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データ構造とアルゴリズムのハイフレックス講義とその評価
大西 建輔1,a)

概要：データ構造とアルゴリズムは, 情報系学部や学科のカリキュラムに含まれる基礎科目である. また,
最近ではデータサイエンスや AI の基礎科目としてもカリキュラムに取り入れられている.
2020 年度のデータ構造とアルゴリズムのハイフレックス講義において, 様々な手法を取り入れ, 学生の理
解度を高める工夫をおこなった. その上で, 履修者のアンケートによる講義の評価をおこなった. また, 毎
回の授業でおこなった演習結果を用い, 学生の理解度の評価もおこなった. これらのアンケートの解析によ
ると, 講義に対する評価や学生の理解度の向上がみられた.
キーワード：ハイフレックス講義, 情報教育, データ構造

HyFlex Lecture on Data Structures and Algorithms and its evaluation
Kensuke Onishi1,a)

Abstract: Data Structures and Algorithms is a fundamental subject included in the curriculum of information science departments. Recently, it has also been included in the curriculum as a basic subject for data
science and AI.
In the hyflex lecture on data structures and algorithms held in 2020, we used various methods to improve
students’ understanding. Then, we evaluated the lecture by using questionnaires from the students. We also
evaluated the students’ comprehension by using the results of exercises conducted in each class. According
to the analysis of these questionnaires, the evaluation of the lectures and the students’ comprehension were
improved.
Keywords: hyflex lecture, information education, data structure

たものである. データ構造を用い, データの処理をおこな

1. はじめに

うのがアルゴリズムである. データ構造の 1 例として, ス

2020 年初頭からの新型コロナウィルスの流行により, こ

タックを説明する. スタックは, データを保持するデータ

れまで対面でおこなってきた講義を遠隔教育でおこなう必

構造の一種で, 後から入れたデータを先に取り出すもので

要がでてきた. 東海大学湘南キャンパスのある神奈川県は,

ある. スタックを用い, プログラミングの関数呼び出しな

2020 年 4 月 7 日からの緊急事態宣言の対象となった [1]. そ

どが実装されている. データ構造とアルゴリズムは, コン

のため, 本学での 2020 年春学期は 5 月から始まることに

ピュータサイエンスの基礎であるため, 多くの情報系学部

なった. 学生は一切大学に入ることはできず, ほぼ全ての

や学科においてカリキュラムの一部となり, 教えられてい

講義が遠隔でおこなわれた. この状況は, 2020 年秋学期に

る [2]. さらに, 近年では, データサイエンスや AI を学ぶた

なっても変わらず, 多くの講義が遠隔でおこなわれた.

めの基礎科目として, アルゴリズムやデータ構造が教えら

データ構造は, データを目的に応じた一定の形で保持し

れることがある. 数理・データサイエンス教育強化拠点コ
ンソーシアムの提案しているリテラシーレベルでのモデル
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カリキュラムの中にも, アルゴリズム基礎, データ構造とプ
ログラミング基礎という単元が含まれる [3].
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様々な学生が学ぶことで, これまで情報系学部や学科で

は利用できない.

おこなわれてきたような擬似言語を用いて説明するだけで

最近では, データ構造を見ることのできるスマートフォ

は, 講義の内容を理解できない学生も多く出てくると考え

ン向けアプリが提供されている. ここでは, アルゴリズム

られる.

図鑑*1 について説明する. アルゴリズム図鑑は, リストや

筆者は, 大学 2 年生を対象としたデータ構造とアルゴリ

ハッシュなどのデータ構造やソート, リスト探索, グラフ

ズムの講義を担当している. この講義では, スマートフォ

探索やクラスタリングなどを見ることのできるアプリであ

ン向けアプリを学生自身に利用してもらい, 自身での理解

る. アルゴリズム図鑑に含まれるデータ構造を解説する書

を深めていく取組をおこなってきた [4], [5]. 2020 年度の講

籍 [10] も発売されている. この書籍とアプリは, データ構

義は, 遠隔講義と対面講義を同時におこなうハイフレック

造の概念を学ぶという意味ではよい組み合わせである.
また, Python Tutor[11]

ス講義として設計した.

*2

では, ソースコードを入力す

本稿では, 2020 年におこなったハイフレックス環境での

ると, そのコードの実行過程や変数の中身を見ることがで

データ構造とアルゴリズムの講義とその評価について述べ

きる. Python Tutor は, Python 言語だけでなく, Java 言

る. 本論文の構成は次の通りである. 2 節では, 関連研究

語, C/C++言語, JavaScript 言語, Ruby 言語にも対応して

として, コロナ禍でおこなわれた遠隔講義に関する研究や

いる. Python Tutor で, データ構造のソースコードを実行

データ構造を見るためのシステムについて述べる. 3 節で

することで, データ構造がどのように動作しているかを見

は, 実践したハイフレックス講義について述べる. 4 節では

ることができる.
データ構造ビューワ*3 は, データ構造の仕組みを理解す

実施したアンケートの詳細とそのデータについて説明する.

るために作成されたアプリである. 本アプリは, アシアル

5 節では, アンケート結果について議論する.

株式会社の協力で, HTML5 ベースのモバイルアプリ開発

2. 関連研究

用プラットフォーム Monaca*4 上で, 作成されたアプリであ

2.1 コロナ禍での遠隔教育

る. 2020 年 6 月現在, Android 向けアプリ, iPhone 向けア

遠隔教育に関しては, これまでさまざまな手法が提案さ

プリが提供されている. データ構造ビューワの詳細は, [5]

れ, その効果が検証されてきた. ここでは, コロナ禍でおこ

にある. データ構造ビューワで扱えるデータ構造を網羅し

なわれた研究について説明をする. 北京大学でのケースス

た書籍 “アプリで学ぶデータ構造とアルゴリズム”[12] を使

タディ [6] では, 6 つの戦略を提案している. (a) 予期せぬ

用することで, ソースコードまで含めた深い理解を目指す

問題のための準備対策, (b) 学生の集中のために, 内容を小

ことができる. なお, ソースコードは教科書に載せてあり,

さな部分に分割, (c) 声の使用の重視, (d) TA と協力し, オ

GitHub*5 でも公開されている.

ンラインのサポートを提供, (e) 授業外での学生の能動的学
習, (f) オンライン学習とオフライン学習の組み合わせ. 本
稿では, 戦略 (a) から (f) として参照する. また, [7] では,

3. ハイフレックス講義の詳細
3.1 履修者
今回, おこなった講義の履修者を, 表 1 にまとめた.

Pakistan のような発展途上国ではネットワークへの接続に
問題があり, 満足にオンライン教育をおこなうことができ
ないと指摘されている.

講義名

日本でもコロナ禍での遠隔教育の試みがなされている.

表 1 実践講義の概要
データ構造とアルゴリズム 1

対象者

情報系学科 2 年生対象 秋学期

ここでは, 情報教育に関わる研究を取り上げる. 鈴木 [8] は,

履修者

80 名 (2 年生 71 名, 3 年生以上 9 名)

初年次生を対象としたプログラミング科目において, オン

(参考, 2019 年度)

70 名 (2 年生 64 名, 3 年生以上 6 名)

ライン講義をおこなった. その上で, アンケートを用い, 対

(参考, 2017 年度)

32 名 (2 年生 22 名, 3 年生以上 10 名)

象とした講義では対面講義が好まれることを示した. オン
ライン講義にも, 時間の自由度などの利点があることもわ

著者の所属学科のカリキュラムでは, まず, 1 年生で Java

かった. また, 和田 [9] は, 遠隔でコンピュータサイエンス

言語によるプログラミングの講義 (春学期 週 2 回, 秋学期

アンプラグドを実施し, 遠隔での試験に関して考察をおこ

週 1 回) と HTML 及び JavaScript 言語の講義 (秋学期 週

なった.

1 回) を受講する. 2 年次には, 選択科目として, 画像処理を
扱う科目 (春学期 週 2 回), GUI プログラミングを学ぶ科目

2.2 データ構造を見るシステム

(秋学期 週 2 回) がある. 本講義は, 2 年生の秋学期に受講

アルゴリズムやデータ構造を教える際に, それらを実装

*1

したプログラムの動作を見せることで, 理解を促すという

*2

手法が用いられてきた. 2000 年頃は, Java アプレットを活
用したものが存在したが, アプレットの廃止により, 現在で
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する科目となっており, 2020 年度は 2 年生の 9 割を超える

( 4 ) Python Tutor 上でのソースコードの実行

学生が履修した.

( 5 ) 演習問題や授業内容の確認, 質問時間
ただし, 講義内容によっては, 順序が前後することもあ
る. 教科書として, “アプリで学ぶデータ構造とアルゴリズ

3.2 講義内容
講義のシラバスに記載されている学修の到達目標は次の

ム”[12] を使用した.

3 項目である.
• 各種のアルゴリズムを読み解き, 実行を追うことがで

3.3 講義環境
対面講義をおこなうための場所として, 120 台のパソコ

きる.

• 問題に適したアルゴリズムを判断できる.

ンがあるコンピュータ室を使用した. この教室では, 1 つの

• アルゴリズムの計算量を計算式で表現し, アルゴリズ

机にパソコンが 2 台と中間モニタ 1 台が配置されている.
この 2 台のパソコンのうち, 1 台のみが利用できる. つま

ムの比較をおこなえる.
この到達目標を達成するために, 講義の内容として, 表 2

り, 対面で受講できる学生は, 最大で 60 名であった.

の内容を扱った. 内容は, データ構造とアルゴリズムの教
科書を調査し, 多くの教科書で扱われているものを取り上
げている. ただし, 講義時間の関係で, ソートとグラフアル
ゴリズムは別講義で扱う.
表 2 講義内容 (∗ はハイフレックス講義)
講義
回数

主な講義内容

2020 年度

2019 年度

1

アルゴリズム解析の基礎

同左

2

スタック

同左

3

キュー

キューとリスト (配列)

4

リスト (配列)

リスト (配列), (参照型)

5

リスト (参照型)

二分探索, 比較回数の証明

6

整列済みリスト (二分探索)

二分木 (定義, 節数の証明)

7∗

二分木 (定義, 節数の証明)

完全二分木, 木の走査

8∗

二分木 (参照型), 木の走査

二分探索木

9∗

二分探索木 (定義, 挿入, 探索)

二分探索木 (高さの証明)

10∗

二分探索木 (削除, 高さの証明)

平衡二分探索木

11∗

平行二分探索木, ヒープ

赤黒木, ヒープ

12∗

ハッシュ法

ヒープ, ハッシュ法

13

ハッシュの衝突処理

同左

14

ハッシュの探索コスト

同左

∗

図 1 配信の構成

講義の配信環境は, 以下に示す構成とした.

• Zoom による配信及び講義用パソコン (図 1 左).
• 配信用モニタ (コンピュータ室備え付けのもの). この
画面が, 教室内の中間モニタや Zoom の配信に用いら
れる (図 1 右上).

• アプリの画面表示をおこなう iPhone (MacOS の Quick
2020 年度の変更点としては, 1 回の講義で 1 つのデータ

Time Player で iPhone の画面録画を利用).

構造を扱うようにしたことである. そのため, 1 回の内容が

• 配信確認のための iPad. 数式などの説明の場合は,

減った回がある. 講義内容に余裕のある講義では, 講義後

GoodNotes*6 を利用し, 画面への表示をおこなうこと

に演習や質問対応をおこなった.

もある (図 1 右下).

今回, ハイフレックス講義としておこなったのは, 6 回目

• 音声用マイク, 講義用パソコンに接続 (コンピュータ室

から 12 回目までの 7 回分である. それ以外の講義は, 新型

備え付けのマイクは利用しない, 図 1 中央).

コロナウィルスの影響で遠隔のみとなった. 対面講義に参

今回の講義では, 対面の学生数が少なかったため, コン

加した学生は, 当初 10 名程度であった. その後, 学内でク

ピュータ室のマイクとスピーカを利用せずに講義をおこ

ラスターが発生し, 5 名程度になった. 対面講義に参加して

なった. しかし, 対面の学生数が多い場合, マイクを利用す

いた学生は, ほぼ同じ学生であった.

る必要がある. この場合は, コンピュータ室のマイクから

講義では, 概ね次の (1) から (5) の内容を順におこなった.

パソコンへの音声入力が必要となる. また, 講義の録画は

( 1 ) 前回の講義の復習

おこなわなかった.

( 2 ) アプリによるデータ構造の体験

*6

( 3 ) 擬似コードによる概念などの説明
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3.4 ハイフレックス講義への対応

ている. 1 つは, 講義に関するアンケートである. このアン

今回の講義は, ハイフレックス講義となることから, 次の

ケートは, 最後の講義後に実施した. アンケート内容は 4.2

対応 (1) から (6) をおこなった.

節で説明する. もう 1 つは, 講義内容の確認である. 2020

( 1 ) 講義資料の公開 (戦略 (a), (e) に関連) これまでの講

年度は 2 回目の講義から 14 回目まで, 講義内容の確認をお

義では, 学生自身が講義資料を書き写すことで, 少し

こなった. 最後は, 大学が主体となり実施している授業評

でも記憶に残ると考え, 紙による配布やデータの公開

価アンケートである. このアンケートは, 全ての科目で実

をおこなわなかった. 2020 年度は遠隔のみの学生も

施される. 多くの項目が含まれるため, 講義の評価と関連

いることから講義資料を公開した. また, 講義資料を

すると考えられる項目を利用する.

Google スライド*7 とした. これにより, 資料の公開が
公開用 URL を提示するだけでおこなえる. その上, ブ

4.2 講義に関するアンケート

ラウザ上でプレゼンテーションができるため, 配信画

講義の履修者 80 名に対し, アンケートを今後の開発と

面の一部での表示も可能となった (図 1 右上). ブラウ

学会での発表に用いることを説明し, 賛同できない場合は

ザのタブ単位での操作が可能であるため, 簡単に他の

回答しないように伝えた. その結果, 44 名からの回答が

サイトを表示することもできる.

あった.

( 2 ) 講義内容の確認 Google フォームを用いた講義内容の

自由記述のアンケートの項目を表 3 に示す.

確認をおこなった. この確認は, 出席も兼ねている. 詳
細は 4.3 節で説明する.
表 3

( 3 ) ブレイクアウトルームでの個別質問 (戦略 (d) に関連)

項目番号

講義の疑問点や機器操作などを質問するために, Zoom

講義やアプリに関する評価項目 (自由記述)
項目

1

講義について自由にお書きください

2

アプリについてよいと思った点をお書きください

クアウトルームに入ると, 講義の配信担当がいなくな

3

アプリについて悪いと思った点をお書きください

るため, 技術支援担当の職員が学生対応をおこなった.

4

作成してほしいデータ構造があれば教えてください

( 4 ) 質問のできる URL の提示 Google スライドの一機能

5

各アプリについての自由記述

のブレイクアウトルーム*8 を利用した. 教員がブレイ

で, プレゼンテーションをおこなっている際に, 匿名で
書き込みができる URL を提供できる. この URL に書
かれたコメントは教員が選別した上で, 配信画面に表

表 3 の項目 1(講義についての自由記述) を分析した結

示することができる. このコメントを元に, 質問への

果*9 を次にあげる. 各単語の後に書かれているのは, 出現頻

回答や追加の解説をおこなった.

度と TF-IDF 法に基づく値である. この値は, 入力された

( 5 ) コードの実行過程の表示 データ構造の仕組みを理解

データに含まれる特徴的な単語の場合に高くなる. 太字は,

するためには, 実際のソースコードも理解する必要が

値が 1.0 以上となった単語である. 項目 1 の回答数は, 14

ある. そのため, Python Tutor を利用し, どのように

個であった.

コードが動作してるのかを実行して見せた. Python

頻出語 (名詞)

授業 (5, 0.59), 理解 (4, 0.25), プログラム

Tutor は, ブラウザ上で動作するため, プレゼンテー

(2, 0.71), 対面 (2, 0.59), 説明 (2, 0.11), 動的 (1, 2.23),

ションとの切り替えは, タブを変更するだけである.

咳払い (1, 1.49), 配列 (1, 1.19).

( 6 ) データ構造ビューワの利用 (戦略 (f) に関連, 2019 年

頻出語 (動詞)

度も実施) 講義内で, 演習として学生がデータ構造

0.05), 聞く (3, 0.02), やめる (2, 0.02), くれる (2, 0.00),

ビューワを利用する時間を作った. まず具体的におこ
なうことを指示し, その後自由に使ってもらった.

できる (4, 0.02), 思う (4, 0.01), 感じる (3,

設ける (1, 0.30), 兼ねる (1,0.17).
頻出語 (形容詞) 難しい (3, 0.07), わかりやすい (2, 0.28),
ありがたい (2, 0.08), わかりづらい (1, 0.63), 見にく

4. 履修者による評価

い (1, 0.46).

4.1 評価の概要

表 3 の項目 2 から項目 5 のアンケート結果については,

本節では, 履修者のアンケートを用いた講義に関する評

割愛する.

価について述べる. ここでは, 3 種類のアンケートを用い
*7

*8

Google 社の提供する Web 上で動作するプレゼンテーションソ
フト. Microsoft PowerPoint のファイルを読み込むことも可能
であり, ウェブ上での公開も簡単におこなえる.
Zoom 内でメインの配信とは別にいくつかの配信をおこなうこ
と. 各配信は独立しており, 設定によって自分自身での移動も可
能である.
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今回の講義において実施したハイフレックス講義への対
応 (3.4 節) について, 継続して欲しいか, 廃止して欲しいか
を質問した. その結果を表 4 に示す.
*9
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表 4

の授業評価には, 約 20 項目の質問があり, 各項目が 5 段階

対応の継続/廃止希望の割合 (N = 44)

対応

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

で評価されている. このうち, 講義に関する 6 項目の評価

継続

84.1

52.3

22.7

40.9

47.7

65.9

どちらでもよい

を表 8 に示す. 各項目について, そう思う (5) が最もよい

13.6

38.6

75.0

54.5

43.2

29.5

2.3

9.1

2.3

4.5

9.1

4.5

廃止

評価であり, そう思わない (1) が最も悪い評価である. 項目
番号 6 は, 一週間当たりの学習時間である. その選択肢は,

(5) 5 時間以上, (4) 3 時間から 5 時間未満, (3) 1 時間から
3 時間未満, (2) 1 時間未満, (1) 無しとなっている.

4.3 講義内容の確認
講義内容の確認について, 説明する. 講義内容の確認は,

2019 年度まで, この授業評価は対面でマークシートを配

各自の理解度を確認するために, 記名方式でおこなった. 提

布し, 記入してもらう形式であった. 2020 年度は学生が自

出された内容は, その講義の出席として扱うが, 成績には一

主的にウェブ上で回答する形式となっている. そのため, 回

切影響しない. 確認には, 次にあげる項目があり, 全ての項

答率が 2019 年度の 90%(70 人中 63 人) から 30%(80 人中

目で, 回答は必須とした.

24 人) と大幅に減少している.

• 学生証番号, 氏名
• 理解度 (1 から 4 の 4 段階, とてもよく理解できたが評

5. 議論
5.1 講義に関するアンケート

価値 4, まったく理解できなかったが評価値 1).

• 講義で理解できたこと (自由記述).

講義に関する自由記述 (項目 1) について議論をおこなう.

• 講義で理解できなかったこと (自由記述).

頻出語としては, “授業”, “理解”, “できる”, “思う”, “難し

• 内容確認の問題 4 問 (4 択もしくは多肢選択). 問題は,

い” などがある. 理解ができているという学生がいる一方,

概ね次の構成になっている. 講義資料や教科書を読め

講義内容が難しいと感じる学生もいることがわかる.

ば正解できる問題 (2 問), アプリを利用すれば正解で

TF-IDF 法の値の高い単語としては, “動的”, “配列”, “咳

きる問題 (1 問), 思考力を問う問題 (1 問). 各 1 点で最

払い” がある. 前者の 2 語は, 1 つの回答に含まれるもので,

高 4 点, 最低 0 点になる.

“動的な配列が作れるようになった” という 1 文であった.

講義内容の確認では, Google フォームのテスト機能を利

リスト (参照型) のことを指していると考えられる. 後者の

用した. 回答を提出すると, 即座に点数と不正解の問題が

単語は, 遠隔講義に特有のものである. 元の回答は, “咳払

わかるようになっている. 不正解の場合には, 簡単な解説

いで嫌な気持ちになった” というものである. 咳などの生

が表示される. 理解度の向上があったことが自身でわかる

理現象の場合は, マイクを切るようにしていた. 学生によっ

ように, 点数が低い場合は再度回答するようにと学生に伝

てはヘッドフォンなどを利用し, 耳元で聞こえる場合もあ

えた.

り, 不快に感じたと考えられる. これまでの対面の講義の

理解度 (自己評価) のアンケート結果と内容確認の点数
の平均を表 5 に載せる. 講義内容の確認を何度か回答した

アンケートでは, 見られなかった意見であり, 遠隔講義で生
じた注意すべき点である.

学生が居たため, 表 5 には, 理解度 (自己評価) の初回と最
後の回答の平均値 (2 行目と 3 行目) を載せた. 比較のため,

5.2 ハイフレックス講義への対応

2019 年度の理解度 (4 行目) も載せている. また, 2020 年

表 4 について議論をおこなう. まず, 継続して欲しい対

度の評価と 2019 年度の評価の差を 5 行目に載せた. 講義

応のうち, 半数以上の学生が継続を希望したのは, 継続希望

内容に変動があるため, 同一回の講義の平均の差ではない.

の多い順に, (1) 講義資料の公開 (6) アプリの利用 (2) 授業

詳しくは, 5.3.1 節で述べる. さらに, 内容確認の問題の初

内容の確認であった. 特に, (1) は 80%以上の (6) は 65%
以上の学生が継続を希望しており, 今後ともぜひ継続して

回と最終の回答の平均点 (6 行目と 7 行目) を載せた.
また, 回答の回数や回答時間についての解析をおこなっ

いきたいと考える.

た. それぞれの結果を表 6, 表 7 に示す. 表 6 は, それぞれ

講義資料の公開をおこなうことで, 学生は講義時間内は

の学生が何回の回答をおこなったかを, 講義の提出者に対

講義に集中でき, 講義を理解するための演習を講義中にお

する割合で表している. また, 総回答数 (7 行目) と一人当

こなうことができる. 一方で, ある学生は, Zoom の出席者

たりの回答数 (8 行目) を記載した. 表 7 は, 最初の提出者

ログによるとあまり講義に参加していない. また, 出席登録

の時間を基準とし, 何分後に学生が回答をおこなったかを

の時間も, 講義時間外となっている. 講義資料や教科書で

集計したものである. それぞれの講義での提出者に対する

講義内容が理解できるのであれば, まだ問題は少ないが, 資

割合を示している.

料内の演習はおこなった上で, 講義内容の確認をおこなっ
て欲しい.

2017 年度からデータ構造ビューワの利用をおこなって

4.4 大学の実施する授業評価
最後に, 大学が実施する授業評価について説明する. こ
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講義回数

a

2

3

4

表 5
5

講義ごとの理解度
6
7
8

9

10

11

12

13

14

初回

3.20

3.03

3.06

2.49

2.58

3.00

2.86

2.86

2.56

2.84

2.78

2.70

2.61

理解度

最終

3.20

3.04

3.06

2.33

2.60

3.01

2.86

2.87

2.58

2.89

2.78

2.66

2.60

(自己評価)

2019 年度

-

2.76

2.56

2.56

2.66

2.86

2.75

1.87

2.47

2.74

2.78

2.49

-

差a

-

0.27

0.50

−0.07

0.01

0.34

0.00

0.11

0.69

0.37/0.10

0.00

0.21

-

内容確認の点数

初回

2.95

3.55

2.27

1.37

2.47

2.50

2.49

2.81

2.06

2.82

2.08

2.37

2.07

(平均値)

最終

3.04

3.79

2.71

3.09

3.18

3.17

3.08

3.39

3.31

3.25

3.05

3.01

2.55

講義内容の移動により単純に同じ講義回の理解度差ではない. 対応関係は, 5.3.1 節で説明する.
表 6

回答回数の割合, 総回答数と一人当たりの回答数
4
5
6
7
8
9
10

講義回数

2

3

1回

82.4

79.5

71.4

30.3

57.5

65.3

72.2

68.6

2回

16.2

11.0

24.7

57.9

31.5

30.6

25.0

25.7

3回

1.4

8.2

2.6

9.2

11.0

4.2

1.4

4回

0.0

1.4

1.3

1.3

0.0

0.0

5回

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

0.0

総回答数

88

96

103

141

112

1.19

1.32

1.34

1.86

1.53

一人あたり回答数

11

12

13

14

40.8

68.5

52.1

67.1

71.6

52.1

30.1

42.5

30.9

22.4

4.3

5.6

1.4

4.1

1.4

4.5

1.4

0.0

1.4

0.0

1.4

1.4

1.5

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100

95

98

119

97

113

96

91

1.39

1.32

1.40

1.68

1.33

1.55

1.37

1.36

トを毎年おこなってきた. その加重平均が, 3.06(2017 年),

昇している. 昨年よりも多くの学生が理解できたと感じた

2.44(2019 年), 3.30(2020 年) と上昇している. そのため, ア

ことになる. 第 10 回の内容は, 2019 年度の最も理解度の低

プリが学生の理解度を促進するよい道具となったことがわ

い内容であったため, 増加が大きくなったと考えられる.

かった. 学生自身が自分のスマートフォンを使い, 遠隔で

2020 年度の理解度と 2019 年度の理解度の比較をおこな

あっても, 講義内で課題をおこなうことで, 理解が深まって

う. 講義内容から次の対応を考える. 第 3 回, 第 11 回から

いったと考えられる.

第 13 回は, 2019 年度の同じ回数の講義と比較する. 第 4 回

講義内容の確認は, 学生の継続希望も高く, 教員にとって

から第 11 回は, 2019 年度の第 3 回から第 10 回の講義と比

も講義後に学生の理解度を確認できることができる道具で

較する. この対応関係での差を表 5 の 5 行目に記載した.

あることがわかった. 学生自身が講義の振り返りをおこな

第 11 回の部分にある 2 つの値は, 第 11 回は 2 つの内容を

い, 問題に取り組むことが理解度の向上につながったので

含み, それぞれ 2019 年度の第 10 回との差 (前者) と第 11

はないかと考える. また, 教員の立場からすると, 学生がど

回との差 (後者) を記載しているためである. 理解度が減少

こまで理解できているのか, どこが理解できていないのか

しているのは, 第 5 回のみであり, その差は −0.07 である.

を知ることができる. Google フォームを利用することで,

逆に最も理解度が増加したのは, 第 10 回の講義 (二分探索

提出時間を知ることができ, データの整理も簡単におこな

木の削除と高さの証明) である. それ以外の内容でも, 学生

うことができた.

の理解度は上昇しており, ハイフレックス講義ではあった
が, 学生は理解ができたと感じることが増えた.

5.3 講義内容の確認

5.3.2 内容確認の点数

5.3.1 講義内容の理解度

次に, 講義内でおこなった内容確認の点数 (表 5, 6 行目,

表 5 について議論をおこなう. 表 5 の 1 行目は, 講義内

7 行目) について議論をおこなう. いずれの講義回であっ

容の確認の初回回答時の理解度の平均であり, 2 行目は最

ても, 最初の内容確認の平均点よりも, 最終的な平均点は高

終回答での理解度の平均である. ここでの理解度は, 学生

くなっている. 初回の点数の平均が最も低かったのは, 第 5

が自身で判断した理解度であるため, 何回登録してもほぼ

回である. これは学生自身による理解度が最も低かった講

変化がない. 全体的な傾向をみると, 第 5 回 (参照型のリス

義と一致する. この内容確認は, 理解度などを入力し終わっ

ト) が 2.49 と最も低く, 参照型を扱うことが学生にとって

てから, 次のページで回答をおこなう. そのため, 問題の内

は難しいことがわかる. 参照型を用いた二分木 (第 8 回) で

容や点数により, 理解度は変わらないと考えられる. ただ

は, 2.86 となっており, 第 5 回と比較すると上昇している.

し, 2 回目以上の回答をおこなった場合は, 自身の内容確認

講義が進むに連れて, 学生が参照値を段々と理解できるよ

の点数を知っているため, 理解度が変化する可能性はある.

うになったのではないかと考える. 2 番目に低いのは, 第

その結果, 理解度に多少の変動がおこったのではないかと

10 回 (二分探索木の削除と高さの証明) である. 2019 年度

考える. 次に, 点数が低いのは, 第 10 回目である. 問題は,

の同じ内容である第 9 回と比較すると, 理解度が約 0.7 上

二分探索木に関するものである. 時間計算量を比較する多
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講義回数

2

3

4

表 7
5

回答時間の分布
6
7

8

9

10

11

12

13

14

30 分未満

91.9

97.3

93.5

86.8

94.5

88.9

86.1

90.0

85.9

84.9

83.6

88.6

77.6

30 分以上 1 時間未満

2.7

1.4

0.0

5.3

1.4

2.8

2.8

4.3

5.6

5.5

4.1

4.3

9.0

1 時間以上 2 時間未満

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

4.2

1.4

2.9

1.4

0.0

4.1

2.9

9.0

2 時間以上 3 時間未満

1.4

0.0

1.3

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

0.0

2.7

2.7

0.0

0.0

3 時間以上

4.1

1.4

5.2

6.6

4.1

4.2

8.3

2.9

7.0

6.8

5.5

4.3

4.5

表 8

講義に関する評価項目と評価 (5 段階),

2020 年度 (N = 24), 2019 年度 (N = 63), 2017 年度 (N = 25)

項目番号

加重平均

項目

(2020)

評価値 / %

5

4

3

2

1

加重平均

加重平均

(2019)

(2017)

1

総合的に評価すると, この授業を受けて満足した

3.25

16.7

33.3

16.7

25.0

8.3

3.12

3.71

2

説明はわかりやすかった

2.92

4.2

33.3

25.0

25.0

12.5

2.68

3.87

3.63

16.7

50.0

20.8

4.2

8.3

2.87

3.80

3

板書, 視聴覚教材 (パワーポイントなど), 配布
資料は適切で, わかりやすかった

4

学生の参加意欲と授業参加を促す工夫がされていた

3.71

20.8

41.7

29.2

4.2

4.2

2.84

3.88

5

授業内容はよく理解できた

3.16

8.3

41.7

16.7

25.0

8.3

2.90

3.68

6

授業の取り組みにあてた週当たりの平均時間

2.83

4.2

16.7

37.5

41.7

0.0

2.19

2.09

肢選択の問題などがあったため, 間違えが増えた可能性が

論は必要ではあるが, 今回の結果を見る限り, 講義終了後 3

ある. 最終的な点数が, 3.0 に達しなかったのは, 第 4 回の

時間程度で締め切るのがよいのではないかと考える.

内容確認であった. 1 点や 2 点の点数で, 回答を終了した学

5.3.5 項目間の相関

生が 38%と多かったためである.

内容確認の初回点数 (表 5, 6 行目) と最後の理解度 (2 行
目) の間の相関係数は, 0.754 であり, 強い正の相関があっ

5.3.3 回答回数の解析
表 6 について議論をおこなう. 表 6 は, それぞれの講義

た. すなわち, 各講義の平均的な理解度を考える場合, 内容

での同一学生の回答数の割合を示したものである. 未回答

確認の初回点数も評価値として利用することができる. た

者もいるため, 毎回の回答者数は変動している. そのため,

だし, 各講義内での学生の内容確認の初回点数と最後の理

割合での表記をおこなっている. 13 回中 10 回の内容確認

解度の相関は, −0.29 から 0.26 の間であった. つまり, 個々

では, 50%以上の学生が 1 回で回答を終えている. 2 回以上

の学生の初回の理解度と最後の内容確認の点数には, 相関

の回答が多いのは, 第 5 回と第 10 回である. これらの講義

がない. これ以外にも, 各講義での項目間の相関を計算し

については, 前段でも既に述べたので省略する. 2 回以上の

てみたが, 最大でも 0.395 程度の相関係数であった. そのた

回答をおこなった割合が次に高かったのは, 第 12 回であっ

め, 学生自身の理解度を扱うためには, 講義内容の確認の点

た. この講義の内容確認には, ヒープとハッシュ表の問題

数を用いる必要がある.
また, 内容確認の初回点数 (表 5, 6 行目) と総回答数の相

が含まれる. 特に正解率が悪かったのは, ヒープの演算と

関係数を計算すると, −0.717 となり, 強い負の相関がある

その計算量を選ぶ多肢選択問題であった.
総回答数をみると, 100 回を超えることが 14 回の講義中

ことがわかった. さらに, 総回答数と最後の理解度の間に

6 回 (4 回目から 7 回目, 10 回目と 12 回目) あった. この 6

も −0.707 という強い負の相関があった. すなわち, 各講義

回は全て内容確認の初回点数が 2.5 以下となっている. つ

内の内容確認の点数の平均を扱う場合, 学生自身による理

まり, 内容確認の初回点数と総回答数の間には同じ傾向が

解度や総回答数も同様の評価値とすることができる. 一人

見られる.

あたり回答数 (表 6, 8 行目) も, 内容確認の初回点数, 最後

5.3.4 回答時間の解析

の理解度との相関係数がそれぞれ −0.753, −0.824 であり,

次に, 表 7 について議論をおこなう. 約 8 割の学生が, 30

強い負の相関を持つ.

分以内に回答をおこなっている. 1 時間未満とすると, 85%
以上の学生が回答をおこなっている. これらの学生は, ハ

5.4 大学の実施する授業評価

イフレックス講義を聞いていた学生であると考えられる.

表 8 について議論をおこなう. 項目 1 は, 学生の満足度

ある学生は, 最大で 12 時間後に回答をした. また, 遅れて

を示すものである. 加重平均が 3.25 となっており, 5 段階

回答をする学生は同じ学生が多かった. 講義の録画を公開

評価の中央値の 3.0 を超えている. 5 割の学生が満足して

しないハイフレックス講義での出席をどうすればよいか議

いる (評価値 4,5) を付けている. 一方で, 3 割超の学生は満
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足していない (評価値 1,2). 学生の満足度という意味では,

した結果, 遠隔での講義や履修者の増加にかかわらず, 対面

改善の余地が残る. 項目 2 は講義の説明に関する項目であ

であった 2019 年度の講義よりも高い評価が得られた. ま

る. この項目の加重平均が 2.92 となっている. わかりやす

た, データ構造ビューワ自身の評価も向上している. 講義

いと回答した学生が 9 名 (評価値 4,5) であり, わかりにく

内容の確認の解析からも, 個々の講義での学生の平均的な

いと回答した学生も同数 (評価値 1,2) であった. 評価値 1

理解度が 2019 年度よりも, 向上していることがわかった.

を付けた学生が評価値 5 を付けた学生よりも多いため, 3.0

以上から, 対応 (1) から (6) を用いることで, ハイフレック

を下回る結果となった. 講義のわかりやさは, 講義の難易

ス講義に対する効果的な講義がおこなえたと考える.
講義の課題として, 説明のわかりやすさの向上がある. ま

度とも関係するが, 講義内での説明や講義資料などの更な

た, 講義での学生自身の最終的な理解度, 内容確認の初回点

る改善が必要である.
項目 3 は, 教材や配布資料に関わる項目である. 2020 年

数, 総回答数や一人当たりの回答数の間に高い相関がみら

度は, 講義資料を公開した. その影響もあると考えられる

れた. 今後の講義でもデータを取り, これらの評価値の関

が, 加重平均が 3.63 と高い値となっている. 16 名の学生

係性が本実践だけはないことを示していきたい.
謝辞

(67%, 評価値 4, 5) が教材や配布資料に満足したことがわ

アシアル株式会社 岡本雄樹氏, 塚田亮一氏には,

かる. 2019 年度と比較比較すると, 0.76 も加重平均が増加

アプリの開発及び, 書籍出版の手助けをしていただき, 心か

している. 項目 4 は, 学生の参加意欲や授業参加に対する

ら感謝しております.

工夫である. 2020 年度は, 遠隔でも学生が取り組むべきこ
と (演習やアプリの操作) を講義内に導入した. これにより,
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