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1. 　はじめに
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司書課程科目における LMS を活用した
ブレンディッド型授業の実践

――Moodle によるコース構築と今後の課題――

平成 21 年４月１日の時点で司書講習相当科目の単位認定大学数は 237 大学（短期大学（部）

81 を含む）となっている（文部科学省 , 2009）。しかし、司書課程としての e ラーニング化に

ついて十分な実践、検証はなされていない。本論では、司書課程科目６科目及び司書教諭課程

1 科目における、LMS（Learning Management System: 学習管理システム）の 1 つである

Moodle１を用いたブレンディッド型授業の実践について述べる。その上で５年間の実践から

LMS 活用の効果と今後の課題について検討した。

e ラーニングは WBT（Web-Based Learning）を活用した学習として、時間的空間的同期を

問わない学習が可能であること、デジタル化された画像や動画など多様な教材が活用でき、最

新の情報を盛り込めること、学習履歴の保存や双方向性があり個別学習に適していることが特

性とされる。その活用方法は様々で、ほとんど通学を必要とせず単位取得を認めるものや、対

面授業と e ラーニングを組み合わせているもの、対面授業の中の一部で補助的に e ラーニング

を活用している場合などがある（小川 , 2008, pp.61-62）。e ラーニングでは、Web 環境さえあ

れば自学自習が可能ではあるが、強制力がないことや孤独な状況での学習では学習意欲を継続

させることが難しいことから、対面授業との組み合わせである「ブレンディング」による活用

が効果的だ２とされている（林 , 姫野 , 上田 & 成田 , 2006, p. 53）。

e ラーニングシステムとしての LMS には学習支援機能、コミュニケーション機能、システ

ム管理等が備えられている。これらを総合的に活用することで教材管理、小テストやアンケー

トの実施、課題提出、テストや課題の採点と指導、成績管理、更に学生への連絡、FAQ、掲

示板でのコミュニケーションが行え、個別の学習進捗状況等を把握した学習指導が可能となる。

林 , 姫野 , 上田 & 成田（2006, p.52) によれば、e ラーニングという個別学習においては、教員

への質問が容易に行えたり、学生間の討論ができるなどのコミュニケーション機能が必須条件
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となっているとしている３。

2. 　先行研究

大学における e ラーニングは初年次教育や入学前教育での導入など、多くの事例報告が行わ

れている。それらの中には教材配布や小テストのみを実施した事例や遠隔講義を中心としたも

のも多く含まれる。また LMS においてアクセスログと成績との関連から学習効果を分析した

報告なども見られる４。一方、司書養成課程における e ラーニングに関する先行研究として、

米国の遠隔教育の導入例を調査したものや司書課程及び現職者の研修での遠隔教育（電子会議

システムを利用したものなど）の報告があるものの５、国内の司書課程での LMS 導入例や実

践例がまとめられているものは見られない。国内の司書課程科目では WBT（Web Based 

Training）や VOD(Video On Demand) といった、講義映像の録画教材などで自学自習できる

遠隔教育について述べたものとして、以下のような報告がある。

まず、瀬戸口 , 中島 & 小田（2008）は英米での図書館情報学教育における遠隔教育を踏まえ、

「資料組織演習」で行った対面形式と e ラーニング形式での 2 回の授業について、学生アンケー

トを元に学習効果を比較検討している。この報告では対面形式と e ラーニング形式とで理解度

に顕著な差は見られず、学生のほとんどが e ラーニング形式よりも対面形式の授業がわかりや

すいという結果であったとしている。この結果によって動画を用いるなどのコンテンツの充実、

e ラーニングのための専門的職員の配置の必要性があるとしている。

市川（2009）は、「情報機器論」の 7 回の授業の内 5 回を WBT による非同期学習、2 回を

対面学習による同期学習で行い、26 人の受講者アンケートを分析している。5 回の非同期学習

は講師映像などの動画のストリーミング画面と、PowerPoint（以下 ppt）で作成した静止画を

表示し、学生は教室外で PC を通してそれらの教材を見て学習するというものである。この教

材は学生が各自の「PC にダウンロードしても動作するため、学習の時間的・空間的な自由度」

が高くなるとしている（市川 , 2009, p.58）。また、アンケートでは「学習に役立つ」「気楽に学

習できる」という評価が高かったものの、学習意欲を高め、維持する工夫の必要性を指摘して

いる（市川 , 2009, pp.58-59）。

宮原（2011）は明治大学が司書・司書教諭課程および司書講習で実施しているｅラーニング

を活用した「メディア授業」について、その学習効果と支援体制について検証している。明治

大学では 2007 年度から上記課程の 10 － 12 科目において、VOD によるｅラーニングを実施し

ている。また、司書課程科目の「児童サービス論」と司書教諭課程の「学校経営と学校図書館」

は対面式とのブレンディッド形式を取っており、全学対象となった 2008 年度以降は 200 名以
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上の学生がメディア授業により履修しているとしている（宮原 , 2011, pp.22-23）。明治大学で

はこうしたｅラーニングのために、学生へのワンストップサービスの提供者をはじめ、リエゾ

ンやチューター、メンタといった支援組織体制を構築し学生と担当教員のサポートを行ってい

る（宮原 , 2011, p. 23）。その結果、「対面授業と同等以上の学習・教育効果があがっている」（宮

原 , 2011, p. 26）としている。

しかし、これらはいずれも LMS を使用しているものではない。次章では、筆者が行ってい

る LMS を使用したブレンディッド型授業について紹介する。

3.　司書課程科目における LMS の導入

3-1　科目の概要

まず、筆者が LMS を使用している司書課程科目は、「図書館サービス論」「情報サービス概説」

「図書館経営論」の講義科目、「情報検索演習」「レファレンスサービス演習」「資料組織演習：

分類」の演習科目、司書教諭課程の「学校図書館メディアの構成」である。各科目とも 2007

年度から 2008 年度は WebCT を用いていたが、今回取り上げるのは、2009 年度から導入して

いる Moodle でのコース運営である。

これらはすべて非常勤先の大学 3 箇所で実施しているが、Moodle サーバーは本務校である

大阪女学院大学のものを使用している。各大学で PC 環境は異なるがインターネット環境は整

備されており、いずれの大学でも Moodle を用いてブレンディッド型授業が展開できている。

なお、いずれも OS は Windows でブラウザは IE が基本的な設定になっている。T 大学は講義

室で毎回授業前に各自が大学のノート PC を借りだしてくる必要があるが、他の 2 大学は PC

ルームを使用している。各科目とも 2 回生以上が受講対象で、各科目の受講者数、Moodle の

活用内容の概要は表 1 のとおりである。ただし、受講者数は最終アンケートの解答者数である

表 1　科目の概要及び受講者数
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（2009 年度の「資料組織法演習」は担当していない）。すべてのコースで教材配布と課題提出、

web による小テストを実施し、成績管理を行っている。また、フォーラムは掲示板的なもので、

多く活用している科目にのみ記載した。課題は演習科目ではほぼ毎週提出であるが、講義科目

では数回程度としている。講義内容を確認するための web での小テストはすべての科目で毎

週行っている。

3-2　Moodle の主な機能

Moodle の主な機能について簡単に述べると、Moodle には大きく分けて（１）管理者機能と

（２）コース管理者機能、（３）ユーザー機能の３つの機能がある。（１）の管理者機能は「サ

イトの設定」、「ユーザー管理」、「コース管理」などである。「サイトの設定」は組織的に管理

され、サイトの画面構成やセキュリティの設定、サイト内で利用できるテストやコミュニケー

ションツールなどの各モジュー

ルの管理など多様な機能が用意

されている。「ユーザー管理」

はユーザーの追加や編集、削除、

ユーザーの認証方法などの設定

を行う機能である。またユー

ザーは Moodle の機能を使う

ユーザーであり、コース作成が

可能なユーザー、コースやユー

ザー設定はできないが、作成さ

れたコース内のユーザー管理や

コース運営ができる教員、学生

ユーザーなど、それぞれに利用

できる機能を限定することがで

きる。「コース管理」は、各コー

スの追加、削除などの管理・設

定を行うものである。（２）の

コース管理者機能は、作成され

たコース内の管理に特化して学

生の登録、コース内の活動や成

績管理など詳細な設定ができ

図 1　プロファイル画面

図 2　コース例
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る。（３）のユーザー機能は学生ユーザーが利用できる機能で、コース内の変更はできない。

学生ユーザーが変更できるものとして、プロファイル編集があり、自身の写真を載せたり、自

己紹介文が掲載できる（林 , 姫野 , 上田 & 成田 , 2006, pp. 54-56）。

なお、プロファイルのメールアドレスは必須項目であり、教員やコース参加者が投稿した

フォーラムが各自のメールに転送されたり、各自のプロファイル画面の「メッセージ」（図１

下部）をクリックすれば、各自のメールアドレスにメッセージが転送されるようになっている。

コース受講者への連絡、学生から教員への質問・連絡、学生同士のコミュニケーション形成を

図ることができる。次節では、司書課程科目での実際の Moodle 活用について紹介する。

3-3　コース構築

筆者が行っているのはコース管理者の部分で、教材配布、課題設定と採点、小テストの作成、

フォーラムの設定、成績管理などである。司書課程の授業はすべて本務校以外での使用である

ため、Moodle サーバーに各科目のコースを設けてもらうがそれ以降の運営は自身で行う。

3-3-1　ユーザー登録

まず、ユーザー登録は Moodle の自分でアカウントを作成することができる機能を用いて、

第 1 週目の授業で各自でアカウント、パスワードを設定し、受講コースにログインするように

している。ユーザー登録には Moodle 側からの登録情報を取得する必要があるため、原則とし

て各大学のメールアドレスを登録するように指導している。また、ユーザー登録後は各コース

に入るためのアカウントを配布し、そのアカウントが入力されたユーザーのみが各コースに入

ることができるようにしている。この各コースへの登録期間を限定することもできる。

3-3-2　教材配布

コースの設定や評価方法の設定、教材や課題の配布、テストの問題作成などは可能な限り学

期開始までに半期 15 週分を載せるようにしている。教材は各週 ppt を作成している。また資

料として word やエクセル、ＰＤＦ、画像や動画なども載せることができ、多様な教材が活用

できるようになっている。作成したファイルはリソースフォルダにアップロードされる。アッ

プロードしたファイルは、学生に提示する場所、提示の可否、別 Window で開くかどうか、

表示サイズなどが設定できる。また、外部の Web ページをリンクさせて表示することもでき

るので、講義内容に関連する情報源へのリンクを張る場合もある。学生はこれらのファイルを

随時コースから開くこともできるし、各自の記録媒体に保存することもできる。

担当科目の内、「図書館サービス論」「情報サービス概論」「図書館経営論」（2011 年度は使

用せず）「レファレンスサービス演習」については市販のテキストも使用している。e ラーニ

ングにしながらテキストを使用しているのは、各科目が扱う範囲の広さから、講義時間内で学
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生全体が理解できるほど丁寧な説明をする時間が確保できないことがある。また、市販テキス

トは司書として働く場合に基本的に知っておくべきことが書かれているものでもあり、講義を

振り返るだけでなく図書館に関する統一的、基礎的な知識を得る上で役立つと考えている。た

だ、市販テキストでは専門的な用語も多く、学生には理解しがたい部分もある。また、テキス

トだけでは不足している情報もあり６、Web 教材はそれらを教示、解説するための補助的な役

割を担っている。

テキストを使用する場合は、スケジュールは概ねテキストに沿った形にし、テキストの情報

より新しい情報を示す場合や、できるだけ具体的な図書館サービスの事例を紹介したいとき、

有効な Web 情報源の提示などに、web 上の情報へのリンクを貼っておくというものが多い。

学生は各自ダウンロードしたpptファイルからリンク先に飛び、必要な情報を確認できる。コー

ス上に資料や情報源があることで、欠席したときや授業時間内で聞き逃した事柄などを教材や

テキストで自身で確認し、読み、学ぶことができる。

新しい情報を随時盛り込める点は Web 教材の強みであり、多くの事例を示すことでより理

解を深めることができる。また、教材を教卓でプロジェクター表示するだけでなく、学生が各

自手元の ppt からリンク先に飛び、手元で情報を見られ、操作できる点は紙媒体のテキストよ

り、web 世代の学生には親和性が高いと考えられる。ただし、こうしたリンク先は変更され

ることも多く、授業直前のチェックが必要である。

3-3-3．諸活動の設定

図３に示すようにコース内では様々な活動を設定することができる。ここでは主に使用して

いる活動について紹介する。なお、図３はコースの編集ができる画面である。目のアイコンを

開いたり閉じたりすることでファイルや諸活動の表示・非表示が設定できる他、ファイルや活

動の追加・削除、表示位置の移動、コンテンツ名の編集などが随時行える。

3-3-3-1．フォーラム

フォーラムは一般的な掲示板と言えるものだが、各コースには教員から連絡をするための

「ニュースフォーラム」と学生からの質問を受け付ける「コミュニケーション・フォーラム」

がある。これは Moodle 管理者によってすべてのコースに設定されている。「ニュースフォー

ラム」に教員が連絡を投稿したり、「コミュニケーション・フォーラム」に学生が投稿した質

問や、教員からの解答はコース参加者のメールに転送される。また、コース管理者が独自に必

要に応じて情報共有や学生の意見交換の場としてフォーラムを設定することができる。更に、

フォーラムの投稿を評価に含める場合は、各投稿に対し評点を付けることも可能である。

「レファレンスサービス演習」「情報検索演習」では各週にノートフォーラムを設定し、各自

が教員の講義内容をフォーラムに記録し、出席者全員が互いにその日の講義ノートを公開する
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ようにしている。板書を紙のノートに書き写す作業はキーボードを叩いてデジタルノートを記

録する作業となっている。この 2 科目では小テストと課題にノートの記録が重要になり、良く

整理されたノートと ppt の項目を写しただけのノートなど様々な学生の学習態度が見えてく

る。つまり、ノートのできは出席回数と共に授業の参加度として成績に反映されるものとなっ

ている。またこの 2 科目では各課題の解答例を採点後にフォーラムに載せることもしている。

「図書館経営論」や「学校図書館メディアの構成」ではフォーラムで、特定テーマの意見を

出し合い、互いに参加者の考えやアイディアを知ることができるようにした。図 4 は「図書館

経営論」のコースで、イベントを企画しそのためのプレゼンテーション用の ppt ファイルを投

稿させたものである。フォーラムにはこのようにファイルを提出させることもできる。さらに

投稿内容に評点を付け、コメントを付けることで教員の評価の視点が全体に理解される。また

学生同士も各コメントに返信し、感想を述べ合うこともできるので、他者の反応が見られたり、

他の人のアイディアやコメントを見て刺激を受ける効果もある。

3-3-3-2．課題の設定と提出・評価

課題は Moodle の「活動の追加」から行う。主に Word 等のファイルによって提出するため、

学生が作成したファイルが提出できるよう「ファイルの高度なアップロード」で設定する（図

３参照）。課題の提出の設定はファイルのアップロード回数、学生がアップロードしたファイ

ルの削除の可否、評点、提出期限などが設定できる。評価点は課題以外のフォーラム、小テス

ト共にマイナス 100 点から 100 点まで 1 点ごとにそれぞれに設定ができる。提出期限は年月日

と 23 時 55 分までの 5 分間隔で提出時間が設定でき、締切後の提出の可否も選択可能である。

更に、必要に応じて学生の課題が提出されたことを自動的に教員にメール送信する設定もでき

図３　活動の追加
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るようになっている。課題の設定画面

のコメント欄では教員からの注意事項、

課題ファイルをリンク先からダウン

ロードする設定などを行う（図５参照）。

教員が指定したフォーマットに解答

を記述するといった場合は、学生は各

自指定された課題ファイルをダウン

ロードした上で、解答を記述したファ

イルを Moodle 上にアップロードして提

出する。教員は提出された課題の評価

点を付け何らかのコメントも付ける（図

６参照）。更に必要に応じて提出された

ファイルに直接コメントを付けて、評

価済みファイルをアップロードするこ

ともある。

3-3-3-3．小テスト

次に、毎週の授業内容の理解度を確

認するための小テストを毎週設定して

いる。1 回のテストには数問程度の設問

を設けている。小テストの設問は、多

岐選択から穴埋め、記述問題など多く

の設定ができる。また小テストも表示

期間、解答期間を分単位まで設定がで

き、評点、受験回数、誤答へのペナル

ティ、時間制限の設定、得点や解答の

表示・非表示、出題方法、フィードバッ

ク等多様な設定が可能である。

すべての科目で毎週講義内容を中心

に問題を設定し、特に強調しておきた

いこと、理解してもらいたいことを小

テストとして出題している。またテキ

ストを使用している科目については、

図 4　フォーラム例

図 5　課題の設定画面

図 6　課題の評価例
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テキストを読まないとできない問題も多く含めている。小テストは授業時間内で解答できるよ

うに余裕を持つようにしているが、時間が足りないときは翌週の授業までに解答するようにテ

スト期間を設定する場合もある。小テストの結果が最終成績に反映されるため、学生が嫌でも

テキストや ppt 教材を確認し直したり、資料を読まなければならない状況を作っていると言え

る。このような講義を聴かなければできない小テストによって欠席や遅刻を抑える効果もある。

評価の効率化を図る場合は、選択問題を多く設定し解答を設定しておけば自動採点が可能で

ある。多岐選択の選択肢は 2 つ以上いくつでも設定可能で、複数選択、選択肢をシャッフルし

て表示するなどの設定もできる。逆に、記述問題などは教員が内容を確認し評点を付けるため、

若干の手間が掛かる。また、自動採点の場合も各解答のフィードバックに正解の解答や、注意

して欲しい事柄などを事前に入力しておくことで、テストを通して復習や確認が促される効果

がある。

記述式でない解答には即時に得点が表示されるため、満点を取ろうと必死になる学生の姿が

見られる。すぐに正解がわかり、個々の間違いに気付くことができる点で機械的にではあるに

しろフィードバックがあることが学生のやる気につながるようである。このようなテスト形式

には、ゲーム感覚で楽しめる要素もあるのかも知れない。

テスト問題は各週毎に作成するが、一度作成したテストは週を変更することも可能である。

Moodle のファイル形式で設問データをエキスポートし、他の科目にインポートして共有する

なども容易である。また、学生のアンケート結果などはエクセルデータでダウンロードできる

ため、結果の配布やグラフ化も行える。

3-4. 学習活動の評価

前節では主な活動の設定について述べた。ここではＬＭＳを使用する利点である学生の学習

活動の把握、評価の設定について述べる。Moodle では個々の学生がいつコースにアクセスし、

どのコンテンツを利用したかや小テストの正答率などが随時把握できる。このことは学生への

指導だけでなく、テストの正答率によって講義内容の見直しができるなど、科目毎の学習テー

マや授業内容に応じた評価・点検が随時行えることでもある。

3-4-1．テスト結果の分析

まず小テストのアイテム分析では、各設問毎の正答率、学生の解答した割合、標準偏差等が

表示される（図7）。また、各テスト毎に受験後の得点率がグラフの形で表示されるようにもなっ

ている（図８）。図 8 は 1 つのテストでの得点の分布が分かる。こうしたデータを細かく分析

すれば、各コース毎にテストの難易度を考えた設問作成をしたり、講義内容の見直しに役立て

ることができる。
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3-4-2. 学習履歴の把握

また、学生の学習活動につ

いては、週毎の表示（図９）

と共にすべてのログが一覧で

きるようになっている（図

10）。どのような時間帯に、

何処から、コースに入りどん

なコンテンツにアクセスし活

動したのかが記録されてい

る。図９は各週毎に学生が教材にアクセスした日時、テスト解答、課題提出、フォーラム投稿

などが結果と共に表示されている。他にも「レポート」機能では、各活動毎のアクセス記録等

を取ることもできる。

更に、図 10 では各学生のコースへのログが記録されており、レコード件数は各活動や教材

にアクセスした回数である。一覧では、コースにログインした際の IP アドレスと日時、何を

したのかが記録されている。

学生が授業外でどの程度コー

スにアクセスし、学習してい

るかが記録されているもの

で、個人差が見られるデータ

でもある。図 10 の IP アドレ

スは大学外からのアクセスが

あることを示している。また

曜日や日時が記され、講義外

図 7　小テストの正答率などのリスト

　図 8　受験結果の得点の分布

図９　各週毎の学生の活動詳細



― 78 ― 司書課程科目におけるLMSを活用したブレンディッド型授業の実践―Moodleによるコース構築と今後の課題

での課題の取り組みをはじめとした何らかの学習活動が行われていることが分かる。このよう

な学習データが蓄積されることが LMS の特性であり、こうした学習記録を分析することで、

学生の指導に役立てることが可能となっている。

3-4-3. 評価の設定

最終成績の設定は「評定」で行う。図 11 の評定のシンプルビューで評価項目に加えるもの、

加えないものを各活動毎に決定する。さらに各活動の重み付けによって、課題を 30％、通常

の確認テストを 20％、フォーラム 10％、期末テスト 40％というように全体で 100％となるよ

う配点の設定を行う。この設定をすると学生の諸活動に評価点を付ければ自動的に最終成績が

計算される。また、出席点などは項目を作れば、手動で評価点を入力し、成績に反映させるこ

ともできる。最終成績のデータは各活動毎の評価点と共にエクセルのファイル形式でダウン

ロードができる。成績や各評価点の学生への公開も目のアイコンを閉じたり開いたりすること

で随意に設定することができる。細かな成績管理が可能で、LMS の 1 つの利点と言える。

この章では、Moodle でのコース設定の具体例を示し、筆者が主に使用している機能につい

て解説した。次章では、Moodle を使用した経験から、LMS によるコース運営の課題について

触れておきたい。

4.　LMS によるコース運営の課題

4-1　授業形態の変化

前章で見たように LMS を使用したブレンディッド型の授業では、学生の学習形態、教員側

図 10　学生のコースへのすべてのログの記録例
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の講義形態に変化をもたらす。学生は Moodle に配布した ppt や PDF ファイルなどの資料を

手元の PC で操作し、見ながら講義を聴く。プロジェクターに提示されているものを見ること

もあるが、フォーラムをノート代わりにする場合などは、学生達は必死でキーボードを叩く。

紙による課題のやり取りは無く、すべて Word 等のファイルを直接 Moodle 内に提出しコメン

トや採点も Moodle 上である。教員側も板書をすることはほとんど無く、パソコンに向かって

の授業準備や課題へのコメント、評価を行う。むろん、紙媒体でしか補えない資料や情報のプ

リント配布も行うが、その割合は極めて少ない。

VOD 等を用いた遠隔教育と異なり、対面授業の中で LMS を用いるブレンディッド型の授

業は教員が通常の授業を行うため、その場で分からないことを確認することもできれば、友だ

ち同士で相談しながら課題に取り組むこともできる。時間外では、メールやフォーラムで質問

することもできる。学生はコースに入れば、いつでもどこでも講義内容を振り返り、自身の活

動の結果を確認し、復習をすることが可能である。コース全体のコンテンツを早く提示するこ

とで予習も可能となっている。また自身が課題や小テストを受けた、投稿したフォーラムなど

の活動履歴も見ることができ、学習進捗状況を自己管理することができる。

LMS を使用する場合、最初にコースを作ることは相応の労力を必要とするが、一度構築で

きれば修正や教材の改訂は必要としても旧版のまま使えるものもある。また成績管理の効率化

はある程度図ることができる。こうした点は学生の学習支援も含め、e ラーニングに組織的に

取り組むことができれば改善できる可能性があるだろう。

図 10　学生のコースへのすべてのログの記録例
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4-2　eラーニング実践の課題

ここでは、e ラーニングを実施する上での課題について述べる。これは上述のように e ラー

ニングのための支援組織がない非常勤先での実施によって起こる問題とも言える。まず、各大

学での PC 環境の違いやネットワークのトラブルから、コースにアクセスできないといったこ

とが起こることを想定しておく必要がある。

また、現在はいずれの大学も学生達は大学のメールアドレスを配布されている。しかし、そ

のメールを使う習慣がない、あるいは使い方の指導が十分に行われていないことが多い。その

ため、Moodle コースへのユーザー登録時に、自分の大学のメールアドレスが分からない、あ

るいはメールの見方がわからないという学生が少なからず存在し、初回授業にかなりの時間を

取られることがある。また、インターネットや Word やエクセル、ppt が自宅で使えないといっ

た学生も若干存在し、そうした学生にとっては大学でしか課題やテストができず、負担感が高

まるようである。このような PC, ネットワーク環境の違いを配慮した対応が求められることも

ある。

もう 1 点は、本務校のサーバーを借りたコース運営であり、学生達は学期内のコース利用に

限定されていることである。学生達は学期が終了すれば、過去に受講したコースへのアクセス

はできなくなる。そのため、必要があれば教材類は各自が記録媒体に保存することを推奨して

いる。

また、講義外での評価をできるだけ早めに行い、コメントのフィードバックを一言でも付け

ることが、学生には励みになるようである。教員からの情意面も含めた個別の対応や積極的な

学習への関与が、LMS での学習を支える上で重要であることは中島（2010, pp.12-13）が指摘

するとおりである。更に、中川（2005, p.147）が指摘するように LMS 導入によって省力化を

図ることはあまりできない。むしろ、学生の学習意欲を高めるためには、コンテンツの充実と

丁寧な説明や個別指導が不可欠となる。

4-3　学生からの評価

では、学生はこのようなブレンディッド型授業をどう見ているのであろうか。本論では詳細

な分析を行わないが、3 年間７科目の 488 件の終了アンケート（2009 年情報検索演習を除く）

のデータがある。終了アンケートでは授業の負担感の有無、その理由、授業に興味が持てたか

どうか、授業が今後役立つと思うか、情報検索ではスキルが向上したかどうかと全体的な感想

を質問している。負担感の理由と感想は記述式であり、両方のコメントをプラスした件数は

885 件であった。Khcoder７でこれらのアンケートから抽出したパソコン（PC、コンピュータ

を含む）という言葉は 232 件であった。そのデータからブレンディッド型授業に関わるコメン
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トの主なものを上げてみる。なお、演習科目での負担感は課題が多いことであり、それ以外に

演習、講義科目での大きな差異は見られない。

パソコンを使った授業に対しての不満については、自宅にパソコン、インターネット環境が

ないことの不便さを上げたものが５件、パソコンが苦手なために辛かったといったコメントが

3 件、スライドを見ながら授業を受けるのが大変だった、目が疲れたといったものが各 1 件見

られた。また、講義科目では PC 操作ができる環境ではインターネットで遊んでしまうという

指摘も 3 件ほどあった。

小テストについてのコメントは 117 件あり、その内復習になり役立つというコメントは 29

件見られた。テストや課題が自宅からも出来たことが良かったというものも 10 件ほど見られ

た。小テストがあることで理解度が分かって良い、わかりやすかった、楽しかったといった前

向きな意見も9件見られた。小テストは学生自体が復習になるという効果を感じていると共に、

授業を聴かないといけない、あるいはテキストを読まないといけないという動機付けにもなっ

ているようであった。復習や家で勉強したといったコメントは、全体で 53 件であった。

また教材であるパワーポイントに関するコメントは 59 件あり、概ね分かりやすい、すぐに

リンク先に飛べて便利である、復習に役立った、見やすいといった意見であった。web に公

開されている情報へのリンクもすぐに見られることが便利で良いといった評価であった。パソ

コンが苦手な学生、何らかのトラブル時など、きめ細かな対応には授業への TA の配置などが

できる環境があれば改善ができる点もある。また飽きさせない授業の工夫が必要な面があるこ

とがわかった。小テストや課題は難易度も含め、達成感が感じられることも大切かも知れない。

更に、グループ学習機能の利用やフォーラムなどを使ったコミュニケーションの活性化も今後

充実させたい点である。しかし、全体として PC を使った授業に対しての不満はかなり少ない

といえる。

5.　まとめ

本稿では Moodle を用いた司書課程科目のブレンディッド型授業について、コース運営を中

心に実践例を紹介した。今回は LMS を用いた授業に対する学生の評価をアンケートの記述項

目から分析したが、詳細な分析はできなかった。今後このアンケートを元に選択肢を用いたア

ンケートに改良することで、学習への取り組みを具体的に調査してみたい。また、学習効果に

ついてはコンテンツへのアクセス回数と成績との関連を調べるなど多面的な分析も今後の課題

である。しかし、このようなブレンディッド型授業が学生の学習意欲を高めたり、個別の学習

指導に有効であることは想定できた。また、LMS による個別学習、振り返りという特性を活
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かした学習習慣を作ることにも役立つはずである。

LMS を司書過程に導入する意義は、専門的な用語をはじめとした図書館学における基礎的

な知識、各科目で共通する図書館の理念や司書職の役割の内面化を推進できることが考えられ

る。そこでは、各大学が求める司書像・図書館像を到達目標として明確に示し、司書課程科目

全体を統合的に関連させることが可能になるといえよう。

注

１　Moodle(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) は無償で提供される LMS でカ

スタマイズも比較的容易に行え、世界的に多くの利用者がいる。小規模なコースで使用しやすく

LMS ではなく、コース管理システム (Course Management System：CMS) として位置づけている

ことが多い。本論では複数の科目間連携を意識し LMS としている。また、本務校の大阪女学院

大学では Moodle によるコース管理とポートフォリオ、学内メール、出席管理、シラバスなどを

シングルサインオンで統合しており、Moodle は LMS として位置づけている。

２　2007 年の「学習者等の視点に立った適切な e-Learning の在り方に関する調査研究」報告書（長岡

技術 & メディア教育 , 2007, p.112）では、「e-Learning による授業を提供している内の 8 割以上が

ブレンド型の授業を行っている」としている。また、同報告ではブレンド型の e ラーニングは対

面授業に＋αの授業が行われることで、授業の質が高まる可能性が高く、多くの大学でその実績

が認められているとしている（長岡技術 & メディア教育 , 2007, p.154）。

３　Moodle では、コースにその時点でログインしている「オンラインユーザー」が表示されるように

なっており、同じように学習している人がいることがわかるようになっている。このような仕組

みも共に学ぶ「仲間」の存在を意識でき、学習意欲の維持に役立つといえる。

４　糟谷咲子 . (2010, 3.31). Moodle の利用による学習効果の評価 . 岐阜聖徳学園大学短期大学部紀要 , 

(42), 107-116. など。

５　根本彰他 .(2010,3).「情報専門職養成をめざした図書館情報学教育の再編成 . 研究成果報告書」や中

島幸子 , 瀬戸口誠 & 小田 光宏 . (2008, 3.1). の「米国の図書館員養成における遠隔教育とその支援

体制」. 日本教育工学会研究報告集 ,  08 (1), 85-90 等がある。現職者の研修に用いたものとしては

井上 & 上野（2002）による NII の図書館業務遠隔教育システムの運用や日置（2010）の国立国会

図書館の遠隔研修に関する報告などがある。

６　例えば、学校図書館や大学図書館などの館種別のサービスなど。

７　内容分析あるいはテキストマイニングのためのフリーウェア。
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