1 学生の質の保証が求められています
産業立国の我が国において、国際的に競争できる質の高い学生（人材）の輩出は必須です。しかしながら、少子化に伴う
全入時代を迎え、多様な入学試験が実施されるようになって、入学生の基礎学力の低下が目立つようになり、本来の大学教
育ができない状況になってきています。
大学・短期大学（以下、大学とよぶ）は、学生の確保に努力を求められながらも、入学を許可した学生の学士力を保証し、
責任を持って、学生を卒業させられるのか、その努力と成果が問われています。
このような状況下において、多くの大学では入学前教育や入学後のリメ
ディアル教育の必要性が検討されています。しかしながら、リメディアル教
育を対面授業形式で実施しようとすると、誰が、いつ、どこで、どのように
実施するかといった具体的な問題に直面し、積極的な推進が困難になってい
るのが実状です。そこで、時間や場所の制約のない方法として、ICT の効果
的な活用、すなわち e ラーニングの活用が注目されています。

2 e ラーニングを活用した教育について
「大学コンソーシアム佐賀」および佐賀大学では、佐賀大学 e ラーニングスタジオを中心に、基礎学力を補うための e ラー
ニング教材を開発しています。これらの教材は、図１に示すように、入学前教育教材として、また大学教育における専門基
礎科目の補助教材として活用できます。
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図1 e ラーニング教材を活用した入学前教育と大学教育

2.1

入学前教育

推薦入試などで入学を許可された学生に対し、入学までの数ヶ月を活用して、基礎科目の学力を大学教育についていける
レベルまで向上させることができます。高校で学習していない基礎科目の学習にも有効です。受講するためには、ブロード
バンド対応のインターネットに繋がったパソコンを、学生側が用意する必要があります。学生に e ラーニングで自学自習さ
せるコツは、学習期間を細かく指定して、少しずつ学習させ、メンターによる支援体制を構築することです。さらに、プレー
スメントテストで基礎学力を確認すれば、さらに大学教育改善を図ることができるでしょう。
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2.2

入学後の専門科目の補助教材

大学の専門的な授業を受講する上で、必要となる基礎学力を補うための学習教
材として活用できます。最近、単位の実質化が求められています。単位の実質化
とは、1 単位につき 45 時間の学習時間を担保することです。１科目（2 単位）は、
90 時間（講義 30 時間と予習復習 60 時間）の学習時間が原則になっています。
e ラーニングを利用するかどうかは、教員の判断に任されますが、e ラーニング
を活用して学習させることで、卒業時の学生の学力に大きな差異がでてくること
が予想されます。
図２は、e ラーニング教材を補助教材として活用した例です。講義は、従来通り対面授業として実施します。数学などの
専門基礎科目は、演習問題を数多く解かせる必要がありますが、演習時間を授業中にとり過ぎると、肝心の講義が進みません。
そこで、確認テストを e ラーニングで行うと、効率よく授業を進めることができます。また、確認テストの問題が解けない
学生に対しては、より基礎的な問題を解かせることによって、学力の底上げを図ることもできます。
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図２ 大学の専門科目等で補助教材を活用する教育方法の例

助教材として活用したときの結果です。e ラーニ
ングで学習した学生としなかった学生の二極化が
見られます。e ラーニング教材を活用した効果を
得るには、教員やメンターの支援が不可欠です。

人数構成比率

図３は、数学の授業で、e ラーニング教材を補
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時々、学生のアクセス状態や確認問題の点数等を
チェックし、アクセスしていない学生には注意を
して、学習を促す必要があります。また多くの学
生が間違えた演習問題は、授業時間に再度説明す
るなどの授業改善も必要です。e ラーニングを対
面授業に併用することにより、著しい学習効果が
得られた事例も報告されています。
以上のように、e ラーニングをうまく授業に活
用すると、単位の実質化と同時に学生の成績の向
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図３ e ラーニング活用の効果
2006 年度は、従来通り対面授業のみ。2007 年度から対面授業に
e ラーニングを組合せて、講義時間以外に演習問題（確認テスト
問題やリメディアル教材）等で自学自習できるようにして、単位
の実質化を図った。図は 2006 年度と 2009 年度の比較を示す。

上を図ることができます。
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3.4

教材について

教材は、全てオリジナルとして提供しています。
教材は、Flash で制作しています。
解答は、自動採点できるように、穴埋め問題、選択問題を中心に作成しています。
初級編（中学）、中級編（高校）、上級編（大学）に分類しています。
英語、数学（Ⅰ〜Ⅲ、A 〜 C）、生物、化学、物理（Ⅰ、Ⅱ）の科目を用意しています。
各科目は、項目別に分類しています。項目は教科書の節とほぼ同じ分類となっています。
各項目には、問題を SCO（Shareable Content Object）単位で用意しています。１SCO は、数問の小問題よりなっています。
教職員は、問題を LMS（Moodle を使用）の自分の科目に１SCO 単位で設定できます。

教材内容を確認するには？
全ての教材は、Web 上で確認することができます。そのためには、下記サイトへのユーザー登録が
必要です。まずは、e ラーニングスタジオ までご連絡下さい。
佐賀大学 e ラーニング（科目履修用サイト）
：http://ncsv1.pd.sa ga -u .a c.jp/el ea r ning/
大学コンソーシアム佐賀 e ラーニングサイト：http://www.sa ga -el s.net/el ea r ning/

4 e ラーニング教材の例

(a)

生物（中級編）の節「細胞膜と物質の出入り」の「問題と解答欄」と「解説」

(b)

数学Ⅲ（中級編）の節「定積分」の「問題と解答欄」と「解説」
図４

5

問題と解答欄及び解説画面

5 活用メリット

5.1

LMS 上で e ラーニング教材を活用すれば

授業時間以外に学生に自学自習を指示しても、履修状況がわかるため、単位の実質化を図ることができます。
自動採点なので学生自身がすぐに解答をチェックできます。
演習問題には解説もあるので、わからない点を学習することができます。
教職員は受講している学生の履修状況や成績等を一覧表で閲覧できます。
一覧表は Excel（CSV）ファイルとしてダウンロードできます。
学生自身も、自分の履修状況を確認できます。
演習問題は１回しか解答させない方法と、100 点を取るまで何回でも解かせる方法が可能です。
問題ごとの詳細な成績も表示できますので、間違いやすい演習問題を調査することができます。
理解度が低かったところを、講義の中で重点的に指導することが可能になります。
演習問題を選ぶだけでもコース（科目）を作成できます。
LMS は、小テスト作成機能を持っています。コースを作成した教職員は自由に問題が作成でき、提供される Flash 教材
と併せて使用することができます。

5.2

LMS を活用しただけでも

授業時間外でも学生とのコミュニケーションを密にすることが可能になり、きめ細かな指導ができます。
授業の予習・復習、課題レポートなどの指示がいつでもどこからでもできます。
出張中でも質問に回答することができ、双方向性を保てます。
項目「be 動詞・一般動詞」
の合計評点

項目ごとの成績一覧
成績一覧を Excel ファイルでダウンロード
することができます

項目「be 動詞・一般動詞」の
問題（SCO）の点数の内訳

図５

各問題（SCO）の成績一覧

成績一覧（教員レベル）
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6 ｅラーニング教材を活用するにあたって
インターネットに繋がったパソコンさえあれば、学内外から利用できます。（学習をスムースに行う為には、ブロードバ
ンド対応のインターネット環境が必要です。）

1

教材利用申請書提出
申請方法
下記の該当するサイトへアクセスし、申請フォームに必要事項を入力して送信するか、教材利用申請
書をダウンロード、印刷して必要事項を記入後、郵送または FAX で佐賀大学 e ラーニングスタジオま
でお送りください。
・佐賀大学教職員の方は
佐賀大学 e ラーニングスタジオ「e ラーニング利用ガイド」ページへ
http://net.pd.saga-u.ac.jp/e-learning/download/download.html
・大学コンソーシアム佐賀加盟大学教職員の方は
大学コンソーシアム佐賀「e ラーニング利用ガイド」ページへ

2

http://www.saga-cu.jp/staﬀ/download.html

申請書を基にコースを作成
LMS 上のコースの中に、必要な e ラーニング教材を設置します。

3

設定等については e ラーニングスタジオのスタッフにご相談下さい。

登録者に ID･パスワードを配布（新規登録者のみ）
佐賀大学の教職員・在学生は、佐賀大学統合の ID・パスワードを使用します。

4

他大学及び、入学前の学生には、郵便や電子メール等で ID・パスワードを送付します。

LMS を利用して、e ラーニングによる自学自習の実施
担当教員は、学生の履修状況や成績等をチェックし、必要に応じて、学生に注意を促しながら、自学
自習をさせます。（e ラーニングスタジオのスタッフがサポートします。）
履修状況や成績等は、Excel（CSV）ファイルとしてダウンロードできます。

活用ガイド
教職員のための e ラーニング活用ガイド 〜 大学コンソーシアム佐賀・佐賀大学
教職員のための Moodle 活用法（Ⅰ） 〜 基本的な活用方法

基礎科目教材 〜

掲示板等 〜

教職員のための Moodle 活用法（Ⅱ） 〜 小テストの作成法 〜
教職員のための Moodle 活用法（Ⅲ） 〜 アンケートの作成法 〜
教職員のための Moodle 活用法（Ⅳ） 〜 その他教材の活用法 〜
大学コンソーシアム佐賀・佐賀大学の基礎科目の e ラーニング教材一覧
佐賀大学ネット授業ガイド

お問合わせ
佐賀大学 ｅラーニングスタジオ
〒840 - 8502

卍

清和高校
体育館

グランツ
赤松

善定寺

佐賀市本庄町 1 番地

TEL / FAX：0952 - 20 - 4731
http://net.pd.saga-u.ac.jp/e-learning/
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至佐賀駅

卍
水月禅寺

セブン
イレブン

ほっと
もっと

正門

佐賀大学前

