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大学生の学力多様化時代における初年次物理教育の授業内 ICT 学習支援
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序章
１．研究の目的
大学入学までに，自主学習の習慣や基礎知識を習得する機会に恵まれなかった学生を多
数抱える大学が増えている．大学進学率が 50％を超え，大学教育が国民教育となった今，
大学教育の在り方を根本から考え直さなければならない．本研究は，このような観点から，
大学の初年次物理教育において，学習に対する自主性を誘発しつつ，物理学の基礎知識を
定着し，現象や法則を理解させるための学習支援型授業モデルの設計と提案を目的とする．
具体的には，次の 2 点である．
（１）本来授業時間外に行う復習の一部を授業の中に効果的に取り込む
（２）
「振り返り」や自己の学習に対するメタ認知を誘発する仕組みを構築する
２．研究の学術的背景
近年，国内外において，様々な教育方法の工夫が行われている．例えば，アクティブ・
ラーニングとしてのグループ学習，プロジェクト学習，学習ポートフォリオなどにより，
目標設定力・課題解決力の育成や学習への自主性の醸成を目指すものである．その背景に
は，グローバリゼーションと知識基盤社会への移行にともない，コンピテンシーの重要性
が認識されたことがある．しかし一方では，アメリカ合衆国はいうに及ばす，我が国や他
の経済発展を成し遂げた国では，高等教育への進学率の増加に伴うユニバーサル化が進行
し，それぞれの国に特有な大学生の基礎学力の多様化が進んでいる．特に日本では，一部
の大学には学力や自発性が比較的備わった学生が集まる一方で，小学校や中学校の基礎学
力に欠ける相当数の学生を抱える大学も現れている．後者に多く見られるような自主学習
の習慣や基礎知識が不足する学生が大半を占めるクラスにおいては，グループ学習による
相互啓発・自己啓発やプロジェクト学習は理念としてはあり得ても，効果的な実施は現実
には難しいと考えられる．
このようなクラスで物理学の学習成果を上げるためには，第一優先事項として，基礎知
識の定着を図らなければならない．そのうえで，それに裏付けられた物理現象や物理法則
の概念的理解を同時に進める必要がある．グループ学習やプロジェクト学習などが目指す
問題解決力のレベルは，前提となる基礎知識のレベルによって制限されると考えられる．
小学生には小学生レベルのプロジェクト学習も考えられるであろう．大学生であれば，大
学生としての必要最低限レベルの基礎知識を
習得していることが重要である．基礎知識のな
いところに自主性も問題解決力も育たないと
考えられる．すなわち，学力の多様性に応じた
授業モデルを考えるべきであろう．
（図 1）
本研究では，授業内に復習を効果的に取り込
むことによって，自主性が未発達な学生が多数
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図１ 大学生の学力と授業モデルの適用範囲
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を占めるクラスで効果的に基礎知識を習得させる授業モデルを実践的に検討する．ただし，
この場合でも学習への自発性を育むことは重要である．学習ポートフォリオを導入するこ
とで，個人レベルで「振り返り」を促すことができ，学習動機を高めていくことができる
と考える．
今日，大学の物理教育は研究者育成や，社会の中堅育成の教養教育としてだけではなく，
国民教育として幅広い学力層に対して行われる側面がある．本研究の授業モデルは，適用
範囲として，上に述べたような自主学習の習慣や基礎知識を習得する機会に恵まれなかっ
た学生を多数抱える大学における初年次物理教育を想定している．
応募者は，これまでに大学初年次の基礎的な物理学の授業において，復習を取り入れる取
り組みを行ってきたが，５年ほど前から効果的な実施方法を見出し実践してきた．これら
の成果については，研究業績に示した論文や講演で公表してきた．本研究は，この方法の
有効性を踏まえた上で，上述した授業モデルを確立しようとするものである．
３．本研究の達成目標
応募者がこれまで取り組んできた授業内での復習は，教科書・ノート・配布資料を参照
しながら，前回の授業内容に関する問題に解答するというテスト形式で行ってきた（確認
テスト）
．確認テストは現象の理解や物理法則の意味などを問う問題と，数式表現を問う問
題の 2 種類から構成されている．確認テストの解答には，マークカードを利用してきた．
学習の効果は，記述式で行われる学期末試験，および記述式で行うプレテスト・ポストテ
50
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確認テストが効果的であり，当日の授業
を確認するために授業の最後に行う方法
では，効果がないことが明らかになった
（研究業績 2009 年，2010 年）
（図 2）
．
しかし，確認テスト自体の特性はまだ十
分には分析できていない．一方，マーク
カード（JIS カード）を使うため，カー
ドの回収や採点に多少時間がかかる，ま
た，テスト結果のフィードバックもすぐ
には行えないなどの解決すべき課題があ

40
100

30

20
10
0

50
Number of Candidates
Average Marks

0

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

回授業の復習として行う 10 分間程度の

Average Marks

これまでの研究から，授業の最初に前

Number of candidates

ストで調べている．

year
図２ 確認テスト導入による学期末試験結果への影響。
2005年から授業の初めに行う確認テストを導入した。
その結果、学期末試験受験者数（○）の変化とほぼ無
関係に学期末試験の平均点（●）が増加した。破線は
平均点の平均位置を表している。

る．
これら，これまでの検討を踏まえ，本研究では，次の 3 点を明らかにする．
（１）授業内の復習で利用している確認テストの特性を分析し，これまで達成してきた学
習効果の要因を明らかにする．また，対象としている学生の学力レベルを明らかにし，授
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業モデルの適用対象を明確にする．
（２）授業内で行う復習の方法について，マークカード以外の方法を検討する．具体的に
は，この数年急速に普及している無線 LAN で Web アクセス可能な携帯情報端末を利用す
る方法を検討する．これにより，確認テストの採点結果を速やかに学生にフィードバック
するシステムの構築が可能になる．また，携帯情報端末を使用した場合と，マークカード
利用時との違いを学習効果，効率など様々な観点から検討する．
（３）Web 上に集積する確認テストの結果を各学生へフィードバックする機能を備えた学
習ポートフォリオを構築する．これにより，学習に対する各自の「振り返り」を促し学習
への自発性の誘発を図る．通常の学習ポートフォリオは，紙ベースでも Web ベース（e ポ
ートフォリオ）でも，学習者が学習成果物をポートフォリオに蓄積し，定期的に「振り返
り」を行うものである．しかし，ここで構築するポートフォリオでは，授業内で行う復習
の成果物（確認テストの結果）の蓄積をシステムが管理する．
４．本研究の術的な特色・独創的な点及び予想される結果と意義
本研究では，自主性が十分に育っていない大学生に，授業の中で，教科書を読む習慣，
ノートを読み返すなどの自主的学習の態度を身に付けさせつつ，物理学の知識，概念を主
体的に学習・習得する授業モデルを検討する．授業内で行うこの復習の時間は，e ラーニン
グで学習効果の重要な要因の一つといわれている「振り返りの時間（time for reflection）
」
（S.R.Hiltz,Journal of Communication,36,1986,pp.95-104）の側面も持つと考えている．
本研究での特色は，確認テストの採点結果を速やかに e ポートフォリオに集積するシステ
ムを構築して，授業内における復習と「振り返り」の融合を図る点にある．なお，この授
業モデルは，物理学以外の科目にも応用できると考えている．
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第 1 章 研究計画および方法
本研究の進め方の骨子を要約すると、次のようになる。現状は、学生に物理学の知識を
効果的に習得させる方法を見出した段階であり、いわば現象の一端を捉えた段階である。
今後は、その有効性の本質を探求しつつ、発展的な応用につないでいく。この方針に沿っ
て、本研究では、3 年間で次の検討を行う。
（１）これまでに効果が見られた確認テストの特性を検討し、テスト問題の改善を図る。
（２）確認テストを Web 化し、これまでのマークカード方式と比較検討する。
（３）学生個々の授業の「振り返り」を支援するために、毎回の授業で行う確認テスト
の結果をフィードバックする機能をもつ学習ポートフォリオを Web 上に構築し、効果を検
討する。
（４）本研究で検討する学習支援型授業モデルが有効な学生の学力範囲を明らかにする。
1.1 確認テストの特性を検討し、テスト問題の改善を図る（１）
授業内の復習で利用している確認テストについて、これまでに、一部の問題について項
目反応理論を適用した分析を行ってきた（研究業績 2010 年）
（図 3）。確認テストは物理量
や法則の意味を問う問題と、物理量の記号・単位、文字式・数式を問う問題から構成され
ている。これまでの一部の問題の分析結果を図 3 に示す。この図からわかることは、後者
の問題では、各学生の習得度の差を明瞭に識別できるが、前者の問題では、各学生の習得
度の差がそれほど明瞭ではないということである。この結果からは、確認テストで出題し
ているテスト問題が妥当な問題であるよう
1.2

なテスト問題を目指して改善する。ただし、
現在、テストの特性分析に使用しているフリ
ーソフトウェアでは、分析のアルゴリズムに
起因して、テスト問題によっては数値計算が
収束しないことが少なくない。これまでの分
析を検証し、さらに検討を進めるためにも、
定評がある分析ソフトウェア（Multilog）を
用いて確認テスト問題の分析の再検討を行
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図3 確認テストの項目反応曲線（一例）

い、テスト問題の適否を検討する。
1.2 確認テストの Web 化およびマークカード方式との比較検討（２）
携帯情報端末を用いた確認テストの実施準備を行う。現在、確認テストにはマークカー
ドを使用しているが、これを Web 上での解答に変更する。そのために、次の作業を進める。
①確認テストの問題を Web 上に作成し、採点結果もそこに蓄積する。このシステムの構築
には、
応募者が勤務する大学で授業用に供用されている教育情報 Web システムを利用する。
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このシステムは、フリーウェアの学習管理システム Moodle を利用したものであるから、汎
用性がある。
②携帯情報端末を使用した確認テストの解答入力の操作性などをテストする。携帯情報端
末としては、無線 LAN 接続で Web アクセス可能なものとして、近年比較的安価に入手で
きるタブレット PC を使用し，使用可能性をテストす
る。なお、解答などの入力メディアとしては、Web と

表1 入力メディアの特徴
マーク
カード

携帯情
報端末

Webとの親和性

×

◎

◎

操作性

○

△

○

ポータビリティー

○

○

×

価格

○

△

×

特徴

の親和性、操作性、ポータビリティー、価格の面から
検討すると、携帯情報端末が総合的に優れていると考
えられる（表 1）
。スマートフォンを所有する学生も増
えつつあり、近い将来は、携帯情報端末の活用が普及

パソ
コン

すると考えられる。
構築した Web 上の確認テストを授業で試験的に利用する。そのために携帯情報端末を購
入して授業で試験的に使用する。必要な台数の最終決定については、平成２５年度の携帯
情報端末試用の効果を確認してからになるが、現段階ではアンドロイド端末を１０台、
Apple 社の iPadmini を５台購入する予定である。確認テストには、これまで行っているマ
ークカードと携帯情報端末を併用し、それぞれの長所と短所、および学習効果を検討する。
本学の初年次物理学の授業は２クラス展開で行われるが、受講者数はこの数年間、各クラ
ス４０人前後で推移している。携帯情報端末１５台は少ない可能性があるが、メンテナン
スなどを考慮すると、この程度の台数が適当である。また，各クラスとも４０％弱の学生
が携帯情報端末利用を使用することになるので、統計的には十分な知見が得られると考え
ている。なお、一部のスマートフォン所持者には、自身の端末を利用させることも考えて
いる。また、携帯情報端末の種類による操作性の優劣も教室での実地使用で確認する。
携帯情報端末の利用による確認テストの長所はすでに述べたが、予期しない問題点が発見
される可能性もあり、それは新しい知見として役に立つと思われる。
1.3 「振り返り」支援機能および確認テスト結
果のフィードバック機能の Web 構築（３）
学習ポートフォリオの構築に着手する。前述
の２①と同様に、本学のフリーウェア moodle
を利用した Web サーバーシステムを利用する。

H25年度の研究計画
（１）確認テストの特性を
検討し、テスト問題の改
善を図る。

H26年度以降の
研究計画

（２）確認テストをWeb化し、これまでのマークカード方式と比
較検討する。

上述のように、このシステムには、確認テスト
問題と各学生の解答と採点結果が蓄積される。
このシステムに、各学生が確認テストの結果や
授業に対してコメントを入力する部分と教員が

（３）学習ポートフォリオをWeb上に構築し、効果を検討する。

（４）学習支援型授業モデル
が有効な対象学生の学力範
囲を明らかにする。

コメントする部分を加えて機能を拡充する。具
体的には、1 学期に約 15 回行われる確認テスト

図4 研究計画の概要
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の結果などについて、学生・教員のコメントを時系列的に記入・閲覧する機能などである。
授業での試験運用も開始する。この場合にも携帯情報端末を利用することになる。ただし、
携帯情報端末を利用しない受講者については、授業後に学習ポートフォリオへの入力を行
わせる。これにより、両者の比較検討を行う。
また、学生が「振り返り」として記述した文章から、学生の躓きや授業の課題が見出さ
れる可能性がある。あるいは、確認テストや学期末試験では検出できない学生の理解度の
変化などを知ることができる。テキストマイニングソフトウェアを用いて、これらを分析
する。この試行により、授業内での復習と「振り返り」の融合について、効果を検討する。
1.4 学習支援型授業モデルが有効な学生の学力範囲（４）
これまでの実践から、基礎知識の定着について、確認テストが有効であることがわかっ
ている。ここで対象としている学生の学力レベルを数学力や他教科の学力、あるいは出身
高校の偏差値など何らかの指標で明確にする。
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