東海大学短期大学紀要第 49 号（2015）

高大連携における実情に配慮した遠隔授業の実践
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Abstract
Faculty members both at high school and university/college have been eagerly working on their high schooluniversity/college partnership programs these days. In compliance with their aims, we have been providing a remote
teaching support system continuously each year for students at Fukuoka Prefectural Chikuho High School in order to help
them pass "IT Passport Examination". This study shows that we need to take into consideration their abilities and the
educational environment the school has for the purpose of improving the effectiveness and their satisfaction with our
program. First, we show the content of our program in consideration of their motivation and abilities to learn and some
educational and technical restrictions that could affect their learning. In addition, we identify what role each faculty
members at the school and our college played in our program. Finally, this report describes what activities we had in class,
and some more problems to sort out.
Keywords：high school-college cooperation, remote teaching, bidirectional communication

1.

く求められているという現状を指摘した。また，田口

研究実践の背景

3)

は高大連携の課題のひとつとして，高等学校と大学の間

1999 年の中教審答申「初等中等教育と高等教育との接

において高大連携の目的や位置づけに関する認識に齟齬

続の改善について」1) は，高大連携を論じる上で大きな意

が生じやすいことを指摘し，活動の事前事後において十

味を持つ。同答申は，それまでの教育改革の流れを踏ま

分な協議や検証を進めることによって相互理解を深める

えながら，高等学校と大学・短期大学等との接続につい

ことの必要性を述べた。そのほか，高大連携プログラム

て明確な指針を示したものであり，具体的な高大連携の

に関与する一部の教員（大学・高校とも）にその負担が

方策として以下を提示している。

集中しがちであることにも懸念を示し，その軽減策や支

・高校生が大学レベルの教育を受ける機会の拡大

援体制の拡充，管理職の高大連携に対する評価などが必

・大学が求める学生像の的確な周知

要と述べている。

・高等学校における進路指導や学習指導の充実

2012 年の中教審答申「新たな未来を築くための大学教
育の質的転換に向けて」4) は，高等学校教育の質保証，大

・履修歴の多様化に対応した大学教育への円滑な導入

学入学者選抜の改善，大学教育の質的転換について，高

の工夫

等学校と大学のそれぞれが責任を持ちつつ，連携しなが

・高等学校関係者と大学関係者の相互理解の促進
2) は，この答申に至る背景として，①教育改革の

ら同時に進めることが必要との提言を行っている。この

節目としての接続改善，②個性重視の原則の具体化とし

ことを受け，2014 年の中教審高大接続特別部会審議経過

ての高大連携，③高校や大学を取り巻く社会状況の変化

報告

の 3 点を挙げた。特に③については，大学をはじめとし

して「オープンキャンパスや体験授業等の行事的なもの」

た高等教育機関において入学生確保が喫緊の課題となっ

だけでなく，
「質的転換後の大学での学修を高校生が経験

ていることだけでなく，大学等が社会への貢献をより強

する機会を提供」することの重要性を指摘している。実

勝野

＊

東海大学福岡短期大学

5) では，大学レベルの教育に触れる機会等の充実と
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際，文科省の調査「大学における教育内容の改革状況に
ついて 平成 25 年度」

6) によると，2013

充敏

その回答・学習方法助言など）を受けることが出来る。

年度に実施され

本取り組みによって発行された高校生徒用アカウント数

た取り組みとして「オープンキャンパス等（95.1%）」，
「大

は表 1 の通りである：

学教員が高校へ出向き行う講演等（74.1%）」，
「高校生を
表1

対象とした体験授業（70.2%）」が依然として多い中，
「大

本学サーバの高校生徒用アカウント発行数*1

学教員が高校に出向き定期的に行う講義または授業」を

年度

折尾高校

実施している大学は全体の 38.5%，2008 年度と比較して

2008

8

9.6%増と，行事的・単発的ではない取り組みは広がりを

2009

11

7) が

2010

2

「拡大」「双方向化」「深化」というキーワードで示した

2011

0

7

ように，大学教員と高校教員との協働のもと，高校の教

2012

0

6

育活動により深く関わった形で展開される高大連携授業

2013

0

2014

0

9

2015

0

7

見せつつある。さらには，ベネッセ教育総合研究所

の実践事例も見られるようになってきた。まさに，高校
生の進路指導の文脈だけに縛られない，新しい高大連携
の姿が具体化されつつあるのが現状といえよう。

小倉商業

58

筑豊高校

9

このような流れの中，筆者らが所属する東海大学福岡
短期大学（以下，本学）においても，学校方針として，

なお，2008 年度は，本学教員が定期的に直接高校に出

同一キャンパス内にある東海大学付属第五高等学校をは

向いての講義もあわせて実施していたが，担当する教員

じめ，近隣の高等学校との間において，継続的な協力の

の負荷を軽減するために，2009 年度以降は高校に出向く

度合を高めた高大連携を実現すべく活動を進めている。

頻度を下げ，インターネットを介しての教育指導を主体

特に 2008 年度，福岡県立折尾高等学校との高大連携協

とした。本取り組みの詳細，特に折尾高等学校との活動

定の締結を皮切りとして，2011 年度からは，同県立小倉

については先行論文 8) を参照されたい。

商業高等学校，宇美商業高等学校，筑豊高等学校とも同

本稿では，本講座の中において，福岡県立筑豊高等学

一内容の連携協定を締結し，その提携関係の和を広げて

校（以下，筑豊高校）との活動実践に焦点を置く。筑豊

きた。この連携協定においては，本学と連携各校との交

高校では，2011 年度から現在（2015 年度）も継続して，

流と相互理解の促進を第一の目的として掲げ，高校生を

折尾高等学校の事例と同じく，正規授業の中核要素とし

対象とした授業の実施や，短大で開講する授業への高校

て本講座を活用している。ここで，初年度（2011 年度）

生受け入れなどを定めている。

こそ，これまでと同様の枠組みのもとでサービスを展開

この連携協定に基づく大きな取り組みの一つとして，

したが，筑豊高校の実情もあり，生徒の自学自習に依存

本学は連携各校に対し，経済産業省認定の国家資格であ

するだけでは，生徒の講座に対する満足度を高めること

る「情報処理技術者試験」の対策教材（ビデオ教材・ス

には繋がらなかった。そこで，2012 年度からは，高校や

ライド教材・演習問題等）とメンタリング指導の提供を

各生徒の状況に配慮しながら実施される，リアルタイム

実施している（情報処理技術者試験対策講座：以下，本

での遠隔授業をその中核とするよう再設計し，改良を加

講座）。なお，筆者らは，本講座の開始から現在に至るま

えながら現在に至っている。本稿では，これらの経緯を

で，その中心として，教材開発や指導の展開，連携各校

俯瞰しながら，2012 年以降の講座内容とその実績を示す

との協議等に従事している。

とともに，今後の課題と可能性について検討を進めてい
く。なお，リアルタイム遠隔授業自体については，様々

本講座の基本的な枠組み（その出発点）は，生徒によ

9-10) が

る自学自習の支援である。特に，インターネットを介し

な教育機関において長い歴史と数多くの実践報告

たメンタリング指導の提供によって，一方向の講義では

あるが，今回の研究実践では，ICT 環境の制約が多い中

なく，適宜，生徒一人ひとりのつまずきを理解して解消

にあって，高校教員との日常的な協力を進めることによ

し，その学習意欲に応え，そして高めることにその主眼

り，遠隔授業における生徒との双方向コミュニケーショ

がある。

ン活性化を目指した点が特色である。

本講座実施の流れとしては，本学は，連携各校からの

2.

リアルタイム遠隔授業の設計に向けて

要望に基づき，本講座で提供している教材の利用や指導
るとともに，そのサービス内容や利用方法についての説

〈2･1〉 筑豊高校の特色と本学に対する要望
筑豊高校 11) は，福岡県内でも有数の歴史と伝統を持つ

明を行う。アカウントを付与された生徒は，インターネ

全日制の専門高校であり，直方南高等女学校（1908 年開

ットを介して本学サーバ上にある各種教材を常時利用で

校）と筑豊高等簿記学校（1920 年開校）をその起源に持

きるほか，掲示板やインターネット電話サービスを介し

つ。両校は学制改革等による変遷を経ながら 1949 年に統

て，専門の短大教員による個別指導（質問／解説要望と

合され，福岡県立筑豊高等学校としてのスタートを切っ

を希望する高校生徒に本学サーバのアカウントを発行す
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た。現在は，総合ビジネス科（商業）
・ビジネス情報科（商

毎回の授業についての活動報告書の内容と，高校で実施

業）・生活デザイン科（家庭）の３学科を設けており，生

される「課題研究」発表会での発表内容をもとに，高校

徒数は 430 名（2015 年度）
。校訓は「誠実・親愛・創造」。

側が責任を持って行っている。

勤勉性・協調性・思いやりの心を育むとともに，地域社会

〈2･2〉 2011 年度の講座実施内容
前述した筑豊高校からの要望により，2011 年度は 7 名

との協働にも力を入れており，地元企業や大学等の教育機
関とも連携を深めながら，商品開発や販売実習，ファッシ

の生徒に対して，従来の枠組み（生徒の自学自習支援）

ョンショーの実施など，特色ある教育活動を展開してい

に基づく講座を展開した。
「課題研究」という正規授業の

る。卒業生の進路（2014 年度実績）は，就職 45.0%，専門

目標に沿って，「IT パスポート試験」における得点力向

学校進学 41.4%，短大進学 7.1%，四年制大学進学 6.4%で

上を目指した学習を通じ，生徒の主体的な学習姿勢を涵

ある。ここ近年，就職内定率 100%を継続して達成してい

養することを目指すこととした。

るほか，進学希望の生徒も増加傾向にある。

この講座の技術的基盤としては，本学が e ラーニング

筑豊高校から本学への依頼は，総合ビジネス科・ビジネ

の実施やオンライン教材の管理・提供に運用している

ス情報科 3 年生対象の科目「課題研究」において，情報処

CMS Moodle14) を用いた。本学学生と同様，筑豊高校受講

理技術者試験のエントリー資格である「IT パスポート試

生徒（以下，受講生徒）全員に本学 Moodle への個人アカ

験」12)への対策講座を実施して欲しいというものであった

ウントを発行し，講座の開講期間中，そのアクセス元を

（筑豊高校では「高大連携（IT）講座」と呼称）
。この「課

問わず，スマートフォン等からでも常に利用できる状態

題研究」は，高校 3 年間の学習のまとめとして 3 年生全員

としている。この Moodle 上には，前節で述べた通り，本

が取り組む科目であり，「商業に関する課題を設定し，そ

講座を含む情報処理技術者試験対策全般のためのコース

の課題の解決を図る学習を通して，専門的な知識と技術の
深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，
創造的な学習態度を育てることを目標」13) としている。
筑豊高校では，学習指導要領に基づく 4 分野：(1)調査・
研究・実験，(2)作品制作，(3)産業現場等における実習，(4)

を設け，試験範囲のビデオ教材，スライド教材，演習問
題，掲示板（フォーラム），有用なサイトへのリンク等を
用意している。
このコースを本講座のポータルとし，Moodle の掲示板
機能を用いて，毎回の「課題研究」の時間において，生

職業資格の取得，に分類された各講座の具体的内容につい

徒が取り組むべき教材や学習に対する助言等を明示する

て，生徒及び教職員からの事前希望調査と実現可能性に関

ようにした。

する調査及び検討を踏まえて決定している（表 2）。特に

なお，受講生徒は，Moodle にて提供している本講座以

外部との連携による講座については，例年の流れや関係者

外の教材（短大での授業向け教材）についても，教材を

等からの紹介をもとにして，筑豊高校生徒の実態に合わせ

制作した教員が非公開・限定公開設定としない限り，自

た内容での講座とするよう依頼を行っている。なお，各講

由に閲覧することができる *2。特に「IT パスポート試験」

座の受講者は原則として生徒の希望や適性に基づいて決
定しており，本学に依頼のあった「高大連携（IT）講座」
には，情報処理に関する上級資格の取得者や「IT パスポー

と関連の深い科目の資料については，本講座のコース内
や掲示板等にリンクを示し，受講生徒にもその旨を適宜
説明することによって，自主学習の広がりを期待してい

ト試験」合格を強く希望する生徒を中心として配属されて

る。

いる。
表 2 2015 年度 筑豊高校「課題研究」実施講座一覧
分野

講座名

調査・研究・実験

ビジネス調査・商品開発

作品制作

動画編集
広告制作

産業現場等における

明治屋・サンリブ実習

実習

地域創生
簿記上級

職業資格の取得

情報処理上級
高大連携（IT)
図 1 Moodle による教材提供

このように，
「課題研究」は年間を通した正規の教育プ
ログラム（授業科目）である。また，その成績評価は，
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①

〈2･3〉 2011 年度の問題点と反省
2011 年度の講座を振り返ってみると，受講生徒から

充敏

年間

*4 を通じて，
「課題研究」（週

「難しすぎる」
「スライドやビデオを見るだけでは理解で

遠隔授業を実施する。

きない」「どう学習すればよいか分からない」「直接指導

②

してくれないと意欲が続かない」といった感想が多く寄

遠隔授業では「IT パスポート試験」の頻出ポイント
に絞り，解説と演習を行う（表 3）。

せられた。アクセスログによると，掲示板で指示した教

表 3 遠隔授業で取り上げた主な内容（2014 年度）

材の閲覧自体はしており，一部の生徒による活発な利用

会計管理
ストラテジ

も見られた。しかしながら，生徒の自学自習を主体とし
て，
「わからないことを質問できる」という従来の枠組み
では，多くの受講生徒が本講座の要であるメンタリング
指導にまで到達できず，結果として正規授業「課題研究」

グラフの利用
在庫管理
知的財産権
経営戦略

の目標達成に大きく寄与することができていないという
マネジメント

実情が明らかになった。
筆者らとして，筑豊高校と受講生徒の具体的な状況，
例えば，各生徒の現状での知識レベルや，他の授業での
学習範囲，各々の意欲や指導上留意するべき性格・特性

マーケティング
システム開発
プロジェクトマネジメント
サービスマネジメント

などについて，その把握が不十分のまま見切り発車した

内部統制・監査

との批判は免れないだろう。実際，筑豊高校生徒は総じ

進数表現
テクノロジ

て資格取得への高い興味関心を持つものの，多くの生徒
は自己学習の習慣付けがなされておらず，その基礎学力
も高くは望めない。この状況から，受講生徒が高い目標
（国家資格）に挑戦

1 回 50 分×2 コ

マ）の時間内に，授業担当教員によるリアルタイム

コンピュータシステムの構成
稼働率計算
データベース
ネットワーク

*3 する上では，一律に自主学習を促

セキュリティと暗号化技術

すだけではなく，受講生徒の実情に見合った教育上の仕
掛けが必要であることは明白であった。即ち，本学内で
の授業改善と同等の工夫を実施するべきだったのであ

③

る。

授業担当教員と生徒との双方向コミュニケーショ
ン手段（同期・非同期）を確保する。

この反省のもと，筑豊高校教員の協力を得て，講座全

④

生徒の自主学習に有効なディジタル教材を，本学サ

⑤

授業内での参照及び自主学習用として，テキストを

体の構成から再設計することとした。

ーバ（Moodle）を介して常時提供する。

〈2･4〉 リアルタイム遠隔授業を中核とした講座設計
2011 年度での指導経験や，筑豊高校教員への聞き取り

本学が指定し，講座参加生徒に購入させる。
⑥

調査から，受講生徒の状況・学習進捗をよく見ながら，

筑豊高校担当教員は，本講座の実施に必要となる教

教員による動機づけや学習方法のガイド，ディジタル教

育的・技術的支援と，遠隔授業中における生徒の監

材の選択提示を実施していくべきと考えた。また，その

督を行う。

前提として，生徒が授業内で対話・質問する相手（授業
担当教員）を具体的にイメージできるようにすることが

〈2･5〉 遠隔授業の実施環境とその内容
遠隔授業の実施時間帯以外において，授業担当教員と

必要と判断した。

筑豊高校担当教員は，電話やメールによる情報交換・打

しかしながら，本学と筑豊高校との距離（自動車で片

ち合わせを重ねる。具体的には，行事等による欠席予定

道 40 分程度），
「課題研究」の授業時間帯（毎週金曜 13:45

者，各生徒の性格や授業中の態度，進路志望状況，生徒

～15:35），さらには長期に渡る期間や実施回数から考え

間の関係（座席位置等），生徒の学習状況・理解状況，今

ると，毎回の授業の度に授業担当教員が筑豊高校を直接

後の授業実施予定などを話し合い，授業の質向上に活か

訪問することは困難であり，また筑豊高校生徒が本学に

していく。

来ることも現実的ではない。

遠隔授業の時間に際して，授業担当教員は，ヘッドセ

上記を踏まえ，本講座の中核として，高校教員との日

ットやペンタブレットを備えたノート PC とともに本学

常的な協力のもと，生徒との双方向コミュニケーション

内の一部屋

を重視した遠隔授業を展開し，本学が用意するディジタ

側では，当該授業の時間中，受講生徒は一つの実習室（以

ル教材や指定テキスト等による自己学習に誘導していく

下，会場教室）に集まり，遠隔授業を受講する。会場教

という基本方針を定めた。具体的には以下の通りである：

室には教卓 PC や生徒用 PC*6，プロジェクタ，プリンタ
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*5 を占有し，遠隔授業を実施する。筑豊高校
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等が備えられており，インターネット接続も可能である。

Twiddla ページにアクセスすることにより，授業担当教員

但し，その PC 性能及びネットワーク品質は良好と言い

による板書やスライド画像提示を行うとともに，適宜生

*7，遠隔授業を実施する上で，利用するアプリケー

徒による書き込みや選択といった意思表示を促し，それ

ションや Web サービスの選択には留意が求められた。ま

を具象化していくこととした（図 3）。なお，授業担当教

た，筑豊高校担当教員は，遠隔授業実施の間，会場教室

員が Twiddla 上で板書を行う際は，ペンタブレットを用

に常駐し，

いているが，受講生徒はマウスとキーボードを用いる。

難く



本学と会場教室との通信管理



教卓 PC の操作（プロジェクタへの映写等）



プリント配布，生徒に対する PC 操作方法指導，

Twiddla

教室秩序維持等の授業運営支援
等を担うこととした（図 2）。

・
・
・

オンラインホワイトボード
Twiddla

意思表示
（
問題回答や質問等）

資料や問題の提示
板書解説

受講生徒

スクリーン

本学内・研究室等
高校担当教員

授業担当教員
（本学教員）

図 3 オンラインホワイトボードを通じた
コミュニケーション
筑豊高校
会場教室

その他，Moodle 上に用意した演習問題を遠隔授業中に
取り組ませることで，受講生徒の理解状況を即時に把握

図 2 遠隔授業の実施イメージ図

し，授業担当教員の説明内容に反映させた。なお，会場
教室の PC 性能を勘案し，配布した書き込み式ワークプ

遠隔授業を実現するインフラとしては，無償で利用可
能なインターネット電話サービスである

リントや演習プリントを併用して，遠隔授業中，受講生

Skype15) を用い

徒が何らかの活動を行うよう配慮した。

た。Skype は，これまで本学学生や提携する高校生徒と
のリモートメンタリングでの活用実績があり，筑豊高校

遠隔授業の最後には，本学 Moodle の掲示板機能を用

側でも Skype 利用（高校専用アカウントの取得と管理，

いて，学習報告や質問・要望等を書きこむよう指導した。

通信利用）に障害がないと確認されたことから採用した。

授業担当教員は，その書きこみへの個別回答を行うほか，

なお，Skype には一対多の同時通信や映像通信，画面転

遠隔授業やディジタル教材へのフィードバックを行う。

送などの豊富な機能が用意されているが，会場教室での

なお，2014 年度からは，学生の主体的な活動を蓄積する

ネットワーク品質の問題から，当面の間，本学にいる授

ために本学が独自開発した「e ポートフォリオシステム」

業担当教員と筑豊高校会場教室（教卓 PC 及び生徒用 PC，

17) を受講生徒に開放し，上記用途に利用している（図

プロジェクタ，プリンタ等の整備された実習室）の教卓
PC との間の一対一音声通信を主として，チャット機能を
状況確認等の補助的用途に用いることとした。
さらに，遠隔授業内における生徒との双方向性を確保
するため，無償で利用可能なオンラインホワイトボード
サービスである Twiddla16) を用いた。Twiddla は，アカウ
ントの登録なく Web ブラウザから簡便に利用でき，手書
き文字の書き込み，キーボードによるテキスト書きこみ，
画像やオフィスファイルの表示などが可能である。近年，
このようなコミュニケーションサービスは多岐に渡る

図 4a

が，その中において Twiddla は，本講座において必要な

e ポートフォリオ 情報登録イメージ

機能を備え，本学授業担当教員が他の授業にて運用して

4a）。従来の掲示板を利用したやり取りと異なり，e ポー

いるツールであって，かつ，筑豊高校会場教室の PC に

トフォリオでのやり取りを他の生徒が閲覧することはで

おいて利用可能であることから採用した。遠隔授業中は，

きないほか，情報の構造性や一覧性を高めて，これまで

授業担当教員と会場教卓 PC，各生徒の PC が同一の

の活動を振り返りやすくしていることから，生徒のより
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3.

具体的・積極的なアクションの増加を狙っている。
また，この e ポートフォリオは，本学教員が普段の教

実施結果とその評価

〈3･1〉 遠隔授業の実施状況
2012 年度から 2015 年度 9 月までの間，リアルタイム

育指導のインフラとして活用している「学生カルテ
（SRMS）」18) と統合されているため，受講生徒それぞれ

遠隔授業を表 4 の通り実施した（2015 年度網掛けは今後

の状況把握をさらに容易にし，受講生徒へのフィードバ

の予定） *8。年度によって授業回数にバラつきがあるの

ックの質が高まることを期待した（図 4b）。

は，本学や筑豊高校の行事などにより遠隔授業実施の調
整がつかなかったためであり，その際は自主学習の指示
表 4 リアルタイム遠隔授業の実施実績（網掛けは予定）

学生カルテ上の「学生・生
徒一覧」から、それぞれの
ポートフォリオ（活動記録）
と、教員による指導記録等
を確認できる

2015

学生・生徒からの活動報告を
一覧できる

教員は、学生・生徒へのコメント
を適宜書き込むことができる

図 4b 学生カルテ（e ポートフォリオ）を通じた
教員と受講生徒のやりとり
e ポートフォリオシステム及び学生カルテとその活用
について詳細は先行論文 17-18) を参照されたい。
このように，オンラインホワイトボード等を活用した
双方向の遠隔授業，高校教員との情報交換，e ポートフ

2014

2013

2012

1

4 月 24 日

4 月 25 日

6 月 21 日

5 月 11 日

2

5月1日

5月2日

7月5日

6月8日

3

5月8日

5月9日

7 月 12 日

6 月 15 日

4

5 月 15 日

6月6日

8 月 30 日

6 月 21 日

5

6 月 12 日

6 月 13 日

9月6日

7月6日

6

6 月 19 日

6 月 20 日

9 月 13 日

7 月 13 日

7

7月3日

7月4日

10 月 11 日

8 月 31 日

8

7 月 10 日

7 月 11 日

11 月 8 日

9月7日

9

8 月 28 日

8 月 29 日

12 月 13 日

9 月 14 日

10

9月4日

9 月 19 日

9 月 28 日

11

9 月 18 日

9 月 26 日

10 月 12 日

12

10 月 9 日

10 月 31 日

10 月 19 日

13

10 月 16 日

11 月 7 日

11 月 9 日

14

10 月 30 日

11 月 14 日

11 月 16 日

15

11 月 6 日

11 月 21 日

12 月 14 日

16

11 月 13 日

12 月 12 日

17

11 月 20 日

訪問

2回

1回

2回

1回

ォリオもしくは掲示板でのやり取り，Moodle のログ情報
等を複合的に組み合わせることにより，受講生徒の実情

と掲示板や e ポートフォリオを介した個別指導を行っ

に応じた指導が展開できるように工夫した（図 5）。

た。また，表 4 最下段は遠隔授業とは別に直接筑豊高校
を訪問しての授業実施回数を示す。

遠隔授業

遠隔授業実施に際して，音声通信トラブルに見舞われ

インターネット電話

たこともあったが，会場教室に常駐する高校教員側の対

オンラインホワイトボード

解説指導

本学教員の情報閲覧と

学生カルテ 書き込みが可能
各受講生徒に関する情報

Moodle

報告や質問・相談

った。但し，音質低下や遅延には恒常的に悩まされ，テ
キストチャット機能を用いた筆談を併用して授業品質を
維持した。
〈3･2〉 生徒評価と教育効果
まず，2014 年度受講生徒からのコメント内容を確認し

遠隔授業中
または自主学習での利用

受講生徒や授業運営に
関する情報交換

受講生徒の情報閲覧
と書き込みが可能

高校担当教員

取り組み・
理解状況の把握
全体的な学習指示や
教材追加等

指導記録や知見など

eポートフォリオ

受講生徒

授業担当教員
（本学教員）

活動記録
個別指導・助言

応により，授業進行における致命的な障害とはならなか

受講と意思表示

たところ，授業担当教員による説明に対してポジティブ
な感想が恒常的に寄せられたほか，学習内容に関連した
より具体的な事項についての質問が見られるようになっ
たところは大きな変化と考える。

教材群

受講生徒の自己学習を誘導できたかどうかという点に
ついては，客観的なデータは得られなかった。しかし，

図 5 受講生徒状況を把握するための複合的な仕掛け
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図 6 に示す Moodle 上の教材利用状況からも分かるよう

また課題として，遠隔授業以外の自己学習に誘導でき

に，特に 2014 年度，教材閲覧回数には明らかな増加が見

ていないところが指摘され，生徒にとってより利便性の

られており，講座実施体制を改善した効果は表れてきて

高い質問環境が必要と助言があった。

いると考察できる

*9。授業時間外の利用に関して，ごく

〈3･4〉 筆者らによる自己評価
本講座の実施による最大の効果は，高大連携において，

一部の受講生徒に留まった（2014 年度は 9 名中 2 名の
み。その 2 名に限れば教材利用の 20.5%が高校以外から

お互いの本務である「教育」を通じて相互理解を深める

であった）ことは，まだまだ改善の余地を残す。試験合

こと，信頼関係を醸成することの可能性を示したことと

格を目指す上で自己学習の定着は必須であり，その実現

考えている。特に，高等学校の正規授業を，まだ改善の

に向けて今後も継続して状況をみていくべきだろう。

余地はあるとはいえ，本学教員と高校教員の協力のもと
で実施できた意義は大きい。これは，本学における教育

縦軸：利用件数（平均値）

力や技術力の実際を高校側により具体的に伝えるととも

140
120
100

教材閲覧

に，本学は高校や高校生の実態をより正確に理解するこ

演習問題利用

とに繋がった。

感想・質問等の書き込み

このことの一つの傍証として，文部科学省が推進する

80

「スーパープロフェッショナルハイスクール」構想 19) に

60

おいて，筑豊高校が申請した取り組み「起業家精神を身

40

に付けた地域創生を担う人材の育成

20

営者を目指す商業・家庭の垣根を越えた専門高校の取組

0

～」
（2015 年度）に，筑豊高校からの要望により，本学が

2011

2012

2013

～地域とともに経

連携大学のひとつとして参画したことを挙げる。この申

2014

請は結果として不採択となったが，本講座のような高大
図 6 受講生徒一人あたりの平均教材利用件数

連携による相互理解の進展は，高等学校にとって本学の
存在感を高めていくことに繋がると言えるだろう。

なお，学習成果の傍証として，2014 年度に筑豊高校と
してはじめて，「IT パスポート試験」の合格者 1 名（受

4.

験者 9 名）を輩出することが出来たことを付記しておき

まとめと今後の課題

今回の実践は，高大連携の枠組みにおいて，連携先の

たい。

高校生の実情を踏まえた遠隔授業の実現を試みたもので
〈3･3〉 筑豊高校教員評価
本講座の設計から実施について，筑豊高校側担当とし

ある。高校教員から，受講している各生徒に関する情報

て深く関与して頂いた神田克幸教諭（2015 年度）と川中

授業を中核に，生徒との同期・非同期の双方向コミュニ

雄一教諭（2011 年度～2012 年度，2014 年度）に，書面

ケーションを図ることにより，生徒の満足度を高めたほ

と対面での聞き取り調査を行ったところ，以下のような

か，一定の教育成果をあげることが出来た。2015 年度の

回答を得た。

講座終了時には，受講生徒を対象とした本講座に対する

提供や授業運営の支援を受けながら，リアルタイム遠隔

まず，筑豊高校にとっての本講座の価値として，生徒

アンケート等を踏まえ，さらなる検証の上，続報したい

の自学だけでは難しい内容や高校では対応しにくい内容

と考える。

まで学習できる環境を用意できたことが挙げられた。ま

今後は，本学教員と高校教員との情報共有をさらに推

た，生徒にとって，高等教育機関の授業を長期に渡って

進し，個別指導の質向上を目指したいと考える。特に，

受講し，その内容を理解できたことは大きな自信になっ

本学が個別指導の質向上のために活用している学生カル

たとの評価が得られた。そのほか，高校教員自身にとっ

テを本講座において協働している高校教員に開放するこ

ても指導の参考になったとの指摘があった。

とには，受講生徒に関する情報蓄積共有という点におい

次に，講座の内容について，実際，他の専門学校が企

て大きな可能性と課題がある。これらを具体化するため

画するような対策講座は筑豊高校生徒にとってハードル

には連携する短大・高校の間において，その協働の範囲

が高く，生徒の実態に合った進度や内容での授業を展開

にはじまり，教育指導のために必要となる受講生徒の情

した本講座のような内容は，生徒の理解を定着させる上

報や，その個人情報の取り扱い方等について，真剣に議

で有効との評価が得られた。また，Skype やオンライン

論していかなければならない。このような実質的な議論

ホワイトボードを用いた遠隔授業内容についても高く評

こそ，どちらかの「丸投げ」とならない高大連携実現の

価され，授業担当教員と生徒のお互いの顔や表情等が表

ために必要であろう。

示できれば，さらに効果的だろうと指摘がなされた。
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また，このような実践を，制約の厳しい ICT 環境にお
いて，かつ低予算で実施できた点も成果の一つと考える。
連携関係にあるといっても，あくまで本学と高校は別組
織であり，ICT 環境の更新や経費支出を伴うような活動
には煩雑な手続きと時間を要する。今回の実践は，制限
された環境，高大連携協定に基づく双方教員の裁量範囲
内においても，迅速に一定の教育効果を得ることは可能
であることを示したと言える。
今後，さらに技術的な工夫を加え，授業担当教員や生
徒の表情，教室の雰囲気などを伝えることを実現してい
きたい。また，さらに学習効果を高めるため，同じ Moodle
をポータルとして資格試験対策に励む様々な学校の学
生・生徒間の関わりを高めていきたいとも考えるが，こ
れにはお互いの存在の気づきをどのように与えるかが課
題となる。

充敏

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsee1995/47/5/47_5_30/_pdf
10) 大西壮一:インターネット遠隔授業による高大連携の広域化～岡山
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http://chikuho.fku.ed.jp/html/index.html
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最後に，本講座には，リアルタイム遠隔授業実施によ
注
*1 小倉商業高等学校については，授業や部活動など，必要な状況が生じ
た場合に柔軟に対応したいという要望から，予め十分な数のアカウント
を発行して高校側にその管理を依頼している。なお，これまでの実際の
サービス利用は掲示板への書き込みが数件と，極少数に留まっているの
が現状である。この理由のひとつとしては，本サービスが具体的に授業
進行の中核要素として組み込まれていないことだと考えている。
*2 2015 年 9 月現在，テスト用を除き 25 のコースが用意されているが，
全コースについて受講生徒は閲覧可能である。
*3 事実，本講座実施以前において，筑豊高校に「IT パスポート試験」
の合格者は出ていなかった。受講生徒にとって周囲に先駆者のいない大
きなチャレンジであると言えよう。
*4 実施年度によるが，4 月から 12 月頃まで，年に 10 数回程度の実施と
なっている。
*5 特定の部屋である必要性はなく，実際，状況に応じて授業担当教員の
個人研究室や，所属学科の共同研究室，空き教室などを柔軟に選択して
用いた。なお，技術的には「本学内」である必然性もないが，これまで
本学外から遠隔授業を実施した例はない。
*6 教卓 PC・生徒用 PC の仕様：NEC MY18L/R-4, CPU:Intel Pentium DualCore E2160 1.8GHz, メインメモリ:2GB, HDD:80GB, 光ディスクドライ
ブ: CD-R/RW with DVD-ROM, LAN: 1000BASE-T, OS: Windows Vista, ブ
ラウザ: Internet Explorer 8
*7 日中のインターネット通信速度は 300kbps～500kbps 程度（福岡短大
サーバ上のファイルの HTTP ダウンロードにて確認）であり，一般的な
Web サイト閲覧も快適とは言い難い。特に JavaScript や Flash を多用す
る Web サイトの閲覧はブラウザ依存の問題から困難である。
*8 遠隔授業が「課題研究」授業時間の一部だけになることもあったが，
これは本学側の業務の都合や高校側の行事・短縮授業実施（授業時間変
更）などにより，授業担当教員がリアルタイムでの授業実施に対応でき
なかったことが理由である。2015 年度は短大運営側の配慮が得られ，こ
れまで全ての回について，全時間帯を通したリアルタイム遠隔授業を実
施できている。
*9 アクセスの少なかった 2013 年度は，遠隔授業の実施回数自体が少な
いことも留意すべきと考える

る時間拘束や，その前後における生徒の状況把握と個別
対応，ディジタル教材の制作など，学内の授業運営と変
わらぬ教育活動が必要であり，授業担当教員の負荷増大
は避け得ない。このまま対象校を拡大することは，本講
座の高評価の源泉であった，対象校の実情に見合った授
業の実現に悪影響を及ぼしかねないことから，短大とし
ての支援体制の拡充を含め，慎重に検討していく必要が
あるだろう。
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