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⼊学前教育における学び⽅の改善を促す
⾃⼰調整学習⽀援システムの開発
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1. はじめに
岩手県立大学ソフトウェア情報学部では入試
合格者に対して e ラーニング による入学前教育
を実施している.入学前教育は高校生に大学入学
時点で必要な知識を身につけてもらう取り組み
である. また，大学では自律的に学習を進めてい
く力が必要となるため, 入学までの期間で自ら
の学び方に向き合う機会とすることも目的とし
ている．たとえば，学習計画を立てさせたり，学
習計画や進捗報告時に学習者間で相互チェック
なども行わせたりしているが，学び方の改善につ
ながっているとは言いがたい状況である．
本研究では, 合格者（高校生）を対象に，e ラ
ーニングによる入学前教育において，学習者が自
分の学び方を見つめ直し，改善をしていくことを
促す，自己調整学習支援システムの開発を試みた．

図１:学習プロセス

2. 調査
2.1. 入学前教育について
2018 年度の入学前教育の状況を把握するため
にメンターとして参加した.入学前教育では前述
の通り,はじめに学習計画を立ててもらうが, 計
画通りに進む学習者がいる一方で，計画通りに進
まずに特に見直しをせずに進める学習者が散見
された．また，学習日誌で学び方を振り返っても，
それが後に活かされない学習者も見られた．自分
の学び方について，振り返る機会があったとして
も，実際の改善にまでつながらないことが課題と
してあげられた．

2.2. 関連研究
自己調整学習 1)は，学習者たちが自分たちの立
てた目標を達成するために認知, 感情, 行動を自
らで起こす過程とされ，
「計画→遂行→自己内省」
の 3 つのサイクルからなり，本研究との関連が深
い. 入学前教育の調査から現在の学習プロセス
ではこのサイクルをうまく回せていない可能性
が考えられる．学び方の改善については，自分の
状況を見つめて，自分を変えていくことが必要と
なる．そのために，Seller ら 2)が紹介している
「self-change project」を参考に，入学前教育
にあわせて学習プロセスを検討した（図 1）
．この
プロセスでは，自分の学び方の問題について振り
返る期間（ベースラインデータの収集）を経た後
に，学び方の改善プランを設計して実践する.
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図 2：システム構成図

3. システム設計
本システムでは前述の学習プロセスを通して，
学習者の学び方についての客観的な振り返りを
促し, 学び方の改善を促すシステムを開発する.
本システムの構成を図 2 に示す. 今回開発した
機能は「データ収集機能」
「可視化機能」
「自己変
革プラン作成機能」である. システムは入学前教
育で用いている Moodle とは別の Web サイトとし
て開発を行った.

4. システム開発
4.1. 開発環境
開発言語は PHP と Javascript, データベース
には MySQL を用いた. 本システムは PC, スマー
トフォンのブラウザ上での動作を想定している.

4.2. 機能概要
（１）データ収集機能
学習者の振り返りに活用できるデータを集め
るために「学習日誌」や「スタイル診断」機能を
用意した. 学習日誌は週 1 回のペースで用意さ
れた質問項目に回答してもらうことでその週の
学習を振り返ってもらうものである. スタイル
診断は全ての質問に回答してもらうことで自分
の学習タイプがわかる機能となっている.
（２）可視化機能
データ収集機能で集めたデータをグラフやテ
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キストで，学習状況を表示するための機能である.
自分のデータだけではなく他の人のデータを表
示することで, 自分と他の学習者との学習状況
を比較してもらい客観的な振り返りを促す.
（３）自己変革プラン作成機能
「自己変革プラン」とは可視化機能によってこ
れまでの学習を振り返ってもらった後に, 自身
の問題点を発見して目標と目標達成の方略を示
す計画となっている.テキストを入力することで
一人一人のプランの画像が作成され, プラン画
像をシステムのメインページ上に提示させるこ
とで, 常に目標を意識させた学習を促す. 作成
されたプランはメンターがチェックし, 内容に
問題がなければ承認, 必要に応じてフィードバ
ックを学習者に与え再提出させる流れとなる.

図 3：メインページの可視化機能
表 1:自己変革プランの目標の例
・学習を行う日は最低 2 時間学習する.また,苦手な数学
と英語を中心とした学習を行う.

5. システム評価
5.1. 評価概要

・学習するべき科目と優先順位を明確にして,全体的バラ

本システムは，2019 年度の入学前教育に導入
し，学習者 21 名に利用してもらった.

・課題に集中できる環境を作る.

5.2. 自己変革プランについて

るようにする.

作成された自己変革プランの集計を行い, ど
のような傾向があるのかを分類した.まず目標に
ついては，効果的な学習方略を実践するが 12 名,
学習時間の増加や継続を目指すが 8 名だった.
目標の具体例を表１に示す．目標を設定した理由
については可視化されたデータから判断したの
が 10 名, その中でも自分のデータと他人のデー
タを比較して判断したのが 4 名だった．また,各
項目を具体的に記述できない学習者が見られた
（たとえば，
「しっかり学習を進める」という内
容など）.自己変革プランを作成するための背景
データとなる学習日誌については，提出状況が約
半数にとどまっていた．

・覚えるべきことはなるべく音読をする.

ンスよく勉強する.

5.3. アンケート結果
システム利用後に学習者にアンケートを行い，
19 名から回答を得た．質問項目は 4 件法で，
「1:
そう思わない」から「4:そう思う」であった．結
果を表 2 に示す.全体的に平均値が 3 以上であり，
肯定的な回答であった．また，自由記述において
は，
「自分の問題を意識できた」
「自分の目標を明
確にできた」などの肯定的な意見があった.一方
で，
「学習プロセスの期間が短い」などの意見も
あった．システムを利用してプランのなかで設定
した目標達成評価の基準には，学習時間やテスト
のスコアなどの目に見えてわかりやすいものを
設定している学生が多く見受けられた.その方略
として「優先順を決める」
「週 4 回図書館で勉強
する」など様々な方法を定めて実践をしていた.

・毎日達成するべき目標を決めて,積み重ねの学習ができ

表２:アンケートの回答結果
質問項目

平均(標準偏差)

プランの目標を意識して取り組むこと

3.10 (0.38)

はできたか？
設定した目標に近づけた，または達成

3.15 (0.41)

できたと思うか？
学習状況の分析結果から，新たな気づ

3.21 (0.42)

きや発見を得ることはできたか？
自分の学び方について理解できたか？

3.36 (0.25)

計できない学習者がいたことが課題としてあげ
られる．プラン作成機能をよりより学習ツールに
するために，たとえば，プラン作成時にどのよう
に作成するかのチェック項目を用意することで
より質の高い作成を促せるのではないかと考え
る. また，学習日誌を積極的に活用していない学
習者が見られたことや，今回プランを達成できた
かの自己評価について詳細なデータが収集でき
なかったなど，今後検討していく必要がある．

6. おわりに
本研究では自分の学び方を見つめ直して，学び
方の改善を促すことを目的とした自己調整学習
図 2：システム構成図
支援システムの開発を行った. 評価の結果, 学び
方の改善に効果があることが示唆された．今後は，
プラン達成評価の支援，学習プロセスの期間，学
習日誌の扱いなどを検討してく必要がある.
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