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要約 :本実践は教職科 目 「教育工学」において、学生が M00C教 材 を作成 して、その

効果を明 らかに したものである。大学の教職科 目の教育工学の授業において、学部学生 と

大学院生 20名 が免許科 日ごとに、英語、数学、地歴、公民のグループに分かれて M00C
教材を作成 してその効果 を調べた。7回 の授業で M00Cの 体験に加 えインス トラクショナ

ルデザインやガニエの 9事象等の教育工学の知識 を学習 しなが らM00C教 材 を作成 した。

学生は冬期休業中に教材 を学習 して、正月明けにグループが教材の説明 と改善を行つた。

M00C作 成の効果 を、授業後の M00Cに ついての レポー ト、教員の ICT活用指導力の学

習前後の比較、大学が実施 した授業 と学習のアンケー ト結果の分析 より明 らかにした。 レ

ポー トの分析 よ り、M00Cの 作成によつて教育工学を学んだ形跡は認 められたものの、ど

の程度学習 されていたかは明確 とはならなかった。ICT活 用指導力の変化は 2項 目であ り、

授業 と学習のアンケー トは他の科 目と比較 して 目立ったものはなかった。教育工学の学習

の成果を示すためには、作成 した M00Cに ついて教育工学の概念 をどこで利用 したかにつ

いて、作成者 自身が示す ことができるような M00Cの 振 り返 りをす ることがこれか らの課

題であった。
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1,実践の目的

本実践の目的は、「教育工学」の学習としてM00C
教材を作成することの効果を明らかにすることである。

そのために、教育工学の授業におけるM00C教材の

作成について記述する。さらに、M00Cについての

レポー トの分析と教員の ICT活用指導力の変化及び

大学の授業と学習のアンケー トによって、M00C作
成学習の評価を行った。

教職科日の「教育工学」は、教育の方法・技術に

位置づけられており、学生は知識を得るだけはなく、

アクティブラーニング (溝上、 2014)の方法を体

験しながら、様々な新 しい教育方法を獲得していく

必要がある。そのために多くのテキス トが提供され

てきた。例えば独学を支援する教材の設計 (鈴木、

2002)や授業設計のデザイン (稲垣&鈴木、2015)

やインス トラクショナルデザインの設計 (ガニエ他、

2007)やブレンド型 eラーニングのためにインス ト

ラクショナルデザイン (鄭ほか、2008: 鈴木、

2008)、 学習意欲のデザイン (ケ ラー、2010)な ど

様々なものがあった。

最 近 は 、 M00C(Mass市 e open Odine
Cowse)がインターネットやマスコミに取り上げ

られることで、大学生もより具体的な eラーニン

グを目にすることになつてきた。

初期のM00Cは学習内容を高等教育あるいは職

業教育として設定されていたために、初等中等学校

の教員免許を取得する学生にとつては、教育工学を

学ぶ手段としては、M00Cの 作成は直接には結び

つかなかった。

そこに初等中等学校の学習内容を学ぶカーン・ア

カデミー(2006)が出来た。これは日本語サイ トも運

営されており、算数や数学のサイ トが多いものの、

児童生徒にわからない部分教えることの理念から

はじまったサイ ト (サルマル・カーン、2013)であ

り、gacco l」 M00C、 2014)の ような、受講募集期

間が定められていることはなく、いつでも学べる形

式である。
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2,実践の方法

(1)学習者

学習者は東京都内の文系国立大学で、教職科 目

「教育工学」の履修学生 20名 で、学部の 2年生 8

名、3年生 6名 、4年生 2名、大学院修士課程 4名

であった。学部学生の専攻は社会学 11名 、法学 3

名、経済学 2名 、大学院は社会学研究科 3名 、言語

社会研究科 1名 であつた。

このうち 2名 は JM00Cの講座を受講したり、

courseraや カーン・アカデミーなどの教材利用者で

あった。取得希望免許科目は、地歴 10名 、英語 5

名、公民 3名 、数学 2名 であつた。地歴は人数が多

かったために、希望教科で世界史と日本史の 2グル

ープに分けた。

課題は、この世界史、日本史、英語、公民、数学

の教科ごとに M00Cを 作成することと、その

M00Cについてのレポー トとした。

(2)M00C作成

1)教室の設備

授業は大学の情報教育演習室で行つた.机上には

Windows7が インス トールされているデスク トツ

プPCがあり、MS‐0五ce2010はインストールされ

ている。また、ヘッドセットのマイクは必要に応じ

て貸し出した。動画編集のソフ トウエアはインス ト

ールされておらず、また授業者も教室に設定してあ

る PCへのソフトのインス トール権限を持たない。

そこで学習者が個人的に保持するPCで動画を編集

加工した。

2)授業内容

M00C作成までの授業の学習内容は表 1である。

第 1回の授業で、課題としてのM00C作成を示し

た。そして、大学の設備 との関係で、PoWe■・POint

での作成、あるいは動画は mp4で保存しておくこ

ととした。動画の編集ソフトについては紹介にとど

めた。さらに、作成するM00C教材ごとにグルー

プに分かれ、その中で最適な教育工学の定義をホー

ムページ (東北学院大学教育工学実習室、2007)か

ら選び出して、作成するM00Cに 当てはめて考え

た (表 1)。

第 2回の授業では、最初に M00Cの 例として、

gaccoを説明し、カーン・アカデミーの日本語サイ

トで、ひとつの教材を体験した。そして、M00C
の説明を各資料より行った (大学評価 。学位授与機

構、2013; サルマン・カーン 2013; 金成、2013;

重田、2013; 山内、2013)

またM00Cを支えるeラ ーニング(鈴木、2008)、

反転学習 (バーグマン &サ ムズ、2014)、 アクテ

ィブラーニングの定義や内容 (溝上、2014)を説明

した。

3回 日の授業では自分たちが M00Cの教材作成

に使 うためのデザインとしてガニエの9事象 (鈴木、

2002)、 IDIInstructional Design:ガ ニエ他、2007)、

ARCSはtteniOn,   Relevance,   Conidence,

Satisfactioniケ ラー、2010)を説明した。

第 4回では評価として、M00C自 体の評価及び

M00Cで の学習の評価も考えさせた。5回 目の授

業は大学内での作成のデザインの打ち合わせと分

担とした。年内に M00Cを 完成させて、大学の

Ш Isと して導入された manaba上 にあげ、年始の

体みにそのM00Cを学習して評価をコメントに記

載させた。6回 目の授業では、M00C作 成グルー

プが、自分たちの作成したM00Cについて寄せら

れたコメントを踏まえて説明した。

2    新しい教育工学の流れ :M00C、 eラ ーニング、

反転授業、アクテイブラーニング、

3    ガニエの 9事象、ID、 ARCS
4    評価 :真正の評価、ポー トフォリオ、ルーブリッ

ク

5    M00C作 成

冬期休業中の作成

作成したM00C学習とコメント

6    M00C作 成グループの発表とコメントヘの回答

シーの授業とした。

4)M00C作 品

学習者が作成したM00Cは 、世界史ではローマ

帝国拡大、日本史では明治近代化、公民では大統領

選挙、英語は前置詞、数学は累乗の5種類であつた。

このうち前置詞は自分たちが配役して撮影 した動

画にPowerPointの 学習課題を組み合わせたもので

あり、他のグループはすべて PoWerPointの みであ

った。

3.実 践結果と分析

20名 の受講生が作成したM00Cについての自分

の作品あるいは他のグループの作品についてのレ

ポー ト、作成の前後で回答した教員の ICT活用指導

力の変化 (文部科学省、2007)、 大学が実施した授
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業アンケー トを分析 した。

(1)M00C作 品のレポー ト

学習者 20名 の自分の M00C作 品について、他

の作品の学習も含めて記載 したレポー トを分析 し

た。

学習した教育工学の内容に関する記載は、俎 CS
モデルの Attention(興 味関心)について記載したも

のが 5名であつた。例えば「M00Cの ように対面

式でない授業はやはり見ている生徒を退屈にさせ

ないようにすることが大切であると思いました」と

いう意見のように、M00C教 材独特のものとして

考えるものが多かった。しかし、それ以外の学習内

容については教育工学の専門的な用語を用いて記

載したものはなかった。

対面授業と比較したM00Cに ついての記載が特

徴としてあげられた。M00Cに 賛成が 9名 、反対

が 4名 、条件付賛成が 4名 であつた。否定的な意見

では、例えば、「授業の最初に使 うことをM00C教
材の位置づけとしているグループが多かったが、実

際にそ ういうことはできるのかなと疑間を持ちま

した。また教育実習に行つた経験から考えると、教

師は年間を通した授業をしているので、M00Cを
どのようにその授業に位置づけるのかを考えるの

は大変で、本気でやるならば、1年間分作らなくて

はいけないように思います」という意見などである。

賛成の意見では、「この教材を生徒が家で予習と

して見てきて、関心度が高まつた状態で授業に出て、

さらに深い知識を先生がレクチャーしたり、生徒同

士が質問して学び合いを深めるといつたこともで

きる」というものがあつた。

また、動画作成のソフ トウェアや PowerPOintで

の動画作成に不慣れなどの技術的なスキル不足を

実感した者が 5名 であった。例えば、「生徒が満足

するような物を作るためには、技術的な面でも内容

的な面でもかなり高度な能力を必要とするのだと

感じた。また、私はこのようなデジタルな媒体での

学習を特に苦手とする性質の人間であるため、あま

り集中して取り組むことができなかった。この個人

の性質に左右されるという点は、どのような教育形

態においてもついてまわる問題であり、試行錯誤が

必要だと思う」という意見である。

(2)教員のICT活用指導力の変化

学習者 20名 のうち、12名 が学習前後に文部科学

省 (2007)の教員の ICT活用指導力のチェックリ

ス ト (中学校・高等学校版)に回答した。このリス

トは 5種類の指導沓力を 18項 目の 4段階尺度段階

の尺度で浪1定するものである。

表2 教員のICT活用指導力

A:教材研究 。指導の準備・評価などにICTを活用する能力

B:授業中にICTを活用して指導する能力

C:児童のICT活用を指導する能力

D“情報モラルなどを指導する能力
で 菊卜疎 lr TρTわ 妊 田 十 ス 台旨カ

ABCDは各 4項 目、Eは 2項 目で測定する。4点尺度は、4わ りに

できる、3ややできる、2あまりできない、1ほ とんどできない。

このチェックリス トで事前事後の変化が有意で

あったのは、「D‐ 1児童が発信する情報や情報社会

での行動に責任を持ち、相手のことを考えた情報の

や りとりができるように指導する」で、平均値

275“2062)か ら308“DO.51)に増力日した (両側

検定 Kll)=2.35,メ .05)。 有意傾向は「 B‐ 1学習に

対する児童の興味 。関心を高めるために、コンピュ

ータや提示装置などを活用して資料などを効果的

に提示する」が、平均値 3.00“DO.60)か ら3.33“D
049)に増加した (両側検定 ズ11)=1.77,メ.10)であ

った。

(3)授業と学習に関するアンケー ト

授業と学習に関するアンケー トは、大学の全授業で

実施 している。表 3の 10項 目について、5点尺度

(5.強 くそ う思 うから、1.ま つたくそ う思わない

まで)で没1定する。20名 の受講生の うちアンケー

トに回答 した 13名の学生の回答結果を大学が集計

したものである。全体の平均値はグラフだけで公表

されているが、「3.授業外学習の平均時間」の 1.9の

数値は、この授業だけが低いのではなく、大学での

授業科 目の平均値 とほぼ同じ数値である。

表3 授業と学習に関するアンケートの平均値

1授業の学習に意欲的に取り組んだか  3.9
2.授業への出席率

3授業外学習の平均時間

4.6

19
4ね らいや学習目標を理解できたか   37
5成績評価の方法と基準は理解できたか  38
6説明の仕方はわかりやすかつたか

7教員の態度

8授業の内容は理解できたか

9到達目標の内容が身についたか

10を識の音義             42
N=13(回 答者)。 回答はQ2と Q3を除いて5点尺度 (5強 くそう思

う、4そ う思う、3どちらともいえない、2そ う思わない、1ま った

くそう思わない)。 Q2:5ほぼ毎回出席、48割程度、36害1程度、

24割程度、12割以下、Q3: 53時間以上、42時間程度、3.1

時間程度、230分程度、1ほ とんど行わなかった

4.考察

(1)M00C作 品のレポー ト

教育工学の様々な学習した概念を直接引用して

記載したものは、生徒の興味 。関心という一般的な

言葉であった。したがつて、ここからM00C作成

37
38
4.0

3.6
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によつて教育工学の概念を学習 したことを直接に

明らかにすることはできなかつた。しかし対面授業

とM00C教材を比較した記載からは、M00C教材

が使われる事象 としてのガニエの理論を考えてい

ることも想定された。さらにM00C教材に賛成意

見からは、反転授業の概念も獲得していることが伺

えた。

(2)教員のICT活用指導力の変化

18項 目中、2項 目が有意あるいは有意傾向であつ

た。これは、質問項目自体が対面式授業を前提にし

た現職教員対象であるために、今回の実践で作成し

た非対面的教育のためのM00Cの影響が明らかに

ならなかつたと想定された。

(3)授業と学習に関するアンケー ト

10項 目中、本実践がほかの授業に比べて評価が

大きく異なるものはなかつた。さらに、冬休み中に

M00C作成の作業及び作成されたM00Cの学習

が行われたにも関わらず、「3.授業外学習の平均時

間」は 1.9で 30分程度である。しかし、M00Cの
自分の分担部分を 30分で完成させることは不可能

である。これは、M00C作成時間とは別に、毎回

の授業の予習復習に費やした時間であると解釈す

ることが妥当であろう。

(4)M00C作 成の授業への効果

レポー トの分析より、M00Cの 作成によつて教

育工学を学んだ形跡は認められたものの、どの程度

学習されていたかは明確とはならなかつた。さらに

外部評価としての ICT活用指導力の変化はわずか

であり、授業と学習のアンケー トでも他の科日と比

較して目立ったものはなかつた。

したがつて、M00Cの 作成の効果については明

確に示す ものは少 なかつた。 そ こで作成 した

M00Cに ついて利用した教育工学を作成者自身が

示すことができるようにM00Cの振 り返 りが必要

であると思われた。
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