上が経過し、現在、

大学、

60

短期大学が通信教育を実施しており、大学
12

万５０００人の学生が学んでいる。

大学院、

における通信教育の正規課程に約

27

０１４年から全国展開となっている。

が制度化されたことに伴い、この特区制度を活用して２大学が開設され、本制度は２

得可能となり、その後、２００４年に「校舎等施設に係る要件の弾力化を行う特区」

まれている。２００１年から、インターネットによる授業だけで１２４単位全てが修

前記の大学における通信教育課程には、インターネットのみで授業を行う大学も含

また、近年は社会人の学び直しの機会としても多く活用されている。

があって、その実現に困難を伴う人たちの期待に応えて大きな役割を果たしてきた。

大学通信教育は、大学における学習意欲を持ちながらも、地理的、時間的制約など

16

46

年には正規の大学教育課程として認可された（文部省認可通信教育）。それから 年以

大学における通信教育は、１９４７年に学校教育法によって制度化され、１９５０

ＩＣＴを活用した通信教育課程

特 集
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一方で、不正行為に対す
るリスク、
教育の質保証の問
題などの課題も考えられる。
今後、場所や時間を選ば
ない通信教育課程に対する
需要は高まっていくのであ
ろうか。また、面接授業も
行わない形態の通信教育課
程は、さらに広がっていく
のであろうか。
こうした状況を踏まえて、
本特集では、ＩＣＴを活用
した通信教育課程における
教育方針や特色、課題や今
後の展望などをご紹介いた
だき、ＩＣＴを活用した通
信教育課程の現状と課題に
ついて考える機会としたい。

メディア授業のためのガイドライン

高橋 陽一
●公益財団法人私立大学通信教育協会理事長

生涯学習時代におけるオンライン大学のこれから
向後 千春
●早稲田大学人間科学学術院教授

オンライン大学によるリカレント教育

川原 洋
●サイバー大学学長 兼 ＩＴ総合学部学部長

「学生のための大学」の通信教育課程として
花見 常幸
●創価大学通信教育部長

社会人学生への学習支援のあり方
花岡 大幹
●京都橘大学通信教育課長

学生の多様性をサポートする大学通信教育
陸 亦群
●日本大学通信教育部学務担当
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後も随分と聞かさ

60000

40000

20000

●公益財団法人私立大学通信教育協会理事長

120000

ＩＣＴを活用した通信教育課程

府全体がＩＣＴ化を推進し、文部科学省も設置基準を整

れた。
「社会人の面

140000

特集

備しているのに普及しないのは、私立大学通信教育協会

接授業受講を勧奨

160000

高橋 陽一
しかし、大学通
信教育は旧態依然
としているという

が旧態依然の通信授業と面接授業に固執しているからで

すると、メディア

180000

メディア授業のためのガイドライン

１ 面接授業に近づくメディア授業の受講者数
「どうしてメディア授業が普及していないのか」と、も

はないかというアグレッシブな疑問であった。そこで私

授業が阻害され

’16

’15

’14

’13

’12

’11

’10

’09

’08

’07

’06

思い込みは、その

が示したのは、図表１のようなグラフである。メディア

る」という意見も

メディア授業受講者数

80000

う 年近く前に、熱意ある文部官僚から質問された。政

年ほど前は「増え

あった。２０１７

授業受講者は一貫して増えている。

ている」と説明した。その後は「面接授業受講者の半分

（平成

）年には、

ほど」という時期が続いた。直近のデータでは、メディ

通信教育の郵便料
金を優遇した第四

大学通信教育のメディア授業受講者数の増大
文部科学省「学校基本調査」から作成

図表１

10

ア授業受講者数は面接授業受講者数に近づいたといって
よい。

29

’05

’04

’03

0

面接授業受講者数

100000

10
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能となった。そして、１９９８（平成 ）年には「メディ

ない」という主張もあった。また、メディア授業とイン

ともいう）が第４の授業方式として登場した。通学課程

アを利用して行う授業」つまりメディア授業（遠隔授業

種郵便をめぐって「優遇料金があるからＩＣＴ化が進ま
ターネットを利用した授業の違いが理解されていないと
の上限は

単位、通信教育課程は面接授業に 単位まで

いう現状もある。このあたりから整理して、なぜ大学通

10

信教育のためにメディア授業ガイドラインが必要になっ

参入できることになり、翌年には通学課程は

単位まで

）年には、３

上限が引き上げられた。２００１（平成

60 10

戦後の教育改革によって大学通信教育が大学教育の方

ネットを活用したオンデマンド型）も認められた。通信

刷授業などもメディア授業に置き換えてよいので、法令

ある。しかし、通学課程ではメディア授業の卒業所要単

上は１２４単位全てをメディア授業とすることが可能で

当初の大学通信教育は、
「印刷教材による授業」つまり

位参入は 単位までであり、残り 単位は通常の授業（面
単位以上とすることで、通学課

64

通信教育のみを行う放送大学が構想されるなか、１９８

程との一体性や教育水準の維持が企図された。しかし、

ており、あくまでも面接授業に相当する毎回の出席確認

経由のレポート提出や電子教材配付は通信授業で広がっ

ターネット活用全般と誤解するケースがあるが、ネット

１（昭和

）年には第３の授業方式である「放送授業」

接授業）で行う必要がある。また、メディア授業をイン

60

など、双方向性が確保された授業のみがメディア授業で

を卒業所要単位のうち

通信授業を中心にしながら、
「面接授業」
（スクーリング）

して運営されている。

誤解がないように言っておくと、通信教育課程では印

教育課程では、全ての面接授業をメディア授業に置き換

）年に設立された。現在では、

式として認められ、法政大学、慶應義塾大学、中央大学、

型）だけであったものが、「非同時双方向型」（インター

年前まで「同時双方向型」（別会場とつなぐテレビ会議

13

え可能となり、現在に至るのである。

２ 四つの授業方式の成立

たかを解き明かしたい。

30

日本女子大学、日本大学によって財団法人大学通信教育
協会が１９４９（昭和

大学が加盟する公益財団法人私立大学通信教育協会と

24
30

単位は放送授業で可
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61

56

が位置付けられ、面接授業のうち
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ある。

３ メディア授業の迷走

ばならないという規定である。こうした文書が政府から

明示されると、
「メディア授業は 時間体制だ」という話

題になる。特例で校舎も貧弱な上に、ヘルプデスクの担

当者は 時間勤務となると、流行語で言えば「ブラック」

課程では、実態としてもメディア授業の受講者数が面接

な職場になってしまう。メディア授業では、昼夜を問わ

くの変化である。しかし、メディア授業をめぐっては、

題は、２０１４年３月の大学通信教育設置基準改正でイ

大学による工夫と学生支援を重視することによって解決

の設置における校舎等施設に係る要件の弾力化）である。

８３２」
（インターネット等のみを用いて授業を行う大学

技術的な工夫をしても、それをだます方法はあり、
「いた

対策のため、本人認証をどうするかという問題もある。

メディア授業の「替え玉受験」や「なりすまし受講」

されたと考えている。

大学通信教育は全てをメディア授業で実施できるが、そ

ちごっこ」である。指紋認証も、横に替え玉がいない証

拠にはならない。こうした問題も、広く三つ以上の認証

プロセスを持つことや、メディア授業のみで卒業すると

時間対応
時間ヘルプデスクを置かなけれ

24

私立大学通信教育協会は、メディア授業の導入段階か

４ メディア授業ガイドラインの制定

た、解決策も見えてきた。

内閣府の「認定申請マニュアル」には、
「コンピュータ
時間態勢で

きも適切な段階で同時双方向の口頭試問を工夫するといっ

が相談することができるよう、原則として

等の操作に関して不明な点が生じた場合、学生や教職員

してよいという特区である。

の場合は大学設置基準などの例外として校舎などを縮小

められた、いわゆるインターネット大学をめぐる「特区

一つは、構造改革特別区域法によって２００４年に定

ンターネット大学が基準本体に組み込まれたことにより、

授業に匹敵するほどになったということが、この

ず拘束されると感じた教員は少なくなかったが、この問

ＩＣＴの普及によって大学の授業が変化し、通信教育

24

年近

24

誤解の原因となる迷走があったことも事実である。

20

のサポートが可能なヘルプデスク機能を有していること」

24

とある。大手のソフト会社やサーバ会社でも
は希有なのに、大学が

24
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ら調査研究に努めるとともに、メディア授業研究会を開

教育を担う教職員が交流す

業研究会をはじめ、実際の
ることによって、大学教育

催して各大学の情報交流を担ってきた。
このなかで、情報技術や教育方法の研究にとどまらな

各大学の改善が全国的な教

の現場で直接に生かされる。

された。これまで述べてきたような誤解や迷走は、各大

育水準の維持や向上へと進

い、メディア授業の共通ルールが必要だという意見が出
学の認証評価において重大な問題になりかねない。通信

むことが期待できる。

５ メ
 ディア授業のメ
ディアとは

教育の経験がない評価委員には、説明を理解してもらえ
ないという事例も出てきた。また、メディア授業告示と
呼ばれる「大学設置基準第二十五条第二項の規定に基づ
き、大学が履修させることができる授業等について定め

（注）△印は加えることができるもの。

ガイドラインは協会の

文字・音声・
静止画・動画
から１以上

予習・復習など

5 その他の実物

△

△

△

6 その他の郵送などのメディア

△

△

△

4 動画

る件」
（平成十三年文部科学省告示第五十一号）や通知類

文字・音声・静止画・動画
から２以上の組み合わせ、
ただし音声と動画は必須。

3 静止画

ウェブサイトで提示してい

その他の学習

2 音声

には、すでに時代遅れになった「通信衛星」をはじめ、

には「多様なメディアを高

その他の授業

1 文字

るが、ここでは、関心の高

こうしたことから、２０１６年３月の公益財団法人私

度に利用して」とあるが、

音声および動画による授業

メディア授業の構成

メディア授業に用いる要素

メディア授業に用いる要素と構成

図表２

解釈が困難な箇所がある。メディア授業の教育や開発を

立大学通信教育協会理事会 評議員会決定として公開さ

どんなメディアが必須なの

いテーマを説明したい。ま

れたのが、
「メディアを利用して行う授業に関するガイド

かという点が問題である。

安心して推進するためにも、大学共通のガイドラインを

ライン（メディア授業ガイドライン）
」である。このガイ

単なる電子書籍の配信では、

ず、メディア授業は、告示

ドラインは、法令などに依拠し、協会としての解釈を自

通信授業と同じになってし

示すべきだという意見が多くの大学から寄せられた。

主的に示したものであって拘束力はないが、メディア授

・
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実例やルールに基づいて、多様なあり方を認めることを

「多様なメディア」について、ガイドラインは各大学の

理した。簡単に示すと、図表２のようになる。

まう。この関係をガイドライン第八条から第十一条で整

した。

声

文字だけのケースが多く、ガイドラインでは「文字 音

夫がある。この「その他の授業」については、実際には

・

・

・

静止画 動画から一以上」をメディアとして必須と

とした。さらに、
「その他の実物」や「その他の郵送など

アを必ず使い、文字や静止画も加えることができること

よび動画による授業」として、音声と動画を含むメディ

間もあるだろう。電子書籍や印刷教材を読み直す場合も

返したり、学生相互の書き込みで交流したりといった時

し直す場合もあるし、
「その他の授業」の小テストを繰り

さらに多様になる。
「音声および動画による授業」を視聴

続いて、予習復習などの「その他の学習」については、

のメディア」を加えるケースも明示した。意外かもしれ

ある。このようなことから、特にメディアとしての指定

前提としている。その上で、基本となる授業を「音声お

ないが、実験、実技、実習に該当する授業もメディア授

はしていない。

６ メディア授業の時間数とは

大学設置基準のとおり、１単位は

時間であるが、講

業で可能なのである。すでに美術デザインの分野で始まっ
ているが、今後は理工系でも取り組みが始まるだろう。
また、学習効果を上げるためには、プリントや書籍配付
なども珍しくない。

義で必要とする 時間以上の教室における授業を、メディ

があり、ネット上に書き込んだり、画面の数字や記号を

答、意見交換が必要である。これも極めて多様なケース

授業に相当する対面指導、インターネット指導、設問解

であるが、これに続いて、
「その他の授業」として、面接

時双方向型の場合である。オンデマンド型の配信で

の配信が基本なので、同様に考えられる。問題は、非同

同時双方向型のメディア授業は別教室へのテレビ会議型

授業時間や放送時間の合計をこの時間に合わせればよい。

ア授業ではどう考えるべきか。面接授業や放送授業では、

分

選択したり、サーバーの機能によって正解を表示したり、

を一気にパソコン画面で視聴するのは、技術的にも学生

基本は、時間を区切った「音声および動画による授業」

45

学生相互に対話や答え合わせをしたりと、大学ごとに工

15

90
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メディア授業の形態および学修時間

１単位当たりの授業時間など

の集中力の面でも検討課題である。
分配信も、授業

条に明記したが、図表３のように整理できる。

メディア授業ガイドラインでは、大学独自の創意工夫

を推奨するとともに、授業の水準保証として、技術上の

もちろん、この
の臨場感を感じさせるものとして

条件や特徴を学生や入学希望者に対して明確に説明する

こうした説明をシラバスやマニュアルで丁寧に行うこ

は実績がある。しかし、適当な分
夫は推奨すべきだろう。また、ア

とにより、公平な授業参加や成績評価が実現する。いま

よう定めている。

クティブ ラーニングの実践が広

だ誤解の多いメディア授業は、従来の通信授業や面接授

数に区切って再視聴可能にする工

分間の熱

演だけではなく、学生が話し合っ

に開かれたかたちで展開できるだろう。

業とともに積極的に情報公開をすることによって、社会

がる現在、教員による

たり小課題に取り組むことも効果

歳の高卒者だけにこだわら

ような多様な実態から、非同時双

均等の実質化にある。働き方改革の基盤としての「社会

ず、あらゆる年代とあらゆる立場に開かれた教育の機会

大学通信教育の眼目は、

方向型では、動画の時間測定が可

人の学び直し」を推進するためにも、大学通信教育にお

的な授業と考えられている。この

能な「音声および動画による授業」

けるメディア授業をさらに展開していく必要がある。 

がないと、授業として成立しない。

び動画による授業」に十分な時間

もちろん、この場合も「音声およ

業時間として計算すべきである。

含む「その他の授業」を併せて授

と、小テストや学生同士の交流を

18

予習・復習等

１単位当たり
45時間の学修
（演習講義）15～30時間
（実験実技実習）30～45時間

90

合計時間

非同時双方向型の （演習講義）15～30時間
メディア授業
（実験実技実習）30～45時間

その他の学習
音声および動画による授業
同時双方向型の
メディア授業

その他の授業

メディア授業
の形態

・

図表３

90

このことはガイドラインの第十一
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●早稲田大学人間科学学術院教授

らなっている。まず、いつでも新しいスキルと知識を自

スキルと知識、仲間、および評判（ブランド）の三つか

向後 千春

生涯学習時代におけるオンライン大学のこれから

１ はじめに：人生１００年時代の生涯学習
・

・

の投資である。そして、同じ志を持った仲間を自分のま

分に取り込んでいくことが必要となる。その意味で、ス

）で
０年時代の人生戦略』
（グラットン、スコット 2016
は、これまでの「教育→仕事→引退」の３ステージモデ

わりに置き、その中で働くことが充実感を生み出してい

１０

ルは過去のものになると予測した上で、新しい生き方の

く。最後に、その中で自分の評判をブランドとして確立

人類の寿命は伸び続けている。
『ライフ シフト

モデルを提案している。そのために必要となるのが、三

していく。そのブランドは、自分のキャリアを貫く軸と

キルと知識を獲得するために教育を受けることは自分へ

つの見えない資産である。それは、生産性資産（仕事の

このように見ると、人生１００年時代において、成人

なる。

精神的健康と幸福）
、変身資産（１００年ライフではマル

になってからの教育は人生を充実させるための単なるオ

生産性を高めて所得を増やすもの）
、活力資産（肉体的
チステージになるので、変身することが必要）の三つで

選択しなくてはならないコースとなる。そこでは、「教

プションではない。そうではなく、誰もが何らかの形で

中でも生産性資産は、引退を先延ばしして仕事を続け

育」という言葉の意味を、
「人生の若い時期に集中的に受

ある。
ていくために最も基礎的なものである。生産性資産は、

40

2018.3 大学時報

けるトレーニング」ではなく、
「生涯にわたって自分自身
を高め、拡張し、変えていくための体験」として拡張す
る必要がある。

オンライン大学の卒業生調査から分かるこ

とこれからの予測と展開について考えたい。

２

ていくだろうか。いくつかの制約がある。一つ目は、教

に開設した、社会人を中心ターゲットとするオンライン

早稲田大学人間科学部通信教育課程は、２００３年度

と

室や対面授業を前提としたフルタイムの学生を前提条件

教育による課程（通称「ｅスクール」）である。２０１８

そうした時代の生涯学習は、具体的にどのように変わっ

にはできないことである。そうした１年を超える長期的

年度に

期生を迎えるｅスクールは、科目選択によって

な学習のための期間は、会社で働いている限り、ますま

はスクーリングなしで卒業できることが特徴であり、そ

ｅスクールは卒業研究が必須となっており、その際に

す取りにくくなりつつある。二つ目は、社内教育や研修
を再生産するものであり、それに頼れないということで

対面の個別指導を必須とするゼミもあるけれども、多く

の意味でオンライン大学と呼ぶことができる。

ある。したがって、生涯学習の機会を会社の外に求めな

る人たちも受け入れている。これを支えているのが、教

のゼミでは指導の全てをオンラインで実施している。そ

会社の外で物理的な制約がない教育機会となると、選

育コーチと呼ばれるメンター制度である。教員と教育コー

くてはならない。以上をまとめると、時間や場所の物理

択肢は限られてくる。それは、通信制大学、オンライン

チがチームを組むことにより、授業コンテンツの設計と

のため、フルタイムで働いている社会人のほかに、プロ

大学、大学エクステンションなどである。これ以外にも、

作成は教員が行い、質疑応答、フィードバック、採点、

的制約がないことと、いま働いている会社の枠の外でで

公的あるいは民間の団体が開催している資格取得のため

個別指導といった仕事は教育コーチが担当するという作

スポーツ選手、外出に困難がある障害者、国外に在住す

のコースもある。本稿では、大学が主体となって提供し

業分担が可能になった。

きることがこれからの生涯学習の条件となる。

は引き続き行われるけれども、それは会社が求める能力

16

ている生涯学習のためのコースを取り上げて、その実像
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とと時間管理の大変さがみてとれる。

・

このアンケートでは、
「ｅスクールへの入学を勧めたい

このｅスクールを２００７年から２０１３年に卒業し
た社会人学生７５３人を対象として、卒業後調査を行っ

として使える。この満足度を規定するのはどのような変

・

・

・

数かを探るために、重回帰分析を実施した。その結果、

「学友との交流」（標準偏回帰係数

） と「 思
=.25, p<.01

・
・

・

とを割り引く必要はあるだろう。しかしそれでもなお、

印象を持った卒業生がアンケートに答える確率が高いこ

学生は書くことや時間管理の大変さに苦労しながらも、

以上、オンライン大学の卒業生調査から分かったのは、

といった、考える力とそれを表現する力からなっている。

・

ｅスクールの特徴であるゼミ（卒業研究）
、オンデマンド

ゼミやオンデマンド授業やメンター制度について高い満

・

・

）
、
「レポー
・

）
、
「睡 眠 時 間 が 足 り な か っ た こ
84
・

）であった。この結果からは、書くというこ
77

が重要であることが分かる。

行して、学生同士の交流によるコミュニティ作りの推進

大学が高度な思考力のトレーニングを提供することと並

向上の知覚の二つである。オンライン大学においては、

授業、教育コーチが高い評価を得ていることがわかる。

）
、
「仕 事 や 家 庭 と の 両 立 を す る こ と」
（４

足を感じているということである。そして、この満足度

と」
（４

一方、大学に入って大変だったことの評定結果は、平

能力、問題解決能力、文章作成スキル、パソコンスキル

である。また、思考力とスキルは、論理的思考力、研究

の交流、またサークルや懇親会などで結ばれる交友関係

）が有意な説明変数として
考力とスキル」
（
=.21, p<.05
残った。学友との交流は、授業やスクーリングを通じて

β

・

）
、
「ゼ

）
、
「教育コーチからの

）であった。この数値の解釈には、好

β

５段階で評定（５が最高）させたところ、評定値の高い
順に、
「ｅスクールに入って良かった」
（平均４

）
、
「オ ン デ マ ン ド 受 講」
（４

87

を規定する変数は、交友関係の構築と思考力とスキルの

コメント」
（４

76

ミ に 入 っ た こ と」
（４
79

）
、
「勉強時間が足りなかったこと」
（３

ト を 書 く こ と」
（３
と」
（３

89

24

均評定値が高い（大変だった）順に、
「卒業論文を書くこ

74

か」を聞いている。これは、ｅスクールの満足度の指標

）
。回答は
た研究報告がある（田中 向後
2014a, 2014b
０歳、
無記名とし、１３５人から回答を得た（平均
48

、回収率
９％）
。
SD=9.40
振り返ってみてｅスクールに入学してよかったことを
17

）
、
「スクーリング参加」
（４

79
03
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挑戦」では男性３

、女性３

・

であった。２が「あま

・

り当てはまらない」、３が「やや当てはまる」の５段階評

定なので、男性、女性とも「やや当てはまる」の少し上

である。それに対して、「友人と人脈」では男性２

・

、
・

となっており、入学動機としてはそれほど強

くないことが分かる。一方、
「仕事と専門」では男性４

・

に使いたいので」
「自分が本当にしたいことを探したいの

「自分の可能性を試してみたいので」
「自分の時間を有効

ていることが明らかになった。
「可能性と挑戦」因子では

挑戦、友人と人脈、仕事と専門」の三つの因子からなっ

因子分析の結果、入学動機は大きく分けて「可能性と

探すということが動機になっている。一方で、
「友人と人

自分の可能性を試したり、自分が本当にやりたいことを

と挑戦」の因子であり、現在従事している仕事とは別に、

機を持つ人が多いと推察される。次に強いのは「可能性

事を学問的に見直したり、仕事に役立たせようという動

ては、まず「仕事と専門」の因子が最も強く、自分の仕

「仕事と専門」因子では「自分の仕事を学問的に見直した
いので」
「自分の仕事に役立ちそうなので」という項目が
含まれた。

オンライン大学への入学動機としては、まず「仕事と

４ 学習継続の条件は友人とのつながり、そし
て睡眠と休息

で」という項目が含まれていた。
「友人と人脈」因子では

・

・

となり、「可能性と挑戦」と比べても、よ
62

以上をまとめると、オンライン大学への入学動機とし

、女性３

決意する人たちには、どのような動機が働いているのだ

女性２

31

３ 入学動機は専門の見直し、次いで可能性と
挑戦
仕事を持ちながらオンライン大学に入学しようと決断

45

り強い動機となっている。

するのは、たやすいことではない。それでもなお入学を

37

）はｅスクールの新入生に入
ろうか。田中 向後（ 2013
学動機に関する調査を実施して、 人（男性 、女性 ）

64

脈」因子による動機は高くない。友達や知り合いを作る

から回答を得た。

25

「一生つきあえる友達ができそうなので」
「いろいろな人

57

ことは副次的な動機であることが推察される。

33

と知り合いになれそうなので」という項目が含まれた。

90

これら三つの因子の平均尺度得点を見ると、
「可能性と
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専門」
、そして「可能性と挑戦」が強かった。一方、
「友人
と人脈」の要因は強くなかった。入学動機はそうである
として、実際にオンライン大学に入学して学習を開始す
ると、そこには乗り越えなければならない阻害要因が出
てくる。卒業生のアンケート回答からは、
「仕事や家庭と
の両立」
、
「勉強時間が足りなかった」
、
「睡眠時間が足り
なかった」などが大変だったことが明らかになっている。
では、こうした学習への阻害要因を乗り越えて学習を

・

とうまくコミュニケーションを取ることができた、学友

2
χ（3）
=5.043, GFI=.99, AGFI=.965, CFI=.979, RMSEA=.054, AIC=19.043
有意なパスのみ表示 ***p<.001

・

コーチとのコミュニケーション」
（項目例：教員

とうまくコミュニケーションを取ることができた、教育

「教員

これら四つの因子の下位尺度得点を算出し、互いの因

きた）であった。

・

コーチとうまくコミュニケーションを取ることができ

e2

に勉強の相談をすることができた）
、第２因子は「学習の

.19

た）、第４因子は「睡眠と休息の確保」（項目例：十分な

.28***

計画と遂行」
（項目例：課題の提出期限を守ることができ

.16

睡眠を取ることができた、休暇日を適宜設けることがで

e1

た、学習計画通りに進めることができた）
、第３因子は

睡眠と休息の確保

学習継続因果モデル

図１

学習の計画と遂行

.33***

教員・コーチとの
コミュニケーション
.41***
学友とのつながり

継続していくために必要な条件は、何だろうか。田中
向後（ 2016
）は、オンライン大学の１年次生を対象にし
て、３年間にわたって学習の状況に関する調査を行った。
４歳、

、男性 人、女性１４１人）
。
SD=10.48
質問項目の因子分析をしたところ、四つの因子が抽出

その結果、２３７人から有効回答を得た（平均

43

された。第１因子は「学友とのつながり」
（項目例：学友

96
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学習の計画と遂行に影響するのは、
「睡眠と休息の確保」

因果モデルは十分な適合度を示していた。これによると、

た。その結果、図１のような因果関係が推定され、この

果関係を推定するために構造方程式モデリングを実施し

極的になれることをこの研究結果は示唆している。

ン体験は、教員 コーチとのコミュニケーションにも積

会があることが大切であろう。学友とのコミュニケーショ

少ないオンライン大学では、まず学友とのつながりの機

・

くと次第に疲れが蓄積されて、いずれ継続不可能な状況

休息時間を削らざるを得ない。しかし、それを続けてい

る。学習時間を確保しようとすると、睡眠時間や週末の

らかになった学習時間の確保の難しさと表裏の関係にあ

は睡眠と休息の確保であり、これは卒業生の調査から明

以上をまとめると、学習を続けていく上で重要な要因

の通信教育が対応していかなければならないことを示唆

）が主張する生産性資産と変身資
トンとスコット（ 2016
産を増やす自助努力を支援するための機関として、大学

の領域に挑戦するという意味合いも持つ。これはグラッ

討し始める。それは同時に、自分の可能性を広げ、未知

仕事や専門を深めるための機会として大学通信教育を検

以上の研究をまとめてみよう。まず、社会人は自分の

５ オンライン大学のデザインと大学通信教育
のこれからの形

・

・

と「教員 コーチとのコミュニケーション」の二つである
ことが明らかになった。さらに、教員 コーチとのコミュ

に陥ってしまう。したがって、いかに睡眠と休息を確保し

している。

ニケーションに影響するのは学友とのつながりであった。

つつ学習時間を捻出するかというバランスが重要である。
・

ンであり、これが学習の継続に大きく影響している。オ

ン大学へと変わっていくだろう。ＩＣＴを最大限に活用

に要求される時代に対応して、大学通信教育はオンライ

生涯にわたって学習することが、お題目ではなく現実

ンライン大学においても、むしろオンライン大学である

したｅラーニング導入の拡大に、後戻りはない。そのｅ

コーチとのコミュニケーショ

からこそ、学習を支援するスタッフとのコミュニケーショ

ラ ー ニ ン グ の 形 態 は 画 一 的 な も の で は な く、 Ｍ Ｏ Ｏ Ｃ

もう一つの要因は教員

ンをスムーズにするシステムが必要であることを示唆し

（

：無料または低額による
Massive Open Online Courses

ている。これに関連して、集合して顔を合わせる機会の
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大規模なオンラインコース）の形で大学に入る前に授業

事ではなく、インストラクショナルデザイナーやインス

トラクショナルコンサルタントと呼ばれる専門職がチー

する体制を整えた大学だけが、これからの発展を享受で

オンライン授業そのものを通して学習者同士が知り合う

機会ではあるけれども、回数は限られる。したがって、

可欠となる。学習者の懇親会や対面スクーリングは良い

ンならではの学習者同士の結び付きを促進することが不

いことが以前から指摘されている。とすれば、オンライ

インによる学習は、ともすれば学習者が孤独に陥りやす

るには仲間とのつながりが重要だということだ。オンラ

研究で明らかになったことの二つ目は、学習を継続す

が可視化できる。このような条件下ではじめて、授業の

一方、オンライン授業では、そのプロセスと活動の全て

り、教員の意識の変化に頼るしかないことが挙げられる。

じた教室での授業をデザインするのは担当する教員であ

もかかわらず、その変化の速度は遅い。原因として、閉

変革するためのＦＤ研修も盛んに行われている。それに

ブレンド型の授業も徐々に増えつつある。また、授業を

であった。最近は、ｅラーニングを利用した反転授業や

通学制の大学の授業は、教室における講義形式が中心

ムとなって取り組むべきである。そのような授業を開発

： 少 人 数 の プ ラ イ ベ ー ト な オ ン ラ イ ン 指 導） に
Course
よって個別に丁寧な指導をしていくものまで、多様な形

きるであろう。

を提供していくものから、ＳＰＯＣ（ Small Private Online

で提供されるだろう。

機会を作るのがいいだろう。具体的には、相互の意見交

新しいデザインへの変革が可能になる。

オンライン大学のデザインは、通学を前提とした既存

換や相互評価、ピアインストラクションといった学習者
同士の交流を伴う活動をオンライン授業の中に組み入れ

いかない。そうではなく、授業の内容と目的に合わせて

ｅラーニングを、画一的なデザインで捉えるとうまく

デザインされるべきである。とりわけ、仲間づくりと自

そして評判（ブランド）の三つの獲得を促進するように

ンの主張する生産性資産、つまり、スキルと知識、仲間、

の大学を踏襲すべきではない。冒頭に引用したグラット

多様なｅラーニングの方法を開発していくことが必要に

分の軸としてのブランドは、異業種の多様な仲間との交

ることである。

なってくる。それは特定の科目を担当する教員だけの仕
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流から生み出されていくだろう。したがって、こうした
交流を促進するようなオンライン学習環境のデザインが
必須なのである。 
●引用文献
・

・

・

グラットン、Ｌ． スコット、Ａ． 池村千秋（訳）（ 2016
）
シフト：１００年時代の人生戦略、東洋経済新
ライフ

報社（東京）
・

―４、
―

田中理恵子 向後千春（ 2013
）オンライン大学に入学した
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ＪＳＥＴ
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・
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―１、３５７ ―３６４

田中理恵子 向後千春（ 2014a
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73

・

（ Suppl.
）、１０５ ―１０８

田中理恵子 向後千春（ 2014b
）オンライン大学生の卒業
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―
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―
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●サイバー大学学長 兼 ＩＴ総合学部学部長

オンライン大学によるリカレント教育
川原 洋

提供や教育コンテンツの販売を行っている。

ありながら、自立した経済的持続性を期待される企業組

このように、サイバー大学は正式に認可された大学で

サイバー大学は福岡市のアジアビジネス特区申請を踏

織として、市場や産業界が求める付加価値の高い人材育

サイバー大学とは

まえ、文部科学省から認可され、２００７年４月に開学

成を目指している。

月現在、約２

学位取得と職能向上を目指す学生

０００名であり、年齢構成をみると

代が最も多く、

サイバー大学の在学生数は２０１７年

１

した。したがって、２０１７年度に開学 周年を迎えた。
日本初の、全ての授業をインターネット経由で受講で
きる通信制大学である。さらに、講義や演習もビデオや
ウェブベースのコンテンツが設定されているので、パソ
コンやスマートフォンなどの情報端末があれば、いつで

代が続く。いわゆる働き盛り世代が、全体の約半

ものである教育事業とともに、法人や他大学などに対し

０％出資している株式会社が担っており、大学経営その

大学の経営は、ソフトバンクグループ株式会社が１０

技術の修得」であり、第２位の「学士号の取得」をわず

の 結 果 で は、 入 学 理 由 の 第 １ 位 は「 Ｉ Ｔ 系 の 専 門 知 識

数を占める。在学生の入学動機アンケート（複数回答）

代と

30

11

かにしのぐ（図表１）。ちなみに、第３位は「ビジネス系

もどこでも受講できる環境が整っている。

20

て、大学事業の副産物であるｅラーニング システムの

40

10
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・

・

20代
32%
40代
23%

30代
23%

12
その他

241
ＩＴ系の専門知識・技術の修得

180
ビジネス系の専門知識

236
学士号の取得

117
就職・転職、
企業などキャリアチェンジ

113
生涯学習

現在在籍している会社でのキャリアアップ

67
人脈の構築

23

る専門科目分野、４分類か
らなる教養科目分野、そし
て外国語科目分野である。
専門分野はテクノロジー
コース（情報工学）とビジ

Ａ
Ｉテクノロジープログラム

セキュリティプログラム

ネットワークプログラム

起業・経営プログラム

ＩＴマネージメントプログラム

ＩＴコミュニケーションコース ＩＴコミュニケーションプログラム

できるようにした。

してＡＩに関する総合的知識および実践的スキルを修得

プログラミングなどのＡＩ
ト）、ビッグデータ、 Python
に関連する科目を体系化し、さらに上級専門科目を付設

いるＡＩ入門（教養科目）、ＩｏＴ（モノのインターネッ

スのＡＩテクノロジープログラムでは、すでに開講して

２０１８年度春学期に新たに開講するテクノロジーコー

指定されている（図表２）。

れぞれ卒業必修科目などが

プログラムで構成され、そ

らに重点テーマ別に八つの

る。これらのコースは、さ

リテラシー）に分かれてい

ニケーションコース（ＩＴ

メント）、およびＩＴコミュ

ネスコース（経営 マネジ

・

２ 専門と教養を併修するリカレント教育

向上させるためであることが分かる。

キルを身に付けて、労働市場における自己の人材価値を

得だけではなく、ＩＴやマネジメントに関する知識やス

したがって、サイバー大学への入学目的は学士号の取

の専門知識」の修得である。

50代
10%

サイバー大学のカリキュラムは、三つの分野で編成さ

ネットビジネスプログラム

ビジネスコース

ソフトウェアプログラム

テクノロジーコース

コース・プログラム構成

図表２

入学の動機（n=371）
図表 1b

学生の年齢分布
図表 1a

10代
9%
60～80代
3%

れている。すなわち、応用を含む広義のＩＴを中心とす
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ハードスキルの修得を目指すものであれば、教養科目は

・

ネス（ｅコマースやネットマーケティング）
」
「ＩＴマネ

ソフトスキルを身に付けるものである。一般企業の職場

単位まで修得することが課せられている。専門科目が

ジメント（企業などにおけるシステム資産の運用管理）」

において、問題解決能力やチームによる業務遂行能力が

一方、ビジネスコースには「起業 経営」
「ネットビジ

が配置され、いずれも社会人にとっては実践的なプログ

・

で次々と出現するＩＴ機器やサービス テクノロジーを、
業務の生産性向上や情報セキュリティの観点から自ら評
価し、活用できる知識と技能を修得することを目的とし
ている。
リテラシー教育としては、

めて高い。

３ 通学を一切不要とする本人確認システムの
運用

サイバー大学の入学者にとって大きな入学理由の一つ
・

生や身体的な障がいのある学生にとって、頻度が低いと

が、通学は一切不要ということである。多忙な社会人学
科目以上の語学 教養科
・

・

・

スキル（実務能力）系の科

履修継続上の障壁となっている。

はいえ、指定された日時に大学の施設へ通学することは

目を常設している。教養科目は人文科学
然科学のほかに、キャリア

・

科目受講や定期試験の受験に際して、厳格な顔認証によ

サイバー大学では、入学時の本人確認以降、学期中の

ラシー）やプレゼンテーション、ロジカルシンキング、

る本人確認を実施している。マスター写真はサーバー側

プランニング（金融リテ

リーダーシップ論など、社会人が受講して実生活や業務

れる。通常、スマートフォンやノートパソコンにはカメ

で管理しており、全ての認証処理はサーバー上で実施さ

これらの教養科目は英語や中国語の外国語科目と合わ

ラが実装されているため、学生が複数の種類の端末を利

せて、卒業要件単位１２４単位のうち、

単位から最大

で直ちに活用できる科目が人気を集めている。

目を配置。ファイナンシャル

ることを認識しており、多くの学生の授業満足度は、極

問われるなか、教養科目の履修によってこれらが培われ

シープログラムである。職場や業務、あるいは日常生活

ス（プログラム）は、いわば社会人のためのＩＴリテラ

２０１６年度に新設されたＩＴコミュニケーションコー

ラム内容となっている。

62

社会科学 自

70

36
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ンテンツを作成し、ク
ラス全員に向けて配信

用しても本人確認は可能である。
サイバー大学のオンライン試験は、いわゆるオープン

することも日常的に行
その操作は極めて簡

ブック方式であり、受験者が本人であることは厳格に管
よい。試験の際には、本人確認のウェブカメラをそのま

単であり、ウェブカメ

われている。

ま監視カメラとして機能させている。試験中に学生の顔

ラとマイクが利用でき

理するが、試験中は教科書やノートを自由に参照しても

を監視することによって、受験者の身代わりや他者の介

るパソコンさえあれ 
ば、ブラウザを使って

サイバー大学のｅラーニングシステムはクラウド キャ

コンテンツをウェブ上

いる講義と同じ形式の

・

ンパスと呼ばれ、学内で開発 設計されたものである。

で自由に作成できる

教員が授業で配信して

「高度マルチメディア教育」の特徴として、ビデオなどの

（図表３）。テキストチャットとの併用により、クラスディ

・

すべての科目で一切の通学を不要とするオンライン授

コンテンツ制作ツール利用風景

図表３

在の有無を管理している。

４ 高度マルチメディア教育としての付加機能

表現力豊かな媒体による教育コンテンツの活用だけでな

スカッションの中心的メディアとなっている。

ンテンツが教員から学生に向けて配信され、学生からは

業を実施しているサイバー大学では、自学だけでなく、

大学間連携による単位互換科目の遠隔受講

小テストやレポートなどによる履修成果が教員にフィー

他大学や専門学校の学生も特別聴講学生として受け入れ

５

く、指導者と学習者、あるいは学習者間の相互コミュニ
ケーションが対面教育と同等の情報量をもって実施され

ドバックされるだけでなく、ゼミナールなどのピアラー

ている。他校の学生は、事前に、在籍校が認める科目や

ることが期待される。したがって、ビデオによる授業コ

ニングにおいては、学生が自らプレゼンテーション コ
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・

単位数の範囲内で単位
互換指定科目一覧から

後も増えていくと考えている。

ンツの制作コストである。

かし、ここでの大きな課題は反転授業そのもののコンテ

ンに割くことによって教育効果を上げる手法である。し

室の授業ではより多くの時間を学生とのコミュニケーショ

前にビデオなどのコンテンツによる事前学習を課し、教

のＩＴの利活用例として、反転授業が挙げられる。授業

大学だけの教育手法ではない。通学制大学における昨今

積極的なＩＴの活用によるオンライン教育は、通信制

６ クラウド キャンパスを反転授業に活用

・

自由に科目を選択し、
サイバー大学の学事日
程に合わせて受講する
ことができる。
単位互換指定科目の
ほとんどは教養科目や
専門基礎科目であるが、
他校生は数十科目にの
ぼる豊富な科目リスト
から任意の科目を選択

・

キャンパスは、商用サービスとして、２０

用も進みつつある。

定的な活用だけではなく、一般の通学制大学における利

た。現在では、他の通信制大学や教員免許更新などの限

１７年４月に法人や大学向けの販売が本格的に開始され

クラウド

配信することができる。

ば、反転授業向けのコンテンツを教員が自作し、直ちに

システムでは、パソコン操作とスライド作成さえできれ

クラウド キャンパスのコンテンツ制作ツールと配信

・

し、 自 分 の ス マ ー ト
フォンやパソコンで受講することができる（図表４）。提
携校側では、サイバー大学が発行する成績証明書をもと
に、当該学生の卒業単位としてサイバー大学で受講した
科目の単位認定を行っている。
サイバー大学はＩＴとビジネスを中心とした専門実践
教育に軸足をおく教育機関であるが、リベラルアーツ教
育の重要性も認識している。オンラインによる受講が可
能であるために、他大学の補填科目としてのニーズは今

モバイル端末による授業視聴
図表４
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７ リカレント教育に求められる要件
日本における社会人の学び直しや生涯学習の人口は、
先進国との比較において、最低の水準にある。これは、
効果的な職能教育は企業内で行われ、当該企業の経営目
標や産業界が求める人材の育成を大学教育に依存する必
要があまりなかったからではないかと考える。
しかし、テクノロジーの進歩の速さに学校教育が追い
ついていないことや、企業も人材育成に以前のように経
営リソースを割くことができなくなってきたことに、日
本の国力の衰えを感じざるを得ない。当然のことながら、
組織的な教育が滞ると人的価値の格差も広がる。
この状態を脱するために、自らに対して教育投資をし
たいと考える社会人が増えつつあることを、サイバー大
学の入学者数が徐々に伸びていることから感じる。そこ

⑵

⑴

収入のなかから支出できる授業料

多忙な日常でも学習しやすい環境

実践的で魅力的な教育カリキュラム

に求められる社会人向けの高等教育の要件は、

⑶
と考える。

少子化が進むに従ってますます減少する入学者数を憂

うより、何倍もある適齢人口に対するリカレント教育に

積極的に取り組むほうが、大学経営の活性化に結び付く

ように思われる。その教育基盤にＩＴの利活用が必須で

あることは、間違いない。 
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特集

ＩＣＴを活用した通信教育課程

学通信教育課程開設時は

●創価大学通信教育部長

大学と、約４倍に増加し

大学、そして１９９７年度の

全国の通信教育課程の開設大学数の推移を見ると、本

１ 新たな時代に対応する「学生のための大学」
として

大学として、社会に貢献をしていきたいと考えている。

課程を開設し、さらに多くの方に学びの機会を提供する

花見 常幸

「学生のための大学」の通信教育課程として

はじめに
創価大学では、創立者である池田大作先生の「教育の
門戸は年齢、職業、居住地のいかんを問わず、すべての
人々に平等に開かれねばならない」との教育理念に基づ
いて、大学の設立構想段階から通信教育課程の開設を準
備していた。１９７１年の大学設立後、通学課程が完成

大学から２０１６年度には

た。また、新規参入した通信制大学ではインターネット

年度を迎えた翌年の１９７６年に、本学で最初の通信教
育課程の法学部と経済学部の２学部が開設され、１９８
代に及ぶなど、万人

２年には教育学部を開設した。２０１６年には開設
代から

・

展開してきた。

初から、郵送によるレポートの添削指導、本学や地方会

く変化してきた。本学では、通信教育課程を開設した当

を利用する学修方式が一般化するなど、学修環境が大き

46

12
周

17

に開かれた大学となり、現在では、日本はもとより世界

年を迎え、学生の年齢も

40

場における面接授業および科目試験を中心に教育活動を

80

カ国 地域に、約９４００名の学生が在籍するまでに

10

発展した。２０１８年度には、
文学部人間学科に通信教育

20
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して、学生のための学修環境の整備や学修支援の充実を

「学生のための大学」を標榜する本学の通信教育課程と

メディア授業と面接授業とをコラボレーションした形態

しながら教育効果を向上させるよう、スクーリングでは

することによって、学生の時間的、経済的な負担を軽減

分の

実施に当たっては、２０１４年度に開講を予定してい

で行うこととしたのである。

周年を目前に控えた２０１

図るために、２０１６年の
４年、
「働きながらの学び」
「生涯教育としての学び」
「ス
キルアップのための学び」など、さまざまな目的に応じ

たスクーリング科目は１２０科目であり、１コマ

・

メディア授業を各科目５コマ分ずつ収録 編集し、合計

て学べる制度改革を開始した。
２０１４年改革の主な内容は、以下の２点である。

たった。

ために、パソコンなどのリテラシーの低い学生も多く在

また、それまでは郵送を中心とした学修環境であった

容、および授業外の学修時間の明記など、記載内容を

籍しており、開始当初は「ＤＶＤ」を配付する形でメディ

ア授業を実施することとした。メディア授業における双

を中心とした地方に居住する学生が在籍学生の大半を占

０年度に決定した。通信制大学の多くは、大学の所在地

ングの一部をメディア授業として実施することを２０１

前記の第１点については、２０１４年度からスクーリ

になった。

業でメディア授業の内容に関して復習

どにも迅速に対応すること、および面接授業の最初の授

生のために、担当教員の協力を得てＦＡＸによる質問な

け付けるとともに、パソコンなどのリテラシーの低い学

方向性を確保するために、インターネット上で質問を受

めるが、本学の通信教育課程は、学生が全国に散在して

２ 面接授業とメディア授業でのスクーリング

大幅に拡充し、科目の内容がよく分かるものとする。

15

６００コマ分のメディア授業コンテンツを制作する必要

があったため、２０１２年度から２年をかけて準備に当

② シ
 ラバスを、それまでの科目概要を中心とした内容
から、科目概要はもとより、到達目標、 回の学修内

① ス
 クーリングについて、教室で面接授業を受講する
前に、メディア授業の学修を行うこととする。

90

40

授業外学修に関しても、メディア授業の導入前は、面

確認を行うこと

・

いるという特徴がある。そのため、面接授業を集中開講

大学時報 2018.3

55

ＩＣＴを活用した通信教育課程
特集

果があった」

０％、合計

２％と、全体の約４分の

・

・

授業が行われていな

生からも、
「メディア

なった。受講した学

授業に臨むように

りと行った上で面接

する授業が可能になった。学生からは、
「何回も見直しが

部分の学修ができているので、一定の理解を前提条件と

るようになり、面接授業が進めやすくなった。基礎的な

基礎的な部分について受講生のレベルが一定水準に達す

大きいが、メディア授業による事前学修の導入により、

通信教育課程の学生は年齢、理解力などにバラつきが

うな感想や意見が寄せられている。

かった頃は、スクー

できた」、「ＤＶＤを視聴していなかったら、２日間では

により、多くの学生

リングの予習は教科

理解できなかった」との声もあった。

●面接授業が進めやすい

書だけを頼りにする

●受講生の理解状況が分かる

面接授業の最初にメディア授業の学修内容に関するレ

不十分なものでした
が、担当教員の授業をメディア授業として映像で受講す

ポートの提出や確認テストを実施するため、学生の理解

授業の概要を把握して面接授業に臨む学生が増えた。さ

メディア授業と併せてシラバスについても理解が進み、

●学生自身が、苦手な箇所と得意な箇所を自覚する

明が必要な箇所との区別がしやすくなった。

状態がよく分かる。簡単な説明でよい箇所と、詳しい説

ることにより、理解がとても深まりました」と、好意的
な意見が多く寄せられている。
さらに、スクーリング担当の教員からも、教育効果の

・

２％「やや教育効

89

向上を肯定する意見が多かった（２０１４年度にスクー
リングを担当した全教員にアンケートを実施。回答率
２％）
。
「大いに教育効果があった」

28
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・

３の教員から、教育効果に関して肯定的な回答があった。

接授業の予習も十分
とはいえない状況で

実際にスクーリングを担当した教員からは、以下のよ

73

あったが、その導入

45

が事前学修をしっか

コンピュータルームでのスクーリング授業

そうでないところが分かるので、理解しにくいところを

授業と面接授業を組み合わせた形のスクーリングについ

以上のように、受講学生や担当教員からは、メディア

ると見ることができる。

中心に教科書を繰り返し読むなど、面接授業の準備がし

て、多くの好意的な評価を得ており、一定の成果を上げ

らに「
（メディア授業を通して）よく理解できるところと

やすくなった」との学生の声もあった。

ていると考える。

た」
、
「予習ができて、授業の中で復習もできた」など、

る」
、
「毎回、前回の復習から始まるので、よく理解でき

像を俯瞰した上で学修を開始することができるようになっ

具体的に示されたことによって、学生は当該科目の全体

第２点については、新しいシラバスで学修内容がより

学修サポートの充実

予習 復習の習慣が身に付き、面接授業後のレポート作

た。学修を始める前にシラバスに目を通した学生の比率

３

●学修の習慣が身に付く
「ＤＶＤを見た後に教科書を読むと、分かりやすかっ

成にも良い影響がみられる。

は、２０１５年度に

た」
、
「先生の顔が見えて、テキストよりもよく覚えられ

●学生とのコミュニケーションに良い影響がある

・

・

２％であったものが、２０１７
・

７％に増加しており、年々わずかずつでは

あるが、シラバスを閲覧した上での学修が浸透してきて

もう一つの学修支援策として、通信教育で学ぶ学生の

みやすい」との声があるように、学生が教員に親しみを
た。廊下などで質問する学生もあり、簡単な内容は、そ

多くが最も苦労するレポート作成について、専任教員に

道府県ごとにレポート作成のアドバイスのできる経験豊

の場で解決でき、時間がかかる場合は、オフィスアワー
なお、２０１６年度の新入生が入学年度に修得した単

かな教育関係者を選任してレポート作成講義を実施し、

よるレポート作成講義を各地方で実施するとともに、都

位数は、２０１２年度の１年次入学生の修得単位数の２

学修の支援体制を強化してきた。この講義は２０１３年

の活用を勧めた。

いる。

年度には

74

持ち、教員がキャンパス内で声をかけられることが増え

「ＤＶＤで事前に担当教員の講義を視聴するので、親し

77

倍を超えており、単位の修得率にも好影響を及ぼしてい
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流の場となり、学修の大きな触発の機会ともなっている。

してきた学生にとっては、この講義が教員や学友との交

生が受講している。これまで一人でレポート作成に苦闘

度から開講しており、現在までに延べ１万人を超える学

面から確認できるよ

ト上のシラバスの画

は学生ポータルサイ

講予定などを、学生

うになる。

ついて、スピーディに行えるようにウェブ上に学生ポー

スクーリングや科目試験の申し込み、成績の開示などに

これらの他にも、従来、郵送で行っていた履修登録、

は、全ての学生が学

Ｔ化を進める際に

ることもあり、ＩＣ

が入学、在籍してい

ただ、幅広い学生

タルサイトを設置し、より分かりやすい形で学生に開示

修の機会を確保でき

４ 加速するＩＣＴ化の推進

している。また、副教材や機関誌も学生ポータルサイト

業の受講、レポートの提出をパソコンやタブレットなど

の新入生および希望する在学生については、メディア授

２０１８年度には文学部を新たに開設するが、全学部

においてＩＣＴ学修の基礎知識を提供すること、
「ＩＣＴ

考えている。具体的には、必修科目の「自立学習入門」

配慮が必要であると

に立ったさまざまな

るよう、学生の立場

のＩＣＴデバイスを活用して学修を進めていくこととし

サポート相談会」の開催、
「ＩＣＴサポートデスク」の設

で閲覧できるようにした。

た。ウェブ経由のレポート提出に関しては、ＩＣＴ化の

置などを予定している。

今後とも、創価大学通信教育部は、高等教育機関とし

メリットを生かして、盗用防止用のソフトウェアを全面
的に導入するなど、教育の質の向上にも努めていく。
また、学習指導書、レポート課題、およびレポート課

を整え、学生と教員、学生と大学とのフェイス

トゥ

て、時代の要請に応えるＩＣＴ化などの教育 学修環境

・

題の解説といった学修に関わる情報やスクーリングの開

スクーリング授業などを行う中央教育棟

58
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・

・

フェイスの直接的なつながりを大切にしながら、より多
くの方に教育の機会を提供できる通信教育課程の特色を
大いに生かして、
「学生のための大学」という本学の「建
学の精神」のさらなる具現化を目指して努力を続けてい
きたいと考えているところである。 
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ＩＣＴを活用した通信教育課程

花岡 大幹

●京都橘大学通信教育課長

の多くは社会人である。約８割の学生は何らかの職業に

本学の通信教育課程も、通信制の他大学同様に、学生

社会人学生への学習支援のあり方

１ 通信教育で学ぶ学生

き合う努力を続けている。会社員はもとより、看護師を

就きながら、学習時間を捻出し、日々心理学の世界と向

今後も新たな課題に挑戦すべく、学園のミッションと目

学科の総合大学として進化しつつあ

るキャリアアップのために心理学の知識やスキルを身に

０１８年４月には心理学科、理学療法学科、作業療法学

ネームで親しまれている。健康科学部は進化し続け、２

心理学科に設置され、
「たちばなエクール」というニック

る。本学の通信教育課程は２０１２年開設の健康科学部

どにおけるさまざまな経験を経て学ぶ社会人は、その経

して入学する通学課程とは異なり、職場や家庭、地域な

会人として活躍するための基礎的な力を身に付けようと

景として心理学を学ぶ点が挙げられる。高校卒業後、社

このような学生の特徴として、多様な社会人経験を背

付けたいと考えている方などが入学している。

科、救急救命学科、臨床検査学科の５学科構成による「心

験のなかで考えたことや疑問に感じたことを通して学ぶ

年４月には６学部

理と医療の総合学部」へと発展する。

13

はじめ現場で活躍する医療職や教育職など、対人援助の

場面で他者との関わりに課題を有している方や、さらな

せつつ、次の

」を前進さ
指すべき将来像を示した「 Master Plan 2022
年へ向けて踏み出している。

本学は、２０１７年に大学開学 周年の節目を迎えた。
50

開学時は文学部だけの単科大学であったが、２０１８

50
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んでいると考えられる。

ことができ、本学の学生もこういったことを生かして学

スよく学び、学年進行とともにより高度な専門領域、す

を踏まえて、心理学科では、心理学を幅広くかつバラン

・

なわち行動神経科学、発達 教育心理学、臨床心理学、
・

することが難しいケースも少なくない。特に本学では、

ンやスマートフォンで学習することが多く、学習を継続

学内行事を除き、基本的には自宅や通勤中などにパソコ

独になりがちな学習環境の問題である。スクーリングや

高い領域を選択し、より深く探究できるカリキュラムな

のスキルを身に付け、それを通じて学生が興味 関心の

的な概念

編成している。１、２回生の間に、心理学で必須の基礎

社会

一方、通信教育課程の大きなハードルとなるのが、孤

学生それぞれの生活スタイルに合わせた学習ができるよ

のである。

産業心理学などの学びへと深化させる教育課程を

う、ｅラーニングに力を入れているため、大学として、

・

理論を理解するとともに研究法や統計学など

この課題にどのように取り組むのかが重要になってくる。

の都度カリキュラムを改訂してきた。２０１７年９月の

開設後も、目まぐるしい社会変化に対応するため、そ

・

このような状況を踏まえ、まずはカリキュラムの特徴
に 触 れ た 上 で、 本 学 の ｅ ラ ー ニ ン グ シ ス テ ム「

これまで紹介してきたカリキュラムを推進するに当たっ

ｅラーニング環境の整備

な視点から、幅広い教養と豊かな人間性を身に付け、こ

て、通信教育課程の授業をどのように実施するのか。自

３

方を大きく変更するわけではない。

するものの、これまで心理学科で培ってきた教育のあり

ムへ移行する予定である。新しいカリキュラムへ移行は

echool 公認心理師法施行にいち早く対応すべく、２０１８年度
から、公認心理師資格を目指すことができるカリキュラ

」や、同システムを活用してどのように学習支援
campus
に取り組んでいるかを紹介したい。

２ カリキュラムの特徴
「こころとからだの健康と臨床」をテーマとする健康科

れからも変化し続けるであろう社会の課題に対処できる

学自習が中心であり、社会人が多く学ぶ通信教育におい

学部の理念は、人間の全体性を重視するホリスティック

問題解決能力を備えた人材を育成することである。これ
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ては、学生自身が学習のペースを身に付けるとともに、

境を整備している。

するなど、いつでもどこでも学生が学びを深められる環

深めつつ、社会人の多様な生活スタイルにも取り入れや

る授業形態）
」を多く開講することにより、学生の学びを

コンの画面で資料を参照しながら音声付き動画を視聴す

授業と同等に位置付けられている「メディア授業（パソ

も理解を深めることが難しいと考え、設置基準上は面接

を入れている。指定教科書による学習だけではどうして

しておかねばならない。これに対処するために、学生が

学習の停滞がそのまま休 退学につながる可能性を考慮

い。そのため、一旦ペースが崩れると継続が難しくなり、

あり、学生自身が計画的に学習を進めていかねばならな

べてきたように、本学の通信教育はｅラーニング中心で

触れながら、今後の課題を述べたいと思う。これまで述

最後に、ｅラーニングシステムを活用した学習支援に

学習支援の状況と今後の課題

すいものとしている。現在のカリキュラムでは、約７割

一人で問題を抱えないよう、大学として支援していく必

４

学習時間の確保が重要になってくる。そこで、仕事や家
庭があり、スクーリングが難しい学生も多いことを念頭

の科目にメディア授業を導入している。来年度に始まる

要がある。

に置いて、ｅラーニングを活用した学習環境の整備に力

公認心理師対応カリキュラムでも、引き続き多くの科目

ｅラーニング中心の通信教育課程における学生支援は、

・

に取り入れていく予定である。

だまだ少数だったマルチデバイスに、本学は当初から対

導入している大学も増えているが、２０１２年当時はま

場面で学習を支援する必要があると考えている。現在は

「学習時間の確保」という点では、外出先や通勤中などの

い質問が毎日届く。受講していて理解できなかったこと

習上の悩みからパソコンの操作に関することまで、幅広

ミュニケーションが中心となる。授業に関することや学

常はメールやｅラーニングシステムを通じて行われるコ

がポイントとなる。来学機会は非常に限られており、平

通学課程以上に、学生との接点をいかにつくっていくか

応している。タブレット端末やスマートフォンで講義が

や疑問に思ったことなどを、学生がｅラーニングシステ

学生の多くはパソコンでメディア授業を受けているが、

受講できるため、わずかな時間を活用し、試験前に復習
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生はいいが、問題となるのは、質問しないばかりか学習

組みを利用して受講を進めている「手のかからない」学

師が中心となって回答する仕組みになっている。この仕

ムに登録すると、心理学の修士以上の学位をもつ学習講

ステータスに応じて定期的にメールを送信し、計画的学

生個々の学習進捗度を管理しており、状況をみながら、

把握と支援が重要である。ｅラーニングシステムでは学

いといわれているが、特に入学初年度前期の学習状況の

学習の初期段階の停滞がドロップアウトにつながりやす

2016年度卒業式の様子

の進捗が思わしくない学生である。通信教育においては、

習のペースメーカーとして役立ててもらおうとしている。

加えて、学生に取り組んでほしいことや今後のスケジュー

ルなどを、その都度知らせている。大学に返信してきた

学生には、それを機に、学習で困っていることや今後の

学習に関する相談ができるようにしている。学生が自律

的管理の下で計画的に学習を進め、通信教育の環境に適

応していくために、われわれは提供可能な資源を増やし

つつ、その資源を活用するよう働きかけていくことが、

学習のつまずきを解消する近道だと考えている。

今後の課題は、これまで以上にデータを活用した支援

のあり方を検討していくことにある。授業アンケートな

ど、必要なデータ収集は開設時から行ってきたが、通学

課程とは異なり、回収率が低迷している。これらの改善

とともに、データから読み解ける学生像を明確にし、ｅ

ラーニングシステムの改修を効果的な学生支援につなげ

られるよう取り組んでいきたい。 
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学生の多様性をサポートする大学通信教育

に努めている。その一環として、３年前に、創設時から

●日本大学通信教育部学務担当

日本大学通信教育部は１９４８年に創設され、本年、

本拠地としていた学生街の水道橋 神田三崎町から、教

陸 亦群

周年という節目の年を迎える。現在、法学部、文

は大学 短期大学や専門学校出身者が増加する傾向にあ

学の目的や動機が多種多様であるのが特徴であり、近年

している。本学通信教育部は学生の年齢層が幅広く、入

理学部、経済学部、商学部の４学部が通信教育課程を有

の影響により減少傾向にあるにもかかわらず、移転を契

分の好立地に恵まれている。大学全体の入学者は少子化

にある独立したキャンパスであり、市ヶ谷駅から徒歩３

谷キャンパスは、自習室

育設備のより充実した市ヶ谷キャンパスに移転した。市ヶ

・

り、各学部とも女性の入学が顕著に増えている。教養や

機として、通信教育部では毎年約１割強の増加が続いて

創設

知識を深めるため、年齢 職業に関係なく入学し、さま

おり、２０１７年度は、４月生と

・

学生ラウンジを完備した都心

本学通信教育部は、社会のいろいろな事態に自主的に

高まりを強く感じる一方、若年層の１年次入学が増加し、

入学者を見ると、社会人がかなり増え、社会的ニーズの

・

対処できる資質、つまり「深い教養と専門知識 能力を

全体の４割弱の水準に達している。その背景には、市ヶ

・

月生を合わせると２

兼ね備えた人材を育成する」という本学の教育理念であ

・

る「自主創造」の精神に基づいた教育内容

谷駅の近隣という恵まれた通学環境だけでなく、通信教

３００名の大台を超えることとなった。この３年余りの

10
機能の充実

ある。

ざまな人たちと交流できることが大学通信教育の特色で

70
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・

育に対する生涯学習機関としての期待や、通信教育によっ

歳代と

歳代に集中していること

これらのメディア授業受講者の年齢別構成を見ると、
２０１０年度までは

が分かり、在籍学生数に対するメディア授業の全体受講

て大学卒業資格を取得したいという要望が根強いことが
あると思われる。さらに、本学通信教育部では社会のニー

歳代までが５割に達する勢い

40

となっていた。また、２０１１年度以降、 歳代以後の

歳代から

者数の割合は

30

ズに即した授業科目の採用や、スクーリングとメディア

20

いた授業と面接授業に加え、新たな授業形態であるメディ

いた学修方法を取り入れ、これまでの印刷教材などを用

本学通信教育部は２００４年度からｅラーニングを用

都道府県別受講状況は、首都圏や大都市圏に比べて地方

るものの、上昇のトレンドが顕著に現れている。一方、

高年齢層の割合は若年層に比べて相対的に低い水準にあ

専門教育科目、教職科目の三つの区分で展開されている。

座の規模でスクーリングを開講している。２０１７年度

本学通信教育部は、メディア授業を含む年間６４０講

に比べて地方のほうが、メディア授業のメリットを享受

初開講から５年後の２００９年度は、開発された科目数

に学修支援センターを開設し、２０１８年２月現在、正

がスタートしたが、時間の経過とともに教材の開発が進

が に上り、そのうち４科目は教職科目である。当該年

していると思われる。

ア授業

の割合が高いことが判明している。すなわち、大都市圏

50

科目を開講した。２００４年度にメディア授業

授業の充実が功を奏したと考えられる。

10

んだ。本学通信教育部のメディア授業は、総合教育科目、

11

度の年間スクーリング開講講座数５０８に対して、メディ

通信教育で学んでいる。その３割強の学生が関東圏以外

科生および科目履修生を合わせて約７０００名の学生が

の関心も高まって、年間の受講者延べ人数は４７００名

にとって新たな学び方とニーズが生まれていることの証

に在住していることは、ＩＣＴの活用により、通信教育

、その割合は約

を超えた。その後も堅調な推移を見せ、本学通信教育部
科目

左である。メディア授業のさらなる充実を図り、学生の

ア授業

日も頑張っている。 

の一翼を担っている。そして２０１７年度には、メディ

13

ゴール達成のサポートを目指して、本学通信教育部は今

64

講座の開講により、受講者延べ人数が約

ア授業の開講数は

％となり、受講者

32

40

80

６４００名となった。
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