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はじめに
リハビリテーション分野では、膨大な知識と技術を習得するために、効果的かつ効率的に
教育内容を習得できる教授法の工夫が求められている。また、昨今、ｅラーニングの活用
が高まる中、単位取得が一部認可された。本委員会では、ｅラーニングを活用して最適な
教育ができるように、現在企業における研修で注目されているインストラクショナルデザ
イン手法※を教育機関においても導入し、教材開発および教授手法を教育するプログラムを
開発し、その効果について検討を行なった。さらに、開発した教材を用いた遠隔地との双
方向性ある教授を実施し、その教授手法および効果を検証した。本報告書は委員会で検討
および実施した内容を網羅している。リハビリテーション分野以外の方々でも、これから
ｅラーニングを導入する教育機関には是非、本プログラムを役立てていただきたい。

※ インストラクショナルデザイン（ＩＤ）手法とは、授業全体を分析・設計・開発・実
施・評価を行い、教育の効果と効率と魅力を高めていく方法論である。ｅラーニングの導
入時に教育効果を上げるために活用されるケースが増えている。企業での研修に導入され
ている。

このプログラムを作成するにあたり、ｅラーニング導入校の武庫川女子大学様を視察し参
考とさせていただいた。また、プログラムやコンテンツ開発には防衛庁海上幕僚監部人事
教育部の君島浩様および NEC テレネットワークス株式会社の原田典昭様、武庫川女子大学
の中植雅彦様のインストラクショナルデザイナーとしてのアドバイスをいただいた。ご協
力をいただいたことに心より感謝したい。
最後に、本プログラムの作成にかかわった各委員、各教員の皆様、アドバイスをいただい
た各企業の皆様方に謝意を表する。
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第１章
プ ロジ ェ クト 概 要

「ＩＤ手法を用いたリハビリテーションの e ラーニング教材開発および遠隔教育のプログラム開発」プロジェクト

1

1.1

プロジェクト概要

プロジェクトの目的と概要

リハビリテーションの分野では、膨大な知識と技術を習得するための効果的かつ効率的な
教授法の工夫が求められている。これに応えるための学習手法のひとつとして、e ラーニン
グの活用が高まっている。本プロジェクトでは、e ラーニングを活用して最適な教育を行う
ために、現在教育界で注目されている ID 手法（注 1）（インストラクショナルデザイン）によ
る教材開発および教授手法を教育するプログラムを開発する。そして、開発した教材を用
いて、遠隔地との双方向性のある教授を実施し、その効果を検証する。

1.1.1

プロジェクトの目的

リハビリテーションの養成過程には、解決すべき次の課題がある。これらの課題を解決す
るために、学習手法のひとつである e ラーニングに対して、これまで専門学校ではあまり
重視されていなかった教育工学からのアプローチを取り入れた教育プログラムを開発する。
①

学生は、これまでに聞きなれない膨大な医学用語の理解と使用に多くの時間を
要する。

②

社会経験の少ない学生は、実習を経験するまで、医療、福祉機関での理学療法
士や作業療法士および言語聴覚士の具体的な役割をイメージできない。

③

学生にとっては、規定されている臨床実習期間が長期であるため、通学して直
接教員から繰り返し指導を受けることが困難である。

e ラーニングという教育手法を導入するためには、教育工学の研究が必須であり、教育工学
のひとつである ID 手法（インストラクショナルデザイン）を用いて教育内容を分析、設計、
開発する必要がある。さらに、上記の課題を解決するために、個人の理解度に応じて繰り
返し学習できる e ラーニングコンテンツを開発、実施、評価することが求められる。そし
て、学生が遠隔地から e ラーニングコンテンツを視聴できる環境や、教員との双方向性の
ある環境を構築することにより、より高い教育効果が期待できる。
(注 1) ID 手法（インストラクショナルデザイン：Instructional Design）は、教育ニーズ
の分析、教育内容の設計、開発、実施、評価を行い、教育の効果と効率を高めていく
教育方法論である。e ラーニングの導入時に教育効果を上げるために、ID 手法が活用
されるケースが増えている。
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1.1.2

プロジェクトの概要

ここでは、本プロジェクトで実施した教育プログラム開発のプロセスについて、その概要
を報告する。

1.1.2.1

教育プログラム開発について

教育プログラム開発は、ID 手法に従って、分析→設計→開発→実施→評価の手順で実施さ
れた。開発した e ラーニング教材を基に、遠隔教育ならびに双方向性のある指導を実施し、
評価した。以下に本プロジェクトで実施した各プロセスの内容を記述する。
【ID手法を用いた分析・設計】
①

教育内容に関する調査
教育効果を高めるために、現況で学習内容の効率化を図る必要性の高いものを調
査した。

②

分析および設計
調査した教育内容を ID 手法のプロセスに準じて分析と設計を行う。特に、分析は重
要なプロセスであるため、オブザーバーとして下記 3 名のインストラクショナルデザイ
ナー（以下 IDer）(注 2)から助言をいただいた。

•

君島

浩氏（防衛庁海上幕僚監部人事教育部所属）

•

原田

典昭氏（NEC ﾃﾚﾈｯﾄﾜｰｸｽ株式会社
CEP 社（米国）認定

•

中植

国際研修部所属）

CRI(注 3)

IDer

雅彦氏（武庫川女子大学 英米文学科教授）

（注 2） インストラクショナルデザイナ（IDer :Instructional Designer）は、インスト
ラクショナルデザインの専門家のことを指す。
（注 3） CRI（Criterion-Referenced Instruction）は、米国で開発された研修開発手法の
ひとつであり、学習主導型そして結果志向型の教育手法を指す。CRI 技法を用いた教
育手法では、学習目標達成に必要な過不足のない学習内容の分析・設計・開発を行う。
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【ID手法に基づいたeラーニングコンテンツ開発・教授および教育効果の評価】
①

e ラーニングコンテンツ開発・実施
ID 手法による分析・設計に基づき、e ラーニングコンテンツの開発を行い、開発した e
ラーニングコンテンツを共同研究校双方で教授した。

②

e ラーニングコンテンツ教授法および教育効果の評価
開発した e ラーニングコンテンツの評価を教員・学生から入手した。また、e ラーニン
グコンテンツ教授法および教育効果の評価は CBT（注 4）を用いて行った。

（注 4） CBT（Computer-based testing）は、コンピュータを用いたオンラインテストの
ことである。

【ニーズ調査、実態調査、実地調査等各種調査について】
①

CRI（注 3）、GBS（注 4）を含めた ID 手法の内容と特徴を調査し、教育プログラム
開発の参考にした。

②

ID 手法による分析・設計のニーズが高いと想定される教育内容の調査を行い、
e ラーニングコンテンツ開発の参考にした。

③

各種 ID 手法を導入している教育・研修機関の視察を通して、ID 手法の実態調
査を行い、e ラーニングコンテンツ教育プログラムの開発の参考とした。

（注 4）GBS（Goal-based scenario）とは、学習理論のひとつで、学習者は現実の特定
なシナリオに基づいて、そのシナリオに記述されたプロセスを実施しながら必要なス
キルを習得する教育手法である。

【実証講座等について】

(1)

(2)

教員対象の研修
①

リハビリテーション校に所属する教員を対象として教育工学ならびに各種 ID
についての研修を行い、教育プログラムの内容の検証と普及を行った。

②

開発した e ラーニングコンテンツを教員対象に実施し、検証を行った。

学生対象の実証講座
①

開発した e ラーニングコンテンツを用いて、学生を対象に e ラーニングで履修
させ、e ラーニングコンテンツの評価を行った。

②

開発した e ラーニングコンテンツを e ラーニングで履修した後、CBT によるス
キルチェックならびに演習と質疑応答を e ラーニングで実施した。
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プロジェクトの推進体制

1.1.2.2

本プロジェクトを遂行するための実施委員会のメンバーを以下に示す（表 1-1 参照）。プロ
ジェクトの推進にあたっては、下記 12 名による実施委員会を最高の意思決定機関として、
実施委員会の下に、調査委員会、プログラム開発委員会、コンテンツ開発委員会の 3 委員
会を設置した。また、実施委員会の直轄に事業全体の企画を担当する企画委員会を設置し
た。企画委員会では、本プロジェクトの活動の内容を具体的に決め、各委員会が効率良く
活動できるように調整作業を行った。
(1)実施委員会の構成
氏

名

所

属

・

職

名

役割等

西村

敦

大阪ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校

教育局長

松崎

英明

学校法人福田学園

小野

啓郎

大阪ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校

髙橋

泰子

大阪ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ主任

木村

孝

麻生ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校

理学療法学科

青山

克実

麻生ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校

作業療法学科

君島

浩

防衛庁海上幕僚監部人事教育部

原田

典昭

NECﾃﾚﾈｯﾄﾜｰｸｽ株式会社

中植

雅彦

武庫川女子大学

浦山

昌志

株式会社IPｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｽﾞ

栗原

良太

株式会社IPｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｽﾞ

大戸

寛

株式会社IPｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｽﾞ

生涯学習Gﾘｰﾀﾞｰ
学校長

国際研修部

英米文学科

教授

代表取締役

実施委員長

所属機関のURL
www.fukuda.ac.jp

実施副委員長
www.fukuda.ac.jp
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・ｺﾝﾃﾝﾂ開発担当
調査委員長
www.fukuda.ac.jp
調査・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発
兼ｺﾝﾃﾝﾂ開発担当
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発担当
兼ｺﾝﾃﾝﾂ開発担当
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発担当
兼ｺﾝﾃﾝﾂ開発担当
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発委員長
（ｲﾝｽﾄﾗｸｼｮﾅﾙﾃﾞｻﾞｲﾅｰ）
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発担当
（ｲﾝｽﾄﾗｸｼｮﾅﾙﾃﾞｻﾞｲﾅｰ）
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発担当
（ｲﾝｽﾄﾗｸｼｼｮﾅﾙﾃﾞｻﾞｲﾅｰ）
企画委員長
（eﾗｰﾆﾝｸﾞ教育ﾍﾞﾝﾀﾞｰ）
企画副委員長
（eﾗｰﾆﾝｸﾞ教育ﾍﾞﾝﾀﾞｰ）
ｺﾝﾃﾝﾂ開発担当
（eﾗｰﾆﾝｸﾞ教育ﾍﾞﾝﾀﾞｰ）

www.fukuda.ac.jp
www.asojuku.ac.jp
www.asojuku.ac.jp
www.jda.go.jp
www.ntwx.co.jp
www.mukogawa-u.ac.jp
www.ipii.co.jp
www.ipii.co.jp
www.ipii.co.jp

表 1-1 実施委員会メンバー
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1.1.2.3

プロジェクト推進スケジュール

以下のスケジュールに従ってプロジェクト活動が行われたが、実際に実施された会議など
は当初予定された日時と多少異なったものがある。
7月

8月

9月

10月

11月

●

実施委員会

1月

●
●

企画委員会

12月

2月

3月

●

●
●

合同委員会

●

●

●

調査および分析
開発（教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）
開発（ｺﾝﾃﾝﾂ）
■

実証研修（学生対象）
■

実証研修（教員対象）

■
■

成果発表会
表 1-2 プロジェクトスケジュール予定

以下に実際に実施された会議内容と日時を記述する。
会議名

第 1 回実施委員会

開催日時

平成 18 年 8 月７日（木）

会場

大阪工業技術専門学校

議題

事業の実施スケジュール及びコンテンツの設計

参加者

実施委員会委員
講師 1 名

13：00〜17：00

1 号館 3 階会議室

8 名（西村、松﨑、木村、原田、中植、浦山、大戸、高橋）

親和大学教授

中植正剛

会議名

第 1 回企画委員会

開催日時

平成 18 年 8 月 31 日（木）

会場

株式会社ＩＰイノベーションズ

議題

視察先の選定、CRI 研修会の内容決定及び LMS の選定

参加者

企画委員会委員

13：00〜17：00
会議室

5 名（松﨑、浦山、大戸、栗原、高橋）
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会議名

研修会（CRI 分析の評価・指導）

開催日時

平成 18 年 9 月 25 日（月）

会場

大阪工業技術専門学校

議題

CRI 分析の研修、講師による評価・指導

参加者

実施委員会委員

9：00〜17：00

1 号館 3 階会議室

7 名（中植、木村、青山、野田、栗原、高橋、松﨑）

講師 1 名 NEC ﾃﾚﾈｯﾄﾜｰｸｽ（株）原田典昭

他に研修受講生教員 2 名

会議名

ｅラーニング活用視察

開催日時

平成 18 年 10 月 3 日（火）

会場

武庫川女子大学（①薬学部臨床薬学研究室

議題

教材開発の手法、ｅラーニングの運用方法等

参加者

実施委員会委員 7 名（中植雅、中植正、大戸、栗原、野田、高橋、松﨑）

会議名

研修会（第１回コンテンツ作成研修会）

開催日時

平成 18 年 10 月 12 日（木）

会場

大阪工業技術専門学校

議題

教育プログラムの指導、コンテンツ作成研修

参加者

実施委員会委員
講師３名

13：00〜17：00
②情報教育研究センター）

9：00〜17：00

1 号館 3 階会議室

7 名（中植、木村、原田、野田、栗原、大戸、松﨑）

栗原、大戸、野田

他に研修受講生教員 2 名

会議名

第 2 回企画委員会

開催日時

平成 18 年 11 月 7 日（火） 13：00〜17：00

会場

大阪工業技術専門学校

議題

研修会の詳細決定、管理ツールの動作確認

参加者

企画委員会委員

会議名

研修会（第２回コンテンツ作成研修会）

開催日時

平成 18 年 11 月 17 日（金）

会場

麻生リハビリテーション専門学校

議題

教育プログラムの指導、コンテンツ作成研修

参加者

実施委員会委員

ＰＣ教室

3 名（松﨑、大戸、栗原）

9：00〜17：00
会議室

９名（中植、木村、青山、原田、野田、栗原、大戸、浦山、松﨑）
講師３名

栗原、大戸、野田

他に研修受講生教員 2 名
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会議名

研修会（第３回コンテンツ作成研修会）

開催日時

平成 18 年 12 月 7 日（木）

会場

株式会社ＩＰイノベーションズ

議題

システム管理者（運用）研修

参加者

実施委員会委員
講師３名

9：00〜17：00
会議室

６名（木村、野田、栗原、大戸、浦山、松﨑）

栗原、大戸、野田

会議名

研修会（実証検証・教員対象）

開催日時

平成 18 年 12 月 14 日（木）

会場

株式会社ＩＰイノベーションズ

議題

各コンテンツの発表及び検証

参加者

実施委員会委員

9：00〜17：00
会議室

10 名（木村、青山、野田、栗原、大戸、浦山、椎葉、島、原田、松﨑）
会議名

研修会（CRI によるコンテンツ内容の評価）

開催日時

平成 18 年 12 月 21 日（木）

会場

株式会社ＩＰイノベーションズ

議題

CRI によるコンテンツ内容の評価と指導

参加者

実施委員会委員

9：00〜17：00
会議室

12 名（木村、青山、野田、栗原、大戸、浦山、椎葉、島、

高橋、原田、君島、松﨑）

会議名

研修会（第４回コンテンツ作成研修会）

開催日時

平成 18 年 12 月 26 日（火）

会場

株式会社ＩＰイノベーションズ

議題

コンテンツ作成研修（FLASH 操作等応用研修）

参加者

実施委員会委員

9：00〜17：00
PC 教室

11 名（木村、青山、椎葉、島、高橋、君島、野田、栗原、大戸、浦山、松﨑）
会議名

合同委員会

開催日時

平成 19 年 1 月 11 日（木） 13：00〜17：00

会場

株式会社ＩＰイノベーションズ

議題

進捗状況の把握、学生に対するコンテンツ実証の内容及びスケジュール調整

参加者

実施委員会委員

会議室

11 名（木村、青山、椎葉、島、高橋、君島、野田、栗原、大戸、浦山、松﨑）
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会議名

研修会（実証検証・学生対象）

開催日時

平成 19 年 1 月 15 日（月）

会場

大阪リハビリテーション専門学校

議題

各コンテンツの学生による実証検証

参加者

実施委員会委員

9：00〜17：00

8 名（木村、青山、野田、椎葉、島、高橋、原田、松﨑）
会議名

研修会（実証検証・学生対象）

開催日時

平成 19 年 1 月 19 日（金）

会場

麻生リハビリテーション専門学校

議題

各コンテンツの学生による実証検証

参加者

実施委員会委員

9：00〜17：00

9 名（木村、青山、野田、栗原、椎葉、島、高橋、原田、松﨑）
会議名

第 2 回実施委員会

開催日時

平成 19 年 2 月 2 日（金）

会場

大阪工業技術専門学校

議題

プロジェクトの進捗状況確認、成果報告会の詳細検討

参加者

実施委員会委員

9：00〜17：00

1 号館 3 階会議室

10 名（椎葉、島、松﨑、木村、青山、原田、君島、栗原、大戸、高橋）
会議名

成果報告会（一般対象）

開催日時

平成 19 年 2 月 24 日（金）

会場

三井アーバンホテル大阪ベイタワー

議題

一般参加者対象の成果報告会

参加者

実施委員会委員

会議名

成果報告会（教員対象）

開催日時

平成 19 年 2 月 27 日（金）

会場

大阪リハビリテーション専門学校

議題

教員対象の成果報告会

参加者

実施委員会委員

14：00〜17：00

6 名（椎葉、島、松﨑、木村、君島、高橋）

10：00〜17：00
大講堂

10 名（椎葉、島、松﨑、木村、青山、君島、原田、栗原、大戸、高橋）
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2

教育体系開発技法の調査と手引作成

平成 17 年度文部科学省委託専修学校教育重点支援プランの報告書「e ラーニング教材開発
および教授法の教育プログラム」において、インストラクショナルデザインについての調
査結果の説明が「第 3 章 インストラクショナルデザインの調査・分析とリハビリテーシ
ョン教育への適用」にある。平成 18 年度の本報告書においては、平成 17 年度報告書との
重複を避けて「第 2 章

教育設計開発技法の調査と整理」と題し、新たに次のような観点

で授業設計技法について調査し、かつ教員の手引きになるように分類・整理した。
授業設計に関連する用語の考察
インストラクショナルデザインに取り組んでいる教育機関の事例。本章では
視察調査の結果ではなく資料検索調査の結果を述べる。
平成 17 年度に調査した上昇型や作業指向型以外の教育方略
既存の教育学との関係の考察
介護療法系の教育に有効な理論

2.1

教育ノウハウの整理の必要性

教育の改善の取り組みが盛んであるが、教員の側から見るといろいろな情報や技術がばら
ばらに提供されている感じを受けるであろう。たとえば次のような話題がある。
現行の教育学や教育制度
e ラーニング
インストラクショナルデザイン
教員育成（FD）
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2.2

インストラクショナルデザインの位置付けの整理
教育体系開発 ISD とは何か

2.2.1

教育体系開発（instructional systems development; ISD）とは、教育を多様な要素で構成
される体系とみなして、系統的に分析、設計、開発、実施、評価する作業の総称である。
平成 17 年度の報告書でも述べられたように、ISD の類似語として ID、SAT、SATE、CRI
などがあり、米国の産学官軍の教育専門家にとっては ISD の呼称に馴染みを感じる人が多
い。平成 17 年度の報告書では、代表名としては我が国で比較的よく知られている「インス
トラクショナルデザイン ID」を用い、プロジェクトの教材開発作業には主に CRI 技法を適
用した。
本報告書ではインストラクショナルデザインの位置付けを再考する便宜上、ISD を最初に
取り上げる。開発という山場の部分の用語を教育体系開発と総称にも用いるのは、情報シ
ステムの分析、設計、開発、試験のことを情報システム開発と総称するのと同様である。
e ラーニングは教育体系の一部を担当する要素群のひとつであり、ISD は e ラーニングが登
場する以前から活用されていた。黒板とトランスペアレントシートが併用されていたのと
同様に、複数の教育手段を併用するのはごく当たり前のことである。特に製造業では、実
物や模型を用いる訓練が欠かせない。ブレンディングという言葉は e ラーニングの推進者
が用いている一時的な宣伝文句に過ぎない。介護療法等の医療系教育も同様である。
教育体系開発は、昔から我が国の学校や官庁の教育にも適用されていたと言える作業観で
ある。たとえば、海上自衛隊の内規では教育訓練の工程を次のように規定している。これ
はまさに ISD の工程(ADDIE 工程)を官庁の正式な内規で制定し、それに従って教育作業が
遂行されている実例と言える。
課程を定める。
（分析に相当する。課程とは科目編成のことである）
指導項目・教務実施要領を作る。
（設計に相当する。指導項目とはシラバスのこと）
教材を作る。
（開発に相当する）
教務を遂行する。
（実施に相当する）
評価をする。

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発
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学校教育関連法規は次のようなことを規定している。これも ADDIE 工程と言える。
課程を定める。
（課程標準や中核課程という概念あり）
学習指導要領を作る。
（標準学習指導要領という概念あり）
教材を作る。
授業を実施する。
評価する。

日本の学校教育の作業が ISD としてあまり意識されなかったのは、これらの作業の担当者
が、文部科学省、審議委員会、学者、教科書会社、教員などといろいろであり、単一の法
規では説明されていないのが原因であろう。自衛隊の場合には、すべて自分たちが担当す
るためにひとつの内規に規定されているので、ADDIE 工程との類似性が分かりやすい。
参考文献：
「海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達」
（昭和 42 年制定）
参考文献：学校教育法（昭和 22 年制定）
、学校教育施行規則

2.2.2

教授設計及びインストラクショナルデザインとは何か

本報告書では既存の教育学とインストラクショナルデザインとの関係を考察する。従来の
教育学には教授設計という活動が存在する。インストラクショナルデザインも教授設計も
対応する英語は instructional design である。教育学とインストラクショナルデザインとの
関係を整理するには、ADDIE 工程の全体を意味する広義には ISD を用い、設計の部分を意
味する狭義にはインストラクショナルデザイン ID を用いるとよい。教育学における教授設
計の片仮名表現インストラクショナルデザインと考えるのである。なお、教授設計と授業
設計とは同義語と思われるが、設計を付けずに単独で教授及び授業という場合は、前者の
方が教育という意味が伝わるので、教授設計を用いるのがよいのではないだろうか。
筆者は、教育学の研究会で米国の ID を紹介した時に「それは日本でも授業設計として昔か
ら存在する」と批判されて、反論できなかった経験がある。それではなぜインストラクシ
ョナルデザイン ID を、新たに導入すべきであると説明しなければならなかったのであろう
か。今になって思うと原因は考えられる。
前述のように学校教育の分析、設計、開発、実施、評価の担当者がいろいろ
なので、ひとつの作業体系や開発工程という考えが希薄である。
前項の結果として、教育学の基本的な科目である教育原理、教職入門、教育
方法学などに、ISD に相当する枠組みの説明がない。

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発
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このことは教育学と ISD を統合して行こうとする場合に支障になる。既存の教育学に ISD
という新たな枝を付け加えるという方式は、作業を実践する教員にとっては混乱を招く。
ISD を教育学に統合するには、教育学の側でも枠組み、指導項目、用語などを調整しても
らうことが必要ではないだろうか。参考までに教育学の典型的な教科書の目次項目を調べ
てみた。ADDIE 工程に類似する目次になっていないことが分かる。
「教育の原理」第三版、沼津一男他著、学文社
教育とは何か
文化と教育のかかわり
学校式教育と人間教育
何を教えるか
いかに教えるか
職業としての教師

「教職入門」
、柴田義末他編著、学文社
今日の教育課題と教師の力量形成
授業を創る
生活指導の創造
学校づくりの実践
教師の成長と力量

「教育方法学」
、佐藤学、岩波書店
教育方法学の概要
教育方法学の歴史
日本の授業と授業研究
授業のパラダイム転換
授業と学習＝意味と関係の再構築へ
教室の会話＝コミュニケーションの構造
カリキュラム研究の課題
教職の専門性とは何か
コンピュータと教育
課題と展望

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発
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この中では表題だけを見ると「教育方法学」が ISD あるいは教授設計に近い印象を受ける
が、目次項目となるとそうではない。
参考までに米国の教授設計に関する書籍の目次を紹介する。まえがきによれば、本書は学
部の教職課程の学生も利用者として想定しているので、教科書と考えてよいだろう。開発
という言葉はないが、分析、設計、実施、評価という言葉が見られる。これを教科書とし
て用いれば教育学の外に枝葉としてインストラクショナルデザインを付け加える必要はな
い。
「カリキュラムと授業の構成」
、ガニエ他著、持留英世他訳、北大路書房
序論
教授システムの設計
教授の成果
学習の種類：知的技能と認知的方略
学習の種類：情報、態度、運動技能
学習課題の分析
実行目標の明確化
教授系列の設計
教授事象
メディアの選択と利用
個々の授業の設計
生徒の実行の評価
集団教授
個別教授
教授評価
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2.3

我が国の ISD 技法の取り組み状況

2.3.1

我が国の ISD 技法の取り組みの歴史

外資系コンピュータが我が国に導入された頃から、外資系の日本 IBM 社や日本 DEC 社等
により ISD 技法も導入が始まった。ISD 導入の簡単な歴史を紹介する。
昭和47年

江村潤朗著「オペレーティングシステムへの構造的アプローチ（上）
」出版
日本 IBM 社の ISD 技法である SATE 技法を適用して書かれたと思われる市販本である。
故江村潤朗氏は我が国最初の教育デザイナである可能性がある。日本 DEC 社（現在の日
本 HP 社や GKN 社）も早期から ISD を適用していたと思われる。

昭和49年

江村潤朗著「要員育成のシステム化技法」
、月刊ビジネスコミュニケーション。

昭和54年

富士通が ISD 技法を基にしたコース開発方法論 CDEM の手引書を制定。

昭和60年

日本 ITU 協会が「訓練開発の手引(抄訳)」を講習会用に作成。本手引は郵政省（現「日本
郵政公社」
）を中心とした協議会の活動を引き継いだ成果である。

平成 2年

「企業内教育におけるニューメディア活用訪米調査団 90 報告書」。日本能率協会主催
で清水康敬を団長とする訪米調査の報告書であり、
米国の企業に ISD 技法が普及している
ことを紹介している。この報告書は文部科学省系のメディア教育開発センターにおける
ISD 技法推進のルーツとも言える。

平成 6年

中央情報教育研究所が「教育エンジニア育成カリキュラム」を作成。これは通商産業省（現
「経済産業省」
）の系統の推進事業の一貫である。日本 IBM 社、日本 DEC 社、富士通、
KDD 等の ISD 技法の専門家が共同作成した。KDD 社の田村武志は日本 ITU 協会の講習
会の受講者である。この頃から IT 企業による ISD 技法の学会発表や講習会がやや盛んに
なった。

2.3.2

我が国の ISD 技法の取り組みの動向

我が国における ISD 技法の最近の推進の動向を、ウエブ検索などによって調査した結果を
表に示す。従来の教授設計ではなくて、ADDIE 工程など ISD 的な考えが入っているものを
選んだ。平成 17 年度の報告書との重複を避けるためもあって、次のように絞り込んだ。
比較的有名と思われる ISD 技法の推進者・推進組織の活動は割愛する。熊本
大学、メディア教育開発センター、IT 企業、インストラクショナルデザイン
社などの活動である。
前項の講師を他の団体が招いたり、聴講報告したりした事例は紹介する。

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発
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学校の事例を多く紹介する。産業界・官庁協会系の事例は参考程度とする。
大学の医学部の活動は ISD 技法に相当するノウハウを含んでいる場合が多い
が、必ずしも ID や ISD と言う用語は使っていないので、ウエブ検索調査で
は見つからない傾向がある。

調査した結果、次のようなことが分かった。
我が国の学校でも ISD を導入した学校や興味を示している学校は珍しくはな
い程度には到達している。
学校の数に比べると取り組み校は極めて少ない。高専、専修学校、初等中等
学校は少なく、大学が多い。
全都道府県に取り組み校があるという程度には達していない。全体としては
西高東低である。
教育学部以外の学部が多い。変化は調査していないが、社会学系の学科・科
目が増えている感じがする。
表 2-1 以下に取り組み事例を列挙する。引用にあたっては、原文を尊重して用語を統一して
いない場合がある。
組織

概要（敬省略）
平成 18 年 6 月の現代 GP フォーラムにおいて熊本大学の大森不二雄の「大学・大

北海道大学

学院 e ラーニングの課題」と題する講演を聴講した。熊本大学は ID を内容として
含む専攻を開設し、それ自身の開発にも ID を適用した。
大崎中央高校（宮

石原慎士は ID を考察しながら e ラーニングの学習環境を構築している。

城県）
東北大学

経済学研究科の伊東俊彦が「インストラクショナルデザインを使用した会計大学院
の e ラーニングコンテンツの開発について」を発表した。

東北大学

菅原良・村木英治の「今日の e ラーニングにおける Instructional Design の理論的再
検討」が平成 16 年 3 月に教育情報学研究誌に掲載された。

会津大学

Steven Tripp が「The Design of Computer-Based Instruction」科目を担当している。科
目内容の話題としてインストラクショナルデザインの一種である ISD が挙げられ
ている。関係する理論も教えているのが特徴である。

表 2-1

ISD 技法の取り組み事例（1）北海道・東北
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組織

概要（敬省略）

帝京大学（宇都

渡辺博芳ほかは「コース管理システムとグループ活動を活用した情報教育の実践

宮）

例」と題する論文で ID を紹介している。

東京国際大学

教員一覧の河村一樹の項に「ISD（Instructional System Design）を用いて教材の設計
を行う〜」と記載されている。
e ラーニングに携わる五つの専門職、インストラクショナルデザイナ、コンテンツ

青山学院大学

スペシャリスト、インストラクタ、メンター、ラーニングシステムプロデューサを
定義し、全学部・大学院を対象とする正規の教育課程として開始した。また、本プ
ログラムに対する学習評価、外部評価を綿密に行い、評価結果を本プログラムのデ
ザイン改善に反映する。
阿佐ヶ谷学園

インストラクショナルデザイナの境祐司は平成 19 年に教育デザイナ育成を目的と

eface lab

したフォーラムを開始する予定である。

桜美林大学

「OBIRIN e-Learning 利用ガイド」というウエブ資料の中に、ラーニング e ラーニ
ングの運用における主な役割のひとつとしてインストラクショナルデザイナが挙
がっている。

お茶の水女子大

衛星通信システムによる講義予定として、長崎大学の森田祐介による「テキサス州

学

におけるメディア教育」が挙がっており、話題として ID を含んでいる。

慶應義塾大学

デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構の計画書は「e ラーニングコンテンツ
の教材化を行う過程を通じ、インストラクショナルデザイナの育成を目指す」と述
べている。
大岩元研究室は EXA 社のための「オブジェクトプログラミング」科目を ID 技法を

慶應義塾大学

用いて開発した。
杉山伸也は社会経済史学会大会で「インターネット社会における歴史教育」という

慶應義塾大学

発表の中で、学会の今後の課題のひとつとしてインストラクショナルデザインを挙
げた。また「ブレンデッド・ラーニング：対面授業と e-learning」という論文で、イ
ンストラクショナルデザイナの育成が急務であることを主張している。
2003 年度専修学校先進的教育研究開発事業の「理容美容専門学校におけるアライ

国際共立学園

アンス型 e ラーニングの導入の実践」を実施した。ID 作業は学校側の指導・助言
のもとに企業メンバーが担当した。
国際基督教大学

教育学科の教育工学・コミュニケーション専修の就職事例として教育デザイナが挙
がっている。

国際基督教大学
表 2-2

教育学研究科教育方法学専攻の教育内容には ID が含まれる。

ISD 技法の取り組み事例（1）関東（その 1）
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組織

概要（敬省略）

聖路加看護大学

中山和弘は平成 18 年 8 月の研究成果発表会で「e-learning を利用した看護大学大学
院・継続教育システムの構築と評価」を発表した。導入の課題として Instructional
Designer 導入を挙げている。

戸板中学校・女子

産学提携先であるヒューチャーインスティテュート社の ID に関する基調講演を聴

高等学校・八王子

講した。

高等学校
平成 17 年 7 月の「東京大学教育環境のリデザイン」というシンポジウムにおいて、

東京大学

山内祐平は米国の大学でインストラクショナルデザイナが教材開発を担当してい
ることを紹介した。
医学教育国際協力研究センターは米国の医学教育の専門家を長期滞在させてワー

東京大学

クショップ指導や講演をしてもらっている。その内容は ISD に相当するものが多
い。
東京農工大学大学院技術リスクマネジメント専攻の案内書(PDF 資料)には、
Learning

東京農工大学

& Instructional Design という英語見出しを冠したページがある。課程・科目を ID で
設計したという意味であろうか。
平成 18 年 3 月の行事における議論において、サンフランシスコ州立大学のキム・

法政大学

フォアマンに対して日本でも教育デザイナが必要ではないか、という質問が出され
た。法政大学 FD 推進センター長の後藤篤子は教育デザイナの育成は必要であろう
と感想を記している。
人間科学学術院の保崎則雄はオハイオ州立大学で Instructional Design & Technology,

早稲田大学

Foreign Language Education の Ph.D.を取得している。
早稲田大学ビジネススクールの MBA／MOT の遠隔学習科目は ID で設計されてい

早稲田大学

る。
株式会社早稲田

早稲田大学系の企業である。研究コーディネート業務のひとつに、教育コンサルテ

総研

ィング（インストラクショナルデザインの提案）がある。

北里大学

平成 18 年 11 月付けの情報科目の教員公募資料の応募資格に、
「インストラクショ
ナルデザインについて多少の知識があれば望ましい」とある。

職業能力開発総

新井吾朗は、海外職業訓練協会 OVTA の指導技法 PROTS に取り組んできたが、さ

合大学校

らに PROTS とインストラクショナルデザインの統合を研究している。OVTA、海
外技術者研修協会 AOTS、国際協力機構 JICA 等の国外向けの教育団体は、職業能
力開発総合大学校や IT 産業の影響を受けて、世界の指導技法の導入や各種の指導
技法の統合に取り組む傾向がある。国内向けの教育団体の方が教育動向に疎い傾向
があるのは問題であろう。

表 2-3

ISD 技法の取り組み事例（3）関東（その 2）

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発
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組織
上越教育大学

概要（敬省略）
南部昌敏は教育工学特論科目の 1 コマとして院生に鈴木克明の「インストラクショ
ナルデザインと授業実践研究」の遠隔学習を受けさせた。

金沢大学

大学教育開発・支援センターの平成 17 年 12 月の週刊センターニュースで堀井は、
メディア教育開発センターのシンポジウムの視聴報告記事の中で、インストラクシ
ョナルデザインを紹介している。

金沢工業大学

山本敏幸は金沢工業大学の教育も ID の手引書を作って改善しつつある。なお、金
沢工業大学は初期の CAI の頃から教育への情報技術の利用に熱心であった。

金沢星陵大学

岡部 昌樹は大学院生の教育情報システム研究において、インストラクショナルデ
ザインを指導している。

福井県立大学

FD 研究会において NIME の内田実教授を招き「e ラーニング活用セミナー」を聴
講した。この中で e ラーニングの失敗の原因のひとつとして、インストラクショナ
ルデザイナの不足が挙げられた。

福井県立大学

菊沢正裕他の論文「表計算練習の授業設計」は、表計算科目の三つの版の授業設計
を比較している。

信州大学

平成 18 年 11 月にメディア教育開発センターの内田実による ID 手法講演会を開催
した。また、刊行物「e-ALPS News」において矢野真弓が ID を紹介している。

表 2-4

ISD 技法の取り組み事例（4）甲信越・北陸

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発
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組織

概要（敬省略）
岐阜大学大学院教育学研究科は第 2 回現代 GP フォーラムを 2006 年 8 月に開催し

岐阜大学

た。その中で、熊本大学の鈴木克明教授のインストラクショナルデザインの観点か
らの e ラーニングの講演を聴講した。
平成 17 年 8 月のセミナーで防衛庁の君島浩が「医療教育学術の点検・強化」とい

岐阜大学

う講演を行い、その中で ISD を紹介した。全国共同利用施設の医学教育開発研究セ
ンターは、東京大学医学教育国際協力研究センターとともに我が国の医学教育学の
拠点のひとつである。
岐阜・鈴鹿・群馬

遠隔講義を用いた単位互換教育という取り組みに関して、2004 年に単位互換協定

高専

書を取り交わした。e ラーニング実践研究推進室が組織され、インストラクショナ
ルデザインを用いて教育を行う研究をしている。
数学教育の飯島康之は
「IT 利用のインストラクションデザインの進歩と新世紀型数

愛知教育大学

学教育を育てる IT 利用の動的図形カリキュラムの授業実践研究」と題する発表を
した。
太田伸幸は「授業評価を用いた授業改善の試み（2）〜スライドの提示方法に関す

愛知工業大学

る検討」と題する論文の中で ID 技法に触れている。
中井俊樹が「e ラーニングにおける授業づくりの方法論」と題する論文の中で ID

名古屋大学

に触れている。
名古屋工業大学

工業教育センターの創造教育開発オフィスの「科目デザイン設計」という資料があ
り、ID 技法を説明している。著者は大貫徹。

三重大学

教員紹介記事における中島英博のキーワードの中に、インストラクショナルデザイ
ンが挙がっている。

表 2-5

ISD 技法の取り組み事例（5）東海

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発
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組織

概要（敬省略）

京都外国語大学

京都外国語大学の村上正行ほかの有志が平成 16 年から ID 輪読会を開催している。

ほか

参加者の所属大学は岩手県立大学、大阪大学、大阪市立大学、関西大学、甲南女子
大学、東北学院大学などである。

京都情報大学院

マヤ・ベンツが「e ラーニングにおけるインストラクショナル・デザイン」科目を

大学

担当している。マヤ・ベンツは、コロンビア大学教育大学院の博士課程を修了して
いる。

同志社女子大学

上田信行は「ワークショップの意義と課題〜教育工学からのアプローチ」というウ
エブ記事で、セサミストリートが ID 手法を適用して制作されたことを紹介してい
る。

立命館大学

杉森幹彦の「英語教育学 VI K」科目は、ID を適用して英語科目の開発を進める内
容である。

神戸大学

「震災教育システムの開発と普及」というウエブページでメディア教育開発センタ
ーの ID セミナーに参加したことを記載している。

帝塚山大学

中嶋航一他は平成 16 年に「e ラーニングのインストラクショナル・デザイン〜経済
学の事例」という論文を発表した。

奈良教育大学

平成 17 年度産学協同フォーラムの冬の合宿研究会に参加した奈良教育大学の報告
によれば、この研究会はインストラクショナルデザインのワークショップの形式で
進められた。その中で「ID モデルの検討」ワークショップは、奈良教育大学の村
川雅弘先生のオリエンテーションによって始められた。ワークショップに先立って
岩手県立大学の鈴木克明教授による「大学教育改善とインストラクショナル・デザ
イン」と題する基調講演を聴講した。

奈良教育大学
表 2-6

小柳和喜雄の教育方法・メディア科目は ID を主要な内容にしている。
ISD 技法の取り組み事例（6）近畿（大阪除く）

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発
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組織

概要（敬省略）
教育の情報化について CSK グループと協定を締結した。コース管理システムの利

大阪大学

用促進には、インストラクショナルデザインを用いたコース開発サポートが不可欠
と考えたが、大学単独で新たな人材雇用が必要となり費用増大の問題が発生する。
そこで CSK グループに人材配備と教員向けサポートの協力を依頼して、費用対効
果の向上を目指す。サイバー大学との人事方式の差異が興味深い。
サイバーメディアセンターは情報セキュリティのコース開発にインストラクショ

大阪大学

ナルデザイン技法の一種である CRI 技法を適用した。特に OJT に近い教育方法の
設計に力を入れた。設計結果の一部を外部発表資料に載せている。
草薙信照は「学習モデルとコンテンツ開発」と題する論文の中で ID 及び ISD を紹

大阪経済大学

介している。コンテンツの開発工数に言及するなど、かなり実務的である。
大阪女学院大学

英語教員のスティーブ・マッカーティは、経歴の中に世界銀行の遠隔教育科目の教
育デザインを担当したことを記している。

大阪府立大学

細田泰子は研究概要の中にインストラクショナルデザインを含めている。

関西大学

第 4 回コンテンツ開発研究会を平成 17 年 10 月に開催した。その中で岩手県立大学
（当時）の鈴木克明教授による発表「大学教育におけるインストラクショナルデザ
イン適用の現状と可能性」を視聴した。

関西大学

黒上晴夫のカナダ視察報告で、Open Learning Agency という組織が ID を用いて科目
を開発していることを報告している。

表 2-7

ISD 技法の取り組み事例（7）大阪

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発
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組織
広島大学

概要（敬省略）
法学部の西谷元は「大学と遠隔教育」という資料の中で、e ラーニングのためにイ
ンストラクショナルデザイナの育成の必要性を主張した。

広島修道大学

ロバート・オーステンフェルドは平成 6 年に「A Study of Instructional Design in
Business and Industry」という論文を発表している。彼は南カリフォルニア大学の教
育学 Ph.D.である。

山口大学

地域共同研究開発センター研究協力会は、2005 年 1 月に MOT 部会講演会を開催し
た。その中で日本ユニシスの堀内淑子による「e ラーニングにおけるインストラク
ショナルデザインの活用」という講演を聴講した。

山口大学

平成 15 年の「大学教育」という刊行物において、大島直樹は「コンセプトマトリ
クスに基づいた物理学実験のための Web 教材の開発と実践」と題する論文の中で
ID 手法に言及している。また、平成 16 年の「大学教育機構だより」という刊行物
には、大島直樹が「インストラクシナョナルデザイン手法に基づいた物理学実験の
Web 教材開発」と題する講演をしたことが記載されている。

徳島文理大学

メディアデザイン学科は、メディア開発やウエブデザインの能力に加えて、インス
トラクショナルデザインに関する高い能力を身につけた人材の育成を目指す。イン
ストラクショナルデザインを学科の主要な柱のひとつにした大学は、過去に十文字
学園大学や富山大学があるが、e ラーニングという言葉が登場した後では、この大
学が初めてである。

表 2-8

ISD 技法の取り組み事例（8）中国・四国

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発
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組織

概要（敬省略）
平成 19 年 4 月に福岡に開校予定のサイバー大学は「オンデマンドの授業では、教

サイバー大学

授の用意する教材に加えて、インストラクショナルデザインによって、だれもが学
びやすいようなウエブ表現を行います」と吉村作治学長が述べている。サイバー大
学の特徴は教員がインストラクショナルデザインを習得するだけではなく、インス
トラクショナルデザインの専門家も投入することである。吉村学長はインストラク
ショナルデザインのことを語った我が国最初の有名人と言える。
穂屋下茂の「ネット授業の展開」というスライドの中で、ネット授業プロジェクト

佐賀大学

の編成にインストラクショナルデザイナが含まれている。
平成 18 年のシンポジウムにおいて、熊本大学の大森不二雄の「e ラーニング専門家

佐賀大学

を e ラーニングで養成するインターネット大学院」という発表を視聴した。その中
で ID の取り組みが紹介されている。
大学教育機能開発センターは「授業デザイン」という教員育成用の教科書をウエブ

長崎大学

に公開している。
森田裕介は情報科教育 II という科目で、インストラクショナルデザインを詳説して

長崎大学

いる。
八代工業高等専

小薗和剛は主な研究テーマの中にインストラクショナルデザインを挙げている。

門学校
平成 18 年 9 月に防衛庁の君島浩が「現代教育学チュートリアル：医学教育改革の

大分大学

根拠」という講演を行い、その中で ISD を紹介した。
立命館アジア太

永松利文が平成 16 年に「インストラクショナル・デザイン試論〜開発・機構・運

平洋大学

用」という発表をした。

表 2-9

ISD 技法の取り組み事例（9）九州

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発

26

「ＩＤ手法を用いたリハビリテーショ ンの e ラーニング教材開発および遠隔教育のプログラム開発」プロジェクト

組織

概要（敬省略）

IT人材育成事業

インストラクショナルデザイン講習会を開催している。平成 18 年 3 月の講習会の

者協議会

講師は日立電子サービスの石井千恵子である。

高専IT教育コン

平成 16 年 2 月の「第三回高専 IT 教育コンソーシアム運営委員会議事録」の中に IT

ソーシアム

教育支援協議会コンテンツ部会からインストラクショナルデザイン導入の必要性
が課題として報告された。

パソコン検定協

パソコンを扱う能力という漠然とした分野を系統的に扱うために、インストラクシ

会

ョナルデザイン技法による目標や任務の分析をした。それにより検定試験の級の分
類を合理的にし、また検定試験の受験者が自分の業務に応じて何を勉強すべきかを
明確にしている。
「インストラクショナルデザイン手法に基づき、目標の分析、目
標の設定、評価手法の設定を行った。

原子力安全基盤

原子力安全・保安院（NISA）の検査官及び JNES の検査員・審査員を対象とした研

機構(JNES)

修プログラムの内容を決定するのにあたり、受講者が従事する各種検査業務の構成
要素である職務内容を分析し、実務を遂行する上で求められる知識、技能、取り組
み姿勢を同定するために、訓練に対する体系的な取り組みプロセスを適用した。

日本電気協会

平成 14 年に日本電気協会から JEAG 4802-2002 として刊行された「原子力発電所運
転員の教育・訓練指針」の改定版で SAT（Systematic Approach to Training）プロセス
が取り入れられた。SAT は ID の一種である。本来 SAT は運転員に限ることなく、
電力会社のすべての種類の教育に適用すれば、教育の効果及び効率を改善でいる。

文部科学省

「理科教育における授業構成手法の手引き」というウエブ資料で ID をかなり詳し
く説明している。

表 2-10

ISD 技法の取り組み事例（10）官公庁・各種団体（その 1）
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組織
国際協力基金

概要（敬省略）
国際協力基金の日本語国際センターの島田徳子他は平成 16 年の日本教育工学会研
究会において「日本語教師の教材制作支援サイト『みんなの教材サイト』の構築と
運用」を発表し、その中でウエブサイトの開発に ID を適用したと述べている。

日本語教育学会

教師研修の「教材作成」科目において、国際協力基金の島田徳子他を講師として ID
を指導している。

国際プレゼンテ

この協会のトレーナー養成講座の内容には ID 技法が含まれる。

ーション協会
国際理解教育セ

国際理解教育センターは平成 18 年の東北大学及び日本女子大学におけるシンポジ

ンター

ウム及びワークショップに、ID 等の分野で活躍しているレスリー・コームズを講
師として招いた。

国立オリンピッ

平成 17 年の「青少年教育施設における IT を活用した学習プログラムの在り方に関

ク記念青少年総

する調査研究報告書」の中で ID を取り上げている。

合センター
人材育成マネジ

ニューズレター第 7 号に、堤宇一の執筆記事に「ID の勉強をした」という話題が

メント研究会

載っている。

知的財産教育協

金沢工業大学の山本敏幸の指導によるインストラクショナルデザインワークショ

会

ップで教材を開発した。

日本弁理士会

政府の知的財産戦略本部の知的創造サイクル専門調査会の妹尾堅一郎委員（東大）
は、提案資料において知的財産人材育成におけるインストラクショナルデザインの
必要性を提言した。この提案を日本弁理士会の知財アカデミーの授業法科目で実践
している。

表 2-11

ISD 技法の取り組み事例（11）官公庁・各種団体（その 2）
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milengo社

概要（敬省略）
技術翻訳の国際企業であり、日本にも拠点がある。e ラーニングの開発は、世界各
地のスタッフが、インストラクショナルデザイナと協力して進めるそうである。

NTTデータ経営

平成 17 年度厚生労働省委託業務の「サービス分野人材育成プロジェクト業務報告書

研究所

〜人材マップ・人材育成計画（概要編）
」の e ラーニングの部分で、e ラーニング担
当人材にはインストラクショナルデザインの知識が必要であることを指摘している。

SYD社

IT ソリューションの会社である。事業のひとつに ID コンサルティングがある。

アイシーシー社

ウエブページに「ID 手法を利用したコンテンツ制作を行います」
「大学納め：口腔
学の学習コンテンツを制作しました」と記載されている。

アクティブブレ

インストラクショナルデザイン基礎コースを開設している。平成 18 年 7 月に防衛

インズ社

大学校の教員へインストラクショナルデザインを教育した。

アルー社

インストラクショナルデザイン部を設置した。

インフィス社

「プロの教育担当者養成講座」は、内容として ID を含んでいる。また、講座自身
も ID で設計されている。インフィス社には米国で ID 専攻だった戸谷香織が所属し
ている。

(株)関西教育推

司法書士講座などを ISD 技法の一種である CRI 技法を用いて進めている。

進機構
キーウォーカー

自然言語処理の会社である。コンテンツの受託開発チームには、インストラクショ

社

テルデザイン・コンサルタントを入れると述べている。

教育エンジニア

IT 教育に対して研修デザイン、
レッスンデザインなどで構成される工程を用いてい

リング（名古屋） る。本報告書で述べているオブジェクト（対象）指向型教育手法というものもある。
人財ラボ

ブログ記事で ID に触れている。

ディーアイケイ

発達障害児向け教育などの事業をしており、教育システム開発の事業ではインスト

社

ラクショナルデザイナを目指している。

ナレッジネット

「研修の効果と魅力を高める！講師力アップのための実践講座」を開催する。内容

ワーク社（福岡） には ID を含む。ID 部分の講師は元気デザイン総合研究所の西嶋恵理子である。
ナレッジプラッ

e ラーニングのコース開発、インストラクションデザインなどの会社であり、シン

トフォーム社

ガポールで設立され、東京にも拠点がある。

表 2-12

ISD 技法の取り組み事例（12）民間企業（その 1）
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組織

概要（敬省略）
コンピュータ会社の日本 SGI 社は、大学向けソリューションの説明の中で、ID に

日本SGI社

よるコンテンツの作成を紹介している。
ネクストエデュ

「インストラクショナルデザイン・スキルチェック」無料自己診断 Web サイトを

ケーションシン

開設した。

ク社
パナソニックラ

松下電器グループのパナソニックラーニングシステムズ社（東京）及び IT 教育研

ーニングシステ

究所（大阪）は、ウエブページにインストラクショナルデザインの記事を掲載して

ムズ社

いる。
「インストラクショナルデザインに基づいて法律や知財に関する事例問題を
提供する」
。
「研修計画から結果の分析まで、教育制度設計のトータルコーディネー
トが可能です。
」と述べている。

日立国際電気（富山） CRI 技法の導入。前年度の報告書に見学報告があるが、北陸地区の事例として再掲
載する。
富士電機情報サ

商品情報の中の e ラーニングに関して、インストラクショナルデザイナの役務を提

ービス

供することを意味するような記事がある。

ベアルートシス

ID 技法を用いて科目・教材を開発する。また、米国製の ID ツールである

テム社（熊本）

Designer’sEdge を販売している。

学ぶOnline

インターネット通信教育サイトである。ID を用いる講座開発の支援機能を提供し
ている、とのことである。
「学習アドバイザーを育成するための学習プログラム」という経済産業省委託事業

みずほ情報総研

において、e ラーニング科目の設計に ISD 技法の一種である CRI 技法を使う予定で
あると述べている。
メイテック社（東

平成 18 年 12 月のメールマガジンに、ジェイ・キャスト社の蜷川真夫がインストラ

京、愛知）

クショナルデザインを紹介している。ジェイ・キャスト社は三井化学などに ID の
コンサルテーションをしている。
コンテンツの受託開発に ID を適用するとのこと。

よんでんメディ
アワークス
ラーニングウェイ社

ID 技法を用いて講座を受託開発する。

ライトワークス

ID 技法で開発した E ラーニング教材を提供している。

リカレント社

キャリアインストラクタコースの内容のひとつに「インストラクショナルデザイン
の基礎」がある。

リョーイン社
表 2-13

三菱重工系の会社。ID 技法を用いて科目・教材を受託開発する。
ISD 技法の取り組み事例（13）民間企業（その 2）
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2.4

学校への ISD 技法の適用のヒント

2.4.1

教育学の統合へ向けて

現状では次のような教育技法が乱立しており、連携が不足していると考える。
e ラーニングのためのインストラクショナルデザイン
e ラーニング以外のためのインストラクショナルデザイン
我が国の伝統的な教職課程の教育学
医学教育改革に適用されている教育学
医学部以外の大学学部の教員育成（FD）の活動
連携が不足している例としては、次のような点がある。
e ラーニングのためにインストラクショナルデザインが利用された原因のひ
とつとして、教職課程の教育学の教授設計技法が取り付きにくい点があろう。
インストラクショナルデザインの学科や科目の新設が教育学部以外の学部に
多い原因には、教育学部がその種のニーズに対応していなかったことがある。
以上のような状態では、たとえば、大阪リハビリテーション専門学校などの教員は、イン
ストラクショナルデザインの勉強、FD 講習会の受講、教育学の勉強、医学教育系の教育学
の勉強などが別々に必要になる。それは時間的に不可能であるので、十分な力量を付ける
ことが困難であった。
たとえば、東京学芸大学の久保田は「現在、日本教育大学協会では中等教育の各教科の免
許取得（1 種）に関して、モデル・コア・カリキュラムの構築を目指しています。〜医学教
育モデル・コア・カリキュラム：教育内容ガイドラインというのがあります」と医学教育
の活動を紹介している。これは連携を意識している事例のひとつである。職業能力開発総
合大学校の新井は、TWI、TTT、
「技能訓練の技法」
、PROTS、及び CRI などという名称の
教育技法資料を分析して、融合させる構想を報告した。

参考文献：
久保田慶一、
「№5 コア・カリキュラムについて」
、日本教育大学協会全国音楽部門大
学部会ウエブページ、2006。
新井吾朗、
「訓練技術再構築の構想 −インストラクショナル・デザインと既存指導技
法の融合−」
、職業能力開発研究 22 巻、2004。
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以降の節では、専門学校の教員が実務に役立てることを目的として、平成 17 年度報告書で
調査した CRI 技法を補完する教育原理、教育方法論、論理学などを調査した結果を、でき
るだけ実務手引書にも役立つように整理して報告する。

教育体系に必要な論理学

2.4.2

従来の教育学の分野には基本的な哲学あるいは論理学の水準において、概念や用語の混乱
が見受けられた。次のような点について整理する。
時間と構造
類と要素
一般論と事例
定義と遂行
法律と学術

(1)

時間と構造

「課程は教育計画である」
「指導計画」「指導案」という定義や用語がある。指導は教育
よりも細かいニュアンスであることは伝わるが、こうやって三つを並べると意味の違い
が分からない。本質的な意味を踏まえた定義や用語が必要である。
伝統的な用語法

ISD技法での解釈

広義の課程（教育活動の総体）

教育体系。Instructional Systems。

教育計画としての課程

課程。科目編成の意味。

指導計画

時間割。時間への科目や指導項目の配置の事例。

指導案

学習指導要領。標準学習指導要領ではなくて、特定の
教員がカストマイズしたもの。

計画という言葉は最小限に慎重に使うべきである。計画という言葉はあくまでも計画す
る人の観点の言葉であり、計画された事物を使う人の観点の言葉ではないからである。
Plan-Do-Check-Action（PDCA）と言われるように、対象は計画され遂行され評価され改
善されるものであり、計画はその一部に過ぎない。PDCA を推進したいがために、計画
だけを強調したり、対象の本質を定義し忘れたりしてはならない。
課程、時間割、学習指導要領
分析

設計・開発
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また、計画という部分の作業についても、その本質は計画ではなく、要求情報の入手や
学校理念の確認であったり、科目編成などの構造の定義であったりすることが多い。学
校理念の確認とは、芸術校にするのか、文学系の学問と実践技術の学校にするのか、商
業と工業の学校にするのかなどである。経営学者のファヨールは最初に組織の構造を決
めることは、計画というよりも組織の基本的な編成の定義である、という意味のことを
述べている。課程、時間割、指導要領の本質のひとつは構造の定義である。
課程構造

科目 1

科目 2

科目 3

・・・

科目ｎ

時間割構造

時限 1

時限 2

時限 3

・・・

時限ｎ

指導要領構造

単元 1

単元 2

単元 3

・・・

単元ｎ

参考文献：
中塩達也、
「行政の近代的管理」、官庁通信社、昭和 34 年
佐藤学、
「教育方法学」
、岩波書店、平成 8 年

(2)

類と要素

類とは似た要素の集合である。類の類似語及び関係の深い言葉を次に挙げる。
類・種類（kind）

似た要素の集合。類は学問的用語。種類は一般的用語。

種（category）

関係の深い要素の集合。学問的用語。

型（type）

それぞれ目立つ特徴を持つという含意のある種。

級（class）

級とは、優劣の含意のある類。組とは、似ているかどうかに関わらず
要素間の関係の部分を強調する言葉。

組（class）

集合の要素間の関係を強調する言葉。教育の場合には特定の時期の特
定の生徒達の集合の事例の含意がある。

分類する（categorize）

関係の深い要素あるいは似た要素をまとめる。

類別する（assort）

要素を規定のどの類に属するか判定する。

類には次のような性質がある。
類は抽象的な概念である。要素は具体的であることもある。
似た類を集合にして、上位の類を定めることがある。類が階層になる。
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類の境界はあいまいであることが多く、観点の異なる多様な類の設定が可能で
あることが多く、類の決定には意思決定を要することが多い。
類には言葉が付与される。類及び言葉は人類特有の創造的な産物である。言葉
は学問的に付与されるだけでなく、社会的な活動で付与されて次第に取捨選択
されて定説ができあがることも少なくいない。
たとえば、Ａ型とはある特徴を持つ血液の集合に付与される形容句であり、
「Ａ型の血液
を持つＸさん」のように用いる。血液型は A 型、B 型、AB 型、O 型の集合である。こ
れにより階層構造を持つ分類体系が形成される。複数の具体的な人々が持っている血液
が最下層の要素である。
「A 型と B 型と AB 型と O 型は互いに異なる性質を持つ」とい
う説明の仕方は、類という意味を伝えていない。
A 型の人の集合

B 型の人の集合

AB 型の人の集合

O 型の人の集合

ａ

ａ

ａ

ａ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ａｂ

ａｂ

ｏ

ｏ

ｏ

ｏ

ａ

ａ

ａ

ａ

ｂ

ｂ

ｂ

ｂ

ａｂ

ａｂ

ｏ

ｏ

ｏ

ｏ

残念ながら類は人類に関係の深い基本的な哲学や論理学の重要概念であるにも拘わらず、
というよりも基本的過ぎるがために、あまり認識されず、概念や言葉が乱れることが多
かった。たとえば、
「分類」という言葉は、特に我が国では類の同義語としても使われる
し、正反対の類別の同義語としても使われる。また、学術的に意図的に系統的に分類し、
類の名称を決定するという行為はあまり注目されなかった。
このようなことは教育においては次の問題を生起させている。
言葉の定義はあらゆる科目に頻繁に登場するが、集合と要素を区別することな
しに説明されることがある。たとえば血液型についておざなりな教育をすると、
典型的な生徒は血液型の本質的な意味を習得せず、優秀な生徒は科学的な整理
ができずに困惑し、飲み込みの悪い生徒は簡単に習得できるはずの言葉を理解
できなかったりする。
教育学の用語が、集合と要素の区別なしに説明されることがある。たとえば、
カリキュラムという言葉が、教育体系全体を表すのか、課程群を表すのか、ひ
とつの課程の科目群を表すのか、ひとつの科目を表すのかはっきりしない。学
生は文脈に応じて意味を選択するという苦労をする。教育学専攻ではない教員
が教育学を適用しようとする場合は特に大変である。

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発
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(3)

一般論と事例

一般論と事例を区別しないことは混乱を招く。
一般論

事例

記入用紙（application form）

記入済み用紙（applied form）

通信簿

成績記入済みの通信簿

能力

人格、個性

標準課程

課程

標準学習指導要領

学習指導要領

教育学における能力と個性は、能力が人類の力の一般論であり、個性が固有名詞を持つ
個人の力の事例である。同じ概念を事例と一般論として区別していると考える。通信簿
という書式（form）が能力に対応し、そこに書き込まれ字句が個性に対応する。記入書
式（application form）という言葉は、事例と一般論の橋渡しを表す言葉である。
事例

一般論

通信簿書式

Ａ君の成績

Ｂ君の成績

Ｃ君の成績

課程標準や標準学習要領は一般論であり、課程や学習要領は事例である。

事例

(4)

一般論

課程標準

Ａ校の課程

Ｂ校の課程

Ｃ校の課程

定義と遂行

企業の不祥事が発生するたびに、責任や遵守ということが言われる。この遵守（コンプ
ライアンス）という言葉の意味が分かりにくいということで、情緒的な講釈を聞かされ
ることが多い。責任については多くの人が持論を主張する。しかし、責任や遵守は抽象
的な定義を具体的に遂行するかどうかに関するもので、基本的には単純な言葉である。
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定義

遂行

職務

責務

任務

責任

法規、道徳

遵守

論理的に言えば、責務とは職務の遂行であり、責任とは任務の遂行であり、情緒的なも
のではない。厳しい任務を遂行するには高度な知識・心身技能・態度の能力が要請され
るので、その中の態度の未熟さが指摘されがちなだけである。態度を育成する方法は教
育学的には究明済みであるが、実態としては態度の教育は遅れており、教育が難しいも
のと誤解される。一方、態度は行動を観察すればある程度の評価ができるので、知識や
心身技能の評価に比べて手軽に評価してしまうという特徴がある。このことも責任が大
衆的な議論になりやすいことの原因であろう。

職務の定義

人員の配置

責務の発生

任務は一般論であり、責任は事例であるという関係もある。したがって責任を果したか
果さなかったかは証明が容易である。説明責任ということが言われるが、責任の説明容
易性（アカウンタビリティ）と言う方が本質を突いている。責任は本質的に説明可能で
あるから、経営管理の詳論でない限り、説明責任の方は重要なことではない。
遵守とは、一般論として倫理や法規が存在していて、特定の人が特定の時期にそれらに
従って行動する事例である。そのように人を教育したり、組織を経営管理したりするの
は簡単なこととは限らないが、言葉としての「遵守」は単純明快であり、講釈を必要と
するものではない。難しい言葉だと誤解しがちなのは定義と遂行の区別や一般論と事例
の区別を疎かにしてきた我が国の風土が原因であると考える。この種の問題は誤字脱字
に匹敵する恥ずかしいこととして、教育者や資料執筆者から一掃すべき問題ではないだ
ろうか。
倫理または法規

遵守事例Ａ

遵守事例Ｂ

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発
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(5)

法律と学術

教育に関する法規と学術の関係を分析して整理してみたい。一般論である教育学に基づ
いて、教育に関する法規が作られる。特定の国や組織の教育は、一般論である教育法規
に従って制定された事例でもある。教育学部の教育もそのひとつであるし、教職課程の
就職先としての学校もそうである。

教育学

一般的理論

特定の国

具体的遂行

一般的定義

教育関連法

教職課程

教職課程の内容は教育法規を基にしている。教育学の課程の中に教育法規科目が含まれ
る。教育法規科目の内容としては、事例としての現行法規の教育と、教育法規を起案す
るための一般論としての教育の両方が含まれる。別の箇所に記した教育計画、指導計画、
指導案などの話題は、事例としての現行法規で規定されている。
このように鶏が先か卵が先かのように見える問題ではあるが、教育学のそれぞれの科
目・指導項目において、これらの現行の教育関連法規の用語と ISD などの一般的な用語
をうまく併記すれば、現行法規と矛盾しない地球標準の説明が可能だと思われる。
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2.4.3

ISD 技法の観点での教育用語の解釈

教育に関する基本用語を整理してみたい。

(1)

教育

教育という言葉の国語辞書的な意味定義は次のとおりである。
教育とは人を教え育てることである。

沼野一男他著の「教育の原理（第三版）
」では「第 1 章

『教育』とは何か」で 21 ペー

ジに渡って教育を意味する言葉や見解の変遷を述べているが、明確には意味の定義をし
ていない。定義らしいものは「
『教育』とは『人間の形成』である」という項見出しであ
る。教育の初心者には定義がないと困るので、国語辞書的な定義があるとまず助かる。
言葉の歴史や見解の多様性を勉強するのは上級者になってからの方がよいだろう。
ガニエ他著の「カリキュラムと授業の構成」は第 1 章の最初の行から、次のように定義
している。生徒側の学習のことに触れているが、教育する側の行為や学術の大切さをほ
のめかしている。初心者にはこのような書き出しが役立つ。
教授とは、人が学習するのを助けることを目的とした他者の行為である。学習は教授な
しに生起するかもしれないが、学習への教授効果は有益であり、通常、その効果は容易
に観察できる。

次は各種の情報を総合して筆者が得た認識である。
教育する側と学習する側の苦労の比率は、経験則として 1 対 2 ぐらいである。

教育と学習との両方が大切なのは論を待たない。1 対 2 の経験則は「ティーチングが大
切かラーニングが大切か」というような不毛な論争を避けたり、
「education の語源は才能
を引き出すことである」というような蘊蓄を避けたりするための便宜的な法則である。1
対 2 という比率には次のような傍証がある。
授業時間数は講義 15 時間に対して学生実験 30 時間というのが基本である。
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科目専門の教員の苦労よりも、新たに修得する生徒の苦労の方がずっと大きい。
典型的な家庭教師の活動では、大半の時間は生徒が独力で教材に取り組む。
この経験則は不毛な論争を避けることのほかに、教育技法の本論において演習の大切さ
の説明や動機付けの大切さの説明に使うことができる。

(2)

人格

人格（personality）とは、特定の個人の特定の時期の成績値の事例（instance）である。

道徳科学研究センターの「現代の倫理道徳Ｑ＆Ａ」ウエブページ等を参照して、人格に
関連する言葉の意味や由来を調査した。その結果、人格、個性、品性、人物等の類似語
の本質的な特徴のひとつが特定の個人の事例であることが分かった。また、言葉の意味
としては態度能力に限定しているわけではないことが分かった。
人格は知識、心身技能、態度に大分類される。たとえば、A 君の小学 5 年生の時の知識
では国語の成績が 65 点、心身技能では百メートル走の成績が 16．5 秒、態度はどんな時
にも動じない、などである。また、A 君が大学を卒業した時には、商学部を全科目平均
79 点で修了し、バレーボール部の部活動で県大会 4 位のチームのエースアタッカーを務
め、態度は相手チームの選手に敬意を表する、などである。
この定義において、前に述べた一般論と事例の区別が活かされる。一般論である能力と
事例である人格を混同して議論すると決着がつかなくなる。また、人格を大切にすると
いうことは将来を見越してのことであり、子供の時に好き勝手にさせることではないこ
とが分かる。
調査して興味深かったのは、ゲームソフト開発者が人間の人事管理や教育の理論をモデ
ルにしていることである。登場人物の特徴を定義することは、演劇、映画、小説、漫画
でも定石であるが、ゲームソフト分野の特徴は人物の変化をコンピュータで模擬できる
ように方法論が整理されていることである。方法論は手引書や徒弟制度によって伝承さ
れ、専門職としての領域を強固にしている。ゲーム開発者は、知力、体力、気力の異な
る登場人物（キャラクター）のデータ欄だけは統一し、データ欄に設定する値を変える
ことにより、プログラムを簡潔にしている。ゲームの使用者がデータ値を変えたり、新
たな人物を加えたりすることも可能である。使用者ごとのゲームの操作に応じて、体力
などのデータ値が変化し最終成績が変化することが単調さをなくし、何回もゲームに挑
戦する動機付けになっている。設計書を公開しているゲームソフトもある。
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平成 18 年 12 月に改定・施行された教育基本法の第 1 条を次に示す。
（教育の目的）第 1 条

教育は、人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者

として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神
に充ちた心身共に健康な国民の育成を期して行われなければならない。

人格の意味を知らないで第 1 条を読むと「教育は、道徳などの態度能力の向上だけを目
指しているのか。知識や心身技能の教育は目指していないのか」と誤解しがちである。
知識教育をしないはずがない。
「人格とはすべての種類の成績である」という正しい意味
を知っていれば、この条文の意味を理解できる。
「完成」の英訳は full development である。full には満杯という意味のほかに本格的とい
う意味もあり、試作開発に対する本格的開発に相当する。したがって「人格の完成を目
指す」は「最大限度の育成に努める」という意味であろう。人格が特定の個人のもので
あり、時期によって変化するということもこれに関係する。たとえば、特定の個人が 2
つ、三つの学問の博士号を取得することは時間をかければ不可能ではない。時間の進行
によって同じ個人の成績が変化することになる。しかし、現存するすべての種類の博士
号を取得することは寿命の関係で不可能であろう。
人格は全知全能のほんの一部しか達成できないことと、1 回限りの人生を通じてそれな
りに高みに達するという意味で、各人にとってかけがえのないものである。

一人ですべての種類の博士号を取得して、あらゆるノーベル賞や芸術賞の類を総なめに
し、すべてのオリンピック種目で金メダルを取得し、態度能力が非の打ち所がないとい
う全智全能の理想的な状態に比べれば、実際に一人の人間が一生のうちに修得できる人
格は微々たるものである。それだからこそ、特定の個人が学科や科目やクラブ活動を選
択することはかけがえのないことであり、それらについて高度な成績に到達することは
大切であり、必要なら段階的に高い学位を修了することはかけがえのないことである。
職業を選択し、就職後もより高い職位の企業内課程を修了したり、必要なら別の職種や
組織に移ったりすることもかけがえのないことである。
全智全能を開発・蓄積してきたのは個人の集合としての人類であり、全智全能を発展さ
せるのも人類であるという意味でも、人格はかけがえのないものである。

個人の力は微々たるものであるが、発明や発見や論文や著書や標準規格や作業手引や品
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質改善提案などの創作・改定・改善に取り組むことにより、人類の財産である全智全能
の枠組みを発展させることができる。個人の人格は生まれてから死ぬまで、急速に発展
する一方で、全智全能は相対的にゆっくりと歴史とともに進歩する。しかし、発明や発
見等に取り組む人は人数が膨大なので、地球全体としては相当な速度で発展する。全世
界の毎年の特許の件数や論文の件数は膨大なものである。
個性（character）とは、人格の同義語である。
「個」性は特定の個人という意味を強調し
ており、かつ人類以外にも使われる。

人「格」は成績の高い低いを強調する言葉である。個性を磨くということは、特定の個
人が勉学や勤務に励んで成績を向上させることである。全智全能に対して特定の個人が
到達できるのは微々たる部分であるし、それなりに特定の学科や職種で一流人を目指せ
ば、必然的に多種多様な成績の人々が存在する。それが個人の差異としての個性に感じ
られるである。子供の個性は未熟なものであり、
「子供の個性を尊重する」というのは「あ
る種の勉学を阻害する後ろ向きな介入はせずに、あらゆる可能性を考慮して前向きに勉
学に励ませる」という意味である。

(3)

能力

能力（ability）とは、知識、心身技能、態度の全体集合である。

能力とはいわゆる全智全能のことである。現実的には個人の事例である人格に対して、
一般的な定義の側のことを能力と言う。ただし、しばしば「個人の能力」という表現も
使われる。
教育基本法の第 3 条を次に示す。
（教育の機会均等）第 3 条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける
機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済
的地位又は門地によって、教育上差別されない。

第 3 条では「その能力に『応ずる』」という動詞系の接続詞が使われているせいもあって、
「まず特定の個人の成績を採点する。その後に教育機会を準備する」という成績主義の
条文の意味だと誤解しやすい。しかし、個人の成績を採点するごとに、それからそれに
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応じる学科や学位を創設できるわけはない。そうではなくて、国民全体の職業、職位や
その前提として必要な学校科目を想定し、大まかに分類した学位や学科をできるだけバ
ランスよく揃えよう、という程度の意味である。社会人においても、職種や職位に応じ
る課程をできるだけバランスよく揃えようという意味である。
次のように説明すると分かりやすいのではないだろうか。
能力種類ごとの教育機会がすべての人に与えられなければならない。農業を目指す人に
は農学を、スポーツ選手を目指す人には体育を、家庭経営を目指す人には家政学をとい
うように。人口は多いし要求は多様なので、バランスがよいように努力する。

以上のようなわけで。第 3 条における能力とは、全智全能を少し分解した学位や学科や
学年や職種という規模の大きな分類を意味するものと解釈する。小学校、中学校、商業
高校、農業高校、家政短期大学、観光専門学校、総合大学文学部、芸術大学、理学大学
院などである。また、社会人については大工、弁理士、プログラマー、上級システムエ
ンジニア、管理栄養士、生産管理課長、経理部長、病院科長などの分類である。
ここで前に述べた一般論と事例の関係を活用できる。人格と能力とは次のような対称的
な関係にある。教育基本法の 2 つの条項がそれぞれを担当しているのである。第 1 条が
教育の目的の定義であることから、教育を受ける側の個人のことを規定し、第 3 条が目
的達成のための進め方について、教育を提供する側の国や社会のことを規定していると
解釈すれば、この法律の条文の間の構造性が分かり、意味深い解釈や説明ができる。
人格

能力

特定の個人の特定の時期の成績値の事例。

知識、心身技能、態度の分類体系

教育の目的・ゴール。だから第 1 条。

教育の準備として教育機会を用意。

個人の側。人々の側。学習者の側。

社会の側。国の側。教育者の側。

データで言えばフォルダやクラス。

データで言えばデータ値やインスタンス。

比較的急速に進歩する。個人の努力必要。

歴史的にゆっくり進歩。集団で進歩させる。

指導項目や学習目標に縁が深い。

大まかな課程や科目に関係する。

ここまでで教育、人格、能力という基本用語を定義できた。これなら教育学部の 1・2 年
生にとって習得しやすいし、教育学部専攻ではない教員が教育学に入門するのも容易で
ある。課程や科目の源泉となる能力の取り扱いは難しい。地球上に蓄積されてきた知識、
心身技能、態度や職業を分類したり、再分類したりすることが能力を扱うことになるか
らである。辞書に載っている言葉の多くは知識能力に属する。多様なスポーツの定義、

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発

42

「ＩＤ手法を用いたリハビリテーショ ンの e ラーニング教材開発および遠隔教育のプログラム開発」プロジェクト

たとえば、野球規則や体操規則に載っている用語や技は、すべて知識能力や心身技能に
属する。直球、カーブ、シュート、倒立、Ｙ字バランスなどが能力に対応する。辞書に
は態度能力向きの言葉も数多く載っている。これらの候補の中から関係の深い項目を集
めして分類を定め、バランスのよい課程を準備するのが教育の仕事の一部である。
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教育方略の種類

2.4.4

教育方略とは、科目の細部の教育技法ではなく、たとえば講座概要記述に記載するような
大筋の教育方式である。よく使われる教育方略を調査して、用語を調整して、表にまとめ
た。
教育方略

説明

入門案内

施設見学、実務者面会、実務見学、実務体験などである。

個人指導

簡単なことはできるだけ学生に自習させて、各学生にとって難しいことや間違
ったことだけ教員が指導する。

上昇型

基本的な項目を前に教えて、それを前提とする応用的な項目をあとにするとい
う方略である。

分類型

多数の項目を関係の深い単位で分類して、その中は順不同に教育を進め、複数
の分類間も順不同に進める。

対象指向

作業の単位ではなく、作業の対象（オブジェクト）の単位に項目をまとめて教
育する方略である。

作業指向

作業の流れを教育の系列にするものである。

作業集会

個人ごとに課題の異なる実習を一カ所に集合して進めて、共通的なノウハウを
修得する方略である。

下降型

全体から部分へ、抽象から具象へと進めていく方略である。

セミナー

正解のないことや見解の異なることを、議論しながら教員の助言を得て学習す
る方略である。

事例研究

本当にあった事例を次々と追体験していく教育方略である。似た方略として
は、故障解決演習、症例診察演習、問題解決学習がある。最初の 2 つは事例を
扱うが、適切な解法が定まっていることが多い。最後のひとつは事例を扱う場
合もそうでない場合もある。

試合

将棋のような対戦競技や弓道のような好成績を目指す競技である。

討議

学生同士で意見を交わして、正解を追求したり、多数決で決めたり、教員によ
る審判を受けたりする方略である。

調査研究

情報を入手し、整理し、有用な形にして報告する研究である。

創作研究

新たな発見や発明をする活動である。

平成 17 年度のプロジェクトでは、CRI 技法を適用しつつ、主に上昇型と作業指向を活用し
た。その基礎を踏まえてこの表のような多様な教育方略をメニューとして参照すると、イ
ンストラクショナルデザインの用途が拡大し、また従来の教育学との統合が容易になる。
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2.4.5

能力水準と教育方略

ブルームが定義した能力水準と前述の教育方略とを照合して、相性がよいと思われる対応
関係をまとめた。
能力水準

知識

心身技能

態度

適切な教育方略

能力水準 1

認知的方略

感覚

個人指導、入門案内

能力水準 2

事実知識

粗大筋肉運動

受容

上昇型

能力水準 3

規則知識

継続運動

応答

分類型、対象指向

能力水準 4

手順知識

運動準備

能力水準 5

弁別能力

機構運動

価値判断

下降型、セミナー

能力水準 6

問題解決

適応運動

競合

事例研究、試合、討議

能力水準 7

創作

運動創始

革新

調査研究、創作研究

作業指向、作業集会

認知的法略は幼児から老年まで発揮されるので水準に含めるのは少し無理があるが、幼児
でも発揮されるという意味で水準 1 に置いた。
これとは別にガニエの分類も有用であるが、
教育方略との対応を示しやすいという理由で、本資料ではブルームの分類を取り上げた。
コールバーグの道徳の発達段階説を次に示す。
第1段階

罰を避け、強いものや権威に服従する。

第2段階

自分や人の必要を満たす。

第3段階

対人関係において相手の期待に沿い、自分の役割を果たす。

第4段階

社会の法と秩序を尊重する。

第5段階

社会を構成する個人の権利を尊重する。

第6段階

普遍的な道徳原理を尊重する。

これは表現は異なるが、ブルームの態度能力の水準と似通った階層構造である。
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課程の制定の目安

2.4.6

課程は科目をブラックボックスとみなす全体の科目編成であり、教育方略は科目の内部で
用いられる教育方法である。教育方略は能力の水準に対応しているので、学年とある程度
の対応関係がある。課程を定める場合には能力水準に応じる教育方略を目安にするとよい。
(1)

2 年制学校・4 年制学校

2 年制

4 年制

能力水準

主な教育方略

1 年前半

1年

1、2、
（3、4）

個人指導、入門案内、上昇型

1 年後半

2年

（2）
、3、4、
（5）

分類型、対象指向、作業指向

2 年前半

3年

（3）
、4、5、
（6）

作業指向、作業集会、下降型、セミナー

2 年後半

4年

（4、5）
、6、7

セミナー、事例研究、試合、討議、研究

考察：
従来の教育学部の課程を見ると、あらゆる学年の科目にセミナー型の教育方略や教育内
容が使われていることが分かる。歴史的な教育学研究の事例を対比し、あるいは最近の
問題点や解決策の事例を紹介して、学生に考えさせるタイプの教育方略や教育内容であ
る。このことが米国系のインストラクショナルデザインや医学教育学が利用されたとい
うことの原因ではないだろうか。セミナー型のノウハウは理論を修得済みの学生には向
くが、部外者が入門学習するのには向かないからである。教育原理、教職入門、教育方
法学などの基本的な科目は、セミナー方略ではなく、上昇型、分類型、対象指向、作業
指向などの教育方略を用いて、典型的な理論や方法論を淡々と教育すべきではないのだ
ろうか。

(2)

3 年制学校・6 年制学校

3 年制

6 年制

能力水準

主な教育方略

1 年前半

1年

1、2、
（3）

個人指導、入門案内、上昇型

1 年後半

2年

2、3、
（4）

上昇型、分類型、対象指向

2 年前半

3年

3、4、
（5）

対象指向、作業指向、作業集会

2 年後半

4年

4、5、
（6）

作業指向、作業集会、下降型

3 年前半

5年

5、6、
（7）

下降型、セミナー、事例研究、試合

3 年後半

6年

（5）
、6、7

事例研究、試合、討議、研究
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医学部は低学年には個人指導（チュートリアル）や早期臨床体験（入門案内）を推進す
るなど、この表に近い教育方略の選定を実践しており、合理性が高いと言える。逆に言
えば医学部の実践事例が、この表の正統性の根拠にもなる。

(3)

体育科目や運動クラブ活動の 1 時限
能力水準

(4)

主な方法（バスケットボールの例）

感覚能力、粗大筋肉運動

準備体操、ジョギング

継続運動、運動準備

ドリブル、パス、個人シュート

機構運動

パス＋シュート、1 対 1、2 対 2

適応運動

3 対 3、紅白試合

生涯教育

次の表はエリクソンの人生区分に対する教育方略の対応表である。
人生区分（年齢

能力水準

主な教育方略

18−22

1、2、
（3）

個人指導、入門案内、上昇型

22−28

2、3、
（4）

上昇型、分類型、対象指向

28−33

3、4、
（5）

対象指向、作業指向、作業集会

33−40

4、5、
（6）

作業指向、作業集会、下降型

40−45

5、6、
（7）

下降型、セミナー、事例研究、試合

45−50

（5）
、6、7

事例研究、試合、討議、研究
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2.4.7
(1)

科目の制定と記述
科目記述の構成

科目の名称、概要、目的、到達目標、時間数等の記述を科目記述と言う。科目記述の主
な全体構成は次のとおりである。
科目名
科目概要（目的と概要）
到達目標（学習目標とも言う）
指導項目（シラバイ）
教材
等級付け
企業の場合にはシラバイを書かないことが多い。これは内部仕様であることと、科目カ
タログが分厚くなるからである。学校の場合にはシラバイを書くことが多い。到達目標
を書かずにシラバイに兼務させていたのと、学生を出席させるのに貢献するからだろう。
科目記述の記述量も大切である。

1行

科目名
科目概要
到達目標

３行程度

５項目・５行程度

指導項目

１５項目程度

このように 1〜3〜5〜15 のようなピラミッドのような配分にする。これは理屈ではなく
経験則である。このバランスを崩すと、課程のレビュー、教育の設計、および学生によ
る閲覧の支障になる。

(2)

指導項目の扱い

科目を構成する指導項目（シラバイ）を、科目記述に含めることがある。そのため科目記述をし
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ばしばシラバスと称することがあるが、この命名法は妥当性に欠ける。科目記述の記載項目の
中では、指導項目よりも概要や目的や到達目標の方が代表だからである。
指導項目ごとには目標は書かない。目標は科目単位に 5 項目程度列挙すればよく、指導
項目ごとに書くのは科目記述に付加する情報としては、やり過ぎである。

(3)

指導項目の意味

指導項目は一般的に教育項目の意味であり、特定の階層を表すものではないが、ひとつの科
目を 15 項目程度に分解した単位を指すことが多い。これは学校の学期の標準が 15 週間だから
である。なお複数のシラバスの集合をシラバイと言う。ひとつの科目を構成するシラバスの集合
をシラバイと呼ぶとよい。
語学教育の場合には、知識指導項目(知識シラバス)と心身技能項目(技能シラバス)の中で
耳や発声を鍛える技能シラバスが軽視されがちであり、語学教育に精通した教員は技能
シラバスをしっかりさせる。
なお、ひとつの科目の最初の学習目標分解や指導項目分解を、知識指導項目、心身技能
項目、態度指導項目と標準化する動きがある。態度能力を漏らしたくないという気持ち
は分かるが、学習目標の分解の方式はひとつの標準化するのではなく多様性を許さなけ
ればならない。複数の典型的な列挙の方式を示すのは今後の課題ではある。
作業指向型の教育方略の場合には、作業分解構造に従って学習目標や指導項目を分解す
るのが原則である。また、語学教育においても、知識と技能は一体にして指導する定石
もある。知識、心身技能、態度は、主たる指導項目分解に対してマトリックスの形で第
2 次元の分解軸として点検に用いる手もある。
マトリクスの考え方は語学教育や身体の扱いの科目には特に重要である。たとえば、語
学の教育には、読む、書く、話す、聴くや、構文則、意味則、論理学などを、自在に組
み合わせた単元にするのが効果的である。身体関係の科目も同様である。そうすると全
体的な妥当性を確信しにくくなるので、マトリクスで設計するとよい。

(4)

教育の外部仕様

教育の外部仕様（カタログ仕様）として受講者と契約する条項は、名称、概要、目的、到達目標、
時間数である。
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(5)

教育の内部仕様

指導項目は外部仕様ではなく内部仕様（内部設計書）に相当するものであり、受講登録を済ま
せたクラスの学生の便宜を図る連絡事項である。時期や順序を変更することは可能である。

(6)

作成方法と記述方法

本来科目記述は、その導き出し方がまずあって、その後、それを記述するという 2 段階で処理
する。記述方法以前に導き出し方が重要である。導き出し方は前年度の CRI の説明との重複を
避けるために本年度は説明を省略する。

2.4.8
(1)

科目記述の詳細
概要・目的・主語

科目の概要及び目的は、段落のないひとつの文段として概要と目的とを分けずに叙述する。原
則として「演習する」などと学生の立場の表現とする。どうしても学生の立場で書けない場合は、
教員の立場の表現とする。両者の立場の表現を混在させてはいけない。

(2)

範囲

概要は趣旨や範囲(scope)とも言う。ほとんどの人は趣旨というと理由だと誤解する。ほとんどの
人は範囲というと受講できる学生の範囲だと誤解する。そうではなくて、概要も種種も範囲も、内
容の概要という意味である。範囲はその科目の側の内容範囲（守備範囲）を意味する。
前述のように学年と教育方略の関係で見ると、低学年には上昇型、分類型、対象指向型
などの教育方略が向く。事例研究やセミナーは向かない。社会系科目は地理や歴史とい
う事例を本質とする科目が混じるため、無意識のうちに事例研究やセミナーの教育方略
を選びやすい。低学年には基本用語、理論、方法論、分類、構造などの内容範囲を選び
上昇型、分類型、対象指向型などの教育方略で指導項目に分解するべきである。

(3)

無意識の概要記述の回避

概要・趣旨・範囲を理由や学生の範囲と誤解することは、これらの用語の意味を知らないからだ
けではなく、内容概要を書くのが難しいため、それを無意識に避けていることが多い。たとえば、
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哲学という科目の内容概要を書くのは難しいそうに感じがちである。

(4)

辞書の活用

内容概要を書くのが難しかったら国語辞書を引くべきだ。たとえば、哲学とは何かが書いてあ
る。

(5)

概要の一文の長さ

概要の記述は一文で 3 行程度とする。科目名称よりも長く、科目内容本文よりも短くする。

(6)

概要の構文

概要の記述文の主な構文は次のとおりである。特許明細書の定石と似ている。あるいは関係論
における関係の種類とも言える。
ア．主題の国語辞書の意味定義。＜特徴を表す形容句＞＜分類名＞
哲学科目の例：
旅客機科目の例：

物事の根本原理を学ぶ。
人間を運ぶ航空機を学ぶ。

イ．主題を構成する部分を語句として列挙する。
哲学科目の例：
旅客機科目の例：

論理学、自然哲学、及び宗教哲学を学ぶ。
旅客機の胴体、主翼、尾翼、車輪を学ぶ。

ウ．主題の動作や扱いやその過程の語句を列挙する。
旅客機科目の例：

旅客機の離陸、航行、着陸を学ぶ。

エ．主題の多様な属性・観点の語句を列挙する。
旅客機科目の例：

(7)

旅客機の速度、燃費、価格を学ぶ。

目的

概要といっしょに叙述する目的は、「〜することを目的として〜」という節として組み込むことを原
則とする。「〜することを図る」は固い表現であることや約束を避ける雰囲気があることにより、お
勧めしない。

(8)

目的と目標の違い
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目的は具体的な複数の到達目標とは違って、ひとつの大筋の方向をひとつの語句で定義する。
抽象的・概念的で、測定不可能な表現で構わない。一言で表すことが大切である。主たる名詞
に変化を表す語句を続けても構わない。
例：
「文化の発展に寄与することを目的として」
例：
「品質の向上を目的として」

抽象的な目的定義が役に立つのかどうか疑問に思うかもしれない。しかし、ある案を思
いついた時に、その案が目的に貢献するか、目的とあまり関係がないか、目的に反する
かは、結構判断できるものである。たとえばある案が、文化の発展に貢献するか、文化
の発展とあまり関係がないか、文化の発展を阻害するかは、それなりに判断できる。

(9)

新しさの表現の抑制

「近年、情報技術の発展はめざましく」などの時間的推移を表す文で書き始めてはいけない。
初めてその科目を学ぶ学生にとって、新しい学術も古い学術もすべて新しく学ぶ学術だからで
ある。このような書き出しは、その新しい主題を教員が把握しきれていなために内容概要を書け
ないことを無意識に避ける逃げ手であることが多い。このような前置きを書くことが必然性がある
ならば、前置きとしてではなく、2 番目以降の文として書けばよい。

(10)

古さの表現の抑制

「哲学は古い学問だと思われている」「クラシック音楽は難しい音楽だと思われている」「家政学
は身近な存在である」などの、昔からある有名な学術のことを内容概要以外の語句で始めては
いけない。初めてその科目を学ぶ学生にとって、古いとか難しいとか身近であるかどうかは決ま
っていないからである。また、難しいかどうか、身近かどうかは、教え方にも左右される。このよう
な書き出しは、その主題をよく知り過ぎているために、かえって内容概要を書けないことを無意
識に避ける逃げ手であることが多い。

(11)

歴史教育への注意

これは科目記述の書き方というよりも、導き出し方に関する重要なことであるが、内容概要の語
句や到達目標や指導項目を、その主題の歴史から始めることはよくよく慎重にすべきである。多
くの科目は歴史から始めないものである。生物学はダーウインやファーブルの話題から始めな
いのが普通である。電気工学はエジソンの話題から始めないのが普通である。歴史の古いクラ
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シック音楽学でさえも、歴史抜きの楽譜理論から始めるのが普通であって、バロック音楽の話題
から始めない。社会科学や人文科学は、歴史の話題から始めがちである。これはその学術の基
礎理論や基本的な定義から始められないことの逃げ手であることが多い。歴史の話題で始めて
よいのは歴史学だけと思って欲しい。また、歴史の話題が必然であるとしても、先頭に置くのは
避けるべきである。

(12)

セミナー型教育への注意

歴史、研究、動向、事例などを用いて多様な見解を示すセミナー型教育は、実社会や大
学院に向かう高学年には向くが、低学年には基本用語、理論、方法論、枠組みなどをセ
ミナーでない教育方略で教えるべきである。低学年でのセミナー型教育は、基本的なこ
とを定義することを無意識に避けている恐れがある。あるいは研究と教育とを混同して
いる恐れがある。どの教育方略が優れているかという 1 か 0 かの発想ではなく、時、場
所、条件に応じた教育方略の選定という発想を持つべきである。

(13)

理科系と文科系の垣根の撤廃

理科系学術と文科系学術に分けて、それぞれの特殊性を重視するのは避けるべきだ。理科系・
文科系という分類は根拠がない。たとえば数学は自然科学に使われることが多くて、理科系に
分類されるが、人工科学であり人文科学と近い性質もある。経済学は社会科学に分類されてい
るが、数学が駆使される。教育学は社会科学に分類されがちだが、その基礎になる心理学には
生物学の要素もある。哲学・理論系と技術・芸術系に分けることは、古代ギリシャから歴史がある。
ノーベル賞も自然科学だけが対象ではなく、工学賞はなくても文学賞を含む。これとても意味が
ない場合がある。たとえば、教育学は教育理学と教育技術に分類するほど学科や科目を分けら
れない場合は、理論と技術を一緒の学科や科目にする。
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2.4.9

教育方略の詳細説明

入門案内(オリエンテ

施設見学、実務者面会、実務見学、実務体験などである。本当の物品や職員や

ーション)

作業を五感で感じさせることだけが目標である。教材を準備して座学のように
することは避けるべきだ。また、演習と混同して時間をかけ過ぎると費用対効
果が悪くなる。成績評価は感想文程度の簡単なものに止める。

個人指導(チュートリ

1 対 1 指導（家庭教師）
、集合チュートリアル、講演型チュートリアルなどであ

アル又はチュトーリ

る。簡単なことはできるだけ学生に自習させて、難しいことや間違ったことだ

アル)

け教員が指導する。講演型チュートリアルとは、学生が自習することを前提と
して、難しそうなことや間違いそうなことだけ一方的に講義する方略である。
セミナーは多様な見解を扱うが、チュートリアルは定説を学生へ伝える方略で
あり、講義の一部を自習へ移したものである。

上昇型（ボトムアッ

基本的な項目を前に教えて、それを前提とする応用的な項目を後にするという

プ）

方略である。小学校などの典型的な方略である。佐藤隆博が推進した解釈構造
モデリング ISM や CRI 技法は主に上昇型である。この 2 つの影響力により我
が国では上昇型が有名になっている傾向があるので、ほかにも方略・構造があ
ることを理解されたい。

分類型（順不同型）

多数の項目を関係の深い単位で分類して、その中は順不同に教育を進め、複数
の分類間も順不同に進める。生物の種類を網羅する教育がその典型だが、この
方略は小学校を含めて随所に見られる。

対象指向（オブジェ

作業の単位ではなく、作業の対象（オブジェクト）の単位に項目をまとめて教

クト指向）

育する方略である。事務作業科目を、伝票や帳簿の単元にして教育するのがそ
の典型である。カルテは医者や看護士や薬剤師が次々と書いたり読んだりする
が、それらをばらばらにせずにいっしょにした単元にするというのがその例で
ある。

作業指向

作業の流れを教育の系列にするものである。製造作業教育の代表的な方略であ
る。対象指向のようにカルテの観点を用いるのではなく、診察、調剤、看護の
ような作業の流れの観点である。

作業集会（ワークシ

個人ごとの実習を一カ所に集合して進めて、共通的な作業方法を修得する方略

ョップ）

である。作品の種類は学生ごとに異なっても構わない。集合するのは教員によ
る共通的な短い講義を聴くこと、学生同士で相談したり、他人の作業を参考に
したりすること、教員による講評をいっしょに聴くことのためである。本当の
実務の作業を、集合して進めるのが本当の作業集会だが、本当でない課題で進
める演習も便宜上、作業集会と呼ぶ。

下降型（トップダウン）

全体から部分へ、抽象から具象へと進めていく方略である。組織の説明や機械
の説明などによく使われる。上昇型とは順序が逆であり、人間はどちらの方向
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でも教育可能であるということが分かる。
セミナー（ゼミナー

正解のないことや見解の異なることを、議論しながら教員の助言を得て学習す

ル）

る方略である。また、講演型セミナーは一方的な講義の形式で、正解のないこ
とやいろいろな見解を教員が一方的に講義する方式である。

事例研究（ケースス

本当にあった事例を次々と追体験していく教育方略である。故障例や症例や判

タディ）

例が事例の典型である。最初に学生に取り組ませ、その後に実際どうしたかを
教員が解説する。ひとつの事例について時間経過を追っていく方式もある。い
つ、どの理論や方法論を応用するかという総合的実践能力を養成する。

試合（ゲーム）

将棋や剣道のような対戦競技や弓道のような好成績を目指す競技である。実戦
を模したものなので試合と言う。自分の意のままにならない相手の出方に対応
する能力を養成したり、好成績を目指す強い動機を利用したりする教育方略で
ある。教員や機械やコンピュータが、対戦相手になったり、状況を変えたりす
る試合もある。

討議

学生同士で意見を交わして、正解を追求したり、多数決で決めたり、教員によ
る審判を受けたりする方略である。口頭の対戦競技とも言える。模擬裁判がそ
の例である。ディベート訓練は、討議技法の能力を養成する訓練である。他の
方略の一部に使うこともある。

調査研究

情報活動の形を取る研究である。

創作研究

発明、発見、芸術創作、斬新な実用品の創作をする研究である。
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2.5

学科・科目・指導項目特有のヒント

参考文献として米国の心理学の団体の下記ウエブ資料を調査した。

参考文献：
「Learning Domains」
、http://tip.psychology.org/domains.html

2.5.1
(1)

医薬教育に役立つ理論・方法論・部分領域
我が国では医学部と薬学部が分かれているが、医と薬とは密接な関係があるので、ここ

では医薬教育と称する。
(2)

教育学術の豊富さ： 歯科、看護、薬科を含む医薬分野は命に関わる職務であり、高

い教育費用と高い成績要求が普通であるため、投入する教育学術も豊富かつ高度である。そ
のため、医薬教育には豊富な教育学知識と綿密な設計が必要である代わりに、よく調べれば利
用できるノウハウが見つかる。
(3)

記憶と継続学習： 症状、治療法、病理、薬理の知識が膨大かつ変化が激しいので、

記憶、継続学習が緊要である。あらゆる可能性を記憶から引き出し、頭中で手際よく絞り込む能
力も必要である。低学年あるいは資格試験対策には記憶を重視し、高学年には継続学習の能
力の育成を兼ねた教育方略を用いるとよい。
(4)

最大化： 医薬分野は修得すべき内容量が多いので、生徒の学習の量や集中力を大

きくさせることが大切である。我が国の医学部が 4 年制ではなく 6 年制であるのがその例である。
2 年制や 3 年制の学校ではなおさら、生徒に勉強に励ませるという素朴な方針を恥ずかしがら
ずに掲げることが大切である。
(5)

事例研究・成人学習・模擬患者・ISD： 上昇型や順不同形の構成設計も動員するが、

症例診断には事例研究が適するなど成人学習理論が適する部分が大きい。模擬患者との会
話を含む模擬診断も大切である。ISD の分析や設計が大切である。
(6)

問題解決・意思決定・論証・認知的方略： 医薬の実務には問題解決、意思決定、論

証、認知的方略が緊要である。問題解決は特に教育の実習形態としても重要である。
(7)

感知・運動技能・態度： 医薬の実務には高度な五感による感知能力と精密な運動技

能が必要である。態度能力として、膨大な知識や運動を制御する冷静さや集中力、抑圧を克服
する不動心、患者に対する適切な態度等が大切である。
(8)

主体的学習及び物品教材： 継続学習のために、主体的学習、実務の状況に応じた
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学習等の成人学習理論が適する。紙教材、視聴覚教材、対話型教材での媒体活用及び実物・
模型・人体模型等の利用が有効である。

2.5.2

専門家気質に役立つ理論・方法論

この項は医学教員であるコスグローブ氏の東京大学での講演を参考にしたものである。
参考文献：Ellen Cosgrove 「The Challenge of Professionalism: Living, Teaching & Assessing
Our Values」, The University of Tokyo, 2006。

(1)

専門家気質の実務・教育での効用： 専門家気質(せんもんかかたぎ、professionalism)

を態度能力の成績として向上させることは、実務に不可欠であることに加えて、厳しい教育訓練
自身の抑圧（ストレス）を精神的に軽減し、脱落を防ぐことにも貢献する。
(2)

段階的教育： 専門家気質の指導項目で扱う関係者が、自分、班、部門、会社、地域、

国、世界と拡大するのに連れて、学年ごとの科目へ分散配置して段階的に教育するとよい。関
係者が拡大するのにつれて、主題の複雑度が増し、克服すべき抑圧も大きくなるからである。
(3)

内省： 内省を到達目標や指導項目へ意識的に含めて成績評価すること、及び内省を

促す教育方略を用いることが有効である。内省とは自分の行為を記憶していて自力でそれを振
りかえって、自己批評したり、同僚等に批評を求めたりして、改善する行為である。したがって、
医療作業などの事後報告（debriefing）は内省と関係が深いので、演習の最後に事後報告を組
み込むとよい。
(4)

分解と状況対応： 専門家気質を、そのための科目・指導項目として独立させて教育す

るだけではなく、どの科目においても専門家気質が必要な細目を見つけ出して、具体的な任務
においてどう決心するかを教育するべきである。また、その任務が置かれた状況に応じた多様
な対応も教育すべきである。専門家気質は一種類に統一するべきではない。
(5)

行動： 専門家気質の教育の内容や方略は、知識だけでなく行動すること、又は悪い

行動を抑制するという形のものが、より有効である。
(6)

現場： 早期の現場体験や修了直前の現場実習は、専門家気質の有効な教育方略の

一種である。
(7)

専門家： 専門家気質を持っている現場の実務者、管理職、経営者、あるいは退役者

等の生の人間の行動を手本として見せること、生の人間の話を聴かせること、生の人間と議論さ
せることは、有効な教育方略の一種である。教員の行動も専門家気質の手本となるし、同級生
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と専門家の例や専門家としての親の話題を議論させることも役に立つ。専門家が出演する動画
教材はある程度効果がある。
(8)

ほかの専門家との交流： 主題専門家と関係のある別の職種の専門家との交流体験は

有効である。医薬職の場合は、医薬の事務管理の専門家、患者、保健行政の専門家、医薬メ
ーカの専門家、及びそれらを目指す学科の生徒などである。外国の同職種や関係職種の専門
家と交流体験することも有効である。
(9)

物語・芸術作品： 一般論だけではなく、特定の物語、詩、座右の銘、劇、及び映画等

は教材として有効である。
(10)

自己学習： 専門家の必要条件である自発的な生涯学習の予行演習となる自習、セミ

ナー、研究等の教育方略が有効である。また、先任者や歴史上の人物が、自発的な生涯学習
をした事例・挿話・講話も有益である。
(11)

語学教育： 語学教育は外国の専門家気質を学ぶ機会を兼ねることができる。その分

野の専門家である外国人に語学科目を担当してもらったり、語学教育の題材として外国の専門
家気質の伝わるものを選んだりする。

2.5.3
(1)

故障解決に役立つ理論・方法論
故障解決と医療： 故障解決とは、機械の整備時の故障の修理、機械の運用時の故障

対処、施設や天候不良への対処、人間対人間の対立の解決、傷病の治療を含む。これらを故
障解決（troubleshooting）と総称する。多くの職務に故障、危機、対立の可能性があり、その解
決手順にはある程度の類似性がある。逆に治療には、故障解決、問題解決、意思決定のそれ
ぞれの局面が含まれる。
(2)

故障解決と問題解決との差異： 故障解決は、原則として正解や最適解の存在する分

野を意味する。一方、後述する問題解決は、必ずしも正解や最適解が存在するとは限らないと
いう分野である。なお、問題解決と論証術は故障解決の基礎にもなる。
(3)

五感・想像・頭中処理： 五感による現象情報の知覚、原因と思われる仮説の頭中での

図的想像、頭中での原因データベースや解決法データベースの探索等の能力が使われる。
(4)

探索： 頭中や参照資料による原因・解決法のデータベースの探索には、探索手順及

び認知的方略の能力が必要である。
(5)

作業指向教育： 作業指向の教育が知識や生まれつきの能力に頼るよりも最も効果的

である。手先の器用さについて生まれつきの要因が大きいと考えるのは言い逃れである。なお、
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手術や生産管理を支える作業として、明文化されていなかった故障解決の手順を明確化する
作業は、地味だが能力を要する仕事である。
(6)

物品教材： 実機又は模型を使って、上達するまで演習を繰り返すことが重要である。

(7)

電子計算機： 故障解決には電子計算機による対話型教材が適している。学習目標の

設定及び目標到達度の評価を系統的に扱うことが大切である。

2.5.4
(1)

問題解決に役立つ理論・方法論
問題解決と故障解決の差異： 問題解決には、故障解決とは異なり、正解や最適解が

存在しない場合がある。これが故障解決と問題解決の差異である。
(2)

問題解決と意思決定の差異： 問題解決は意思決定と比べると方法論の多様性は少

ない。おおむね問題、目標、手段などの関係をシステム的に取り扱うことである。問題解決は情
報処理システムや人間の認知機構とも類似性が高い。
(3)

数学教育の原理： シェーンフェルドが数学に適用した資源、発見的解決、制御、信念

という模式は問題解決法の一種である。数学教育の原理を参考にするとよい。

2.5.5
(1)

意思決定に役立つ理論・方法論
意思決定の用途と理論の広範さ： 進学、労働市場、商品・役務市場、金融市場、結婚

市場、経営などに見られるように、意思決定能力は組織の歴史から人生の質までを左右する。
医療にも故障解決、問題解決のほかに、意思決定の局面が含まれる。不確実性のある主題で
あることから、多種多様な理論が使われている。
(2)

不合理と不安と割り切り： 意思決定の本質的な特徴は、合理的な選択だけでは済ま

ないこと、不安や抑圧等の阻害要因に直面すること、そこそこの満足を求める割り切り案である
こと等である。
(3)

態度能力： 合理的な選択だけでは済まないこと、及び不安や抑圧等の阻害要因を克

服することから、態度能力が重要である。
(4)

意思決定理論の共通要素： 多様な意思決定理論の間で共通性が高いのは、意思決

定の構成要素が、認知、形式化、代案生成、情報探索、選択、及び実行等で構成されていると
いうことである。
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(5)

意思決定以外の能力との関係： 意思決定には記憶、論証、概念の能力が用いられて

いる。また意思決定には創造性、及び問題解決が密接に関係している。

2.5.6
(1)

言語教育に役立つ理論・方法論
学習理論の蓄積と利用不足： 接遇会話などに関係する言語学の研究及び教育は歴

史が古く、多くの学習理論が蓄積されているが、十分に理解され適用されているとは言えない。
(2)

総合能力： 言語能力は知識だけではなく心身技能や態度能力も必要である。

(3)

構造性： 言語には構造があり、教育内容及び教育方法は構造的であるべきである。

話題（トピック）、文段（パラグラフ）、話題文、補足文、定義文、目的文、原因文、列挙、事例文
などのような文法以外の定型の教育も重視すべきである。
(4)

言語無依存性： 学習理論の大部分は言語の差異に関わらず共通である。どんな言語

にも共通の普遍文法や言語生成規則が拠り所になる。たとえば、前述の構造性に関する教育
を日本語教育に含めていれば、外国語の教育にも一貫することになり成績が向上する。
(5)

耳・口・目・手の同時指導： 聞く、話す、読む、書くは、科目や指導項目として分離せ

ずに、いっしょに指導すべきである。
(6)

原語での思考： 単語を翻訳せずに原語のまま瞬間的に認識するように努める。辞書

を引いたり、原文に添え書きしたりすべきではない。その学期や単元に必要な新たな単語だけ
を、巻末の用語集や単語帳で補助する程度にとどめる。
(7)

指導項目の種類： 言語教育の指導項目には、文法指導項目、場面指導項目、機能

指導項目、技能指導項目、作業指導項目、内容指導項目が定石として存在する。これは選択
肢や組み合わせの候補ではあるが、このように単元を分けるという意味ではない。
(8)

会話型総合的指導： 体育指導のように学生の反応に応じた会話による指導を中核と

する。教員は指導項目や状況対応に関する体系的な知識を頭に置いて、手ぶらで系統的な指
導ができるべきである。ここでの会話型とは教育方略を意味するのであり、会話能力を高める教
育という意味ではない。単なるネイティブ教員がこの教育方略を遂行できるわけではない。
(9)

成人学習理論： 第 2 言語の教育は成人を対象とすることが多い。

(10)

行動理論： 学生の話した結果、あるいは書いた結果を教員が添削する指導よりも、学

生に構造的に話すこと、及び書くことの作業方法を伝授する指導が向く。
(11)

総合試験： 試験には心身技能の習熟度の試験を含むべきである。
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2.5.7
(1)

態度教育・道徳教育に役立つ理論・方法論
特別扱いの排除： 態度は知識、心身技能と並ぶ能力の三大分類のひとつである。三

大分類のそれぞれの特徴はあるものの、できるだけ同列に扱うべきであり、態度教育・道徳教育
を特別扱いしてはならない。現状では知識教育や心身技能教育に比べて、態度の教育の理論
や方法論が普及していないので、ここでは特別扱いして節を設けることにした。
(2)

技術移転： 態度の科学、及び態度の科学的教育は、今後も発展するが、蓄積された

ノウハウも豊富である。態度教育には定石があるので、それを技術移転すれば使える。素人考
えで再研究したり、定石がないと断定したりするのは、知識教育や体育について再研究したり、
定石がないと断定したりするようなものである。
(3)

態度の広範さ： 態度には、情緒、恐怖、道徳、遵法精神、責任感、リーダシップ、専門

家気質等の多様なことが含まれる。これらの中分類が態度能力という大分類に含まれることを知
れば、教育体系開発として系統的に処理することができる。分類を知らずに、道徳教育やリーダ
シップ教育等を素人考えでそれぞれ孤立させて扱うのは教育効率の低下を招く。
(4)

水準： 態度能力は、受容、応答、価値判断、競合、革新という多くの水準で構成され

る。態度教育を「生か死か」などの高水準の意思決定を要するような指導項目から始めてはい
けない。また、初級水準の受容の教育だけを見て、服従ばかりする人間を育てるのではないか
と疑うのも誤解である。
(5)

知識・心身技能との関係： 交信能力は主に知識能力であるが、態度能力に含まれる

要素がある。「謹聴する」「誠実な表情でうなずく」などの要素がそれである。そのほかにも、知識、
心身技能、態度にまたがる能力は多い。たとえば、計算には知識能力に加えて、素早く計算し
たり長時間計算を続けたりする心身技能も必要であり、計算ミスを防ぐ集中力や疲労に負けな
い志気などの態度能力も必要である。
(6)

感受性・情熱・冷静： 次の 3 つの観点の態度能力がそろっていることが大切であり、3

つの水準がそろって高度化することが望ましい。
恐怖や不安などを気にする感受性。適度の恐怖心は安全のために必要である。
意志や情熱等の前向きな態度能力。
冷静さや集中力等の感情を抑制する態度能力。

(7)

階層： 態度科目、態度指導項目、態度細目というように、いろいろな階層や規模の態

度教育を構造的に設計すべきである。たとえば、道徳科目に態度教育のすべてを期待すべき
ではない。たとえば、医薬の作業を構成する採血のような細かなステップにも、態度の要素が含
まれる。道徳科目以外の科目にも態度教育が含まれるべきである。
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(8)

理論と行動： 態度は単なる感受性や注意事項ではなく前向きな能力の一種である。

惰性や欲望や抑圧などの阻害要因に打ち勝って「決心する」「改心する」という前向きな行動の
力である。一方、倫理は態度分野の基礎理論の一種である。理論と実践方法論とは区別して
考えるべきである。
(9)

態度の記述： 態度は学習目標や教材に記載する時に「〜に注意する」というような注

意事項として特別扱いすべきではない。「計算する」「投球する」等の知識や運動と同等の能力
として扱うべきである。
(10)

無行動： 態度は「卑しい発想を自覚はするが抑える」などの「何かをしない」という能力

も含む。これは心身技能において、整列している時に静止している能力と似ている。
(11)

強弱： 態度は能力として強い弱いがある。運動と似ている。道徳的であるかないかと

いう 1 か 0 かだけではない。
(12)

言葉； 態度は膨大な種類の態度用語で表される異なる能力の集合である。所有する

態度能力には豊富さがある。知識の豊富さと似ている。学習目標を記述するのには態度を表す
動詞を用いるのが原則であるが、他の動詞に付加する副詞として盛り込んでもよい。「前向き
に」が副詞の例である。
(13)

責任と態度の区別:

責任と態度とを区別すべきである。責任は任務に対してだ

れが配置されるかが決まった状態、及び遵守は倫理や法規に従ってだれが行動するかが
決まった状態を指すことに過ぎない。
「責任を果たす」
「倫理や法規を遵守する」と決心す
る部分だけが態度に相当する。
(14)

対等の原則と無言の原則： 接遇や取引においては、対等の原則、無言の原則も併用

する。必要以上に謙遜すると、円滑さや上品さを損なうことがある。状況によっては沈黙したまま
の敬礼や無言の給仕等の方法を選ぶ。

2.5.8
(1)

教育学教育に役立つ理論・方法論
指数効果： 教員教育講座は毎年、約 30 人の教員を育成し、それぞれが約 30 人の生

徒を教育し続ける。質素な投資の指数関数的な効果は劇的なものである（カリフォルニア大学
サンタバーバラ校）。教員教育の少しの改善にも意義を感じよう。
(2)

冷静さ： 教員は教育の現場で、思慮深く、反省的で、適度な面倒見をする人である。

教員育成の間に学生がそれができることを保証したい（インディアナ大学ブルーミントン校）。
(3)

組織人： 教員育成の間に、学生、教員養成教員、及び他学部を含む大学教職員との
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組織的活動の感覚を養いたい（インディアナ大学ブルーミントン校）。
(4)

成人教育心理： 1 年生の学生に、最初に学生自身の学習について成人教育心理を

教えるのか、それとも学生が卒業後に教える生徒の学習についての子供教育心理を最初に教
えるのか、どちらも一長一短ある。いずれにしても区別を意識して教育方法を選ぶべきである。
(5)

前提素養のなさ：教育学は初等中等教育での前提科目がないほとんど唯一の学問で

ある。医学、工学、家政学、体育学、芸術とどれをとっても前提科目がある。一方、学生は初等
中等教育において学習者としての経歴がある。教育学部の入門教育が気が効いていなくても、
学生は寛容になれる。
(6)

成果の特殊性： 「教育と学習の比重の 1；2」の経験則に従えば、教育学部が送り出し

た教員の力量が未熟でも、習った生徒が優秀な成績に到達することがある。逆も真なりであり品
質保証がしにくい仕事である。
(7)

教育学の系譜： 教育学にはドイツ系、フランス系、英国系、米国系などが歴史的に発

展してきた系譜がある。特定の時代の特定の系統の教育学を保守することなく、各国の教育学
を理解し、怠ることなく課程や科目を改版しなければならない。たとえば、我が国の医学や医学
教育はドイツ系から米国系に転換した歴史があり、最近も大きな医学課程の改革が行われた。
(8)

教育学研究と教育学教育の区別： 教育学の研究と教育とは区別すべきである。我が

国の教育学においては、教育学と教育研究とを同義語として使ったり、授業研究と授業改善と
を同義語として使う傾向があった。教育学は教育研究の成果であり、教育実務は教育学の応用
である。実務的な分析や改善は全社的品質管理運動のように推進すべきであるが研究ではな
い。教育研究の資料をそのまま低学年の教育に用いるべきではない。
(9)

学年と教育方略： 教育学の低学年の教育原理、教職入門、教育方法学概論などの

科目の教育方略として、事例研究やセミナーを用いるべきではない。教育学の低学年において
は、定義や正解や最適解の明解な用語定義、分類、理論、方法論を習得させるべきである。多
様な見解を対比させたり、研究したりするのは高学年の科目に任せるべきである。
(10)

手本：教育学自身の課程説明、教育方略、指導要領、講義・演習実施、評価などに、

教育学術の粋を、意識的にかつ無理なく適用すべきである。手本であることを学生に伝えたり、
学生による演習の題材に用いたりするべきである。教育学自身に教育学が適用しにくいことに
気付いたら、教育学を改善すべきである。

2.5.9
(1)

著作物と著作権法
この節では、教員が学生に対して著作物に関する教育をする場合と、教員自身が著作
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権法に従って教育に従事する場合の両方を兼ねてヒントを列挙する。
(2)

生産及び取引の優先： 著作物に関する立法・行政・司法に関することよりも、著作物

の生産、複製契約、市場取引、流通、使用などの知識や行動を優先する。これらの知識や行動
はそれぞれ有用であり、深みがあるので、これらを抜きにして法律を扱うのは得策ではない。商
品の生産や取引を抜きにして、商法や刑法を教育しても理解しにくいのと同じである。
(3)

著作権法よりも著作物： 前項の理由により、「著作」と来たら「著作権法」を真っ先に思

い浮かべるのではなく、「著作物」や「著作行為」を思い浮かべるべきである。著作権法は著作
物に関する文化の発展を支えるために存在する。取引契約と法律とを混同すべきではない。
「許可なく複製してはいけない」という法律の一般論があっても、「許諾契約をすれば複製でき
る」という特定の売り手と買い手との取引契約は可能である。
(4)

ISD 工程による教育・理解： 分析、設計、開発、実施、評価という ISD の工程は、著作

物の扱いを教育する場合の目次候補にもなる。なぜなら典型的な教材は著作物だからである。
(5)

分析段階： 構想を練るために類似の既存の著作物を調査することがある。その結果、

無意識に既存の著作物を無断複製してはならないが、一方、これらは合法的な複製の対象の
候補にもなる。
(6)

設計段階： 使用したい著作物を調査する。条件に応じて、既存教材を購入して使用

するのか、複製して教材に取り込むのか、使用や複製を回避するのかを決める。複製する場合
には複製許諾交渉をする。少量であれば無償で許諾されることは少なくない。複製許諾依頼状
の雛型を常備するとよい。「既存の著作物を複製したい」という願望は大切にすべきである。この
願望は購入による著者の利益や複製許諾交渉による自分の生産性向上の源泉となる。
(7)

開発段階： 許諾を得た既存著作物の複製、著作権法で認められている引用をしつつ、

それ以外の複製をしないようにして、自分の著作物の開発を進める。試験問題の内容には受験
者への秘密流出を防ぐ関係上、少量であれば事前の複製許諾交渉なしに、既存著作物の複
製ができる。このことは試験問題をさらに他人が無断で複製することを認めているわけではない。
著作物の著者は原則として、執筆の労力を費やした人であり、アイデアを提供した人や所属組
織ではない。ただし、会社や役所の事業として執筆する場合には、内規によって著者を法人名
とし、執筆した人物の氏名は著作物に記載しないことが多い。商品の取扱説明書がその例であ
る。学校においては場合による。
(8)

開発後： 自分が開発した著作物を出版したい場合には、出版社と交渉して複製権を

出版社へ許諾する。我が国では複製権のほかにそれを包含する著作権という言葉があるので
ややこしいが、複製権を他人に許諾しても著作権全部を著者が失うわけではない。著者はいつ
までも著者である。
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(9)

実施段階： 学校などには授業の時に、一時的な少量の複製を許諾契約なしに実施

することが認められている。このことを有効に活用すべきである。設計・開発の時に教材に組み
込む複製と、実施時の一時的な複製とは明確に区別する。
(10)

流通段階： 印刷製本は極めて専門的な業務なので説明は省略する。流通は目に見

えないことが多いが、次の事項がからむ複雑な活動である。
書店の顧客層や規模に応じて、配本の種類・量を絞り込むこと。流通会社が
ノウハウを蓄積している。図書館も顧客層のニーズ調査が重要である。ただ
し、国会図書館だけはすべての図書を収蔵する。
公正取引に関わる例外的な定価販売制度と古書などの自由価格販売。
成功報酬（いわゆる印税）か一括支払いか。前者は長期に渡る事務管理作業
が必要なのが難点であり、後者は売れ行きが予想外であれば著者または出版
社が落胆するという難点がある。
(11)

購入と使用： 書店で著作物を売買する行為は、本、お金、レシートがやりとりされるだ

けであるが、立派な取引契約である。取引契約によって客は使用権を得る。このことによって著
作物が読者の役に立ち、文化的な社会が形成されることになる。著作物を教育に用いるのも同
様である。
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3

e ラーニング実施についてのシステム考察

e ラーニングによる学習を実施するには、2 つのシステムが必要になる。それは、LMS
（Learning Management System）と呼ばれる学習管理システムとオーサリングツールと
呼ばれる e ラーニングコンテンツを作成のするためのツールである。ここでは、e ラーニン
グを実施するために必要なシステムについて考察を行う。

3.1

e ラーニングシステムの活用

LMS やオーサリングツールを選定する上で、目的や要望は非常に重要な選定要素である。
それぞれ多くの製品が存在し、機能もさまざまである。機能のみを重要視すると、導入し
たはよいが、使わない、使えないという状況になってしまう。
(1)

活用の目的

本プロジェクトでは、e ラーニングを活用していく上で、次の目的を意識した。
遠隔教育、e ラーニングをひとつの教育手段として考える。
e ラーニングにおける効果的な学習方法を模索する。
教員が実際に e ラーニングを実践していく。
(2)

活用の方針について

本プロジェクトにおける教育プログラム開発では、次の方針を基に e ラーニングの活用
に取り組んだ。
とにかく実行する。
教員が参加できる
実績をつくる
重要なことは、
e ラーニングの活用の中心となる教員たちが自分たちで e ラーニングコン
テンツの開発ができることを実感し、今後 e ラーニングを積極的に導入する気になった
ときに、いつでも本プロジェクトでの経験を活かして、e ラーニングに取り組める仕組
みと環境を作ることである。
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3.2

LMS の選定について

本プロジェクトにおいて、どのような観点でどのような LMS を選定したかを報告する。

3.2.1

要件の洗い出し

まず、LMS の要件の洗い出しから実施した。ここでは、運用面、機能面について、実際に
使用する教員からの要望をヒアリングした。
(1)

運用面の要件

運用面では、教員から、次の要望があがってきた。
システムについては、教員が管理する。
運用管理の工数を少なくしたい。
導入コストを低く抑えたい。
インターネットからも e ラーニングコンテンツにアクセスしたい。
同時に学習するのは、10 名程度でよい。
使用する学生や教員は、毎年変わる。
(2)

機能面の要件

機能面では、教員から、次の要望があがってきた。
e ラーニングコンテンツを扱うことができる。
テストの成績を確認したい。
すぐに導入して、使ってみたい。
アンケートを収集したい。
簡単に使える方が良い。
(3)

その他の要件

その他の要件として、次の要望があがってきた。
今後の導入もふまえ、低コストのサービスが望ましい。
システムの管理者は 1 名。コンテンツを作成するのは教員数名。
学科ごとに e ラーニングコンテンツや受講履歴を管理したい。
遠隔教育を実現したい。
動機付けを行いたい。
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3.2.2

サービスおよびシステム（LMS）の比較

教員からの要件を考慮し、サービス形態および利用 LMS システムの検討を進めた。すべて
の要件を満たせるものはなかったが、本プロジェクトの目的を実現できる可能性が高いも
のを選択することにした。
(1)

サービスについて

サービス形態としては、ASP サービスに決定した。選定理由は以下のとおりである。
運用の負荷を軽減する（教員は LMS の管理のみでよい）
。
学内導入に比べて、初期導入コストが低い。
学内導入に比べて、利用開始までの期間が短い。

(2)

LMS システムについて

LMS については、多種多様な製品が存在している。その中でも、導入が簡易なもの、多
機能なもの、企業に多く導入されているもの、大学に多く導入されているものという観
点で、次の 4 つの LMS を事前に選定し、その中から実際の製品を選定した。
Adobe Connect： Adobe
Total LMS：SumTotalSystems
Internet Navigware ：富士通
WebCT：Blackboard

結果的に導入する LMS としては、Adobe Connect に決定した。選定理由は以下のとおり
である。
トータルコストが低かった。
e ラーニング中心の機能だが、本プロジェクトの要望を十分満たす機能がある。
説明資料、マニュアルが充実していて、運用しながら管理方法を学ぶことが
できた。
オーサリングツールが使いやすい（3.4「Adobe Connect を使ったプレゼンテ
ーションの作成」および 4.2「e ラーニングコンテンツ作成のための研修」参
照）
。
コンテンツは SCORM 対応であり、将来もそのまま活用が可能である。
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3.3

オーサリングツールの選定について

本プロジェクトにおいて、どのような観点でオーサリングツールを選定したかを報告する。
3.3.1

要件の洗い出し

オーサリングツールの選定にあたっては、本プロジェクトのみならず、今後の学内におけ
る e ラーニングの推進に関して重要なポイントである。
(1)

プロジェクト目的からの要件

プロジェクトの目的から、次のような要望があがってきた。
コンテンツを作成するにあたって、高度なスキルを必要としない。
クイズの作成ができる。
作成後のコンテンツが、本プロジェクト以外でも活用できる。
(2)

教員からの要件

教員からは、次のような要望があがってきた。
アニメーションや音声、ビデオを使って作成したい。
あまり時間を掛けずに作成したい。
学生が興味を持てるようなコンテンツを作成したい。
(3)

その他の要件

その他の要件として、次のような要望があがってきた。
遠隔教育を推進できるようなコンテンツを作成する。
リハビリテーションの現場をイメージ化できるようなコンテンツを作成する。

3.3.2

オーサリングツールの比較

あがってきた要件を考慮し、オーサリングツールの検討を進めた。すべての要件を満た
せるものはなかったが、よりプロジェクトの目的を実現できるものを選択することにな
った。
(1)

製品の比較について

以下のオーサリングツールから選定を行った。
Adobe Connect： Adobe
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Articulate Presenter：Articulate
ToolBook：SumTotalsystems

各オーサリングツールの特徴は以下の通りである。
製品名

特徴

Adobe Connect

PowerPoint から簡単に e ラーニングコンテンツの形式に変換できる。

Articulate

PowerPoint から簡単に e ラーニングコンテンツの形式に変換できる。

ToolBook

e ラーニングコンテンツ作成向けのオーサリングツール。簡易なもの
から、複雑なものまで作成する機能を有する。

オーサリングツールは簡易的なものから高度なものまで多種存在するが、教員が身近に
感じられるツールの選定をいちばんの要件とした。特に、そのオーサリングツールで作
成をするのではなく、普段から使用している PowerPoint で e ラーニングコンテンツのベ
ースを作成でき、そこから簡単にコンテンツに変換できるものを選定していくことにし
た。

結果的にオーサリングツールとしては、Adobe Connect に決定した。選定理由は以下のと
おりである。
PowerPoint をしっかりと作成すれば、簡単にコンテンツが作成できる。
PowerPoint のアニメーションを変換した際の品質が高い。
クイズのテンプレートの種類が豊富である。
LMS システムとの親和性がよい
SCORM1.2 に対応している。
作成したコンテンツを PC 単体で動作させることができる。
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4

CRI 技法およびツールの使用

リハビリテーション技術と知識の習得を達成するために必要な技術と知識の分析とそれら
の習得を行うための教材開発を、CRI 技法を使って行った。CRI 技法による分析を基に e
ラーニングコンテンツの設計と開発を実施した。この章では、CRI 技法を使った e ラーニ
ングコンテンツの開発プロセスと開発を行うために使用したツールの研修概要について報
告する。
最初に CRI 技法によるリハビリテーション技術と知識の分析と設計について報告した後に、
本プロジェクトの教材開発を担当したで使用した開発ツールの研修概要について報告する。

4.1

CRI 技法による e ラーニングコンテンツ開発

ここでは、CRI 技法の概要について報告する。

4.1.1

CRI 技法の概要

CRI 技法は、教育の効果と効率を高めていく教育方法論である ID（Instructional Design：
インストラクショナルデザイン）のひとつである。CRI 技法は、米国アイオア大学のロバ
ート・メイガー博士が考案した教育研修技法のひとつであり、学習主導型そして結果志向
型の教育手法を指している。CRI は、Criterion Referenced Instruction（基準達成型研修）
の略であり、ここでいう基準というのは、何かができるとか、到達したなどの判定基準を
意味する。ある基準を達成するために必要なスキルをまとめてひとつの学習モジュールを
構成する。それぞれのモジュールには、達成すべき目標が記述されている。
CRI 技法もインストラクショナルデザインと同様に、基本的に分析・設計・開発・実施・
評価・改善のフェーズを経た研修の開発を行う。これらのプロセスで実施される CRI の特
徴ともいうべき項目である学習目標、学習内容、実習、講師の役割、テストについて、そ
の内容を説明する。

(1)

学習目標

研修の目的は、受講者の「現在の」パフォーマンスと今後「期待される」パフォーマン
スとの差を埋めることにある。学習目標は、研修というスキルを修得する場において、
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研修修了後に到達すべき行動について記述する。この場合の行動は、業務行動そのもの
を記述するが、必要に応じてあるスキルや知識の達成度合いを記述する場合もある。業
務遂行に必須となるスキルまたは共通スキルを扱う学習目標もあり得る。しかし、その
場合でも学習目標の記述は観察できる形式で表現する。

(2)

学習内容

学習内容の設計では、常に学習目標を基準として、現在の受講対象者が必要なスキルを、
受講者が最も理解しやすい順序に配列（階層化）する。CRI の分析フェーズにおいて、
学習目標の達成に必要なスキルを抽出し、それらのスキル間の従属関係に従って階層化
するステップがある。階層化された階層図は、受講者が修得すべきスキル間の関係を示
している。これは、下位のスキルができるようになって初めて上位のスキルを修得する
ことができる関係を示している。この階層化作業を通してこそ論理的な学習内容の設計
が可能となる。
このようにして学習内容を現実の世界で求められるスキルと合致させることができる。

(3)

実習

実習は、学習目標を達成する上で重要であり、また不可欠な学習活動である。学習目標
に記述されたスキルを習得するためには、実際にそれのスキルと習得するための活動を
実施する必要がある。また、実習には、スキルの習得を行う活動が正しく行われている
かどうかを判断するためのフィードバックが必要である。このフィードバックを実習の
設計に取り込まないで行うと、受講者の実習は意図しない方向に進むことも考えられる。
CRI 型コースは基本的に個々の受講者の学習能力や事前保有スキルに応じた個別学習
（前述したコーチング付き）の形態を取り、受講者は、自分にとって未知の知識やスキ
ルにのみ集中して学習することができる。既知の知識や既得のスキルを再学習する必要
はなく、自分ができる学習単位（CRI ではモジュールという）はスキップすることが可
能である。もちろん、その際にはモジュールの目標が求めるパフォーマンスをインスト
ラクター（CRI では、コースマネージャと呼称する）にデモして証明する必要がある。
学習開始時刻や休憩時間、昼食時間、その日の学習終了時間も受講者が進捗ガイドライ
ンを基に自分の意志で決めることができる。
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(4)

講師の役割

CRI においては、講師は重要な役割を演じることになる。対面教育では、講師は決めら
れた時間内に情報を提供する立場にある。しかし、CRI の講師の役割は、受講者の学習
を手助けすることである。CRI 技法では、受講者主導の学習が設計されているため、学
習上の障害をできる限り早く取り除く必要がある。学習設計の中には、テキストを使用
したり、ビデオを見たり、またはグループ学習を取り入れたりする学習方法を組み合わ
せた学習設計がされている。受講生がそれらの学習を進め中で、講師はあくまでも受講
者のサポート的な立場であり、講師は完全なコーチングスキルを発揮することになる。

(5)

スキルチェック

CRI 技法では、スキルチェック（CRI ではテストのことをスキルチェックと呼ぶ）で設
定する合格基準は、研修成果を保証するために、あくまでも学習目標の達成基準と完全
に合致している。これは、学習目標で記述されている到達基準は現実世界の業務の基準
を反映しているためである。CRI 型コースではテストをふるい落とすための手段として
は使わない。
もし、受講者が不合格、すなわち未だ学習目標の到達基準に達成していないことが観察
された、または評価された場合、スキルギャップは何で、なぜそのスキルギャップが埋
まらなかったのかを分析する。講師は分析結果に応じたピンポイントのフィードバック
を直ちに与え、受講者の学習の手助けを行う。
テストのフィードバックが有効に働くための条件は、テスト結果がテスト修了後直ちに
受講者に知らされることである。受講者はその場で自分のスキルを修正したあと、十分
な実習を通して再度スキルチェックに挑戦することになる。もし、テスト修了後のリア
ルタイムのフィードバックがかからない場合、正しい修正がなされないまま、次の学習
活動に入ってしまうこともありうる。ただ、実際には CRI 型コースにおいては、テスト
（スキルチェック）にパスしなければ次の学習単位（モジュール）に進めない仕組みに
なっている。

(6)

コース参加の意義

コースに参加する意義は、研修を通して、対象となる分野のハイパフォーマンスを保証
することである。実際には、期待されるスキルを修得し、自分で主体的に考えて行動す
る。しかし、コースに参加する意義のもうひとつには、学習目標を達成するだけでなく、
学習のモチベーションを最大に上げかつ保持することがある。
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4.1.2

CRI 技法と e ラーニング

インストラクショナルデザインが日本で注目を集め始めたのは、e ラーニングが教育手段の
ひとつとして導入された 2000 以降である（『詳説インストラクショナルデザイン』鈴木
2004）
。CRI 技法は、戦後すでに米国で教育技法の基盤が出来上がっていたインストラクシ
ョナルデザインを背景として、1970 年代に米国で開発されている。
e ラーニングコンテンツの開発に CRI 技法が取り入れられた背景には、e ラーニングが持つ
自己学習性の勉強方法など CRI の受講者主体の学習方法と愛称がよかったことによるもの
と思う。また、CRI の特徴である学習者をメインにおいてその人たちの自律的な学習を後
押しする手法は、e ラーニングにとっても重要な要素になってくるはずである。CRI 技法に
基づく研修で e ラーニングによる学習の特徴としてもあげられる内容を次に記述する。

(1)

事前にコースガイドが提供される

コースガイドが事前に提供され、受講者が受ける内容を事前に把握することができる。
このコースガイドには、コースの目的、コース修了後に到達すべき最終目標（パフォー
マンス目標）、コースの学習単位（モジュール）
、コースマップ、個々のモジュールの目
標とお互いの関係などが含まれている。コースガイドには学習開始ポイントや学習内容
に対応した最適な学習パスが示されており、受講者は自分の判断で学習するモジュール
の順序を選ぶことができる。

(2)

自分のペースで行う学習

学習に必要なすべてのインストラクションや実習設備、さらにはスキルチェックやその
フィードバックである自己評価シートなどは、受講者のコントロールの範囲内にあり、
自分の学習スケジュールのなかでコースマップに従って自由にモジュールを選択するこ
とができる。CRI 型研修では、基本的に個別学習のスタイルを取る。
受講者は進捗日程ガイドを活用することにより、指定された必修モジュールを設定され
ているコース期間内で計画的に学習することが可能である。受講者は自分で立てたスケ
ジュールの中で自由に学習ペースを設定することができる。

(3)

モジュールのスキップが可能

受講者は、モジュールの最初のページに記述されている目標とスキルチェックを読んで、
「自分は既にこの目標に到達している」と判断したならば、そのモジュールをスキップ
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することができる。受講者は、コースマネージャにスキルチェックを受ける旨を申告し、
コースマネージャは受講者に対して質問を行い、スキルチェック受験の可否を判断する。

(4)

学習リソースは受講者がコントロール

受講者は自分のペースで学習リソース（教材、実習機器、手順書、業務マニュアル、ロ
ールプレイシナリオ、ビデオ、CD-ROM 教材、e ラーニング、その他関連資料や教材な
ど）を自由に利用して最大の学習効果をあげることができる。受講者はモジュールテキ
ストに記述されているインストラクションに従って最適なタイミングと受講者の学習特
性に応じて使用することができる。

(5)

自信がつくまで実習を継続

実習の目的は、目標達成に必要なスキルを磨くことである。実習の内容はモジュールの
目標が求めることそのものを練習する。受講者にとっては、実際に仕事しているような
感覚を持ち、研修であることを忘れることすらある。
CRI の実習では、コースマネージャの的確なフィードバックの下に自信がつくまで何度
でも行うことができる。要するに講師が主体ではなく、受講者が主体的に学習をすすめ、
講師（コースマネージャ）はあくまでもコーチに徹するというものとなる。

(6)

自分で決めるスキルチェックのタイミング

自信がつくまで実習を行った後は、自分でスキルチェックを受けるタイミングを決める
ことができる。勿論、実機など数に制限を伴うスキルチェックの場合には事前に自分の
都合がいい枠内で予約を取る。また、知識を問うスキルチェックの場合には自分で評価
し、コースマネージャに最終的な判定を依頼する。
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4.2

e ラーニングコンテンツ作成のための研修

ここでは、CRI 技法に基づいて作成する e ラーニングコンテンツの作成者に対して実施し
たコンテンツ作成のツールの使用研修の内容について報告する。研修は e ラーニングコン
テンツの作成者を中心に以下の内容について実施した。
(7)

e ラーニングコンテンツの作成における基礎知識

(8)

PowerPoint を使った e ラーニングコンテンツの作成

(9)

音声とアニメーションの作成

(10)

クイズの作成

写真 4-1 ツール使用研修の風景

次に、ツール使用の研修内容について詳しく報告する。
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4.2.1

e ラーニングコンテンツの作成における基礎知識

本プロジェクトで使用した PowerPoint の操作説明に先立って、e ラーニングコンテンツを
作成する上で知っておく必要がある基本的な知識について研修が行われた。ここでは、e ラ
ーニングコンテンツ作成研修で行われた基礎知識の説明内容について報告する。

4.2.1.1

eラーニングコンテンツを作成する際の留意点

e ラーニングコンテンツを作成するときには、具体的な作成手法以前にまず次の点に留意す
る必要がある。
自己学習である
学習する上での情報は e ラーニングコンテンツのみ
集中できる学習継続時間は 15 分程度
考えすぎない
e ラーニングコンテンツの作成に正解はない
他の e ラーニングコンテンツを参考に、アイデアを増やす
作るのは難しくない
PowerPoint を使えれば、面白いコンテンツを作れる
著作権
コピー表現やキャラクタなどの使用は厳禁
著作権があるものの使用は許諾が必要
次に、PowerPoint で e ラーニングコンテンツを作成する際に考慮する具体的なポイントに
ついて記述する。

4.2.1.2

文字のビジュアル化

e ラーニングコンテンツにおいて、見栄えをよくしたり、わかりやすくする方法はいくつか
ある。たとえば、デジカメで撮った写真や、伝達内容をイメージするイラスト、数値の関
係をわかりやすく表示したグラフなどのオブジェクトを使うことである。しかし、最も基
本的なオブジェクトは文字である。
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e ラーニングコンテンツに使用する文字のサイズや色、フォントの種類、行間、インデント
などの要素を工夫するだけで、図やイラストなどに負けない表現が可能である。
文字（フォント）の大きさ
文字（フォント）の大きさの違いによって、どれだけ印象が違うかを次の図
に示す。

図 4-1 文字（フォント）の大きさと文章の見易さ

図 4-1 の左の表示は、文章がすべて同じ大きさのフォントで記述されている場
合である。ひと目見た感じで、かなり読みづらい印象を受ける。
一方、図 4-1 の右側の表示は文章の見出し部分のフォントを変更したものであ
る。図の左の文章よりも少し見やすくなっている。これは、文字として判読
する前に情報のまとまりをブロックとして感覚的に認識しているので、読み
やすくなっていると考えられる。
文字（フォント）の色
フォントの色の違いによっても、記述されている文章に対する印象が異なる。
図 4-2 は、同じ文章を上段と下段で文字の色を変更したものである。
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図 4-2 文字の色と文章の見易さ

上段の文字はすべて同じ色で表示したもので、下段の文字は見出し以外の色
味を少し落としてグレーにしたものである。見出しの色が色調的に強いので
浮き上がっているような効果が得られる。これにより、見出しを強調するこ
とができる。
文字（フォント）の行間
次に文字（フォント）の行間の違いによって、どれだけ印象が違うか見てみ
る。次の図は、左と右で文章の行間を変えたものである。左の文章の行間が
詰まって、読みづらい印象を受けるが、右側の文章は行間が適当に空いてい
るため読みやすさを感じる。
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図 4-3 文字（フォント）の行間と文章の見易さ

インデント（字下げ）
次に、インデントによって、どれだけ文章の印象が違うか見てみる。

図 4-4 インデントと文章の見易さ

図 4-4 は同じ文章に対してインデントを使用した場合と使用しない場合の表
示サンプルである。図の右側の表示がインデントを適用した場合である。見
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出し以外にインデントを適用することにより、見出しが強調された効果があ
り文章自体の構成がわかりやすくなっている。
文字（フォント）の種類
次の図は、フォントの種類の違いによって、印象の違いを表現した例である。

図 4-5 フォントの種類と文章の見易さ

図の左側がすべて MS ゴシックというフォントで表示した場合であり、右側
は見出しが MS ゴシックで文章が MS 明朝で表示した場合である。見出しが
ゴシック体で文章が明朝体という手法は、書籍や新聞など印刷物の文章の場
合によく使われる手法である。明朝体に比べ、ゴシック体のほうが印象的に
強く、見出しに適しているといえる。
左の表示のように見出しと文章をすべてゴシック体にしてしまうとメリハリ
がなくなり、うるさい感じになってしまう。
フォントには、日本語フォントと欧文フォントがあり、Windows にデフォル
トでインストールされているフォントで代表的な日本語フォントは MS ゴシ
ックと MS 明朝である。市販されているフォントを使用したファイルを作成
したパソコン以外で閲覧するときには注意が必要である。閲覧に使用するパ
ソコンに該当フォントがインストールされていない場合は、デフォルトのフ
ォントに代替されるため、レイアウトが崩れてしまうなどの現象が起こる可
能性がある。
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プロポーショナルフォントと通常のフォント
プロポーショナルフォントとは、それぞれ文字により文字の幅が違うフォン
トのことである。代表的なプロポーショナルフォントは、MS P ゴシックや
MS P 明朝などです。
MS P の P がプロポーショナルを表している。
また、
Arial
や Times New Roman などの欧文フォントはほとんどがプロポーショナルフ
ォントである。
通常フォントとは、文字の幅がすべて同じフォントのことである。たとえば
MS ゴシックや MS 明朝などである。
図 4-6 の上のアルファベットと下のアルファベットは同じフォントサイズで
あるが、上のアルファベットは、プロポーショナルフォントで、下のアルフ
ァベットは通常のフォントで表記されている。
サンプルの「i」というアルファベットの場合、MS P ゴシックでは幅が狭く
表示されているが、MS ゴシックでは他のアルファベットと同様に同じ幅で表
示されていることがわかる。

図 4-6 プロポーショナルフォントと通常のフォント
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文章作成時の注意点
ひとつの文章を簡潔に
ひとつの文章が長く複雑だと、主語、述語、修飾語の関係がわかり
づらくなる。
受講対象者を考える
受講する人を考えて、コンテンツ内に使用する言葉には吟味が必要
である。受講対象者のレベルを考え、難しすぎる漢字や用語は控え
る。
用語の統一
用語の表記がゆれないようにする。
例：「ウィンドウズ」「Windows」、「貸借対照表」「バランスシ
ート」「Balance Sheet」
漢字の使用率は 30%〜40%を目安に
漢字が多すぎても、少なすぎてもわかりづらくなる。

4.2.1.3

ビジュアル化の基本

情報を正確に伝えるためには、デザインを美しくしなければならないというわけではない。
しかし、文字や図などの配置が煩雑であると、伝達内容のポイントがわかりづらく、意図
した情報が伝わらなくなる。伝達者（e ラーニングコンテンツの作成者）は、伝えたい内容
をわかりやすく表示する必要がある。情報伝達においては、文章でないと伝達できない点
や図やイラストを使用したほうが容易に伝達できることがあるので、両者のコンビネーシ
ョンで e ラーニングコンテンツのレイアウトを決定する必要がある。
目線の動き
もともと日本語は縦書きが基本であった。現在でも国語の教科書や新聞など
ではいまだに縦書きが使われている。しかし最近は、横書きが主流になって
きている。特にワープロやインターネットの分野では、横書きが主流である。
目線の動きは、縦書きと横書きで違う。縦書きの場合は右上から左下へとい
う目の動きであるが、横書きの場合は左上から右下という動きになる。e ラー
ニングの分野では横書きが主流なので、左上から右下へ目線が流れていくと
いう大原則を守らなければならない（図 4-7 参照）
。この目線の動きを考える
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と、いちばん重要な情報または最初に見て欲しい情報は左上に配置する必要
がある。

図 4-7 目線の動き

コンテンツのレイアウト
文章かビジュアルどちらを中心にするかによって、レイアウトの検討が必要
である（図 4-8 参照）
。

図 4-8 レイアウト例
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コンテンツのコンセプトにより、表現方法やレイアウトを変える必要がある。
図の左上のレイアウトは、文章を主として読ませる方法の場合である。図の
右上のレイアウトは、文章を主としながらも、ビジュアルで補足する場合で
ある。図の左下のレイアウトは、ビジュアルを主とし、文章で補足する場合
である。図の右下のレイアウトは、同じくビジュアルを主としながらも、ビ
ジュアルごとに文章で補足する場合である。
これらは、あくまでサンプルであり、どのようなレイアウトにしても、コン
テンツ作成においては、左上から右下へという原則を守ることが必要である。
コンテンツのレイアウトサンプル
図 4-9 は、文章と図を組み合わせたコンテンツサンプルである。

図 4-9 コンテンツサンプル

コンテンツのレイアウトコンセプトの決定
e ラーニングコンテンツを制作する際に、どのようなレイアウトコンセプトに
するのかによって、作成時の表現方法が異なる。文章主体でいくのか、それ
とも図やイラストを中心にしてくのかなど決定する必要がある。また、e ラー
ニングコンテンツの学習内容や受講対象者、製作期間、製作スタッフなどの
要因を考えて、音声やアニメーションを貼り付けるのかなどを決める必要が
ある。
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4.2.1.4

ビジュアルオブジェクト

魅力的なコンテンツを制作する場合、イラストや図などを効果的に使う方法が考えられる。ここでは
どのようなビジュアルオブジェクトがあり、それぞれの特徴を整理する。
図
図は、ひと目で全体・要素・関係がわかり、文章ではビジュアル化できない
ものを記述する特性を持っている。論理図解はセンスを必要するイラストと
は違い、考え方や手順などの論理を構図にするものなので、努力すれば誰に
でも作成できる。
PowerPoint など Microsoft Office 製品は、オートシェイプという図を作成す
る機能がある。オートシェイプを使いこなせることができれば、優れた図を
作る手助けになる。
図には、次の特徴がある。
一目瞭然、すばやく伝わる
理解しやすい
説得力が高まる
イラストと違い、図は誰にでも描ける

写真
写真は、現実世界をそのまま映し出している。そのため、事実を伝えるとい
った点では最適であり、文章にはない説得力がある。デジカメが当たり前の
ように普及しているので、写真データの制作自体は非常に簡単になっている。
しかし、見る人は写真の構図や意図しない被写体にも目がいくので、細やか
な表現に決して適しているとは言えない。また、被写体の許可を得ずに、撮
影してしまうと問題が起きるので、写真を使用する場合には十分な注意が必
要である。
写真には、次の特徴がある。
真実がわかる
具体的で説得力がある
大量の情報を一瞬で伝えられる。
デジカメなどで手軽に制作できる
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ビデオ
ビデオは、写真と同様、現実世界をそのまま映し出している。しかも、動画
なので、写真よりも膨大な情報を伝えることができる。また、音声を含める
ことができるので、対象とした場の状況や雰囲気も伝えることが可能であり、
さらに時間ごとの状況の変化も伝えることができる。
しかし、意図した状況を作り出すには、かなりの前準備が必要である。たと
えば、複数の人物が登場するシーンを意図通りに撮影するためには、リハー
サルを行う必要がある。また写真と同様、被写体の撮影許可が必要である。
さらに、e ラーニングコンテンツとして配信する場合には、データ量が大きく
なるため、データを送信する回線なども考慮しなければならない。
ビデオには、次の特徴がある。
大量の情報を伝えられる
場の状況や雰囲気も表現可能
時間の流れも表現可能
イラスト
イラストは、意図した情報のみを効果的に伝えることができる表現手法であ
る。図 4- の「イラストの例 1」は DVD レコーダーの取扱説明書の中に使用
されているイラストである。どの線をどこに接続するかという説明をする際
に、写真を使用してしまうと他の端子なども映し出されているので、どこに
さしていいか迷ってしまう可能性がある。
そこで対象となる部分をイラスト化し、伝えたい情報のみにデフォルメした
のが、
「イラストの例 1」である。

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発

154

「ＩＤ手法を用いたリハビリテーションの e ラーニング教材開発および遠隔教育のプログラム開発」プロジェクト

図 4-10 イラスト例
「イラストの例 2」は写真でも同じような効果が得られそうな感じだが、
現実にはありえない状況や写真撮影はできない場合にイラスト化する。
PowerPoint にはクリップアートと呼ばれるフリーのイラスト集がある。また、
フリーの素材集も発売されているので、有効に使って意図した表現をするこ
とが可能である。

4.2.1.5

カラーリング

紙媒体でカラー表示するとコストがかかるが、e ラーニングコンテンツの場合はコストもかからず容易
にカラーリングを実現するころが可能である。しかし、色のルールを無視して、ただ単に色を使うと、
かえって見づらいコンテンツになることがある。そこで次に、色のルールについて見てみる。

カラーリングの役割
カラーリングには、機能的な役割とイメージ的な役割の 2 つが考えられる。
機能的な役割とは、区分け、グルーピング、強調といった効果のことである。
イメージ的な役割とは、演出、統一といった効果が考えられる。次に、それ
ぞれの例を見てみるが、残念ながら本報告書はカラー印刷ではないので、色
に関する説明で分かりにくいところがあるかもしれない。
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機能的な役割
機能的な役割の区分けとグルーピングの例を図 4-11 に示す。

図 4-11 色と能的な役割

図の右下にある 4 つの楕円形を異なる色で区別することで、この図には 4 つ
のパターンがあることを無意識に訴えている。また、グルーピングという役
割として、楕円とその説明が同じであるという意図で、楕円と説明の枠をそ
れぞれ同じ色にしている。
図 4-12 の「強調」の色を変えることにより、そこを強調しているということ
を伝える。これが、機能的役割の強調ということになる。

図 4-12 色と強調
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イメージ的な役割
図 4-13 に見られる 2 つのオブジェクト（左がピンク、右が黒）のどちらのほ
うが、女性情報誌のイメージに合う色だろうか？

図 4-13 色によるイメージの違い
やはり、左のピンクのほうが、女性情報誌っぽいということになる。では、
さらにこのピンクの表紙の女性情報誌は、どの世代を対象とした女性誌だろ
うか。たぶん、10 代から 20 代前半を対象としていると考えても問題ないだろ
う。これが、色を使った演出効果であり、色のイメージ的な役割ということ
になる。
色の選択
色を選択する際には、色相（色の違い）と色調（濃さの違い）という 2 つの
軸が基本となる（図 4-14 参照）
。
図の左が色相を表現し、右側が色調を表現している。
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図 4-14 色相（色の違い）と色調（濃さの違い）

色相（色の違い）として典型的なのが、補色関係である。色相の輪の対称同
士の色が、最も色が異なる関係ということになる。
2 つのオブジェクトに対して、異なる意味合いを持たせたい場合は、色相の違
いを使い、同じグループだが、少し違いを持たせたい場合は色調の違いを使
うという方法がよい。
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4.2.2

PowerPoint を使った e ラーニングコンテンツの作成

限られた時間での e ラーニングコンテンツの開発ということもあり、Adobe Presenter（3
章の「Adobe Connect を使ったプレゼンテーションの作成」参照）と e ラーニングコンテ
ンツ作成者に比較的なじみのある PowerPoint を開発ツールとして使用した。Adobe
Presenter の機能は、PowerPoint の[Adobe Presenter]メニューからアクセスできるので、
Adobe Presenter 自体を取り扱ったことのない e ラーニングコンテンツ作成者であっても、
短時間でその機能と操作を習得することが可能である。
ここでは、PowerPoint に関わる概要について説明する。もし、細かい点について知りたい場合は、
PowerPoint の機能を紹介している書籍を参照していただきたい。PowerPoint は、使い方をきち
んとマスターすると、強力なコンテンツ制作ソフトになる。
では、e ラーニングコンテンツを意識した PowerPoint の使い方を説明する。

4.2.2.1 PowerPoint
スライドタイトルの重要性
図 4-15 は PowerPoint で作成したプレゼンテーションファイルを Adobe
Connect に変換したものである。

図 4-15 プレゼンテーションファイルのサンプル
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図 4-

の右下に表示されている「目次」は、PowerPoint のスライドタイトル

から自動的に作成される目次部分である。目次に変換される「スライドタイ
トル」は、図 4-15 の上部に「スライドタイトル」と記述されているものであ
る。e ラーニングで学習しやすくするには、きちんと目次を作成することが必
要なので、PowerPoint のスライドタイトルをしっかりとつけることが重要に
なる。
PowerPoint のスライドレイアウト
PowerPoint のスライドレイアウトは、
図 4-16 に示す種類が用意されている。

図 4-16 スライドレイアウト

また、PowerPoint には、デザインテンプレートが用意されている。デザイン
テンプレートの中から、作成するコンテンツのイメージに合うテンプレート
を選択し利用することも可能である。しかし、この中に適したテンプレート
がない場合には、オリジナルのテンプレートを作成することも可能である。
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図 4-17 スライドのデザインテンプレート

4.2.2.2 デジタルデータ
ここでは、デジタルデータの種類について説明する。
静止画のデジタルデータ
静止画のデジタルデータには、図 4-18 に示すように「ラスターデータ」と「ベ
クトルデータ」の 2 種類があり、それぞれ図に示すようなファイルがある。
以下に、ラスターデータの特徴を紹介する。
GIF
•

256 色に変換して圧縮

•

透過部分を作成することが可能

•

アニメーションも表現可能

•

インターネット標準規格

JPEG
•

1677 万色表現可能

•

圧縮可能

•

インターネット標準規格

•

透過表現不可能

•

アニメーション表現不可能

BMP
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•

1677 万色表現可能

•

Windows 標準規格

•

インターネット非標

•

圧縮不可能

•

透過表現不可能

•

アニメーション表現不可能

PNG
•

次世代のインターネット標準規格

•

248 色表現可能

•

圧縮劣化なし

•

透過表現可能

•

対応アプリケーション十分でない

図 4-18 静止画像の種類

次に、ベクトルデータの特徴を紹介する。
EPS
•

ベクトルデータの標準フォーマット

•

印刷業界などに広く用いられている
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AI
業界標準ソフト Adobe Illustrator の標準フォーマット

•

WMF
Windows 創世記からのベクトルデータ規格

•

EMF
WMF を拡張したベクトルデータ規格 Enhanced windows

•

Meta File の略

動画のデジタルデータの種類
動画のデジタルデータのいくつかを次の図に示す。

図 4-19 動画のデジタルデータの種類

それぞれのデジタルデータの特徴を次に示す。
MPEG1
•

標準動画フォーマットのひとつ

•

画質は VHS 並み

•

Motion JPEG の略

•

CD-ROM 向き
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MPEG2
•

MPEG1 からの発展系

•

DVD 並みの画質

•

DVD 向き（※圧縮技法も発達したが、画質がよい分、必要
容量も MPEG1 より大きい）

MPEG4
•

MPEG 技術を携帯用へ

•

画質は低画質

•

携帯など低通信帯域向き

•

Windows 上で動画を再生するために Microsoft が開発した

AVI
フォーマット
•

ローカル向き（※ネット配信向きではない）

WMV
•

ネットワーク配信を前提に設計（※ネットワークの負担を抑
えるためにはストリーミングサーバが必要）

•

Windows の標準フォーマット

•

再生には Windows Media Player が必要（
（※Windows に標
準装備）

QuickTime
•

Apple 社が開発フォーマット

•

Mac では広く普及

•

ストリーミングにも対応

•

再生には Quick Time Player が必要

RealVideo
•

RealNetworks 社が開発

•

ストリーミングに対応

•

再生には RealPlayer が必要

Flash
•

Adobe 社（Macromedia 社）が開発
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•

全世界の 98%の PC（Win、Mac、Linux 含む）にインスト
ール

•

Web 上でアニメーションや音声を組み合わせたリッチなコ
ンテンツを作成する際の最も強力なツール

•

再生には Flash Player が必要

FlashVideo
•

Adobe 社（Macromedia 社）が開発

•

Flash と Video 素材の親和性を高くするために開発

音声デジタルデータの種類
それぞれのデジタルデータの特徴を次に示す。
WAV
•

Windows の標準音声フォーマット

•

無圧縮の場合、データの編集が可能

•

音声編集のソフトも充実

•

データ容量が大きい

MP3
•

MPEG1 の音声圧縮技術を使用した圧縮技術

•

WAV に比較すると、1/10 程度の容量に圧縮することが可能

•

音質的にも CD 並み

•

編集が行えるツールはかなり少ない

コンテンツ制作の流れ
e ラーニングコンテンツ制作には、次に示すように複数の制作者が関わる。
シナリオ制作
素材制作
ナレーション
オーサリング
それぞれの担当者の役割と関係を図 4-20 に示す。
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図 4-20 e ラーニングコンテンツ制作体制

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発

166

「ＩＤ手法を用いたリハビリテーションの e ラーニング教材開発および遠隔教育のプログラム開発」プロジェクト

4.2.3

音声とアニメーションの作成

以下に e ラーニングコンテンツに取り込む音声とアニメーションの作成について、説明す
る。

4.2.3.1 ナレーション
ナレーションの録音においては、次のことに注意してナレーターを選択する必要がある。
ナレーターに求められる資質
表現の豊かさ
適度な声の音程
わかりやすいアクセント
一定レベル以上の経験
ボリュームは一定レベルに維持する
はっきりと正確に話す
ナレーションの録音では、雑音のない環境で録音し、慣れないうちは録音する長さを短く
することに注意する。
録音したナレーションは、PowerPoint または Adobe Connect に取り込み、アニメーショ
ンと同期させる必要がある。録音したナレーションを PowerPoint または Adobe Connect
に取り込みアニメーションと同期させる流れを以下に示す。
PowerPoint への直接取り込み
パソコンにマイクを接続して、スライドに含める音声を録音する
[スライドショー]の[ナレーション録音]を選択する
録音音質の設定を必要に応じて変更し[OK]をクリック
その後指示に従がい録音する
Adobe Connect への直接取り込み
対象の PowerPoint から[Adobe Presenter]→[オーディオの録音]を
選択する
[マイクの録音レベルの設定]ダイアログボックスの指示に従ってマ
イクを最適化する
[オーディオの録音]をクリックして録音を始める
このとき、アニメーションのタイミングもいっしょ設定する。
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4.2.3.2

アニメーション
アニメーションの種類
アニメーションの種類には次の 3 パターンがある。作成しているオブジェク
トとそれに対するイメージにより、適切なパターンを選択する必要がある。
それぞれのパターンを選択するためには、次の手順で行う。
（1） PowerPoint のスライド上のオブジェクトを選択する。
（2） [スライドショー]→[アニメーションの設定]を選択する。
（3） PowerPoint のスライドの右側に表示される[アニメーションの設定]
メニューから[効果の追加]を選択する。
（4） [開始][強調][終了]の 3 つのパターンが表示されるので、それぞれの項
目から目的に合ったパターンを選択する（画像 4-1）
。

画像 4-1 アニメーションのパターン

開始パターン：スライド上に表示されていない状態から、オブジェ
クトを表示するパターンで、次の図に示すパターンが存在する。

注 記 ： こ こで 説 明 に使 用 し てい る 画 面は 、 Windows XP の ク ラ シ ッ ク 表 示 上の
PowerPoint2003 である。
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図 4-21 オブジェクトの開始パターン

強調パターン：既にスライド上に表示されているオブジェクトをさ
らに変化させるパターンで、次の図に示すパターンが存在する。

図 4-22 オブジェクトの強調パターン

終了パターン：既にスライド上に表示されているオブジェクトを非
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表示にするパターンで、次の図に示すパターンが存在する。

図 4-23 オブジェクトの終了パターン

アニメーションの軌道
PowerPoint のスライド上のオブジェクトを次の手順で移動させることがで
きる。
（1） PowerPoint のスライド上のオブジェクトを選択する。
（2） [スライドショー]→[アニメーションの設定]→[効果の追加]→[アニメ
ーションの軌跡]を選択する。
（3） アニメーションの軌跡が表示されるので、その中から必要なものを選
択する。
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画像 4-2 アニメーションの軌道

（4） [その他のアニメーションの軌跡]を選択すると、次の図に見られるよ
うな軌跡のパターンを選択することができる。

図 4-24 その他のアニメーションの軌跡
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アニメーションの開始
PowerPoint のスライドの右側に表示される[アニメーションの設定] メニュ
ーから次のアニメーションの開始タイミングを選択する。
クリック時：マウスをクリックしたときに、そのアニメーションが
動く。また、その後に設定されたアニメーションと動作を切り分け
る役目もある。Adobe Presenter で音声とアニメーションの同期を設
定する場合には、
「クリック時」設定のアニメーションが同期タイミ
ングとなる。
直前の動作と同時：その前に設定されたアニメーションと同じタイ
ミングで開始させる場合に使う。この設定を使うことにより、複雑
なアニメーションを表現できる。
直前の動作の後：その前に設定されたアニメーションから自動で該
当アニメーションを開始させる場合に使う。

画像 4-3 アニメーションの開始の選択
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アニメーションの効果
PowerPoint のスライドの右側に表示される[アニメーションの設定] メニュ
ーのアニメーションの効果項目を右クリックする。表示された項目から[効果
のオプションを選択する。

画像 4-4 アニメーションの効果項目

画像 4-5 効果のオプション

[効果のオプション]を選択すると次の画像が表示されるので、目的に応じて次
の設定を行う。
設定
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•

滑らかに開始

•

滑らかに終了

•

オートリバース

強調
•

サウンド

•

アニメーションの後の動作

画像 4-6 効果のオプション

[タイミング]タブを選択することにより、次のタイミングを設定することができる。
タイミング
•

遅延

•

速さ

•

繰り返し

•

再生が終了したら巻き戻す

•

開始のタイミング
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4.2.3.2 Adobe Connect への変換（パブリッシュ）
パブリッシュとは、編集した PowerPoint スライドを Flash コンテンツに変換し Adobe
Connect サーバにアップロードすることを指す。Adobe Connect への変換（パブリッシュ）
は次の手順で行う。
(1)

作成した PowerPoint を開く

(2)

PowerPoint のプラグインメニュー[Adobe Connect]→[パブリッシュ]を選択する（画像 4-7

参照）

画像 4-7 PowerPoint ファイルのパブリッシュ

(3)

もし、作業中の PowerPoint から上記の操作を行い、ファイルを保存していない場合に

は次のメッセージが表示されるので、作業中の PowerPoint ファイルを保存する。

画像 4-8 ファイル保存のメッセージ
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4.2.4

クイズの作成

ここでは、クイズの作成方法について説明する。クイズの作成は、PowerPoint にアドイン
された[Adobe Presenter]メニューから[クイズマネージャ]を選択して、クイズマネージャを
起動して行う。

■クイズマネージャ
クイズマネージャを起動すると、デフォルトのクイズメニューが表示されている。クイズ
マネージャでは、個々の質問を「クイズ」という単位でグループ化している。質問の作成
は、クイズマネージャの[新規質問の追加]ボタンをクリックすると、選択可能なクイズの種
類が表示されるので、いずれかの質問形式を選択する（画像 4-9 クイズマネージャ）

画像 4-9 クイズマネージャ
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■クイズの種類
クイズには、テストとアンケートの 2 つに分類され、次の種類がある。
複数選択
択一
正誤
穴埋め
照合（マッチング）
短文記述

※正誤の設定はできない

リッカート（評価尺度）

※正誤の設定はできない

次の図に、クイズマネージャで作成した択一、複数選択、穴埋め、照合（マッチング）の
サンプルを示す。クイズマネージャで作成したスライドは PowerPoint 内に自動的に追加さ
れる。

図 4-25 クイズサンプル
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■択一選択問題の作成
画像 4-10 は択一選択問題のサンプルである。

画像 4-10 択一選択問題のサンプル

択一選択問題の作成の手順を次に示す。
(1)

質問を挿入するスライドの前のスライドを選択する。

(2)

[Adobe Presenter]→[クイズマネージャ]を選択する。

(3)

質問を追加するクイズを選択し、[新規質問の追加]をクリックする。

(4)

[質問の種類]の画面が表示されるので、[複数選択]を選択する。

(5)

画面左下の[評価形式の問題の作成]を選択する。

(6)

[複数選択問題]画面の[質問]タブの次の項目に必要な内容を入力する（画像 4-11）。
名前（質問名）
質問（質問内容）
ポイント（得点）
回答の選択肢
種類（単一回答に設定）
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画像 4-11 質問作成画面

(7)

質問の内容が確定したら[OK]をクリックする。引き続き質問を作成する場合には、上記

の手順を繰り返す。

■アンケートの作成
アンケートの作成の手順を次に示す。
(1)

PowerPoint から、プレゼンテーション(PPT ファイル)を開く。

(2)

質問を挿入するスライドの前のスライドを選択する。

(3)

[Adobe Presenter]→[クイズマネージャ]を選択する。

(4)

質問を追加するクイズを選択し、[新規質問の追加]をクリックする。

(5)

[質問の種類]ダイアログボックスで、[リッカート(評価尺度)問題]を選択する。
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画像 4-12 [リッカート(評価尺度)問題]の作成画面

[リッカート(評価尺度)問題]で、アンケートの名前や説明、質問内容、回答の選択肢などを
記入する。

■クイズ単位で設定可能な制御
クイズ単位で設定可能な制御内容は次のとおりである。
必須
任意：ユーザはこのクイズを飛ばして進むことができる。
必須：続行するにはクイズを受ける必要がある。
要合格：ユーザはこのクイズに合格した場合のみ、続行することが
できる。
全問回答：続行するには、すべての質問に答える必要がある。
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設定
後戻り許可
ユーザにクイズのレビューを許可する
クイズ終了時に得点を表示
アウトラインに質問を表示

画像 4-13、画像 4-14、画像 4-15 に、クイズの制御内容の画像を示す。

画像 4-13 [クイズ設定]画面
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メッセージ

画像 4-14 [質問のレビューメッセージ]画面

画像 4-15 [クイズの結果メッセージ]画面

クイズの最初にクイズの概要スライドを挿入し、
クイズの最終にクイズのおわりであることを示
すスライドを挿入することにより、クイズ作成は終了である。
e ラーニングコンテンツ作成に関わるすべての作業が終了したら、ファイルをパブリッシュして
動作確認を行い、問題がなければ e ラーニングコンテンツの作成は終了となる。
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5

リハビリテーション教育におけるコース開発

本プロジェクトでは、麻生リハビリテーション専門学校と大阪リハビリテーション専門学
校の教員 5 名に協力してもらい、リハビリテーション分野における e ラーニングコンテン
ツのコース開発を行った。それぞれの教員は自分の担当している講義の中からテーマを選
定し、CRI 技法を用いて教育コースの分析・設計を行った。その中でいちばん効果的であ
ると思われる内容を e ラーニングコンテンツとして作成した。

5.1

開発テーマと方針について

今回のコース開発については、教員自身が自分の講義の中からテーマを選定し、分析しな
おし、開発を行っている。さらに、一人ではなく、5 人の教員がお互いに協力をしながら開
発を行った。
開発のテーマ、方針としては、以下の内容に決まった。
自分で作成する。
自分の担当する講義からテーマを選ぶ。
完成したコンテンツを評価しあう。

（1）

【自分で作成する】

自分で e ラーニングコンテンツを作成することで、次のような効果を期待している。
1 点目は、e ラーニングを推進していくにあたり、外注化を前提に考えるのではなく、自
分たちでもできるということを実感してもらうことである。既存の資料や技術でも、十
分な e ラーニングコンテンツは作成可能である。知らないがゆえの壁を取り除き、どん
どん取り組んでいく土台が作られることを期待している。
2 点目は、e ラーニングや遠隔教育に取り組んでいくにあたり、どこまでできるのか、ど
のような課題があるのかを認識できるようになることである。

（2）

【自分の担当する講義からテーマを選ぶ】

自分の担当する講義からテーマを選ぶことで、次のような効果を期待している。
1 点目は、担当している講義を、ID 手法を用いて再設計することにより、講義そのもの
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を見直すことである。これにより、単に e ラーニングをやってみるというだけではなく、
講義そのものをよりわかりやすくするためのヒントを得たり、e ラーニングと組み合わ
せた授業を行ったりすることができることを期待する。
2 点目は、日頃感じている講義についての課題を解決するアイデアを、e ラーニングや遠
隔教育をひとつの解決手段として試してみることである。

（3）

【完成したコンテンツを評価しあう】

完成したコンテンツを評価しあうことで、次のような効果を期待している。
1 点目は、コンテンツを作る際のアイデアやスキルを共有することである。一人だけで
作業を進めていくと、独りよがりのコンテンツになりがちだが、第 3 者の意見を聞くこ
とで、学生に対してもわかりやすいように修正をしていくことができる。また、技術的
にも習得に行き詰まる場合もあるだろう。その際でも、お互いの経験や得意分野を教え
あうことで、効果的にスキルを向上することが期待できる。
2 点目は、協力し合い推進する土台を作ることである。通常の講義に追われていると、
他の教員の教え方まで意識する余裕は、あまりないと思われる。しかし、より良い講義
にしていくにあたり、相談や意見の交換をしやすくする風土ができることが期待できる。
これらの点を意識しながら、作成したコンテンツについて、考え方、成果を発表し、お
互いに意見を交換しあった。
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5.2

「心疾患（狭心症・心筋梗塞・心不全）の理学療法ができる」のコース開発

麻生塾麻生リハビリテーション専門学校では、内部障害系の患者様に対して必要なセラピ
ストとして知識・技術の習得を目標とした e ラーニングコンテンツの作成を行った。内部
障害系のカリキュラムについては、カリキュラム全体に占める割合は低い状態である。し
かし近年のメタボリックシンドロームに対する予防的リハビリテーションや高齢者におい
ては内部障害系の合併症を考慮したリハビリテーションが求められている。
今回限られた時間内に臨床でセラピストに必要とされ、内部障害系でも臨床で多くみられ
る狭心症・心筋梗塞・心不全を対象とした e ラーニングコンテンツを作成したのでここに
紹介する。
「心疾患（狭心症・心筋梗塞・心不全）の理学療法ができる」コース開発において CRI 技
法の各フェーズを適用した内容を以下に紹介する。
コース目的記述書
スキル抽出（スキル階層図の作成）
コースマップの作成
目標記述とシナリオの作成

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発

186

「ID 手法を用いたリハビリテーションの e ラーニング教材開発および遠隔教育のプログラム開発」プロジェクト

5.2.1

コース目的記述書

コース名

代表的な心疾患(狭心症・心筋梗塞・心不全)の理学療法を実施する

作成者

所属

麻生リハビリテーション専門学 氏名

木村孝

作成日

平成 18 年 9 月 25 日

校
依頼元

所属

No.
１

氏名
調 査 内 容

コ メ ン

ト

受講対象者（受講者数、所属職位、担当業務）
昼間部 40 名夜間部 40 名 所属 昼間 2 年生 夜間 3 年生

２

関係者（依頼元、SME、コース開発者、人事部門、研修部門など）

３

研修によって解決しようとしている問題点
1. 運動時の心臓の反応・代償機構について説明ができない
2. 代表的な疾患の発生機序と症状・病態生理が説明できない
3. 循環器疾患に対する評価ができない
4. 生活に反映した循環器疾患に対する運動処方が作成できない
5. 運動処方の効果をとおして対象者への生活指導ができない

４

解決すべき時期（いつまでに、どのくらいの期間で解決すべきなのか）
760 時間

５

学習伝達手段（WBT、セミナー、ワークショップ、実習、アクションラーニングなど）
担当教員による講義と LMS を使用。
1. モジュールごとで教材を作成する。
2. 単元の最初にコース全体を明示し、現在の学習モジュールを明示する。
3. タスクを達成するために課題(20 分程度で終了)を設定する。
4. モジュール終了後 LMS にて学習到達を確認する(9 割以上を合格)
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（1）

学習受講対象者記述書

コース名

循環器疾患(狭心症・心筋梗塞・心不全)の理学療法

作成者

所属

麻生リハビリテーション専

氏名

木村孝

実施日

平成 18 年 9 月 25 日

門学校
関連者

所属

No.
１

氏名
調

査

内

容

研修場所（受講者の職場、教室、その他）
131 教室(通常教室)及び 7 階パソコン室

２

研修場所の環境：WBT の場合は 1 人一台使用できる環境。個人の場合はインターネット接続
できる環境。PC 周辺の学習スペース。教室の場合は会場の広さ、机の形状と数、椅子の形状と
数、照明の明るさ、室温、湿度、コンセントの数、ホワイトボード、メディアボード、マーカ
ー（色と数）、プロジェクター、スクリーン、等。

３

学習を妨げる要因（物理的要因：室温、湿度、照度、机や椅子の形状、騒音、業務上の割込み
の頻度と想定割込み時間、等）
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（2）

学習環境記述書

コース名

循環器疾患(狭心症・心筋梗塞・心不全)の理学療法

作成者

所属

麻生リハビリテーション専 氏名

木村孝

実施日

平成 18 年 9 月 25 日

門学校
関連者

所属

氏名

No.
１

分 析 項 目

コ

所属および受講者数、平均年齢、役職、担当業務、担当業務経験年数
所属 昼間 2 年生,夜間 3 年生
受講者数 昼間部 30 名,夜間部 40 名
平均年齢 20 歳
入学条件は高校卒業していることがあげられているが大学卒業及び社会人もいる。大部分の受
講者は医療分野の学習経験はなし。

２

コースに関する事前知識・スキル、以前同様なコースを受講したことがあるか
昼間部 2 年生後期及び夜間部 3 年生後期までに基礎的な解剖・生理及び運動学の講義は終了

３

コース参加理由（業務命令、自発的な参加など）
卒業必須科目であるため単位習得が必要

４

参加意欲（動機付けの程度）
理学療法士になることを目指しているため

５

コースに期待すること（学習内容、習得レベルなど）
1. 国家試験問題で関連する分野の問題を解くことができる
2. 循環器疾患の対象者に対して理学療法ができる
3. 循環器疾患に限定しただけではなく習得した知識を基にして他の分野に応用ができる

６

業務以外の分野における関心事や趣味（学習内容の設計に役立つ情報）
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5.2.2

スキル抽出（スキル階層図の作成）

前述した「心疾患（狭心症・心筋梗塞・心不全）の理学療法ができる」の目標達成を行う
ために必要なスキルを抽出しそれらを階層化したものをここで紹介する。
スキル階層図：全体
スキル階層図：共通項目
スキル階層図：評価をする
スキル階層図：理学療法をする
スキル階層図：モニタリングができる

（1）スキル階層図：全体
スキル階層図
タスクの最終目標:行動:心疾患（狭心症・心筋梗塞・心不全）の理学療法ができる
与件:最低限の使用機器 聴診器・血 圧計
基準:
1.本人・家族・関連スタッフに運動時の心臓の反応・代償機構について説明をしている
2.本人・家族・関連スタッフに代表的な疾患の発生機序と症状・病態生理の説明が含まれている
3.本人に循環器疾患に対する必要な評価を選択している
4.本人に生活に反映した循環器疾患に対する評価結果から運動処方が作成をしている
5.本人・家族・関連スタッフに運動処方の効果をとおして対象者への生活上でのリスク管理・合併
症の予防指導をしている
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スキル階層：共通項目
共通項目

運動時の心臓の応答反応が説明できる
心臓の構造がわかる
心臓の位置関係について説明できる
心筋の特徴について説明できる
四つの部屋の解剖学的に説明できる
心臓血管系を説明できる
主たる冠動脈の走行と栄養血管としての支配領域がわかる

代表的な心疾患がわかる

狭心症について説明ができる
発生機序について説明ができる

心筋梗塞について説明できる
発生機序について説明ができる

症状について説明できる
労作性狭心症
不安定狭心症

症状について説明できる

血液循環（体・肺循環）について説明できる
血液循環の流れと心臓の動きを関連付けることができる

心電図の特徴を説明できる

心拍数・1回拍出量・末梢による血液循環の調節がわかる

代表的な治療について説明できる

代表的な治療について説明できる
薬
ＰＴＣＡとステント

心電図の特徴を説明できる

心不全について説明できる
発生機序について説明ができる
症状について説明できる
左心不全について
肺循環と関連付けて説明ができ
右心不全について
体循環と関連付けて説明できる

心臓の刺激伝導系を説明できる
刺激伝導路の流れを説明できる
刺激伝導と心臓の動きについて関連付けて説明する
心臓の機能について説明できる
心周期について説明できる
心臓神経調節について説明できる
心拍出量を規定する因子を説明できる
心拍数・一回拍出量の関係
一回拍出量を規定する3因子について説明できる
心筋収縮力・Frank-Starlingの法則・末梢血管抵抗
心筋酸素消費について圧仕事・容積仕事量から説明できる
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スキル階層図：評価をする
問診ができる

視診ができる

聴診ができる

発生時期の特定ができる

太鼓バチ指を確認している

大動脈弁の聴診ができる

痛みの特徴を把握できる

中心性のチアノーゼを確認できる

肺動脈弁の聴診ができる

既往歴の確認ができる

末梢性のチアノーゼを確認できる

三尖弁の聴診ができる

合併症の有無を確認できる

浮腫を確認できる

僧房弁の聴診ができる

受診状況の確認を確認できる

頸静脈の確認ができる

家族状況等生活背景を確認できる

心尖部の拍動が確認できる

本人・家族の希望につい確認できる
心電図をみることができる

運動負荷テストができる
バイタルサインを確認できる
以上2つのデータを基にで心臓の状態がわかる
運動負荷テストの中止基準を把握できる
心筋壊死についてわかる
CPK,GOT,LDH
運動負荷テストの方法を選択できる

生化学データをみることができる

正常な心電図の波形がわかる
正常な心電図と心臓の動きを関係付けができる
代表的な異常心電図波形がわかる
PAC.PVC,Af,AF,VF,VT

炎症についてわかる
白血球,赤沈,CRP

運動負荷テストに使用する機器を操作できる
運動負荷テスト中のリスク管理ができる

代表的な異常心電図の特徴と原因が説明できる
PAC.PVC,Af,AF,VF,VT

運動終了後の自覚症状などリスク管理の確認ができる
心臓の状態を分類することができる
日常生活の聞き取り調査をする
以上2つの分類で心臓の状態を把握することができる
本人の生活行動を確認できる

結果を対象者に説明できる
運動負荷テストの意義を説明できる

killpの分類で分類することができる

家族の生活パターンを確認できる

Forresterの分類で分類することかできる
ステージごとでの心臓の状態がわかる
ステージごとの薬の効果についてわかる

家屋について確認で来る
家族関係について確認できる
介護の状態について確認できる
経済的な関連について確認できる
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スキル階層図：理学療法ができる
理学療法ができる

心臓リハビリテーションの目的と概念について説明ができる

心疾患の状態に合わせた運動療法ができる

運動療法の効果から目的が説明できる
心臓の効果から説明できる
運動耐容能から説明できる

発症からの心臓の修復過程を配慮することができる
決定したMETsから運動処方を作成できる
心疾患の修復過程に配慮した運動処方が作成できる

生活への効果から説明できる

理学療法終了後のフォローができる

自覚症状にもとづいで判断できる
ボルグのスケールとは何かがわかる

運動種目を選択できる
精神的な効果から説明できる
運動頻度を決定できる

ボルグのスケールと疲労の関係についてわかる

経済的な効果から説明できる
運動時間を設定できる

バイタルサインに基づいて判断できる

生活を考えることができる
合併症の影響を考えることができる
作成した運動処方を対象者に説明できる
ATポイントから運動負荷量(METs)を決定することができる

リスク管理ができる

運動時のリスクを説明できる
運動時の中止基準を説明できる

METsの意味がわかる

運動終了時のリスク管理を説明できる

ATポイントからMETsを計算できる

家族にリスク時の対応を説明できる

METsとWattの関係がわかる

急変時の対応・指導ができる

運動負荷テストからATポイントを決定できる

合併症の影響を理解できる
生活上での注意点を指導できる

ATポイントとは何かがわかる
ATの生理学的反応を説明できる
ATポイントを決定する4つの因子がわかる
対象者に決定した理由を説明できる
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スキル階層図：モニタリングができる

モニタリングができる

効果判定をして運動処方を変更することができる

効果判定より生活指導をすることができる

運動の効果を説明できる
血液循環反応から説明できる

生活指導後の変化をチェックすることができる

効果が生活にどのように反映しているのか説明できる

指導が継続して守られているかを確認できる

現状から生活動作でのリスクについて説明できる

指導が守られていない場合の問題点を把握できる

血圧反応から説明できる
本人の生活行動を確認できる
心拍反応から説明できる
家族の生活パターンを確認できる
結果から運動処方の変更ができる
心拍数の変化から判断できる

家屋について確認で来る

血圧反応から判断できる

家族関係について確認できる

自覚症状から判断できる

介護の状態について確認できる
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5.2.3

コースマップの作成

「心疾患（狭心症・心筋梗塞・心不全）の理学療法ができる」の目標達成を行うために前
述したスキル階層図をもとに実際に学習する学習手順を記述したコースマップについて紹
介する。コースマップの個々の楕円であるモジュールは学習単位であり、矢印で学習順序
を示している。

代表的な心疾患の
理学療法をする

心疾患の理学療法
の目的を説明する

心疾患の状態に合わ
せ運動書法を作成する

経過観察から理学療
法の効果判定・生活
指導・支援をする

運動負荷テストを行い
ATポイントを決定する

心疾患の評価をする

運動時の心臓の応答反
応を説明する

代表的な心疾患につ
いて説明する
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5.2.4

作成したコンテンツの説明

コースマップで作成した各モジュールには、学習のタイトルのみの記述である。今回前述
したコースマップのモジュール「運動時の心臓の応答反応を説明する」について CRI 技法
に基づいた「目的記述」と「シナリオ」の作成により、e ラーニング化したコンテンツを紹
介する。
作成したコンテンツは、
（1）導入、
（2）心臓の構造を解剖学的に説明する（3）冠動脈の特
性を説明するの 3 つである。

(1)

導入

この部分は対象者が初めて学習するため、今回の学習目的の説明を行い動機付け及び
CRI について、e ラーニングの操作方法・ヘルプについて説明を行っている。

なぜ学習するのか
リハビリテーションの中で
高齢者とのかかわりは多
い
↓
高齢者
・加齢に伴う心臓機能の
低下
・心疾患の合併症が多い
↓
心臓の状態を考慮して

生活習慣の変化に
よる心疾患の増加

心臓を理解すること

↓

↓

健康予防・増進に
対する社会的要請

活動の基本的部分
の理解

↓

↓

積極的な予防リハビリ
テーションの実施

↓
リハビリテーション
アプローチの広がり

運動療法を実施するこ
とは大切
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シナリオ
学習の理由として大きく 3 つあげることができます。
リハビリテーションを実施していく中で高齢者との関わりは多くなってきています。
高齢者の特性として加齢があげられ、それは心臓にも何らかの問題を発生させます。また
合併症としても心疾患は多くみられています。
これら 2 つのことはリハビリテーションを実施する上で阻害因子となりえます。このよう
な阻害因子を把握することはリハビリテーションを実施する上において重要なことです。
次に生活習慣の変化です。生活習慣が欧米化・不規則な生活リズムなどの要因によって心
疾患の罹患率が上昇してきています。近年では死亡原因の上位 3 位の中に入っています。
その中で生活習慣を改善するためにさまざまな取り組みがなされています。その中のひと
つである予防リハビリテーションに積極的に関わっていくためにも必要な知識といえます。
最後に心臓を理解するということは活動の基本的部分の理解につながります。これは疾患
に対するリハビリテーションというだけでなく健康予防など特定の分野にとらわれない幅
広い対応によるリハビリテーションアプローチの可能性を広げていくことにつながります。

コースマップとモジュール
代表的な心疾患の
理学療法をする

心疾患の理学療法
の目的を説明する

心疾患の状態に合わ
せた理学療法をする

経過観察から理学療
法の効果判定・生活
指導・支援をする

運動負荷テストを行い
運動処方を作成する

心疾患の評価をする

運動時の心臓の応答反
応を説明する

代表的な心疾患につ
いて説明する

シナリオ
今回学習する代表的な心疾患の理学療法を実施するという達成目標に 7 つの行動目標を設
定しました。これがモジュールに該当します。
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7 つのモジュールはそれぞれ関連性があり、学習の工程表として全体を示したものがコース
マップといいます。

タスクとスキル
モジュール
運動時の心臓の応答反
応を説明する

行動目標：冠動脈の特性を説明する
条件：心臓の模型・図

心臓の構造について解
剖学的に説明する
冠動脈の特性を説明す
る
心臓の刺激伝導系を説
明する
心臓の調節・機能を説明
する

タスク

基準：
１．主たる冠動脈の走行と支配領域を説明
する
２．冠動脈の特性を説明する
３．血液循環（体・肺循環）を説明する
4．心臓内の血液流れと心臓の動きを関連
づけて説明する
５．心周期を説明する
確認テスト：
心臓の模型を使用し、５つの基準に関する
内容を含んで冠動脈の特性の説明を実際
に行う
スキル

シナリオ
ではタスクとスキルについて具体的に例を挙げて説明していきます。
先ほど説明したモジュールつまり行動目標の部分は青色の線で囲まれている部分です。
モジュールの下にはさらに学習すべき必要な行動目標をあげます。
この例では 4 つあり、
赤色の線で囲まれた部分が今から学習する行動目標を示しています。
この部分をタスクといいます。
タスクの行動目標を実現するためには、黄色で示しているような基準が必要となります。
この部分をスキルといいます。
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操作方法

シナリオ
では学習時の操作方法について説明します。
画面向かって右側の部分に学習項目を示しています。
学習時間は右下に表示されます。
画面の再生は自動ですが、再生のコントロールは画面下の部分で行います。
学習内容の詳細はノートの部分をクリックするとこのような画面にかわり確認することが
できます。
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心臓の構造を解剖学的に説明する
この部分は、これまでに学習した内容であるが、今回の学習にあたってモジュール「運
動時の心臓の応答反応を説明する」という達成目標のために必要な知識の再確認を行う
ことを目的としている。

学習内容について
運動時の心臓の応答反
応を説明する

行動目標：心臓の構造について解剖学的に説明する
条件：心臓の模型・図

心臓の構造を解剖学的
に説明する
冠動脈の特性を説明す
る
心臓の刺激伝導系を説
明する
心臓の調節・機能を説明
する

基準：
１．心臓の位置の説明をする
２．四つの室と四つの弁の関係を説明する
３．心筋の特長の説明をする
確認テスト：
心臓の模型を使用し、３つの基準に関する
内容を含んで心臓の構造について解剖学
的説明を実際に行う

シナリオ
運動時の心臓の応答反応を説明するためには 4 つの内容を踏まえる必要があります。
この章では赤色で表示している心臓の構造を解剖学的に説明するための学習になります。
基礎的な部分ですので再確認という意味での学習になるかと思います。
行動目標は心臓の模型等を使って心臓の構造について解剖学的に説明することです。基準
は表示している 3 つの項目です。
学習内容の確認テストは、心臓の模型を使用し 3 つの基準に関する内容を含んで心臓の構
造の説明を実際に行うこととします。
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心臓の四室−右心系−
肺動脈
三尖弁

上大静脈
右心房

右心室

肺動脈弁

下大静脈

シナリオ
では右心系から学習していきます。右心系は右心房と右心室から成り立ちます。
右心房は、心臓の右側に位置し、上方の上大静脈、下方の下大静脈とつながっています。
右心房から右心室への血流は三尖弁によって調節されています。
右心室は心臓の前下部に位置し、右心室から肺動脈を介して肺までの血流は肺動脈弁によ
って調節されています。
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確認テスト
• 心臓の模型を使用し、３つの基準に関する内
容を含んで心臓の構造について解剖学的な
説明を実際に行います
• 授業時間帯で希望する日時を予定表から予
約してください。予約する場合は予約日から
一週間以上の期間をおいて、学籍番号・氏名
を記入すること
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冠動脈の特性を説明する
この部分は、解剖学的知識を踏まえ冠動脈の働きについて学習し冠動脈が心臓に与える
影響・運動時の反応を中心に学習していくことを目的にしている。

学習内容について
運動時の心臓の応答反
応を説明する

行動目標：冠動脈の特性を説明する
条件：心臓の模型・図

心臓の構造について解
剖学的に説明する
冠動脈の特性を説明す
る
心臓の刺激伝導系を説
明する
心臓の調節・機能を説明
する

基準：
１．主たる冠動脈の走行と支配領域を説明
する
２．冠動脈の特性を説明する
３．血液循環（体・肺循環）を説明する
４．心臓内の血液流れと心臓の動きを関連
づけて説明する
５．心周期を説明する
確認テスト：
心臓の模型を使用し、５つの基準に関する
内容を含んで冠動脈の特性の説明を実際
に行う

シナリオ
運動時の心臓の応答反応を説明するためには 4 つの内容を踏まえる必要があります。
この章では赤色で表示している冠動脈の特性を説明するための学習になります。
行動目標は心臓の模型を使って冠動脈の特性を説明することです。
基準は表示している 5 つの項目です。
学習内容の確認テストは、心臓の模型を使用し、5 つの基準に関する内容を含んで冠動脈の
特性の説明を実際に行うこととします。
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冠動脈の特性
冠動脈

心臓拡張期

血液の流れは・・
・通常の血管では心臓が収
縮した時に流れる
・冠動脈は心臓が収縮した
時に流れは停滞する
【心臓の動きを冠動脈の血
流の点から考えるポイント】
早くなるにつれ心筋への
冠動脈からの供給が困難

心筋
心臓収縮期

理由：
心筋が収縮している時→
冠動脈の血流は停滞→
心臓へ必要なものを供給で
きない

シナリオ
次に冠動脈の血液の流れという点から学習します。
血液は心臓が収縮した時に押し出されて流れます。しかし冠動脈の血液の流れは心臓が収
縮した時に停滞します。
その理由は、冠動脈が心筋壁を通るところにあります。
画面に示すように、心臓拡張期、つまり心筋が収縮していない状態では、心筋内の血管は
周囲からの圧迫を受けることがないために血液の流れはスムーズです。
しかし心臓収縮期、つまり心筋が収縮している状態では、心筋内の血管は周囲から圧迫を
受けることによって血液の流れも心臓拡張期より停滞していきます。
心臓の動きを冠動脈の血流の点から考えるポイントは、心臓の動きが早くなるにつれ心筋
への冠動脈からの供給が困難になってくるということです。
その理由は、心筋が収縮している時は、冠動脈の血流は停滞し心臓へ必要なものを供給で
きないからです。

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発

204

「ID 手法を用いたリハビリテーションの e ラーニング教材開発および遠隔教育のプログラム開発」プロジェクト

レポート
【課題】
運動強度が高くなるにつれて心筋への酸素供給が
困難になる原因について考えを述べなさい。ただし
下記のキーワードを使用すること。
キーワード：冠動脈・心拍数の増加
レポートはｅ−ｍａｉｌにて提出。件名のところに課題１
−２・学籍番号・氏名を記入のこと。
このレポートと確認テストに合格しなければ次に進む
ことはできません。

確認テスト
• レポート合格者に限ります
• 心臓の模型を使用し、５つの基準に関する内
容を含んで冠動脈の特性の説明を実際に行
います
• 授業時間帯で希望する日時を予定表から予
約してください。予約する場合は予約日から
一週間以上の期間をおいて、学籍番号・氏名
を記入すること
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5.2.5

アンケート結果

今回学校法人福田学園
麻生塾

大阪リハビリテーション専門学校

麻生リハビリテーション専門学校

理学療法学科

理学療法学科 3 年生 10 名及び
最終学年 10 名計 16 を対象に

作成したコンテンツについて検証を行った。評価項目及び結果、学生からの感想・意見は
以下のとおりである。
評価項目

興味がもてなかった どちらともいえない

1.学習内容は興味深いものでしたか
2.モジュール目標が期待している学
習内容を理解できましたか
3.教材の内容はモジュール目標に関
連していましたか
4.目標に到達するための十分な演習
問題がありましたか
5.演習問題は、モジュール目標に関
連していましたか
6.演習問題に対するヒントや回答等
は役に立ちましたか
7. テストはモジュール目標を反映して
いましたか
8.学習内容に対して自身がつきまし
たか

興味深かった

12%

24%

65%

6%

24%

71%

0%

6%

94%

6%

56%

38%

0%

25%

75%

0%

44%

56%

0%

38%

63%

0%

63%

38%

評価項目

はい

いいえ

9.文章構造が難解でよく分からない

19%

81%

10.「何をすればいいのか」が分かりにくい

25%

75%

11.文章の説明と図の関連がわかりにくい

13%

88%

12.情報が多すぎる箇所があった

31%

69%

13.情報が少なすぎる箇所があった

25%

75%

14.学習項目の全体像がよく見えなかった

31%

69%

15.演習内容が学習内容と一致していなかった

6%

94%

16. ヒントや回答がよく理解できなかった

6%

94%

17.学習していない項目がテストに含まれていた

0%

100%

18. 回答方法が不明確であった

0%

100%
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受講者からの意見・感想（原文のまま掲載）
段階を踏んでいたため、分かりやすかったと思います。先の内容も聞きたくなりました。
いちばんよく感じたことは、解剖的な部分を理解する上で、教科書だと文と図を別々で
確認しないといけないが、この教材だと図と文を同時に確認できるため、理解しやすか
ったです。内容としては心周期の部分だけうまく理解できなかったです。

とても字が多い部分があったりしたので、見にくい部分がありました。特に導入部分で
の説明で小さい字が並んであり、見にくかったです。また色が少なく感じ、実際の心臓
の図もあれば臨床でも役に立つと思いますし、もっと興味がわくような気がしました。
心周期の内圧の部分ではゆっくりした説明で心臓の動きと内圧の2つの状態をみること
でとても分かりやすかったです。

コースやモジュール等の説明が理解しやすかったので、学習しやすかった。また、スキ
ルごとにポイント、モジュール終了ごとにまとめがあるので、講義を受けた後に学習し
やすいと感じた。また、口頭説明が多く、図の動きが少ない箇所が数箇所認められた。
その部分を図の動きを大きくすることや説明の内容をもっと簡潔にすることでさらに理
解しやすくなると考えた。加えて、聴講者にもう少し考えさせるように講義の途中途中
で問題を入れる工夫をするともっと理解しやすくなると感じた。誤字や脱字は見受けら
れなかった。また、内容が不明瞭な部分もなく、比較的興味を持ち、学習しやすいとい
う第一印象を受けた。

まとめの部分でさらにポイントとなるところは赤字で記載してあれば、もっと良かった。
図での説明は分かりやすかったのだが、アニメーション・立体的だとさらに良かった。
心臓について、図での説明はイメージ化しやすいため、さらに理解を深めることができ、
良かった。あとは上記に述べたところが改善していただければと思う。

内容や説明などわかり易く、理解しよいと感じました。進行速度が少し速くノートを同
時に見ているとサムネールの変化がわかり難いと思いました。 1サムネールごとに画面
を送らないといけなかったので、学習リズムが途切れた。しかし、繰り返し見聞きでき
るため理解できるまでできると思われる
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各単元のまとめは、とても分かりやすく学習しやすかったです。また図なども見やすく、
分かりやすかったです。

最後の確認テストに実際に取り組んでいないので、本当に理解できたかは分からないが、
文献などを自分で見て、勉強するよりも理解しやすいと思う。
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5.2.6

考察

今回作成したコンテンツの学習内容とモジュールの関係については、良好な結果が得られ
た。これはタスク分析によるスキルの階層化と明確で具体的な目標がコンテンツごとに提
示されたためと考えられた。しかし学習の動機付けについては、前述もしたが内部障害系
のカリキュラムは全体のカリキュラムに占める割合は低く、内部障害系の視点や考え方に
ふれる機会が少なく受講者自身の苦手意識があったのではないかと推測された。
コンテンツ内容の提示法については、画像と音声、ノートによる文字表記の 3 つの情報刺
激の受講者に対する効果は示唆されたが、逆に情報刺激を同時に利用することについては
わかりづらいとの指摘があった。これは各それぞれの情報を提示する部分が独立して表示
されており学習時の焦点が分散されてしまったことが考えられた。改善としては同じ学習
の焦点部分にポップアップ機能による文字表示など学習の焦点の分散化を防止することで
情報刺激の有効性を高めることができると考えられた。
また適切な情報量と音声・画像情報の相互関係について受講者から改善点が必要である指
摘があり、コンテンツ理解では各情報の相互関係が理解度に反映されることが示唆された。
これは e ラーニングで学習をしていく場合の情報源は画像と音声・文字表記が主たるもの
である。その基盤となる情報の相互関係が、たとえばタイミングのずれなどによって崩れ
ると学習に影響を与えることが示唆され、学習内容の理解には学習情報の関係・提示法に
よって受講者の理解が左右されることが考えられた。
演習・確認テストについては、受講者の意見も分かれる結果が示唆された。これは通常 e
ラーニングにおいては Web 上での知識の確認テストが主たるものであるが、今回は課題レ
ポートとし未実施であり学習確認ができなかった点、また 1 回の実施であり繰り返す学習
効果が受講者に反映されることがなかった点が考えられた。
今後、今回の結果を踏まえ e ラーニング教材の開発において CRI の考え方に基づく教材開
発に取り組んでいきたいと考える。

最後に e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発にあたって、ご指導・協力い
ただいた福田学園大阪リハビリテーション専門学校・麻生塾麻生リハビリテーション専門
学校の関係者及び学生に感謝します。
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5.2.7

まとめ

CRI 技法によって「心疾患（狭心症・心筋梗塞・心不全）の理学療法をする」に必要なス
キル・タスクを分析しモジュールからコースマップを作成した。
コースマップ「心疾患（狭心症・心筋梗塞・心不全）の理学療法をする」のひとつである
モジュール「運動時の心臓の応答反応を説明する」の一部のコンテンツを作成した。
目標達成と必要な学習内容との関係性が学生の理解では必要ということが示唆された。画
像と音声、ノートによる文字表記の 3 つの情報刺激の受講者に対する効果は示唆された。
コンテンツ理解では各情報の適切な相互関係が理解度に反映されることが示唆された。
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5.3

5.3.1

「理学療法実施時における転倒・転落について予見し説明する」のコース開発

はじめに

理学療法士が対象者を相手に理学療法を提供する過程においては、対象者の安全性を確保
しながら理学療法評価や治療の技術・技能を提供することが求められる。そのため、理学
療法士養成の課程においても、学習すべき重要な一要素であると考える。しかしながら、
対象者の転倒・転落を予見するためには解剖学、運動学、生理学等の人体のしくみに関す
る基礎知識や疾患とその病態を理解するための臨床医学の知識、身体及び精神機能を把握
するための評価学の知識、技術が必要である。
また、人が転倒・転落する過程においては、身体及び精神機能と環境とが密接に関わって
いることから、環境要因に対する知識と環境の安全性を把握する技術が必要である。さら
に、これらの知識、技術を統合し、実際の対象者の障害を分析する技術が必要である。
このような能力を育成するためには、学内の講義や実習において、上述した知識、技術の
学習が必要であるとともに、それらを統合し実際の理学療法場面での生きた知へと変換す
るためには、臨床の場で実際の対象者に関わり、理学療法過程を経験し対象者の反応を観
る中で、気づき学ぶといった繰り返し必要であると考えている。
そこで今回は、臨床の場で対象者と転倒・転落のリスクを予見し管理する能力を円滑に学
習できるための基礎として、学内教育で実施できることを重点的に考え「理学療法実施時
における転倒・転落について予見し説明する」コースについて、CRI 技法を用いて分析、
設計、開発、実施、評価を行った。

5.3.2

コースの目的

今回のコース目的を、行動・与件・基準に分けて整理すると、行動：理学療法実施時の転
倒・転落のリスクを予見し説明する。与件：提示された対象者の情報、模擬症例への面接・
評価内容。基準：転倒・転落のリスクを下記の要因に分けて説明すること。①身体機能面
②精神機能面③環境面

となる。
（表 1）
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表 1 コース目的記述書

コース目的記述書
コース名 理学療法実施時における転倒・転落のリスクを予見し説明する。
作成者
OCR理学療法学科
所属
氏 名
依頼元
所属
氏 名
No.
調 査 内 容
1 受講対象者（受講者数、所属職位、担当業務）

島 雅人

所属：大阪ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 理学療法学科2年生及び3年生 約40名
平均年齢：昼間部20代前半、夜間部20代中盤
昼間部：高卒、大卒後入学が多く、社会人経験者は少ない。
夜間部：社会人経験者が多く、昼間にアルバイトもしくは正職員として就労している。

2 関係者（依頼元、SME、コース開発者、人事部門、研修部門）
3 研修によって解決しようとしている問題点
理学療法実施場面においては、対象者の安全管理を
臨床実習場面において学生が対象者と直接関わり学ぶ際には、学生であってもリスクの予見と管理が求められる。
臨床実習中における課題の１つとして、リスク管理が不十分であるという指摘を受けることがある
インシデント及びアクシデントレポートにおいて、転倒、転落へ結びつくような報告も見られる。
リスクへの意識はあるが、情報や観察内容からリスクを予見できないことが原因となることが多い。

4 解決すべき時期（いつまでに、どれくらいの期間で解決すべきなのか）
臨床実習に出る前までに。
5 学習伝達手段（WBT、セミナー、ワークショップ、実習、アクションラーニングなど）
WBT、実習、アクションラーニング
WBTはＢｒｅｅｚコンテンツとする。
①モジュール単位で教材を作成し、担当教員が受講可能なモジュールをコントロールする。
②各モジュールの最初に、必ず全体のコースマップを明示して、「ここを今から学習します」と明示する。
③実施前後にスキルチェックを実施し、実施前後の変化と学習到達状況を確認する。
④目標や学習方法などを示すために、導入モジュールを置く。
⑤教員とかかわりながら学習できるよう、質問コーナーや相談する時間を設定する。
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6 学習環境（LAN環境、職場環境、教室、その他）
ネットワークの環境が整っている教室。
コンテンツが作動するツールがインストールされていること。（flash playerなど）

7 コース目標（行動、条件、基準）
行動：
与件：
基準：

理学療法実施時における転倒転落のリスクについて予見し説明する。
提示された対象者の情報、模擬症例への面接・評価内容
転倒・転落のリスクを下記の要因に分けて説明すること。
①身体機能面
②精神機能面
③環境面

8 その他
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5.3.3

コースの概要

今回の「理学療法実施時の転倒・転落のリスクについて予見する」コースは、理学療法実
施時における転倒・転落の要因として、身体要因、環境要因、人的（セラピスト）要因に
分かれることから、それぞれに分けて学習項目を設定した。また、身体要因に関しては、
身体機能と精神機能に分けて学習項目を設定した。

図○−○コースマップ参照。

各学習項目について 15 分〜20 分程度の学習モジュールを Adobe Connect にて作成し、
Web
を用いた学習ができるよう設計した。また、コースの運用にあたっては、学習者の学習進
行状況や理解度を把握するとともに、学習内容の質問やモジュールに関する意見等に関し
ても、各コンテンツの終了時に e-mail アドレスを公開することによって可能とし、関係性
を保ちながら学習が進行できるよう考えた。

5.3.4

分析フェーズ

今回のコースを設計・開発するにあたり、
「誰が」
、
「何を」、
「どの程度まで」修得すべきか
について分析した。

（1）タスク分析
理学療法実施場面において転倒・転落のリスクを予見するタスクについて分析を実施した。
タスクは、理学療法の処方や依頼を受けることから始まる。依頼を受けた理学療法士は、
① 安全かつ対象者のニーズに則した理学療法を実施するために必要な情報、すなわち、対
象者の疾患や病態、医師の治療内容とそれに起因するリスクの把握、治療経過や現在の
全身状態、日常生活活動の状況、社会的情報等をカルテや他職種から収集する。
② ②次に、理学療法室もしくはベッドサイド時には自宅へ赴き、実際の対象者に会い様子
を伺い、①のステップで得た情報から注意すべきリスクを判断し、危険性を把握、管理
するために必要な測定を実施し、測定値をもとに継続の判断を行う。
③ ③実際に対象者と面接を実施し、意思疎通の可否や状況、精神機能面の状況把握、主訴
や希望、日常生活の様子を確認する中で、理学療法の対象となる障害を明確化していく。
①〜③の情報をもとに、必要性に応じて動作の観察、分析や各種検査測定を実施し、動
作能力とその要因となっている機能障害の関連性について追求していく。そして、これ
までに得られた情報や結果を統合し、対象者の障害の構造と各階層の関連性について解
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釈していく。このような過程を経て、理学療法の目的や目標を設定し、アプローチ方法
を選択し実施していくが、今回のテーマとするタスクに関しては、理学療法実施時の転
倒・転落のリスクについて予見し、記入することで終了する。
（図 2）

理学療法の処方をうける
（指導者から担当の紹介をうける）

カルテから情報を収集する

理学療法を実施するために必要な
評価項目を選択する

他職種から情報を収集する
医師・看護師・介護支援専門員など

医学的リスクや
制限はあるか？

身体機能のスクリーニングを実施する

Yes

必要な検査測定を実施する（＊１）
記録する

No

観察動作の開始姿
勢は一人で保持可
能か？

来室時（訪室時）の様子を観察する

実施環境は
安全か？

No

No

介助を加える

介助の量・質を変え
反応を捉える

Yes
実施環境を調整する
姿勢保持能力を評価する

Yes
バイタルサインの測定を行う
必要に応じて：血圧、脈拍、呼吸など

観察対象動作は一
人で実施可能か？
バイタルサインは
正常範囲内か？

No

No

医師へ報告する
Yes

介助を加える

介助の量・質を変え
反応を捉える

Yes
対象者へ面接の導入を行う
動作遂行能力を評価する

言語的コミュニ
ケーションは可能
か？

No

Yes
精神機能面の障害
は感じられるか？

必要な検査測定を実施する（＊１）

意思疎通可能な手段を探す

Yes
Yes

（＊１：対象者の状況等により
実施時期を選択）

不足している情報
はあるか？

精神機能面の状態を
スクリーニングする
No

No
主訴・希望・ADLの状況を聴く

面接から理学療法の対象となる障害を
具体化する

実施内容から対象者の障害を統合し解釈する
精神機能を把握するための
検査を実施する
理学療法実施時の転倒転落のリスクを
まとめ記録する（説明する）

終了

図 1 タスク分析
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（2）受講対象者分析
今回のコースを受講する対象学生について、受講対象者記述書に示す。

受講対象者記述書
理学療法実施時における転倒転落のリスクを予見し説明する。
コース名
OCR理学療法学科
島 雅人
作 成 者
所属
氏 名
作成日 平成18年9月25日
関 連 者
所属
氏 名
調 査 内 容
コメント
No.
1 所属および受講者数、平均年齢、役職、担当業務、担当業務経験年数
所属：大阪リハビリテーション専門学校、理学療法学科2年生および2年生
受講者数：約40名
平均年齢：昼間部：20代前半、夜間部20代中盤
昼間部：現役、大卒が多く、社会人経験者は少ない。
夜間部：社会人経験者がく、中間にアルバイトもしくは正職員として就労している。
2

コースに関する事前知識・スキル、以前同様なコースを受講したことがあるか
2年生は現在まで、理学療法実習を4回、3年生は理学療法実習を5回経験している。
その内３回は教員が引率して直接指導している。
理学療法実習Ⅴ後ゼミにて、模擬患者さんを相手に実践力の評価と指導を受けている。
リスクマネジメントの知識については未学習の段階である。

3

コース参加理由（業務命令、自発的な参加さど）
必須科目ではないが、3年生へ進級する前段階、もしくは臨床実習前の学習として位置づけられる。

4

参加意欲（動機付けの程度）
理学療法士になることを目標としており、実習や後ゼミにおいてリスク面に関する指導を
受けているため、学生の期待度は高いと思われる。
表 2 受講対象者記述書
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5

コースに期待すること（学習内容、習得レベルなど）
このコースを実施することで、臨床現場において、実際の対象者に対し転倒転落のリスクについて
要因ごとに整理しながら考え説明することができることを期待している。また、このコースを学習す
ることにより、転倒転落についての問題意識が高まることを期待する。さらに、このコースを実施す
る過程において、学習者と教員が関わりを深め学習者の理解度を確認するとともに、繰り返しの学習
により、全ての受講学生が理解を深めることができることを期待する。

6

業務以外の分野における関心事や趣味（学習内容の設計に役立つ情報）
スポーツ分野への関心が高い学生が多い（サッカー、バスケット）
音楽鑑賞もしくは演奏に興味を持つ学生もいる。

7

PC操作スキル（ブラウザー操作、入力操作など）
基本入力操作はでき、レポート作成の実施経験がある。
インターネット、メールは使用できる。

8

WBTに関する先入観（期待と不安または不信）
WBTは使用したことがないため、上手く使用できるかどうかは不安がある。
動画やアニメーションはイメージがしやすく、興味を持ち学習する。
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（3）スキル階層図の作成
今回のコースの目標を達成するために必要なすべての知識・スキルの階層図を作成した。
スキル階層図作成にあたっては、大阪リハビリテーション専門学校専任教員にご協力い
ただき、
「理学療法実施時における転倒・転落のリスクを与件し説明する」ために必要な
知識、スキルについてできるだけ多く書き出していただいた。書き出した内容について
要素ごとに分類し、各要素を階層化し関連付けを行った。
（図 2

5.3.5

スキル階層図）

設計フェーズ

（1）コースマップの作成
これまでに実施したコース目的記述、タスク分析、受講対象者記述、スキル階層図の作
成をもとにコースマップを作成した。コースマップ作成においては、
「理学療法実施時の
転倒・転落のリスクについて予見し説明する」ために必要な知識、スキル群について学
習単位ごとにまとめ、各単位で実施する行動について記載し、学習の順序を考え作成し
た。コースは「一般的な転倒・転落の要因を説明する」学習から開始され、次の 4 つの
学習単位へ移行する。①身体機能面と転倒・転落の関係を説明する。②精神機能面と転
倒・転落の関係を説明する。③環境と転倒・転落の関係を説明する。④人的（セラピス
ト）要因と転倒転落の関係を説明する。学生は 4 分野中どの分野からも学習をすすめて
も良いこととした。また、各学習単位にてスキルチェックを行い、合格することで次の
学習単位へ進むことが許可されることとした。
（図 3

コースマップ）

（2）学習意欲・効果的学習・全員が成功する仕組み作り
学習モジュール構成を設計するにあたり、以下のことを基準とした。
学習モジュールはコースマップより導入し、学習の位置づけを説明する。
学習モジュールの目標及びスキルチェック項目について明示し、理解を促す。
学習の動機付けとして、学習モジュールの必要性を意識した内容を盛り込む。
学習内容について理解するため、学習モジュールに応じたスキル階層図を示す。
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自己学習の参考として、モジュール作成時の参考書を提示する。
スキルチェックに関しては、学習モジュール実施前、実施後に行い、理解状況を確認す
る。
学生の学習状況が理解できるようにする。
学習モジュールに関する質問等については、モジュール内に e-mail アドレスを公開し質
問等を受け付け、必要に応じて直接面談する時間を設定し、関わりある学習が実施でき
るようにする。
各モジュール終了後にアンケートを実施し、学習モジュールの評価及び再開発を行う。
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タスクの最終目標
行動：理学療法実施時における転倒転落のリスクについて予見し、説明する。
与件：提示した症例から
基準：理学療法実習中に起こりうるリスクについて説明できる。
リスクを構成する要因について説明できる。
リスクを予見するための情報と収集方法について説明できる。
情報や姿勢、動作の観察からリスクを予見し説明できる。

身体機能面から、リスクを予見できる

姿勢の状態から、動作時のリスクを予見し説明できる

姿勢の状態を把握し説明できる

姿勢を観察し説明できる

骨盤
の傾
斜を
観察
し説
明で
きる

脊柱
のア
ライメ
ントを
観察
し説
明で
きる

体節
の位
置関
係を
見て
説明
でき
る

姿勢保持時の安定性を確認し説明できる

基底
面の
広さ
と重
心の
位置
を確
認し
説明
でき
る

左右
差を
見て
説明
でき
る

保持
時間
が確
認し
説明
でき
る

体幹
の筋
活動
を触
知し
説明
でき
る

支持
なし
で可
能か
どう
か確
認し
説明
でき
る

動的な
反応を
確認し
説明で
きる

動作の状態から、リスクを予見し説明できる

機能障害から、動作時のリスクを予見
し説明できる

基本動作の状態（能力）を把握し説明できる

機能障害を把握し説明できる

動作の様子を観察し説明でき
る

動作の安定性を
確認し説明でき
る

動作
を相
分け
して
観察
し説
明で
きる

不
安
定な
相
の
有
無を
確
認し
説
明で

観察
条件
を変
え変
化を
見て
説明
でき
る

観察
方向
を変
える

動
作
の
様
式を
確
認し
説
明
でき
る

一般的な動作の観察
のポイントを説明でき
る

ス
ピー
ドを
確
認し
説
明で
きる

介
助
の
量を
確
認し
説
明で
きる

不安
定な
方向
の有
無を
確認
し説
明で
きる

疾患から考えられ
る、動作の障害を予
測し説明できる

検査測定
結果から
転倒転落
のリスクを
予見し説
明できる

機能障害
の経過を
確認でき
る

めまい、
筋力低下、
痛み、
変形、
関節可動域制
限、
運動麻痺
感覚障害
協調性障害
持久力低下
が確認できる

バイタルサインを確認し状
態を把握できる

その日の
身体の調
子をｽｸﾘｰ
ﾆﾝｸﾞでき
る

今日
の体
調を
聞く
こと
がで

バイタルの状態や変動から、
リスクを予見できる。

来室
した
様子
を確
認で
きる

血圧、
脈拍、
呼吸の
正常、
異常が
説明で
きる

血圧、
脈拍、
呼吸状
態を測
定し説
明がで
きる

バイタ
ルサイ
ンの測
定方
法につ
いて説
明でき
る

バイタ
ルの正
常値に
ついて
説明で
きる

体幹
の機
能に
つい
て説
明で
きる

立ち
直り
反応
につ
いて
説明
でき
る

意識状態の
程度を確認
し説明でき
る

高次脳機
能障害の
有無を確
認できる

理解力を把
握する（知
的レベル）

対象者の
認知を把
握できる

精神機能面の異常に気づくことができる

コミュニケーション能力
を確認できる

危険に関する意識を確
認できる

転倒に結びつく可能性のある精神機能面の障害に
ついて説明できる

リーチ
動作は
どの程
度可能
か観察
し説明
できる

自分自
身でバ
ランス
を崩し
立ち直
れるか
観察し
説明で
きる

必要な検査項目を
選択できる

検査
測定
の方
法を説
明でき

各検査
測定の
意義を
説明で
きる

転倒転落に結びつく機能障害について説明すること
ができる。

疾患から考えられる姿勢の異常を
予測し説明できる

姿勢保持に必要な機能について説明できる

姿勢
反射
につ
いて
説明
でき
る

理学療法室の環境を把握し説明できる

対象者の理解力・判断力を把握できる

安静時、運動時の循環動
態を説明できる

疾患から生じる身体機能面の障害を説明できる

姿勢について説明で
きる

対象者
の普段
のバイタ
ルを説
明できる

環境状態から、リスクを予見できる

検査測定項目を
実施することがで
きる
外力に
対して
立ち直
れるか
観察し
説明で
きる

一般的な姿勢観察のポイントを説明できる

不安定
な方向
を確認
し説明
できる

精神機能面から、リスクを予見できる

安定した姿勢、肢位につ
いて説明できる

保護
伸展
反応
につ
いて
説明
できる

支持基
底面、重
心との関
係につい
て説明で
きる

疾患から生じる障害をイメージできる

重心に
ついて説
明できる

疾患の特徴的な症状を説明できる。

図 2 スキル階層図
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使用する機器、 床面の状況
を把握し説
備品の使用方
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明できる
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死角、他者と
の接触が置
き易い状況
を把握し説
明できる
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提示した症例に対して、転倒転落のリスクを予見し
説明する

姿勢や動作の観察内
容と、検査測定結果の
統合から、リスクを予見
し説明する。

精神機能面から
転倒転落のリスクを予
見し説明する。

環境因子から
転倒転落のリスクを予
見し、その管理方法に
ついて説明する

人的要因から
転倒転落のリスクを予
見し、その管理方法に
ついて説明する

検査測定結果から、
転倒転落のリスクを
予見し説明する。

動作の観察から、
転倒転落のリスクを
予見し説明する。

安全な生活環境に
ついて説明する

一般的な転倒転落
の予防方法につい
て説明する

危険な環境に気づ
き説明する

危険な状況に気づ
き説明する

身体機能のスクリー
ニングから、転倒転
落のリスクを予見し
説明する。

姿勢の観察から
転倒転落のリスクを
予見し説明する。

バイタルサインや状
態の変動から、転倒
転落リスクを予見し
説明する。

情報収集や面接場
面から、転倒転落の
リスクを予見し説明
する。

身体機能と転倒
転落の関係を
説明する

精神機能と転倒転落
の関係を説明する

環境と転倒転落の
関係を説明する

人的(セラピスト）要
因と転倒転落の関
係を説明する

転倒転落の一般的な要因を説明する

図 3 コースマップ
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5.3.6

開発フェーズ

今回は、Microsoft 社製の Power Point にてコンテンツを作成し、Macromedia 社製の
Breeze を使用しコンテンツをオーサリングした。音声については、free soft の Sound
Engine を使用しヘッドセットにて挿入した。また、動画の挿入及び作成については、
Macromedia 社製の Flash を使用し作成した。
ここでは、コースマップ内の「身体機能と転倒・転落の関係について説明する」学習単位
について作成したコンテンツ内容について紹介する。

No

画面レイアウト

音声(s)、その他(o)
(s)ここでは、身体機能と転

倒転落の関係について学ん
でいきましょう。

身体機能と転倒転落の関係
1

（内的因子について）

(s)今回の学習は、コースマ

ップ全体からすると、この
部分にあたります。

2

(o)コースマップ全体を提示

し、学習の位置づけを示す。
また、アニメーションとし
て、学習部分が拡大し変色
する。
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コースマップ
提示した症例に対して、転倒転落のリスク
を予見し
説明する
姿勢や動作の観察内容
と、検査測定結果の統
合から、リスクを予見し
説明する。
動作の観察から、
転倒転落のリスク
を予見し説明する。

精神機能面から
転倒転落のリスク
を予見し説明する。

検査測定結果から、
転倒転落のリスク
を予見し説明する。

姿勢の観察から
転倒転落のリスク
を予見し説明する。

身体機能のスクリー
ニングから、転倒転
落のリスクを予見し
説明する。

バイタルサインや状
態の変動から、転倒
転落リスクを予見し説
明する。

環境因子から
転倒転落のリスクを
予見し、その管理方
法について説明す
る

人的要因から
転倒転落のリスクを
予見し、その管理方
法について説明する

安全な生活環境
について説明す
る(知識）

一般的な転倒転
落の予防方法につ
いて説明する（知
識）

危険な環境に気
づき説明する

危険な状況に気
づき説明する

情報収集や面接場面
から、転倒転落のリス
クを予見し説明する。
身体機能と転倒
転落の関係を
説明する

環境と転倒転落の
関係を説明する

精神機能と転倒
転落の関係を説
明する

人的(セラピスト）要
因と転倒転落の関
係を説明する

転倒転落の一般的
な要因を説明する

(s)この単元を学習すること

目 標

で、身体機能と転倒転落の
関係について、何も見ない

行動：身体機能と転倒転落の関係について説明する。

で説明できることを目標と
します。その際には、指示

3

基底面と重心の関係、姿勢

与件：何も見ないで

保持機能の種類と役割、姿
基準：以下の項目が説明内容に含まれていること
①支持基底面と重心の関係
②姿勢保持機能の種類と役割
③姿勢保持障害

勢保持障害の内容が含まれ
ていることとします。
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(s)この学習終了後には、学

習状況を確認するために、

スキルチェック

身体機能と転倒転落の関係
について、説明してくださ

身体機能と転倒転落の関係について
説明してください。

い。
(s)今回の学習では、表示さ

4

れている文献を参考資料と

参考資料

しました。より深く理解を

中村隆一ほか：基礎運動学第6版．医歯薬出版株式会社
斎藤 宏：姿勢と動作．メヂカルフレンド社

するための参考としてくだ
さい。

(s)この学習を実施する意味

としては、ひとの姿勢調節

この学習について

機能を理解することが、対

なぜ学習するのか？
○ひとの姿勢調節機能を理解することは、対象者の身体機能
から転倒転落を予見することの基礎となります。
○対象者の姿勢を運動学的に理解する手助けとなります。

5

学習のステップ
身体機能と転倒転落の関係について説明することができる。

象者の身体機能から転倒転
落を予見する基礎となるか
らです。また、対象者の姿
勢を運動学的に理解する手
助けとなります。

姿勢保持に必要な機能について説明できる

重心について
説明できる

支 持基底面 と重心
との関係について
説明できる

平衡速度反射に
ついて説明できる

立ち直り反応に
ついて説明できる

体幹の機 能につい
て説明できる

姿勢反射について
説明できる

姿勢について
説明できる

安定した姿勢、肢位
について説明できる

(s)学習のステップとして

は、図に示している階層図
の部分にあたります。
(o)学習の動機付けと、学習

ステップ（スキル階層図）
の提示。
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(s)ひとは 2 本の足で立った

ひとの体のふしぎ

り、片足で立ったり、ボー
ルの上に乗ったりと絶妙に

ひとは、どのようにし
て転倒しないように
姿勢を調節している
のだろう？

バランスを取りながら姿勢
を保ち続けることができま
す。また、電車やバスなど

6

の大きな揺れに対しても、
転倒することなく姿勢を保
つことができます。それで
は、ひとはどのようにして
転倒しないように 姿勢を
調節しているのでしょう
か？
(s)ひとが日常的にとる姿勢

は、臥位、座位、四つ這い

ひとの基本的な姿勢

位、膝立ち位、片膝立ち位、
立位、片脚立位などがあり
ますが、臥位よりも座位、
座位よりも立位になるにし
たがい、不安定性が増して

7

いき、転倒しやすくなりま
す。それは、なぜだかわか
りますか？
(o)アニメーションにて、仰

臥位置→座位→四這い位→
膝立ち位→片膝立ち位→立
位へと音声にあわせて移行
する。
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(s)それは、支持基底面と重

心との関係にあります。地
球には引力があり、すべて
の物体に重力が働きます。
物体には、物体にかかるす

支持基底面と重心の関係①

べての重力が集中する点、
あらゆる方向に回転する点
があり、それを重心と呼び
ます。また、重心から地球
の中心に向かう仮想の直線

8

を重心線と呼びます。物体

生

を地上に置くと、地面と物
体とが接する部分が作られ

Premium

ます。物体の地面と接する
底面を支持基底面と呼びま
す。重心が支持基底面の中
心にある場合は、物体への
運動は起こらず、安定して
いる状態にあります。これ
が、物体の安定する条件と
なります。

(s)人の姿勢にあてはめてみ

支持基底面と重心の関係②

ますと、臥位よりも座位、
座位よりも膝立ち位、膝立
ち位よりも立位姿勢の支持
基底面が狭く、重心の位置
が高くなることがわかりま

9

すね。支持基底面が狭く、
重心の位置が高い姿勢は、
重心が支持基底面から離れ
やすくなり、不安定な状態
になりやすい姿勢といえま
す。
(o)各肢位で支持基底面と重
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心を示し、残していく。
(s)では、どのような状態に

なったら、物体は安定した
状態から、不安定な状態に
なるのでしょうか？物体の
重心が支持基底面より、離
れようとしたとき、回転運

姿勢調節の役割

動がおこり、不安定な状態
になります。重心が支持基
底面内に存在する場合は、
元に戻ろうとする運動が生
じ、安定した位置に戻りま

10

す、しかし、回転運動が起
こり続け、重心が支持基底
面から離れてしまったとき
物体の重心が支持基底面より離れようとした時に、離れないように調節する

に転倒、転落が起こります。
身体は、あらゆる肢位や状
況において、指示基底面内
に重心が残るように調節し
転倒、転落を防いでいます。
そのしくみには、さまざま
な姿勢調節機能が関わって
います。
(s) 姿勢調節機能には、姿勢

反射、立ち直り反射、平衡

姿勢調節のしくみ

速度反射があります。それ
大脳皮質
平衡速度反射
バランス反応

11

ぞれの反射をつかさどる中

立ち直り反射
・傾斜反応
・防御反応
・パラシュート反応
・跳び直り反応
・踏み直り反応
・Long-loop response

枢は、脊髄、延髄、中脳、

中脳
延髄

大脳皮質となります。さら
脊髄

・視覚性
姿勢反射
・体幹からの
・頸からの
・体幹から頭部に働く ・加速度による反射 ・陰性支持反応
・緊張性頚反射
・陽性支持反応
・迷路性
・緊張性迷路反射 ・伸張反射

に、それぞれの機能は、脊
髄よりも延髄、延髄よりも
中脳、中脳よりも大脳皮質
が上位の中枢として働き、
コントロールしています。
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(s)姿勢調節の仕組みには、

さまざまな機能が関わって
います。教科書をみても、
複雑な神経経路が書いてあ
り、難しく理解しづらい印
象を受けますよね。しかし、
大まかに捉えるとこのよう
な模式図で考えることがで

姿勢調節機構のしくみ
受容器
視

12

を感じるための受容器があ

中枢

覚

ります。受容器は姿勢の状

大脳皮質

前庭覚

効果器
↓

態や変化を感じ取り、反射

刺激に対する
反射・反応
として
出現

を受けた、中枢は状況に応

中脳

三半器官：回転加速度
平衡斑：直線運動の加速度

きます。まず、姿勢の状態

伝達

橋

伝達

皮膚の受容器
：ﾊﾟﾁﾆ小体、ﾏｲｽﾅｰ小体
ﾒﾙｹﾙ細胞、自由神経終末など

延髄

固有受容器

脊髄

中枢へ信号を送ります信号

じて必要な反射を即時に起
こしたり、姿勢や運動の状
態を統合し、必要な反射・

筋紡錘・腱紡錘など

反応を判断し、運動を指示
します。運動の指示は、運
動ニューロンを介して効果
器へ伝えられ効果器は、伝
達されてきた刺激に応じ
て、運動を起こし、姿勢を
調節するよう働きます。
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(s)それでは、ひとが、姿勢

を保ち続ける時、すなわち、
静止時の姿勢保持には、ど
のような調節機能が働くの
でしょうか？身体がわずか
に動揺し、支持基底面から
重心が外れようとすると、

静止時の姿勢調節

動揺したための起こった関
節の運動によって、筋が伸

身体の動揺

13

張されます。筋が伸張され

筋の伸張

ると、筋紡錘が活動し、そ

筋紡錘

の刺激が中枢へ伝達されま

脊 髄

す。筋紡錘から生じた刺激
は、脊髄に入り、脊髄の前

筋収縮
姿勢の修正

角細胞へ伝達され運動ニュ
ーロンを介して、筋へ伝達
されます。それにより、筋
収縮が起こり、姿勢を元の
状態に戻します。これは、
伸張反射と呼ばれるもの
で、姿勢調節の基本となり
ます。

(s)大きな刺激が外部から加

外乱時の姿勢調節①

前庭迷路覚
半規管：有毛細胞

視 覚
傾いた！！

わり、重心が支持基底面か
ら大きく離れようとしたと
きには、伸張反射だけでは
対応できません。このよう

14

上肢外転
頚部・体幹の
立ち直り

固有受容器
からの情報

なときには、より上位の姿
勢調節機能が必要となりま
す。外力によって生じた姿

皮膚受容器
からの情報

勢の変化を、視覚や前庭・
支持基底面を
広げる

迷路、皮膚や筋の受容器で
感じ取り、その情報を姿勢
反射の中枢へ伝達します。
伝達された情報は 刺激の
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伝達された情報は、刺激の
状況に応じて、立ち直り反
射や平衡速度反射を引き起
こします。

外乱時の姿勢調節②

(s)立位で前後方向へ大きく

動揺を加えられたときの反
応です。実際に友達同士で
も観察して見ましょう。

平衡速度反射
バランス反応
立位（前後）

15

(s)立位で左右から大きな刺

外乱時の姿勢調節③

激を与えられたときの様子
です。これも実際に友達同
士で観察してみましょう。

平衡速度反射
バランス反応
立位（左右）

16
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(s)床面が傾斜した場合は、

床面傾斜時の姿勢調節①

このような反応がみられま
す。これは傾斜反応と呼ば
れるものです。

平衡速度反射
バランス反応
傾斜反応
座位（左右）

17

(s)床面が後方に傾斜した時

床面傾斜時の姿勢調節②

の様子を観察してみましょ
う。このような状態では、
筋の伸張刺激により、伸張

平衡速度反射
バランス反応

18

反射を引き起こす可能性が

傾斜反応
立位（前）

ありますが伸張反射が出現
することで、重心が支持基
底面より大きく外れてしま
います。そのため、伸張反
射は上位の中枢により抑制
されています。

(s)床面が前後方向へ水平に

床面が動いた時の姿勢調節

移動した場合は、このよう
な反応が見られます。皆さ

平衡速度反射
バランス反応

19

床面が動いた
場合

んも、電車の中でこのよう
な状況を経験されたことが
あると思います。

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発

231

「ID 手法を用いたリハビリテーションの e ラーニング教材開発および遠隔教育のプログラム開発」プロジェクト

(s)先ほども紹介しましたが、

姿勢調節のしくみは、受容器、
中枢、効果器とそれを伝達す

姿勢調節機構のしくみ

る神経から成り立っていま
す。このしくみの一部分に異

受容器
視

20

中枢

覚

常が生じた場合には、姿勢調

大脳皮質

前庭覚

中脳

三半器官：回転加速度
平衡斑：直線運動の加速度

効果器
↓

橋

伝達

伝達

皮膚の受容器
：ﾊﾟﾁﾆ小体、ﾏｲｽﾅｰ小体
ﾒﾙｹﾙ細胞、自由神経終末など

延髄

固有受容器

脊髄

刺激に対する
反射・反応
として
出現

節機能の障害が起こってきま
す。姿勢調節機能が障害され
ると、静止時や運動時の姿勢
調節が十分にできず、転倒・
転落を引き起こす大きな要因
となります。ただし、受容器

筋紡錘・腱紡錘など

の障害や、効果器の障害では、
他の部位により機能を代償す
ることで、姿勢調節が可能と
なります。
(s)まとめです。身体機能面と

まとめ

転倒転落の関係を模式図に表

身体機能面における転倒・転落の要因

より、姿勢調節に関わる受容
器、中枢、効果器の障害が生

重心が離れる刺激
支持基底面から

姿勢調節機能の障害

受容器︑中枢︑効果器の障害
姿勢調節に関わる

外 傷
疾 病

21

してみました。疾病や外傷に

じそれにより、姿勢調節機能
転倒
転落

が障害されその状態で、支持
基底面から重心が離れる刺激
が加わると転倒、転落が生じ
てきます。
(s)以上でこの単元を終了いた

します。お疲れ様でした。
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5.3.7

実施フェーズ

今回は、大阪リハビリテーション専門学校及び麻生リハビリテーション専門学校の理学療
法学科学生に対して、計 2 回の学生トライアルを実施した。

（1）実施日程及び対象
第 1 回目

2007 年 1 月 15 日

大阪リハビリテーション専門学校

理学療法学科 2 年昼間部
第 2 回目

2007 年 1 月 19 日

10 名

麻生リハビリテーション専門学校

理学療法学科 3 年昼間部

10 名

（2）実施方法
インターネット環境の整った教室（情報処理室）において、同時に 10 名実施できるよう
セッティングした。はじめに、今回の概要を説明した後、学習内容に対する 15 分間のプ
レテストを実施した。プレテスト終了後、学生各自で学習コンテンツへアクセスし、ヘ
ッドセットを使用して視聴した。コンテンツ視聴後、プレテストと同内容のポストテス
トとアンケートを実施した。

5.3.8

評価フェーズ

2 回の学生トライアル時に、学習コンテンツを視聴してのアンケートを実施した。アンケー
ト項目は下記の 18 項目に対し、3 段階及び 2 段階評価を実施した。また、自由記載による
コメントを収集した。

3段階評価項目
（1）学習内容は興味深いものでしたか
（2）モジュール目標が期待している学習内容を理解できましたか
（3）教材の内容はモジュール目標に関連していましたか
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（4）目標に到達するための十分な演習問題はありましたか
（5）演習問題はモジュール目標に関連していましたか
（6）演習問題に対するヒントや回答等は役に立ちましたか
（7）テストはモジュール目標を反映していましたか
（8）学習内容に対して自信がつきましたか
2段階評価項目
（9）文章構造が難解でよく分からない
（10）
「何をすればいいのか」が分かりにくい
（11）文章の説明と図の関連が分かりにくい
（12）情報が多すぎる箇所があった
（13）情報が少なすぎる箇所があった
（14）学習項目の全体像がよく分からなかった
（15）演習内容が学習内容と一致していなかった
（16）ヒントや回答がよく理解できなかった
（17）学習していない項目がテストに含まれていた
（18）回答方法が不明確であった

アンケート結果
（1）学習内容は興味深いものでしたか。
興味深かった 77％、どちらともいえない 15％、興味がもてなかった 8％であった。
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77%

15%

8%

興味 深 かった
どちらともいえない
興味 が もてなか った

0%

50%

100%

（2）モジュール目標が期待している学習内容を理解できましたか
理解できた 62％、どちらともいえない 38％、理解できなかった 0％であった。

62%

38%

0%

理 解で きた
どちらともい え な い
理 解で きな かった

0%

50%

100%

（3）教材の内容はモジュール目標に関連していましたか
関連している 100％であった。
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100%

0%

関 連 して い る
どち らとも い え な い
関 連 して い な い

0%

50%

100%

（4）目標に到達するための十分な演習問題はありましたか
十分あった 58％、どちらともいえない 33％、不足している 17％であった。

58%

33%

17%

十 分あ った
どち ら とも い え な い
不 足して い る

0%

50%

100%

（5）演習問題はモジュール目標に関連していましたか
関連している 100％であった。
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100%

0%

関 連 して い る
どち ら とも い え な い
関 連 して い な い

0%

50%

100%

（6）演習問題に対するヒントや回答等は役に立ちましたか
役に立った 85％、どちらともいえない 15％、役に立たなかった 0％であった。

85%

15% 0%

役 に た った
どち らともい え な い
役 に た た な か った

0%

50%

100%

（7）テストはモジュール目標を反映していましたか
反映していた 77％、どちらともいえない 23％、反映していなかった 0％であった。
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77%

23%

0%

反 映 して い た
どち ら とも い え な い
反 映 して い な か っ た

0%

50%

100%

（8）学習内容に対して自信がつきましたか
自信がついた 38％、どちらともいえない 68％、自信がもてない 0％であった。

38%

62%

0%

自 信 が つ い た
どち ら とも い え な い
自 信 が も て な い

0%

50%

100%

（9）文章構造が難解でよく分からない
はい 8％、いいえ 92％であった。
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8%

92%
は い

い い え

0%

50%

100%

（10）「何をすればいいのか」が分かりにくい
はい 54％、いいえ 46％であった。

54%

46%
は い

い い え

0%

50%

100%

（11）文章の説明と図の関連が分かりにくい
はい 15％、いいえ 85％であった。
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15%

85%
は い

い いえ

0%

50%

100%

（12）情報が多すぎる箇所があった
はい 54％、いいえ 46％であった。

54%

46%
は い

い い え

0%

50%

100%

（13）情報が少なすぎる箇所があった
はい 38％、いいえ 63％であった。

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発

240

「ID 手法を用いたリハビリテーションの e ラーニング教材開発および遠隔教育のプログラム開発」プロジェクト

38%

62%
は い

い い え

0%

50%

100%

（14）学習項目の全体像がよく分からなかった
はい 38％、いいえ 62％であった。

38%

62%
は い

い い え

0%

50%

100%

（15）演習内容が学習内容と一致していなかった
はい 8％、いいえ 92％であった。
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8%

92%
は い

い い え

0%

50%

100%

（16）ヒントや回答がよく理解できなかった
はい 23％、いいえ 77％であった。

23%

77%
は い

い いえ

0%

50%

100%

（17）学習していない項目がテストに含まれていた
はい 8％、いいえ 92％であった。

8%

92%
は い

い いえ

0%

50%

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発

100%

242

「ID 手法を用いたリハビリテーションの e ラーニング教材開発および遠隔教育のプログラム開発」プロジェクト

（18）回答方法が不明確であった
はい 46％、いいえ 54％であった。

46%

54%
は い

い い え

0%

50%

100%

その他コメントがあれば記入してください。
その他のコメント

さまざまな図や身体の図が関連して説明してもらえたので分かりやすかったと思います。図
の中では重心が支持基底面からずれると倒れてしまうという図だけが少し分かりにくかっ
たです。 話すスピードはゆっくり話してもらっており、教材前後前後で理解が深まりまし

1

たが、初めて姿勢制御の話を聞く人には少し難しいかもしないと思いました。ただし巻き戻
しや停止ができるため、周りを気にせず自分が理解できるまで聞くことができる点は非常に
良いと思いました。 気になった点として、話の流れは良く理解できましたが、何が重要な
のかが理解しにくかった感じがありました。

2

スライドの進むペースと解説のスピードを調整したい

今回の演習と関係があるかは分からないですが、すごく眠たかったです。体調の問題だと思

3

います。内容自体は興味のあるものでした。いちばん感じたのは今回やろうとしていること
があまり把握できませんでした。その辺の説明が足りなったような気がします。

全体的な流れは、良いと感じました。私個人としては、次に進むまでの時間が早いと感じま

4

した。図（動画）が少し見にくいと感じました。

内容はある程度理解できたが、何ページか文字数が多い部分があり、頭で理解・考えながら、

5

文章を読みながら、話を聞くことを一度に完全に理解するには、短時間で少し難しいように
感じた。文字数が多くなるところは、絵や図がもう少し入ると、視覚的でもっと理解しやす
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くなるのではないかと感じました。しかし、要点もまとめてあり、内容的にもとても分かり
やすいように感じました。

映像と言葉の説明だけでは理解できない部分があり、その部分では教科書等を利用して深く
勉強したほうが頭に残るのではないかと思いました。また動画がありましたが、一つひとつ

6

の動きで動画を止めてもらい説明があれば理解しやすいと思いました。しかし、図や動画が
あることにより、理解しやすい部分もあり、勉強のとっかかりにはイメージしやすく勉強に
なると思いました。

最初の学習目標の説明などの部分が早くて最初は何をすればいいのかわかりづらいので、も

7

う少し見る時間が必要だと思う。また解答例も文章でもあればなおいいのでは。

説明が多いところがあり、解説の理解が追いつかなかった。図が小さくて、その中に書いて

8

ある文字も小さく見えづらい部分があった。内容は図や動画を用いてあり、理解しやすい部
分が多かった。

身体の図の動きが重なり合って少し見難いところがあった。さらに次項にスライドが移動す

9

る部分と重なったところがあり、図が見られないところもあった。
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5.3.9

考察

今回、
「理学療法実施時の転倒・転落のリスクを予見し説明する」コースについて、CRI 技
法を用いて分析、設計、開発、実施、評価を行った。分析フェーズにおいては、理学療法
実施時における転倒・転落のリスクを予見し説明するために必要なスキルを理学療法学科
教員で抽出し階層化した。
スキル階層図作成の過程においては、熟達者の経験や知恵が必要であり、実際の経験と知
恵を出し合いスキルを抽出し整理することで、学習の過程や階層性が明確に整理できたと
考える。スキル階層図が整理できたことで、設計フェーズにおいても、コースマップ作成
作業がスムーズに進んだと考える。
開発フェーズにおいては、学習教材を作成する 上で、使い慣れた Microsoft 社製の
PowerPoint を使用し作成できたため、抵抗感無く作成に取り掛かれたと考える。ひとの反
射や反応を再現する部分に関しては、イメージがつきやすいようにアニメーションを用い
たが、アニメーションの設定で表現する部分が難しかった。しかし、今回の学習モジュー
ル作成の過程において、新たな表現方法を身につけたことや、Macromedia 社製の Flash
を用いて、アニメーションの作成方法やビデオファイルの変換方法等を学習したことは、
今後の効果的な学習モジュール作りに役に立つと考える。
実施フェーズにおいては、学習環境において flash player がインストールされていない PC
で視聴できず学習の進行に障害が生じた。
また、
同時に 10 名しか実施できない制限があり、
学生が学習したいときに実施できない可能性も多く、今後の課題であると考える。
評価フェーズにおいては、学生の貴重な意見をいただくことができ、今後の学習モジュー
ル開発の参考となった。学生アンケートの結果から、今回作成した教材と目標との関連性
や演習問題と教材内容のとの関連性、文章構造や文章と図の関連性については、8〜9 割の
学生からよい評価を受けた。しかし、モジュール目標が期待する学習内容の理解ができな
い、目標に到達するための演習問題が不十分である、
「なにをすればよいのか」がわからな
い、演習問題の回答方法が不明確である等、学習を進めていく上での重要な部分が不足し
ていることに気づいた。この要因としては、コースマップ提示の時間が短すぎて学習の位
置づけが分からないまま学習内容が進んでしまったこと、学習の途中で学生の理解度を確
認する演習問題が無かったこと、回答方法について明記していなかったことなどが考えら
れる。また、コンテンツの設定が自動で進んでしまうため、学習者のスピードにあわせて
学習が進められなかったことも要因のひとつであると考える。さらに、学習への興味につ
いても、7 割程度にとどまったことから、動機付けの部分やコンテンツの面白さ、なじみや
すさについて学習者の分析をコンテンツに盛り込めるような工夫が必要であると考えた。
学習後自信がついた学生に関しても 4 割程度に留まったことは、プレテストに関する模範
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解答等の提示が無く、正誤のフィードバックが実施できていなかったことが要因であると
考える。今後はこのアンケート内容をもとに、学習モジュールの再設計・開発・実施を行
っていくとともに、コース全体の学習モジュールの開発を手がけ、「理学療法実施時の転
倒・転落のリスクについて予見し説明する」コースの完成を目指したい。
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5.3.10 おわりに
今回、CRI 技法を用いて分析、設計、開発、実施、評価一連の流れを経験するとともに、e
ラーニング学習モジュールの作成過程を経験した。分析、設計の過程においては理学療法
学科の教員の知恵を出し合い整理することができた。ただし、開発、実施において e ラー
ニング学習システムや学習モジュールについては課題をした。
今後は、今回の経験をもとに、理学療法を学ぶ学生が実習前の導入学習や実習中の支援ツ
ールとして活用できるようシステムの整理ができたらと考えている。また、授業の予習、
復習の学習教材としての活用を目指したい。
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5.4

「臨床実習に向けての自己課題リストの作成」のコース開発

5.4.1

コース全体の概要

作業療法学科における臨床実習が円滑に、より充実したものとなるように、学生自らが自己
課題を認識し、学習計画の作成を支援するコースである。実習ではさまざまな知識・技術・
人間性などが統合され、作業療法士として高いパフォーマンスを発揮しなければいけない。
実習前に講義や演習として、さまざまな準備する機会を実習前セミナーとして提供しても、
学内の講義や演習を通して身につけた縦割りの知識や技術が統合されないまま、
あるいは自
己課題を十分に認識しないままでは十分な準備ができない。
本コースでは、実習の概要を説明し、社会性、対人スキル・マナー、知識・技術をセルフチ
ェックしながら実習に向けての自己課題を明確にし、学習計画の円滑な作成を支援する。

コース開発

5.4.2

（1）分析
（1）−1 コース目的記述書
コース名
作成者

臨床実習に向けての自己課題リストの作成
所属

麻生リハビリテーション専門学校
作業療法学科

依頼元
所属
No.
1 受講対象者（受講者数、所属職位、担当業務）

調

氏名
査

青山

克実

氏名
内 容

コ

所属：麻生リハビリテーション専門学校 昼間部・夜間部最終学年
昼間部：43名
夜間部：28名
合計71名

2

関係者（依頼元、SME、コース開発者、人事部門、研修部門など）

3

研修によって解決しようとしている問題点

コース開発者：青山

克実（麻生リハビリテーション専門学校

作業療法学科）

作業療法学科・長期臨床実習は、それまで学んだ講義や社会性、対人スキル・マナーなどを統合した上で実施すべきである。しかし、学生
の多くは学内での縦割りの授業体系のままに、自己課題を分析し、統合が十分なされないまま実習前準備として特別講義・自主セミナーなど
を実施している。その結果十分なパフォーマンスを発揮できないまま実習を中止となる学生や十分な結果を残せない学生も少なくない。実習
で統合されたパフォーマンスを発揮するために、実習に必要な知識・技術・社会性をセルフチェックし、実習前準備としてこれまで作業療法
について学びえた知識やスキルの水準を確認しながら、優先順位が整理された自己課題リストを作成し、実習に向けた学習計画作成を作成す
ることである。

4

解決すべき時期（いつまでに、どのくらいの期間で解決すべきなのか）

5

学習伝達手段（WBT、セミナー、ワークショップ、実習、アクションラーニングなど）

6

学習環境（LAN環境、職場環境、教室、その他）
PC及びネットワーク環境が整っている教室
コース目標（行動、条件、基準）

最終学年次における実習前準備セミナー開始前までに実施する（930分）。
担当教員によるオリエンテーションとWBT及び個人面談

7

行動：行動：臨床実習に向けた自己課題を整理し、学習計画を作成する。
与件：自己課題チェックリスト・学習計画作成シート
臨床実習ガイダンス・成績報告書・臨床実習施設情報用紙
基準：①

8

取り組もうとしている実習領域（身障・老人・発達・精神・総合）を明確にできる。

②

実習領域に必要な授業科目（基礎専門科目・専門科目）を抽出することができる。

③

各科目で学んだ知識・技術を項目として抽出することができる。

④

臨床実習に必要な、医療人として必要な最低限の対人スキルについての課題を明確にできる。

⑤

臨床実習に必要な、医療人として必要な最低限の社会的マナーについての課題を明確にできる。

⑥

③〜⑤をセルフチェックし、実習に必要な自己課題を明確し、優先順位を整理できる。

⑦

実習前準備の学習計画を作成し、優先度・効率的な学習方法・教材を明確することができる。

その他

本コンテンツは、各学生個人が学習計画を作成し、教員との面談、クラスや各グループでの話し合いを通して、クラスとして取り組める課
題、グループとして取り組める課題、個人として取り組める課題として整理していく。教員はコーチングとして各学生の進行状況などを把握
しながら指導する。

（1）−2 受講対象者記述書
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コース名

臨床実習に向けての自己課題リスト作成

作成者

所属

麻 生リ ハビリテーシ ョン専門 学校
氏名 青山
作業療法学科
氏名

克実 実施日

臨床実習前準備セミナー開始前

関連者
所属
No
分 析 項 目
.
1 所属および受講者数、平均年齢、役職、担当業務、担当業務経験年数
作業療法学科

昼間部3年次、夜間部4年次（最終学年次）昼間部：43名

コメント

夜間部：28名

2 コースに関する事前知識・スキル、以前同様なコースを受講したことがあるか
臨床実習に必要な基礎専門科目・専門科目はすべて単位履修している。
臨床実習ガイダンス及び成績報告書の内容をオリエンテーションし、学生が理解していること。

3 コース参加理由（業務命令、自発的な参加など）
効果的な実習前の準備をする意味で、対象学生は必修とする。

4 参加意欲（動機付けの程度）
作業療法士になるために、実習は最も大きく、重要な課題となり、学生の不安も大きいため参加意欲は十分である。

5 コースに期待すること（学習内容、習得レベルなど）
作業療法を実践する為に、各領域に必要な知識や技術、対人スキル、社会的マナーを統合し、
実習で十分なパフォーマンスを発揮する為の準備として学習計画の作成ができる。

6 業務以外の分野における関心事や趣味（学習内容の設計に役立つ情報）
臨床における作業療法士のパフォーマンス

7 PC操作スキル（ブラウザー操作、入力操作など）
基本操作及びインターネット・メールの使用は可能。

8 WBTに関する先入観（期待と不安または不信）
各自での作業になるので自分のペースで進める事ができるが、進捗状況に格差ができるのではないか。
また、セルフチェック形式でのコンテンツの為、教員の十分な面談とダブルチェックが必要になると思う。

（1）−3 タスク分析（フローチャートの作成）
臨床実習に対する知識や技術
などの自己の水準を確認する。

臨床実習に向けた知識や技術
などの自己課題を認識する。

学習項目に優先度をつける。

学習項目に適切な

学習内容に対して適切な

学習内容を整理する。

学習方法・形態を選択する。

臨床実習に向けた学習
計画を作成する。
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（2）設計
（2）−1

スキル階層

臨床実習に向けた学習計画を作成することができる
学習項目に優先度をつけることができる
学習項目に適した学習形態を選択することができる
学習項目に適した学習教材を選択することができる
学習項目に適した学習内容を選択することができる

臨床実習に向けた自己課題を列挙することができる

自己の知識や技術水準を認識することができる

臨床実習の概要をについて
実習の達成目標について
臨床実習における評価項目について
臨床実習で求められる態度・マナーについて
臨床実習で求められる課題について
自らが取り組む臨床実習領域について
自らが取り組む臨床実習施設の概要について

臨床実習に必要な社会的マナーについて
臨床実習に必要な対人スキルについて
作業療法の実践のついて
作業療法のプロセスについて
作業療法評価の総論について
作業療法評価のプロセスと流れについて

今回作成したコース

面接の基礎知識について
情報収集の基礎知識について
観察の基礎知識について
検査測定の基礎知識について
統合と解釈の基礎知識について
目標設定の基礎知識について
治療計画の基礎知識について

実習領域の作業療法評価について
作業療法の計画と立案について
実習領域の作業療法の計画と立案について
作業療法の治療手段・技術について
実習領域の作業療法の治療手段・技術について
各疾患の基礎知識について
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②コース全体のコースマップ（簡易版）
臨床実習における学習計画を作成する。

各疾患の基礎知識
臨床実習に必要な対
人スキルに対する学

臨床実習に必要な社

対する学習計画を

会的マナーについて

作成する。

の学習計画を作成す

習計画を作成する

作業療法の実践の自
己課題を列挙する

臨床実習の概要を学習する。

③作業療法の実践についてのコースマップ
作業療法の実践の学習計画を作成する

実習領域の作業療
法評価についての
学習計画を作成す

実習領域の作業療 法

実習領域の作業療法

の計画と立案につ い

の治療手段・技術につ

ての学習計画を作 成

いての学習計画を作

する

る

成する

作業療法の計画と立案
についての学習計画を
作業 療法評価 総論に

作成する

つい ての学習 計画を

術についての学習計画
を作成する

作成する

作業療法のプロセス
についての学習計画する
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④作業療法評価の総論についてのコースマップ

作業療法評価総論に
ついての学習計画を
作成する

統合と解釈についての
学習計画を作成する

＊モジュール単元ごとにスキルチェックと自己課
題チェックを行っていきます。最終的に作業療法評
価総論全体の自己課題リストと学習計画が作成で
きます。
情報収集の手段と内容に
ついての学習計画を作成する

観察についての学習
面接についての

計画を作成する

学習計画を作成する
検査・測定の計画と領域に
ついての学習計画を作成する

評価の意味とプロセスに
ついての学習計画を作成する

5.4.3

開発（コンテンツ紹介）
（3）−1

各モジュールの概要

今回、コンテンツとして作成したのは、臨床実習で最も中核的な要素となる作業療
法の実践についてのコースのうち、入口として重要な作業療法の評価の基礎知識に
ついての自己課題リストと学習計画を目標にしたコースである。以下に各モジュー
ルの概要について説明する。
（具体的なコースの進め方の詳細については、モジュー
ルの紹介を参照）
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【作業療法評価総論〜評価のプロセスと意味について】
このモジュールは作業療法の

評価

の目的とは何なのか、語句の意味や正しい

用い方、評価を進めていく上でのプロセスや流れについてクイズ形式と解説を交
えながら整理し、現在の学生の知識水準を自己チェックし、足りない知識につい
て学習計画を作成すためのモジュール。
【作業療法評価総論〜情報収集について】
作業療法評価を開始するために、評価の流れや計画を見立てるために必要な情報
収集について、その意味と必要な情報収集の項目や内容をクイズ形式と解説を交
えながら整理し、現在の学生の知識水準を自己チェックし、足りない知識につい
て学習計画を作成すためのモジュール。
【作業療法評価総論〜面接について】
作業療法評価の中でも中心的で、重要な

面接

について、意味や事前準備、聞

き取るべき内容、注意事項などについて、クイズ形式や解説、実際の面接の例な
どを交えながら整理し、現在の学生の知識水準を自己チェックし、足りない知識
について学習計画を作成すためのモジュール。また、知識だけではなく、面接に
於いて必要な自己認識について触れている。
【作業療法評価総論〜観察について】
作業療法評価の中でも面接と並んで中心的で、重要な

観察

について、方法や

手段、事前準備や観察すべき内容や項目などについて、クイズ形式や解説を交え
ながら整理し、現在の学生の知識水準を自己チェックし、足りない知識について
学習計画を作成すためのモジュール。また、正しい観察結果の解釈についての注
意事項や自己要素などについても触れている。
【作業療法評価総論〜検査・測定について】
作業療法評価において、検査測定すべき領域やその方法やアセスメントツールに
ついて、国際生活機能分類（ICF：International Classification of Functioning，Disability
and Health）の分類に沿っていくつかのシチュエーションでの検査測定の方法やアセス
メントツールの選択についてのクイズと解説を交えながら紹介し、現在の学生の知識

水準を自己チェックし、足りない知識について学習計画を作成すためのモジュー
ル。
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【作業療法評価総論〜統合と解釈ついて】
作業療法評価における面接や観察、検査測定の結果と対象者のニーズやディマン
ドを統合し、全体像を捉え、作業療法士としてどういったことが提供できるのか、
その過程を、国際生活機能分類（ ICF：International Classification of Functioning，
Disability and Health）と人間作業モデル（MOHO：Model Of Human Occupation）を理
論モデルとして紹介している。また、そのような理論モデルを基盤に、どういった流
れで統合していくのかをクイズ形式と解説を交えながら、現在の学生の知識水準を

自己チェックし、足りない知識について学習計画を作成すためのモジュール。

3）−2

モジュールの進め方

学習コースと自己課題チェックは、クイズ形式を交え、自己課題チェックシートを
チェックしながら進む設定にしている。
クイズに答えた後、解説を見て、知識水準がどのレベルだったか、自己課題チェッ
クシートの判断基準をもとに判断する。最後まで進み、自己課題チェックシートが
完成したら、担当の教員にチェックを受け、学習計画作成シートを受け取ってから、
学習計画表を作成する。学習計画が作成できたら担当の教員と面接し、学習形態や
方法が適切か面接形式で達成できたかどうかを判断する。
クイズ形式と解説で自己

の知識水準をチェック！
学習コースに進み自己
課題をチェックする。

自己課題リストに沿って
長期臨床実習に向けての
自己課題リストを作成する。

学習計画を作成する
担当教員と
面接する。
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（3）−3

モジュールの紹介

①表紙

臨床実習に向けての自己課題リストの作成
第４章

作業療法の実践

〜第２項

作業療法評価について

〜第1節

作業療法評価総論

第３部 面接について

臨床実習に向けての自己課題リストの作成第 4 章 作業療法の実践、
第2項 第1節 第3部 面
接について

右下のボタンを押すと次に進ます

②モジュール目標の説明

モジュール目標
行動：作業療法の実践：作業療法の評価総論における面接について、臨床実習に
に向けた自己課題を整理し、学習計画を作成する
与件：自己課題チェックシート、学習計画作成シート
基準：
① 自己の知識水準と学習計画項目と内容が合致していること
② 学習項目の優先度が明確に
③ 学習形態・学習教材が明確に記入されていること

各モジュールにおける行動、与件、学習
目標を明記。また、モジュール内での主

自己課題チェック項目
①
②
③
④
⑤

な学習内容、参考となる資料につて説

面接の目的とは？
面接の構造と種類とは？
面接で求められる資質と技能は？備わっているか？
初回面接の進め方と聞き取るべき主な内容は？
面接における注意・留意事項が整理できているか？

明。

参考資料
岩 崎テル 子

他 編：標準作業 療法学

（ 社）日 本作業 療法協 会

作業 療法評 価学 :14 -23 ,医学書院 2005

監修：作 業療法学全書 改定第 2版

作業療法 評価法 :1 -5,協 同遺書出版 2003

モジュール目標自己課題チェックシート・学習計画作成シートを使って、作業療法評価の面接につい
て、自己の知識水準がどの程度の状態なのか自己チェックし、効果的な学習計画を考えてみましょう。
面接についての主なチェック項目は、面接の目的、面接の構造と種類、面接で求められる資質と技能
について、面接の進め方と聞き取るべき内容、面接での注意点や留意点についてとなっています。
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③自己課題チェックシートの解説

自己課題チェックシートについて
担当教員印

臨床実習対策 自己課題チェックシート
〜作業療法評価総論 面接について〜

説明。クイズの結果と解説の内容を照

氏名
知識水準のレベルと判断基準
5：臨床実習レベル･･･解説と同程度の知識水準はあったと思う
4：臨床実習要準備レベル･･･解説の75％程度の知識水準はあったと思う
3：評価実習レベル･･･解説の50％程度の知識水準はあったと思う
2：見学実習レベル･･･解説の25%程度の知識水準はあったと思う
1：学内学習レベル･･･まったくわからなかった

No.

合し、自己の知識水準がどの程度か、
判断基準に沿ってチェックしていく。

自己の知識水準

check項目

自己課題チェックシートについての

1 面接とは？

５

４

３

２

１

2 面接の形態について

５

４

３

２

１

3 対象者との関係について

５

４

３

２

１

4 自己理解について

５

４

３

２

１

自己課題チェックシートは学習コースを進みながら自己の知識の水準をチェックするものです。現在
の知識水準がどの程度か、チェックシートに判断基準を記載していますので、参考にしながら 5 段階
で自己評価してください。項目ごとに該当する水準にチェックをつけながら進みましょう。

④学習コースと自己課題チェック

学習コースと自己課題チェック
〜面接について〜

具体的な学習コースへの表紙と導入

面接についての学習コースと自己課題チェック。自己課題チェックシートにチェックしな
がら進んでください。
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⑤学習内容｢初回面接で伝えるべき内容と進め方｣

初回面接で伝えるべき内容について、

初回面接で伝えるべき内容と進め方

面接の実際の導入部分をナレーション

それでは、これか ら短い時間ですが、武山さんの生
武山さん、こんにちは。はじめまして、リハビリテー
主治医の林先生から、作業療法をお願いしますとの
これからお話する内容や、今後についても、武山さ
ション科の作業療法士の富士川です。よろしくお願
ことですが、何かうかがってますか？
んの個人情報や秘密にしてほしいことは一切他に漏
活で困っていることや、希望などについて伺いたい
いします。
作業療法を受けるのは始めてですか？
れないように約束しますので、安心して話してくだ
と思います。
作業療法では・・・
さいね。おねがいします。
いま、生活していく中で何かお困りのことはあり
・
ますか？・・・
・
これから作業療法を始めていくことになりますが、
・
よろしいですか？

しながら、進め方や注意事項について
説明している。

■ 自己紹介
■ 作業療法についての説明と同意
■個人情報や秘密は厳守すること

■具体的な生活の様子や希望

初回面接で伝えるべき内容と進め方自己紹介として、
自分の所属や作業療法士であることは必ず伝え
ましょう。
『武山さん、こんにちは。はじめまして、リハビリテーション科の作業療法士の富士川で
す。
よろしくお願いします。
』自己紹介が終わったら、作業療法について説明し、同意を得ましょ
う。
『主治医の林先生から、作業療法をお願いしますとのことですが、何かうかがっていますか？
作業療法を受けるのは始めてですか？』
作業療法についての説明を簡潔にした後・・・
『これから作業療法を始めていくことになりますが、よろしいですか？』
同意が得られたら、個人情報や秘密の厳守について説明しましょう。
『これからお話する内容や、
今後についても、武山さんの個人情報や秘密にしてほしいことは
一切他に漏れないように約束しますので、安心して話してくださいね。おねがいします。
』
ここまでの過程を経てから具体的な生活の様子や希望についてたずねていきましょう。『それで
は、これから短い時間ですが、武山さんの生活で困っていることや、希望などについて
伺いたいと思います。いま、生活していく中で何かお困りのことはありますか？・・・』
それでは、実習で困りそうな場面を簡単にシミュレーションしてみましょう。
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⑥クイズ：対象者や家族への作業療法の説明

Q.あなたは、身体障害領域において、対象者や家族に作業療法について
Q.あなたは、身体障害領域において、対象者や家族に作業療法について
説明する時、どのように説明しますか？
吹き出しの中に入力してみましょう。

クイズ画面
吹き出しの中にテキストで自由に記
述。記述しないと、画面下の「解説へ」
のボタンをクリックしても進めない設
定となっている。

解 説へ

クリア

あなたは、身体障害領域において、対象者や家族に作業療法について説明する時、どのよ
うに説明しますか？吹き出しの中に入力してみましょう。

⑦｢クイズ：対象者や家族への作業療法の説明｣の例と解説
遠藤くんの例
はじめまして！
本日より担当させていただきます、作業療法士の遠藤です。宜しくお願いいたします。
川口さんは前の病院で（過去に）作業療法を受けられたことがありますか？
初めてであれば、少し作業療法の内容について、ご説明させていただいてもよろしいでしょうか？
作業療法の作業とは川口さんの身の回りのことで服を着替えたり、料理をしたり（ここの内容は
対象者の性別・生活状況などカルテの内容から推測して本人に必要であると思われるような内
領域や対象者の回復状態、経験の有
容を）することで特別なことではありません。ご病気によってこれらのことができづらくなっている
無、理解力などの知的レベルによっ
と思うのですが現在、「これができたらいいのになぁと思うことはありますか」
私たち作業療法士は、川口さんの生活の中で困っていることを、実現しながら体の機能も改
て説明は柔軟に変更できるようにし
善させる仕事をしております。
例えば、手が使いづらくて洋服を着ることができないような場合でも、洋服を着るという作業を
ておきましょう。
通して、手の機能を向上させることができます。また、陶芸などの活動でも、体の支える力や、
大切なことは、自分自身が作業療
立ったときのバランスなどを自然と向上させることができますので、川口さんの興味があること
法について理解しておくことと、説
ややってみたいことを、お話頂けると楽しく治療ができると思いますので、ご協力を宜しくお願い
いたします。

明の内容について事前に考えておく
ことです。

『⑥クイズ画面』についての実際の作業療法
士の説明の例を解説としてナレーション。
また、面接時の注意事項や留意点についても
解説している。
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説明の例です。
『はじめまして！本日より担当させていただきます、作業療法士の遠藤です。宜しく
お願いいたします。川口さんは前の病院で（過去に）作業療法を受けられたことがありますか？
初めてであれば、少し作業療法の内容について、ご説明させていただいてもよろしいでしょう
か？
作業療法の作業とは川口さんの身の回りのことで服を着替えたり、料理をしたり（ここの内
容は対象者の性別・生活状況などカルテの内容から推測して本人に必要であると思われるよう
な内容を）することで特別なことではありません。ご病気によってこれらのことができづらく
なっていると思うのですが現在、「これができたらいいのになぁと思うことはありますか」
私たち作業療法士は、川口さんの生活の中で困っていることを、実現しながら体の機能も改
善させる仕事をしております。たとえば、手が使いづらくて洋服を着ることができないような
場合でも、洋服を着るという作業を通して、手の機能を向上させることができます。また、陶
芸などの活動でも、体の支える力や、立ったときのバランスなどを自然と向上させることがで
きますので、川口さんの興味があることややってみたいことを、お話頂けると楽しく治療がで
きると思いますので、ご協力を宜しくお願いいたします。』
これはあくまでも紹介の 1 例です。領域や対象者の回復状態、経験の有無、理解力などの知的レ
ベルによって説明は柔軟に変更できるようにしておきましょう。大切なことは、自分自身が作業療
法について理解しておくことと、説明のないようについて事前に考えておくことです。

⑧作業面接参与観察・非参与観察における観察項目
Q.あなたは、今、対象者の方と作業を通してかかわっています
。
Q.あなたは、今、対象者の方と作業を通してかかわっています。
（参与観察・非参与観察・
参与観察・非参与観察・作業
作業面接
面接中です）
中です）。
。
あなたなら何を観察しますか？項目をできるだけあげてみましょう。

クイズ画面
白い枠の中にテキストで自由に記述。記
述しないと、画面下の「解説へ」のボタン
をクリックしても進めない設定となって
いる
解説へ

クリア

Q.あなたは、今、対象者の方と作業を通してかかわっています。参与観察・非参与観察・作
業面接中です。あなたなら何を観察しますか？項目をできるだけあげてみましょう。
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⑧作業面接参与観察・非参与観察における観察項目

参与観察・非参与観察･作業面接における観察項目
指示の理解、集中・持続力、工程や結果の理解、
正確さ・丁寧さ、作業速度、問題に対する対処、
変更に対する態度など

『⑦クイズ画面』についての解説を項目ごと

持久力・耐久力、目的動作の
協応性、器用さなど

に整理して解説している。

認知・課題遂行的側面
身体的側面
心理的側面
集団や対人技能
参加や交流の度合い、基本的な対人的な配慮・
マナー、主張や意思表示、協調性
ストレス耐性、感情のコントロー
ル、興味関心、意志や意欲など

参与観察・非参与観察・作業面接時における観察項目
◇認知・課題遂行的側面として指示の理解、集中・持続力、工程や結果の理解、正確さ・丁寧さ、
作業速度、問題に対する対処、変更に対する態度など
◇身体的側面として持久力・耐久力、目的動作の協応性、器用さなど
◇心理的側面としてストレス耐性、感情のコントロール、興味関心、意志や意欲など
◇集団や対人技能として参加や交流の度合い、基本的な対人的な配慮・マナー、主張や意思表示、
協調性などについての情報を観察から得ることができます。以上のように多くの観察項目があ
るので、あらかじめ観察目標を定めて関わるようにしましょう。ただし、そこに注目するあまり相
手に探られているような、見られているような印象を持たれないように、自然に観察する努力をし
ま

し

ょ

う
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⑨学習計画の作成の説明
学習計画の作成

学習計画の作成について説明。自己課題

適切だと思われ
る学習形態を選
択肢、チェック
してください。

チェックシートの得点が 5 点中 4 点以下
の場合は学習毛一区を作成し、担当の教

自己課題チェック
シートにチェック
した項目を記入し
てください。

学習すべき具体
的な内容を記入
してください。

員と面談し適切に学習形態や内容・教材

学習に必要な教
科書や資料、道
具などを記入し
てください。

が選択されているかで、その達成度をは
かる。

作成できたら、担当の教員に提出し、面談しましょう。

学習計画の作成チェックした自己課題チェックシートを参考に学習計画を作成しましょう。まず自己
課題チェックシートを作成したら教員にチェックを受け、学習計画作成シートを受け取ってください。
学習項目には、チェックシートにチェックした項目を記入してください。チェックしていない内容や
項目に含まれていないものでも、必要と思う内容も記入してかまいません。次にどの学習形態がもっ
とも効果的に学習を進められるか形態にチェックしましょう。学習する具体的な内容をできるだけ具
体的に、簡潔に記入してください。最後に使用する、使用したい学習教材を検討し、完成させてくだ
さい。作成できたら担当の教員に提出し、面談をしてください。
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3）−4

作業シート

①自己課題チェックシート

担当教員印

臨床実習対策 自己課題チェックシート
〜作業療法評価総論 面接について〜
氏名
知識水準のレベルと判断基準
5：臨床実習レベル･･･解説と同程度の知識水準はあったと思う
4：臨床実習要準備レベル･･･解説の75％程度の知識水準はあったと思う
3：評価実習レベル･･･解説の50％程度の知識水準はあったと思う
2：見学実習レベル･･･解説の25%程度の知識水準はあったと思う
1：学内学習レベル･･･まったくわからなかった

No.

自己の知識水準

check項目

1 面接とは？

５

４

３

２

１

2 面接の形態について

５

４

３

２

１

3 対象者との関係について

５

４

３

２

１

4 自己理解について

５

４

３

２

１

5 面接の目的について

５

４

３

２

１

6 面接の事前準備①〜情報収集について〜

５

４

３

２

１

7 面接の事前準備について②

５

４

３

２

１

8 面接で伝えるべき内容と面接の進め方について

５

４

３

２

１

9 作業療法についての説明について

５

４

３

２

１

10 対象者への担当説明と同意について

５

４

３

２

１

11 （初期）面接における聞き取り内容について

５

４

３

２

１

12 （初期）面接における観察内容について

５

４

３

２

１

13 面接における注意・留意事項について

５

４

３

２

１

14 面接についての総合的知識水準

５

４

３

２

１

②知識水準の自己判断基準
5：臨床実習レベル･･･解説と同程度の知識水準はあったと思う
4：臨床実習要準備レベル･･･解説の 75％程度の知識水準はあったと思う
3：評価実習レベル･･･解説の 50％程度の知識水準はあったと思う
2：見学実習レベル･･･解説の 25%程度の知識水準はあったと思う
1：学内学習レベル･･･まったくわからなかった
※標準化された評価法である FIM（機能的自立度評価法：Functional Independence
Measure）の採点基準を参考に設定。判断基準についての妥当性・信頼性の検証は必要
である。
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③学習計画作成シート
担当教員印

臨床実習対策 学習計画作成シート〜作業療法評価総論

面接について〜

氏名
学習項目

学習形態

学習する具体的な内容

学習教材

個別学習
グループ学習
講義形式
その他
個別学習
グループ学習
講義形式
その他
個別学習
グループ学習
講義形式
その他
個別学習
グループ学習
講義形式
その他
個別学習
グループ学習
講義形式
その他
個別学習
グループ学習
講義形式
その他
個別学習
グループ学習
講義形式
その他
個別学習
グループ学習
講義形式
その他

作成後、適切な学習計画の作成が到達できたか担当教員と面談し確認し、ひとつのモジ
ュールが終了となる。各モジュールで同じ作業を行い、最終的に臨床実習に向けての総
合的な自己課題と学習計画の完成を目指す。また、各学生が個人での学習計画が完成し
たら、クラスや学習グループでクラスとして取り組みたい課題や補習・セミナーとして
受講したい講義内容、学習グループでの取り組み方、個人での取り組み方などを検討す
る材料と共に自己認識と実習に向けての意識の向上、明確な学習計画ができることでの
実習に向けての不安の緩和を狙う。
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5.4.4

実施（アンケート結果〜大阪・福岡トライアル研修）

①対象：大阪リハビリテーション専門学校
麻生リハビリテーション専門学校

作業療法学科 3 年生（4 年過程）10 名
作業療法学科 3 年生（3 年過程）10 名

②方法： 臨床実習に向けての自己課題リストの作成−第 4 章 作業療法の実践−第 3 項
作業療法評価総論−第 4 部

観察についてのモジュールを対象の 20 名の学生に経験して

もらい、その後アンケートを実施した。

③−1

結果①

1.学習内容は興味深いものでしたか

2.モジュール目標が期待している学習内容

1)興味がもてなかった・・・8%

を理解できましたか

2)どちらともいえない・・・31%

1) 理解できなかった・・・・8%

3)興味深かった・・・・・・62%

2) どちらともいえない・・・46%
3) 理解できた・・・・・・・46%

3. 教材の内容はモジュール目標に

4.目標に到達するための十分な

関連していましたか

演習問題がありましたか

1) 関連していない・・・・・8%

1) 不足している・・・・・・8%

2) どちらともいえない・・・8%

2) どちらともいえない・・・58%

3) 関連している・・・・・・85%

3) 十分あった・・・・・・・33%

5.演習問題は、モジュール目標に

6.演習問題に対するヒントや回答等

関連していましたか

は役に立ちましたか

1) 関連していない・・・・・0%

1) 役に立たなかった・・・・0%

2) どちらともいえない・・・3%

2) どちらともいえない・・・8%

3) 関連している・・・・・・77%

3) 役に立った・・・・・・・92%

7.テストはモジュール目標を反映していましたか

8.学習内容に対して自信がつきましたか

1) 反映していない・・・・・0%

1) 自信がもてない・・・・・0%

2) どちらともいえない・・・15%

2) どちらともいえない・・・77%

3) 反映していた・・・・・・85%

3) 自信がついた・・・・・・23%
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はい

いいえ

9.文章構造が難解でよく分からない

23%

77%

10.「何をすればいいのか」が分かりにくい

62%

38%

11.文章の説明と図の関連がわかりにくい

46%

54%

12.情報が多すぎる箇所があった

54%

46%

13.情報が少なすぎる箇所があった

23%

77%

14.学習項目の全体像がよく見えなかった

23%

77%

15.演習内容が学習内容と一致していなかった

0%

100%

16.ヒントや回答がよく理解できなかった

15%

85%

17.学習していない項目がテストに含まれていた

8%

92%

18.回答方法が不明確であった

46%

54%

19.その他、コメントがあればご記入ください。
全体的にもう少し分かりやすい表現を使った方が良い場面があったと思います。
おもしろかった。
テスト形式の問題の箇所で、正解・不正解を問われる形式でなかったのでリラ
ックスして受けることができた。
初めて行って文章と理解には少してこずりましたが、終わって楽しかったし、
勉強になった気がします。実習前に行うことでとても自信を持って行くことが
できると思います。
図や音声により、理解を深めやすい内容になっていたと思います。教科書で勉
強するよりも高い意欲を持って取り組むことができるのではないかと思います。
図を見るスピードと流れている文章のスピードが違ってどちらに集中すればい
いかわからない時がありました。
実際の臨床実習ではもっと細かい繊細な部分まで観察したりするので、もう少
し内容を具体的にしたほうがいいと思う。そのようにしたら、学生もイメージ
がつきやすいのではないか。
操作が分かりにくかった。
楽しかったです
楽しく学習でき、実習に向けて簡単に必要な知識の復習ができたと思います。
複数回答をする場合、説明が不十分なため、どのように解答すればよいのか分
からなかった。観察のポイントを図ではなく、実際の人物で説明したほうがイ
メージがしやすいと思う。音量が一定でない箇所があったため、聞き取りにく
いところがあった。
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③−2

結果②
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

学習内容は興味深いものだったか

3.6

モジュール目標が期待している学習内容を理解できたか

3.6

5.0
4.4

4.0
4.3
4.0
4.5
4.4
4.5

コンテンツの内容はモジュール目標に関連していたか

3.9
3.4
3.7

目標に到達するための十分な演習問題があったか

4.2
4.1
4.2

演習問題はモジュール目標に関連していたか

5.0
4.5
4.8

演習問題に対するフィードバック（ヒントや回答）は役に立ったか

4.3
4.0
4.2

スキルチェック（テスト）はモジュール目標を反映していたか

3.3
3.4
3.4

学習内容に対して自信がついたか

0.0

福田学園平均
麻生塾平均
総合平均

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

3.6
3.0

コースの学習意欲はどの程度沸いたか

3.3
福田学園平均
麻生塾平均
総合平均

4.0
3.3

モジュールを学習する意欲はどの程度沸いたか

3.7

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

4.6
4.2
4.4

モジュールタイトルはどの程度明瞭だったか

モジュール目標はどの程度明瞭だったか（何
を期待されているか）

学習指導はどの程度明瞭であったか

5.0

3.6
3.8
3.7

福田学園平均
麻生塾平均
総合平均

4.0
3.9
4.0
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【明瞭性個別コメント】
a) 動機付け
・ コースの導入部分では、スライドがどんどん流れていき（音声もあるので）ついていけ
なかった。
（5 名）
・ 何が始まるのか良く分からないまま開始してしまった。説明が淡々としていて、どこが
ポイントなのかが分からなかった。情報量が多すぎ。
・ コースに対する興味は、実際に開始してからわいてきました。
b) コースマップ
・ モジュールがいまいちわからず、全体を通しては理解できなかった。
・ モジュールとコースが分からなかった。
c) 文章表現
・ 観察の形態で初めて聞く言葉があったが、説明が先に進んでしまい、理解できないまま
次にスライドに移ってしまった。
・ 分かりやすい文章でした。
（2 名）
・ チェックの方法が分かりにくい。
・ 11 ページが少し見づらかった。
・ 字が小さいので、文字数が多いと見にくかった。
・ 文章構造は分かりやすかったが、自己課題チェックシートの様に、スライドタイトルに
も番号があれば見やすく感じたのではないかと思った。
・ 全体的に分かりやすい言葉で説明されていたので分かりやすかった。
・ 文字が小さくて読みづらい。耳からの情報のほうが楽。
・ 文字が小さくて読みづらい。耳からの情報のほうが楽。
d) 図解表現
・ 進んでいく図を見ながら解説を聞いて、
（説明と図がずれることがあったので）理解す
ることが困難であった。
・ アニメーションが多すぎて待ってしまう。
・ とても分かりやすかった。
・ 各モジュールの進め方の図が少し分かりにくかった。
e) 形態の図の解説がないので分かりにくかった。
・ とても分かりやすかった。
（2 名）
・ 初回面接の図は載せない方がよい。図を中心に考えてしまう。
・ 観察形態のスライドで具体的な評価方法（FIM/MMT など授業で学んだ評価方法）を付
け加えてあるとイメージしやすいと思います。
f) ナレーション
・ 音声が急に大きくなることがあり、ビックリしました。
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g) 情報量
・ 1 つの図で一度に内容を伝えすぎている部分もあった。
・ コースマップの説明の図がいっきに出てくるので、どこを見て良いのか少し混乱してし
まいました。
・ 図の情報が多少ごちゃごちゃしていたかもしれない。
・ 最初の導入時にスライドの言葉と音声が一致せず戸惑った。早くてついていけない。
・ 逆に情報量が少ない例として、スライドの「観察の方法と内容」で図の近くにそれぞれ
言葉で説明してあるともっと分かりやすいと思う。
・ 目標などが多く指示してあり、混乱した。
・ 作業療法実践についてのコースマップの箇所の図が矢印が多くて分かりにくかった。
h) サンプル
・ わかりやすい
i) 演習問題
・ 間違い探しの図で、答えだけでなく、元の図もあればよかったと思う。
・ 観察の形態をどのように書いて良いのか分からなかった。
・ 質問の文章が分かりにくいところがあった。（例を使えば分かりやすくなると思いま
す。
）
・ 目標の内容と一致しており、わかりやすかった。
・ 演習は理解できた。何度も演習を繰り返すことで自信がつくと思った。
・ 最初のところで、
「どのような場面で」という設問の意図するイメージが湧きにくかっ
た。
（4 名）
・ 回答はとても分かりやすい説明だった。
・ 聞き取りにくいところがあり、音量調整の操作が必要で、そのため問題に集中できなか
った。
・ スライド 9 枚目の観察場面の問題と、スライド 10 枚目の観察の形態の問題について、
専門用語で正確に答えるのか、そうでないのかがわからなかった。
・ 演習問題の解答方法は例を出すなどして詳しく説明したほうが答えやすかった。選択肢
などを出してもいいと思った。
・ イラストよりも実際の患者さんの絵での観察力チェックを行った方がよいと思った。
j) スキルチェック
・ 打ち込む（入力）する意味がわからない。
・ 図が豊富でわかりやすかった。
・ あるのかないのかを明確にして欲しい。
・ チェックテストは正解や不正解がないので答えやすく感じた。
・ 書き込む方法が分かりにくい。
（3 名）
k) その他
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・ 内容は、すごく興味深く学習できました。図と説明（視覚と聴覚）の 2 つの情報が入っ
て分かりやすい面と多少の同期ズレでわかりにくい面があったと思います。
・ 学習内容について自信がどの程度ついたかというと 5 段階の 3 であったが、逆に自分の
勉強不足が分かり、がんばろうと思いました。
・ 全体的にわかりやすく、楽しく実習前の復習ができたと思います。ありがとうございま
した。
・ 観察についてあやふやだった項目が明確に提示されていたので良かった（自信が付い
た）
・ 学習システムの操作方法が分かりづらかった。
・ どこを押したら良いのか、次にどのような場面があるのか分からなかった。常に目次が
見られる状態だったら良いと思う。
（そのような手段があったとしても PC 上では分か
りにくいと思う）
・ 実施している最中、前はどのようなことが学習できるのか分からなかったが、前に戻っ
たりすることが可能であるので、反復しやすいところが良いと思いました。
・ 間違い探しなどのイラストのスライドもあって、楽しく受けることができました。
・ 全体的に理解しやすく、学習後のチェックなど勉強になる。（3 名）
・ 実践的で実習前に良いと思う。
（3 名）
・ シンプルで情報量も適切であり、回答も丁寧なので理解しやすく自分の知識が向上して
いく気がした。
・ 観察の方法は実際の患者さんで説明してもらえるとイメージしやすいと思う。そこから
どう評価していくのか全体像などからめて説明があると OT の目的もわかりやすい。
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5.4.5

改善（考察）

学生に対するトライアルテストにおけるアンケート結果より、コンテンツ及びモジュール
の改善点について、また、モジュールの発展性や内容について考察する。モジュールから
の一方的な情報の提供・教授や進行ペースではなく、学生が個人個人のペースで考えなが
ら操作できるモジュールを意識して作成したが、モジュールの明瞭性についてはその操作
性の不明瞭さとナレーションの表現方法や文章のわかりにくさといった意見が多く寄せら
れた。
操作性の不明瞭さについては、操作についての説明や入力方法の説明が不足といったこと
も大きな原因ではないかと考えられるが、パソコン操作に関する知識や技術水準の学生間
でのバラツキも大きな要因でいないかと考える。パソコンの基本操作と Microsoft Word
の基本操作、あるいはインターネットの閲覧程度の水準はすべての学生が備えているため、
その水準に合わせた操作及び入力方法の丁寧な画面ごとの説明が必要ではないかと考える。
あるいは、操作方法に関するモジュールや説明画面の作成、モジュールを通した操作方法
と入力方法の統一などの工夫が改善点と考える。
表現方法ついては、作成の際に教科書や参考文献だけでなく臨床場面において便宜的に使
用している表現方法も含まれていたことが不明瞭さの要因となっているのではないだろう
か。学校間あるいは教員間において使用している教科書、臨床現場における作業療法技術
や方法について便宜的に使用している用語や表現方法にバラツキがあることも大きな要因
ではないかと考える。学内の講義で習得した知識が基盤にあってのモジュールであり、講
義で使用した教科書に基づいた表現方法とモジュール内での統一された表現方法が必要で
はないかと考える。また、学内で使用する教科書や用語・表現方法を教員間の統一するこ
とが、モジュールについてだけではなく学生教育では重要ではないかと考える。学内のみ
で使用するモジュールとしては以上のような工夫で大部分が改善されると考えるが、他の
リハビリテーション養成校や一般に公開するモジュールとして考えると、表現方法につい
ての明瞭さには限界があるのではないかと感じる。
文章については、日本語や作文についての知識・技術水準の向上が課題ではあると考えて
いる。今回は作成前に日本語や作文についての参考文献が提供されたが十分に活用できて
いなかったように感じる。文章や表現方法に関しても作成者の習慣や持っている知識水準
のみに頼った作成ではなく、作成前・作成中・作成後の自己チェックや具体的なスーパー
ビジョンが必要であり、そういった取り組みで大きく改善されるのではないかと考える。
コースマップの不明瞭さについては、作業療法・臨床実習について整理すべき要素が豊富
で、全体像が逆に捉えづらくなっている。導入として、コースマップや作業療法・臨床実
習の豊富な要素についてのモジュールを作成し、全体像を捉えやすくする必要性を感じた。
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また、各モジュール・各画面において、全体のコースのどの部分を取り組んでいるのか常
に表示しておくなどの工夫が可能であれば十分に改善できると考える。また、作成するツ
ールとして、作成前にどのようなソフトウェアを使用するのか、適当なのかを十分に検討
する必要性を感じた。
内容や解説については情報量の多さという指摘もあったが丁寧に作成できていたのではな
いかと考える。学生の知識水準や情報に対する許容量にも左右されるのではないかと思う
が、今回の画面ごとの情報量を理解する程度の知識水準は、臨床実習前であれば持ってい
てほしいと思う。
今回は臨床実習を控えた学生、すでに臨床実習を経験した学生それぞれに実施したが、臨
床実習を控えた学生の方が若干ではあるが興味深さや意欲が高い傾向を示した。臨床実習
をすでに経験した最終年次の学生は目前に理学療法士・作業療法士国家試験を控えており、
臨床実習に対する動機付けには乏しく、そういったことが反映された結果ではないかと思
う。また、臨床実習にて実際の作業療法場面を経験していることもあって経験に基づいた
意見が多く寄せられたのではないかと思う。学習内容についての理解度は臨床実習を経験
した学生の方が作業療法における実際の臨床場面では、作業療法や評価の実践についての
捕らえ方や視点は統一されているが、具体的な方法は臨床実習指導者や実習施設において、
より実践的にそれぞれが工夫しているものある。臨床実習を経験した学生は自分なりの方
法や考え方を、指導を通して、不十分ながらも習得しており、そういったことが学習内容
の理解度や自信には、自らのイメージとのズレとして少なからず反映された結果になって
いるのではないかと感じた。
臨床実習を控えた学生は、作業療法士国家資格の取得に向けて大きなハードルであり、重
要な経験となる臨床実習に向けて、意欲が高い反面、未経験な臨床実習についての漠然と
した不安を抱えている。臨床実習を乗り切りたい気持ちの強い学生にとって、動機付けは
十分ではないかと考える。臨床実習に向けての準備は、カリキュラム・単位としての講義
や演習は存在せず、セミナーとして、教員や外部講師を招いた特別講義・演習、学生自ら
が取り組む自主学習が主な手段となっている。
臨床実習前の学生の学習計画や学習方法・学習の様子を見ていると、その内容に連続性や
関連性、優先度が整理されていない傾向にある。また、作業療法という職業や臨床実習で
も大きな要素となる社会的マナーや対人スキルを含めた自己認識について振り返る内容に
乏しく、大切な要素ではあるが作業療法の知識や技術にばかり目が向いているのが現状で
ある。そういった傾向の強い学生は、臨床実習において、知識・技術不足や持っている能
力をパフォーマンスとして十分に発揮できずいることへの指摘を受けたり、担当の患者様
や臨床実習指導者との関係に苦労している傾向が強く、十分な評価をいただけなかったり、
ケースによっては途中で臨床実習が中止になったりする結果に終わっている。その原因を
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考えると、学内の講義の知識は学生の中では縦割り的なものであり、教科間のつながりが
弱く、作業療法そのものや必要な知識や技術の全体像が概観することができていないこと
が大きいと考える。今回は作業療法の実践についての項の中でも、作業療法評価総論につ
いてコンテンツを作成しトライアルテストを実施したが、
「実践的で実習前に行いたい」
「実
習前に復習できてよかった」
「あやふやだったものがはっきりできてよかった」などの意見
もあり、臨床実習の準備として、実際の作業療法の実践に沿って復習することで作業療法
の全体像を捉えていくことができるのではないかと考える。また、その自己知識の水準を
確認することで、具体的な自己課題が明確なり、自らが学習計画を作成していくことで、
臨床実習への漠然とした不安が具体的な不安へと変化し、さらなる動機付けと効果的な実
習の準備につなげることができる 1 つのツールとして十分活用することが可能ではないか
と考えた。Web 上に公開しておくことで、実習中につまずいたときや不安な状況での、解
決のための支援ツールとしても可能ではないかと考える。
臨床実習対象者は 1 学年 70〜80 名と多数である。定期試験においての成績は把握すること
ができているが、学生の実践的な能力を把握することは非常に困難な現状であった。学生
一人一人が実践的な能力のどの部分が問題となっているのか、自己課題リスト・学習計画
を面談形式で指導する中で明確にでき、指導やアドバイスに反映できるものと考える。現
在では、臨床実習前に SI（模擬患者）や OSCEA（客観的臨床能力試験）を導入している
養成校も増えているが、その前に学内の講義で学んできた知識や技術を統合していく機会
やその支援も大切なことではないかと考える。
ここまで述べてきたように改善の余地のあるコンテンツではあるが、十分に改善が可能な
範囲でもあり、今後、コースの積み重ねも今回と同様な作成方法にて可能であり、臨床実
習前の支援システムとして十分発展可能ではないかと考えている。また、学生・教員双方
にとって、メリットのある支援ツールのひとつになるではないかと考えており、学内でも
是非活用していきたいコンテンツの作成ができたと思う。
今後の課題としては、作業療法自体、自己認識も含めて学習すべき内容が非常に多く、コ
ースマップとしてどのように整理していくかが課題となると考える。また、教員のコーチ
ングと面談を併用して行う方法を取っているが、教員一人一人が学生一人一人の状況を把
握・共有するためのシステム、個人が作成した学習計画を学生個人の取り組みとしてだけ
ではなく、クラスや学習グループとしての共通した取り組みとして整理していける関わり
を教員がどのように持っていくか、十分に検討する必要があるのではないかと考える。
コンテンツの開発についてであるが、PowerPoint は作業療法あるいは教育場面では、なじ
みのツールでもあり、使用している教員も多く、作成そのものに対するツールとしては適
当ではないかと考える。しかし、Instructional Design やその中のひとつである CRI 技法
についての理解度を高める必要性と、リハビリテーション教育に対する普及の必要性を強
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く感じた。また、作成前に PowerPoint から e-learning としての教材として変換するため
の Learning Management System やソフトウェアの特徴・可能な動作などを十分に理解し
た上で教材・コンテンツを設計することが大切になるのではないかと考える。逆に、設計
した教材・コンテンツに適当なソフトウェアの選択が可能な環境も必要なのではないだろ
うか。
最後に、今回「ID 手法を用いたリハビリテーションの e-leaning 教材開発および遠隔教育
のプログラム開発」プロジェクトに携わらせていただく機会を頂き、学内の講義やカリキ
ュラムについて、作業療法教育についても深く考えることができた。こういった機会をい
ただいたことに感謝するとともに、作成やアンケート実施に協力していただいたプロジェ
クトチームのスタッフの皆様、学校関係者、学生の皆様に深く感謝します。
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5.5 「血圧測定の理解」のコース開発
作成するコンテンツの内容の大きなテーマとして、作業療法評価における面接、観察、リ
スク管理、検査測定、問題点の焦点化の流れを学ぶこととした。4 年の教育課程において学
生が難関とする臨床評価実習、臨床実習において重要な内容であり、教育成果が問われる
課程である。この報告では、
「血圧測定の理解」の設計・開発・評価について説明する。

5.5.1

CRI 概念を基に作成するメリット

CRI の概念は作業療法士が臨床で対象者に援助するときの考え方に類似している。CRI の
研修開発の戦略として研修の意義を「
（1）必要があって何かをやろうとする人がいて、
（2）
そのやり方がわからない時に必要性と意味が生じる」としている。作業療法士が臨床にて
作業療法を行う時、疾病や障害により機能低下や活動制限をもつ対象者が、必要があって
何かをやろうとするがそのやり方がわからない時に援助することで作業療法士の必要性や
意味が生じている。
また、CRI 研修開発の戦略として、人間のパフォーマンスを「仕事ぶり」とか「業務上の
成果を出すための人の行動・行為」という意味で捉え注目している。リハビリテーション
医学の中で作業療法士は、日常生活活動、仕事、就学、余暇活動のパフォーマンスに援助
を行い、また活動を援助媒体として利用していることが特徴的な存在であり、この面にお
いても CRI と作業療法の考え方に共通している部分がある。
CRI におけるパフォーマンスを分析するということは、
「現にやっていることと、本来やる
べきことの差異を明確にし、その差異の中で、どれが研修によって埋められる差異かを探
り、問題の解決策を指摘する。
」こととしている。作業療法士も対象者を評価することで同
様のパフォーマンス分析を日々実践しており、作業療法を習得するという目標をもつ学生
においても、CRI 概念を教育内容に取り入れ、CRI の考え方を学び、その思考パターンを
習得させることは学生の臨床実習のみならず、卒後の臨床活動にも役立つと考えられる。
作成したコンテンツは、作業療法評価の流れと意義を理解する（構造的に人、環境、活動
を理解する）をテーマに、①「血圧測定の基礎的な原理の理解」
、②「臨床実習準備として
の作文（報告書を作成する）
」である。時間的な制約により部分的なものとなった。
各コンテンツについて CRI 技法に従い、パフォーマンス分析、タスク分析、スキルの抽出、
ゴールの分析、コース目標の設定、スキル階層図を作成した。
作成にあたり「作業療法評価ができる」というテーマで授業を行い、課題を上手く遂行で
きる人（＝ハイパフォーマー）を教員や卒業生などからイメージさせた上で、
「タスク分析
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は、業務分析とも呼ばれ、熟練者や玄人と呼ばれる人が一連の業務をしている時、その人
がやっていること（＝スキル）を心理的なものか、物理的（肉体的）なものかにかかわら
ず、ステップ・バイ・ステップで記述する作業である。」ことと、「この作業は、熟練した
パフォーマンスとはどういうものかを目に見えるようにするものであり、学習者がタスク
全体に習熟するための前提となるスキルを容易に見極められる。
」ことを説明し、タスク分
析させた。
タスク分析の結果を黒板に板書し学生に眺めさせたところ、書かれているスキルの多さと
自己のスキルのレベルと比較して、習得すべきスキルが多くかつ難しいと感じている学生
が多かった。しかし、学習すべき内容が明確になりその後の授業の取り組みがクラス全体
として積極的に取り組めるようになった。教授側の学習内容の分析は当然のことであるが、
技術修得が目的の当校学生において、自ら学ぶ内容を分析させ明確にすることは、学習意
欲の増大につながる部分があると考えられる。こうして、すべての重要なスキルと知識を
教えることが可能だと確信できる。CRI 技法でデザインされた学習コースは学生の理解度
を深める。

5.5.2

インストラクショナルデザインによるコンテンツの作成

コンテンツ「血圧測定の理解」について報告する。

(1) 分析
① ニーズ分析
コンテンツで「血圧測定の理解」を作成するニーズは、血圧測定はリスク管理が必要な
医療・福祉分野で働くものにおいて必須の技術であり、そのために血圧の原理を理解す
ることは必要である。学生は、血圧の原理を 1 年次の基礎科目である生理学、解剖学で
学び、実際に測定することを 2 年次の作業療法評価学実習で学ぶ。
血圧の原理の中でコロトコフ音の発生機序は、教科書に書かれている内容を理解しにく
い。血流が乱流して振動を起こすことのイメージが文章と図だけでは説明しにくい。さ
らに、実際にコロトコフ音を聴取するときに、学生が聴取している音を同時に教員が聞
くことが困難であるからである。
他に血圧を理解する上で重要なことは、動脈壁の柔軟性と重力の影響である。動脈の柔
軟性は、それが失われた状態である動脈硬化でよく知られているが、動脈の柔らかさが
血流循環を補助し、血圧に大きな影響をあたえていることを知ることが必要である。重
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力の影響は、血圧測定結果に大きな影響を与える。物理学の内容が含まれているが、そ
のことを苦手としている学生が多い。
教員は、血圧の原理を教える方法を工夫しなければならない。
以上のことから血圧の原理について、既存の我々が行っている教科書をもとにした講義
を補足するコンテンツを作成することが必要である。

② 学習者分析
学習者は、大阪リハビリテーション専門学校作業療法学科に在籍する学生である。
学生は 1 年後および 2 年後に臨床における作業療法実習で対象者を評価できることが要
求される。血圧測定は、実習において基本的技術として、バイタルサインを確認し、評
価の実施が可能か判断する重要な技術であるが、正しく実施できない学生が多い。理由
として、コロトコフ音を理解していないことが挙げられる。
学生は、学年進行に伴い学生が履修する内容が増え、基礎知識の復習の時間が少なく、
十分な理解をしないまま臨床実習を行う学生が多い。統合する能力が高くなるためには、
基礎知識の補足が必要である。
対象の学生は、積極的に自立して学習できる者と学習意欲が低く学習に指導を要する者
が両方いる。また、学生は、高校卒後入学した者から大学院過程を修了した者まで、最
終学歴の差が大きい。教授する時、さまざまな学生に受け入れられるコンテンツにした
い。コンテンツで学習する時、学習内容と共に、興味と期待感を持たせる内容を作成し、
学習効果を挙げる必要がある。
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受講対象者記述書
血圧の測定の原理を理解する
コース名
OCR作業療法学科
椎葉健太郎
所属
氏 名
作成者
所属
氏 名
関連者
No.
調 査 内 容
1
所属および受講者数、平均年齢、役職、担当業務、担当業務経験年数
所属：作業療法学科３年Ⅰ部
受講者数：約40名
平均年齢：２０台中盤
現役、大卒が多く、社会人経験者は少ない。
2

コースに関する事前知識・スキル、以前同様なコースを受講したことがあるか
１年生次に基礎科目の生理学、解剖学で血圧の原理について学んでいる
2年生次に作業療法評価学実習で測定技術を学んでいる

3

コース参加理由（業務命令、自発的な参加さど）
必須科目ではないが、臨床実習前の再学習として位置づけられる

4

参加意欲（動機付けの程度）
作業療法士になることを目標としており、血圧測定は基本的な技術であり
学生の期待度は高いと思われる。
コースに期待すること（学習内容、習得レベルなど）
臨床実習場面で、血圧測定を実施する際、血圧測定の原理説明できる。
予見されるリスクに対する管理方法について説明できる。

5

6

業務以外の分野における関心事や趣味（学習内容の設計に役立つ情報）
臨床実習、就職後の臨床活動に興味がある。

7

PC操作スキル（ブラウザー操作、入力操作など）
基本入力操作はできる。
インターネット、メールは使用できる。

8

WBTに関する先入観（期待と不安または不信）
WBTは使用したことがないため、上手く使用できるかどうかは不安がある。
動画やアニメーションはイメージがしやすく、興味を持ち学習する。

作成日 平成18年12月15日
コメント

表 1．学習者分析

③ 内容分析
ⅰ．血圧の理解
血圧の原理は、基礎医学の生理学、解剖学で学習する内容である。学生は、心臓
のポンプの力を間接的に測定しているということを理解しているが、血管壁を押
す側圧と理解しているものは少ない。心ポンプの力と血管壁にかかる側圧の関係
を理解させること重要である。
ⅱ．心臓、血管の理解
心臓と血管は、基礎医学の解剖学で学習する内容である。血圧は、心臓と血管の
状態により変化する。血圧を学習する学生は、心臓と血管の解剖について理解し
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なければならない。血圧は、解剖学を習得してから血圧を学ぶことにカリキュラ
ムで定めている。未修得の学生は、このコンテンツで習得させる。
ⅲ．収縮期圧、拡張期圧の理解
収縮期圧、拡張期圧は、基礎医学の生理学、解剖学で学習する内容である。収縮
気圧が最高血圧であり、拡張期圧が最低血圧であることを理解していない学生は
多い。特に拡張期に、動脈壁の柔軟性が血管壁を押す補助ポンプの役割をしてい
ることの理解が難しいようである。理解を促すアニメーションを含むスライドを
作成する。
ⅳ．重力が血圧に与える影響
重力が血圧に与える影響は、基礎医学の生理学で学習する内容である。学生は、
重力を学ぶ物理学を、高校までの教育で学んだ者と学んでいないものがいる。学
んでいない学生のなかには、血管と言う管の中を流れる血液に、重力がどのよう
に影響を与えているかを理解できず、苦手意識を持っている者が多い。血圧測定
は、重力によりその測定値は変化するので、理解しなければならない。苦手意識
を持っている学生が理解しやすい工夫が必要である。
ⅴ．水銀血圧計の原理の理解
水銀血圧計の原理の理解は、基礎医学の生理学で学習する内容である。理解させ
たいことは、第一に、マンシェントが上腕動脈を圧迫し、血流を遮断することで
ある。第二は、血流が遮断され、再び開通するまでの血流と血管の変化である。
第三は、水銀レバーとゴム球の栓の開閉をするねじの操作方向の理解である。学
士は、ねじを日常生活で多く使用しているが、水銀血圧計の操作になると戸惑う
ことが多い。
ⅵ．コロトコフ音の理解
学生は、コロトコフ音の発生原理を理解しにくい。血液が、狭窄した血管を通過
する時の乱流の様子は、本に書かれている図だけで、音が発生することを理解す
るのは難しい。また、実技演習で聴診器から聞き、学生が認知した音が正しいの
か否か確認できない。コロトコフ音は、教える側の工夫を必要とする内容である。
作成するアニメーションは、狭窄部を通過した血液が開放されはじける様子を表
現し理解させたい。
ⅶ．生理的変化、環境が血圧に与える影響の理解
生理的変化、環境が血圧に与える影響は、基礎医学の生理学、解剖学で学習する
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内容である。血圧は、運動や精神的興奮や寒冷により上昇するが、そのメカニズ
ムを理解することは正しい血圧測定実施のために重要である。

(2) 設計
① 学習目標

コースの最終目標
コース名

血圧測定の原理を理解する

作成者

所属

依頼元

所属

OCR作業療法学科

No.
1

氏 名

椎葉健太郎

作成日 平成18年12月15日

氏 名
最 終 目 標

コメント

行動：
・血圧とは何かを説明する。
・血圧測定の原理を説明する。
・コロトコフ音を説明する

2

条件：
何も見ないで

3

基準：
・クイズに正解する
・口頭試問を受け合格する

行動 コース終了時点で実際に行うことが出来ること。「〜する。」の表現で記述する。
条件 行動を実行するときに必要な道具・ツール・環境など。
基準 どの程度うまく行動できるかを規定する基準（時間、精度、回数、数、安全度、外部基準に準じるなど）

表 2．学習目標

最終目標は、ⅰ．血圧とは何かを説明する、ⅱ．血圧測定の原理を説明する、ⅲ．コロ
トコフ音を説明するとした。

ⅰ．血圧とは何かを説明する
・ 血圧は、血管壁を押す力、側圧であることを説明する。
・ 体循環、肺循環を説明する。
・ 心臓の弁、血管を説明する。
・ 収縮期が最高血圧であり、拡張期圧が最低血圧であることを説明する。
・ 拡張期に血液が逆流しない理由を説明する。
・ 動脈壁の柔軟性の重要性を説明する。
ⅱ．血圧測定の原理を説明する
・ 水銀血圧計の名称を説明する。
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・ 触診法、聴診法を説明する。
・ 重力が血圧に与える影響を説明する。
・ 大動脈、動脈、細血管、毛細血管、静脈の血圧の変化を説明する。
・ マンシェントが上腕動脈を圧迫することを説明する。
・ ねじを理解する。
・ 運動、興奮、寒冷が血圧に与える影響を説明する。
ⅲ．コロトコフ音を説明する
・ コロトコフ音の発生機序を説明する。
・ コロトコフ音の判断基準を説明する。
② テスト項目
・ 血圧は、血管壁を押す力、側圧であることを説明する。
・ 心臓の弁、血管を説明する。
・ 重力が血圧に与える影響を説明する。
・ ねじを理解する。
作成したテストは、以上の 4 問である。他にコンテンツで学習した後、実技演習
を行い、テストを実施する。

③ 学習内容の列挙と説明
ⅰ．血圧とは
心ポンプの力と血管壁にかかる側圧の関係を理解させる。心臓の弁、血管を説
明し理解させる。
ⅱ．体循環と肺循環
体循環と肺循環の経路と役割を説明し理解させる。
ⅲ．心臓、血管の理解
心臓の弁と血管の名称を説明し理解させる。
ⅳ．収縮期圧、拡張期圧の理解
収縮気圧が最高血圧であり、拡張期圧が最低血圧であることを理解させる。特に
拡張期に、動脈壁の柔軟性が血管壁を押す補助ポンプの役割をしていることを理
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解させる。拡張期に血液が逆流しない理由を説明し理解させる。
ⅴ．重力が血圧に与える影響
重力が血圧に与える影響について、心ポンプの力が、心臓の位置よりも高けれ
ば弱くなり、心臓の位置よりも低くなれば強くなることを説明し理解させる。
ⅵ．水銀血圧計の機器の名称の理解
マンシェントが上腕動脈を圧迫し、血流を遮断すること、血流が遮断され、再
び開通するまでの血流と血管の変化を説明し理解させる。
ⅶ．水銀血圧計の機器の名称の理解
水銀血圧計の機器の名称を理解させる。特に、マンシェントの中のゴム嚢の役
割、装着位置を説明し理解させる。
ⅷ．ねじの理解
水銀血圧計の部品の中で、水銀レバーとゴム球の使用されている栓にはねじ
が使用されている。ねじの締まり、緩みの方向を説明し理解させる。
ⅸ．コロトコフ音の理解
コロトコフ音の発生原理を、血液が狭窄した血管を通過する時の乱流の様子を
説明する。作成するアニメーションは、狭窄部を通過した血液が開放されては
じける様子を表現する。実際のコロトコフ音を録音しアニメーションと同時流
し説明する。
ⅹ．生理的変化、環境が血圧に与える影響の理解
運動、精神的興奮、寒冷が交感神経活動を促進し、血圧上昇させることを説明
し理解させる。
④ コンテンツの形式
・ 今回作成する「血圧測定の理解にする」のコンテンツは、講義と併用する。
・ 初めにコースマップを提示し、学ぶことを理解させる。
・ 画面に集中させるアニメーションを多く使用し、文字の表現は要点のみとする。
・ 実際のコロトコフ音をアニメーションと同時に再生する。
・ テストを実施する。
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5.5.3

開発

使用したソフトは、Microsoft Power Point と Macromedia Flash 8 である。作成の大部分
は、Microsoft Power Point で作成し、Macromedia Flash 8 は、コロトコフ音のわかり易
い表現のために使用した。このコンテンツでは、動画を使用しなかったが、動画を編集す
る際に Macromedia Flash 8 が必要である。
スライドの開発は次のとおりである。
① コースマップ

血圧測定ができる

作業を実施してよいか
医師に確認が必要か判断できる
正しい数値を得ることが
できる
血圧の正常値
・異常値を理解する

水銀血圧計の
名称が言える

水銀血圧計を使える

コロトコフ音が発生する
仕組みを理解する
重力の影響を理解する

コロトコフ音を
聴取できる

ゴム球で空気を
入れ抜くことが
できる

拡張期の理解

収縮期の理解
動脈壁の柔軟性
の理解
体循環・肺循環
の理解

マンシェントの巻く位置
を理解する

行動の影響を理解する

ネジが巻ける
聴診器が扱える

ネジを理解する

生理的動揺を理解する

マンシェントが
巻ける

対象者の測定条件を
判断できる

血圧とは何か言える

図 5．1 「血圧測定ができる」のコースマップ

今回作成した「血圧の基本的な原理の理解」のコンテンツは、
「血圧測定ができる」(図 5．
1)の前半の部分（黒地に白地）である。後半部分は、実技的なの部分であり、コンテン
ツで学ぶより実技演習で学習する方が適している。
学生は初めに、コースの説明を図と音声で教授され、コンテンツの内容を把握し、理解
することができる。
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② キャラクタについて

検査測定１２分間レッスン

血圧

図 5．2 表紙

キャラクタを登場させる

このコンテンツでは、キャラクタを登場させている。キャラクタは、学習に対する硬く
なりがちなイメージを柔らかくし、親しみを与え、興味を引き、期待感を持たせ、学習
効果を挙げると考え作成した。キャラクタは、学生の親しみのある教員の顔をもとに作
成した。

③ 血圧とは
血管の側壁押す力

大動脈
大動脈

血圧とは
心ポンプの力で
血管の側壁を
押す力
＝側圧

図 5．3 血圧とは
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血圧は、血管壁を押し力であることをアニメーションで表現した。まず素材である心臓
と血管をオートシェイプで作成する。心臓と血管の一部は、オートシェイプの「曲線」
で輪郭を描き、
「頂点の編集」で修正を加えながら作成した。血管の一部は、オートシェ
イプの円柱で表した。アニメーションは、心臓の収縮と拡張を Microsoft Power Point の「ア
ニメーションの設定」−「強調」−「拡大・縮小」で任意の数値を設定して表現した。
同様の方法で、心臓が収縮したのちタイミングを合わせて動脈を拡大させ、動脈の拡張
を表現した。血液の流れは、大動脈、肺動脈の部分に描いた矢印を拡大して表現した。

④ 体循環と肺循環

右心室

二酸化炭素と
酸素を交換
（ガス交換）

肺動脈
肺

肺循環︵
小循環︶

肺循環

肺静脈
左心房

図 5．4 肺循環

体循環と肺循環を表現した。全身の図に、心臓、肺、動脈、静脈をオートシェイプで描
き、円を血液に見立て、
「アニメーションの設定」−「移動」−「軌跡」を用い、動脈、
静脈上を移動させ、血液循環を表現した。さらに、音声と文字で経路の役割の説明を加
えた。
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⑤ 心臓の弁と血管
心臓の器官

上大静脈
大動脈
大動脈

肺動脈
肺静脈
僧帽弁

肺動脈弁

大動脈弁

三尖弁

下大静脈

図 5．5 心臓の弁と血管

心臓の解剖について、動脈弁、血管を順に説明した。テストの問題とした。

⑥ 収縮期と拡張期
拡張期圧、最低血圧

収縮期圧、最高血圧

上大静脈

収縮期圧

拡張期圧

大動脈

最大血圧

＝

肺動脈

＝

大動脈
大動脈

肺静脈

最高血圧

最小血圧
最低血圧

拡張

収縮
下大静脈

図 5．6 収縮期と拡張期

収縮期は、心臓の図をアニメーション設定で縮小させ、収縮のイメージを加えた。収縮
期圧は、最大血圧または最高血圧であることを文字と音声で説明した。
拡張期は、心臓の図をアニメーション設定で拡大させ、拡張のイメージを加えた。拡張
期圧は、最小血圧または最低血圧であることを文字と音声で説明した。
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⑦ 大動脈弁と動脈壁の柔軟性

大動脈弁、動脈壁の働き
大動脈

大動脈弁

大動脈弁、動脈壁の働き
大動脈

大動脈弁

動脈の血管壁は
弾力に富んでおり
心臓が収縮した時
拡張し
心臓が拡張した時
収縮し血液を圧迫し
補助ポンプの役割を果たす
大動脈弁は
心臓が拡張した時
逆流を防ぐ

図 5．7 大動脈弁と動脈壁の柔軟性

心臓が拡張する時の大動脈弁が血流の逆流を防ぐ様子を矢印の大きさの変化で表した。
動脈の柔軟性は、アニメーションで心臓が収縮したと同時に動脈を拡張させ、吹き出し
の文字と音声で表現した。
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⑧ 重力が血圧に与える影響

弱くなる
低い

心臓も同じ

高い

強くなる

屋上のポンプの力より

屋上から地上へと
地上から屋上への比較

地上のポンプの力より

ポンプで水を屋上へ

手押しポンプ

図 5.8、図 5.9、図 5.10、図 5.11、

学生は、マンシェントを心臓と同じ高さに巻く理由を正確に説明できないものが多い。
今回は、手押しポンプで水を高さの違う位置へ送ることイメージさせ表現した。イメー
ジを増強させるため、高いビルの上へ、高いビルの上から水を送るアニメーションで高
さの違いによる重力の影響を表現した。そして、心臓も同じであることを説明した。
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⑨ 触診法と聴診法

触診法と聴診法

橈骨動脈を触診して
測定する触診法
収縮期圧のみ測定できる。

上腕動脈
聴診器を用いた聴診法
収縮期圧、拡張気圧の
両方測定できる。

橈骨動脈

図 5．12 触診法と聴診法

触診法、聴診法については、部位と測定結果を得られる内容を図、文字、音声で説明し
た。

⑩ 大動脈、動脈、細血管、毛細血管、静脈の血圧の変化

血圧の変化
ｍｍＨｇ

１２０

動脈

細 動脈

大動脈

４０

毛細 血管

８０

静脈
０

橈骨動脈
細動脈

上腕動脈
静脈

毛細血管

図 5．13
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血圧の変化は、動脈、細血管、毛細血管、静脈を図で表し、その上を円で表した血液を
上腕動脈から毛細血管へ流れる様子を、円の大きさを縮小させながら移動させ血圧の変
化を表現した。さらに、グラフと音声で血圧の変化を表した。

⑪ マンシェントが上腕動脈を圧迫

２２０

マンシェントに空気を送り圧迫しましょう
２１０

２００
１９０

動脈を圧迫し
血流を遮断し再び
開通させ測定する

１８０
１７０
１６０
１５０
１４０
１３０
１２０
１１０
１００
９０
８０
７０
６０
５０
４０

上腕動脈

３０
２０
１０
ｍｍＨｇ

橈骨動脈

図 5．14 マンシェントに空気を送る

上腕動脈

上腕動脈

マンシエントの空気を抜き
上腕動脈の圧迫を緩める

マンシェント

上腕二頭筋

マンシェント

マンシェント

上腕二頭筋

マンシェント

マンシエントが
上腕動脈を圧迫

図 5．15 マンシェントが上腕動脈を圧迫し、緩める

図 5．14 は、アニメーションでゴム球を手で圧迫して空気を送る様子を、ゴム球を、拡
大縮小させそれに合わせ、オートシェイプで作成した母指の移動を反復させ表現した。
さらに、マンシェントを同期させ拡大し、イメージをさせた。
図 5．15 は、マンシェントを拡大し、上腕動脈の両側に描いた下地のベージュ色の長方
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形を同期させ拡大して、マンシェントが上腕動脈を圧迫することを表した。さらに、先
に行ったアニメーション設定を逆に動かし、上腕動脈の圧迫を緩める様子を表した。

⑫ ねじ

一般的なねじ（逆ねじは回す方向が逆）
２１０
２００
１９０
１８０
１７０
１６０
１５０
１４０
１３０
１２０
１１０
１００

右回し＝閉まる

９０
８０
７０
６０

どちらに回せば閉まりますか？

ねじを回し
栓を閉めて
ゴム球で空気を
入れるのですが

２２０

左回し＝開く

５０
４０
３０
２０
１０

図 5．16 ねじ

図 5．16 は、ゴム球のねじを母指と示指で回す様子を、母指をアニメーションで移動さ
せ表した。さらに一般的なねじがどちらに回せば、締り（栓が閉まり）
、緩む（栓が開き）
かを、一度問いかけ考えさせてから説明した。

⑬ 血流の層流と遮断

上腕動脈

血流が遮断されました

大動脈

音は聞こえません

音は聞こえません

血圧の決定因子

血流の遮断

上腕動脈

図 5．17

上腕動脈を血液が流れる様子を、円と矢印をグループ化させ上腕動脈の幅よりも大きく
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表し、移動させ脈拍を表現した。血流の遮断は、図 5．15 と同様の方法で表し、文字と
音声で層流時、遮断時にコロトコフ音が聴取させられないことを説明した。

⑭ コロトコフ音

上腕動脈

音がするとき
乱流
振
動
音

振
動
音

コロトコフ音

図 5．18 Microsoft Power Point で表現したコロトコフ音

コロトコフ音は、圧迫され変形した上腕動脈を描き、そこを流れる血流の状態を、アニ
メーション設定で矢印を動かし表現した。さらに、文字と音声で説明を加えた。この表
現は、教科書の図で学習するのと大きな差はなく、血液が狭窄部を通過し、開放された
ときに起こる「はじけるような」乱流をイメージさせるのに不十分である。
今回 Web 化するために使用したソフトは、Macromedia Breeze である。このソフトで
Microsoft Power Point で表現したアニメーションをパブリッシュすると、アニメーション
設定の繰り返しを表現することができない。また、図形の移動・変形の速度変化ができ
ず、コロトコフ音で表現したい「はじけるような」乱流のイメージの表現ができない。
そこで Macromedia Flash 8 を用いて作成を試みた。

Macromedia Flash 8 は、別のコンテンツ「臨床実習準備−作文」で動画を使用する際、
動画のエンコーディングに必要であった。このソフトで作成するアニメーションは、コ
ロトコフ音などの体内でおこる現象を表現するのに有効である。また、作業療法を学ぶ

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発

292

「ＩＤ手法を用いたリハビリテーションの e ラーニング教材開発および遠隔教育のプログラム開発」プロジェクト

時に必要な人の作業分析の表現を詳細に表現できる。

図 5．19 Macromedia Flash 8 で作成したコロトコフ音

狭窄した血管壁と血液、振動を表現した。血液は、楕円を変形させながら血管内を移動
させ、狭窄部から開放される部分の拡大を大きくし、速度をはやくすることで「はじけ
るような」乱流を表現した。Macromedia Flash 8 は、Web 上でも繰り返しアニメーション
を見せることができ、学生のイメージの強化を図ることに有効である。

図 5．20 コロトコフ音

はじける様子
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コロトコフ音の表現で重要視したことは、血液が開放されてはじけることで血管壁が振
動されることである。血液の動きに合わせて、血管壁上に波形を描き、移動・拡大させ
た。これは、Macromedia Flash 8 でなければ表現できない。
さらに、コンタクトマイクで実際のコロトコフ音を録音し、このアニメーションと同期
させイメージの強化を図った。

⑮ テスト
テストは以下の 4 問である。

下の文章の空欄を埋めて完成させてください

血圧とは動脈の
り

を押す力であ
とも呼ばれる。

正解です
正解です -- クリックして続行してく
クリックして続行してく
ださい
ださい
答え:
答え:

不正解です
不正解です -- クリックして続行して
クリックして続行して
ください
ください

答えが完全ではありませんでした。
正解です！
答えが完全ではありませんでした。
正解です！
正解は:
正解は:
続行するには、答えを選択してく
続行するには、答えを選択してく
ださい
ださい

送信

クリア

図 5．21 血圧の説明

このテストでは、血圧の説明文章のキーボード入力させる問題である。一問ずつ採点さ
れ、正解が提示される。問題を説明しているスライドで復習できる。
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体循環の経路を選べ。
A) 肝臓
B) 肺
C) 脳
D) 筋

正解です
正解です -- クリックして続行してく
クリックして続行してく
ださい
ださい
答え:
答え:

不正解です
不正解です -- クリックして続行して
クリックして続行して
ください
ください

答えが完全ではありませんでした。
正解です！
答えが完全ではありませんでした。
正解です！
正解は:
正解は:
続行するには、答えを選択してく
続行するには、答えを選択してく
ださい
ださい

図 5．22

送信

クリア

体循環の経路

複数回答の問題である。

マンシェントを巻く位置で正しい位置を選べ。
A) 心臓よりも高い位置
B) 心臓と同じ高さ
C) 心臓よりも低い位置

正解です
正解です -- クリックして続行してく
クリックして続行してく
ださい
ださい
答え:
答え:

不正解です
不正解です -- クリックして続行して
クリックして続行して
ください
ください

答えが完全ではありませんでした。
正解です！
答えが完全ではありませんでした。
正解です！
正解は:
正解は:
続行するには、答えを選択してく
続行するには、答えを選択してく
ださい
ださい

送信

クリア

図 5．23 マンシェント巻く位置

三問択一の問題である。
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水銀血圧計のゴム球についているねじは、
ねじを上から見てどちらに回せば
緩んで空気が抜けますか。

A) 反時計回り

正解です
正解です -- クリックして続行してく
クリックして続行してく
ださい
ださい
答え:
答え:

B) 時計回り

不正解です
不正解です -- クリックして続行して
クリックして続行して
ください
ください

答えが完全ではありませんでした。
正解です！
答えが完全ではありませんでした。
正解です！
正解は:
正解は:
続行するには、答えを選択してく
続行するには、答えを選択してく
ださい
ださい

送信

クリア

図 5．24 ねじが緩む方向

正誤問題である。

5.5.4

実施

対象学生
今回の検証での対象者は、麻生リハビリテーション専門学校の作業療法学科 3 年生 10 名、
大阪リハビリテーション専門学校の作業療法学科 3 年生 10 名である。学生は、
血圧の原理、
血圧の測定方法をすでに学んでいる。

5.5.5

評価と考察
①コースの目的は、わかりやすかったですか？
表 3 コースの目的は、わかりやすかったですか？

A) 大変わかりやすかった
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B) わかりやすかった

20%

C) ふつう

0%

D) わかりにくかった

0%

E) 全然わからなかった

0%

コースの目的は、学生に理解された。コースマップを提示することは、学生がコンテン
ツで学ぶことを確認でき、目的を理解できる。さらに、血圧の原理は、基本的内容であ
るが、心臓のポンプ作用による血管壁を押す力は、体内で起こることであり、しっかり
学習しないと理解できない。学生の理解していない部分と理解したいという気持ちが合
致したことも、コンテンツの目的の理解を促したと考えられる。

② コンテンツを学習することによりコースの目的を達成することができると思いま
したか？
表 4 コースの目的を達成することができると思いましたか？

A) ものすごく思った

80%

B) やや思った

20%

C) あまり思わなかった

0%

D) まったく思わなかった

0%

血圧の原理は、基本的内容であるが、教科書を使用した講義からイメージしにくい内容
である。コロトコフ音は、教員と学生が同時に同じ音を聴取することが難しい。高額な
無線聴診器も販売されているが、投資効果を考えると購入しにくい。そこで、今回は、
安価なコンタクトマイクを購入し、コロトコフ音を録音しアニメーションに同期させた。
このことが学生に目的を達成できると思わせたと考える。
また、マンシェントを心臓と同じ高さで測る理由を解説したことは、その理由を理解し
ていない学生が多く、目的を達成することができると思わせた。物理学を選択していな
い学生は、血圧と重力の影響を理解しにくいと感じている。そこで、手押しポンプで水
を送ることを例に挙げ理解を促した。
目的を血圧の原理を理解するに留めたことは、コンテンツで学ぶ量として適切であった。
作成当初のコースの目的は、血圧測定できるであり、実施手順を入れる予定であった。
実施手順には、動画を使用する予定であったがコンテンツ全体の長さが長くなると判断
し、血圧の原理の理解するに留めた。
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③ 学習意欲について
表 5 学習意欲について

A) とても学習意欲がわいた

80%

B) 学習意欲がわいた

20%

C) あまり学習意欲がわかなかった

0%

D) まったく学習意欲がわかなかった

0%

学生は、学習意欲がわいた者が多かった。血圧測定は、医療従事者にとって基本的な技
術であり、必須の内容である。学生は、血圧測定の重要さを理解しており、学習意欲が
わいたと考える。
アニメーションは、学生の血圧測定のイメージを考えるヒントとなった。読書量の少な
い学生にとって学習の動機付けを促した。キャラクタは、親しみを覚えたとの感想もあ
り、学習の意欲向上に良い影響を与えた。

④ コンテンツはわかりやすかったですか？
表 6 コンテンツはわかりやすかったですか？

A) 大変わかりやすかった

60%

B) わかりやすかった

40%

C) ふつう

0%

D) わかりにくかった

0%

E) 全然わからなかった

0%

学生は、コンテンツがわかりやすいと答えた者が多かった。コンテンツをわかりやすく
した要因として、第一は、スライド各 1 枚の伝えるべきことをひとつおよび 2 つと極力
少なくしたことである。そのため、コンテンツのクイズを除いた時間は、12 分であるが、
作成したスライドは 41 枚と多くなった。第二は、できるだけわかりやすく、イメージを
助けるアニメーションを多く作成し、本では理解の難しい内容の説明に努めたことであ
る。マンシェントが上腕動脈を圧迫することと、コロトコフ音の発生するメカニズムの
説明がそれにあたる。第三は、実際のコロトコフ音を同期させたことが挙げられる。学
生の多くは、演習で聴取したコロトコフ音が正しいか否か確認できず、今回確認できた
ものが多かった。
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⑤ 1 つのモジュールの長さはどうでしたか？
表 7 1 つのモジュールの長さはどうでしたか？

A) 非常に長い

0%

B) やや長い

0%

C) ちょうどよい

100%

D) やや短い

0%

E) 非常に短い

0%

モジュールの長さは、2 分以内である。一枚のスライドの長さが最長で 39 秒であり、2
枚から 3 枚でひとつのモジュールを作成している。コンテンツは、短い方が良い。長け
れば学習者は集中できない。

⑥ 図、イラスト、写真の使い方が
表 8 図、イラスト、写真の使い方

A) よかった

80%

B) ややよかった

20%

C) ふつう

0%

D) 改善が少し必要

0%

E) 改善が必要

0%

図、イラストは、今回のコンテンツ作成において特に力を入れた部分である。41 枚のス
ライドの内 40 枚は、図かイラストを載せ、必ずアニメーションを付け、飽きさせない工
夫をした。

⑦ レイアウトや操作を促す工夫が
表 9 レイアウトや操作を促す工夫

A) よかった

40%

B) ややよかった

60%

C) ふつう

0%

D) 改善が少し必要

0%
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E) 改善が必要

0%

フォントの大きさは、一目で理解できる文字の大きさとして、通常 24 ポイントとし、強
調したい内容は 54 ポイントで作成した。背景の色は、濃い緑とし、文字は、白とした。

⑧ 文章、構成が
表 10 文章、構成

A) よかった

40%

B) ややよかった

60%

C) ふつう

0%

D) 改善が少し必要

0%

E) 改善が必要

0%

文章は、一文とし音声の説明とアニメーションの要点のみ書くようにした。文の長さは
短く、量は少ない。情報量が多すぎると学習意欲を低下させると考え、一枚のスライド
の情報を、必要最低限にするように努めて作成した。このことが学生の評価を良くした。

⑨ アニメーション効果が
表 11 アニメーション効果

A) よかった

100%

B) ややよかった

0%

C) ふつう

0%

D) 改善が少し必要

0%

E) 改善が必要

0%

学生のアニメーションの効果の評価は、高かった。アニメーションの効果は、内容の理
解に大きく関係する。体内で起こることをイメージすることがむずかしい学生にとって、
そのイメージ化を助ける。イメージを助けた内容は、血圧は心ポンプ作用の結果である
こと、動脈壁の柔軟性、コロトコフ音の発生のしくみである。
特に、アニメーションの効果に期待したことは、コロトコフ音の発生のしくみである。
血液が、狭窄した血管を通過する時の乱流の様子は、本に書かれている図だけでは理解
が難しい。作成したアニメーションは、狭窄部を通過した血液が開放されはじける様子
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を表現できた。コロトコフ音を同期させたことにより、学生のイメージをしやすくした。

⑩ ナレーション音声の品質が
表 11 ナレーション音声の品質

A) よかった

0%

B) ややよかった

40%

C) ふつう

60%

D) 改善が少し必要

0%

E) 改善が必要

0%

ナレーション音声は、作成者が説明を録音したである。原稿を読みながらの録音と、原
稿を作らずにスライドを説明する方法を試したが、スライドを説明しながら行うほうが
作成しやすく学生の評価も良かった。活舌がよくなかったが、親しみを感じたと答える
学生もいた。

⑪ コンテンツでの「文字」
「図解」
「表」
「ナレーション」
「アニメーション」等の組み
合わせ、表現方法に関してコメントがあれば、記述してください。
表 12 コンテンツでの「文字」
「図解」「表」
「ナレーション」
「アニメーション」等の
組み合わせ、表現方法に関してのコメント
なぜ血圧はこのような方法で実施するのか？という学生の疑問点に対して、ひと
つひとつアニメーションを用いながらわかりやすく説明されており、良かったと
感じました。学生の興味をひきつけることができるコンテンツではないかと感じ
ました。
背景が黒であったことで、イラストに注目できて良かった。反面、文字の色や、
イラストの色が暗い場合にわかりにくい部分もあった。強調の仕方、表現につい
ては、すばらしいと思います。
（水銀血圧計の最初の画面など）
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見て直感的に分かるアニメーションは、学習トピックに関連する知識の理解に大
いに役立ちます。ナレーションも親しみやすく、OCROT さんと相まって学習意
欲向上間違いなしでしょう。特に、なぜ、心臓の位置で測定すべきなのか、また、
なぜ圧迫する必要があるのか、どうやって最高血圧と最低血圧を測定するのかが、
大変分かりやすかったです。いままでの謎が解けました。すっきり！
血圧の基礎的知識からその原理まで説明があってよかったと思います。聞いてみ
ようという気持ちになって非常によかったと思います。測定動作については実際
の測定動作をどこかのネット上にアップしていて画面からクリックするとその動
作が確認できるというようにされてはいかがでしょうか。

5.5.6

まとめ

今回作成したコンテンツは、アニメーションを多く使用し、コロトコフ音を再生し、学生
のイメージ、理解を助けるコンテンツを作成した。学生の評価は高く、学習意欲が湧いた
学生が多かった。CRI 技法による設計は、教育内容の作成手順を明確にし、教える側と教
わる側に満足を与える。問題点は、
「設計」、｢開発｣に相当の時間が必要であることである。
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5.6 「健常児の言語獲得の過程を理解する―文字言語の獲得過程を理解する」の
コース開発
子どもの言語が発達するといっても、聞く・話すといった音声言語の獲得と、読む・書く
といった文字言語の獲得とがある。言語聴覚士養成課程では、専門基礎科目の「言語発達
学」において、この音声言語と文字言語の獲得について学習する。
今回、文字言語の獲得についてコース設定を行った。さらに、文字言語を習得するにあた
っては、
「日本語文字の特徴」や「文字の役割」が理解できた上で、どのようなプロセスを
経て文字を習得していくのか（
「文字の習得過程」
）を学べるようモジュール設定を行った。
その他にも学習すべきことはモジュールとしてあげているが、この 3 つのモジュールを設
計・開発（コンテンツの作成）を行った。
分析・設計・開発は CRI の手法に基づき、コンテンツを作成した。そして、当プロジェク
ト目的のひとつでもある「遠隔教育」としてこのコンテンツが適切であるか、また、どの
点が不適切であるかを考察するために、麻生リハビリテーション専門学校

言語聴覚学科 3

年生 10 名により検証を行った。その結果を含めて、以下に報告する。

5.6.1

分析

CRI 技法に基づき、以下の「学習環境記述書」
「コース目的記述書」
「受講対象者記述書」
「タ
スク分析」が示すように分析を行った。
学習環境記述書
コース名

健常児の言語獲得の過程を理解する―文字言語の獲得過程を理解する

作成者

所属

関連者

所属

OCRエクステンションセンター

髙橋泰子

実施日 平成19年1月19日 15時〜16時

氏 名
調 査 内 容

No.
1

氏 名

コメント

研修場所（受講者の職場、教室、その他）
受講者が全員のコンピュータを稼動させることができること。

2

研修場所の環境
WBT（web based training）中心のため、学生が貸与しているPCが一人一台
ずつ稼動させることができる環境であること。
PCのスペックが、PentiumⅢ500MHz以上であること。
（ストリーミングがストレスなく再生できる環境）
サーバーの環境が整っていること。
学習者は自分の学習ペースに合わせて音声を聞くことができる。

3

学習を妨げる要因
実施予定日までに音声言語の獲得過程について学習が済んでいない。

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発

303

「ＩＤ手法を用いたリハビリテーションの e ラーニング教材開発および遠隔教育のプログラム開発」プロジェクト

コース目的記述書
コース名

健常児の言語獲得の過程を理解する―文字言語の獲得過程を理解する

作成者

所属

依頼元

所属

OCRエクステンションセンター

No.
1

髙橋泰子

氏 名

調 査 内 容

コメント

受講対象者（受講者数、所属職位、担当業務）
受講者数：約10名
所属職位：言語聴覚学科３年 PCの操作が一人でできる学生
すでに「言語発達学」を履修済み。再学習となる。

2

関係者（依頼元、SME、コース開発者、人事部門、研修部門）

3

研修によって解決しようとしている問題点
受講生の多くは健常児の言語発達過程を見学や観察などで学んだ経験がない。その
ため、年齢に応じた言語獲得が、知的面や運動面・情緒面などと絡み合いながら発達して
いくことが理解できていない。
来年度からdyslexiaへの教育的支援が行われようとしている。そこで、個別の言語訓練
ができる言語聴覚士になるために、正常発達の文字言語の獲得過程を習得させる。
この研修を修了すると、dyslexiaの子どもへのサポートの方法を説明し、実践することが
できるようになる。

4

解決すべき時期（いつまでに、どれくらいの期間で解決すべきなのか）
90分の講義で学習する。

5

学習伝達手段（WBT、セミナー、ワークショップ、実習、アクションラーニングなど）
担当教員による講義と、WBT。
WBTはBreezeで動作するSCORMコンテンツとする。
①モジュール単位で教材を作成し、担当教員が受講可能なモジュールをコントロール
する。
②各モジュールの最初に、必ず全体のコースマップを明示して、「ここを今から学習しま
す」と明示する。また、各モジュールの最後に、モジュールが終了したことを印象付ける
ように再度コースマップを明示する。そして、現在の達成状況をフィードバックする。
③目標や学習方法などを示すために、導入モジュールを置く。
④各モジュール修了には、スキルチェック（テスト）を実施する。

6

学習環境（LAN環境、職場環境、教室、その他）
ネットワークの環境が整っている教室。
コンテンツが作動するツールがインストールされていること。

7

コース目標（行動、条件、基準）
行動：

文字言語の獲得過程を説明する。

与件：

テキストや参考資料等を参照しないで。

基準：

下記の項目を説明できること。
①鉛筆を支持する手指の発達
発達の過程すべてと具体的な発達例を挙げること
②かな文字が読めるようになる過程
それぞれの過程の説明（重要ポイント全て）と事例を挙げること

③誤りやすいかな文字
少なくとも１０個挙げること
④文字を使って意思伝達をするための情緒の発達
発達の過程すべてと具体的な発達例を挙げること

8

作成日 平成19年1月19日 15時〜16時

氏 名

その他
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受講対象者記述書
コース名

健常児の言語獲得の過程を理解する―文字言語の獲得過程を理解する

作成者

所属

関連者

所属

OCRエクステンションセンター

No.
1

氏 名

髙橋泰子

作成日 平成19年1月19日 15時〜16時

氏 名
調 査 内 容

コメント

所属および受講者数、平均年齢、役職、担当業務、担当業務経験年数
所属：麻生リハビリテーション専門学校 言語聴覚学科 ３年次生
受講者数：約40名
受講生の特徴：高校卒業以上
受講生は、最終学年のため言語聴覚士養成課程のほとんどを履修し終わっている。
よって、言語発達学もすでに履修済みであるが、就職する病院・施設で小児を対象と
していない場合は、身についていない場合が多い。
国家試験前の学習として機械的な理解をしている場合がある。

2

コースに関する事前知識・スキル、以前同様なコースを受講したことがあるか
1年生の前期科目に「生涯発達心理学」を履修している。その講義の中で言語領域の
発達についてはエッセンスを聞いている。
また、「言語発達学」の中で学習している可能性は高いが、多くの時間を割いていない。

3

コース参加理由（業務命令、自発的な参加さど）
卒業必須科目のため必ず単位を取得しなければならない。

4

参加意欲（動機付けの程度）
言語聴覚士になることを目指しているため、講義は意欲的に参加している。

5

コースに期待すること（学習内容、習得レベルなど）
国家試験問題で関連する問題が出題されたときは、正答できる。
臨床実習施設、および就職先で文字の習得が課題の対象児がいたら、発達過程を
評価し、指導することができる。

6

業務以外の分野における関心事や趣味（学習内容の設計に役立つ情報）
国家試験、臨床実習、就職してからの臨床について関心がある。

受講者の趣味、人生観、物事に対する態度なども
学習内容の提示方法、喩え話を使った説明の
ヒントになります。

7

PC操作スキル（ブラウザー操作、入力操作など）
基本的入力操作（マウス、キーボード操作）はできる。
インターネット、メールは使用できる。
一部、プログラミングのスキルを持つ者がいる。

8

WBTに関する先入観（期待と不安または不信）
動画やアニメーションがあればイメージしやすく、学習が継続しやすい。

論理的思考の教育では、講師による質問の投げかけ

一人で学習する場合、他者の進捗状況に歩調を合わせる必要は必要がないのはよい。 とフィードバック、及び手を使った作業（分析、論理の
しかし、モティベーションを継続させるのは困難。

組立て）が有効です。（例：クリティカルシンキング）

目の前のモニターを見ていると、視覚情報に頼りすぎ、思考する機会が少なくなり
やすい。よって、丸暗記のものは向いているが、論理的な理解は低くなりがち。
文字が多いページは読みづらいので、プリントアウトして再度学習したい。

また、左記にある、Eラーニングの弱点を講師の指導で
補うことになりますが、その指導方法（標準化したもの）
の準備が必要となります。（講師ガイドの作成）
（本コースの学習手段はEランと講師ですので）
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タスク分析
リスト
タスク：
文字の習得過程を説明する
タスクはいつ始まるか？：
対象児の保護者に訓練計画を話す時
どのように実行されるか？：
１．現在の発達状況を把握する
２．かな文字習得まで発達段階が達していなければ説明の必要がない
３．かな文字習得過程の説明が要求されれば行う。
４．説明に要する時間の了解を得る
５．対象児およびその保護者を探す（想定する）
６．対象児が該当者であることを確認する
７．保護者に対し、現在の発達状況（遅滞状況）が話せる関係を作る
８．現在の発達状況を知的面、運動面等のかな文字習得に関する発達領域について説明する
９．今後の訓練の順序を話す
タスクはいつ終わるか？：
かな文字習得過程の説明を終えたとき
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5.6.2

設計

学習する内容は、言語聴覚士養成課程における専門基礎科目の「言語発達学」という科
目の中の、文字言語の習得についてである。それについて学ぶべき項目をスキルとして
列挙し、さらにそれを構造化したのが、スキル階層図である。

スキル階層図
タスクの最終目標
行動：文字の習得過程を説明する
条件：何も見ない
基準：かな文字の読み書き習得が発達に即して説明できていること
読み書きの習得を支える諸条件が説明できていること。
文字の特性が説明できること。

文字を意識することにつ
いての発達過程が説明
できる

読みの習得過程を説
明することができる
Chは音読・黙読ができる

Chが読み書きの精緻
化に関心を払うように
なる

Cｈが絵本の筋が
言える

Chが文字をまとまりと
して読めるようになる

Chが音節読みができ
る

Chが絵本の筋が
理解できる

Chが個々の文字を
書くことに関心を持
つことができる
Chは文字を読むように
なるが、まだ語と一体化
している

Chが絵本を読ん
でとせがむ（文字
の違いに気づく）
Chが絵本に関心
を持つ（絵本の絵
を指差す）

Chは文字の機能的使用
者として自己を意識する

Chは特殊音節の読み
に習熟している
Chはたどり読みながら
文を読めるようになる
（センテンス読み）
Chが個々の文字を統合
して平仮名単語が読める
ようになる（単語読み）
Chは自発的に音と文字を
対応づけて平仮名の読み
を覚えている（逐次読み）
Chは一字読み（単語を分
解）、文字の同一性に気
づく
Chは前単語読み（読み
分けられる文字がいくつ
か現れる）ができる
Chは自分の知っている
文字を他の文字と区別
して読むことができる

Chが文字の持つ構
造的側面に気づく

Chは字数読み（一音一音
が一字一字に対応してい
ることに気づく）ができる

Chは読む、書くという
行為の主体者として
自己を意識する

Cｈは絵本をまねて読むこと
ができる（話の内容を記憶
し、自分で読む真似をする）

Chは文字の果たして
いる機能的側面に気
づく

書字の習得過程を
説明することができ
る

書き言葉を支える条
件を説明することがで
きる

絵本・物語への興味と理解を促進さ
せる指導（絵本の読み聞かせと読字
力・想像力）ができる

Chは文字の誤りを自分で
も意識的に正すようにな
り、正確に書けるようにな
る

Chは目と手を協調
することができる

Chに読書に対する興味や態
度を養うことができる

Chは伝達や意思表示の手
段として文章を書くことがで
きる（会話式の相互交渉か
ら一方向的自己設計がで
きる）

Chは運筆能力が発達して
いる（ものの握り方：手掌回
握り→手掌回内握り→手指
回内握り→３指握り）

Chは名前や数字など身近
な文字を正しく書けるよう
になる

Chは音節分解・音韻
抽出することができ
る

Chは文字のもつ機能的側面
を遊びの中で展開すること
ができる（明らかに文字ない
し鏡映文字）

Chの語彙が豊富に
なっている

Chは見よう見まねで、文
字らしい形を書けるように
なる（記号的）

Chは正確な発音が
出来る

Chは文字を書くことに興
味・関心を示しはじめる（掻
画的）

Chは文字パターン
の弁別能力が発達
している

Chは線を描くことによって、
書くという行為を楽しむこと
ができる

Chは文字に対する
興味・関心がある

Cｈの遊びや活動の表現世界
を豊かにすることができる
Chの生活習慣の形成や社会
性を養うことができる

書きことばの役割（指導
者が知る）を説明するこ
とができる
物事を論理的・合理的に
考える手助けとなる

一度にたくさんの情報を伝
えることができる

書き言葉は話し言葉の習
得と発達に役立つ

書き言葉は記録性や保
存性に優れている

書き言葉は子どもの知識
や生活経験を拡大する

Chの想像力や思考力を
養うことができる

Cｈの心情や美的感覚を豊
かにすることができる
Chの言葉や文字への興味・
関心を引き出し、言語の能
力を高めることができる

Cｈの事物や事象についての
知識やCｈの経験世界を広
げることができる
Chに本の楽しさを通して、聞
く力や集中力を高めることが
できる
Cｈ自身の経験や知識を再
確認させることができる

Chは文字の読み手として
自己を主体的に位置づけ
ることができる
Chは生活の中で文字に
親しみ、記号としての機能
に気づくことができる

上記のスキル階層図の項目（スキル）をグループ化し、さらに学習する順序を示したの
がコースマップである。下層部から上層部に向かって学習していくが、今回の研究では、
下層部から 3 つ目までのモジュールの開発（コンテンツの作成）を行った。
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コースマップ

「絵本・物語への興味
と理解の発達」を説明
する

絵本に親しむ子を
育む援をする

読み書き能力の実
態を説明し、指導
する

「文字の習得を支
える条件」を説明
する
「文字の習得過
程」を説明する

「日本語文字の特
徴」を説明する

「文字の役割」
を説明する

受講者が個々の下層部の興味・関心のあるモジュールから順に上層部へと学習していき、
すべてのモジュールの終了したときに期待される行動、そしてこの行動を遂行する条件、
および評価するときの基準を下記の「コースの最終目標」に示したとおりである。
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コースの最終目標
コース名

読み書き能力の発達を学ぼう

作成者

所属

依頼元

所属

No.
1

氏 名

OCRエクステンションセンター

髙橋泰子

作成日 平成19年1月19日 15時〜16時

氏 名
最 終 目 標

コメント

行動：
・文字の役割を説明する。
・日本語文字の特徴を説明する。
・読みの習得過程を説明する。
・書字の習得過程を説明する。
・文字の習得を支える条件を説明する。
・読み書き能力を支援する。
・絵本に親しむ子どもを育む支援をする。
・絵本や物語への興味と理解の発達を説明する。

2

条件：
・何も見ない
・保護者に説明する

3

基準：
・一般的な文字の役割について説明できていること。
・一次的ことばの二次的ことばの違いが述べられていること。
・日本語の漢字とかな文字の違いが述べられていること。
・読みの習得過程10段階が説明できていること。
・書字の習得過程が説明できていること。
・文字の習得を支える発達の諸側面が説明できていること。
・読み書き能力を支援できていること。
・絵本に親しむ子どもを育む支援を親に説明するように平易に話せていること。
・絵本や物語への興味と理解の発達を親に説明するように平易に話せていること。

5.6.3

開発−モジュールごとの説明

（1）「文字の役割」を学ぼう
文字を習得するにあたり、それがなぜ必要なのかを理解しておくことは不可欠であるそ
のために、文字の役割について学習する。言語発達に遅れをもつ子どもへ指導をする場
合、今後の見通し持った上で指導していくことや、その必要性を保護者に説明できるよ
うになっていくことが言語聴覚士には求められる。
このモジュールで学習したことは、
「モジュール目標記述書」に示すような行動が期待さ
れる。また、その与件（条件）
、基準は以下のとおりである。
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モジュール目標記述書
モジュール名

「文字の役割」を学ぼう

作成者

所属

依頼元

所属

OCRエクステンションセンター

髙橋泰子

作成日

最 終 目 標

No.
1

氏 名

平成１９年 １月１９日

氏 名
コメント

行動：
・日本語の文字の特徴を説明する
・書き言葉と話し言葉の違いが説明できる。
・二次的ことばについて説明する

2

条件：
・テキストや参考資料を参照しない。
・保護者に説明する

3

基準：
日本語の特徴を５つあげる
・一次的ことばと二次的ことばの違いが理解できている

4

スキルチェック：
・書きことばの特徴について空欄を埋める。（穴埋め式）
・一次的ことばと二次的ことばの内容について記述されたものを分ける。（複数選択式）

①内容説明

平成18年度文部科学省委託事業

コース名

読み書き能力の
発達を学ぼう
作成者： 言語聴覚士 髙橋 泰子

＜コースの導入・インフォメーション＞
言語モダリティ
言語モダリティ

ナレーション：
これから、言語モダリティの中でも、聞

受 容

聞く

く・話すという口頭言語や話し言葉と呼

読む

口頭言語

文字言語

話しことば

書きことば

書く

話す
表 出
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学習する順番は自分で選ぶことができ

コースマップ
絵本・物語への興味
絵本・物語への興味
と理解の発達を
と理解の発達を
説明する
説明する

絵本に親しむ子を
絵本に親しむ子を
育む援助をする
育む援助をする

ますが、コースマップに示されている下
の項目から上の項目へと進んでいくこ

読み書き能力の
読み書き能力の
実態を理解して
実態を理解して
指導する
指導する
文字の習得を
文字の習得を
支える条件を
支える条件を
説明する
説明する

とをお勧めします。

文字の習得過程を
文字の習得過程を
説明する
説明する

日本語文字の特徴を
日本語文字の特徴を
説明する
説明する

文字の役割を
文字の役割を
説明する
説明する

モジュール名

絵本・物語への興味
と理解の発達

絵本に親しむ
子を
絵本に
育む援助

読み書き能力の
実態と指導

文字の習得を
支える条件
文字の習得過程

文字の役割

日本語文字の特徴

「文字の役割」を学ぼう
この章（モジュール）では、書きことばは
私たちの生活の中でどのような役割を担っ
ているのか、を話しことばと比較しながら
学んでいきましょう。
学習の達成目標
学習の達成目標

また、書き言葉を習得する過程では、子ど

書きことばと話し言葉の違いが説明できる。

ものことばにどのような発達上の変化がみ
られるも説明できるようになりましょう。

スキルチェック
スキルチェック

そして、この章の最後に学習できたかどう

・書きことばの特徴をあげる。
・一次的ことばと二次的ことばの内容を説明
する。

かをスキルチェックで確認しましょう。

書き言葉と話し言葉とは、どんな点が異な
書きことばと話し言葉は何が違う？

るでしょうか。
①書き言葉は記録や保存性に優れていま

１．書きことばは記録や保存性に優れて
いる

す。
話し言葉は音声による言語のため、音声の

手紙だ。
あとで読もう。

手紙 ｅメール

時間と空間を越えて情報を伝達するのに役立つ

届く空間的範囲に限界があり、かつ、音声
の時間的な連続であるため、それぞれのこ
とばは一瞬のものであり、次から次へと生
じては消えていきます。
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現代では、電話やテレビ、テープレコーダ
ー、ビデオなどの機器の開発により、そう
いった短所を補っています。
しかし、書きことばを使用すれば、書いた
手紙や e メールを遠く離れたところまで
容易に送ることができ、あとで必要なとき
にはいつでも読み返すことができます。
このように書きことばは時間と空間を超
えて情報を伝達するのに役立ちます。
②一度にたくさんの情報を伝えること
２．一度にたくさんの情報を伝えることが
できる

ができます。
話し言葉では、多くの複雑な内容を正確
に理解することは容易ではありません。
しかし、本や論文、書類にすれば、一度
読んだだけでは理解しにくい多量の情
報を、自分のペースで読むことができ、

本・論文など

多量な情報を誤解や理解不足を避けて伝達できる

誤解や理解不足を避けることができま
す。
③書き言葉は子どもの知識や生活経
験を拡大します。

３．書きことばは子どもの知識や
生活経験を拡大する

文字を通して、子どもは現前にない事
物について想像したり、会ったことの
ない人からのさまざまなメッセージ
を受け止め、自分の世界を広げていく
ことができます。

現前にない事物を想像したり、
さまざまなメッセージを受け止め、
自分の世界を広げていける

④書きことばは話しことばの発達に役立
ちます。
４．書きことばは話しことばの発達に
役立つ

書きことばはいったん習得されると、それ
自体が今度は子どもの話し言葉の発達に

ﾋﾞﾘｮｳｲﾝ
ｏｒ ﾋﾞﾖｳｲﾝ

語意の拡充
ことづかって・・・
抽象語の習得
こうふく？まんぞく？
正しい発音
ぞうきん？ or どうきん？

様々な表現方法、抽象語、ことばの意味や概念、
正しい発音などの習得に役立つ

大きく貢献します。特に、語彙の拡充や正
しい発音の習得に大きな役割を果たしま
す。いろいろな言い方や抽象語などを知る
機会は、書きことばの習得によって高まっ
ていきます。
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また、書きことばを使うと、
「病院」と「美容
院」の違いのように、ことばの意味や概念を
正確に限定できる上に、正しい発音の習得に
も役立ちます。
⑤物事を論理的・合理的に考える手助けと
５．物事を論理的・合理的に考える
手助けとなる

なります。
一般に、読みは知識を拡大し、書きは知識
を深化させるといわれます。確かに、聞い

ﾅﾙﾎﾄﾞ･･･

A＜B＜C
ならば
A＜C？

てわかったつもりでも、文章を読み返した
り、自分の考えを書いてみると、理解や思

理解や思考の内観。的確な表現。論理的思考能力の
向上。複雑な文法構造の習得ができる。

考の不十分さに気づいたり、論理的な矛盾
を自覚する経験をこれまでしたことがある
でしょう。文字にすると、自分の考えを対
象化してみることができます。文章中のこ
とばとことばの論理的関係に気づき、的確
で厳密な表現ができるようになります。ま
た、読み書きを習得することによって、子
どもの論理的思考能力は高まり、もっと複
雑な文法構造を理解したり使用できるよう
にもなります。

このような文字の役割は、発達に大きな影
1次的ことばと2次的ことば
岡本（1985）
１次的ことばとは・・・

響があります。
岡本は、
「一次的ことば」と「二次的ことば」
と称して、ことばの発達を説明しています。

・誕生期〜幼児期のことば
・遊びと一体化した生活の場で使用。
・身近な人との交渉
・具体的な経験に沿ったことば
・子どもの内的世界をより豊かにする
文献：「ことばと発達」岩波新書

一次的ことばは、誕生から幼児期に使われ
ていることばであり、遊びと一体化した生
活の場で、身近な人との交渉の中で、まさ
に自己のことばとして使用していくことば
のことを指します。具体的な経験に沿った
ことばであり、しかも子どもの内的世界を
より豊かなものにしてくれるのです。
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一次的ことばに対して、学童期に入った子
２次的ことばとは・・・

どもはそれまでとは異なることばを獲得

・学童期〜
・話のテーマの抽象化
・聞き手の抽象化を要求

内的苦戦の表れ
ひとりごと、いいよ
どみ、語の繰り返
し、言い直し、間
投詞の多用、不
適切な接続詞の
使用 など

し、使用することが要求されます。それが
二次的ことばなのです。二次的ことばは、
話のテーマの抽象化とともに聞き手の抽象
化をも要求することばなのです。

大人のことばへの質的転換

まさに、二次的ことばの獲得は、大人のこ
とばへの質的転換を意味しているのです。
ところが、子どもは、この二次的ことばの
獲得に大変な内的苦戦を強いられていま
す。ひとりごとやいいよどみ、語の繰り返
しや言い直し、間投詞の多用、不適切な接
続詞の使用などは、その表れということが
できます。

この表は、一次的ことばと二次的ことばの

１次的ことばと２次的ことばの比較

特徴の比較をまとめたものです。少しなが

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
１次的ことば
の 形 態
状
況 具体的現実場面

２次的ことば
現実を離れた場面

成立の文脈 ことばﾌﾟﾗｽ状況文脈

ことばの文脈

対

象 少数の親しい特定者 不特定の一般者

展

開 会話式の相互交渉

一方向的自己設計

媒

体 話しことば

話しことば
書きことば

めて違いを理解しましょう。

二次的ことばの獲得は、一次的ことばがな
２次的ことばの獲得は、
１次的ことばの上に重層的に成立する

くなり、それにとってかわるというのでは

2次的ことばへの橋渡
しとなる働きかけ

なく、一次的ことばの上に重層的に成立す

書きことば
話しことば

２次的ことば

豊かな一次
的ことばを作
り上げる

話しことば
１次的ことば
（幼児）

（小学生）

るのです。
では、二次的ことばの獲得に関して、幼児
期における子どもの言語の発達に大人はど
のような援助が可能であり、必要なのでし
ょうか。まず、一次的ことばの教育の担い
手は主として親です。親は子どもと一次的
ことばを交し合う存在として、豊かな
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一次的ことば、生活に根ざしたことばを
ともに作り上げていくことが重要なので
す。
そしてその上で、二次的ことばへの橋渡し
となるような、さまざまな働きかけが考え
られます。
その 1 つが絵本の読み聞かせです。一次的
絵本の読み聞かせ
１次的ことばとは多少異なる文
体を子どもの会話で補いながら、
文体への理解を促し、また同時
に１次的ことばを深めることがで
きる

幼稚園や保育所での生活発表や自主的
発表や提案を促す保育者の働きかけ
子どもの２次的ことばの獲得への積極
的援助となる

ことばとは多少異なる文体を子どもとの
会話で補いながら、文体への理解を促し、
また同時に一次的ことばを深めることが
できるのです。
また、幼児期において子どもが二次的こと
ばを要求されるのは、主として幼稚園や保
育所という場です。特にそこでの生活発表
会や自主的発表や提案を促す保育者の働
きかけが、子どもの二次的ことばの獲得へ
の積極的援助といえます。

ここまでの学習のスキル
チェックをしましょう。

すべて正答すれば
次の章（モジュール）に
進みましょう。
間違った場合は、この
章を再学習しましょう。
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１．書きことばの特徴について、空欄を
埋めて下さい。
①文字は記録や
いる

性に優れて

答え合わせ

クリア

１．書きことばの特徴について、空欄を
埋めて下さい。
②文字は一度にたくさんの
を伝えることができる

答え合わせ

クリア

１．書きことばの特徴について、空欄を
埋めて下さい。
③文字は子どもの
を拡大する

や

答え合わせ

クリア

１．書きことばの特徴について、空欄を
埋めて下さい。
④文字は
立つ

ことばの発達に役

答え合わせ

クリア
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１．書きことばの特徴について、空欄を
埋めて下さい。
⑤文字は物事を

的・
的に考える手助けとなる

答え合わせ

クリア

２．次の内容のうち、二次的ことばに合
致するものを選んでください。
A) 遊びと一体化した生活の場で使うことば
B) 身近な人との交渉の中で使うことば
C) 具体的な経験に沿ったことば
D) 現実を離れた場面でのことば
E) 一方向的自己設計のことば
F) 抽象化したテーマでの話しことば

答え合わせ

クリア

スキルチェックの結果
あなたの得点 {得点}
最高得点 {最大得点}
スキルチェックを受 {総試行回数}
けられる回数

続行

再学習

②アンケート結果
＜工夫している箇所＞
・

ナレーションに合わせて図表が出てくるので、判りやすい。

・

例が書かれていると判りやすい

・

画面上 1 ページあたりの情報量は適切で見やすい。

・

学習のはじめに、目標やスキルチェックを示してあるのは判りやすい。
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・

一次的ことばと二次的ことばのページを別々にしてあるのは理解しやすい。

・

アニメーション機能の使い方が良い。理解を促す。

＜改善を要する箇所＞
・

コースマップが示されている目的が意味不明。

・

ナレーションが全体的に速い。

・

ナレーションで「詳しく見てみましょう」と言っているのに、画像は次へ進んでしまう。

・

スキルチェックでは、不正解であると学習すべき場所に戻って再学習できるようにしておく。

・

穴埋め問題は簡易度が高い。コンテンツ学習中、記憶に残りやすい提示が必要。

・

画面の情報量よりナレーションの情報量が多い。

・

各ページには、学習内容のタイトルがあるとわかりやすい。

・

数個あげられる内容は、画面の隅に今示されているのはどれかわかるようにしておく。

・

言葉がやや難解

・

モジュールの最後に、学習内容のまとめがあると判りやすい。

③考察
文章表現：視覚から理解する場合は、ことばの羅列よりも記号を使って簡潔にする。
図解表現：例も図示されていると理解しやすい。
ナレーション：説明はゆっくり目に、ポイントとなる箇所は抑揚をつけるなどの工夫が効果的で
ある。
情報量：ナレーションは図示されているものの量の 3 倍までに抑えるのが適当。また、それぞ
れの図に示されている情報量の違いは、学習者に違和感がある。
その他：スライドは可能な限りシンプルにする方が理解を促す。また、提示している時間は学
習者のペースに合わせられるが、この操作のインフォメーションを学習のはじめにしておく必要
がある。
（2）日本語文字の特徴を説明する
前述と同様、文字の習得の必要性を理解しておくためのモジュールである。このモジュールを
学習することで期待される行動、その与件（条件）、評価の基準は「モジュール目標記述書」に
示すとおりである。
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モジュール目標記述書
モジュール名

日本語文字の特徴を説明する

作成者

所属

依頼元

所属

OCRエクステンションセンター

髙橋泰子

最 終 目 標

No.
1

氏 名

作成日

平成１９年 １月１９日

氏 名
コメント

行動：
・日本語の漢字とかな文字の特徴を説明する。

2

条件：
・テキストや参考資料を参照しない。
・保護者に説明する

3

基準：
・漢字とかな文字の特徴が言える。

4

スキルチェック：
・日本語文字について正しいものを選択する。（複数選択式）

①内容説明
コースマップ
絵本に親しむ子を
育む援助

スキルチェックはすべて正答していたの

絵本・物語への興味
と理解の発達

で、コースマップを参考にして、次の章に進
んでください。

読み書き能力の
実態と指導

文字の習得を
支える条件
文字の習得過程

文字の役割

日本語文字の特徴

絵本・物語への興味
と理解の発達

絵本に親しむ子を
子を
絵本に
育む援助

読み書き能力の
実態と指導

文字の習得を
支える条件
文字の習得過程

文字の役割

日本語文字
の特徴

「日本語の文字の特徴」
を学ぼう
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学習の達成目標
学習の達成目標
日本語文字の特徴が説明できる。

この章（モジュール）では、日本語文字で
ある漢字とひらがな/カタカナの特徴が説明で
きるようになりましょう.

スキルチェック
スキルチェック
・漢字とかな文字の特徴をあげる。

日本語の文字の特徴

漢字とかなの特徴ってナニ？
１．表意文字としての漢字は、「形、音、
意味」の３要素を備えている

そして、この章の

最後に学習できたかどうかをスキルチェック
で確認しましょう。

日本語の文字は、漢字と仮名を混ぜ合わせた漢
字かなまじり文です。すべての文字は表意文字か
表音文字に大別されますが、漢字は表意文字の代
表であり、アラビア文字、ローマ字、ひらがな、カタ
カナなどは表音文字です。表音文字の中でも、アラ

表意文字 ・・・漢字など
文字
表音文字 ・・・ｱﾗﾋﾞｱ文字、ﾛｰﾏ字・・・単音文字、
ひらがな、ｶﾀｶﾅ・・・一字一音節

ビア文字やローマ字は 1 字が一音の単音文字です
が、ひらがなやカタカナの多くは一字が一音節で
す。

幼児期に習得するのはひらがなが中心ですが、
その後、漢字を習得しなければなりません。
この仮名と漢字の習得は、子どもにとって同じで
はありません。
そこで、漢字と仮名の特徴についてみていきまし
ょう。
①表意文字として漢字は、「形、音、意味」の 3 要素
を備えています。
それぞれの漢字は字体が決まっており、字画や
形の点で他の漢字とはっきり異なっています。その
ため、形は複雑ですが、相互に区別しやすく、漢字
同士を見間違うことはあまりありません。
それに対して、表音文字のひらがなやカタカナは
「形、音」の 2 要素を備えていますが、意味を持たな
い文字です。ひらがなは万葉仮名を草書体でくず
して書いているうちにしだい簡略化され、平安時代
に完成した文字であるとされています。
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この表はひらがなの清音 45 文字と撥音「ん」

日本語の文字の特徴

ひらがな清音45文字ともとの漢字
あ（安）

シとツ
ソとン
似ているね

い（似）

う（宇）

え（衣）

お（於）

か（加）

き（幾）

く（久）

け（計）

こ（己）

さ（左）

し（之）

す（寸）

せ（世）

そ（曽）

た（太）

ち（知）

つ（川）

て（天）

と（止）

な（奈）

に（仁）

ぬ（奴）

ね（祢）

の（乃）

は（波）

ひ（比）

ふ（不）

へ（部）

ほ（保）

ま（末）

み（美）

む（武）

め（女）

も（毛）

り（利）

る（留）

れ（礼）

ろ（呂）

や（也）
ら（良）

ゆ（由）

よ（与）

わ（和）

を（遠）

について、その元になった漢字を示したもので
す。これを見てわかるように、漢字に比べてひ
らがなの形は単純なものが多いですね。その反
面、曲線が多く、形が類似した「め、ぬ」
「わ、
れ、ね」
「さ、ち」のような文字もいくつか含ま
れています。

漢字の一部からできたカタカナ

も、ひらがなと同様に簡単な形をしていますが、

ん（无）

「シ、ツ、ソ、ン」のように互いに類似した文
字が含まれています。
このような区別しにくいかな文字は、読みや
書きの習得段階でも読み誤ったり書き誤ったり
することがよくありますので、注意しなければ
なりません。
また、LD とその周辺の子供たちは類似した
文字を長期間区別がつけられなかったり、
「こ」
と「い」
、「く」と「へ」のように角度の異なる
文字まで区別がつけられないことがあるので、
文字の習得には特別な指導が必要となります。
②ひらがなやカタカナの読みは 1 種類である。

日本語の文字の特徴

漢字とかなの特徴ってナニ？

助詞の「は、へ、を」や「じ、ぢ」
「ず、づ」
などの読み方のように、いくつかの例外はある

２．ひらがなやカタカナの読みは1種類で
ある
発音

名称

かな
文字

ものの、かなの多くは音節文字なので、文字の
名称と発音が一致しています。

例外
助詞「は、へ、を」
「じ、ぢ」「ず、づ」

英語のアルファベット文字は文字の名称と発
音が異なっているので、単語を構成する文字の
前後関係で発音の違いを習得しなければなりま
せん。日本の幼児はかな読みを習得するのが容
易であり、世界の中でも早いと言われています。
日本語のかな文字体系と音声体系とが良く適合
しているからでしょう。
ところが、漢字の読みは簡単でありません。
一般に、音読みと訓読みの 2 通りがあり、同一
漢字であっても発音が異なってきます。また、
同一漢字の音読みや訓読みにも 2 通り以上ある
ものが多くあります。
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日本語の文字の特徴

漢字の読みのさまざまな一例
一字多音読み：「行」コウ、ギョウ
一字多訓読み：「生」いきる、うまれる、はえる、なま
異字同音読み：「カン」漢、感、間、官、巻、寛、観、
関、・・・
異字同訓読み：「おさめる」納める、修める、収める、
治める
湯桶読み熟語：株式（かぶシキ）、雨具（あまグ）、見
本（みホン）
重箱読み熟語：本箱（ホンばこ）、台所（ダイどころ）、
毎朝（マイあさ）
cf., 湯桶読みは訓読/音読みの熟語 重箱読みは音読み/訓読みの熟語

これは、こうした一字多音や一字多訓の
漢字の一例を示しのものです。
異字同音読みや異字同訓読みの例から
もわかるように、読みは同じでも、意味は
まったく違う感じも多くあります。
漢字 2 字以上の熟語になると、さらに読
みの複雑さは増大します。
多くの熟語は音読みか訓読みに統一さ
れていますが、湯桶読み、重箱読みのよう
な特殊な読み方をする熟語も結構多くあ
ります。
cf.,湯桶読みは最初の漢字を訓読みし、
次の漢字を音読みするものであり、重箱読
みはその反対の読み方をします。

③ひらがなやカタカナの文字数は少ない
日本語の文字の特徴

漢字とかなの特徴ってナニ？
３．ひらがなやカタカナの文字数は少な
いが、漢字の数は非常に多い
日本語の言語体系
同音異義語
性格ー正確ー製革 漢字
かな
文字数：多い
文字数：少ない
意思ー医師ー石
読み：複雑
読み：簡単
柿ー下記ー牡蠣ー夏季

が、漢字の数は非常にたくさんあります。
同じ読み方をする漢字であっても、その
意味は異なる同音異義語が多くあります。
そのため、たくさんの漢字を習得しなけ
ればならず、学習期間は成人になっても続
きます。
このように、日本語の読み書き言葉は、
文字数が少なく、読みが簡単なかなと、文
字数が多く読みも複雑な漢字から構成され
ている特殊な言語体系なのです。
したがって、かなの読み書きを習得でき

ここまでの学習のスキル
チェックをしましょう。

たからといって、必ずしも読み書き言葉全

すべて正答すれば
次の章（モジュール）に
進みましょう。
間違った場合は、この
章を再学習しましょう。
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スキルチェック

次の文章の中で正しいものを選択してく
ださい。
A) 漢字は「形、音、意味」の３要素を備えている。
B) 日本語の文字はすべて表意文字である
C) ほとんどのかな文字は読み方が１種類である
D) ほとんどの熟語は、湯桶読みである
E) 漢字は同音異義語が多いので、成人してから
も学習期間が続く

答え合わせ

クリア

クイズ
あなたの得点 {得点}
最高得点 {最大得点}
クイズを受けられる {総試行回数}
回数
質問のフィードバック/レビュー情報がここに表示
質問のフィードバック/レビュー情報がここに表示
されます
されます
続行

クイズのレビュー

②アンケート結果
＜工夫している箇所＞
・

モジュールのはじまりに、コースマップが示されているのは、全体を見通すのによい。

・

例が示されているので理解しやすい。

・

表のどのポイントを見ればよいかを○等で示されているので判りやすい。

・

画面だけでは理解できないことをナレーションされている。

＜改善を要する箇所＞
・

難読漢字にルビをふる。

・

モジュールのはじめにコースマップが出てくる意味を学習者が理解できるように解説を入れ
る。

・

示されている画面よりナレーションの情報量が多いので、学習しにくい。

・

スキルチェックの問題の出し方。「選択してください」は、いくつ選択すればよいのかわからな
い。

③考察
導入：コースマップ等の図示により理解しやすい。
表現方法：専門用語は、学習者が既習したものでない場合のために、解説をしておくと理解
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を促す。
図解表現：ひらがなの由来となる漢字は、豆知識のようなものであるが、身近なものなので関
心がわく。図示されている時間が短いと理解しがたい。
ナレーション：画面の情報量とナレーションの情報量のバランスに工夫を要する。
スキルチェック：解答しかないので、解説があると再学習しやすい。

（3）「文字の習得過程」を学ぼう−読みの習得過程
文字言語のモダリティには、「読み」と「書き」がある。このモジュールでは、「読み」のみを取り
上げている。今後は「書き」の開発を進めていくべき必要がある。
このモジュールを学習することで期待される行動、その与件（条件）、評価の基準は「モジュ
ール目標記述書」に示すとおりである。
モジュール目標記述書
モジュール名

「文字の習得過程」を学ぼうー読みの習得過程

作成者

所属

依頼元

所属

OCRエクステンションセンター
最 終 目 標

No.
1

髙橋泰子

氏 名

条件：
・テキストや参考資料を参照しない。
・保護者に説明する。

3

基準：
・文字が読めるようになる年齢的変化が言える。
・絵本が読めるようになる年齢的変化が言える。
・文字を習得していく過程を１０段階で言える。

4

スキルチェック：
・文字や絵本が読めるようになった年齢的変化が理解できている。（複数選択式）
・読字の習得１〜１０段階が言える。（単一選択式）

①内容説明
コースマップ
絵本に親しむ子を
育む援助

絵本・物語への興味
と理解の発達

読み書き能力の
実態と指導

文字の習得を
支える条件
文字の習得過程

文字の役割

平成１９年 １月１９日
コメント

行動：
・読字の習得過程を説明する。

2

作成日

氏 名

日本語文字の特徴
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絵本に親しむ子を
子を
絵本に
育む援助

絵本・物語への興味
と理解の発達

読み書き能力の
実態と指導

文字の習得を
支える条件

文字の
習得過程
日本語文字
の特徴

文字の役割

「文字の習得過程」を学ぼう
ー読みの習得過程ー

この章（モジュール）では、かな文字の読みを
学習の達成目標
学習の達成目標

習得する過程が説明できるようになりましょ

文字が読めるようになる過程が説明できる。

う。
章の最後にスキルチェックで学習したこと

スキルチェック
スキルチェック
・文字が読めるようになる年齢的変化が言える。

を確認します。そこでは、文字が読めるように

・絵本が読めるようになる年齢的変化が言える.

なる発達を年齢ごとに理解しているかどうか

・文字を習得していく過程を10段階で言える.

を確認します。また、文字を習得していく過程
を 10 段階で示していますので、その順序を理
解しましょう。

読みの習得過程

最初に読めるようになった字 （村山ら 1987）

岡本がいう「二次的ことば」においては、文
字言語が中心となります。まず、文字の読みの

自分の名前

その他

わからない

人数

５６１４人

７８５人

４５６人

％

８１．９

１１．５

６．６

男児

７３．２

１１．０

６．０

女児

８１．８

８．９

５．６

回答
分類

習得の実態を見ていきましょう。
この表は、最初に読めるようになった文字が
自分の名前かどうかを調べたものです。8 割ほ
どの子どもが最も親しみのある自分の名前か
ら習得していることがわかります。
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この表は、年齢別に読めるひらがなの数を

読みの習得過程

調査したものです。読めるひらがなの数が 4

読めるひらがなの数 （村山ら、1987）
字数 １つ
年齢
1歳前半 0.0

２つ

３つ

4〜
6

7〜
13

14〜
25

26〜
35

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

36〜 45
44 以上
0.0

1歳後半 0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2歳前半 0.0

0.0

1.5

1.0

0.0

1.0

0.5

0.0

0.0

2歳後半 0.0

1.2

1.2

0.0

2.0

0.8

0.4

0.0

0.4

3

歳 0.7

0.7

2.2

4.0

5.3

3.1

1.3

1.6

4.8

4

歳 0.2

0.2

0.7

3.2

10.2

8.1

3.5

4.5

35.4

5

歳 0.0

0.0

0.0

1.1

3.3

4.0

3.1

4.6

70.3

6

歳 0.1

0.0

0.0

0.1

0.4

1.1

1.2

2.7

84.0

歳で急に増え、そして 6 歳では 8 割以上の子
どもが清音および特殊音節まで読めるように
なっていることがわかります。

では、絵本になるとどうでしょうか。この表
読みの習得過程

は年齢別に絵本の読みの状況を調べたもので

絵本の文章が読める (村山;1987)

単位％

3歳

4歳

5歳

6歳

読み

2歳
後半

1 読めない

88.0

79.1

41.6

11.8

4.8

2 逐字読み

1.6

8.9

28.0

27.5

15.0

3 時々間違うが、大体読める

0.0

2.1

18.8

39.0

45.2

年齢

4 すらすらと読める

0.0

0.8

7.0

19.3

33.8

5 その他

2.0

2.7

1.8

0.9

0.4

無

記

合

入

8.4

6.4

2.8

1.5

0.8

計

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

す。4 歳までは読めない子どもが多いのですが、
5 歳になると読める子どもが多くなり、6 歳では
「大体読める」と「すらすら読める」をあわせ
ると約 8 割に達します。一文字ずつ読めるよう
になってから、約 1 年経過すると、絵本の読み
ができるようになっていくことがうかがえま
す。

また、絵本の読みの習得は、性差があるよう
絵本の文章が読める（5歳児） （村山ら；1987）
％

45

41.9

40
31.4

25
20

23.6

15
10

体読める」
「すらすら読める」のは女児の方が男

36.1

35
30

24.2

14.7

男児
女児

14.5

8.6

5
0
読めない

拾い読み

大体読める

です。5 歳児の絵本の読みの状況を見ると、
「大

すらすら読める
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首藤は、幼児が文字を習得していく過程を

読みの習得過程

幼児が文字を習得していく過程（首藤、1975)
第1段階 絵読み
絵を手がかりにして場面を説明する

次のような 10 段階で示しています。
①絵読みの段階
絵本の中に描かれている猫を指差して「ニ
ャンニャン」と言ったり、絵本の絵を手がか

ｺﾚ､ﾆｬﾝﾆｬﾝ

りにして場面を説明したり、物語を読み取り
ｱﾉﾈ､ｺﾚﾈ､
･･･ｯﾃﾅｯﾃﾙﾉ

ます。

②読んでもらう読みの段階

読みの習得過程

絵本の絵と文字の違いに気づき、文字は読む
第２段階 読んでもらう読み
文字の違いに気づく
・絵と文字の違いに気づく

ものだということが理解できるようになりま
す。自分ではまだ読めないので、親にせがん
で絵本を読んでもらいたがります。

・文字は読むものだと理解
・親に絵本を読んでもらいたがる

読みの習得過程

③真似読みの段階
何度も読んでもらっているうちに、話の内容

第３段階 真似読み
話の内容を記憶し、読む真似をする

を記憶し、自分で読むまねをするようになり
ます。まだ文字を読んでいるのではなく、絵

ｼﾞｮｰｼﾞﾊ ｶﾜｲｲ
ｺｻﾞﾙﾃﾞｼﾀ

を手がかりにして、記憶していた話しをあて
はめているにすぎません。

④字数読みの段階

読みの習得過程

自分の発する一音一音が一字一字に対応して
第４段階 字数読み
文字の数だけ発音を合わせる

いることに気づくようになります。しかし、ま
だ文字相互の形の違いなどを区別して読んでい
るのではなく、文字の数だけ発音を合わせると

ｼﾞｮｰｼﾞﾊ ｶﾜｲｲ
ｺｻﾞﾙ ﾃﾞｽﾖ

いう形をとっています。ですから、字数が余っ
じょーじは
かわいい
こざる
でした

たりすると、自分で適当に読みを追加したりし
ます。
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⑤前単語読みの段階

読みの習得過程

何らかの語形上の違いを手がかりにして、読み
第５段階 前単語読み
単語としてまとめて読んでいる
ツヅク

分けられる文字がいくつか現れます。テレビド
ラマの最後に出てくる「つづく」の文字を見て
「ツヅク」と読めるようになりますが、それぞ

つづく

れの文字を一字ずつ読ませると、まだ読むこと
「く」？

はできません。単語としてまとめて読んでいま
すが、一字一字が読めるようになってから、そ
れを組み合わせて読む真の「単語読み」とは異
なります。

読みの習得過程

⑥一字読みの段階
第６段階 一字読み
単語と切り離してその文字と読みを
一致させる

いくつかの文字については、単語と切り離し
てその文字と読みを一致させるようになりま
す。
「むしのむ

ムシの「む」、かかしの
「か」、シカの「し」･･･
むかし

文字の同一性に気づく

むかし

かかしのか しかのし」などと

拾い読みをしながら、文字の同一性に気づくよ
うになります。

・・・・

⑦逐次読みの段階
読める文字が増え、一字ずつ音声と対応させ

読みの習得過程

ながら読めるようになります。しかし、一字読
第７段階 逐字読み
一字ずつ音声と対応するが、
語意や文意を読み取れない

みと同様に、読みの単位は一字ずつです。です
から、単語としてのまとまりがなく、語の意味
や文の意味を読み取ることはできません。たと

ジドウシヤ

えば、
「自動車」を「ジ、ド、ウ、シ、ヤ」とい
じどうしゃ

うように、たどたどしく読み、拗音の「シャ」
を一音節ではなく「シ、ヤ」と二音節に分けて
読んだりします。

読みの習得過程

⑧単語読みの段階
逐次読みを続けているうちに、単語や文節単

第８段階 単語読み
単語をまとまりとして読みはじめる

位でまとめて読めるようになります。
「ジ、ド、
ウ、シ、ヤ」と読みながら、話し言葉ですでに

ジ、ド、ウ、シ、ヤ？
あっ、「ジドウシャ！」
・単語が文字のまとまりと気づく
・単語を音声パターンと対応させる
じどうしゃ

・語を全体として読みはじめる

習得している自動車の意味や概念を連想して理
解し、
「ジドウシャ」と読み直したりします。
次第に、単語をまとまりとして音声パターン
と対応させ、語を全体として読み始めます。
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⑨センテンス読みの段階

読みの習得過程

文字のまとまりはもっと大きくなり、文単位
第９段階 センテンス読み
文単位で読めるようになる

で読めるようになっていきます。そして、
⑩音読・黙読の段階になると、

第１０段階 音読・黙読
音読から黙読へ発達

読みはさらに発展し、音読から黙読へと発達
していきます。
以上のように 10 段階で示したものの、子ど
もは各段階をひとつずつ前進するとは限らず、
同時期に 2 つの段階にまたがることもありま
す。

読みの習得過程

また、進行の速度には個人差が大きく、すば
進行の速度は個人差が大きい。

やく通過する段階もあれば、長い期間とどま

漢字は一字でも語と対応している。

る段階もあります。
さらに、漢字は一字でも語と対応している

漢字の読みは、「⑥一字読み」や「⑦逐
字読み」の段階を必要としない。

ので、漢字の読みでは第 6 段階の「一字読み」

漢字の読みとかなの読みの違い

や第 7 段階の「逐次読み」の段階を必要とし
ません。
ここにも漢字の読みとかなの読みの違いが
あります。

ここまでの学習のスキル
チェックをしましょう。

すべて正答すれば
次の章（モジュール）に
進みましょう。
間違った場合は、この
章を再学習しましょう。

スキルチェック

次の文のうち正しいものを選択してください.
A) 自分の名前が最初に読めようになった文字だという
子どもは4割いる.
B) 文字の習得のはやさには男女差はない。
C) 自分で読めるようになっても大人に絵本を読んでも
らうことをせがむ
D) 8割以上の子どもが清音や特殊音節まで読める
ようになるのは小学校に入ってからである。
E) 4歳になると急に読める文字数が増えてくる.
答え合わせ

クリア
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読字の習得の第1段階〜第5段階まで
正しいものを選びましょう.
読字の習得段階

語彙

B
A
D
F
E

A.
B.
C.
D.
E.
F.

第1段階
第2段階
第3段階
第4段階
第5段階

読んでもらう読み
絵読み
一字読み
真似読み
前単語読み
字数読み

答え合わせ

クリア

読みの習得について第6段階〜第10段
階まで正しいものを選びましょう.
習得段階

リスト 2

B 第6段階
D 第7段階

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

C 第8段階
E 第9段階
G 第10段階

前単語読み
一字読み
単語読み
逐次読み
センテンス読み
単語読み
音読.黙読

答え合わせ

クリア

クイズ
あなたの得点 {得点}
最高得点 {最大得点}
クイズを受けられる {総試行回数}
回数

続行

再学習

②アンケート結果
＜工夫している箇所＞
・

発達段階が統一された図で説明されているので理解しやすい。

＜改善を要する箇所＞
・

数字を示された表は、図示した方がわかりやすくなる。

・

表の中のポイントとなるところをマーカーしているが、それが他の数字に重なり見えなくなって
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いる。
・

文字習得の発達段階が 10 段階あることを、はじめの画面で示しておくと、学習者にパースペ
クティブを持たせることができる。

・

10 段階のどこを今解説しているかが視覚的に理解しやすいように、画面の片隅にナビゲー
ションとなる表があると効果的。

・

「最初に読めるようになった字」の「その他」と「わからない」の区別が学習者に判りづらいので、
説明が必要。

③考察
導入：はじめて学習することなので、興味がわいた。
図解表現：発達段階を最後にまとめて示すと再学習できる。
ナレーション：学習する内容に興味がなくなると、眠くなりやすい。
情報量：音声による情報量と図の情報量の適切なバランスに工夫を要する。
その他：発達段階はその過程を理解することが重要であるが、学習者はその段階に相応する年
齢を示されると一問一答になるので、覚えやすいと考える。
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5.6.4

アンケートによる全体的結果

18 の質問に対する回答をまとめたのが、下図である。また、自由記述で全体的な印象の回答を求
めたところ、列挙したような結果が得られた。

はい

どちらともいえない

いいえ

回答方法が不明確であったか
学習していない項目がテストに含まれていたか
ヒントや回答がよく理解できなかったか
演習内容が学習内容と一致していなかったか
学習項目の全体像がよく見えなかったか
情報が少なすぎる箇所があったか
情報が多すぎる箇所があったか
文章の説明と図の関連がわかりにくかったか
「何をすればいいのか」が分かりにくかったか
文章構造が難解でよく分からなかったか
学習内容に対して自信がついたか
テストはモジュール目標を反映していたか
演習問題に対するヒントや回答等は役に立ったか
演習問題はモジュール目標に関連していたか
目標に到達するための十分な演習問題があったか
内容はモジュール目標に関連していたか
モジュール目標の学習内容が理解できたか
学習内容は興味深いものであったか
0%

20%

40%

60%

80%

100%

＜自由記述＞
・

アニメーションの使い方が上手く、アニメーションがあることで理解のしやすさが増した。

・

スキルチェックの後に間違ったところの解答がされるので、改めて理解することができ。

・

次のスライドに移るのが、速かったため一回では理解しづらく、読み返すことが多かった。

・

内容はとても分かりやすく、自分のペースで学習できるのが良い。

・

スライドは、図が多用されてとても見やすかったです。

・

情報量が多すぎて分かりにくいところもあった。

・

全体像が見えにくい印象を受けたので、まとめ等をつけるともっと理解しやすくなる。

・

始めのスライドにある目標を見ることにより、ある程度チェックスキルに出る問題が想定でき
る。

・

授業をするというよりも暗記させられたという感じがした。
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・

スライドと音声を利用しパソコンで学ぶことができるのはとても画期的だと思う。

・

自分の学びたい箇所（モジュール）が選択できるのが良い。

・

若干話すスピードが速かった。もっとゆっくりと読んでもらいながらスライドを見たい。

・

スキルチェックは理解というより暗記だと思う。

・

話しのスピードがゆっくりであり、聞き取りやすかった。

・

話す量が多く、パワーポイントだけではわかりにくい箇所があった。

・

スキルチェックでは、学習したものをすぐ答えるため、理解した部分もあるが暗記に頼ってし
まった部分もある。

5.6.5

考察

動機付け：モジュールのはじめに目標記述をすることは、学習者のレディネスができ、今
後の理解を促す。
コースマップ：コースマップを提示している意味が、まだ見通しができていない初学者に
はわかりにくいので、モジュール開始時にインフォメーションすることが必要。また、同
時に画面上でのパソコン操作についても説明をしておくことで、個々のペースに合わせて
学習できることを知らせることができる。
文章表現：受講対象者の理解度や基礎学力、履修状況等を把握した上で、解説が必要。
図解表現：表よりも図示する方が視覚的理解を促す。また、発達過程を示す場合は、ナビ
ゲーションを図示すると見通しがつきやすい。
ナレーション：画面の情報量とナレーションの情報量とのバランスを検討する必要がある。
一般的には、ナレーションは 3 倍までと言われているが、少なすぎても学習者は情報の物
足りなさを感じる。また、画面によって、情報量の多い−少ないといったアンバランスさ
も自然さに欠くようである。今後はこの点の検討が必要である。
サンプル：具体例は理解を促す。また、学習途中で演習を入れることで学習者の自己フィ
ードバックにつながる。
スキルチェック：学習者には「テスト」という概念で捕らえられ、自己フィードバックとは捕らえにくいよ
うであった。よって、スキルチェックで合格しないと学習のモチベーションを下げてしまう。スキルチ
ェックの難易度は学習者の特性を把握した上で作成する必要がある。
e ラーニングという言葉は社会に浸透してきたが、実際にそれを活用して学習している数はまだ多
いとは言いがたい。文章を作成する際、パソコン画面で作成・推敲している人も、かつて紙面を見
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ながら作成・推敲し、ワープロで清書をしていたという経験がある人も少ないないであろう。そのよう
に、観ること‐考えることのスタイルにも「慣れ」が必要なように、e ラーニングもさまざまな分野で多く
のコンテンツが活用されることで、個人の学習にしていくことと推測される。そのときには、e ラーニン
グ本来の役割である「時間・場所を選ばず」に「的確に学べる」コンテンツが必要であり、そのため
の分析は不可欠である。
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5.7 CRI 技法による e ラーニングコンテンツ開発評価フェーズの実施
本報告書の 4 章で記述した e ラーニングコンテンツ作成ツールを使用して作成した e ラー
ニングコンテンツをリハビリテーション学科の学生に遠隔形式で学習してもらい、その有
効性の評価を実施した。

5.7.1

学生に対しての実証検証の概要

本プロジェクトで作成したラーニングコンテンツの実証検証は、以下の日時と場所で行っ
た。ここでは、学生に対し実施した実証検証について報告する。

写真 5-

実証検証実施スタッフ
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■

実証検証

第1回

実施日時

：平成 19 年 1 月 15 日（月）

実施場所

：大阪リハビリテーション専門学校

写真 5-

■

2階

情報処理室

2階

コンピュータ室

実証検証風景①

実証検証

第2回

実施日時

：平成 19 年 1 月 19 日（金）

実施場所

：麻生リハビリテーション専門学校
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写真 5-

実証検証風景②

写真 5-

実証検証風景③

■

検証対象のeラーニングコンテンツ：
「心疾患（狭心症・心筋梗塞・心不全）の理学療法をする」
麻生リハビリテーション専門学校

木村

孝

先生
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「身体機能と転倒転落の関係（内的因子について）」
大阪リハビリテーション専門学校

島

雅人

先生

「臨床実習に向けての自己課題リストの作成」
麻生リハビリテーション専門学校

青山

克美

教員

「オクロットの検査測定 5 分間レッスン

血圧」

大阪リハビリテーション専門学校

椎葉

健太郎

高橋

泰子

教員

「日本語の文字の特徴を学ぼう」
大阪リハビリテーション専門学校

教員

麻生リハビリテーション専門学校と大阪リハビリテーション専門学校の教員が作成した e
ラーニングコンテンツを使って、それぞれ 10 名の学生が学習を行った。学生たちは、自分
のパソコンまたは学校側で準備されたパソコンから、指定された URL アドレスにアクセス
を行い、自分たちのペースで学習を進めた。URL アドレスの入力など操作上で不明な点は
参加している教員方が対応することにより、指定の URL アドレスから e ラーニングコンテ
ンツにアクセスしてリモート環境からの学習を実施した。
各学生は、それぞれの e ラーニングコンテンツの学習と e ラーニングコンテンツに組み込
まれているアンケートにコメントを記述した。また、今回の遠隔学習に対する評価を配布
された評価シートに記述した。それぞれの e ラーニングコンテンツの学習とコメント作成
作業には、約 1 時間を設定した。ほぼ、全員の学生が 1 時間内で要求された作業を完了す
ることができた。
各 e ラーニングコンテンツに組み込まれているアンケートの結果と考察に関してはすでに
本報告書の 5.2 から 5.5 のセクションで報告しているので、該当箇所を参照されたい。
次のセクションでは、
今回開発した e ラーニングコンテンツ学習に関する評価を記述する。
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5.7.2

評価の目的

CRI 技法に基づく一連の e ラーニングコンテンツ開発のフェーズにおける評価フェーズを
実施し、その結果を今後のコンテンツ改善に役立てるものである。評価結果を通して、分
析・設計・開発における改善点を考察することができる。

5.7.3

評価方法

開発したコンテンツを実際に受講することになる学生を被験者として、CRI 技法及び一般
的なインストラクショナルデザインの評価手順と項目を採用し、福田学園の学生 30 名及び
麻生塾の学生 30 名に対して実際の e ラーニング環境下でコンテンツを受講してもらった。
被験者の延べ人数はそれぞれ 60 名と 90 名で総計 150 名となった。
評価のフィードバックは、被験者にアンケート用紙を配布し、学習中に生じた学習上の障
害や関連するコメントを、インストラクショナルデザインとインフォメーションデザイン
の 2 つの観点から 5 段階評価及び自由文形式で記述する方式を採用した。この方法におい
ては、7 名程度の小集団評価と 3 名程度の 1 対 1 評価を行った。
1 対 1 評価では、クラスの「標準」及び「標準より上」の 2 名、または、
「標準より下」
、
「標
準」
、
「標準より上」の 3 名の方式を採った。この目的は、小集団評価により被験者全体の
傾向を観察し、1 対 1 評価において被験者の能力のバラツキに対応した学習アプローチの可
能性を見出すためである。
評価項目は下記のとおり。
＜アンケート用紙による評価＞
□ 全体評価（小集団評価及び 1 対 1 評価）
下記の 8 項目に対する 5 段階評価
１．学習内容は興味深いものだったか
２．モジュール目標が期待している学習内容を理解できたか
３．コンテンツの内容はモジュール目標に関連していたか
４．目標に到達するための十分な演習問題があったか
５．演習問題はモジュール目標に関連していたか
６．演習問題に対するフィードバック（ヒントや回答）は役に立ったか
７．スキルチェック（テスト）はモジュール目標を反映していたか
８．学習内容に対して自信がついたか
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□ 明瞭性評価（小集団評価及び 1 対 1 評価）
下記の 10 項目における自由文形式のフィードバック
1．動機付け
2．コースマップ
3．文章表現
4．図解表現
5．ナレーション
6．情報量
7．サンプル
8．演習問題
9．スキルチェック
10．その他（学習管理システムやオーサリングツール上の学習障害なども含
めたコメント、及び総体的な感想）

5.7.4

評価結果

対象コンテンツは以下の 9 コンテンツであり、個々のコンテンツの評価結果を次ページ以
降に記す。
＜対象コンテンツ＞

順不同

１．オクロットの検査測定 5 分間レッスン

血圧

２．臨床実習に向けての自己課題リストの作成
第4章

作業療法の実践

第4部

観察について

３．身体機能と転倒転落の関係（内的因子について）
４．学習の手引き（コース全体の説明と操作方法）
-代表的な心疾患の理学療法をする５．心疾患（狭心症・心筋梗塞・心不全）の理学療法をする
第1章1講

心臓の構造を解剖学的に説明する

６．心疾患（狭心症・心筋梗塞・心不全）の理学療法をする
第1章2講

心臓血管系（冠動脈）について説明する

７．「日本語の文字の特徴」を学ぼう
８．「文字の役割」を学ぼう
９．「文字の習得過程」を学ぼう -読みの習得過程コンテンツ評価結果
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コンテンツタイトル：オクロットの検査測定5分間レッスン

血圧

コンテンツの特徴：
① オクロットというキャラクタを用いてストーリー性を出しており、受
講対象者特性を反映した、楽しく学習できる構成になっている。
② 図解に多彩なアニメーションを駆使し、ナレーションと併せて視覚
的・聴覚的効果を出している。
③ 実際の振動音などを聞くことができる。

【小集団評価】
評価項目は 5 段階評価を採り、1（全くそう思わない）から 5（全くそう思う）としている。
コンテンツ
開発者
オクロット血圧
椎葉先生
対象者特性
人数：２０人（福田学園１０人、麻生塾１０人）
事前保有スキル：対象コンテンツ習得済み
項目
全体の印象

詳細項目
学習内容は興味深いものだったか
モジュール目標が期待している学習内容を理解できたか
コンテンツの内容はモジュール目標に関連していたか
目標に到達するための十分な演習問題があったか
演習問題はモジュール目標に関連していたか
演習問題に対するフィードバック（ヒントや回答）は役に立ったか
スキルチェック（テスト）はモジュール目標を反映していたか
学習内容に対して自信がついたか

0.0

1.0

2.0

3.0

福田学園平均 麻生塾平均 総合平均
5.0
5.0
5.0
4.0
4.4
4.2
4.2
4.6
4.4
4.5
4.1
4.3
5.0
4.4
4.7
5.0
4.4
4.7
5.0
4.6
4.8
4.1
4.3
4.2

4.0

5.0
5.0
5.0
5.0

学習内容は興味深いものだったか
モジュール目標が期待している学習内容を理解できたか

4.0
4.4
4.2

コンテンツの内容はモジュール目標に関連していたか

4.2
4.6
4.4

目標に到達するための十分な演習問題があったか

4.5
4.1
4.3

演習問題はモジュール目標に関連していたか

4.4

演習問題に対するフィードバック（ヒントや回答）は役に立ったか
スキルチェック（テスト）はモジュール目標を反映していたか
学習内容に対して自信がついたか

4.4

5.0
4.7

福田学園平均
麻生塾平均
総合平均

5.0
4.7

5.0
4.6
4.8
4.1
4.3
4.2

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発

341

「ＩＤ手法を用いたリハビリテーションの e ラーニング教材開発および遠隔教育のプログラム開発」プロジェクト

動機付け

福田学園平均 麻生塾平均 総合平均
4.4
3.4
3.9
4.3
4.0
4.1

コースの学習意欲はどの程度沸いたか
モジュールを学習する意欲はどの程度沸いたか

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

4.4
3.4

コースの学習意欲はどの程度沸いたか

3.9
福田学園平均
麻生塾平均
総合平均

4.3
4.0

モジュールを学習する意欲はどの程度沸いたか

4.1

明瞭性

福田学園平均 麻生塾平均 総合平均
4.0
4.2
4.1
4.1
4.0
4.1
4.6
4.3
4.5

モジュールタイトルはどの程度明瞭だったか
モジュール目標はどの程度明瞭だったか（何を期待されているか）
学習指導はどの程度明瞭であったか

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

モジュールタイトルはどの程度明瞭だったか

4.0
4.2
4.1

モジュール目標はどの程度明瞭だったか（何
を期待されているか）

4.1
4.0
4.1
4.6
4.3
4.5

学習指導はどの程度明瞭であったか
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明瞭性個別コメント
項目

福田学園

麻生塾

動機付け

・コース導入はわかりやすかった。
・ナレーションは聞き取りやすい声で
わかりやすかった。
・コースマップが早すぎてモジュールタ

コースマップ

イトルが読み取れない。
（2 名）
・別ウィンドウでポップアップするとよ
いかも。
文章表現

・動脈壁の働きについての文章で、

・女性の最小血圧において、スライドの

少し図の文章が見づらいように思い

表示とナレーションが一致していない。

ました。

（90mm 以上が音声では 50mm になって

（2 名）
・文章の表記（表示）で、文字が詰ま いる）
・血圧の分類で、
「最小」を「最大」と記

っている箇所があった。

・一般の人（専門知識を持っていない 述されている。
人）でもわかりやすい言葉を使用して
おり、とてもわかりやすかった。
図解表現

・図解がたくさんあってわかりやすか ・手押しポンプの話は理解しやすかった。
った。文字がもう少し書いてあればよ

マンシェントの中の状態と血圧測定の話

いと思いました。

や図でイメージしやすかった。

・アニメーションがわかりやすく、面 ・肺循環、体循環は心臓の断面図を使っ
白かった。絵の方が理解しやすい私に

て説明するともっとわかりやすくなると

とってよかった。

思った。
・血圧の仕組みなどが図を用いて丁寧に
解説されており、教科書で勉強するより
も面白かった。すんなり理解できたと思
う。印象にも残りやすい。
・
「心臓の器官」の図と解説が早くて追う
のが大変だった。

ナレーション

・説明の声が授業を受けているような音
声だったので集中して聞くことができ
た。
（2 名）
・音声は抑揚がありわかりやすかった。
・非常に説明がわかりやすく、話してい
るスピードも実際に講義を受けている感
じだった。
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・スライド 20 のナレーションが途中で消
えた。最後の「強くなる」まで入れてほ
しい。
（2 名）
・スライドの開始とナレーションとの同
期がずれていたので追うのが大変だっ
た。
・情報量が多すぎる箇所として、最初の

情報量

ページのコースマップの学習モジュール
に目を通す時間がなかった。
・学習内容と一致しないサンプルとして、

サンプル

重症高血圧が習った値と異なっていた。
140mHg〜180mHg
・もう少し問題数が多くても良いと思う。

演習問題

（2 名）
・体循環の経路のスライドで複数回答が
ある場合には、記載してあればもっと解
きやすかった。
・学習項目ごとに演習問題があるとわか
りやすい。
・スライドの間に問題を入れて、理解し
ながら学習を進めているかを確認するの
もいいと思う。
スキルチェッ

・スキルチェックの回答を詳しく書いて

ク

ほしい。特に不正解の場合の説明。

その他

・他の教材にもこのようなコンテンツ

・実際の血圧測定場面や、化学的な説明

があればいいのにと思った。

もあり、根拠や臨床場面の想定がしやす
かった。
・全体的に流れが速いのでもう少しゆっ
くりと進めてもいいと思う。
（4 名）
・スライドも工夫されておりわかりやす
かった。
（図や音なども）
・机上で勉強するよりも音声や動く図で
学習できるのはよい。
・オクロットというキャラクタが進めて
いくので楽しく勉強することができた。
（3 名）
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【1 対 1 評価】
＜福田学園＞
被験者 2 名（標準、標準より上）
□2 名共通のフィードバック：
１．全体的にわかりやすく、アニメーションも効果的で楽しく学習できた。
２．細かい点では、たとえば、ナレーションの音質として雑音（ザーザーといっ
た軽いノイズ）が入っていたことや、心臓の鼓動の音が入っていない（これ
は後ほどすぐに解決）点もあった。
このコンテンツに関しては、レベル（標準、標準以上）による学習上の障害や習得に関す
る差異は見られなかった。

＜麻生塾＞
被験者 2 名（標準、標準より上）
□2 名共通のフィードバック：
1. この内容なら e ラーニング（講師なし）でも学習可能。
2. 2 番目のクイズの説明が早すぎて回答できなかった。もっと時間が欲しい。
（30 秒程度）もっとゆっくり説明してほしい。
3. コースマップのページが早すぎてモジュールタイトルを確認できない。
4. スライド間の遷移に最低 5 秒は欲しい。すぐに次のスライドに移ってしまう。
福田学園同様、レベル差による学習進捗・障害等の差異は観察できなかった。
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コンテンツタイトル：臨床実習に向けての自己課題リストの作成
第4章

作業療法の実践

第4部

観察について

コンテンツの特徴：
① 臨床実習に備えた学習計画を自ら立てることができる
② CRI 技法を活用したコースマップと目標記述
③ 自由文入力形式の演習を使った考えさせるインストラクション
④ 臨床実習における、観察のコツと注意点のまとめ
⑤ スキルチェックは実際に学習計画を立てさせる

【小集団評価】
コンテンツ
開発者
観察について
青山先生
対象者特性
人数：２０人（福田学園１０人、麻生塾１０人）
事前保有スキル：対象コンテンツ習得済み
項目
全体の印象

詳細項目
学習内容は興味深いものだったか
モジュール目標が期待している学習内容を理解できたか
コンテンツの内容はモジュール目標に関連していたか
目標に到達するための十分な演習問題があったか
演習問題はモジュール目標に関連していたか
演習問題に対するフィードバック（ヒントや回答）は役に立ったか
スキルチェック（テスト）はモジュール目標を反映していたか
学習内容に対して自信がついたか

0.0

1.0

2.0

福田学園平均 麻生塾平均 総合平均
4.4
3.6
4.0
4.3
3.6
4.0
4.5
4.4
4.5
3.9
3.4
3.7
4.2
4.1
4.2
5.0
4.5
4.8
4.3
4.0
4.2
3.3
3.4
3.4

3.0

4.0

学習内容は興味深いものだったか

3.6

モジュール目標が期待している学習内容を理解できたか

3.6

5.0
4.4

4.0
4.3
4.0
4.5
4.4
4.5

コンテンツの内容はモジュール目標に関連していたか

3.9
3.4
3.7

目標に到達するための十分な演習問題があったか

4.2
4.1
4.2

演習問題はモジュール目標に関連していたか

5.0
4.5
4.8

演習問題に対するフィードバック（ヒントや回答）は役に立ったか

4.3
4.0
4.2

スキルチェック（テスト）はモジュール目標を反映していたか

3.3
3.4
3.4

学習内容に対して自信がついたか
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動機付け

福田学園平均 麻生塾平均 総合平均
3.6
3.0
3.3
4.0
3.3
3.7

コースの学習意欲はどの程度沸いたか
モジュールを学習する意欲はどの程度沸いたか

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

3.6
3.0

コースの学習意欲はどの程度沸いたか

3.3
福田学園平均
麻生塾平均
総合平均

4.0
3.3

モジュールを学習する意欲はどの程度沸いたか

3.7

明瞭性

モジュールタイトルはどの程度明瞭だったか
モジュール目標はどの程度明瞭だったか（何を期待されているか）
学習指導はどの程度明瞭であったか

0.0

1.0

2.0

3.0

福田学園平均 麻生塾平均 総合平均
4.6
4.2
4.4
3.6
3.8
3.7
4.0
3.9
4.0

4.0

4.6
4.2
4.4

モジュールタイトルはどの程度明瞭だったか

モジュール目標はどの程度明瞭だったか（何
を期待されているか）

学習指導はどの程度明瞭であったか

5.0

3.6
3.8
3.7

福田学園平均
麻生塾平均
総合平均

4.0
3.9
4.0
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明瞭性個別コメント
項目

福田学園

麻生塾
・コースの導入部分では、スライドがど

動機付け

んどん流れていき（音声もあるので）つ
いていけなかった。
（5 名）
・何が始まるのか良くわからないまま開
始してしまった。説明が淡々としていて、
どこがポイントなのかがわからなかっ
た。情報量が多すぎ。
・コースに対する興味は、実際に開始し
てからわいてきました。
・モジュールがいまいちわからず、全体

コースマップ

を通しては理解できなかった。
・モジュールとコースがわからなかった。
文章表現

・観察の形態で初めて聞く言葉があっ

・文章構造はわかりやすかったが、自己

たが、説明が先に進んでしまい、理解

課題チェックシートの様に、スライドタ

できないまま次にスライドに移って

イトルにも番号があれば見やすく感じた

しまった。

のではないかと思った。

・わかりやすい文章でした。
（2 名）

・全体的にわかりやすい言葉で説明され

チェックの方法がわかりにくい。

ていたのでわかりやすかった。

・11 ページが少し見づらかった。

・文字が小さくて読みづらい。耳からの

・字が小さいので、文字数が多いと見 情報の方が楽。
にくかった。
図解表現

・進んでいく図を見ながら解説を聞い

・とてもわかりやすかった。
（2 名）

て、
（説明と図がずれることがあった

・初回面接の図は載せない方がよい。図

ので）理解することが困難であった。 を中心に考えてしまう。
・アニメーションが多すぎて待ってし

・観察形態のスライドで具体的な評価方

まう。

法（FIM/MMT など授業で学んだ評価方

・とてもわかりやすかった。

法）を付け加えてあるとイメージしやす

・各モジュールの進め方の図が少しわ

いと思います。

かりにくかった。
・形態の図の解説がないのでわかりに
くかった。
ナレーション

・音声が急に大きくなることがあり、
ビックリしました。
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情報量

・1 つの図で一度に内容を伝えすぎて

・最初の導入時にスライドの言葉と音声

いる部分もあった。

が一致せず戸惑った。早くてついていけ

・コースマップの説明の図がいっきに

ない。

出てくるので、どこを見て良いのか少

・逆に情報量が少ない例として、スライ

し混乱してしまいました。

ドの「観察の方法と内容」で図の近くに

・図の情報が多少ごちゃごちゃしてい

それぞれ言葉で説明してあるともっとわ

たかもしれない。

かりやすいと思う。
・目標などが多く指示してあり、混乱し
た。
・作業療法実践についてのコースマップ
図の矢印が多くてわかりにくかった。

サンプル

・わかりやすい

演習問題

「どのような場面で」
・間違い探しの図で、答えだけでなく、 ・最初のところで、
元の図もあればよかったと思う。

という設問の意図するイメージが湧きに

・観察の形態をどのように書いて良い

くかった。
（4 名）

のかわからなかった。

・回答はとてもわかりやすい説明だった。

・質問の文章がわかりにくいところが

聞き取りにくいところがあり、音量調整

あった。
（例を使えばわかりやすくな

の操作が必要で、そのため問題に集中で

ると思います。
）

きなかった。

・目標の内容と一致しており、わかり ・スライド 9 枚目の観察場面の問題と、
スライド10 枚目の観察形態の問題につい

やすかった。

・演習は理解できた。何度も演習を繰 て、専門用語で正確に答えるのか、そう
り返すことで自信がつくと思った。

でないのかがわからなかった。
・演習問題の解答方法は例を出すなどし
て詳しく説明した方が答えやすかった。
選択肢などを出してもいいと思った。
・ドラゴンボールよりも実際の患者さん
の絵での観察力チェックを行った方がよ
いと思った。

スキルチェッ

・打ち込む（入力）する意味がわから ・図が豊富でわかりやすかった。

ク

ない。

・あるのかないのかを明確にして欲しい。
チェックテストは正解や不正解がないの
で答えやすく感じた。
・書き込む方法がわかりにくい。
（3 名）

その他

・内容は、すごく興味深く学習できま ・学習システムの操作方法がわかりづら
した。図と説明（視覚と聴覚）の 2 つ

かった。
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の情報が入ってわかりやすい面と多

・どこを押したら良いのか、次にどのよ

少の同期ズレでわかりにくい面があ

うな場面があるのかわからなかった。常

ったと思います。

に目次が見られる状態だったら良いと思

・学習内容について自信がどの程度つ

う。
（そのような手段があったとしても

いたかというと 5 段階の 3 であった

PC 上ではわかりにくいと思う）

が、逆に自分の勉強不足がわかり、が ・実施している最中、前はどのようなこ
とが学習できるのかわからなかったが、

んばろうと思いました。

・全体的にわかりやすく、楽しく実習 前に戻ったりすることが可能であるの
前の復習ができたと思います。ありが

で、反復しやすいところが良いと思いま

とうございました。

した。

・観察についてあやふやだった項目が

・間違い探しなどのイラストのスライド

明確に提示されていたので良かった

もあって、楽しく受けることができまし

（自信が付いた）

た。
・全体的に理解しやすく、学習後のチェ
ックなど勉強になる。
（3 名）
・実践的で実習前に良いと思う。
（3 名）
シンプルで情報量も適切であり、回答も
丁寧なので理解しやすく自分の知識が向
上していく気がした。
・観察の方法は実際の患者さんで説明し
てもらえるとイメージしやすいと思う。
そこからどう評価していくのか全体像な
どからめて説明があると OT の目的もわ
かりやすい。

【1対1評価】
＜福田学園＞
被験者 2 名（標準、標準より上）
□2 名共通のフィードバック：
１．全体的な感想として、このコンテンツは受講後も実際の実習活動の支援ツー
ルとして活用できるので、ネット上でアクセスできるようにするか、または、
持ち運びが便利なハンドブックとして提供してもらえば価値が高まる。
２．コースマップについて：ナレーションを聞いているとなんとなくわかるが、
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他のモジュールとの関連やコースの進め方のイメージが捉えにくい。
コースマップのスライド進行が早すぎてモジュールタイトルを確認できない。
３．最初のコースマップに続き 2 つのコースマップが出てくるが、それらの関連
性がわかりにくい。スライドの進行が早すぎるので、少なくとも 5 秒程度の
ポーズが欲しい。
４．モジュール目標のスライドには、このモジュールに対応するコースマップの
図を横につけるとわかりやすい。
５．次のモジュールの進め方までくると、これまでの流れや全体像が徐々に見え
てきた。
６．最初のクイズは、自由記入形式であり、これは自分でよく考えて記述するの
で良いと思う。また、面白い方法だと感じた。
７．このクイズのフィードバック（観察の方法と内容）はわかりやすく、自分の
知識や考え方の見直しが即座に行えた。
８．「観察のコツと注意事項」及び「観察する力」は大変参考になり、まとめと
しても良い。
９．最後の「学習計画の作成」では、自分で自分の学習プランを立てるという作
業を通して主体的に考え行動すること、そして自己責任の考え方が生まれて
くる。また、個別作業とグループ作業の使い分けもよく、これまで学習して
きたことが分類でき有効である。やる気が出てきた。
レベル差による学習進捗・障害等の差異は観察できなかった。
＜麻生塾＞
被験者 2 名（標準、標準より上）
（男性）
□ 2 名共通のフィードバック：
１．コースマップやモジュール目標記述に関するコメントは、福田学園と同様の内容
であった。
２．自由形式で入力するクイズでは隣同士で相談して作業を行ったが、この学習方法
は自分の気が付かないことが発見できるので良いと思った。
３．クイズで、
「あなたならどのような場面で観察しようと思いますか？」とあった
が、問いかけている意味が不明だった。
４．上記のクイズのフィードバックは効果的で、自分の足りない部分を見つけられる。
□ 標準の被験者のフィードバック
1．初期面接のクイズにおいて、スライドの左端にある「車椅子」のイメージにと
らわれてしまい思考の範囲を限定してしまった。逆にこのイラストはない方が
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よいかもしれない。
2. 最後の「学習計画の作成」の作業指示については、講師の補足説明が必要と感じ
た。
標準より上の被験者においては、上記の項目については問題なく対応していた。
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コンテンツタイトル：身体機能と転倒転落の関係（内的因子について）
コンテンツの特徴：
① CRI 技法を活用したコースマップ、目標とスキルチェック、動機付け、
スキル階層図の活用
② 人体の動きを多彩なアニメーションで表現し、視覚的効果を高めている
③ 複雑な調整機構の仕組みを、図解やフローチャートを活用することによ
り視覚的効果を狙っている
④ スキルチェックは実際に目標で期待されている行動をデモさせる

【小集団評価】
コンテンツ

開発者
島先生

対象者特性
人数：２０人（福田学園１０人、麻生塾１０人）
事前保有スキル：対象コンテンツ習得済み
項目
全体の印象

詳細項目
学習内容は興味深いものだったか
モジュール目標が期待している学習内容を理解できたか
コンテンツの内容はモジュール目標に関連していたか
目標に到達するための十分な演習問題があったか
演習問題はモジュール目標に関連していたか
演習問題に対するフィードバック（ヒントや回答）は役に立ったか
スキルチェック（テスト）はモジュール目標を反映していたか
学習内容に対して自信がついたか

0.0

1.0

2.0

3.0

福田学園平均 麻生塾平均 総合平均
4.3
4.3
4.3
4.0
3.6
3.8
4.3
4.4
4.4
3.8
4.0
3.9
4.3
4.6
4.4
4.1
4.2
4.2
3.8
4.2
4.0
3.5
3.3
3.4

4.0

5.0
4.3
4.3
4.3

学習内容は興味深いものだったか

モジュール目標が期待している学習内容を理解できたか

4.0
3.6
3.8
4.3
4.4
4.4

コンテンツの内容はモジュール目標に関連していたか

目標に到達するための十分な演習問題があったか

3.8
4.0
3.9
4.3
4.6
4.4

演習問題はモジュール目標に関連していたか

演習問題に対するフィードバック（ヒントや回答）は役に立ったか

4.1
4.2
4.2

スキルチェック（テスト）はモジュール目標を反映していたか

3.8
4.2
4.0

学習内容に対して自信がついたか

福田学園平均
麻生塾平均
総合平均

3.5
3.3
3.4
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動機付け

福田学園平均 麻生塾平均 総合平均
3.9
3.8
3.8
3.8
4.0
3.9

コースの学習意欲はどの程度沸いたか
モジュールを学習する意欲はどの程度沸いたか

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

3.9
3.8

コースの学習意欲はどの程度沸いたか

3.8
福田学園平均
麻生塾平均
総合平均

3.8
4.0

モジュールを学習する意欲はどの程度沸いたか

3.9

明瞭性

モジュールタイトルはどの程度明瞭だったか
モジュール目標はどの程度明瞭だったか（何を期待されているか）
学習指導はどの程度明瞭であったか

福田学園平均 麻生塾平均 総合平均
4.3
3.9
4.1
3.9
3.6
3.7
3.9
3.9
3.9

明瞭性個別コメント
項目

福田学園

麻生塾

動機付け

・最初の導入のナレーション音量が小

・もう少し目を通す時間があればよいと

さいと感じた。
（最大音量で）そのた

思った。

め、始めにあまり集中できなかった。
・重要なポイントをもっと明確にして
くれたらもっとわかりやすい。
・解説のスピードを変えられると良い
と思った。
コースマップ

・細かい。また、
「この学習について」 ・目標やコースマップなど最初の説明が
のページも細かい。

多すぎて、何をいちばんに行うべきかが
ややわかりづらい。
（2 名）

文章表現

・わかりやすかった。
（2 名）

・
「片脚立位」に対応する図がなかった。
・問題となる「転倒」とその因子のつな
がりが見えなかった。

図解表現

・最初の方の図がややこしく、かつテ
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ンポが速かったので、はっきり理解で

あった。

きなかった。

・図の動きがもう少し滑らかになるとな

・図が動いて実際の人間の動きと似て

おいいと感じた。

いてわかりやすかった。

・図は、身体が載っていたのでわかりや

・
「姿勢調整の仕組み」の図の解説文

すいと思った。

が多すぎる。
・
「床面が傾いたときこのような反応
が起こる」の理由の解説がないので、
目標の中の「姿勢調節機能を説明しよ
う」という目標と一致していない。
・わかりやすいが、残像があるので少
し見づらかった。
・
「受容器」詳細項目や「中枢」の詳
細項目に関してはスライドの進行が
早く読みきれなかった。
・アニメーションがたくさんあってす
ごくわかりやすかった。
ナレーション

・音声はわかりやすく、はっきりした 音声が入っているのは良いと感じた。
声だったのでよかったと思う。

情報量

個々の図はわかりやすいと思う。

「立ち直り」や「反射」などの図の説明
・コースマップと「この学習について」 ・
のスライドの情報が多い。

文が多く、把握するのが困難だった。

・スライド 11，12 は情報量としては

・逆に、
「伸張反射」の部分はもっと深い

やや多く、ナレーションとスライド進

説明が欲しかった。

行が早く進むので少しわかりにくか

・個人的には、
「姿勢制御障害」にどのよ

った。

うなものがあるかなどが知りたかった。

・
「反射」についてもう少し時間を取
って欲しかった。
（情報量が多いので）
サンプル

・わかりやすかった。

演習問題

・目標と一致しており、明確であった。 ・模範解答があるとなおよし。
・学習項目ごとにドリル程度の問題が

・演習問題の指示がやや漠然としていた

あると良い。

と思う。

スキルチェッ

・スキルチェックの指示が明確で、か

ク

つ学習内容と一致していた。
・どの程度の質と量で解答すれば良い
のかわからなかった。
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・ナレーションとアニメーションとの ・学習の流れとしては良いが、1 度は難し

その他

いと感じた。

同時進行が良かった。

・説明が理解しやすく、学習の導入に ・学習の流れとして、細かく項目分がし
ており、再学習時の項目検索の効率を上

有効だと感じた。

・頭に入りにくい気がする。一方的に げることができ、良いと思う。
聞くだけでは頭に入りにくい。自分で

・最終的にこのコンテンツの内容を実地

考える部分もあるといいと思います。 にどのように結びつけたらよいのかがわ
からなかった。
・多くの図があり、わかりやすい内容だ
と思う。ただ、初めて聞く人には少し難
しいかもしれないと感じた。しかし、巻
き戻しや停止ができ、かつ周囲も気にせ
ず自分のペースで学習できる点は良かっ
たと思う。
・何度も見て勉強できる点が大変いい。
・初めての授業のときに、これを見てか
らだとわかりやすいと思う。の学習だけ
では内容を理解するの

【1対1評価】
＜福田学園＞
被験者 2 名（標準、標準より上）
（女性）
□2 名共通のフィードバック：
1．コースマップの役割については、見れば大体わかるが、詳細（モジュールタイト
ル）は、スライドの進行が早すぎで読めなかった。
2．目標の「行動」という言葉の意味がよくわからなかった。しかし、コース終了後
には、意図も読めたし、他の講義（クラス）でもこのような「目標」記述があ
ると良いと思った。
3．スキルチェックの言葉の意味がわからなかった。学習ポイントなのか、現在の能
力のことか。
4．参考資料は役立ちそうだと感じた。
5．「この学習について」の右下にある、スキル階層図の説明があると良い。
6．全体的にナレーションが早く、50％程度遅くできるとよい。
（調整ができるとい
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い）
。ただ、ナレーションで使っている言葉（文章）そのものは 1 度聞いただけ
でも良くわかる。
□標準の被験者のフィードバック：
1．「支持規定面①」の図に、なぜこのような物体をサンプルとしているのか、その
意図がよくわからなかった。
2．
「姿勢調整の役割」の図の説明が早く、また、説明と図の関連がわかりづらい。
3．「支持規定面②」の図の下の「基底面」の表現はアニメーションの方がわかりや
すい。
□標準以上の被験者のフィードバック：
1．最終ページのスキルチェックの進め方が良くわからなかった。

＜麻生塾＞
被験者 3 名（標準より下、標準、標準より上）
□3 名共通のフィードバック：
1．「人の体のふしぎ」の内容はプリテストのフィードバックであるので、このペー
ジを見るときには、自分のプリテスト結果を思い出しながらその内容と比較し
て学習できたのが良い。
2．
「静止時の姿勢調整」
、
「外乱時の姿勢調整」は大変わかりやすい。

□項目別の 3 人の反応：
項目

標準より下

標準

標準より上

コースマップ

スライド進行が早く、

ざっと全体を見渡し、

早くてわからない。文

他のモジュールとの関

細かいところは後で見

字数が多い。全体が見

連を考えている時間が

るようにした。

えない。

プリテストとこの目標

テーマが決まっている

特になし

の関連が見えない。プ

のでこれに集中でき

リテストの前にこの目

る。考えやすい。

ない。
目標記述

標を
スキルチェック

スキルチェックの言葉
意味がわからなか

あまり細かく見ないで

特になし

ざ と掴んだ
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の意味がわからなかっ

ざっと掴んだ

た。
この学習について
（スキル階層図）

最初に個々のスキルの

最初に見たときには良

説明があると、その後

くわからなかったが、2

の学習に効果的だと感

度目でよくわかった。

特になし

じた。
「ひとの基本的な姿

特になし

特に問題なし

がない。

勢」
「姿勢調整の役割」

片脚立位に対応する図

手のひらの例よりも、

特になし

特になし

文字の量は許容範囲だ

プリテストのフィード

このページに関して

った。

バックとして有効に活

は、ナレーションと文

用できる。

字の組み合わせでの学

人体の方がよい。原理
はわかるが。
文字と図の関連
「姿勢調整の仕組み」

習は困難。文字はでき
るだけイラスト化する
と助かる。
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コンテンツタイトル：学習の手引き（コース全体の説明と操作方法）
-代表的な心疾患の理学療法をするコンテンツの特徴：
（3 つのコンテンツに共通した特徴）
① CRI 技法を活用したコースガイド（学習の手引き）
② アニメーションを駆使した心臓の構造・機能の解説
③ 学習単位ごとに、
「まとめ」で整理させ、スキルチェックに進ませる。
④ スキルチェックは実際に目標が要求する行動をデモさせる。スキルチ
ェック実施のための予定表も活用。
【小集団評価】
コンテンツ
開発者
学習の手引き
木村先生
対象者特性
人数：２０人（福田学園１０人、麻生塾１０人）
事前保有スキル：対象コンテンツ習得済み
項目
全体の印象

詳細項目
学習内容は興味深いものだったか
モジュール目標が期待している学習内容を理解できたか
コンテンツの内容はモジュール目標に関連していたか
目標に到達するための十分な演習問題があったか
演習問題はモジュール目標に関連していたか
演習問題に対するフィードバック（ヒントや回答）は役に立ったか
スキルチェック（テスト）はモジュール目標を反映していたか
学習内容に対して自信がついたか

0.0

1.0

2.0

福田学園平均 麻生塾平均 総合平均
3.9
3.0
3.4
4.4
3.6
4.0
4.1
3.6
3.9
2.9
3.0
2.9
2.9
3.4
3.1
2.7
3.6
3.1
2.9
3.3
3.1
3.6
3.4
3.5

3.0

4.0

3.0

学習内容は興味深いものだったか

3.9
3.4
3.6

モジュール目標が期待している学習内容を理解できたか

演習問題はモジュール目標に関連していたか

演習問題に対するフィードバック（ヒントや回答）は役に立ったか

スキルチェック（テスト）はモジュール目標を反映していたか

学習内容に対して自信がついたか

4.4
4.0

4.1
3.6
3.9

コンテンツの内容はモジュール目標に関連していたか

目標に到達するための十分な演習問題があったか

5.0

2.9
3.0
2.9
2.9
3.4
3.1
2.7
3.1

福田学園平均
麻生塾平均
総合平均

3.6

2.9
3.3
3.1
3.6
3.4
3.5
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動機付け

福田学園平均 麻生塾平均 総合平均
3.4
3.3
3.4
3.5
3.6
3.5

コースの学習意欲はどの程度沸いたか
モジュールを学習する意欲はどの程度沸いたか

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

3.4
3.3

コースの学習意欲はどの程度沸いたか

3.4
福田学園平均
麻生塾平均
総合平均

3.5
3.6

モジュールを学習する意欲はどの程度沸いたか

3.5

明瞭性

福田学園平均 麻生塾平均 総合平均
4.1
4.0
4.1
3.3
3.9
3.6
4.0
3.4
3.7

モジュールタイトルはどの程度明瞭だったか
モジュール目標はどの程度明瞭だったか（何を期待されているか）
学習指導はどの程度明瞭であったか

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0
4.1
4.0
4.1

モジュールタイトルはどの程度明瞭だったか

3.3

モジュール目標はどの程度明瞭だったか（何
を期待されているか）

3.9
3.6
4.0
3.4
3.7

学習指導はどの程度明瞭であったか
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明瞭性個別コメント
項目

福田学園

麻生塾

動機付け

・文章量が多く、直感的に理解しにく ・学習の手引きの部分にも口頭説明があ
い。

るともっと良かった。

・前提保有スキルの説明が欲しい。

・スライド 1〜7 の学習の流れが少しわか

目標記述内容はすぐに忘れてしまう

りにくかった。

ので、常に表示できればよい。

・わかるが、説明が長い。
・スライド 2/8 の「活動の基本的部分」の
意味がわからなかった。

コースマップ

・モジュールやタスクなどコンピュー

・コース、モジュール、タスク、スキル

タに慣れていない人だとなじみの薄

の関係が把握できなかったが、後でなん

い用語がみられ、それが導入から用い

となく理解できた。
（3 名）

られていたので苦手な人にとっては
とっつきにくさを感じるかもしれな
い。
・コースマップでの学習順序は下から
上の方がわかりやすい。
・コースマップの表示時間が短い。
・文字の大きさ、フォント、色を使い分

文章表現

けるともっとわかりやすくなると思う。
・2 次元だけでなく、3 次元図解があると

図解表現

良い。
・図の基調色の黄色は他の色の方がいい。
ナレーション
情報量

・イントロは情報量が多いのでもう少

・スライド 3 の文字の量が多いのでもう

しゆっくりと説明してほしい。

少し見やすくできれば助かる。
・導入が長い。重要性はわかるが、眠く
なる。

サンプル
演習問題
・

スキルチェッ
ク

その他

・全体的にわかりやすい。

・図を使っているので、文章のみの表示
よりわかりやすい。スライド 6，7 の説明

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発

361

「ＩＤ手法を用いたリハビリテーションの e ラーニング教材開発および遠隔教育のプログラム開発」プロジェクト

はとてもわかりやすかった。
・全体的に内容がうまくまとまっていて
わかりやすいものでしたが、マウスを動
かさないと画面がとまってしまうのでや
や難だった。
（注：スクリーンセーバーが
起動するという意味）
・細かく説明があったため、何がしたい
かということは理解できた。また、テス
トやレポートを行っていくという言葉が
あり、行動すべきことが明瞭であると思
われる。

【1対1評価】
＜福田学園＞
被験者 1 名（標準）
1. コースマップ、モジュール、タスクなど普段聞きなれない言葉で少し戸惑った
が、後で少しずつわかるようになった。
2. 導入に関しては細かく説明しており、少し量が多いが、全体としてはよく理解
できた。

＜麻生塾＞
被験者 3 名（標準より下、標準、標準より上）
□項目別の 3 人の反応：
項目

標準より下

標準

標準より上

コースマップ、導入

＜スライド 2＞

＜スライド 2＞

＜スライド 4＞

「なぜ学習をするの

「なぜ学習をするの

コース、モジュール、

か」の中央のボックス

か」の 3 つのボックス

タスク、スキルの意味

のいちばん下の項目

はそれぞれ色分けする

が良くわからなかっ

で、
「予防リハビリテー

とわかりやすい。この

た。この後、何が続く

ション」とあるが、こ

ページのトップにコー

のか少し不安だった。

れは、全体の中での位

スタイトルを記述する
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置づけが不明だった。

と、何を学習するのか

また、ナレーションの

がより明確になる。

「活動の基本的部分」

＜スライド 4＞

の意味がわからなかっ

コース、モジュール、

た。

タスク、スキルの意味

＜スライド 6＞

が良くわからなかっ

「タスクとスキル」の

た。

意味は、ナレーション
を聞いてよくわかっ
た。
目標記述

＜スライド 3＞

＜スライド 3＞

「学習内容の説明と学

「行動目標」の 7 つの

習環境」の行動目標の

項目は、他の文章と色

項目 1 の「応答反応」

分けや枠をつけるとよ

の意味がわからなかっ

り印象に残ると思う。

た。
教材作成者とヘルプ

口頭での説明を入れて
も良いのではと思っ
た。
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コンテンツタイトル：心疾患（狭心症・心筋梗塞・心不全）の理学療法をする
第1章1講

心臓の構造を解剖学的に説明する

【小集団評価】
コンテンツ
第１章１講 心臓の構造を解剖学的に説明する
開発者
木村先生
対象者特性
人数：２０人（福田学園１０人、麻生塾１０人）
事前保有スキル：対象コンテンツ習得済み
項目
全体の印象

詳細項目
学習内容は興味深いものだったか
モジュール目標が期待している学習内容を理解できたか
コンテンツの内容はモジュール目標に関連していたか
目標に到達するための十分な演習問題があったか
演習問題はモジュール目標に関連していたか
演習問題に対するフィードバック（ヒントや回答）は役に立ったか
スキルチェック（テスト）はモジュール目標を反映していたか
学習内容に対して自信がついたか

0.0

1.0

2.0

福田学園平均 麻生塾平均 総合平均
3.9
4.4
4.2
4.4
4.4
4.4
4.1
4.6
4.3
2.9
3.9
3.4
2.9
4.4
3.6
2.7
4.3
3.5
2.9
4.0
3.4
3.6
4.1
3.8

3.0

4.0

5.0

3.9

学習内容は興味深いものだったか

4.2

4.4
4.4
4.4

モジュール目標が期待している学習内容を理解できたか

4.1
4.6
4.3

コンテンツの内容はモジュール目標に関連していたか

2.9

目標に到達するための十分な演習問題があったか

3.4

4.4

3.6
2.7

演習問題に対するフィードバック（ヒントや回答）は役に立ったか

2.9
3.4

4.0

3.6

学習内容に対して自信がついたか

3.8

コースの学習意欲はどの程度沸いたか
モジュールを学習する意欲はどの程度沸いたか
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麻生塾平均
総合平均

4.3

3.5

スキルチェック（テスト）はモジュール目標を反映していたか
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福田学園平均 麻生塾平均 総合平均
3.4
4.2
3.8
3.5
4.0
3.8
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0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

3.4
4.2

コースの学習意欲はどの程度沸いたか

3.8
福田学園平均
麻生塾平均
総合平均

3.5
4.0

モジュールを学習する意欲はどの程度沸いたか

3.8

明瞭性

福田学園平均 麻生塾平均 総合平均
4.1
4.6
4.3
3.3
4.2
3.7
4.0
4.3
4.2

モジュールタイトルはどの程度明瞭だったか
モジュール目標はどの程度明瞭だったか（何を期待されているか）
学習指導はどの程度明瞭であったか

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
4.1
4.6
4.3

モジュールタイトルはどの程度明瞭だったか

3.3

モジュール目標はどの程度明瞭だったか（何
を期待されているか）

4.2
3.7

福田学園平均
麻生塾平均
総合平均

4.0
4.3
4.2

学習指導はどの程度明瞭であったか

明瞭性個別コメント
項目
動機付け

福田学園

麻生塾

・導入部分のナレーションは再度聞か
ないと完全にはわからなかった。

コースマップ
文章表現

・スライドの進行が早すぎる。
・まとめ①は文章に加えて図を入れると
よりわかりやすい。

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発

365

「ＩＤ手法を用いたリハビリテーションの e ラーニング教材開発および遠隔教育のプログラム開発」プロジェクト

図解表現

・スライド 5、6 のアニメーションは

・全体的に図は大変わかりやすいが、色

大変わかりやすい。

分けするとなお良し。

・スライド 7 の心臓の四室（左心室） ・心臓の図をもっと大きくすると良いと
の言葉で動脈は赤、静脈は青で表現す

思う。

るとより記憶に残ると思う。

・実物の心臓の写真があれば、臨床で役
立つと思った。
・スライド 7 の左心系の図において、左
心房に注ぐ肺静脈が 2 本だけのように見
えるが、実際は 4 本ではないだろうか。
・全部に言えるが、音量設定のデフォル

ナレーション

トが最大になっており、心臓に良くない。
耳が痛い。
・スライド 10 のまとめ②で、音声は「調
整」とあるが、文字は「調節」となって
いる。
情報量
サンプル
演習問題
スキルチェッ

・予定表はどこにあるのかがわからな

ク

かった。また、予約方法もわからなか
った。
（注：このスキルチェックは講
師が別途解説する）

その他

・内容はとてもわかりやすく、まとめ ・まとめは役立つが、重要ポイントは赤
のページも大変役に立つ。
（3 名）

にすると良いと思う。
・非常にいいと思った。特に問題点はな
いと思う。
・ナレーションと図と同時に見て学習で
きるので教科書より効果的だと思う。教
科書だと余計な文字が多く、探し出すだ
けで大変。

【1対1評価】
＜福田学園＞
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被験者 1 名（標準）
１．コースマップの学習順序は新鮮でかつわかりやすい。
２．ナレーションの文章を表示できるといい。
３．前提保有スキルの説明があればいい。
４．コースの導入や動機付けは講師による方がいい。
５．予定表や予約方法がわからなかった。
６．全体にわかりやすい。

＜麻生塾＞
被験者 3 名（標準より下、標準、標準より上）
□項目別の 3 人の反応：
項目
コースマップ、導入

標準より下

標準

次のページに移動する

標準より上

特になし。

特になし。

＜スライド 6＞

＜スライド 5＞

「心臓の四室（右心

「心臓の四室」の用語

系）
」の図とナレーショ

が 1 つずつ表示される

ンの「前下部」との対

が、進むにつれて表示

応が判りにくい。

済みの用語が視野を占

＜スライド 7＞

めるので、新しく表示

「心臓の四室（左心

される用語がわかりに

系）
」のナレーションの

くくなる。表示済みの

対応図が欲しい。具体

用語は薄く表示すると

的には、①「左心室か

いいかもしれない。

のが速い。
目標記述

特に問題なし。

図解

わかりやすい。

ら大動脈を介して身体
抹消への血流の流れは
大動脈弁によって調節
されています。
」と②
「心室の特徴として血
液を送り出すため、心
房より心臓壁は厚く、
特に左心室では著しく
厚くなっています。
」の
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2 箇所。

まとめ

項目の間にスペースを

重要項目は赤で協調す

関連する項目のイラス

入れたり、枠で囲んだ

るとさらに良い。

トや図があると記憶に
残ると思う。

りすると視覚的に覚え
やすい。
また、各項目の文章自
体が長いので箇条書き
がよいかもしれない。
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コンテンツタイトル：心疾患（狭心症・心筋梗塞・心不全）の理学療法をする
第1章2講

心臓血管系（冠動脈）について説明する

【小集団評価】
コンテンツ
第１章2講 心臓血管系（冠動脈）について説明する
開発者
木村先生
対象者特性
人数：２０人（福田学園１０人、麻生塾１０人）
項目
詳細項目
全体の印象
学習内容は興味深いものだったか
モジュール目標が期待している学習内容を理解できたか
コンテンツの内容はモジュール目標に関連していたか
目標に到達するための十分な演習問題があったか
演習問題はモジュール目標に関連していたか
演習問題に対するフィードバック（ヒントや回答）は役に立ったか
スキルチェック（テスト）はモジュール目標を反映していたか
学習内容に対して自信がついたか

0.0

1.0

2.0

福田学園平均 麻生塾平均 総合平均
3.9
4.6
4.3
4.4
4.3
4.3
4.1
4.3
4.2
2.9
4.0
3.4
2.9
3.9
3.4
2.7
4.0
3.4
2.9
4.1
3.5
3.6
4.1
3.8

3.0

4.0

5.0

3.9

学習内容は興味深いものだったか

4.3

4.4
4.3
4.3

モジュール目標が期待している学習内容を理解できたか

4.1
4.3
4.2

コンテンツの内容はモジュール目標に関連していたか

目標に到達するための十分な演習問題があったか

演習問題はモジュール目標に関連していたか

演習問題に対するフィードバック（ヒントや回答）は役に立ったか

スキルチェック（テスト）はモジュール目標を反映していたか

学習内容に対して自信がついたか

4.6

2.9
3.4
2.9
3.4
2.7
3.4

4.0
3.9

福田学園平均
麻生塾平均
総合平均

4.0

2.9

4.1

3.5
3.6
3.8

4.1
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動機付け

福田学園平均 麻生塾平均 総合平均
3.4
3.8
3.6
3.5
4.1
3.8

コースの学習意欲はどの程度沸いたか
モジュールを学習する意欲はどの程度沸いたか

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

3.4
3.8

コースの学習意欲はどの程度沸いたか

3.6
福田学園平均
麻生塾平均
総合平均

3.5
4.1

モジュールを学習する意欲はどの程度沸いたか

3.8

明瞭性

福田学園平均 麻生塾平均 総合平均
4.1
4.3
4.2
3.3
3.8
3.5
4.0
4.1
4.1

モジュールタイトルはどの程度明瞭だったか
モジュール目標はどの程度明瞭だったか（何を期待されているか）
学習指導はどの程度明瞭であったか

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0
4.1
4.3
4.2

モジュールタイトルはどの程度明瞭だったか

3.3

モジュール目標はどの程度明瞭だったか（何
を期待されているか）

3.8
3.5
4.0
4.1
4.1

学習指導はどの程度明瞭であったか
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明瞭性個別コメント
項目

福田学園

麻生塾

動機付け
コースマップ
文章表現

・スライド 8〜11 の文章がややわかり ・使用している文章がまわりくどいので、
にくかった。情報量も多い。

もっと簡潔に表現すると良いと思った。

・とはいえ、この箇所は比較的わかり
やすかった。しかし、生理学とかの基
礎知識がないと理解できない部分が
あった。
図解表現

・
「対循環」と「肺循環」で、心臓の

・スライド 7 の「心室の特徴として〜」

図に、どこが「右心室」とか描いて欲 という説明も図があればよりわかりやす
しかった。

いと思う。

・全体的に、1 つずつ「理由」が述べ

・心臓内の血液の流れにおいて、動脈と

られており、わかりやすかった。

静脈を色分けするともっとわかりやすく

・冠動脈の特性の図で、収縮期の血管 なる。
の様子をもう少し差をつけて表現し

・心周期と圧変化は図からではわかりに

ても良いと思う。全体的にはわかりや

くく、もっと心臓が動くようなアニメー

すい図だと感じた。

ションがあるともっとよく理解できると

・心周期と圧変化の最後の部分と下の

思う。
（2 名）

グラフとの関連性が伝わりにくかっ

・心周期において、なぜ弛緩の時間が短

た。

くなるのかが良くわからなかった。

・体循環と肺循環の項目の肺動脈に

・タイトルから受ける印象と図の内容と

は、静脈血・・・というところの説明 の不一致があった。
に図を用いて説明して欲しかった。

・スライド 4 の右冠動脈の色が青だった

・体循環と肺循環のスライドで大まか

ので静脈をイメージしてしまった。

な血管（人体図）がある方がわかりや ・スライド 8 の肺動脈の本数・・・？
すいと思った。

スライド 12 の肺循環の図で、
・・・→肺
→肺静脈→左心房→左心室を入れた方が
よいのでは。
・スライド 7 の各器官の図は、表現を統
一した方が良いと思う。
（足はカラー表現
で、手は白黒なので）

ナレーション

・スライド 6、7 は、説明がゆっくりだと
理解できるが

度説明を聞くだけでは難
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理解できるが、1 度説明を聞くだけでは難
しかった。
・
「まとめ」の情報量としては適度だと思

情報量

うが、文書だけで表現しているので少し
わかりにくい。
・対循環と肺循環で、
「左心室からでた血
液が体の組織で CO2 を受け取る」という
内容が音声のみであったので、簡単な図
でも良いので記載すればより頭に残る気
がした。
サンプル
演習問題
スキルチェッ
ク
その他

・学習内容の確認がくどく感じた。

・全体を通してとてもわかりやすかった。
（スライド 4，5 の切り替えが早くて少し
わかりにくかったが。
）
・ポイントが多くあり、見やすく理解し
やすかった。まとめも明瞭で理解しやす
い。
・特に、心周期の内容はわかりやすかっ
た。
・このコンテンツだけが自動でスライド
切り替えになっていたのはなぜ？
全体にわかりやすく、簡単にまとまって
いるので理解しやすかった。もっと難し
い問題をもっと e ラーニングで勉強でき
るとよいと思った。
・各ページにポイントがあるのが良かっ
た。どのページに進んでもそのポイント
があるのでわかりやすい。
・スライド 5 から停止した（手動になっ
た）
。
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【1対1評価】
＜福田学園＞
被験者 1 名（標準）
１．コースマップの学習順序は新鮮でかつわかりやすい。
２．ナレーションの文章を表示できるといい。
３．前提保有スキルの説明があればいい。
４．コースの導入や動機付けは講師による方がいい。
５．予定表や予約方法がわからなかった。
６．全体にわかりやすい。

＜麻生塾＞
被験者 3 名（標準より下、標準、標準より上）
□項目別の 3 人の反応：
項目
コースマップ、導入

標準より下

標準

スライドの進行が速

標準より上

特に問題なし。

特に問題なし。

い。次ページに移動す
るまでに 3，4 秒は欲し
い。
目標記述

特に問題なし。

特に問題なし。

特に問題なし。

図解

＜スライド 4＞

＜スライド 5＞

特に問題なし。

「冠動脈の走行と支配

「冠動脈の特性」の右

領域」において、右の

の 2 つの図（心臓拡張

枠内に「左冠動脈がど

期と心臓収縮期）は同

のような状態か」とあ

時に動かす（アニメー

るが、この、
「どのよう

ションで）とよりわか

な」と言う意味が、最

りやすくなると思う。

初の一読では、構造な
のか、機能なのかがわ
からなかった。

＜スライド 5＞
「冠動脈の特性」の右
の 2 つの図（心臓拡張
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期と心臓収縮期）は同
時に動かす（アニメー
ションで）とよりわか
りやすくなると思う。
つまり、血液の停滞が
わかりにくい。比較で
きるように。
他の、ページは大変わ
かりやすい。
ナレーション

特に問題なし。

特に問題なし。

「まとめ」は、箇条書

まとめは、ポイントを

特に問題なし。

きがいいと思った。

色分けすると、よりわ

＜スライド 6＞
「運動時の冠動脈血流
量の反応」のナレーシ
ョンで「回帰分析」の
言葉の意味がわからな
かった。また、
「〜しか
しこの冠動脈の血流増
加はある一定レベルに
達すると増加できなく
なります。
」とあるが、
その理由がわからなか
った。

まとめ

かりやすくなると思
う。
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コンテンツタイトル：日本語の文字の特徴を学ぼう
コンテンツの特徴：
（3 つのコンテンツに共通した特徴）
① CRI 技法を活用したコースマップ、目標、スキルチェック
② モジュールタイトルページに全体のコースマップを呈示（学習ナビゲ
ーション機能として）
③ スキルチェック実施前の確認項目（スキルチェックの目的の確認と、
活用方法）
④ スキルチェックのフィードバックとして、受講者の得点、最大得点、
総試行回数、フィードバック／レビュー情報を呈示
【小集団評価】
コンテンツ
日本語の文字の特徴を学ぼう
開発者
高橋先生
対象者特性
人数：1０人（麻生塾１０人）
項目
詳細項目
全体の印象
学習内容は興味深いものだったか
モジュール目標が期待している学習内容を理解できたか
コンテンツの内容はモジュール目標に関連していたか
目標に到達するための十分な演習問題があったか
演習問題はモジュール目標に関連していたか
演習問題に対するフィードバック（ヒントや回答）は役に立ったか
スキルチェック（テスト）はモジュール目標を反映していたか
学習内容に対して自信がついたか

0.0

1.0

2.0

3.0

麻生塾平均
3.1
3.2
3.5
3.0
3.4
2.6
3.2
2.4

4.0

5.0

3.1

学習内容は興味深いものだったか

3.2

モジュール目標が期待している学習内容を理解できたか

3.5

コンテンツの内容はモジュール目標に関連していたか

3.0

目標に到達するための十分な演習問題があったか

麻生塾平均
3.4

演習問題はモジュール目標に関連していたか

演習問題に対するフィードバック（ヒントや回答）は役に立ったか

2.6
3.2

スキルチェック（テスト）はモジュール目標を反映していたか

学習内容に対して自信がついたか

2.4
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動機付け

麻生塾平均
2.9
2.8

コースの学習意欲はどの程度沸いたか
モジュールを学習する意欲はどの程度沸いたか

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2.9

コースの学習意欲はどの程度沸いたか

麻生塾平均

2.8

モジュールを学習する意欲はどの程度沸いたか

明瞭性

麻生塾平均
3.7
3.4
3.1

モジュールタイトルはどの程度明瞭だったか
モジュール目標はどの程度明瞭だったか（何を期待されているか）
学習指導はどの程度明瞭であったか

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

モジュールタイトルはどの程度明瞭だったか

5.0

3.7

モジュール目標はどの程度明瞭だったか（何を
期待されているか）

3.4

麻生塾平均

3.1

学習指導はどの程度明瞭であったか

明瞭性個別コメント
項目

麻生塾

動機付け

・ 導入はわかりやすかった。

コースマップ

・目標記述は良い。結果として、漢字とかな文字についてかなり詳し
く知ることができた。
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文章表現

・
「湯桶読み熟語」の意味がわからなかった。
・どの程度のレベルの人が使用するかによると感じた。「LD」や「音
節文字」等の専門用語を使用しているため、わからない人にはキー
ワード語集のようなもので見られるようにすると良いと思った。

図解表現

・ スライド 8 の「漢字とかなの特徴ってナニ？」の図において、ス
ライドの進行が早く、かつ意味も複雑なので理解するのに時間がか
かった。
・ 「45 文字ともとの漢字」の表はわかりやすかった。
・ 「漢字の読みのさまざまな一例」のスライドは、文字が多いにも拘
わらず、時間が短いと思った。
・ 7/9 のスライドの色と文字の配置が見づらかった。全体的に文字の
大きさ等の統一感がなく、見づらい印象を受けました。

ナレーション

・ 日本語の文字の特徴については、話が多い。
・ 1 つの文章が長い。
・ 音声が聞きづらく、声が途中でつまることもあった。

情報量

・ スライド 4 の「表意文字と表音文字」についての説明の量が多か
った。
・ 「漢字の読みのさまざまな一例」の文字の量が多いと感じた。
・ 全体的に音声による情報が多い。それに対して図解が少ない。

サンプル

・表音文字の例がたくさん挙げられていたが、視覚的な例も伴うとよ
り理解できると思った。

演習問題

・ 答えしか出てこないので、解説も欲しかった。
（2 名）

スキルチェッ

・
「正しいものを選ぶ」とあるが、すべてチェックするのか、1 つチェ

ク

ックするのかわからなかった。
（注：複数選択のタイプの問題に慣れ
ていない？）
（3 名）

その他

・ 内容はわかりやすかった。スライドは見づらいページもあったの
で、情報量を減らした方が理解しやすいと思う。
・ 仮名が漢字の形から生まれたという説明では表を利用し、MR の幼
児が間違えやすい文字などを知ることができた。見やすく、○と△
を使用し、わかりやすかった。
・ 漢字とかな文字の詳細について学習できた。全体的に説明はわかり
やすい。
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【1対1評価】
＜麻生塾＞
被験者 3 名（標準より下、標準、標準より上）
□項目別の 3 人の反応：
項目
コースマップ、

標準より下
・特に問題なし。

標準
・特に問題なし。

標準より上
・いきなりコースマップ
が出てきたので、そのま

導入

えに、
「今から〜を始めま
す」のようなイントロが
あるとなおよいと思っ
た。
・コースタイトルのペー
ジの右上にあるコースマ
ップの縮小図の目的・意
図が最初はわからなかっ
たが、後で見えてきた。
目標記述

・特に問題なし。

・特に問題なし。

・目標とスキルチェック
の組み合わせによる表現
は良いと思った。

図解

スキルチェックの前のスラ

＜スライド 5＞

＜スライド 4＞

イドで、スキルチェックの意 「ひらがな清音 45 文字と

「漢字とかなの特徴って

図とその後の学習の進め方

もとの漢字」の表は、○

ナニ？」の文字の分類紹

があったのは良い。

や△を活用しているので

介において、この段階で

視覚的に文字を追いやす

サンプルを入れてもいい

く、理解しやすい。

かなと思った。
＜スライド 5＞
「ひらがな清音 45 文字と
もとの漢字」の表は少し
見づらい。

文章

＜スライド 7＞

＜スライド 7＞

＜スライド 7＞

「漢字の読みのさまざまな

「漢字の読みのさまざま

「漢字の読みのさまざま

一例」の、湯桶読みが読めな な一例」の、湯桶読みや、 な一例」は全体的に見づ
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かった。ナレーションでわか 重箱読みの文字が難しい

らいし、ナレーションは

ったが。

ため理解しづらい。この 2

どんどん進むし追いつけ

つの読み方がなぜ存在す

なかった。

るのかという説明がある
ともっとわかりやすいと
思う。
スキルチェック

・選択肢のＤ「ほとんどの熟 ・特に問題なし。

・複数選択は難しい。選

語は、湯桶読みである。
」に

択する数を指定すると良

ついては学習内容に含まれ

いと思った。

ていない気がした。ナレーシ
ョンにはあったかもしれな
い。
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コンテンツタイトル：「文字の役割」を学ぼう

【小集団評価】
コンテンツ
「文字の役割」を学ぼう
開発者
高橋先生
対象者特性
人数：1０人（麻生塾１０人）
項目
全体の印象

詳細項目
学習内容は興味深いものだったか
モジュール目標が期待している学習内容を理解できたか
コンテンツの内容はモジュール目標に関連していたか
目標に到達するための十分な演習問題があったか
演習問題はモジュール目標に関連していたか
演習問題に対するフィードバック（ヒントや回答）は役に立ったか
スキルチェック（テスト）はモジュール目標を反映していたか
学習内容に対して自信がついたか

0.0

1.0

2.0

3.0

麻生塾平均
4.3
4.2
3.9
3.8
4.0
3.0
3.7
3.7

4.0

5.0
4.3

学習内容は興味深いものだったか

4.2

モジュール目標が期待している学習内容を理解できたか

3.9

コンテンツの内容はモジュール目標に関連していたか

3.8

目標に到達するための十分な演習問題があったか

麻生塾平均
4.0

演習問題はモジュール目標に関連していたか

3.0

演習問題に対するフィードバック（ヒントや回答）は役に立ったか

スキルチェック（テスト）はモジュール目標を反映していたか

3.7

学習内容に対して自信がついたか

3.7

動機付け

コースの学習意欲はどの程度沸いたか
モジュールを学習する意欲はどの程度沸いたか
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0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

3.6

コースの学習意欲はどの程度沸いたか

麻生塾平均

3.6

モジュールを学習する意欲はどの程度沸いたか

明瞭性

麻生塾平均
4.0
3.7
4.0

モジュールタイトルはどの程度明瞭だったか
モジュール目標はどの程度明瞭だったか（何を期待されているか）
学習指導はどの程度明瞭であったか

0.0

1.0

2.0

3.0

モジュールタイトルはどの程度明瞭だったか

4.0

5.0

4.0

モジュール目標はどの程度明瞭だったか（何を
期待されているか）

3.7

麻生塾平均

4.0

学習指導はどの程度明瞭であったか

明瞭性個別コメント
項目

麻生塾

動機付け

・特に問題なし。

コースマップ

・コースマップのページはもっとシンプルに。

文章表現

・1 次的ことばと 2 次的ことばの違いが良くわからなかった。
「ことば プラス
状況文脈」でプラスは＋の表現の方がわかりやすい。
・特に問題なかった。
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図解表現

・図が簡単すぎて、必要性が良くわからない箇所があった。
・スライド 9 の語意の補充の意味がわからないので「例」もわからなかった。
・全体的にわかりやすい。
・最後にもう 1 度、書きことばと話しことばの違いについてのまとめ（1 から 5
まで）を一覧にしたものが欲しかった。

ナレーション

・説明が早くてわかりにくかった。もう少しゆっくり説明すると良いと思う。
（3
名）
・どこがポイントなのかを抑揚をつけてほしい。
・マウスのクリック音が気になった。

情報量

・ナレーションの情報量が多くてわかりにくかった。
（2 名）
・ちょうどよかった。
・スライド 9 が多く、スライド 10 少ない。
・全体的に、1 度で見る文字の量が少ないので見やすいと思う。
・全体的に情報量が少ないと思った。国家試験等で勉強しており、発達の段階等
を知っているため内容を理解できるが、ST の学校に入ったばかりの人がこの内
容だけでわかるとは思えなかった。

サンプル
演習問題

・文章のカッコの答えが何を求めているかが良くわからない箇所があった。
（2
名）
・学習した内容と全く同じ問題だったので学習と言うよりは暗記に近い感じがし
た。
（項目「その他」の 2 番目のコメントと同一の受講者）
・フィードバックは正確だった。

スキルチェッ

・答えを入力できない箇所があった。

ク
その他

・スライドはシンプルでわかりやすかった。しかし、ページが表示されている時
間が短いので、理解する前に次に進んでしまうところが困った。
（4 名）
・全体的に絵などを使用していてわかりやすかった。話のスピードがゆっくりで
良かった。
・最終的に 1 次的ことばと 2 次的ことばの違いが学べて良かった。

【1対1評価】
＜麻生塾＞
被験者 3 名（標準より下、標準、標準より上）
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□項目別の 3 人の反応：
項目
コースマップ、

標準より下

標準

特に問題なし。

ページ進行が速いので最初

標準より上
ページの進行が速い。

は目的や意味がよくわから

導入

なかったが、後でわかった。
目標記述

特に問題なし。

良くわかる。

問題ない。

図解

図の中でのアニメーション

＜スライド 4＞

・全体的に見やすい。

は全体的にわかりやすい。

「モジュールタイトル」の

＜スライド 14＞

＜スライド 9＞

右上にあるコースマップの

「2 次的なことばの獲得

「4．書きことばは話しこと

縮図の意味や使い方をナレ

は、1 次的ことばの上に

ばの発達に役立つ」のアニメ

ーションで解説して欲しか

重層的に成立する」のナ

ーションはわかりやすい。

った。

レーション情報は多す

＜スライド 13＞

＜スライド 8＞

ぎると感じた。

「1 次的ことばと 2 次的こと

「3．書きことばは子どもの

＜スライド 15＞

ばの比較」に関してナレーシ

知識や生活体験を拡大す

に関しては、このスライ

ョンでは「詳しく見てみまし

る」において、ナレーショ

ドで学習する内容のタ

ょう」とあったが、実際には

ンのことばが難しいため理

イトルを表示するとよ

次のページに進んでしまっ

解しづらい。

り理解できると思う。

た。

・全体的に、図解の際には、
各スライドの右上などの空
きスペースに学習の流れを
示すイラストがあると、全
体の学習の流れが把握しや
すくなると思う。
1 次的ことばと 2 次的こと
ばをスライド別に解説した
のでわかりやすかった。
＜スライド 10＞
「5．物事を論理的・合理的
に考える手助けとなる」に
おいて、
「文字の役割」につ
いてまとめたスライドがあ
るともっとわかりやすくな
ると思う。
① ・・・・
② ・・・・
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のように。
＜スライド 13＞
「1 次的ことばと 2 次的こ
とばの比較」の表で、
「こと
ばプラス状況文脈」の意味
が理解しづらいのでナレー
ションで説明があると良い
と思う。
＜スライド 14＞
「2 次的なことばの獲得は、
1 次的ことばの上に重層的
に成立する」のアニメーシ
ョンの使い方がよく、理解
しやすい。

スキルチェック

・学習の最後のスキルチェッ 特に問題なし。
クがあるが、このページに来
る段階ではまだ完全に理解
や記憶していないので難し
い。学習項目ごとに簡単なド
リルがあると良いと思った。
・スキルチェックの結果に応
じて、再学習ができる機能が
欲しい。
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コンテンツタイトル：「文字の習得課程」を学ぼう −読みの習得課程−

【小集団評価】
コンテンツ
「文字の習得課程」を学ぼう −読みの習得課程−
開発者
高橋先生
対象者特性
人数：1０人（麻生塾１０人）
項目
詳細項目
全体の印象
学習内容は興味深いものだったか
モジュール目標が期待している学習内容を理解できたか
コンテンツの内容はモジュール目標に関連していたか
目標に到達するための十分な演習問題があったか
演習問題はモジュール目標に関連していたか
演習問題に対するフィードバック（ヒントや回答）は役に立ったか
スキルチェック（テスト）はモジュール目標を反映していたか
学習内容に対して自信がついたか

0.0

1.0

2.0

3.0

麻生塾平均
3.7
3.4
3.7
2.8
3.2
2.4
3.2
2.6

4.0

5.0

3.7

学習内容は興味深いものだったか

3.4

モジュール目標が期待している学習内容を理解できたか

3.7

コンテンツの内容はモジュール目標に関連していたか

2.8

目標に到達するための十分な演習問題があったか

麻生塾平均
3.2

演習問題はモジュール目標に関連していたか

演習問題に対するフィードバック（ヒントや回答）は役に立ったか

2.4
3.2

スキルチェック（テスト）はモジュール目標を反映していたか

2.6

学習内容に対して自信がついたか

動機付け

麻生塾平均
3.4
3.3

コースの学習意欲はどの程度沸いたか
モジュールを学習する意欲はどの程度沸いたか
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0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

3.4

コースの学習意欲はどの程度沸いたか

麻生塾平均

3.3

モジュールを学習する意欲はどの程度沸いたか

明瞭性

麻生塾平均
3.7
3.2
3.7

モジュールタイトルはどの程度明瞭だったか
モジュール目標はどの程度明瞭だったか（何を期待されているか）
学習指導はどの程度明瞭であったか

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

モジュールタイトルはどの程度明瞭だったか

5.0

3.7

モジュール目標はどの程度明瞭だったか（何を
期待されているか）

3.2

麻生塾平均

3.7

学習指導はどの程度明瞭であったか

明瞭性個別コメント
項目
動機付け

麻生塾
・文字の習得課程については初めてなので、興味がわいてきた。
（項目「図解表
現」の 3 つ目のコメントと同一受講者）
・10 段階の平均的な獲得年齢（個人差はあるが）が知りたいと感じた。

コースマップ
文章表現
図解表現

・スライド 4，5，6 の表が見づらかった。
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・スライド 4 の「最初に読めるようになった字」のグラフが見にくく良くわから
ない。
「その他」と「わからない」は同じではないかと感じた。
・表は見やすかった。
（項目「その他」の 2 つめのコメントと同一受講者）
・習得課程を 1 つずつのスライドに分けて説明していたのでわかりやすかった
が、最後に全体の流れを見るためにも 1 つのスライドにまとめて欲しかった。
・スライド 3 の読点（。
）が、ピリオドになっていた。
・スライド 5 の「ひらがな」と、スライド 6 の「文字の読めるようになる時期」
の年齢のまとめが欲しかった。幼児が文字を習得していく過程の段階を最後のま
とめとして一覧に欲しかった。また、その時に、どの程度の発達年齢でそれがで
きるようになるのかを大まかでよいので記載があればイメージがつかみやすい
かなと感じた。
ナレーション

・スライド 11 と 12 のナレーションの文章が難しかった。
・スライド 5 か 6 の表の出展者名の「村山」を「岡村」と読んでいた。
・音声が聞きづらい（地域によるイントネーションの違い）
・ナレーションで学習する方法は、興味がなくなると眠くなる。全体的に聴こえ
てきた刺激が記憶や印象として残りにくい。
（項目「図解表現」の最後のコメン
トと同一受講者）

情報量

・スライド 5 と 6 の情報量が多い。
・全体的に音声による情報が図の情報より多い。

サンプル

・全体的にもう少し具体例を入れてほしい。

演習問題
スキルチェッ

・3 問目の選択肢に「単語読み」という項目が 2 つ出ていた。
（選択肢 C と F）
（5

ク

名）
・テストについての解説があると良いと思った。

その他

・全体的にわかりやすかった。
・文字の習得課程がわかりやすかった。

【1対1評価】
＜麻生塾＞
被験者 3 名（標準より下、標準、標準より上）
□項目別の 3 人の反応：
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項目
コースマップ、導入

標準より下
・あまり見ないで次に

標準

標準より上

特に問題なし。

特に問題なし。

進んだ。
・コースタイトルのペ
ージの右上にあるコー
スマップの縮小図の目
的・意図が最初はわか
らなかったが、後で見
えてきた。ナレーショ
ンによる説明があると
良いと思った。
目標記述

特に問題なし。

特に問題なし。

特に問題なし。

図解

＜スライド 5＞

＜スライド 4＞

＜スライド 5＞

「読めるひらがなの

「最初に読めるように

「読めるひらがなの

数」において、4 歳か

なった字」の「その他」 数」において鉛筆の絵

ら 6 歳が読める「ひら

と「わからない」は同

が文字を隠していた。

がな」の実例が欲しか

じではないかと感じ

＜スライド 8＞

った。

た。

「幼児が文字を習得し

＜スライド 5＞

ていく過程」のナレー

「読めるひらがなの

ションに、
「10 段階を

数」において鉛筆の絵

見ていく・・・」とあ

が文字を隠していた。

るので、そのタイミン

鉛筆ではなく他のアイ

グで、10 段階がひと目

コンが良いと思った。

でわかるようなまとめ

10 段階は、それぞれの

た図があるともっと良

段階でスライドごとに

いと思った。

解説しているので理解

・10 段階を説明してい

しやすい。

る各スライドに、10 段
階を示すイラストが欲
しい。全体の中での段
階がより把握しやすく
なるので。

ナレーション
スキルチェック

・後で、テストのこと

・答えが問題文に重な

だとわかった。

ってしまい、読み返せ

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発

388

「ID 手法を用いたリハビリテーションの e ラーニング教材開発および遠隔教育のプログラム開発」プロジェクト

ナレーションで学習し

ない。

た内容がスキルチェッ

複数回答えの問題は、

クで問われたので、難

解答する数を指定する

しかった。聞いても忘

方がやりやすい。

れてしまうので、スキ

最後のスキルチェック

ルチェックの直前に文

の選択肢の文字が小さ

字でまとめると良いと

い

思った。
その他

・読みの習得課程にお
いて何歳でどの段階が
できるのかが知りたか
った。
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5.7.5

考察

評価対象の 9 個のコンテンツは、下記の条件下で実施されている。
①

被験者は 2 つの異なる専門学校からコンテンツの学習対象者に最も近いグル
ープから抽出されている。

②

いずれのグループもこれまで e ラーニングを受講したことがない。

③

いずれのグループもコンテンツ内容は過去に習得済みである。
（忘れているか
もしれない）

各コンテンツのインストラクショナルデザイン及びインフォメーションデザインの観点か
らの評価結果から下記のことが言える。
＜インストラクショナルデザイン＞
評価ポイントである、下記の項目において、おおむね 80％の評価を得た。
1.

学習内容は興味深いものだったか

２．

モジュール目標が期待している学習内容を理解できたか

３．

コンテンツの内容はモジュール目標に関連していたか

４．

目標に到達するための十分な演習問題があったか

５．

演習問題はモジュール目標に関連していたか

６．

演習問題に対するフィードバック（ヒントや回答）は役に立ったか

７．

スキルチェック（テスト）はモジュール目標を反映していたか

８．

学習内容に対して自信がついたか

ただし、1 対 1 評価や自由文形式のフィードバックからは、下記の課題も浮上している。
□ 分析
受講対象者の設定
分析時点での想定と実際の被験者との相違が、スライド上に記述する文章や
構成、及びナレーション文章に影響している。コンテンツによって対象者の
反応の幅が広がっている。
標準より下、標準、標準より上の 3 つの能力モデルを想定したコンテンツ設
計の必要性も見えてくる。
目標記述
コンテンツで提供する学習内容の到達目標記述としては、CRI 技法の手法
に則っているが、受講対象者の特性（文章読解力など）により、目標記述
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の表現方法を工夫する必要がある。
スキル分析
一部のコンテンツでスキル階層図を学習項目及び学習順序として活用され
ているが、受講者にとってより効果的な使用方法の指示が必要。
□ 設計
コースマップ
スキル階層図がコースマップの妥当性を支えているが、コースマップの表
現方法及び活用ツールとしての十分な説明が必要であり、これはコースガ
イドとして別出し（独立したモジュール）にして対応することも可能とな
る。
学習項目
学習項目はスキル階層図から論理的に導き出されるが、表現方法として、
より視覚的、直感的なアプローチの工夫が必要。
スキルチェック
スキルチェックそのものは学習目標及び学習内容を反映しているが、問題
形式によっては、解答方法などの事前の説明が必要。
スキルチェックのフィードバックも十分な内容であることが必要。場合に
よっては、不正解項目に関連した再学習の指示（該当ページへのリンクを
貼る）も必要。
自由文入力形式のクイズは思考を要求する点で有効
演習問題
演習問題の内容も学習内容と一致しているが、実施タイミングをこまめに
設定（学習チャンクごとの小演習の繰り返し）することが必要。学習項目
を 1 つ 1 つ小演習によりクリアにして学習を進めていくことが理解の定着
と自信の付与につながる。
□ 開発
動機付け
受講対象者のニーズや関心項目に応じた動機付けの工夫が必要。
ストーリー展開
ストーリー展開そのものは問題ないが、e ラーニング特有の一過性、全体像
把握の困難性を克服する表現方法の考案と活用が必要。
スライド構成
受講対象者の特性を考慮した視覚的アプローチの考案により、より効果的
な理解と記憶保持を工夫する必要がある。
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なお、典型的な CRI 型コンテンツの流れは次ページのようになる。

注：受講対象者特性、対象とする学習内容、その他の条件により表現方法は変わりま
す

＜インフォメーションデザイン＞
CRI 技法によるインストラクショナルデザインは、コンテンツ開発における画面設計につ
ながっていく。ただし、インストラクショナルデザインそのものは、画面構成手法を提示
するものではないため、インフォメーションデザインの技術が不可欠となる。
評価項目としては、下記の 4 項目について自由文形式でのフィードバックを得た。
1．文章表現
2．図解表現
3．ナレーション
4．情報量
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□ ページレイアウト
全体的にページ構成そのものに問題はないが、開発者による表現方法の差が最
も出る領域となる。
図解とその解説文のレイアウトの統一
学習ナビゲーションの活用（ページを進めるボタン、FAQ 等へのリンクボタン
など）
学習の理解を促進するナビゲーションの活用（学習項目の全体像を常に表示：
特に複数段階やステップを必要とする項目、モジュールトップページにコース
マップの縮小図を記載、常に目次を表示など）
□ 文章表現
文字のレイアウト（ページあたりの行数、1 行あたりの文字数、文字のフォント、
文字のポイント、文字の色など）に統一感があったかどうかがポイントとなる。
文章をボックス化して表現する方法における、文字のポイント/フォント/色/箇条
書きの採用/行間のスペース等を工夫する必要がある。
受講対象者の文章読解力を反映した、言葉、表現方法、文章構成の設計の重要
性。
□ 図解表現
ページ面積に対する図解の最適な割合、位置、意味のある色（誤解を与えない
配色）
、解説文やナレーションに連携したアニメーションの呈示。
表を活用したデータの呈示においては、より視覚的かつ直感的に理解できる表
現方法（グラフ化、イラスト化）の工夫が必要。
図や文字（タイトルも含めて）の組み合わせによる表現は、奥行きのある構造
を意識して表現する必要がある。一見してどの情報が最初に目に飛び込んでく
るかを意識しながら図を展開する必要がある。
□ ナレーション
全般的にナレーションそのものに大きな問題はないが、1 度聞いただけで容易に
理解できる文章構造と言葉遣いになっているかがポイントとなる。
音質、音量、イントネーション、強弱、声質、録音時のノイズ、録音レベル等、
十分に考慮する必要がある。
□ 情報量
全体的に図解、記述されている文章、それにナレーションの情報量のバランス
は取れているが、コンテンツによっては、ナレーションの情報量に大きな比重
を置いているケースがあり、受講者特性を考慮した設計も必要になる。
また、インストラクショナルデザインやインフォメーションデザインの機能を最大限に発
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揮するために不可欠な「学習管理システム」や「オーサリングツール」の細かい調整も必
須となる。特に、スライドの自動進行の有無、アニメーションとナレーションの同期、ナ
レーション録音条件など、学習者に対して直接的に影響することがあるので、本番のコー
ス実施の前に最終調整が必要となってくる。
なお、前述のインストラクショナルデザイン及び上記のインフォメーションデザインの課
題に対する解決方法のアドバイスは個々の評価結果のページ内に示唆されているのでここ
では割愛する。
結論として、インストラクショナルデザイン及びインフォメーションデザインに関する細
かな改善点はあるものの、e ラーニングコンテンツとしての受講者の反応はおおむね良く、
受講者はコースの目標に到達したと考えられる。
9 つのコンテンツに共通した特徴として、CRI 技法による分析・設計を通して論理的にコン
テンツ内容を組み立てた上で、全般的に図解やアニメーションとナレーションを効果的に
組み合わせて学習目標の習得につなげている。
また、コンテンツ活用の新しい方向性として、単に学習内容の伝達・習得を意図するもの
だけではなく、自ら考え主体的に行動する能力を要求するものがある。つまり、答えが 1
つに決まるのではなく、自分流の問題解決力を養成するコンテンツとして注目される。
さらに、コンテンツ受講後に継続して現場で活用できる、いわゆる EPSS（Electronic
Performance Support System：業務支援ツール）として発展可能なコンテンツもある。
そして、受講対象者特性を十分把握した上で、より楽しく効果的に学習を進める試行にも
注目したい。
受講者の中には、上記のような e ラーニングコンテンツの普段の学習における拡大を望む
声もあり、今後の普及が期待される。
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6

武庫川女子大学視察

兵庫県西宮市にある武庫川女子大学を視察した。兵庫県西宮市池開町に本部を置く武庫川
女子大学の学生数は武庫川女子短期大学と合わせると 1 万人弱の学生数となり、日本最大
の女子大学である。武庫川女子大学では、MWU-net というキャンパスネットワークを、教
員と学生との間の情報ネットワークとして活用している（写真 6-1 参照）。ここでは、武庫
川女子大学が展開している MWU-net キャンパスネットワークと遠隔教育の利用状況を報
告する（写真 6-2 参照）。

写真 6-1 武庫川女子大学 MWU-net キャンパスネットワーク

写真 6-2 武庫川女子大学遠隔教育教室
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6.1

視察日時と訪問メンバー

■

平成 18 年 10 月 3 日（火）13：00〜17：30

■

視察メンバー
学校法人福田学園

松崎

英明

学校法人福田学園

高橋

泰子

神戸親和女子大学

中植

正剛

株式会社 IP イノベーションズ

栗原

良太

株式会社 IP イノベーションズ

大戸

寛

株式会社 IP イノベーションズ

野田

庸男

写真 6-3 情報教育研究センター長

濱谷教授による情報ネットワークの説明
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6.2
■

視察先
武庫川女子大学

〒663-8179 兵庫県西宮市池開町 6-26

写真 6-4 武庫川女子大学

中央キャンパス①

写真 6-5 武庫川女子大学

中央キャンパス②
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6.3

視察概要

兵庫県西宮市池開町に本部を置く、学生数 1 万人を数える日本最大の女子大学である武庫
川女子大学では、キャンパスネットワークの構築やパソコン通信をはじめとするネットワ
ーク環境の利用の推進を、平成 3 年度から積極的に行っている。キャンパスネットワーク
を利用した情報教育を導入することにより、パソコンや通信に対する学生の基本的な情報
リテラシーが向上している。
学生は、学内に設置してあるパソコンまたは個人所有のパソコンから授業の履修登録や学
内の情報入手などを行うことができる。下図は、MUSES という学内の教育支援システムへ
のログイン画面である（図 6-1 参照）。

図 6-1

MUSES ログイン画面

キャンパスネットワークの導入に平行して、教室のマルチメディア化も積極的に進めてお
り、武庫川女子大学の海外分校と遠隔授業教室を使った各種報告会を通して遠隔教育を効
果的に行っている。次の写真 6-6 は分校との遠隔教育に使用する教室の写真である。学生が
どの位置にいても分校と国内の映像が確認できるように、スクリーンやビデオカメラを室
内の各所に設置している。写真の中央に見えるスクリーンには、国内と海外分校の発表者
が同時に映し出せるように、スクリーンを 2 つ並べて設置している。
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写真 6-6 遠隔教育教室

武庫川女子大学東館にある「Information Square」では、学生への連絡事項や各学部から
の伝達事項を掲載して、学生との情報伝達に努めている（写真 6-7 参照）。

写真 6-7 Information Square
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武庫川女子大学では、
遠隔教育の一手段である e ラーニングの導入を積極的に進めており、
学部によっては e ラーニングによる教育成果を上げている。武庫川女子大学薬学部では 5
年間の教材開発実績から生まれた e ラーニングを効果的に授業に取り入れている。たとえ
ば、服薬指導に関する対応学習において、実習前のトレーニングに e ラーニングを使用し
ている（写真 6-8 参照）。これにより、実習時に先生が多くの生徒に繰り返し同じことを伝
達する手間が省けるほか、実際に病院に行って実習を行う前に e ラーニングで学習してお
くことにより、予備知識が得られるので実習がスムーズに行われるという効果もある。
服薬指導の e ラーニングでは、写真 6-8 に示される画面を使って学習を行う。画面の中央に
患者との対応の様子のビデオが表示され、画面左にはどのような状況で患者と接するかを
選べるメニューがある。たとえば、患者の病室に入る場合の「入室と挨拶」の仕方や、患
者と話をするときの「視線の位置」などが画面左の選択項目としてある。
画面の右側には、服薬指導の項目が表示されている。ビデオ画面の下には、患者に服薬指
導をするときの注意点が表示される。
服薬指導の e ラーニング以外にも、薬学部では薬物の最適投与の計画に関する実習に e ラ
ーニングを導入している。この e ラーニングにより、患者の薬物の血中濃度の状態と最適
化した薬物の投与量、投与間隔などの解析を行うことができる。写真 6-9 は薬物の血中濃度
と投与計画を解析するソフトの画面である。

写真 6-8 服薬指導の e ラーニング画面
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写真 6-9 解析ソフト①

システムの操作ガイドに従って、写真 6-10 の画面に表示されるインタフェースに患者に関
する情報を入力する。必要な情報を入力後、15 分で解析結果が得られる。

写真 6-10 解析ソフト②
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6.4

視察内容

6.4.1

武庫川女子大学のキャンパス

武庫川女子大学は、兵庫県西宮市に以下の 3 つのキャンパスを持つ女子大である。武庫川
女子大学の中央キャンパスは阪神電鉄本線「鳴尾駅」から 7 分のところにある。各キャン
パスの位置関係は、図 6-2 に示すとおりである。
中央キャンパス
浜甲子園キャンパス（薬学部）
上甲子園キャンパス
http://www.mukogawa-u.ac.jp/%7Ekouhou/gakuin/access.htm

図 6-2 アクセスマップ

武庫川女子大学のキャンパスは、上記以外に米国ワシントン州のスポケーン市に
「Mukogawa Fort Wright Institute」というアメリカ分校を持っており、国際交流とコミ
ュニケーション技術の向上に力を入れている（写真 6-11 参照）。アメリカ分校とは、後述
の遠隔授業教室を使用して、お互いの学生のプレゼンテーションと議論などを通して英語
によるコミュニケーション技術の向上を行っている。
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写真 6-11

Mukogawa Fort Wright Institute

武庫川女子大学と大学院には、次の学部があり、教育を通して知性、豊かな感性、他者へ
の思いやりを持つ女性を育成することを教育理念にしている。
大学
文学部
音楽部
生活環境学部
薬学部
大学院
文学研究科
生活環境研究科
薬学研究科
臨床教育学研究科

臨床薬学教育センター
臨床薬学教育センターでは、医療現場を再現した実践的な研修施設を使った
実習により、薬剤師業務を体験できる。
調剤室＆模擬薬局（写真 6-12、6-13 参照）
医薬品情報室
モデル病室
製剤室（写真 6-14 参照）
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6.4.2

公開講座

武庫川女子大学では、大学でどのような研究や教育を実施しているかをオープンにするた
めに、一般の人を対象にした公開講座を無料で実施している。公開講座は、土曜日を中心
にして、各種シンポジュウムやセミナーが開催されている。以下の項目は、公開講座で実
施されている講座内容の一例である。これらの例から非常に幅のひろい内容の講座が実施
されていることが伺える。
非行少年とどう向き合うか
子どもの成長を親が育てる
言語文化セミナー
ストレスと精神疾患
関西文化の知と美の探究
食文化と関西
板木と近世出版文化
学校における不登校支援のコラボレーション
学校における危機対応の理論と実際

6.4.3

オープンカレッジ

武庫川女子大学では、生涯にわたって学習ができる社会の構築を目指して、男女を問わず
受講できるオープンカレッジを提供している。オープンカレッジの各コースは、上甲子園
キャンパスで、春学期と秋学期、冬学期の 3 期にわたり開講されていて、どの学期からで
も受講可能である。申し込みは電話で行い、定員に達し次第締め切る方法を取っている。
また、受講申し込みと同時にオープンカレッジの会員になる必要があるが、会費は登録料
を含めて 3 年分で 3000 円と非常に安く設定されている。
受講料はコースにより 9000 円から 15000 円の差がある。開催回数もコースにより 6 回か
ら 10 回と異なる。
武庫川女子大学で開催しているオープンカレッジのコースは、非常に興味深いものが多い。
以下の表にコース名と提供されているコース内容の一部を記述する。
コース名
国文学コース

コース内容
万葉集を読む
源氏物語
司馬遼太郎の小説を読む
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サタケさんの日本語講座
俳句のよろこび

人間学コース

心理学ア・ラ・カルト
心のともしび『歎異抄』を読む
聖書を通して「生きること」を学ぶ
家庭の心理学

芸術コース

合唱への誘い
淡彩−花のスケッチ
水彩画を楽しむ
パステル画を楽しむ
デッサンを楽しむ

外国語コース

英語再入門（初級）
英語でコミュニケーション
Enjoy English
中国語初級

生活文化コース

豊かな食文化伝承のために

健康学コース

こころの健康
GYROKINESIS（ジャイロキネシス）〜アメリカ流ヨガ
太極拳に学ぶ

表 6-1 オープンカレッジのコース

6.4.4

MWU-net による情報教育

MWU-net は、キャンパスライフを支えるキャンパスネットワークである。１万人の学生と
教職員を結ぶ MWU-net の管理・運営は、情報教育研究センターによって行われている。
学生がネットワーク上のさまざまなサービスを受けられるようすべての学生に対して
MWU-net を利用するためのアカウントが交付されている。また、学術ネットと商用ネット
の両方（マルチプラットフォーム）からインターネットに接続しているので、世界規模で
の情報交流・情報発信ができ有効に活用されている。
以下の図は、MWU-net キャンパスネットワークのイメージを示したものである。
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図 6-4 MWU-net キャンパスネットワーク

キャンパスネットワークの構築やパソコン通信を始めとするネットワーク環境の利用に関
しては、平成 3 年度から行われている。
■MWU-net 導入の目的
MWU-net 導入は当初、ノートパソコンを使用して機器操作への習熟、文書処理技法の習得、
表計算ソフトによるデータ処理の理解など基礎的情報教育の充実をするために行われた。
また、ネットワーク利用の習熟という目的もあった。
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6.4.5

MWU-net が提供する環境と機能

MWU-net キャンパスネットワークは、次の環境や機能を提供している。
マルチメディア館コンピュータ実習室（Computing Lab）
オープンフロア（Open Floor）
サービスカウンタ（Information Desk）
連携・遠隔授業機能（Combined or Remote Class System）
パソコン利用予約システム（Computer Reservation System）
オンデマンドプリントシステム（On Demand Printing System）
レポーティングシステム（Network Delivering and Collection System）
多様なインフォメーション（Information System）
出欠確認システム

次に、MWU-net キャンパスネットワークが提供している機能環境について、説明する。

■マルチメディア館コンピュータ実習室（Computing Lab）
授業の形態に左右されず、快適な授業を行うために開発された実習室で、各実習室を結ぶ
連携・遠隔授業機能をはじめ、Web やビデオ、DVD の投影も写真 6-12 の操作デスクで簡
単に操作できる。
マルチメディア操作デスク（Multimedia Console）
マルチメディアの操作がこの操作デスクから可能である。
コンピュータ収納可能デスク（Student's Desks）
パソコンの収納が可能な上、実習環境にふさわしい 21 世紀型デザインの机を
配置している。
バリアフリー（Barrier Free Building）
車いす対応の机を設置している。また、実習室のすべての扉はスムーズに、
優しく開閉する工夫がされている。
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写真 6-12 マルチメディア操作デスク

■オープンフロア（Open Floor）
オープンフロアは、自主学習専用スペースとして、センターオープン時間中は常に開放さ
れている。

■サービスカウンタ（Information Desk）
サービスカウンタは、学生の「各種質問や問い合わせ」の窓口としてオープンフロアに設
置されている。丁寧で的確なアドバイスを行っているということである。

■連携・遠隔授業機能（Combined or Remote Class System）
遠隔授業機能は、隣接または同建物内に限らず、海外とも結べる機能を備えている。写真
6-13 は、米国ワシントン州のスポケーン市にある武庫川女子大学の分校「Mukogawa Fort
Wright Institute」との遠隔授業に使用する教室である。
武庫川女子大学と Mukogawa Fort Wright Institute のそれぞれの遠隔授業教室で、発表者
は写真 6-14 のテープルでプレゼンテーションを行う。発表者のプレゼンテーションの様子
は、室内に設けられたカメラで撮影され、それぞれの遠隔授業教室のスクリーンに映し出
される仕組みになっている。
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写真 6-13 遠隔授業教室

写真 6-14 発表者のテーブル

室内には、写真 6-15 に見られるビデオカメラが設置されていて、発表者の様子が室内の前
後にあるスクリーンそして参加者の前のモニターに映し出され、学生がどの位置にいても
国内と分校の映像を確認できるようになっている。
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写真 6-15 遠隔授業教室のビデオカメラ

■パソコン利用予約システム（Computer Reservation System）
事前に自主学習のためのパソコンの予約ができるシステムを導入している。スムーズにス
ケジュールが組め、学習の能率も上がり学生の学習意欲を維持できる。

■オンデマンドプリントシステム（On Demand Printing System）
マルチメディア館内の実習室・オープンフロアのプリンタすべてをネットワークで接続し
ている。パソコンから印刷の指示をしておけば、どの実習室のプリンタからでもプリント
アウトができます。

■レポーティングシステム（Network Delivering and Collection System）
レポーティングシステムは、情報教育関連科目を中心に課題の配布や提出をすべてコンピ
ュータで行うシステムである。パソコンはすべてネットワークで結ばれ、コンピュータサ
ーバには「個人専用」「Get（教材配布用）」「Put（課題提出用）」といった 3 つのフォ
ルダを備えている。
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■多様なインフォメーション（Information System）
マルチメディア館内の随所にキャンパスの最新情報を提供している電子掲示板（写真 6-16
参照）がある。中でも、オープンフロアのものは、入室の際に、M.I.C.（Mukogawa IC カ
ード）の情報を参照し、一人ひとりにあった情報を届けることができる。また、各実習室
には LCD（液晶ディスプレイ）が設置されていて、実習室の使用状況を知らせしている。
また、学生アルバイト情報の掲示板を Web サイト上に設けることにより、学生はパソコン
または携帯電話からアルバイトの求人情報をチェックすることが可能である。

写真 6-16 最新情報表示電子掲示板

■出欠確認システム
授業の出席は、非接触型のカードリーダを使ってすべての学生が持っている IC カード学生
証から情報を読み取り、教育支援システム MUSES（Mukogawa Women's University System
for Educational Support）が管理している授業情報とカードリーダで読み取った学生情報を
照合し出欠を確認できる。出欠情報を自動的に記録して試験受験資格をシステムで判断す
る。現在携帯による出欠確認を行うことを検討中ということである。
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6.4.6

浜甲子園キャンパス（薬学部）

武庫川女子大学の薬学部がある浜甲子園キャンパスは、阪神電鉄本線の鳴尾駅から南に徒
歩で 15 分のところにある。薬学部は次の学科を提供している。
健康生命薬学科（4 年制）
薬学科（6 年制）

(1)

健康生命薬学科

健康生命薬科学科は、薬剤師資格を必要としない薬に関する多様な分野で活躍する薬のサ
イエンティストを育成することを目的として新設された 4 年制の学科である。4 年間の学部
教育によって大学卒の資格（学士）が得られる。
卒業後学生は、薬剤師資格を必要としない薬に関するさまざまな職を目指したり、大学院
に進んで研究者や技術者を目指したり、理科の教員を目指したりする学生のためのいろい
ろな進路が用意されている。

(2)

薬学科

薬学科は、薬剤師養成教育に関する薬学部の歴史と伝統を受け継いで、臨床に係わる高い
実践的能力を備えた薬剤師を養成することを主な目的とする 6 年制の学科である。6 年間の
学部教育によって大学卒の資格（学士）が得られる。
卒業後学生は、薬剤師国家試験に合格して薬剤師資格を取得して、主に医療関連分野で活
躍する。

■薬学部の施設
浜甲子園キャンパスは、学生が薬学を学び研究するための環境を提供しているキャンパス
である。 実験や研究設備はもちろん、図書館、講堂などの施設も充実している。また、食
堂や 談話室、テニスコートなどが快適な学生生活を支えている。
病院と同等の施設を持つ臨床薬学教育センターや薬剤館、実験動物センター、放射化学館
なども併設されている。図 6-3 は浜甲子園キャンパスの全景をイメージ的に表現したもので、
キャンパス内には次の施設がある。
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研究管理棟
研究室
図書館
薬学分館
談話室
講義棟
薬用植物園

図 6-3 浜甲子園キャンパス（薬学部）

臨床薬学教育センター
臨床薬学教育センターでは、医療現場を再現した実践的な研修施設を使った
実習により、薬剤師業務を体験できる。
調剤室＆模擬薬局（写真 6-17、6-18 参照）
医薬品情報室
モデル病室
製剤室（写真 6-19 参照）
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写真 6-17 調剤室

写真 6-18 模擬薬局
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写真 6-19 製剤室
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6.5

遠隔教育

遠隔教育は、「地理的に分散配置されている学習者に対して通信・放送メディアを使って
教授・学習活動を行うこと」（「インターネット辞典」江崎 浩 2002）と定義されている。
遠隔教育（Distant Learning）は、もともとアメリカやヨーロッパなどで遠隔地の学習者
に対して行われた教育手段である。現在では、自宅から学校までの距離が遠い学習者に対
して、インターネットを使用して教育の支援を行う場合がある。「インターネット辞典」
の定義によると、インターネットを使用した e ラーニング教育も含まれ、広い意味では国
内の通信教育も遠隔教育に入る。
ここでは武庫川女子大学における、遠隔教育のひとつである e ラーニングへの取り組みの
現状と今後の方向性について報告する。

6.5.1

武庫川女子大学の e ラーニングの現状

全学的に e ラーニングに取り組んでいるが、まだ部分的な対応である。e ラーニングに関し
ては、ここ数年で利用方法が多様化している。教材や講義内容を単に電子化しても学習効
果は上がらないと情報教育研究センターでは考えている。e ラーニングを使った形態が現在
の形になるのに 5 年かかっている。情報教育の一環として、教育の e ラーニング化や教育
資料の電子化などを行いマルチメディア化を進めているが、「これらの成果がでるまでに
は、時間がかかる」（武庫川女子大学情報教育研究センター長 濱谷教授）と考えている。

写真 6-20 e ラーニングの現状（武庫川女子大学情報教育研究センター長

濱谷教授）
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e ラーニング化に関しては、大学の各部がそれぞれの状況に合った方法で導入を検討する形
にして、定型の方法で e ラーニング化を行っているわけではない。e ラーニングコンテンツ
の閲覧は、セキュリティや著作権の問題などがあり、学内での利用に制限している。e ラー
ニング化した場合の授業対効果は、学生の自習などにより学生のレベルの底上げ効果とい
うことになる。学習内容に対する理解や意欲が不足している学生に対しては、e ラーニング
に委ねるというよりも、対面での指導が重要になるという（濱谷教授）。
e ラーニングのプロセスで多く利用されているのは、学生からのレポーティングや小テスト
で、授業の VoD（ビデオオンデマンド）の利用はあまり行われていない。
e ラーニング化の導入においては、大学によりその方法が異なり、大学の方針としてトップ
ダウンで行うところもある。しかし、武庫川女子大学では e ラーニング化を進める上で、
いくつか考慮している点がある。
先生のプライドを大事にする。押し付けをしない
e ラーニングを知らない先生のほうが e ラーニングに入りやすい
教室の多くをマルチメディア対応にすることにより、機械やシステムへのア
レルギーを減らす
マルチメディア機器の操作はタッチパネルで簡単にできるようにする
先生を中心に操作パネルの作成を行う
実際に現場で導入する前にテストシステムを動かして、問題点をクリアーに
する
開発者はハイエンドの e ラーニングを念頭においているが、現場ではそこま
でのハイエンドのものを要求していない

武庫川女子大学の食物栄養学科では、組織的に e ラーニング化に取り組んでいる。食物栄養
学科は管理栄養士資格取得を目指しているため、管理栄養士に関連する科目はすべて過去 2
年間でコンテンツ化している。また、授業を記録して復習に利用している。食物栄養学科
では、学生に卒業後のケアーとして、母校の e ラーニングコンテンツを利用できる環境を
提供している。これは、学生が卒業後に現場でいろいろな問題に直面したときに、母校の e
ラーニングコンテンツにアクセスできる環境が今後必要であるという観点に立っている。
動画を e ラーニングに取り込む時点から先生方の e ラーニング化対応が難しくなるので、
その敷居を下げるために外部業者とツールの開発に取り組んだという。健康スポーツの利
用を念頭において開発したツール機能のひとつに、動きのあるものの軌跡を表示するもの
がある。文学部の書道の先生がこの軌跡を表示する機能を使って筆使いの説明を学生に行
うなどツール機能の有効利用がされている。
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e ラーニング化したコンテンツを効果的に運用するために、市販の CMS（Content
Management System）を武庫川女子大学用にカスタマイズしたシステムを使用している。
大学の教育の e ラーニング化が外部への広報としてまたは学生の募集に対して、どのよう
な効果があるか大学側ではまだ把握していないが、現時点では宣伝効果はないのではと考
えている。しかし、e ラーニング化に対して学生がどのように考えているか把握しておく必
要があると大学では考えている。
e ラーニング化においては、コンテンツの著作権の問題が残ると情報教育研究センターでは
考えている。e ラーニング化した教材の著作権もそうであるが、e ラーニング化する際に使
用する素材の著作権に対しても注意を払う必要がある。著作権への意識は「個人情報保護
法」が施行された後に高くなり、学内での展開もスムーズになったということである。

6.5.2

e ラーニングを使用した薬学部の実習教育

薬学部では、
教育における効率化と省力化のために e ラーニングを積極的に導入している。
薬学部のコンテンツのサーバは、大学のネットワークのサーバとは別のものを使用してお
り、コンテンツへのアクセスは薬学部に限定されている。武庫川女子大学薬学部での 5 年
間の教材開発実績から生まれた e ラーニング教育について報告する。

■

TDM 解析システム

TDM（Therapeutic Drug Monitoring）解析システムは、薬物の血中濃度を基に薬物の投
与量や投与間隔を解析するために武庫川女子大で開発した「TDM 解析システム」である。
このシステムは外部の人でもアクセスして薬物の解析を行うことができる。TDM 解析ソフ
トの e ラーニングは、音声を聞きながらパソコンの画面に表示される操作指示に従って、
ある特定の薬物の投与の手順が指示される。必要な数値を操作中に入力したり、操作中に
指示をストップしたりすることができる。
この TMD 実習の e ラーニングは、書籍『PEDA による TDM の実際』（じほう 2001 年）
（写真 6-21 参照）の巻末の CD の中に収められており、書籍を見ずに e ラーニング画面の
指示に従って行うために開発された教材である。特定の薬物の血中濃度や最適な投与量、
投与間隔などを計算するのが難しいが、このシステムを使用することによりそれらの計算
が可能になる。
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写真 6-21 『PEDA による TDM の実際』（じほう

2001 年）

写真 6-22 TMD 実習の操作説明

「多人数に対して、同じことを説明するよりもこの種の e ラーニングを使用したほうが効
率がよい」（武庫川女子大学薬学部教授

松山教授）とのことである。IT 技術のひとつで

ある e ラーニングと従来の対面教育を組み合わせることにより、TDM 教育をより堅固なも
のにしている。
e ラーニングを開発する際、コンテンツの文章は大学で作成し、ビデオの作成はプロが対応
したとのことである。e ラーニング画面の構成としては、操作手順などを文書で表示して、
操作そのものはビデオで表示している。
必要な数値の入力などの操作完了後、15 分ほどで解析ができる。この解析システムは近隣
の病院にもオープンしていて、「全国の薬剤師が使用できるようになると、薬の投与レベ
ルが向上する」（武庫川女子大学薬学部教授
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写真 6-23 TDM 解析ソフト

武庫川女子大学では、9 年前から薬剤師を対象にした社会人大学院を開設し、その実習にお
いて MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）用の抗菌薬であるバンコマイシンの TDM
教育を行っている。武庫川女子大学が開発した Windows 用のコンピュータソフト PEDA
を使用して最適投与計画作成の実習を行っていたが、その後近隣の中小病院の薬剤師にも
対象を広げた TDM 教育を行っている。TDM ソフトを使用すると次の 16 種の薬物の解析
が可能である。
ジゴキシン

トブラマイシン

フェニトイン

リドカイン

リチウム

ゲンタマイシン

バルプロ酸

バンコマイシン

アミカシン

ジベカシン

カルバマゼピン

アルベカシン

テオフィリン

テイコプラニン

トブラマイシン
フェノバルビタール
表 6-2 解析可能な薬物

TDM ソフトは、書籍『PEDA による TDM の実際』（じほう 2001 年）の巻末の CD の
中に収められた PEDA プログラムをインストールすることにより利用可能となる。インス
トール後、音声付 TDM ガイドソフトを立ち上げると同時に解析用の PEDA ソフトを立ち
上げ、パソコン上にそれぞれ 2 画面を表示した状態で解析を行う。自分が解析したい薬物
の血中濃度に関して、TDM ガイドの音声を聞きながら、TDM ガイドのステップに従い必
要なデータを入力する。
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写真 24 TDM ソフトと PEDA ソフトの画面

解析用ソフトによる解析結果として次の図に示すように、現在の血中濃度の状態と、最適
化した投与量、投与間隔での予想血中濃度の推移が得られる。この予想血中濃度の推移か
ら医師に対して当該薬物の投与量、投与間隔の変更を検討してもらう資料となるという。

図 6-5 推奨投与量、投与間隔での予想血中薬物濃度推移
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従来は実習で測定したバンコマイシンの血中濃度解析をコンピュータで行う際には、担当
の助手が必ずサポートする必要があったが、上記で紹介した音声付 TDM ガイドソフトと解
析用の PEDA ソフトを導入することにより学生が独力で解析を実施できるようになってい
る。この点から、薬学部での授業に対する効果が向上したとともに、TDM に対するハード
ルが少し下がったとも言える。現在、薬学部の実習の占める割合はきわめて大きいが、全
国的に TDM を教えられる教員は数が限られているという。この問題点を解消するためにも、
e ラーニング教材を使用した教育が重要な位置を占めることになる。

写真 6-25 e ラーニングによる TDM 教育

■

TDM 実習

ここでは、武庫川女子大学の薬学部で行われている TDM 実習について報告する。TDM 実
習は次の手順で写真 6-26 の測定機器を使って行われる。
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写真 6-26 TDM 測定器

(1)

手袋の装着
検体測定では患者血清からの感染を防ぐために必ず手袋を着用し操作を行う。

(2)

カローセルにカートリッジ・キュベットセット
カローセルにカートリッジとキュベットをセットしサンプルを注入する。

写真 6-27 カローセル
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(3)

カローセル、測定試薬を TDX 内にセット
カローセルをロックし、測定試薬とともに TDX 内にセットする。

写真 6-28 カローセル、測定試薬を TDX 内にセット

(4)

流路洗浄
パネルの[PRIME]を押し、流路の洗浄を３回程度行う。
[PRIME]

写真 6-29 流路洗浄

e ラーニング教材開発及び遠隔教育のプログラム開発

425

「ＩＤ手法を用いたリハビリテーションの e ラーニング教材開発および遠隔教育のプログラム開発」プロジェクト

(5)

測定開始
TDX の前面上部にある[RUN]を押して測定を開始する。測定試薬のバーコー
ドから自動的にアルベカシンの測定を開始する。バーコードがないものは取
説にしたがいタッチパネルを操作する。
[RUN]

写真 6-30 TDX パネル

(6)

TDM 解析
約 15 分で測定が終了する。サンプルと同時にコントロールの測定も行い、測
定結果の信頼性を確認する。その測定結果の解析を TDM 解析ソフト「PEDA」
を用いて行う。解析には血中濃度測定結果以外に患者の基礎データ（体重、
年齢、腎機能など）
、投与量、採血時間、点滴時間等の入力が必要となる。
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写真 6-31 結果および基礎データの入力

(7)

TDM 解析結果
PEDA での解析結果が得られる。投与開始から採血を含めた現在までの血中
濃度シミュレーションカーブと、新たな投与設計後のシミュレーションカー
ブを作成し、 薬剤師からのコメントを加えて医師へフィードバックする。

図 6-6 シミュレーションカーブ
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■

患者への対応 e ラーニング

e ラーニングを使用して患者さんへの、服薬指導学習（薬剤管理指導学習）を行っている。
服薬指導学習の e ラーニングでは、ロールプレーイングなどを通して、倫理やマナーなど
も教育しようという狙いがある。
e ラーニングに収録されている患者への対応の動画は、全体で 20 分ほどであり、学生は e
ラーニングで患者さんへの対応を学習後に、実際に学生間でロールプレーイングを行う。
このコンテンツで学習していると、実習で病院を訪問するときに予備知識として役立つと
いう。

写真 6-32 服薬指導学習の e ラーニング

心筋梗塞後の薬物療法指導
写真 6-32 は、心筋梗塞後の薬物療法を指導している e ラーニングである。ニ
トログリセリンの貼り薬を心臓の上に貼れと患者が言われていて、貼り続け
ていたがかゆくなり捨てていた患者さんに使用方法を指導して、心臓以外の
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場所でも大丈夫だということが、e ラーニングの学習を通して学べる。

■

患者対応法を模擬実習

武庫川女子大学の薬学部では、e ラーニングで実習の内容を学んだ後、基本的な患者対応法
などの模擬実習が行われる。実習においては、それぞれの状況や実際の環境にあった形で
現場の設定が行われていて、学生は e ラーニングで学んだ内容を設定された現場に近い環
境を使って、模擬実習を行う。
服薬指導実習
薬剤師が病室で行う患者対応の基本を e ラーニングで学習した後、同じ内容
を実際に学生同士でロールプレーイング形式で実習を行う。学生同士のロー
ルプレーイング実習を通して、患者に接するときの倫理やマナーなども学ぶ
ことを狙いとしている。ロールプレーイングを実習している学生以外の学生
は、実習の評価を行う。
実習後に記録した服薬指導内容についてパワーポイントを使って班ごとに発
表会を実施し、学生同士で発表の内容を採点し発表会を締めくくる。

製剤室実習
製剤室実習では、坐薬や制癌剤使用時の口腔内アフターに対する AD フィル
ム（局所麻酔薬含有口腔内付着フィルム）など特殊製剤と点眼剤を無菌調製
している（写真 6-33 参照）
。薬剤師が病院内で独自の業務を展開するのは、
特殊製剤であるという認識に立って行う実習である。
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写真 6-33 製剤室

調剤室実習
写真 6-34、6-35 は学生が薬の調合を体験できる調剤室である。平成 9 年 4 月
からの改正薬剤師法により、調剤の概念が変わり、従来の調剤行為や薬剤の
適正使用のための情報付与が義務規定として織り込まれている。このため、
武庫川女子大学薬学部では、薬剤師法の改正に対応するため調剤室も情報調
剤を念頭に置いて設計している。つまり、薬品棚に薬品の効果、効能、注意
点、そして薬の科学構造式を記述している。
薬剤師が薬品の化学構造式を確認することにより、薬品間の相互作用からく
る副作用などを排除することが可能となる。
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写真 6-34 調剤室①

写真 6-35 調剤室②

計量調剤では、集塵機付きの調剤台や全自動分封機を使って実際の薬局と同
じに正確かつスピーディーな調剤ができる。
写真 6-36 に見られる調剤棚には、
実際と同じように薬剤が置かれている。調剤用の薬は実際の薬剤の表と裏を
デジカメで取ったものを厚紙に貼り付けたものを使用している（写真 6-37 参
照）
。この方法によりモルヒネなどの規制薬も安全に調剤実習ができるとのこ
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とである。

写真 6-36 薬の調剤棚

写真 6-37 模擬薬

調剤室の隣には、病院と同じように患者の待合室を設けて、より現場に近い
環境を学生の実習に提供している（写真 6-38 参照）
。
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写真 6-38 調剤室前の待合室
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6.6

武庫川女子大学の e ラーニングの今後

すでに見たように、武庫川女子大学の薬学部では、実習を中心に e ラーニングを導入して
いる。講義に関しては、黒板を使用した対面式の授業を中心に実施している。講義に e ラ
ーニングを取り入れていない理由として、薬学部の担当教授は以下の点を指摘している。
スライドを見て理解した気になり、スライドの内容が学生の頭に残らない
学生は先生が黒版に書いた内容を書き取ることにより内容を理解する

現在、武庫川女子大学では、教育に対して講義と e ラーニングという 2 つの方法を使用し
ているが、その背景には、次のことがある。技術は 2 年で変わるため、e ラーニング化して
も 2 年後に更新する必要がある。しかし、実習の基本的な部分は変化しないので、e ラーニ
ング化して繰り返し使用できる。また、e ラーニングは映像を効果的に使用できるので、操
作や動きが要求される実習では効果がある。
薬学部では、e ラーニングですべて学習するというスタンスではなく、教材と e ラーニング
の効果的なコンビネーションで学習するほうが効果的な理解につながるという考えを持っ
ている。つまり、操作指示は e ラーニングで行い操作対象の実物をコンピュータの前で指
示に従い操作することにより、操作対象の取り扱い方を学ぶという方法である。
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7

まとめ

リハビリテーション分野の養成では、以下の 3 つの課題がある。
①

学生は、これまでに聞き慣れない膨大な医学用語の理解と使用に多大な時間を
要する。

②

社会経験の少ない学生にとって、実習を経験するまでは医療・福祉機関での理
学療法士・作業療法士および言語聴覚士の具体的な役割がイメージできない。

③

学生は、規定されている臨床実習期間が長期であるため、通学して直接教員か
ら繰り返し指導を受けることが困難。

上記の課題を解決していくために、これまで専門学校ではあまり重要視されていなかった
教育工学からのアプローチが必要不可欠である。すなわち、ｅラーニングでの学習で単位
取得が認可される今日、ｅラーニングという教育手法を導入するためには教育工学の研究
が必須であり、かつ ID 手法を用いて教育内容を分析・設計しなければならない。さらに、
上記の課題にあるように、個人の理解度に応じて繰り返し学習できるようにｅラーニング
コンテンツを開発・実施・評価するときにも ID 手法は有効である。
このプロジェクトでは、リハビリテーション教育の現場において、ID を研究し教育内容の
開発に応用するだけでなく、実際に業者に委託するのではなく、教員自らがｅラーニング
のコンテンツ開発を行なった。その結果、学生がどのように新しい教育方法に反応を示す
のかを検証した。これまでに実施してきた医療教育のやり方と大きく異なっているために、
学生からもさまざまな意見が発せられている。また、分析・開発の段階で、ID 手法の概念
習得から実際の応用まで実際に導入していくのにはかなり苦労した。
本プロジェクトでは、専門学校２校に分かれて、それぞれ各教員が自ら検討を行ない、コ
ンテンツを作成したことは、非常に有意義な結果が得られたと思われる。具体的な教育経
験が少なく、OJT 中心であったリハビリテーション分野の養成校教員が、ID 手法を理解す
ることで、教育内容を「誰に」「何を」「どの程度」習得すべきかを分析し、達成目標を観
察できる表現で指導できるようにレベルアップを図ることができたと思われる。
また、ID 手法について CRI 技法を採用したが、職員や講師のほうからもかなり好意的な意
見が見受けられた。
武庫川女子大学の訪問から、ｅラーニングをいかに効果的に導入するか、かつ運営面にお
いてさまざまな障害をどう乗り越えるかのヒントを見出すことができた。
本報告書では各教員が ID の考え方、分析の仕方、そしてそれをｅラーニングコンテンツに
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仕立てるための手法や計画の仕方等、研究の成果をまとめている。リハビリテーション分
野だけでなく、他の分野の教育にも必ず有用であると確信している。この報告書の中の事
例や手法をぜひ活用して、教育効果を向上する一助としていただきたい。

以上
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