術と知識を提示する．次に各コ

を学ぶ．その後，自分の写真と自由に選んだ背景写真を使

ンテンツのテーマに沿って完成形をイメージさせラフシー

い，学んだ技術を駆使して合成写真を制作する．誰もが一

ト（設計図）を作らせる．教員がラフシートをチェックし，

度は目にしたことがある高度な合成画像を自分の写真を使

設定した技術レベルをクリアしていれば制作に移らせる．

って作るというテーマで学生の興味を刺激している．

制作時には習熟度の高い学生向けに高度なスキルを追加提

2 つ目のポスター制作では，人に情報を伝えるために必

示する．提出前に制作物を印刷した物で最終チェックを行

要であるメディアリテラシー向上を目的に，情報のレイア

う．最後に品評会（最後のコンテンツはプレゼンテーショ

ウト法とデザインの原則を身に付けることを目指している．

ン）を行い，相互評価と自己評価をさせる．4 つのコンテ

具体的には，PowerPoint を使ってクラブ・サークル等の勧

ンツで計 4 回このサイクルを行う．個々のコンテンツの自

誘ポスターを制作する．最初にポスターのデザインの特徴，

由度は後になるほど大きくなり，缶バッジ・時計制作では，

視線誘導，デザインの原則を学ぶ．その後，自分の所属す

授業としてクリアすべき技術的な制約を除いてほぼすべて

るクラブ・サークル等をテーマに学んだ理論と原則に沿っ

が学生の自由となっている．

てポスターを制作する．自分が所属している組織で活用で
きるテーマで学生の制作意欲を刺激している．

このように１つのコンテンツ内で Plan（設計），Do（制
作），See（相互評価）サイクルが確立されている． 特に缶

3 つ目の缶バッジ・時計制作では，複数のソフトウェア

バッジ・時計制作へのアプローチは，前 2 つのコンテンツ

を連携して活用できる力の習得を目指している．具体的に

で見えた課題を改善すべく制作に臨むことから PDCA サイ

は ， こ こ ま で の 制 作 で 使 用 し た paint.net を ベ ー ス に

クルにもなっている．2 章で述べた自律学習を促す授業概

PowerPoint や他のソフトで作った部品を利用して缶バッジ

念に基づき，知的作業と自由度を取り入れた活動が Do（制

と時計を制作する．最初にソフトウェアの連携方法を学び，

作）であり，設計図のチェックを行い，質の保証を図って

その後自分の好きなデザインでこれまで学んだ知識，理論，

いるのが Plan（設計）である．See（相互評価）の制作物の

技術を駆使して完成度の高い缶バッジと時計を制作する．

相互評価は，テーマ設定の面白さと共に学生の積極性を高

自分が欲しいデザインで作れて，完成品が手元に残ること

める役割をしている（図 2）．

で学生の制作意欲を刺激している．
4 つ目の制作物プレゼンテーションでは，情報表現の 1

全 15 回の流れ，および各コンテンツの流れは，PDS サ
イクルに沿った系統的なアプローチとなっており，そのつ

つの手法であるプレゼンテーションについて，スライドの

ながりに明確な意義を持たせている（表 2，図 3）．

デザインとスピーチの技術を身に付けることを目指してい

3.5 質の保証と習熟度に合わせた評価

る．具体的には，PowerPoint を使ってここまでの制作物に

質の保証を実現するには，学習過程で評価する場面を多

ついてその特徴と完成度，授業で学んだことを発表する．

数設定し，評価基準も細かく設定すれば可能だが，教員の

最初にスライドのデザインの原則と表現法，スピーチの技

負荷が大きく現実的ではない．また，評価のための授業と
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表2

授業展開

教員の活動
1回

2回

学習活動

評価方法

・過去の制作物を提示し，動機づけを行う． ・制作したい物をイメージする．
・合成に必要な知識と技術を説明する．

・デジタル画像の特徴を理解する．

・ paint.net の基本操作とレイヤーの説明．

・paint.net の基本操作を習得する．

・サンプル画像を使い，画像加工に必要な

・画像加工の基本操作を習得する．

paint.net の基本操作を習得させる．

・可能なら高度な加工に挑戦する．

・得意な学生用に高度な加工法を提示する．
3回

・課題のスキル条件を提示し，合成画像を制
作させる．

・習得した知識と操作法を駆使して合成

・机間指導

画像を制作する．

・次回までにファイルをメール提出させる．
4回

・品評会を WEB 上で行い，相互評価させる． ・相互評価と自己評価を行う．

・完成データ

・PowerPoint で作るポスターの説明をする．

・相互評価データ

・ポスター制作の学習目的を理解する．

・デザインの 4 原則と視線誘導を説明する． ・デザインの原則について理解する．
・課題のスキル条件を提示し，ラフシートを

・机間指導

・デザインを考え，ラフシートを作る．

作らせる．
5回

・ラフシートをチェックし，合格者に
PowerPoint での制作を始めさせる．
・フリーフォントの導入方法を説明する．

6回

・ラフシートのチェックを受ける．

・ラフシート

・ポスター制作を始める．
・フリーフォントを導入する．

・文字の高度な加工法などを追加説明する． ・ポスター制作を進める．

・机間指導

・巡回して個別にサポートする．
7回

・印刷提出させ，修正個所を指導する．

・ポスター制作を進める．

・印刷物

・次回までにファイルをメール提出させる． ・仮印刷してチェックを受け，修正する．
8回

・品評会を行い，相互評価させる．

・相互評価と自己評価を行う．

・完成データ

・ソフトウェア(paint.net，PowerPoint)の連携

・缶バッジ，時計制作の学習目的を理解

・相互評価データ

で作る缶バッジ，時計の意義を説明する．
9回

・課題のスキル条件を提示し，ラフシートを
作らせる．

する．

・机間指導

・ラフシートを作り，チェックを受ける． ・机間指導
・缶バッジ，時計制作を始める．

・ラフシート

・缶バッジ，時計制作を進める．

・印刷物

・ラフシートをチェックし，合格者にソフト
ウェアでの制作を始めさせる．
10

・印刷提出させ，修正個所を指導する．

回

・次回までにファイルをメール提出させる． ・仮印刷してチェックを受け，修正する．

11

・缶バッジ，時計の組み立て手順を説明する． ・缶バッジ，時計を組み立てる．

・完成データ

回

・品評会を行い，相互評価させる．

・相互評価と自己評価を行う．

・相互評価データ

・プレゼンの意義を説明する．

・プレゼンの学習目的を理解する

・机間指導

12

・スライドデザインとスピーチを説明する． ・スライドデザインとスピーチの重要性

・机間指導

回

・課題条件を提示し，ラフシートを作らせる．

・ラフシート

・ラフシートをチェックし，合格者に
PowerPoint での制作を始めさせる．
13

・画面キャプチャ方法など追加説明する．

回

を理解する．
・ラフシートを作り，チェックを受ける．
・スライド制作を始める．
・スライド作成を進める．

・机間指導

・画面キャプチャ方法を習得する．

14

・印刷提出させ，修正個所を指導する．

・印刷してチェックを受け，修正する．

回

・発表練習をさせる．

・発表練習を行い，スライドの修正と，時

・次回までにファイルをメール提出させる．

・印刷物

間調整をする．

15

・発表会を行い，相互評価させる．

・プレゼンを行う．

・完成データ

回

・発表者ごとに教員評価をコメントする．

・相互評価を行う．

・プレゼン観察

・本授業のまとめを行う．

・生活の中での活用をイメージする．

・相互評価データ
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なってしまう．ポイントを押さえた最小限のチェックで，
教員の負荷が軽く，学生の質の保証ができる評価法が不可

3.5.2 設計図の評価による質の保証
学生の興味・嗜好に合わせたテーマで制作物を自由にデ

欠となる．

ザインさせると，授業目標のスキルとは関係がないデザイ

3.5.1 教員の学生に対する立ち位置

ンをする者が出てくる．そこでコンテンツごとにデザイン

授業中の教員の活動は，基本的に各コンテンツで共通し

に含むべきスキル条件を設定し，最初に手書きの設計図を

ており，
「完成形をイメージさせる」，
「必要な知識・操作を

作らせる（図 4）．設計図は書き方の例を示して，使用する

提示」，「設計図のチェック」，「制作物の評価」となってい

画像の大きさや位置を正しく描かせ，見出しとなる文字も

る（図 3）．学生の主たる学習活動である「制作作業」に対

大きさと位置を正しく書かせる．詳細説明などの文章は枠

応する教員の活動は特に無い．各コンテンツの前半で積極

だけとし，範囲と位置は正しく描かせる．設計図のチェッ

的に学生にアプローチし，学生に個々の完成形をイメージ

クでスキル条件が含まれているかがわかるところまでを設

させ，必要となる技術を習得させることに注力しているの

計図に描かせるようにする．

に対して，制作作業は学生の自律学習の場とし，教員はそ

コンピュータを使った制作作業に入る前に，完成した設

れを支援する程度に抑えているためである．後のコンテン

計図を教員がチェックしてスキル条件を満たしているかを

ツになるに従って学生の自律学習の比率が大きくなり，教

確認することで，設定した質の保証を実現している．実際

員はほとんど干渉しない．

に合格した設計図（図 4）で制作された完成品を図 5 に示

各コンテンツの終了後には提出されたファイルで制作
物の評価を行う．成績には学生の相互評価の結果も加えた
総合評価とする．

図2

教員の活動
完成形をイメ
ージさせる

制 作 物 の
評
価

く り 返 し
図3

3.5.3 設計図の評価方法
設計図をチェックすることで質の保証が可能となるが，

ポスターの相互評価の様子

合成画
像制作

ポスタ
ー制作

画像加工

情報デザイン

必要な知識・
操作を提示
設計図のチ
ェック

す．

学生の活動
新しい知識・
操作の習得

図4

設計図の例（缶バッジ・時計）

企画・設計図
作
成

缶バッジ・時計
制
作
技術と知識の融合

制作物プレゼ
ンテーション
情報デザインとプレゼン

制 作 作 業

発
表
相 互 評 価

く り 返 し

コンテンツの関係と教員・学生の活動
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成度を高める指導を行い，そのための工夫を促す．

なる．具体的には，設計図のデザインのセンスをチェック
するのではなく，条件であるスキルが含まれているか否か
を主眼に置き，事前に決めたチェックポイントに沿って素

4. 学生の授業に対する評価

早く判定する．不足や要修正箇所を学生に口頭で指摘しな

学生の授業に対する満足度を調査するため，授業の前後

がら設計図に記入し，返却する．1 名に対して 1 分程度で

でアンケート調査を行い，授業実践の効果について検証し

終わるため，約 25 名のクラスで締め切り直前でも最大 5 名

た．

程度が列に並ぶぐらいで済む．

4.1 調査内容

3.5.4 習熟度に合わせた目標設定

授業は工学系の 2 学科，文化系の 2 学科の 2 年生を対象

学生に制作物を自由にデザインさせると，自然と個々の

に 4 クラス計 59 名に対して行った．初回と最終回に WEB

能力で可能な完成形をイメージするため，技術的な難易度

アンケートを行い，授業前に学生の習熟度，授業に対する

の差が生じる．習熟度の高い者には設定したスキル条件を

期待等を調査し，授業後に各コンテンツに対する興味，難

超えたものをデザインすることを奨励し，習熟度の低い者

易度，自身の授業に取り組む姿勢，スキルアップの実感，

には少なくともスキル条件を達成するよう指導する．テー

授業の感想等を択一式と自由記述で回答させた．WEB アン

マが学生の興味・嗜好に合わせたものなので，ほぼ全員が

ケートは G Suite for Education（旧 Google Apps for Education）

自然とより良いものをデザインしようと積極的に作業する

の Google フォームを用いた．

ため，設計図には学生の習熟度とコンテンツに対する積極

4.2 調査結果
授業では目的別に 4 つのコンテンツを用意しており，学

性が現れている．
この設計図をチェックし，学生に合わせた目標を設定す

生が興味を持って取り組むことができ，同時に情報活用の

ることで，習熟度の差に対応した指導が可能となっている．

スキルアップができるシステム的な構成となっている．こ

習熟度の高い者はそれなりに完成した設計図を作るが，よ

の狙いを学生が理解し，意識して授業に取り組んでいたか

り難易度の高いデザインの追加や細かい部分の修正など完

についての調査結果を図 6，図 7 に示す．次に学生から見
た授業の難易度と授業に対する姿勢について調査した結果
を図 8，図 9 に示す．
授業を終えて学生がスキルアップしていると実感して
いるか，また今後生活の中の様々な場面でコンピュータを
活用していきたいと思うかについて調査した結果を図 10，
図 11 に示す．

図6

興味を持てたコンテンツ

図8

図7

役に立つと思うコンテンツ
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図 10

授業の難易度

スキルアップの実感

図9

図 11

授業に対する姿勢

今後の PC 活用意識
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表 3 授業の感想・意見
ポスターや合成画像は，広告などの実際の仕事で使える
ので学べて良かったです．大学では今回作成したポスタ
ーを部員募集のときに使いたいと思っています．この授
業で使った paint.net，PowerPoint を実際に，家で趣味に
使っています！
この授業では将来に役立つような内容が多くあり，とて
も学ぶことが多かったと思います．将来この授業の内容
を生かしていきたいと思います．
画像編集から始まり PowerPoint のプレゼンテーション
の仕方について学ぶことができ，前の自分より学力が向
上したと思います．なので，この授業を受講して本当に
良かったと思っています．
情報リテラシーの技術を応用し，新しい発見や自分の成
長を実感できる授業だった．また，最後にプレゼンテー
ションをすることで，今までの授業内容を振り返ること
ができて良かった．
自分で制作してきた制作物をまとめて自分で自ら発表
する，という今まで体験したことがないことができたの
で非常にいい経験になりました．他の授業ではあまりや
らないスタイルの課題制作の授業で非常にやりやすく，
友達や先生，SA の人にも質問しやすい雰囲気がよかっ
たと思います．缶バッジ，時計の制作では自分で自由に
テーマが決められて，とても楽しく授業を受けることが
できました．ありがとうございました．
この授業はとても楽しかったです．特に缶バッジと時計
作りはとても楽しかったです．作り上げた缶バッジと時
計をライ ンのグ ループ のメ ンバーに 見せた ら「すご
い！！」と言われました．本当にこの授業はとても楽し
かったです．
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条件クリアの見通しを立たせてやる．非常に習熟度が低い
者の場合は，学生の自主性と達成感による学習効果を優先
し，スキル条件を下回る目標設定を行うこともある．
完成した制作物の評価は，実際の制作物でも各条件が満
たされているかどうかと，各条件の完成度について 10 点
満点からの減点方式で採点する．その結果，すべての学生
が一定のレベルをクリアできていた．習熟度の低い学生も
高い評価を得ていることを示すデータとして，1 年次の情
報リテラシーⅠ・Ⅱの平均点と本授業実践の評価の平均点
（100 点満点）の関係を図 12 に示す．情報リテラシーで合
格点の 60 点に満たなかった習熟度の低い学生が，本授業
の制作物では全員 70 点以上を獲得しており，90 点以上の
学生もいた．
習熟度の低い学生にとってはハードルが高かった目標
も，積極的に取り組む姿勢によって全員がクリアできてい
た．この質の保証には，学生の自主性を高めることが不可
欠であると言える．

自由回答による授業の感想・意見は任意回答であるが，
ほとんどの学生が回答していた．その一部を表 3 に示す．

5. 授業実践の評価
5.1 質の保証
学生は各コンテンツである程度自由にデザインしたも
のを制作できるが，これまで述べたように授業目標を達成
するためのスキル条件を設定している．これにより“質の
保証”を担保している．例としてポスター制作で設定して
いるスキル条件を以下に示す．

図 12

成績から見る質の保証

5.2 自主性の向上
自主活動についての効果は，負荷の大きい制作課題にも

デザインの原則を守り，理論に基づいて制作すること

かかわらず，ほぼ全員が積極的に授業に取り組んでいるこ

① 視線の流れに合わせた情報配置（アイキャッチ→キ

とから，習熟度の差に関係なく自主性を向上させることが

ャチコピー→ボディーコピー→基本情報）

できたと言える．アンケート調査の結果，図 8 のように授

② オブジェクトの整列（延長線をすべて揃える）

業の難易度について「ちょうど良い」が 55.9%と半数を超

③ 空間を揃えて取る（文字と画像，文字と枠線）

えており，「やや難しい」が 39.0%，「難しい」が 1.7%と，

④ 文字，写真のコントラスト（視線の誘導，インパク

約 4 割はやや難しいと感じている．しかし，図 9 のように

ト）

授業に対する姿勢は「積極的」が 52.5%，
「やや積極的」が

⑤ 文字の装飾（ワードアート，フリーフォントの活用）

45.8%とほぼ全員が積極的に授業に臨んでいる．これには

⑥ 図のスタイル（切り抜き，装飾）

授業の感想にあった「制作したポスターを部員募集に使い
たい」，「自分で自由にテーマが決められて，とても楽しく

このスキル条件を満たしたデザインとなっているかを

授業を受けることができた」，「授業関係なしに没頭してし

制作作業前のラフシート（設計図）の段階でチェックして

まった」など，学生の興味・嗜好に合わせたテーマ設定が

いる．このとき学生の習熟度に合わせて各条件の徹底度を

大きく貢献している．テーマ設定の面白さから，授業を難

変えた指導を行っている．習熟度の低い者には，スキル条

しいと感じながらも，習熟度の差に関係なくほぼ全員を授

件を満たすためのヒントや操作方法のアドバイスを与え，

業に積極的に取り組ませることに成功したと言える．
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また，相互評価と自己評価も自主性向上の一端を担って
いる．他者の制作物と自分の制作物を比較することで，上
手く出来ていないところや劣っているところが発見でき，
「今からでも修正したい」，
「今度はもっと上手く作りたい」
という欲求が生まれ，次の制作ではもっといいものを作ろ
うという気持ちが大きくなる．相互評価では作品の人気投
票も行い，その場で結果発表することで，作品が支持され
た学生の満足度と支持が少なかった学生の次作に対する意
欲が高まっている．

6. おわりに
本研究では，習熟度の差に関係なく，学習者の積極性を
高め，自律学習と質的保証の両立を目指した授業デザイン
を提案した．
学習者の興味・嗜好に合わせたテーマ設定に主眼を置き，
その中に授業目標を組み込むことで学習者の積極性を高め
て自律学習に導き，同時に質的保証も図った．各テーマの
学習は一連の流れとして，基本的な技術から発展的な内容
へと段階的に学習できる系統的な授業デザインとした．

5.3 スキルアップの実感とコンピュータ活用への自信
スキルアップの実感については，習熟度の差に関係なく，
学生にスキルアップを実感させることができた．アンケー
ト調査の結果，図 10 のように情報活用能力の上昇の実感
について「とても思う」が 52.5%，
「まあまあ思う」が 45.8%
とほぼ全員が自分自身のスキルアップを実感している．ま
た，図 11 のように今後の積極的なコンピュータの活用につ
いて「とても思う」が 72.9%，
「まあまあ思う」が 25.4%と
ほぼ全員にコンピュータ活用の自信を持たせることができ
た．表 3 のように授業の感想では「前の自分より学力が向
上した」，「新しい発見や自分の成長を実感できる授業だっ
た」など，自分自身のスキルアップを実感している．他に
は，
「実際の仕事で使える」，
「将来に役立つ」，
「ポスターを
部員募集のときに使いたいと思っています」，「作り上げた
缶バッジと時計をラインのグループのメンバーに見せたら
『すごい！！』と言われました」など，コンピュータ活用
への自信を述べている．これらのことから授業以外でのコ
ンピュータ活用だけでなく，将来に向かってコンピュータ
を活用し続ける自信を持たせることができたと言える．
5.4 学生の満足度の向上

この授業デザインを基に，学生が興味を持つテーマとし
て，合成画像制作，ポスター制作，缶バッジ・時計制作，
制作物プレゼンテーションの 4 つのコンテンツを用意し，
各コンテンツに Plan，Do，See サイクルを組み込んだ授業
実践を行った．各コンテンツでは，知的作業と自由度を取
り入れた制作（Do）が主体となり，今回重視した質的保証
を設計（Plan）の段階でチェックすることで実現した．各コ
ンテンツの終わりには相互評価（See）を行い，学生の積極
性をさらに高める工夫をした．
その結果，学生の自主活動に対して非常に効果があり，
その積極的な姿勢によって質の保証という目標も達成でき
た．テーマ設定の面白さから，多くの学生が制作の忙しさ
や難しさを忘れて，授業中だけでなく授業時間外も積極的
に取り組んでいることがわかった．制作物の品評会が終わ
った後に，授業とは関係なく修正した作品や新しく制作し
た作品でスキルアップしたことを報告に来た学生もおり，
自主活動に対して非常に高い効果が確認できた．
授業実践の結果，習熟度の差にかかわらず，設定した授
業目標を全員クリアすることができ，ほとんどの学生に満
足感と学力向上を実感させることができた．

学生の満足度については，授業の面白さと学力向上の実
感から習熟度の差に関係なく満足させることができた．ア
ンケート調査の結果，自由回答の設問「この授業に対する
感想・意見・コメントがあれば書いてください」は任意の
回答にもかかわらず，約 8 割の学生から回答があった．否
定的な記述はなく，ほとんどが「授業が楽しかった」，「役
立つことが学べて良かった」，「自信が付いた」というもの

この授業デザインは，今回の授業実践で用いたテーマ以
外でも使うことができる．学生の興味・嗜好と習熟度，学
科との関連を考慮して，コンテンツの種類，取り扱うコン
テンツの数を変更しても問題ない．他のコンテンツの例と
して，AR 名刺制作やスーパー入りのテレビ CM 制作，コ
ンピュータを使った物づくりなどを学習者に合わせてデザ
インすれば同じような学習効果が得られるはずである．

で，図 13 のようにこれら

今後は，学生の興味・嗜好や習熟度が変化した際に，コ

を含む回答が 69.5%と全体

ンテンツの組み替えで容易に対応できるよう新しいコンテ

の約 7 割が授業について満

ンツを開発し，コンテンツの充実を図っていきたい．

足していると述べている．
授業に対する積極性（図 9）
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