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はじめに
教育学部　奥村晴彦

2006年 4月 1日に三重大学
ム ー ド ル

Moodleが正式に稼働し
てから 2年が経ちました。
おかげさまで大勢の方々に利用していただいていま
す。2007年度末の時点で，コース数約 760，ユーザ数約
6400 を数えました。2006 年度の閲覧ページ数は 2005

年度後期の試験運用期間を含めて 315 万件でしたが，
2007 年度は 349 万件を数えました。短期間でこれだけ
のユーザを獲得できたのは，他大学と比べても大成功の
部類に入るのではないかと思います。
三重大学Moodleは，三重大学の統一アカウントを持
つ教職員・学生であれば，何の登録もなく利用が始めら
れます。教職員のかたは最初からコース作成ができ，学
生は最初からコース利用ができます。しかし，教務シス
テムとは切り離されていますので，教務上の科目とは切
り離して自由にコースを作ることができ，学生も最初の
授業の日からMoodleが利用できます。ゼミや研究室，
研究グループや委員会の連絡用のグループウェアとして
も自由に使えます。
各コースの中は外からは覗くことができないので，ど
のような使い方をされているかは，いろいろな機会に
先生方にお聞きした範囲でしかわかりませんが，講義
資料のアップロード，レポート提出，小テストといった
e-Learning 的な使い方にとどまらず，フォーラム（掲
示板）や

ウ ィ キ

Wiki（だれでも編集できるWebページ）など
のコミュニケーション機能が便利だという声をお聞きし
ています。
フォーラムの利用法も，質問や授業内容についての
ディスカッションにとどまらず，添付ファイルで作品を
コース全員に見てもらって意見を出し合ったり，評価を
付け合ったりすることもできますし（ピアレビュー），
その学期・そのコースの自分の全書き込みを縦断表示し
て，学んだことを振り返るというポートフォリオ的な使
い方もされています。

もしまだ Moodle を利用されていない先生がおられ
ましたら，ぜひアクセスして，統一アカウントのユー
ザ名・パスワードを打ち込んでログインし，ご担当科
目のコースを作成してください。お分かりにならない
ことがありましたら，私または Moodle サポートチー
ムmoodle-support@ml.mie-u.ac.jpまでご質問くださ
い。Moodleの中にも「ご意見箱」というコースを用意
していますので，こちらにもご質問・ご意見をお寄せく
ださい。

Moodleのトップページは，全学の学術的・文化的イ
ベントのアナウンスなどにも使っていただいています。
ここへの掲載依頼も上記メールアドレスまでお寄せくだ
さい。
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第 1章

Moodle入門
教育学部　奥村晴彦

まずログインしよう

三重大学 Moodle のアドレスは http://portal.

mie-u.ac.jp/moodle/ です。ここにアクセスすると，
図 1.1のように左上に「ユーザ名」「パスワード」の入力
欄がありますので，ここに統一アカウントのユーザ名と
パスワードを入れてください。教職員のユーザ名は 8桁
の職員番号，学生のユーザ名は 6～7桁の学籍番号です。
教員のパスワードは，シラバス・成績・教員活動データ
ベース入力などで使うものと同じですが，もしおわかり
にならなければ，総合情報処理センターにおたずねくだ
さい。学生はメールや履修登録用のパスワードと同じ
です。

図 1.1 三重大学 Moodle。http://portal.mie-u.ac.
jp/moodle/にアクセスし，左上に統一アカウントの
ユーザ名・パスワード欄を入力する。教員の統一アカ
ウントは，成績入力などに使うものと同じ。

ログインしたら，まずご自分のプロフィールが正しい
かお確かめください。プロフィールの必須項目が抜け
ている場合はプロフィール設定画面に自動的に飛びま

すが，そうならなかった場合は，画面のどこか（トップ
ページなら一番上）に「あなたは何野何某としてログイ
ンしています」のような文言が出ていますので，何野何
某の部分をクリックして，プロフィールのページに飛ん
でください（図 1.2）。下のほうに自己紹介欄もあります
ので，何か一言書き込んでみてください。写真や似顔絵
（100 × 100 ピクセル程度）も掲載できます。終わった
ら，一番したの［プロフィールを更新する］をクリック
してください。

図 1.2 プロフィールの編集。

コースを作ろう

自分の位置がわからなくなったら，画面左上の「パン
くずリスト」（図 1.3）でMoodleのトップ画面に飛びま
しょう。特に，何かを書き込んだり設定を変更したりし
た場合は，ブラウザの［戻る］は使わないようにしてく
ださい。
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図 1.3 「パンくずリスト」（breadcrumbs）によるナ
ビゲーション。この場合，Moodleをクリックすると
Moodle のトップ画面に，algo07 をクリックすると
コースのトップ画面に飛ぶ。

左側にある「すべてのコース」をクリックします（図
1.4）。

図 1.4 ログイン後の画面は人によって違うが，左側
にある「すべてのコース」をクリック。

「コースカテゴリ」というページに飛びますので，一
番したまでスクロールして，「コースの追加」ボタンを
クリックします（図 1.5）。

図 1.5 一番下の「コースの追加」ボタンをクリック。

コース設定画面（図 1.6）が現れますので，次のよう
に設定します。

図 1.6 コース設定の例。

カテゴリ 学部・学科などをメニューから選びます。教
職員用のグループウェアとして使う場合は「教職員
専用」，練習用なら「その他」でいいでしょう。「そ
の他 /ごみ箱」にすると，管理人が削除します。

名称 科目名（またはゼミ名，グループ名）を入れます。
省略名 他と重ならない省略名を半角英数で入れてくだ
さい。すでに使われている名前を入れると再入力を
求められます。

コース IDナンバー 空欄のままでかまいません。
要約 1行シラバスのような説明を入れてください。
フォーマット 週ごとの授業で使うなら「ウィークリー
フォーマット」にします。掲示板（フォーラム）し
か使わない場合は「ソーシャルフォーマット」，それ
以外は「トピックフォーマット」がいいでしょう。

開講日 ウィークリーフォーマットの場合は，最初の
授業の日を入れます。それ以外は適当でかまいま
せん。

これ以降はほとんど変更する必要がありません。設定
の必要かもしれない項目だけ挙げます：

コース利用 通常は「このコースを学生は利用できま
す」にしておきますが，学生に存在も知られたく
ない教員専用のグループウェアとして使う場合は，
「このコースを学生は利用できません」にしておく
と，学生にはコース名も見えなくなります。この場
合，メンバーはあとで手動で登録します。

登録キー 受講していない学生や他の先生に覗かれたく
ない場合に設定する一種のパスワードです。半角英
数の例えば hoge1234 のようなものを設定します。
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最初の授業のときに学生にコース名と登録キーを教
えてください。最初にコースに入ろうとしたときに
学生（他の先生も）は登録キーを聞かれます。一度
コースに入ったなら，「参加者」として登録され，次
回からは登録キーを聞かれません。

テーマの強制 標準の白いデザインが気に入らないかた
は，ここでデザインテーマを変更できます。

以上で設定は完了です。なお，ここで設定した内容は
いつでも変更できます。
一番下の「変更を保存する」をクリックしたら，コー
スができあがります。

図 1.7 コースのできあがり。これで学生がコースに
1回でも入ると，左上の「参加者」の中に登録され，実
質履修者の名簿ができる。

さきほどの設定を変更するには，左側（管理メニュー）
の「設定」をクリックします。

メーリングリスト代わりに使おう

受講生全員に連絡したいが，メーリングリストは設
定が面倒―――そんなとき，Moodleのコースの「ニュー
スフォーラム」を使いましょう。［ディスカッショント
ピックを追加する］ボタンで書き込みます。「ニュース
フォーラム」への書き込みは，受講生（＋先生）全員に
メールでも届きます。学生は，変更していなければ「学
籍番号@m.mie-u.ac.jp」のアドレスに届きます。これは
https://m.mie-u.ac.jp/で読めるWebメールで，携帯
への転送もできるようになっています。
学生には，統一アカウントで https://m.mie-u.ac.jp/

にログインして，「オプション」→「携帯転送」で携帯
アドレスを登録するように言っておいてください。初期
状態では頭の 256バイトだけ転送されますが，パケット

定額契約ならもっと増やしてもいいでしょう。なお，パ
ソコンからのメールを受け取らない設定にしている学生
は，設定を解除しておかないとMoodleからのメールが
受け取れません。
ちなみに，教員には https://mail.mie-u.ac.jp/でほ
ぼ同じWebメールが提供されています。こちらのメー
ルアドレスは 職員番号@t.mie-u.ac.jp ですが，差出人
アドレス（From:欄）は自由に変更することができます
（これが学生用のWebメールとの大きな違いです）。

新しいフォーラムを作ろう

Moodleの強みは，学生参加型のメニューが豊富なこ
とです。
特に便利なのは，「フォーラム」（掲示板）です。学生
のレポート等をフォーラムに書き込むようにしておけ
ば，先生だけでなく他の学生もコメントを付けることが
できますし，先生が点数を付けたり，仲間の学生が点数
を付けたり（ピアレビュー）することもできます。各学
生や先生は，その学生がそのコースでフォーラムに書き
込んだ全内容を通して見ることができますので，ポート
フォリオとしても活用できます。
上で説明した「ニュースフォーラム」は，コースに自
動的に設置されるフォーラムです。「ニュースフォーラ
ム」に書き込むと必ずメールでも送信されます。通常の
ディスカッションには，メール送信の可否を選べる一般
のフォーラムがいいでしょう。
コースに入って，右上の「編集モードの開始」ボタン
をクリックしてください。図 1.8 のような編集画面に
なります。教員側から提示するものは，「リソースの追
加」，学生が参加するものは「活動の追加」で追加でき
ます。ここでは，週 1の「活動の追加」で，フォーラム
を設置してみましょう。
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図 1.8 「編集モードの開始」で始まる編集画面。週 1
にフォーラムを設置してみる。

「新しいフォーラムを週 1へ追加」という設定画面が
出ますので，少なくともフォーラム名（例えば「自己紹
介」）だけ設定して，一番下の［変更を保存する］ボタン
をクリックしたら完成です。
最初の投稿は［ディスカッショントピックを追加す
る］ボタンで行います。次からの投稿は，既存の投稿に
「返信」することができます。

Webページを作ろう

今度は教員側から講義ノートを学生に公開してみま
しょう。「リソースの追加」から「ウェブページの作成」
を選んで，直接書き込むか，Wordなどで作ったものを
コピー＆ペーストします（図 1.9）。

ファイル置き場を作ろう

講義資料などのファイルを Moodle 内に置いておけ
ば，学生が自由にダウンロードできます。全角文字の
ファイル名でも大丈夫です。授業以外にも，先生方の間
での情報共有に使うと便利です。ただし，ファイル置き
場にファイルをアップロードできるのは，先生の権限を
持つ人に限られます（TAにも権限を与えることができ
ます）。
「リソースの追加」で「ディレクトリの表示」を選び
ます。設定画面が出ますので，名称のところに，例えば
「講義資料」といった名前を書き込んで，一番下の［変
更を保存する］ボタンをクリックします。
最初は「コースにファイルがアップロードされていま
せん」というメッセージが現れます。「ファイルの編集」

図 1.9 ウェブページの作成。「イメージの挿入」ボタ
ンで画像も挿入できる。Internet Explorerや Firefox
ではこのようなワープロソフト風の画面から簡単に書
き込めるが，Safariではタグを手で書き込まなければ
ならない。

→［ファイルのアップロード］ボタンをクリックして，
［選択. . .］でアップロードしたいファイルを選び，［この
ファイルをアップロードする］をクリックします。これ
を繰り返せば，いくつでもファイルをアップロードでき
ます。
フォルダの中にサブフォルダを作ることもできます。
たくさんのファイルをまとめて送ることもできます。
自分のパソコンの中で ZIP 書庫の形に束ねておき，こ
れをアップロードしてから，「展開」をクリックします。
元の ZIP書庫は不要なら削除しておきます。

Moodleの「ディレクトリの表示」で表示されるフォ
ルダは，コースごとに一つしかありません。左側の「管
理」メニューの中にあるフォルダと同じものです。「ディ
レクトリの表示」は単にそのフォルダにリンクしている
だけです。週ごとに違うフォルダを見せたいときは，サ
ブフォルダを作っておいて，そのそれぞれにリンクすれ
ばいいでしょう。

Wordや一太郎や PowerPointなどのアプリケーショ
ンのファイルは，そのアプリケーションを持っていない
学生には開くことができません。なるべく PDFに変換
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してからアップロードしましょう。

レポート提出・採点を Moodleで

他の学生のレポートが見えたほうがいい場合は，上述
のフォーラムが便利です。レポートを直接書き込むこと
もできますし，Word ファイルや PDF ファイルを添付
ファイルとして付けることもできます。
他の学生に見せたくない課題の提出は「活動の追加」
→「課題」で行います。

図 1.10 「課題」その 1

適当に書き込んだら［次へ］をクリックします。　

図 1.11 「課題」その 2

画面を確認して［続ける］をクリックします。　

図 1.12 「課題」その 3

学生に提示される画面が現れます。これでよければ別
の画面に飛んでください。駄目なら［この課題を更新す
る］をクリックしてやり直してください。
学生は，［ファイルを選択］ボタンでファイルを選び，

［このファイルをアップロードする］でアップロードし
ます。
締切後に先生が課題にアクセスし，右上の「○件の提
出課題を確認する」をクリックすると，課題提出状況が
わかります。一番下の「1 ページあたりの提出課題数」
を十分多くし，「クイック評定を有効にする」をチェック
して［設定を保存する］ボタンを押しておけば，より見
やすい画面構成になります。各提出課題をクリックして
確認し，評点を付けます。コメントがあれば書いておけ
ば学生に送られます。全部の採点が終わってから保存し
ようと思っていると，パソコンやネットワークのトラブ
ルで結果が消えてしまうことがあります。ときどき［す
べてのフィードバックを保存する］をクリックして保存
するようにしてください。　

図 1.13 「課題」その 4
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第 2章

Moodleの利用
教育学部　廣岡秀一

はじめに

三重大学に Moodle が導入される以前の廣岡研究室
では、特に、ゼミ活動および共同研究活動を中心に、ML

や BBSを活用した情報交換、さらに、ftpサーバを活用
したファイル共有システムを運用してきた。社会心理学
ゼミという性格上、客観的な専門的情報を共有しつつ
も、個人的な考察を不断に交換できることが、学生の心
理学に対する学習効果を格段に促進していくと期待され
たからである。
こういった認識の基、Windowsサーバを独自に立ち
上げ、上記の機能を活用することによって、学生および
教員が授業時間に拘束されることなく、自由な時間にア
クセスできるインターネットメリットを活かしながらゼ
ミ運営を行ってきた。結果的に、学生間のコミュニケー
ションのみならず、教員・学生間のコミュニケーション
を格段に活性化させ、さらに、そのコミュニケーション
を自動的に記録できることがポートフォリオ的な効果
(内省・記録・教員からのコメント) を生むだけでなく、
ゼミ全体の活動についてのメンバー間のシェアリングを
可能にするグループポートフォリオとし機能を果たうる
ということが、数年にわたる実践経験より実感すること
ができた。
一昨年の 4月より、試験的にMoodle利用を開始し、
昨年の 4月より、三重大学公式Moodleの稼働に伴い、
ゼミ・共同研究のみならず、共通教育、学部専門教育、
大学院教育、教室運営にまで Moodle を活用している
が、かつては膨大な時間と労力を割かなければ実現しな
かった教育の機能が、Moodleのもつ機能をベースに創
造・開発され続けていると言っていい。現時点で存在す

る Moodle のすべての機能を熟知しているわけではな
いが、かつてのようなペーパー・ペンシルを中心とした
学生と教員のコミュニケーションではとうてい実現する
ことができないコミュニケーションがすでに成立してい
る。以下では、廣岡が担当する授業でのMoodleの利用
の仕方について簡単に紹介していく。

1. 一般的な授業での活用例

廣岡が所属する教育心理学教室の学生以外の学生が受
講する授業においても、すべて Moodle を利用してい
る。特に、共通教育や教育学部教職科目等では受講生の
数が比較的多く、授業時に、学生と十分なコミュニケー
ションをとれる環境にないが、授業資料の提供、学生か
らの質問、授業内容に対する学生の考察・感想、それに
対する教員からの全般的なコメントなどを Moodle 上
で行っている。
各授業コースのトップには、その授業のシラバスが提
示されている。このシラバスは、開講当初には受講決定
前に学生に配布されているものと同じものが掲示されて
いるが、授業の進行の度合い、もしくは学生からのリク
エストにより、開講途中で若干の改訂が施されることも
ある。
また、シラバスの下には、教員からのお知らせをポス
トするニュースフォーラム、学生から授業内容に関して
質問するフォーラム、授業時に学生に提示するパワーポ
イントの pdf 版がアップされる講義資料のディレクト
リー表示、学生が自由にコメントや感想を提出できるコ
メントフォーラムが設置されている。



第 2章 Moodleの利用 7

コースは基本的にウイークリーフォーマットになって
おり、下のように、各週の授業資料、学生による授業内
容に対する考察・感想、学生に対する課題などが、それ
ぞれの週に用意されている。
ちなみに、共通教育の心理学では、受講生は 100人を
超えることが少なくない。このような授業の場合、資料
を印刷して配布することには、時間的にも労力的にもか
なり大変なコストをともなうが、本授業担当者は基本的
に、授業の数日前までに Moodle 上に pdf ファイルで
提供するだけにしている。このようにしておけば、予習
や授業時の理解を促進させたい積極的な学生は事前に情
報を入手できるし、たとえ学生が事前に予習をすること
が無くても、リフレクティブに必要に応じて授業資料を
いつでもダウンロードする事ができる。
また、学生による考察・感想は、学生にMoodleに直
接投稿させる場合と、授業時に紙上に自筆させたものを
教員がまとめて pdf化し、Moodle上にアップするとい
う 2 つの方法をとっている。PBL セミナーや専門・大
学院の授業では前者の方法をとっているが、共通教育の
授業では Moodle に直接書き込むことを要求するのは
難しいと判断しているので、後者の方法をとっている場
合が多いが、他の学生がどのような考察や感想を抱いた
のかを Moodle 上で閲覧できることの意義は予想以上
に大きく、授業に対して積極的な学生からは好評を得て
いる。Moodleのようなシステムがなければ、100人を
越す学生の書いたものを 100 人を超す学生が閲覧でき
るようにする事は、現実的に不可能である。しかしなが
ら、わずか 20分程度の pdf化およびアップロードの手
間をかけさえすれば、このような学生相互の教育的影響

過程を実現できる。こういった省労力が実現できること
こそ、Moodleのようなシステムを利用することの象徴
的なメリットと言っていいだろう。

また、教員から出された課題に対するレポートも、
Moodle 上にアップすることによって提出させている。
提出時間等も正確に記録できるし、学生の生活時間帯に
応じたレポートの〆切時間を設定できるなどの利点が
ある。

2. PBLセミナーでの利用

人間の心の働きについて他者とともに「感じ」「考え」
「コミュニケート」を繰り返すことによって、学生自らの
力で問題を解決する術を学ぶ PBL 型授業である。自ら
が問題を感じた人間行動のパターンや心の働きの法則性
について、自分の力で探求してみること、またそれをグ
ループで共有していくことによって、「問題発見力」「問
題解決力」の基礎を養うことを目的としている共通 PBL

セミナーでは、授業時（PBLタイム、自己学習タイム）
のディスカッションが活発に行われることが必須である
が、そのためには、グループ内の情報共有が不可欠であ
り、Moodle利用を受講許可の条件としている。
ウイークリーのリフレクションを可能にするMoodle

の運用に加えて、編成されたグループ内のコミュニケー
ションを可能にする「グループフォーラム」を設置し、
異なる学部のメンバーからなる学生同士の情報交換を促
進している。また、毎回のリフレクションには想像以上
の効果が見られた。このことについては、最終レポート
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の中で学生に書かせた総合リフレクションの中に現れて
いるので、2～3を以下に紹介する。

授業毎にリフレクションや日誌をつける機会
を設けてもらったおかげで、その日の自分を振り
返ることができたし、自分にはもっと出来ること
がある、もっと良くなることができると思えるよ
うになりました。
毎回リフレクションや個人記録などを行って
いたから、今改めて読み返してみて 3ヶ月間の内
容の濃さを感じています。また、はじめのほうは
結構早めに課題提出していたのにだんだん慣れ
てくるにしたがってギリギリにしかしなくなっ
たのを見て、やはり私はマイペースだったんだと
思っています（笑）考察力・コミュニケーション
力・パソコン技術が以前よりも身についたように
思うのでよかったです。
また、Moodleを使って毎回自分が行った活動
について振り返ることが出来たので、自分の反
省点やこれからの課題を考えることができて良
かったです。それは PBL セミナーだけでなく、
これからの生活においても大切なことだと感じ
ました。

3. 教育実地研究での利用

9月、三重県志摩市のある幼・小・中学校で 4日間の
教師見習いをするとともに、4日間の研修の中で、受講
生がグループで立案した授業を実施する授業である。相
手校の都合もあり、日程等、フレキシブルに対応する必
要がある集中授業なので、学生への連絡手段を確保し
ていることが不可欠である。この授業では、授業案を立
案するため、5月から授業のガイダンスがはじまり実質
的活動が開始される。また、授業案を作成するためのグ
ループ活動は、夏休みである 8 月が最も活発に行われ
るので、Moodleが利用できることは必須条件となって
いる。
また、実地研究中にも、数台のパソコンを合宿先に持
ち込み、インターネットに接続し、一日の活動について
のポートフォリオをMoodleに毎日記入させた。
さらに、実地研究から約 1ヶ月経過した時点で、Moo-

dle上に記録された自己のポートフォリオを基に、実地
研究で自分が何を考え、何に取り組み、結果として何を
獲得できたと思うかについてまとめさせることによって
コースリフレクションを促すことができた。
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実地研究においてMoodleが果たした役割は、以下の
ように要約できる。

• 昨年の授業案の資料としての提示
• グループディスカッションの土俵
• 学生からの授業案の提出
• チュータ（大学院生）による学生授業案添削指導
• 活動ポートフォリオ
• 実地研究実施時の日誌
• 最終レポート（コースリフレクション）の提出
• 参加学生の感想の共有
• 実地研究らしいフリーコミュニケーション（教育に
関する議論）の場の提供

• その後のボランタリーな教育活動への提案

4. ゼミでの利用

ゼミでのMoodle利用をリストアップすると、以下の
ようになる。

• 教員からのお知らせ
• 毎週行われるゼミのレジュメアップ
• 学生からの購読する文献のアップ（pdf）
• ゼミ時のディスカッション記録のアップ
• ゼミでのディスカッションに対する学生のリフレク
ションコメント

• コメントを受けた再ディスカッション
• 期末最終レポートの提出（クローズド形式）
• 長期休業中の課題提出

こういった日常的なゼミ活動に加えて、将来のゼミ生
のための「社会心理学 e-learning システム」の構築を
念頭に置いたゼミ活動を展開している。具体的には、２
日に一度の割合で割り当てられたゼミ生当番が自由に
調べてきた社会心理学のトピックを Moodle のフォー
ラム上で紹介し、紹介されたトピックについてゼミ生が
質疑応答などのディスカッションをおこない、その成果
をWiki上にまとめていくというものである。また、こ
れと並行して「社会心理学用語集の作成」も試みられて
いる。

5. 心理学レッスンの試み

対象をゼミ生に限定することなく、心理学の学習を
支援することを目的としたコースを試験的に立ち上げ
ている。特に、心理学の初学者にとって「知っておいた
方がいい知識や技能、考え方、研究例」などを中心に、
e-learningできることを目指している。また、心理学を
少し学習した人がさらにその学習を精緻化していくこと
も目的として、学習者が心理学について学んだことを基
に、問題作成を「レッスン」を利用して作成させている。
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第 3章

Wikiを使った PBL
～自分達のWikipediaを作ろう～

教育学部　中西良文

PBLでは、ある現実的/仮想的問題状況の解決やプロ
ジェクトの完成を通して、学習すべき内容を探求し、学
習を進めていく。その際に学習者はさまざまな専門的知
識にアクセスをする。ときどきその探求が、教員の予期
しなかった深いところまで行われたり、幅広く行われる
ことがある。しかしながら、それらの知識が「統合」さ
れた形で理解されることは難しいようである。
また、グループでの作業において、各メンバーがそれ
ぞれ調べたことをネットワーク上で共有できることは非
常に便利であるが、各メンバーがバラバラに情報をアッ
プしていた場合、後から振り返って情報を検討すること
が非常に困難である。
このような問題を解決するために便利なツール
が Wiki である。Wiki は著名なホームページである
Wikipediaなどでも使われているツールであり、(1)同
じ文書を複数人で編集できる。(2) 文書間にリンクが
（簡単に）貼れる、という優れた特徴がある。
ここでは、シナリオベース PBLとテーマ学習でWiki

を使った例を紹介したい。いずれも、最終的には受講生
グループでの「Wikipedia」のようなものが完成し、そ
の過程で知識の統合ということが行われている。

Wikiの設置

活動の追加から、Wiki を選ぶ。名称と概要さえ入力
すれば使用することができる。

授業におけるWikiの導入

Wiki を使うためには、特殊な書法を学習しないとい
けない。そのために、まず授業の中で、実際に画面を見
せながらWikiの使い方を指導した。その際に簡単な資

料を配布した（資料 1）。また、自由に編集して良い見
本ページを作り、その見本ページでの書法をまねること
で、基本的なWikiの使い方はマスターできるようにし
た。なお、見本用ページには複数のノートを作成し、あ
る 1 枚には 2 つのところからリンクが貼られているも
のを作成し、リンクについて理解できるようにした。
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資料 1：Wikiの使い方の説明に用いた資料
Wikiは、リンクをはることができるノートの
ようなものです。基本的な使い方は簡単です。
まず、作りたいページがあれば、あるページの

「編集」タブをクリックしてください。するとそ
のページが編集できます。次にその編集画面で
作りたいページのタイトルとなる文字を書き込
んで [　] でくくってください。たとえば ほげ
ほげ というページが作りたい場合、[ほげほげ]

といれて、保存をすると、ほげほげ? と表示さ
れ、? をクリックすると、「ほげほげ」というタ
イトルの新しいページができます。
一度作成した文章も後から「編集」で書き直す
ことができます。自分以外の人が作成したペー
ジも編集可能です。
これの使いやすいところは、一度ページを作れ
ば、そのページへのリンクのアドレスをわざわざ
書かずに、そのページのタイトルを [　]でくく
るだけで、リンクが貼られることです。
その他、フォントの変更など、細かい使い方に
ついては、ヘルプをご覧下さい（HTMLタグが
使えるようになっているはずです）。

事例 1：「学習心理学」での PBLにおける
Wiki利用

教育学部コース専門科目である「学習心理学」の授業
では、シナリオベースの PBL を行っているが、そこで
の情報共有・ディスカッションにWikiを利用している。
授業の流れとしては、資料 2 にあるような資料を学
生に提示し、3週分の授業時間をかけて学生が情報を収
集・集約・検討し、資料中に出された課題を検討する。
この情報収集・集約・検討にWikiが用いられる。具体
的には、課題が出された後、各学生が調べてくる分担を
決めるが、その分担を行ったものをWikiにアップする。

資料 2：授業で用いたシナリオ
Aさんは教育学部の大学生です。
A さんは先日教育実習に行きましたが、自分

がこれまで勉強してきたことが現場では使えな
いと感じました。そこで、A さんは実習先の先
生に相談すると、先生は「実際の現場の中で学習
しなさい」というアドバイスをしました。
その後、教育実習が終わり、大学に帰って、大

学の先生にこの話をしました。すると大学の先
生は、「実際の現場の中での学習では、誤った知
識が身につくからかえって良くない」といいま
した。
さて、Aさんが最初にもった疑問のように、学

校場面で学習したことを実生活の現場で使える
ようになるにはどうすれば良いのでしょうか？
また、「現場の中での学習」は望ましいのでしょ
うか、望ましくないのでしょうか。理想的には
A さんはどのような学習をすればよいのでしょ
うか？

このような活動を行っていく過程で、情報がどんどん
蓄積されていくが、これまでの授業の中では、学生が自
発的にリンクによる関連づけの作業を行っている様子が
見られた。そのような活動の結果作り出されたWikiの
ページ例をここに示しておく。
図 1はグループ用Wikiのトップページの最終段階で
のスクリーンショットである。授業の最初の段階では、
調べてきた順に情報が並んでいて雑然としていたが、最
終段階では、項目ごとに整理されている様子が見て取れ
ると思われる。
図 2は最終発表の流れを書いたものであるが、最終発
表のためのまとめにもリンクが貼られ、そこでのまとめ
に書かれている情報の詳細情報に簡単にアクセスできる
ようになっている。そして、ここからリンクが貼ってあ
る情報も、そこからさらに関連する情報にリンクが貼ら
れるなど、全体的に構造化された情報になっている。
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図 1　グループ用Wikiトップページ

図 2　最終発表の流れが書かれたページ

事例 2：「地域人間発達援助」でのテーマ学習
におけるWiki利用

教育学部コース専門科目である「地域人間発達援助」
の授業では、「テレビと子どもの発達」というテーマで受
講生が毎週情報を収集して発表を行い、最後に全体をま
とめたものを発表するというテーマ学習を行っている。
そこでの情報収集・蓄積において、Wikiを使っている。
授業の流れとしては、毎週、受講生の 1 名がレポー
ターとして、文献を探し、紹介をする。そこで発表に用
いるためのレジュメは、Wiki にアップされる。アップ
された情報の一覧は図 3にある通りである。発表を行う
際には、中心的に調べてきた文献を補足するために別の
文献を調べてくることがあるが、それについてもここに
リストアップさせた。また、発表以外に授業に関係ある

テーマに関連する情報をできるだけアップするようイン
ストラクションを行い、そこでアップされた情報もここ
にある。そして、既存の情報同士をつなげるために重要
であると考えられた情報を教員がアップしているものも
含まれている。
このような情報収集・蓄積作業を経て、発表を行うが、
その発表のために受講生が行ったまとめが図 4 である
（まだ、構想段階のものである）。最終発表では、これま
での発表を総合して、発表することを求めているが、現
状でも多くの文献の情報を取り入れてまとめを行ってい
ることが見られると考えられる。

図 3　「地域人間発達援助」における文献情報ページ

図 4　受講生による最終発表のためのまとめページ

Wiki利用によって感じられる効果

現在、上記 2 つの授業で Wiki を取り入れた授業を
行っているが、いくつかの点で効果があったと感じら
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れる。
まず、情報を関連づけられることによる学生の理解の
深化である。授業の中で学習することは、ただそれを覚
えるだけでなく、意味のある関連づけを行うことが、記
憶の保持の意味でも、知識の利用という意味でも重要に
なってくる。そのような活動を web の画面を通して行
うことができ、さらに関連づけたまま保存されること
で、後から情報が関連づけられたまま、その情報にアク
セスすることができる。これによって、事柄の表面的な
記憶ではなく、学習者の深い理解が導かれたように思わ
れる。
次に、学生からは「Wikiは面白い」という発言を複数
得ることができた。一般的に、知識同士を関連づけると
いう活動は、非常に精神的な労力がかかる大変な作業で
あるといえる。そのため、一般的には事柄を覚えても、
それを関連づけて理解するという学習活動はほとんど行
われない。しかし、コンピュータの画面上で調べたこと
がどんどんリンクされていくのはある意味ゲーム感覚に
なるのかもしれない。これによって大変な労力がかかる
作業を楽しく行うことができるといえる。
これらに加えて、これまでの学生の学習の様子を把握
することができる。授業の中で教員はある知識とある知
識は結びつけて覚えて欲しいと考えているところがある
と思われる。しかし、それらが本当に学習者の中で結び
ついているかどうかを可視的に知るすべはなかったと
いえる。しかし、Wiki の場合はリンクによってそれを
知ることができ、教員が学習者の理解状況を把握するこ
とができるといえる。さらに、学習者自身にとってもこ
れまでの学習成果を量の側面だけでなく、質の側面から
も知ることができ、リフレクションに役立たせることが
できる。このようなリフレクションによって、理解が深
まるのはもちろん、自らの学習成果を正確に知ることに
よって動機づけも高まることが期待される。


