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 追手門学院大学では、LMS（Learning Manage-

ment System）として、2014年度秋学期から

WebClassが導入された。本稿では、筆者が2014年度

秋学期4科目、2015年度春学期4科目（うち実習1科

目は春学期＋集中講義扱い）、2015年度秋学期4科目

でWebClassを使ってみた体験を報告するものであ

る。結論としては、①クラスサイズ、科目の性質に

よって、WebClassを使う使わないを含めて様々な選

択と使い方が可能であること、②試行錯誤を繰り返

すことでより効果的に使えるようになると予想され

ること、③大学全体でのWebClassの活用に関して

は、教室・PC等ハード面の整備、学生のPCスキルの

向上、教員・学生に対するサポート体制の充実が鍵

となることが指摘できる。  

 本稿では、2014年度秋学期から追手門学院大学で

導入されたWebClassを1年半、延べ12科目で用いて

気付いた長所と課題、使いこなす上での工夫・注意

点・迷っている点、具体的活用例の紹介、受講生の

反応を報告した。授業アンケートの結果から、大人

数授業では授業で投影したスライドのWebClassでの

保存が支持されていることが分かる。少人数授業で

は数値データからは授業への主体的参加を高めるの

に効果があったと推定できる。自由記述欄からは授

業内で画像を閲覧しチャット欄でコメントする手法

は支持されているが、課題の課し方、提出方法には

改良すべき点があることが分かる。WebClassの利用

促進には学生・教員に対する支援と設備面での一層

の充実、情報交換が必要であることを述べた。  

キーワード：WebClass、LMS、授業運営（teaching 

management）、ピアレビュー（peer review）  
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 Advantages and challenges of teaching management using WebClass  

１．はじめに 

要 旨 

 はじめに、1年半、教員として利用した個人的経験

から気づいた、WebClass利用の長所と今後の課題と

思われる点をまとめておきたい。なお、筆者の担当

授業の特殊性から生じた使い方や、システムの開発

者がおそらく想定しなかったであろう使い方が含ま

れていることを 初にお断りしておく。 

 筆者がWebClassの利用を導入している授業は、春

学期開講科目では、「博物館教育論」「博物館展示

論」「博物館概論」、春学期＋夏期集中科目として

「博物館実習」、秋学期開講科目では「くらしと文

化」「社会教育概論2」「博物館経営論」「博物館資

料論」の計8科目である。このうち、大人数科目は

「くらしと文化」（履修者は2014年度180人、2015

年度232人）のみである。また演習的な要素の強い

「社会教育課題研究1・2」は、ディスカッションを

重視している科目なので、意図的にWebClassの利用

は見合わせている。 

 

（1）WebClass利用の長所 

①学生からの提出物の管理 

・教員・学生とも提出物をなくす心配がない。 

WebClass上にある限り、物理的になくすことはな

い。 

・誰がどこまで提出したかが、教員・学生とも分か 

る。 

②授業内配布物とスライド等の管理 

・パワーポイントのスライド等をアップしておけ 

２．WebClass利用の長所と課題 
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ば、学生は欠席した授業の内容を確認できる。ま

た復習にも活用できる。 

・レジュメ等の配布物をアップしておけば、欠席・ 

紛失した学生に紙資料を再配布する必要がなくな

る。 

・どこまで進んだか忘れても、前回の授業内容や配 

布資料を思い出せる（教員・学生とも）。 

③大容量データの共有 

・EvernoteやDropboxへのリンクを貼ることで、大 

容量の画像を共有できる。 

・動画へのリンクを貼ることができる。 

・集合写真等の電子データを、WebClassを通じて、 

参加者に簡単に配布できる。 

④居眠り防止 

・画像の投影、VTR・DVD等の動画鑑賞でもPC教室 

なら室内を暗くする必要がなく、感想をリアルタ

イムでチャット欄に書き込んでもらうことで、学

生の居眠りを防止できる（ニコニコ動画ないし

Twitter実況的運用）。 

・大量の画像から、個人の興味・ペースに合わせ 

て、好きなものを選んで見てもらえる、また各自

で画像の拡大が可能なため、飽きにくい。 

⑤ハードルの低さと授業時間の有効活用 

・挙手や指名しての発言に比べて、チャット欄への 

記入は学生にとってはハードルが低い。 

・同時進行でチャット欄に意見や感想、質問等を書 

き込めるので時間の節約につながる。 

・チャット欄を見て、授業内に短時間で疑問等への 

フィードバックがクラス全員に対してできる（書

き込みも可能であるし、口頭でざっと答えること

もできる）。 

・時間内にほぼ全員の意見を引き出せるため、口頭 

での発言が苦手な学生の意見も拾うことができ

る。 

・全員が参加しやすく、他の受講生の意見を参考に 

しやすい。 

⑥ペーパーレス化 

・学生が作成したレジュメ・レポート等を印刷しな 

くても、クラス内で共有できる。 

・授業開始ないし発表直前まで、学生はレジュメ等 

の手直しができる。 

⑦連絡・調整機能 

・WebClassのメッセージ機能を用いれば、学生の欠 

席遅刻連絡・質問等が教員のスマホに届く。 

・実習や学外活動の際の集合場所等の連絡事項をい 

つでも確認できるよう、アップすることができ

る。 

・チャット欄を用いて、発表の割り当て等を（授業 

外でも）調整できる。 

・チャット欄に「調整さん」等の外部サービスをリ 

ンクさせ、コンパの日程調整ができる。 

⑧成績管理・確認機能 

・日常的な成績（得点）の積み上げを学生・教員と 

も確認できる。 

・小テスト、クイズ、確認テスト等の解答例や配点 

をアップしておけば、成績への疑義が生じにく

い。 

・〆切日時をWebClass上に設定することで、提出期 

限が守られやすい。 

・小テスト、授業内クイズ、まとめの試験等を全て 

点数化しておけば、WebClassが自動集計してくれ

るため、成績登録作業が簡単になる。 

⑨学習状況の把握 

・アクセスログや利用状況集計欄を見ることで、学 

生の生活パターンや学習実態がある程度把握でき

る（ただし、筆者を含め、ログアウトせずにうっ

かり画面を閉じてしまうケースが多発するため、

利用時間の把握はおおまかな傾向と考えた方がよ

い）。 

 

（2）WebClass利用の課題 

①学生の学習環境・学習歴に起因する問題 

・PC操作に関して、学生の個人差が大きい。 

・自宅でPCを気軽に使える環境か否かで、学生間で 

の有利不利が拡大する懸念がある。 

・スマホ以外の携帯端末（いわゆるガラケー）を利 

用している学生は、一部機能が制限されてしま

う。 

②学内の設備面での課題 

・教室設置PCの立ち上げ速度が遅い、PC教室の数が 

足りない等の設備面に課題がある。 

・大人数授業では、授業内ではスマホでの閲覧と書 

き込み、及び授業外での自習用にしか使えない。 

③教員の力量や時間的余裕の問題 

・画面の整理整頓をこまめに行わないと目的の資料 

に辿りつくのが大変になる。 

・教材作成、特に大量の画像資料を選んでパワーポ 

イントに流し込み、PDF化してWebClassにアップ

するには相当の準備時間が必要。 

④現行のWebClassに内在する問題 

・チャット欄への投稿は誤字の訂正がきかず、また 

削除もできない。 
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 本章では、１年半WebClassを使った中で気付いた

点を、(1）工夫と注意点、（2）現時点で迷っている

点、の2点に分けて書いてみたい。 

 

(1）工夫と注意点 

①学生への注意 

・学生にレポート等の課題を提出させる際には、 

ファイル名に内容が分かる表題と氏名を必ず入れ

させる必要がある。名前がないと、いちいちファ

イルを開けない限り、誰のレポートか分からなく

なり、教員にも、他の受講生にもストレスが溜ま

る。またファイル名には名前があるが、ワードで

作成したレポート本体にタイトルや名前がないも

のもあり、教員側が常識と思うことも、 初に丁

寧に説明する必要がある。 

②プライヴァシーへの配慮 

・自分の感想が無断でWebClassにアップされた、と 

いう内容の苦情を、今年度秋学期の授業アンケー

トに書かれた。他の人に読まれて困る内容は書か

ないように、とあらかじめ注意したつもりでいた

が、初めの方の授業に欠席していた学生かもしれ

ず、また、大半の学生と顔なじみであったため、

ごく少数の新規受講者に丁寧に説明するのを筆者

が怠ったことが反省される。 

③名簿が確定するまでの期間の利用 

・現状では、学生はゲストアカウントでしか利用で 

きない。この期間は誰に見られても支障のないも

のしかアップできない。特に不特定多数に見せた

いものでなければ、受講生名簿のWebClassへの反

映が終わった段階で、ゲストアカウントからも見

える設定を解除しておく。 

④公開授業の場合 

・公開授業を行う際には、チャット欄への書き込み 

を「ゲストも可」とする（具体的には、「アクセ

ス制限」を「ゲストユーザーにも公開する」に変

える）ことができる。 

 

（2）現時点で迷っている点 

①著作権の保護 

・イラストや図面を書かせる課題を課しており、優 

秀作品を選んでWebClass上にアップしている。昨

年度は、PDF化する際に印刷も複写もできない処

理を施したが、そこまでする必要があるかどう

か。今年度は、口頭で、WebClassに掲載された内

容をネット等に投稿しないように、という口頭で

の注意にとどめた。 

・教員である筆者が作成したワードファイル、写真 

等は、改変されるのを防ぐため、原則としてPDF

化してWebClass上にアップしている。しかし、利

便性を考えた時には、生データの方が望ましいと

も考えられる。 

例えば、本稿のような原稿を書く際に、過去に自

分でアップしたデータがPDF化してあると、利用

する際にワードファイル等に再変換する手間が生

じる。 

②手軽さが裏目に出ることへの対処 

・チャット欄への書き込みは手軽であるため、とに 

かく何か書けばよいと考えて、おざなりな意見を

書いて終わりにしてしまう学生がいる（この問題

は、紙に書かせても同様ではある）。 

・インターネット上の匿名での書き込みに似た感覚 

で、他の受講生へ、解答不可能と思われる質問や

意見を書く学生が稀にいる。また、多くの場合は

逆に、相手に配慮しすぎて、よい意味での批判的

な意見が出にくい。学生を委縮させず、かつ意見 

・チャット欄への書き込みを点数化する方法がない 

ため、成績に反映させるのが手作業になる。この

ため、チャットを大人数授業では活用しづらい。 

・テスト／アンケ―ト欄で「公開レポート」クリッ 

ク欄が表示されていない場合、一度、ダミーのレ

ポートを提出する必要がある（そうすると、ク

リック欄が表示され、他の受講生が提出したレ

ポートを閲覧できるようになる）。 

・一つのPC画面上に、WebClass上の複数画面を分 

割表示することは可能だが、操作が直感的にはで

きず、学生に説明しづらい。 

・所定用紙に書かれたレポート類を機械読み取りし 

た際に、WebClass上に現れる名称が日付等である

ため、後日変更しないと何の課題か分からなくな

る。 

・機械読み取りをする際に、遅れて次週等に提出し 

た学生分が、別の課題として表示され、得点確認

をする学生に混乱が生じる。縦書きと横書きが同

一課題に混在して提出された場合も、別課題とし

てアップされる。 

・学期の始まりは履修者名簿が存在しないため、学 

生はゲストアカウントでしか利用できない。 

３．WebClassを使いこなす上での工夫・ 

注意点・迷っている点 
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 本章では、筆者の授業でWebClassをどのように

使っているかの実例を紹介したい。 

 

（1）大人数授業の場合 

 秋学期開講科目「くらしと文化」の2015年度履修

者数は232名、教卓PCのみ設置の大教室で授業を

行っている。このため、授業内でWebClassを用いる

のは、学生がスマホで、WebClass上で返却されたレ

ポートの点数を確認したり、チャットで簡単な意見

を投稿する程度である。 

 授業では書き込み式のレジュメ及び参考プリント

（新聞・雑誌記事のコピー等の資料類）を紙ベース

で配布し、前方スクリーンにはレジュメと同じ内容

のものをパワーポイントで投影する形で授業を進め

ている。また、毎回ではないが、授業内でクイズを

出して、答えを解答用紙で回収する他、宿題を所定

の用紙で回収し、情報メディア課にWebClassへアッ

プする処理をお願いしている。 

 授業終了後、当日使用したレジュメとパワーポイ

ントは、PDF化して全てWebClassにアップしてい

る。また、授業内で投影した写真も、原則として授

業終了後、WebClass上にアップしている。参考プリ

ント類に関しては、B4サイズが中心でPDF化に手間

がかかること、また全ての資料をアップすると、授

業に出る意味を見い出せなくなる可能性もあること

から、現在のところ、授業内での配布にとどめてい

る。 

 利用状況（学習履歴）に注目してみると、宿題の

課題（学習履歴132）や優秀作品集（同平均66）の閲

覧が多く、パワーポイントの閲覧も、回によってば

らつきはあるものの、比較的大勢に参照されている

ことが分かる（同平均99）。またレジュメも少なか

らぬ学生が利用していることが窺える（同平均

45）。残念なのは、補講を除く 終回に行った、ま

とめの筆記試験の解答例をたった5名しか閲覧してい

ないことである（学習履歴9のうちの4回は筆者の閲

覧である）。この点に関しては、解答をアップした

後で、ユニバーサルパスポート（以下、ユニパ）で

連絡する等の工夫をすべきであった（図1）。  

交換の水準を高める方法について考える必要があ

る。 

③紙ベースの提出物の扱い 

・紙ベースで学生から集めた場合、添削・採点を

経て情報メディア課でデータを取り込んでもらう

ため、次回授業までにWebClassに反映させるの

は、タイトな作業になる。大人数授業の場合は、

紙ベースでの返却は無理なので迷う余地はない

が、少人数クラスだと紙ベースで返却した方が

手っ取り早い。また学生にも返してもらった実感

が湧きやすいのではないだろうか。ただし、

WebClassに蓄積することにも価値があり、少人数

授業に関しては判断に迷う。早く採点できれば問

題はないのだが、なかなか手が回らないのが実情

である。  

４．具体的な活用例 

図1．2015年度秋学期「くらしと⽂化」の教員管理画⾯例（資料欄） 
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 一方、WebClass内の「コースの利用状況集計」を

見ると、本稿を執筆している2016年2月28日時点

で、author（筆者及びメンテナンス）のログイン回

数が155回、利用合計時間が20時間、受講生の利用は

ユーザー数232名、ログイン回数2,319回、利用合計

時間が191時間であることが分かる（図2）。  

 また、利用時間帯については、1限の授業であるた

め、「時間帯別ログイン数」では9時台が圧倒的に多

く（800回を超える）、「時間帯別レポート提出数」

では、14時台が 多で300回を超え、11時台、その

後、10時台、16時台、20時台がほぼ同数で並び、学

生の生活パターンを垣間見ることができるが、14時

台にレポートを提出しているという行動は予想外で

あった。また21時から朝8時台までのレポート提出が

ほぼ皆無であることも意外な発見である（図3）。  

図2．2015年度秋学期「くらしと⽂化」教員管理画⾯内の「コースの利⽤状況集計」 

図3．2015年度「くらしと⽂化」教員管理画⾯「コースの利⽤状況集計」内の「時間帯別ログイン数」と 

「時間帯別レポート提出数」 
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（2）少人数授業の場合 

 ここでは少人数かつ、画像資料を多く用いた「博

物館展示論」での実例を紹介したい。2015年度春学

期の本授業は、履修登録者15名、PC教室を利用して

ほぼ毎回、WebClassを授業内で利用した。 

 具体的には、WebClassの資料欄にアップした様々

な館種の展示の写真を授業中に各自で閲覧し、それ

を見た感想をチャット欄にその場で記入してもら

う、という方法である（図4）。2014年度までの授業

では、少人数教室の教壇左右壁面にあるプラズマ

ディスプレイに、持ち込みPCの画面を投影していた

が、ディスプレイの画面が小さいこともあり、写真

の枚数が多くなると眠気を誘い、悪気はなくても居

眠りをしてしまう学生が続出し、筆者のモチベー

ションが下がることがしばしばあった。2015年度に

WebClassを用いた写真閲覧に移行したところ、写真

は大量にあってもpdfファイルに加工してあるため、

画面をスクロールすることで短時間に大量の写真を

閲覧できるようになり、かつ、自分が特に気になる

写真を選んで拡大もでき、途中で寝てしまう学生は

殆ど発生しない状態になった。 

 春学期開講授業であるため、WebClass導入は2015

年度が初めてであり、チャット欄に記入する内容の

掘り下げよりは、むしろ、システムに慣れること、

またチャット欄は間違えて投稿しても、後から文字

の訂正や投稿自体の削除はできないため、お互いに

間違っても気にしないことを学生には事前に伝え

た。チャット画面の構成自体がLINEの画面に似てい

るために学生もなじみやすく、リアルタイムで他の

受講生の感想が読めるため、他の受講生の意見や感

想との重複を避けようと多角的な観点から感想が書

き込まれるようになった。また教員の側からも書き

込まれた感想を見て、口頭でコメントを伝える等、

授業内でのフィードバックがスムーズに行える利点

があった。 

図4．2015年度「博物館展⽰論」画⾯分割を⽤いたチャット記⼊例 
（分割した画⾯の左側で写真集を閲覧しながら、右側のチャット欄に書き込んでもらう。実際の画⾯にはチャットに投稿した学⽣

の⽒名が⽇時の横に表⽰されるが、本稿⽤にマスキングした） 
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 また、本授業では、授業時間外に各自で博物館へ見

学に行き、展示面に注目してレポートを書く宿題を

課した。レポートは、WebClassの「テスト／アン

ケート」欄に設けた「展示レポート提出口」に、各

自が指定された書式のワードファイルで提出し

（ワードの書式は事前に「展示論見学レポート用

紙」として資料コーナーにアップした）、これらの

レポートは、「公開レポート」としてお互いに閲覧

できるようにした。さらに、こうして公開されたレ

ポートに対して受講生がコメントを付けるチャット 

欄を、レポートを提出した人数分だけ用意し、他の

受講生の見学レポートに対しコメントを付けること

を課題とした（図5）。 

 さらに本授業では、こうしたピアレビューによ

り、他の受講生からアドバイスされた点を踏まえて

レポートを補足修正し、「テスト／アンケート」欄

に設けた「見学レポート再提出窓口」から提出させ

た。ただし、この方法は、他の受講生が出したレ

ポートのファイルを一々ダウンロードする必要があ

り、またファイル名に自分の名前を書かない学生の

発生により、開けてみるまで誰のレポートか分から

ないという事態も発生した。ピアレビュー方式は、

やってみると面倒というのが、学生・教員ともの偽

らざる感想ではないだろうか。 

 なお、本授業の評価方法は、シラバス掲載通り、

以下のように行った（表1）。 

 こうしたWebClassを利用したピアレビュー方式

は、他の少人数科目でも実施したが、どの授業にお

いても、1人分ずつファイルをダウンロードする点

で、煩雑という印象は免れなかった。他の受講生が

提出したレポートを、簡単に一覧できる方法の開発

が望まれる。なお、WebClass内にはピアレビュー機

能も備えられているのだが、操作が理解しづらく、

利用を見合わせている。 

図5．2015年度「博物館展⽰論」でのチャット欄を利⽤したピア・レビューコーナー 

（学⽣の⽒名は本稿⽤にマスキングした） 
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博物館展示のレポート（30％）、平常点（30％）、筆記試験（40％）による評価   

成績評価の種類 評価割合（％） 評価基準 

見学レポート 30％ 

・レポートを書くにふさわしい館を選んでいるか。 

・必要な項目をもれなく書いているか。 

・他者が読むことを意識して、丁寧に書けているか。 

・独自の視点で観察・分析が出来ているか。 

・自分の意見が書けているか。 

・提出期限を守っているか。 

平常点 30％ 

【授業内の課題】 

授業内で指示する展示の写真や動画に対して、自分なりの意見が書けている

か。 

【他の受講生の見学レポートに対するコメント】 

他者の書いたものを読んで、自分なりの意見や質問が書けるか。 

筆記試験 40％ 
授業で扱った内容が理解できているか。特に画像を見てメモを取っている

か。 

成績評価方法  

表1．2015年度「博物館展⽰論」の成績評価⽅法 

 本章では、WebClassを使い始めてからの受講生の

反応を、2014年度秋学期、2015年度春学期・秋学期

の授業アンケートから拾い上げてみたい。 

（1）授業アンケート項目 

①2014年度秋学期 

 WebClassを初めて導入した4科目の授業アンケー

ト項目のうち、WebClassでの作業が反映されている

と思われる質問2項目の集計結果をまとめてみた（表

2）。 

 表2からは、大人数授業である「くらしと文化」で

は、WebClassを用いても学生の主体的参加を問う2

項目とも、大学平均値を下回っていることが分か

る。これは、教室で直接PCを触ることが物理的に無

理なため、講義形式の授業とならざるを得なかった

ことの反映であろう。 一方、専門に特化した少人数

授業の「博物館経営論」「博物館資料論」の2科目で

は両項目とも大学平均値をかなり上回っていること

が分かる。 ただし、この2科目に関しては、 

WebClassを用いただけでなく、 指定した文献を要 

５．受講生の反応 

 科目名 
くらしと文化  社会教育概論2  博物館経営論  博物館資料論  大学平均値  

設問内容  

受講生自らに考えさせるような工夫が

あった。  3.49 3.95 4.67 4.29 3.80 

授業に参加しているという実感が持て

た。  
3.11 3.79 4.42 4.43 3.70 

112 19 12 14 － アンケート回収数 （名） 

表2．2014年度秋学期、WebClass導⼊授業の授業アンケート集計結果抜粋 
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約して全員の前で発表するという形式を取り、その

レジュメの共有とコメントの記述にWebClassを用い

ていたので、参加意識に関しては相乗効果があった

のではないかと考えられる。 

 

②2015年度春学期・秋学期 

 2015年度には授業アンケートの質問項目が大きく

変更された。2015年度にWebClassを用いた授業のう

ち、アンケート対象でない「博物館実習」を除いた

春学期開講科目「博物館教育論」「博物館展示論」

「博物館概論」、秋学期開講科目「くらしと文化」

「社会教育概論2」「博物館経営論」「博物館資料

論」の計7科目について、WebClassでの作業が反映

されていると思われる質問5項目の集計結果をまとめ

てみた（表3、表4）。 

 2015年度開講の7科目についても、「くらしと文

化」の科目平均値は低く、WebClassの部分的活用

は、授業への参加意識の数値的向上にはあまり役

立っていないことが考えられる。しかし、WebClass

を用いなければ、さらに評価が下がっていた可能性

も否定できない。他の6科目に関しては、科目ごとに

ばらつきはあるものの、学生の授業への主体的参加

を効果的に促せたと言えよう。  

   科目平均値 

大学平均値   

設問内容 
博物館教育論   博物館展示論  博物館概論   

授業に参加しているという実感が持てましたか。 4.50 4.62 4.40 3.87 

授業に積極的に取り組めましたか。 4.00 4.54 4.30 3.84 

受講生自らに考えさせるような工夫があった。 3.80 4.77 4.30 3.94 

教員は授業において効果的なフィードバック（評価や

返答コメント等）を行っていた。 
4.70 4.62 4.50 3.74 

教員は授業において個人ワーク、グループワーク、

ディベート、プレゼンテーション、ディスカッショ

ン、ワークショップなどの手法を活用していた。 
4.00 4.08 4.22 3.55 

アンケート回収数 （名） 10 13 10 － 

科目名  

表3．2015年度春学期、WebClass導⼊授業の授業アンケート集計結果抜粋 

  科目平均値     

 大学平均値  

設問内容 
くらしと文化  社会教育概論2   博物館経営論  博物館資料論  

授業に参加しているという実感が持てました

か。 3.48 4.47 4.45 4.40 3.87 

授業に積極的に取り組めましたか。 3.38 4.13 4.09 4.00 3.84 

受講生自らに考えさせるような工夫があっ

た。 3.70 4.53 4.45 4.30 3.94 

教員は授業において効果的なフィードバック

（評価や返答コメント等）を行っていた。 3.76 4.67 4.36 4.10 3.74 

教員は授業において個人ワーク、グループ

ワーク、ディベート、プレゼンテーション、

ディスカッション、ワークショップなどの手

法を活用していた。 

3.11 4.07 4.40 4.22 3.57 

アンケート回収数 （名） 162 15 11 10 － 

科目名  

表4．2015年度秋学期、WebClass導⼊授業の授業アンケート集計結果抜粋 
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（2）自由記述欄 

 授業アンケートの自由記述欄のうち、WebClassに

関係する記述を全て抜き出してみた（表5）。この表

から、WebClass導入の初年度（2014年度）には、大

人数授業ではWebClassの資料保存閲覧機能が積極的

に評価されていることが分かる。一方、同じ初年度

でも少人数授業では、WebClassを用いて課題を出す

こと、筆者がWebClassの使用方法に慣れておらず、

スムーズな授業運営ができなかったこと、途中から

教室変更した科目があったことが、改善すべき点と

して厳しく指摘されている。この授業アンケートの

自由記述欄を見た時には、試行錯誤を繰り返しなが

ら新しい技術を身につけていく楽しみが伝わらない

のかと残念に思ったことを記憶している。学生は完

璧な教員像を求めているのかとも思ったが、時間が

経って冷静に考えれば、やはり課題の準備の点で

も、WebClassの操作の点でも、筆者自身の不手際が

目立ったのだと思う。 

 2015年度の春学期は、担当科目の性質から映像を

多用した「楽しい」授業が中心で、初めてWebClass

を利用した学生もいることから、好意的な感想が目

立つ。それに対して、秋学期はWebClassを利用する

教員が増えたこともあり、特に大人数授業では珍し

さがなくなったかと思われる。一方、秋学期の少人

数授業では、WebClassを用いたレポートの提出や、

課題の出し方そのものに不満が上がっている。これ

ら少人数授業の科目は、文部科学省によって履修す

べき内容がシラバスモデルの形で示されている資格

取得のための法定科目群であり、その中でも秋学期

配当科目は理論系の科目となるため、求められる授

業水準・教えるべき内容の多さと、参加型授業を両

立させることが難しい。秋学期のこれら3科目は、毎

年、授業準備に苦労する科目でもあり、今後、一層

の改善が必要である。 
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表5．授業アンケート⾃由記述欄に書かれたWebClass関連の受講⽣からの意⾒ 

2014年度 
Q3：この授業の良いと思う点を

いくつでも挙げてください。 

Q4：この授業で改善すべきだと

思うことがあれば、いくつでも

挙げてください。 

Q5：この授業を通して身につい

たと思うことがあれば、いくつ

でも挙げてください。 

・実際の写真などを見たりするので

わかりやすい。 

・逆に、新しいシステムということ

もあってよくわからないところが多

い。 

 

・ウェブクラスという新しいシステ

ムを使って成積が把握しやすく、提

出がちゃんと出来ているかというの

が目に見えてわかるところが良い。 

  

・課題も具体的に指示されてて分か

りやすかった。抜けてもWebClass
にあげてくれるから安心して受けれ

た。 

  

・webクラスに資料をあげてくれる

ところ。 
  

・授業後にスクリーンをネットに出

してくれること。 
  

・授業後にスクリーンをネットに出

してくれる。 
  

・WEBクラスを使っている点と分

かりやすい。 
  

・授業のスライドをウェブクラスに

載せてくれる 書き写す時間をくれ

る 

  

秋学期 

（大人数授業）  

秋学期 

（少人数授業）  

・WebClassを利用することは 初

はちょっと難しくないかと思ってい

ましたが実際に授業でつかうと他の

人の意見もきけてよかったと思いま

す。 

・Webクラスでの課題が多すぎる  

 

・ウェブクラスがまだしっかりと確

立していないのに使いすぎ。他の

ツールでもよかったのでは。使うに

しても先生がもう少し使いこなせて

から使用してほしかった。 

 

 

・webクラスでの課題が多すぎる。

webクラスを使うなら慣れてから

もっと計画的にしてほしい。 

 

 ・レポート多い！  

 
・春学期のような板書での授業の方

が頭に入りやすかったです 
 

 
・webclassを多用するならもう少

し、ちゃんとしてからしてほしい． 
 

 
・webクラスの使用・授業課題が多

すぎる 
 

 
・パソコンの教室はきめといたほう

がいいと思います。 
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2015年度 

（26）この授業で、良いと思う

点、このまま続けていってほし

い点をいくつでも挙げてくださ

い。 

（27）この授業で、改善すれば

もっと良くなると思う点をいく

つでも挙げてください。 

（28）この授業を通して身につ

いたと思うことがあれば、いく

つでも挙げてください。 

・パソコン（webclass）で感想をか

きこむ点 
 

・webclassの使い方を身につけたこ

と。今まで操作したことのないソフ

トを操作したから少しでも慣れてい

くことができてよかった。 

・web classを使ってレポート、感

想を書くこと。Web classを使うの

はこれが初めてだから。 

  

・写真や映像を見ながらの授業で視

覚的にも分かりやすい授業だった。 
  

・映像資料が多い点。   

・様々な館の写真を見せてくれたの

でとても興味がわいた。 
  

・実際の博物館や美術館の写真を見

ることで、展示の様々な形態がよく

わかって良かったです。 

  

・Webclassの活用がとても良い   

・板書やパワーポイント使っての説

明。資料を見て意見を書くこと。 
  

春学期 

（少人数授業）  

・web classでレポート、コメント

をすること。Web classを使うのは

博物館学系の授業が初めてだった

か。 

  

・映像資料が多い点。   

・映像授業、コミュニケーション

ツールでの感想提示 
  

秋学期 

（大人数授業）  

・ウェブクラスに授業のパワーポイ

ントをのせてくれることはいいと思

う。 

・webクラス関係が多く、宿題等非

常に分かりずらかった。 
 

秋学期 

（少人数授業）  

・パソコンを使ってコメントなどを

書くこと。 

・感想を何の連絡もなしに勝手に

webClassにのせるのはおかしい。

名前をかくすなどの配りょも全くな

く、正直腹がたった。 

・話す力、コメントする能力 

・WEBクラスを使ってレポートを

提出すること。WEBクラスを上手

く使う方法が分かったから。発表す

ること、人前で発表することに慣れ

るようにするための練習だと感じた

のでよかった。 

・レポートの提出方法 
・WEBクラスのチャットで書く 

感想する能力がついたこと。 

 

・予定はきちんと 初に組んでいま

すか。あとあとのレポートの課題を

まとめてわたして、コメントもしな

ければならないし、と大変になるの

は私たち学生です。 

 

 
・パソコンたちあげまでに時間がか

かる。 
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 WebClassを用いた授業を行う中で一番当惑したの

は、PCの操作に不慣れな、新しいタイプの学生の出

現である。1回生の春学期に、PCの電源ボタンの位

置が分からない、パスワードを忘れた、というケー

スがあるのはごく普通だが、ワードやエクセルをほ

とんど触ったことがない学生が2回生の中にもいるこ

とに驚いた。WebClassの練習のつもりで、「ワード

ファイルを開いて、名前を付けて保存しなさい」と

指示しても、ワードの開き方を知らず、ファイルを

フォルダに保存するという意味も通じないのであ

る。また、検索を指示しても、本学のPCではGoogle

やYahoo！の検索窓が出てこないため、まず検索サ

イトをお気に入りに登録することを教える必要があ

る。 

 当該学生に聞いたところ、自宅にPCはなく、検索

等は全てスマホで行っており、スマホの操作には慣

れているとのこと。 初はワードでの提出は困難と

いうことで、紙に手書きしたものを本人が情報メ

ディア課の窓口へ持って行き、pdf化してWebClass

にアップしてもらうという迷惑を掛けてしまった。

その後しばらくは、私がその学生が提出した紙をpdf

化してWebClassに登録することもあったが、１年か

けてその学生は、書式設定等に問題は残るものの、

自力でワードファイルのレポートを作成し、

WebClassにアップするところまで成長した。 

 ただし、こうしたPC操作の基礎は、1回生の間に

しかるべき授業でなされるべきであり、また、何ら

かの事情でそこで習得できなかった学生には、補習

授業等が必要ではないだろうか。卒業後、職業人と

して、また市民として生活する上で、基本的なPC操

作技能は本人が不利益を被らないためにも必要であ

ろう。一方で、スマホがPCに多くの機能を取って変

わりつつある時代に、スマホでも気軽にアクセスで

きるWebClassは、学生・教員の双方にとって、使い

やすいツールと言えよう。ただし、現時点では、学

生の持つそれぞれの携帯端末で、WebClassの画面が

どのように見え、どの機能は制約があるのかまで

は、筆者は把握できていない。この点は、情報メ

ディア課で、一覧表なり画面見本などを作成してく

れると便利だと思う。 

 WebClass導入前の研修から始まって、この1年

半、ニッセイコムの松本将之氏、北岡綾子氏をはじ

め、情報メディア課在勤の皆様には大変お世話に

なった。操作に行き詰まり、教室まで駆けつけてい

ただくこともしばしばあった。また、初年度には本

学では も授業が集中する時間帯の一つである木曜2

限の授業もあり、PCを使える教室を求めて教室難民

となった。その際、附属図書館のラーニング・コモ

ンズ及び図書館備え付けのノートPCを使わせていた

だいた。図書館を含む情報メディア課の皆さんに、

この場を借りてお礼申し上げたい。 

 ここまで、WebClass利用のテクニック的なことを

書いてきたが、本稿執筆にあたり、初めてLMSには

WebClass以外にも、Moodle、Internet Nav-

igware、Blackboard、WebCT等が存在することを

知った。Moodle について調べてみると、「現在の対

面教育で邪魔になっているルーチンワークをこのシ

ステムに任せ、教師が対面教育に重点が置けるよう

にするのが目的」と書かれていた（ピノキオ）。こ

の考え方がLMSの基盤にあるとするなら、いたずら

に機械を使うことを楽しむのではなく、LMSを用い

て採点・集計等の作業の効率化を図ることで、より

授業の質（内容）を高め、受講生との人としてのか

かわりを深めていくことが大切ではないかと気づか

された。 

 WebClassには、まだ使ったことのない機能がたく

さん搭載されており、各教員がどのような使い方を

しているのかを、本誌を通じて情報交換できるとよ

いのではないだろうか。筆者を含め試行錯誤しなが

ら使い方を開拓する教員、また操作方法で躓く学生

が気軽に相談に寄れる情報メディア課で、今後もあ

り続けていただきたい。 

 

 
 

 
大年順子「WebClassを利用してのライティング授業 
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