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ブレンディド・ラーニングモデルの構築とその運用の試み
——反転授業とｅラーニングの活用について——

里村　和秋
Kazuaki SATOMURA

1．教育の質保証システムの問題

　最近の大学における教学上の問題の一つに教育の質保証がある。この問題について
は、中央教育審議会の大学分科会に置かれた質保証部会で、様々な観点から議論が進
められてきた1。マクロ的視点から言えば、教育の質保証のための教学システムの再構
築、またミクロ的視点から言えば、学習到達度の基準となるルーブリック（Rubric）2や
学習ポートフォリオ、授業科目ナンバリングの導入などが問題だが、これらの議論の背
景には、現在の日本の大学教育を取り巻く急速な環境の変化と、教育研究のグローバル
化の流れに対する危機意識がある。特に教育研究の世界的ランキング評価における優位
性を背景とした英米系大学のグローバルなマーケッティング活動や3、EUの統合拡大に
伴うエラスムス計画や「ボローニャ・プロセス（Bologna Process）」（1999年）の展
開などは、日本への直接的な影響はまだ顕著でないとは言うものの、しかし将来的には、
日本の大学制度を根底から揺るがしかねないという印象を与えるのに十分なインパクト
を持っていた。

1　 Kazuaki， SATOMURA:“Trial for the construction of blended learning and its operation - About utilization of flip 
teaching and e-learning”

1　 質保証システム部会は、平成21年２月20日の中央教育審議会大学分科会決定により、設置基準、設置認可審査及
び認証評価制度を一体とした質保証システム並びにそれらと公財政支援の関連の在り方に関する検討を行うため
の部会として、中央教育審議会大学分科会に設置され、平成23年１月14日までに計21回の部会が開催された。参照：
文部科学省Homepage「質保証システム部会　議事要旨・議事録・配付資料」

　　（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/027/giji_list/index.htm）（2016年７月現在）
2　 ルーブリックとは、「目標に準拠した評価」のための「基準」作りの方法論であり、学生が何を学習するのかを示

す評価規準と学生が学習到達しているレベルを示す具体的な評価基準をマトリクス形式で示す評価指標を意味す
る。参照：文部科学省　Homepage「大学教育部会（第８回）配付資料濱名委員説明資料」（中教審大学教育部会
2011年12月９日説明資料）

　　（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/015/attach/1314260.htm）（2014年12月現在）
3　 例えば、すでに国内にも、英米系の大学と提携して、パラレル・ディグリー・プログラムを開始した大学がある。

このプログラムでは、自校の教員が提携先の大学のカリキュラムを実施し、提携先大学の試験と自校の試験に合
格すれば双方の大学の学位を得られるものである。このプログラムのメリットは、日本と英米系の大学の２つの
学士号を、日本にいながらにして約４年で取得可能である点だが、日本の大学が英米系の大学教育の下請け機関
になる可能性も指摘されている。参照：武蔵大学Homepage「日本初！　ロンドン大学と武蔵大学のパラレル・ディ
グリー・プログラム」について」

　　（http://www.musashi.ac.jp/news/20141110-01.html）（2016 年 7 月現在）
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　従来日本の大学の質保証システムと言えば、大学の設置基準およびその設置基準に基
づく設置認可審査など、原則として事前規制に限られていた。もちろんこれは、大学の
自主性を尊重し、設置認可後に 大学の自律 的な質保証 システムが 機能 することを 前
提としたもので、 一定の教育レベルを担保する上で重要な役割を果たしてきたことは確
かである。ところが、予想を上回る速さでの大学の大衆化や社会の多様化に伴い、設置
認可時に教育の質に関する必要条件を満たしたとしても、その後もその教育の質を保証
し続けることがもはや難しい時代となった。特に大学に対する社会的要請の変化や、イ
ンターネットの普及によるグローバル化に伴って、大学教育も大幅な見直しが迫られる
と、事前規制型の質保証システムではもはや対応できない状況に至った。
　そのため文部科学省としても「大学設置基準の大綱化」（1991年）による弾力的な大
学運営の導入を皮切りに、設置認可手続きの見直しや「自己点検・評価」の制度化（1999
年に義務化）など、教育内容の実質を保証するために質保証システムに事後規制的観点
を組み込まざるを得なくなった。これは、従来の行政システム全体が事前規制から事後
規制へ転換したこととも連動するが、2002年には学校教育法が改正され、事後規制型へ
の第一歩となる認証評価制度が導入された。（2004年４月施行）。そして2003年には認可
事項の削減や届出制の導入など審査基準を一部簡略化した上で、設置基準等の要件を満
たせば大学設置を原則として認可する準則主義へ転換し、それに合わせて質保証システ
ムも、従来の設置基準と設置認可審査に加えて、事後規制である認証評価を組み合わせ
た内容に移行しつつあり、目下、この新システムの実効性を高める取り組みが急務となっ
ている4。
　しかしこうした近年の日本の教育の質保証の取り組みは、ヨーロッパの急速な教育シ
ステムの改革と比較すると、やや出遅れた感は否めない。すでにヨーロッパは、国境を
超えた質保証システムの構築に踏み出している。1980年代に高等教育の急速な大衆化を
経験したヨーロッパでは、高等教育の質の担保が急務となった。さらに冷戦終結後には、
EUを中心とするヨーロッパ統合の動きの中でボローニャ・プロセスへの機運が高まる
と、学生の多様化と流動化を背景に、学位や資格、単位等の等価性・互換性の向上の必
要性に迫られ、1990年代に質保証システムの再構築を一気に進めざるをえなかった。
　1999年から開始され現在進行中の「ボローニャ・プロセス」と呼ばれる一連の高等教
育改革には、すでにヨーロッパ47か国が参加しているが、これは参加国圏内の大学間を
自由に移動可能で、最終的にはEU圏内のどこの大学で学んでも共通の学位・資格が得
られる ｢ヨーロッパ高等教育圏｣（EHEA：European Higher Education Area）の構築
が目的とされている。2010年にはこの取組みの中間評価がなされ、その結果さらに2020
年までこの取組みが継続されることが決まった。

4　 事前規制から事前と事後規制の併用への転換については、中央教育審議会大学分科会質保証システム部会（第７
回平成21年７月30日開催）の配布資料を参照のこと。文部科学省Homepage「我が国の公的質保証システムにつ
いて」（質保証システム部会「我が国の公的質保証システムの概要（案）」

　　（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/027/siryo/attach/1286345.htm）（2016年７月現在）
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　このボローニャ・プロセスでは主に、①比較可能な学位システムを確立するための
ディプロマ・サプリメント（学位の学修内容を示す共通様式）の導入、②２段階の構造

（学部/大学院）　の構築（大学院進学条件として最低３年の学部修了が必要）、③単位互
換制度 ｢ヨーロッパ単位互換システム｣（ECTS：European Credit Transfer System）
の導入5、④欧州全域の枠組みにおける学生､ 教員の自由な移動の促進、⑤ヨーロッパの
質保証ネットワーク（ENQA：European Association for Quality Assurance in Higher 
Education）における比較可能な基準・方法論の開発、⑥高等教育におけるヨーロッパ
的特性の向上やカリキュラム開発の促進、および関係機関の協力の拡大、など６つの目
標が掲げられている。
　この改革の目標において注目すべき点は、学部・大学院という高等教育の基本構造の
共通化、そして共通の単位制度（ECTS）の開発および高等教育の質保証システムの確
立等が目標に設定されたことである。例えば、従来ドイツなど多くのヨーロッパ諸国で
は、学士課程、修士課程、博士課程といった段階化された教育課程は必ずしも十分に制
度化されておらず、また研究や教育の質を一定の基準のもとで評価するという観点にも
欠けていた。しかしこうした中世以来の伝統的な大学のイメージが大きく変貌するのが、
大学の大衆化が急速に進んだ1980年代であり、そこで行われた問題解決の様々な努力や
経験が、後の「ボローニャ・プロセス」に結実することになる。現在ドイツを含む多く
の大学は、引き続きこのプロセスに適応するために大規模な改革に迫られている。
　また日本の大学教育との比較において注目すべきは、このボローニャ・プロセスで 
は、「ヨーロッパ高等教育圏のためのヨーロッパ資格枠組み」（QF-EHEA：Qualifications  
Frameworks in the European Higher Education Area）という、段階化された資格枠
組みが構築されたことであり、またこのQF-EHEAは、各段階の学習が終了する時点で
習得すべき学習成果（ラーニング・アウトカム）が能力記述文（CDS）によって表記
されている点である6。さらにこの資格枠組みは、言語教育との関連から言えば、「ヨー
ロッパ言語共通参照枠」（CEFR：Common European Framework of Reference for 
Languages）とも連動している。

5　 バチェラーおよびマスター課程の成績評価はこのECTSにより行われ、ECTSでは各課程を修了するために必要な
勉学の負荷量が測定される。これには、講義の予習･復習、単位の取得、試験の準備のための勉学も含まれる。

6　 QF-EHEAは、Framework of Qualifications for the European Higher Education Area（欧州高等教育圏資格枠
組み）の略。2005年の欧州高等教育大臣会合（ベルゲン会合）で採択され、欧州高等教育圏に属する国が、それ
ぞれの国家資格枠組み（national qualifications framework）を制定するための指標となる資格枠組みである。欧
州各国の高等教育が、多様性と共通性のバランスを保つために定められている。EHEA-QFを介在させることで、
欧州各国の国家資格枠組みや学位の間の関係性が明確になる。欧州高等教育圏資格枠組みの特徴は以下の通りで
ある。①各国が定める枠組みの範囲を指定する。②この範囲内での多様性を尊重する。③国家資格枠組み間の比
較を可能にする。④世界的視野に立った“欧州の”高等教育としての重要な共通点を表現する。またこの欧州高等
教育圏資格枠組みは下記の３サイクル制によって構成される。①第１サイクル（学士相当）：180-240ECTS単位相
当。②第２サイクル（修士相当）：90-120ECTS単位相当。このうち最低60単位分は第２サイクルレベルでの学習
でなければならない。③第３サイクル（博士相当）：ECTS 単位の参考値なし。参照：EHEA Homepage，（http://
www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=65）（2014年12月現在）この枠組みはoverarching frameworkと呼ば
れることもある。
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A
　基礎段階の
　言語使用者 

A1 新年の挨拶など短い簡単な葉書を書くことができる。例えばホテル
の宿帳に名前、国籍や住所といった個人データを書き込むことがで
きる。

A2 直接の必要のある領域での事柄なら簡単に短いメモやメッセージを
書くことができる。短い個人的な手紙を書くことができる。：例えば
礼状など。

B
　自立した
　言語使用者

B1 身近で個人的に関心のある話題について、つながりのあるテキスト
を書くことができる。私信で経験や印象を書くことができる。

B2 興味関心のある分野内なら、幅広くいろいろな経験について、明瞭
で詳細な説明文を書くことができる。エッセイやレポートで情報を伝
え、一定の視点に対する支持や反対の理由を書くことができる。手
紙の中で、事件や体験について自分にとっての意義を中心に書くこ
とができる。

C
　熟達した
　言語使用者

C1 適当な長さでいくつかの視点を示して、明瞭な構成で自己表現がで
きる。自分が重要だと思う点を強調しながら、手紙やエッセイ、レポー
トで複雑な主語を扱うことができる。読者を念頭に置いて適切な文
体を選択できる。

C2 明瞭な、流暢な文章を適切な文体で書くことができる。効果的な論
理構造で事情を説明し、その重要点を読み手に気づかせ、記憶にと
どめさせるように、複雑な内容の手紙、レポート、記事を書くことが
できる。仕事や文学作品の概要や評を書くことができる。

外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠7

　一方で、日本の大学における外国語教育に関して言えば、学習内容を能力記述文（CDS）
で表記するCEFRのような共通参照枠はまだ作成されていないが、このCEFRを参考に
しながら、徐々に外国語の授業を評価する動きも見られる8。こうした評価基準の導入の
試みは、授業の質保証とも関連して、アウトプットの部分で評価の客観性を担保しよう
とする動きであるとともに、これらのアウトプットの評価が今後遡及的に授業内容の見
直しにもつながることが期待されている。従来、大学の授業では、カリキュラムデザイ
ンやカリキュラムマップ等が存在せず、授業運営は長らく担当教員に一任されてきたた
め、たとえ同一名称の科目であっても授業内容に統一性が欠如していることが散見され
た。現在そうした授業内容の偏差を少しでも抑えることが、授業の質保証の観点からも
求められているが、その問題を解消し、一定の役割を果たすことが期待されている一つ
の手法として、ｅラーニングを挙げることができる。ｅラーニングは、多数の学生を対
象にしながら、同時に授業内容の均質化を進め、教育の質を担保する点でその機能を十
分に発揮するからである。

7　 吉島 茂他訳「外国語教育II――外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠」2004．朝日出版社． 
p.24-27.

8　 「CEFRチェックリストを使った日本語能力の自己評価の変化」大学教育研究紀要（岡山大学）第８号，2012． 
p.179-190．
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２．外国語教育におけるｅラーニングの可能性 

　すでに米国では、州立大学の90％がｅラーニングを配信し、100万人以上の学生がｅ
ラーニングのみで学位を取得するなど、先進的なICT活用教育への取り組みがなされて
いる9。時間的、空間的な条件に制約されず、教育内容や教授法の多様化に対応して、多
様な学生に教育の機会を与えるｅラーニングは、今後日本でも導入が進むものと思われ
る。
　日本においてｅラーニングの本格的な普及が始まったのは2000年から2004年にかけ
てとされる10。21世紀に入って学校や社会ではICT化に拍車がかかり、5年以内に世界最
先端のICT国家を実現する目標を掲げた文部科学省の「e-Japan戦略」（2001年）の策定
や11、ネット利用の促進策として、賛否両論のあった総務省の「インターネット博覧会」

（2000年）の開催などもあり、その影響は教育現場にも及んだ。旧式のアナログのLL教
室はデジタルのCALL教室（Computer Assisted Language Learning）へと置き換えが
進み、またPC教室の設置やPCを含む視聴覚設備の一般教室への導入も進んだ。
　しかしｅラーニングは導入当初、学習ツールとして利用が大いに期待されたものの、
その後利用はやや低迷した。やはりどれほど先進的なハードウェアが整備されようと
も、実際の教育現場に対応したコンテンツや教授法が開発され、それを利用可能な人
材が育成されない限り、教育効果がなかなか上がらないことが実証される形となった。
またICTの環境整備の問題点として、具体的には、①教育現場を知らないICT部門の主
導によるｅラーニングの導入、②操作の難しい高機能なLMS（Learning Management 
System）の導入、③予算の確保とコンテンツ開発の体制作りの難しさ、④適切な学習
法の開発の遅れ12などがその理由として挙げられる。
　しかしｅラーニングが利用拡大へと転じる契機になったのは、ｅラーニングを導入す
るためのICT環境が徐々に改善されたことと、ｅラーニングをめぐる学習理論の変化に
あったように思われる。当初ｅラーニングは、CAI（Computer Aided Instruction）の
延長と見なされ、行動主義的観点から評価された。すなわちここで言う行動主義とは、
ドリル学習のように、問題（刺激）と回答（反応）の組み合わせを学習者に選択させて、
それに対して適切に正答をフィードバックすることにより、あるべき学習のあり方を反
復強化する学習理論である。行動主義的観点が主流であったｅラーニングでは、いかに
効率的に多くの知識を定着させるかという目的のために反復練習中心のコンテンツが開
発された結果、暗記学習や検定試験対策などでは確かに一定の成果をあげることができ
た。しかし、既存の知識の蓄積だけを目的とするような学習理論は、1960年代にはすでに、

9　 cf．国立大学法人・長岡科学技術大学， 文科省先導的大学改革推進委託・報告書「学習者等の視点に立った適切
なｅラーニングの在り方に関する調査研究」p.147-184．平成19年３月

10　経済産業省商務情報政策局情報処理振興課編「ｅラーニング白書2007/2008年版」p.2．2008. 
11　同上、p.188-190．文部科学省による「e-Japan戦略」（2001）の策定
12　日本イーラーニングコンソシアム編『ｅラーニング活用ガイド』東京電機大学出版局p.81-83.

成　蹊　大　学　一　般　研　究　報　告 第 50 巻 5



知識の習得を個人的経験に基づく行為とする構成主義者たち（例えば、J．Piaget）か
ら痛烈に批判された13。すなわち構成主義は、知識を個人的な経験において獲得される
現象として捉えるため、事後知識を獲得する行為として学習を理解したのであった。構
成主義的な観点の理解が浸透すると、学習はあくまで学習者の主体的行為とされ、むし
ろ学習プロセスや学習者心理を念頭に置いた教授法の開発が求められるようになった。
さらに近年になると、学習過程を心理的に捉えることにより、学習の本質を単に学習者
が独学で行う行為ではなく、教員や同級生との間の協業作業として理解する考えが優位
となった。このように、最近のｅラーニングに対する評価の変化は、ｅラーニングの機
能向上や無線LAN環境の普及などにも拠るものの、他方で学習行為の意味付けの変化
にも関連しているのである。
　こうした構成主義的な考え方は、外国語教育を言語知識の習得であると同時に、いわ
ゆる異文化間のソーシャルスキル（social skill）の習得とみなす考え方にも結びつく。
ここで言うソーシャルスキルとは、社会における他者との共生に必要な「日常生活での
様々な問題や課題に創造的かつ効果的に対応できる個人的能力」とされ、人間は、常に
変化する現代社会において、新たな知識や能力を自ら身につけて社会に適応する必要が
ある、という考え方がその背景にある。そのため学生にとって外国語学習において重要
なのは、単なる文法や語彙の記憶ではなく、外国語をいかに学ぶべきか、という学習方
法を自覚的に習得することである。知識を身につけるための方法論は、CEFRにおいて
もカリキュラムとして採用されており、それはEUでの欧米系の語学学習に適用される
評価法・教育法にも組み込まれており、その枠内で新たな教材や試験問題の作成が行わ
れている。
　ソーシャルスキルの習得という観点は、最近では文部科学省が導入を進める「アクティ
ブラーニング」の教授法にも浸透しており、①論理的・批判的思考の獲得、②コミュニ
ケーションスキルの向上、③学習動機の向上、④学習共同体への参加、などが成果とし
て期待されている。通常の対面授業に比べて、アクティブラーニングの方が学習者間の
有機的な相互作用を促進させることにより、知識の定着率の向上など学習効果が確認さ
れており14、文部科学省の予算配分等によるインセンティブもあり、この数年において
多くの大学で「アクティブラーニング」の導入が急がれているのが現状である。

13　構成主義者については以下を参照のこと。植野真臣著『知識社会におけるｅラーニング』p.40．培風館
14　 対面授業とｅラーニングのブレンディド型の授業を行っているケースが、大学全体で76％と最も多い割合となっ

た。cf．『ｅラーニング白書　2008/2009』東京電機大学出版会　p.63．
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ラーニング　ピラミッド 

　すでに有効な教授法として急速に普及しつつあるアクティブラーニングに、ｅラーニ
ングを組み合わせることによって、教員と学生、さらに学生間のコミュニケーションを
一層促進させることは可能である。もちろんアクティブラーニングの学習環境をｅラー
ニングの機能のみで実現することは可能だが、しかし、従来の教員による対面授業にｅ
ラーニングを組み合わせる所謂ブレンディド・ラーニングを導入することによって、さ
らに高い学習効果が期待されている。

ｅラーニングの２タイプ

　従来の外国語学習における対面授業では、学生は受動的な役割に留まり、依然として
文法の変化表の暗記を目的とするかのような印象を受けるが、しかし今後外国語学習に
おいては、語学の運用能力の向上と同時にソーシャルスキルの習得も求められ、単に教
員と学生の関係が教える/学ぶの関係に留まらず、学習者同士を含めて相互に情報を発
信し、学習者にフィードバックされる過程でその情報が一層緻密化され、新たな「知」
の創造が求められるようになる。そのため外国語学習では、対面授業とｅラーニングの
間にインタラクティブな関係をもたらす新たな授業形態や、テキスト・音声・画像など
各種メディアの効果的な融合が求められている。
　こうした点に留意しながら、新たな授業モデルでは、ｅラーニングによる学習環境が
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従来の対面授業に対置され、そこでは自らの判断で学習時間や学習内容を決め、ソーシャ
ルスキルの基礎となる「読む」「書く」「聞く」「話す」の４技能をバランスよく学習す
ることが目標となる。（図１参照）特にフォーラム機能を備えたｅラーニングは、ソー
シャルスキルを身につける上でも、適切な授業形態の一つとなりうる可能性を有してい
ると言える。

図１　授業モデルにおける４技能の位置づけ 

３．ブレンディド・ラーニングの可能性と新たな授業モデルの構築

　1991年度の大学設置基準の「大綱化」以降、外国語の授業では、グローバル化への対
応から英語教育へのシフトが進む一方で、いわゆる第二外国語では授業時間数が削減さ
れ、理系学部を中心に履修科目から除外される事例が目立つようになった。しかし最近
では、第二外国語が異文化理解科目に位置づけられ、授業時間の減少に歯止めがかかり
つつあるが、それでもなお多くの大学では、第二外国語の授業時間数削減への対応に苦
慮しているのが実情である。
　そうした状況への対応策の一つに、授業時間外でのｅラーニング学習の導入が挙げら
れる。ただし、事前指導や予備的知識もなく学生にｅラーニング学習をさせるのは難し
いこともあり、ｅラーニングによる独習の準備段階として、対面授業にｅラーニングを
結びつけるいわゆるブレンディド・ラーニングを導入する大学が増えてきている。
　この新たな教育ソリューションとしてのブレンディド・ラーニングは、従来、ネット
環境の整ったPC教室やCALL教室等の施設の利用を前提としたが、しかし最近ではス
マートフォンや無線LANの普及により、一般教室でも授業が可能となり、導入のハー
ドルもかなり下がってきた。しかしやはり、ブレンディド・ラーニングは新たな教授法
ということもあり、Michael Kerresが「メディア支援による新たな教授法には、従来と
は全く異なる授業運営やマネージメントが必要である」15と述べているように、授業の
設計を事前に十分検討しておく必要がある。

15　 Kerres,Michael: Bunter,besser,billiger? Zum Mehrwert digitaler Medien in der Bildung.Why? On the Benefit of 
Digital Media in Education.,in: Informations-technik und Technische Informatik44（2002），187-192
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　ブレンディド・ラーニングについては、すでに次のような問題点が指摘されている。
①新システムや通信技術への教員の適応、導入コストの負担など技術・コストに関する
問題、②従来の対面授業をブレンディド・ラーニングへ統合するための教授法の開発、
③新たな授業形態における学生サポートや学習モティベーションの維持など運用の問
題、などである。そこでここでは、これらの問題点を踏まえながら、ブレンディド・ラー
ニングの新たな授業モデルの構築を検討してみたい。
　ブレンディド・ラーニングを実施する上での現状の問題点は、①現在の対面授業は
ｅラーニングシステムと連携しておらず、内容においてインタラクティブな関係が欠
如していること、②外国語授業は少人数のクラス編成とは限らないため（25 〜 30人程
度）、アクチュアルで実践的な内容が必ずしも十分提供されないこと、③ｅラーニング
のLMSシステムやコンテンツの維持管理には一定のコストがかかるため、現状でも誰
もがその環境を利用できるとは限らないこと、などが挙げられる。
　これらの点を考慮に入れ、ここではｅラーニングのコンテンツを作成し運用するため
の学習管理システム用ソフト（LMS）として、オープンソースのｅラーニングソフト

（Moodle：Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment）、ビデオ通話ソ
フト（Skype）、などすぐに導入可能なソフトウェアを授業支援用として利用し、ドイ
ツ語の初学者を対象に有効な授業モデルの可能性を探った。ますますニーズが多様化す
る学生に対して、一斉授業ではもはや対応が難しくなりつつある現在、既存のソフトを
組み合わせることで高い費用対効果を追求することが現実的な対応であると思われる。
上記の点を踏まえ、授業改善のために次のような授業モデルを採用することにした。（図
２参照）

＜各授業ユニットの説明＞ 
Ａ　対面授業モジュール
　　A.1 ホワイトボードへのプロジェクター投影によるデジタル教材の活用

（Adobe Acrobat）
　　A.2 無線LANが配備された一般教室でのタブレット端末（iPad等）による問題演習

（Moodle）
B　オンラインモジュール
　　B.1 反転授業用の動画視聴・メンターサポート
　　B.2 ｅラーニング（Moodle）
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図２　授業モデル 

　この授業モデルでは、A.1，A.2，B.1，B.2の各授業ユニットを効果的に連携させなが
ら、教員と学生だけでなく、学生同士のコミュニケーションも促進できるように配慮す
る。複数のソフトウェアを組み合わせる目的は、個々のソフトウェアでは十分でない機
能を相互に補い、さらに複数ソフトウェアを媒介に対面授業とｅラーニングをシームレ
スに結びつけるためである。
　具体的に授業例を紹介したい。
　授業モデルは大きくわけて、A.1，A.2は対面授業、B1，B2がネット環境での学習となっ
ている。まず対面授業では、PDFファイルで作成したデジタル教材のテキストをプロ
ジェクタでホワイトボードに投影し、そこにマーカーで直接書き込んで板書する時間を
省いた。そしてデジタル教材には、音声、画像、Web情報、ｅラーニングのリンク等
の情報を埋め込み、そのデータをポータルサイトから学生に事前に配布しておけば（図
３参照）、授業中、学生は必要に応じてその情報にアクセスすることができ、視聴覚的
な効果によって理解が促進される。その際、ｅラーニング教材を利用して問題演習を行
えば、対面授業とｅラーニングの連携を意識づけることができる。
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図３　授業資料の提供

　次にオンラインモジュールでは、まず対面で行うオフィスアワーに加えて、授業内容
をあらかじめ収録した動画を自宅で視聴させる反転授業16を導入し、少ない授業時間数
を有効に活用する方策を探った。またすでに言及したように、授業時間外に取り組むｅ
ラーニング（Moodle）のコンテンツも用意し、各授業時間ごとに取り組むべき範囲を
予め指定して学習させ、その学習状況を確認した。このように、各授業のユニット間に
緊密な連携を持たせることで、読む、書く、聞く、話すの四技能をバランスよく養成す
ることが学習の狙いとなる。そして新しい授業モデルでは、反転授業の導入、対面授業
のアクティブラーニング化、双方性に留意しながら、現状で導入可能なソフトウェアを
授業支援用として組み合わせて利用し、ドイツ語の初学者を対象に有効な授業モデルの
可能性を探った。

A　対面授業モジュール
　授業モデルの各授業ユニットを順に説明していく。
　　�A.1　対面授業（初級ドイツ語文法）では、無線LANが配備された一般教室（図４

参照）で、デジタル教材を利用して授業を行った。（図５参照）

16　 反転授業とは、ブレンディド・ラーニングの形態のひとつで、学生は学習内容を事前に自宅で動画を視聴して予
習し、教室では講義は行わず、従来自宅での宿題とされてきた課題について、教員が個々の学生を指導したり、
学生同士が与えられた課題を協働しながら取り組む授業形態である。英語ではflip teaching、あるいはflipped 
classroomと呼ばれる。
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図４　一般教室の視聴覚システム

図５　使用したデジタル教材の一例

　教科書のデジタルデータ化については様々なメリットが挙げられる。学生の立場から
言えば、予習復習時の単語・熟語の検索での利便性が向上し、データの保存や再利用が
容易となる。また教員の立場から言えば、様々なメディアを連携させた効果的な授業運
営が可能になる。例えば、学生は授業時に、紙媒体の教科書に加えて、ネット上に置
かれたデジタル教科書も利用でき、タブレット端末でノートアプリ等を使えば、直接
データに自分のメモを書き込んだり、そのデータを学内で提供されているオンラインス
トレージ（本学のOffice365のOneDriveやProself）に保存したりすることが可能となる。
また授業後に教員が、モニターに書き込まれたデータを提供すれば、学生は随時参照が
可能となる。
　また教員は、教科書のデジタル化により、授業での学生の理解度に応じて、年度毎に
テキストの単語や例文を差し替えたり、練習問題を更新したりして効果的な教材の作成
が可能となる。特に授業運営に関して言えば、プロジェクタでデジタル教科書をホワイ
トボードに投影すれば、板書の時間が省けるので効率化できるだけでなく、提供する情
報のバリエーションも増やすことができ、文字の視認性も高まるので学生の授業満足度
も向上する。またドイツ語の初級文法では人称変化・格変化が重要な学習ポイントだが、
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ソフトウェアの機能を使えば語形変化を視覚上効果的に表示でき、また音声データの挿
入やMoodleの問題演習へのリンク付けが容易になるので、無駄な作業を省いて学生を
授業に集中させることができるようになる。
　またこの対面授業では、学生にテキストの内容をグループで検討させ、その内容を学
生たちがプレゼン形式で他のグループの学生に説明することを課題にし、グループワー
クとアクティブ・ラーニングの要素を取り入れることを試みた。その結果、教員から学
生への知識伝達だけでなく、学習コミュニティの形成が、すなわち学習内容に関して学
生間で情報交換するなど従来の対面授業では実現しなかった学習環境が実現した。その
中で、教員は最小限の発言にとどめ、学生の自主的な活動を優先させた。
　さらに従来、外国語の授業では、日本人とネイティブ教員がペアになって授業を行う
事例も多いが、日本人教員だけでは不足しがちな実践的演習やアクチュアルな情報の
提供を補完するために、ネイティブの留学生をTAとして授業に参加させることも試み
た。ネイティブのTAとのチームティーチングを実施するために、授業の進行方法、設
問のタイミング、対話練習の例文の選択などを含めて、役割分担を事前に綿密に打ち合
わせておく必要がある。授業ではおおよそ日本人教員が、文法の説明（例：人称変化や
格変化の例示、名詞の性や複数形の確認など）や演習問題の解説を担当し、ネイティブ
のTAは、発音や文法的な説明に基づいてコミュニケーションの練習（発音やヒヤリン
グ演習、ロールプレイ、学生同士の対話練習、自己紹介など）を担当した。さらに日本
人教員とネイティブのTAは、学生から出される質問（例えば「格変化を間違えた場合、
会話では理解されるのか」などの疑問）に対して、日本人教員とネイティブのTAの間
でその質問を検討する形で学生に回答した。このように授業運営の円滑化には、事前に
学習のシナリオを決めておく工夫も重要だが、授業展開に柔軟に対応できるように、役
割分担の自由度も高めておくことも必要である。ただし実際には、人材確保や経費の観
点から、常にネイティブのTAを授業に参加させることは難しい面もあるため、今後は、
コスト削減や講師の確保の観点から、場所や時間の制約なしに利用できる、ビデオ通話
ソフト（Skypeなど）を用いてネイティブ教員を遠隔授業に参加させることも選択肢の
一つとなる。
　　�A.2　ここでは対面授業においてMoodleの教材の一部を問題演習に用いた。それに

よって対面授業とｅラーニングを効果的に連携させ、学習に積極的に取り組まない
学生をｅラーニング学習へ誘導した。
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B　オンラインモジュール 
　　�B.1　反転授業として、テキストの解説を約10分〜 15分程度の動画にまとめた動画

を自宅などで事前に見ておくことを課題にした17。そしてその動画できちんと予習
してきたかどうかを確認するために、授業の最初にその内容を問う簡単なチェック
問題を実施した。

　　�B.2　ｅラーニング学習の部分だが、ここではMoodleを用いで独自コンテンツを開
発した。これについては以下の章で説明したい。

　授業モデルの各授業ユニットの説明は以上だが、これらを有機的に連携させながら教
育効果を上げることが課題となる。

４．ドイツ語におけるｅラーニングコンテンツの開発 

　授業モデルのうち、B.2のユニットの部分は、授業に合わせて独自コンテンツを開発し、
学内でドイツ語のｅラーニングを運用した。コンテンツの作成には数年を要したが、や
はり実際の対面授業との連携を考えると、随時コンテンツの内容を修正できるメリット
を高く評価し、独自開発を選択した。
　ｅラーニングのコンテンツを作成し運用するための学習管理システム（LMS）とし
てMoodleを採用した。Moodleを採用した理由としては、①オープンソースであるため
導入コスト・維持コストが安い、②ネイティブ教員との共同作業にはマルチリンガル対
応であることが必須条件（ver.1.6以降）、③Webブラウザだけで利用可能であるため特
定のソフトウェアを必要とせず利用環境を選ばない、④ログの記録や自動採点など学習
状況の把握や成績管理が容易である、⑤新たなモジュールの追加による機能拡張性が高
い、⑥私立大学情報教育協会などの研究会でLMSとしてMoodleを用いた研究発表が多
く、日本での普及が進んでおり運用に関する情報が得られやすい、などの点が挙げられ
る。
　このMoodleは、商用の学習管理システムであるWebCTの管理者だったオーストラリ
アのCurtin大学のマーチン・ドウギアマスが、1999年からコンピュータ学科の大学院
生とともに共同開発した。2001年にリリースされ、現行のバージョンは3.0（2016年５
月13日）である。ソフトウェアは著作権フリーで、ユーザは自由にダウンロード・修
正・再配布が可能で、使い勝手が良いため、すでに日本語を含む75 ヶ国以上の言語に
翻訳され、４万以上のサイトが設置されるほど普及している。現在でもMoodleは、世

17　反転授業用の動画の制作は、次のような段取りで実施した。反転授業用の動画は、基本的に教員が通常授業にお
いて学生に説明している内容を10分〜 15分程度でまとめたものであるが、まず教員が原稿を用意し、それを音声に
録音する。次に、Explain everythingというスクリーンキャストツールで、読み込んだテキストデータを使い、録音
した音声を流しながら録画を行う。この際、事前に録音した音声を用いないで録画しながら音声を録音しても良いが、
録音と録画を同時に行うと途中のアプリの操作が複雑になるので、完成度の高いコンテンツを作成するために録音と
録画は別々に行った。そして最後にAdobe PremiereProを使って、最初に録音した音声とExplain everythingで撮っ
た録画を結合させ、さらにテロップ（字幕）を入れた。動画共有サイトvimeo（https://vimeo.com/）にアップロードし、
そのURLをポータルサイトで学生に周知した。
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界中のプログラマやユーザ・コミュニティーのメンバーに支援されさらなる進化を遂
げている。またMoodleはPHPで記述されているため、PHPが動作するUNIX、Linux、
Windows、MacOSなどほとんどのOSで作動し、またｅラーニングの標準規格である
SCORMにも対応し、他のLMSすなわちIMS QTI、WebCT、Blackboard形式のコンテ
ンツも利用可能であるなど、汎用性が高い点が評価されている。
　このMoodleで作成した本学のドイツ語学習のコンテンツは、内容的に二つに大きく
分かれている。すなわち文法編と会話編だが、まず個別に見ていくことにする。

4.1　文法編
　Moodleは多くの機能をモジュール形式で提供しており、コース管理、リソース登録、
課題・レポート、小テスト、アンケート、ユーザー管理など用途に応じて構成の組み替
えが容易なのが特徴である。文法編のコンテンツに関しては、「基本テキスト」「文法」「日
常会話のポイント」「ランデスクンデ」「フォーラム」「オンラインコミュニケーション」
の６項目に構成を統一した。（図６参照）
　例えば、この６項目のうち「基本テキスト」「文法」「日常会話のポイント」を自宅で
予習させ、授業時にその内容を確認して、コンテンツに含まれる練習問題を授業の場で
解答させることが可能となる。そして残りの「ランデスクンデ」「フォーラム」「オンラ
イン・コミュニケーション」などの発展的内容も、授業中にタブレット端末等を使って
回答させ、学生の回答をプロジェクターで表示させながら教員がコメントするといった
教授法が可能となる。
　Moodleでの学習進度は、基本的には対面授業と連動できるように設計されており、
最初の２週間はオリエンテーションと発音を扱い、３週目以降は文法の学習に入ること
になる。初級ドイツ語の学習ポイントは、まず文法体系を一通り理解することにあるため、

図６　Moodleの画面 （トップページ）
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例えば、定冠詞、不定冠詞、形容詞など一連の格変化の学習を、できるだけ同一の文法
規則のヴァリエーションとして理解できるように工夫した。また学生同士のコミュニ
ケーションを促すために、学生の質問や学習フォーラムへの書き込みについては、でき
るだけ教員も回答するようにし、また学習状況が改善しない学生に対しては、Moodle
の通知機能を使ってメンターとしてアドバイスできるようにした。
　さらに教材作成の際に留意した点は、①出来るだけ応用範囲の広い単語や例文をテキ
ストに採用し、それらの単語や例文を反復して利用する、②多くの学生が興味を持つよ
うな話題を教材とする、③「検定試験」に準じた様式で練習問題を作成する、④コミュ
ニケーション能力の向上を目指す、⑤授業の学習進度に合わせて利用できるように配慮
する、などである。また実際にMoodleで教材を作る場合の技術的な工夫として、単調
な反復を避け、限られた時間での効率的学習のために、①基本テキストに発音をつける、
②基本テキストから説明文へのリンク付け、③練習問題のヴァリエーションを増やし、
解答の正誤を自動表示して何度でも解答が可能とする、④Moodleの訳語参照機能の利
用、⑤関連学習情報へのリンク付け、などにも配慮した。

4.2　コミュニケーション編 
　コミュニケーション編のコンテンツの作成については、「基本テキスト」「表現」「文法」

「応用問題」「ランデスクンデ」の５つの学習項目に構成を統一した。文法編との大きな
違いは、「基本テキスト」は会話が中心で、１課から12課までの各課に３つずつ付けた
テキストに、その内容に合わせてオリジナル動画を作成し、より実践的な語学運用が出
来るように配慮した。
　各学習項目は、動画、会話のテキスト、その翻訳、そしてそれに関する練習問題から
構成されている。また外国人学習者も想定し、それぞれの設問はドイツ語、英語、日本
語で表記されている。また各練習問題に解答するためのテキスト参照用として、動画へ
のリンクも適宜配置されている。（図７参照）

図７　Moodleの画面（コミュニケーション編）
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５．授業モデルに関する学生の評価について 

　この授業モデルに基づいて１セメスター授業を実施し、反転授業にアクティブラーニ
ングを加えた対面授業と、文法編とコミュニケーション編とからなるｅラーニングにつ
いて、それぞれ学生に対してアンケート調査を行った。

5.1　反転授業に対する評価 
　結果は概ね好意的なものが多かった。（表１参照）特にQ3の「授業の理解度」とQ5「授
業中の発言が増えた」については評価が高かったと思う。反転学習の導入によって理解
できない部分については繰り返し学習できるようになった点と、アクティブ・ラーニン
グの導入で授業中の発言が増えたことが反映された結果であると思われる。しかしその
一方で、Q4「学習時間が増えた」については評価が低く、実際の学習量の増大までに
はなかなかつながっていない現状が垣間見えた。今後反転授業という授業形態を浸透さ
せることで、実際の学習態度の変化までつなげるように試みたいと思う。

5.2　ｅラーニングに対する評価
　ｅラーニングに関する学生アンケートを実施したが、結果としては、全般的に期待し
ていたほどの評価は得られていないように思われる。（表２参照）対面授業との連系の
弱さおよびバグなどによってコンテンツの完成がまだ満足できる水準に達していないこ
とが、その要因の一つであるように思われる。Q3の「学習内容の満足度」については
比較的評価が高かったものの、Q1「ソフトウェアの操作性」やQ2「コンテンツの難易度」
についてはまだまだ改善の余地が伺える数字となった。「ソフトウェアの操作性」につ
いては、コンピュータ・リテラシーが十分でない学生は、インターフェースの操作の習
熟に時間を要したため、低い評価を出したものと思われる。簡易操作マニュアルも作成
したが、それでもユーザー登録やドイツ語の特殊文字の入力に問題が生じた。そのため
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表１　反転授業についての学生アンケート評価

＝とてもそう思う　＋そう思う　＝ どちらとも言えない　 ＝あまりそう思わない　■そう思わない



ｅラーニング用のサイトを設けて情報を集約して提示したり、誰もが直感的に操作でき
るように改善を行ったり、引き続き努力が必要であろう。また「コンテンツの難易度」
の難易度についても、もう少しレベルを現状に合わせる改編をおこないたいと思う。

　以上のようなアンケート結果を参考に、今後もこのブレンディド・ラーニングの授業
モデルを運用し、反転授業やｅラーニングのデータ共有など進めながら、他の教員とも
協力してプロジェクトチームを立ち上げ、初修外国語授業向けのスタンダードモデルを
提案したいと考えている。

この研究に大学研究助成金を交付していただいた成蹊大学に謝意を表したい。
（成蹊大学　法学部教授　2016 年７月脱稿）
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表２　ｅラーニングに関する学生評価

＝とてもそう思う　　＋そう思う　　＝ 普通　　 ＝ あまり思わない　　■思わない



PRINTED BY
SEIKO-SHA CO. LTD.

1-5-15,  NISHITSUTSUJIGAOKA,  CHOFU-SHI,  TOKYO



Seikei University
3-3-1, Kichijoji-Kitamachi, Musashino-shi,

Tokyo, 180-8633 Japan


