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第３章インターネットを活用した社会教育研修プログラムの開発

3.1 インターネットを活用した社会教育研修プログラムの特色

～ＣＤ－ＲＯＭ版「学習プログラムの企画立案」～

本節では、本研究においてＣＤ－ＲＯＭ版の「学習プログラムの企画立案」の研修プロ

グラムソフトを開発した背景や研修プログラム開発の目的、その特色や運用方法、さらに

は今後の研修プログラム開発の計画や目指す方向性について述べる。

（１）インターネットを活用した研修プログラムの背景とニーズ

本研究がインターネットを活用した「学習プログラムの企画立案」に関する研修プログ

ラムを開発するには、その背景としてこれまでに国立教育政策研究所社会教育実践研究セ

ンター（以下、社会教育実践研究センターとする）が取り組んできた講習・講座、研究セ

ミナーの実績と、その過程で浮かび上がってきた研修プログラムに対する実践からのニー

ズがあった。

社会教育実践研究センターは、長年にわたり社会教育関係職員の専門的知識・技術・技

能の向上を目指して各種の講座、研究セミナーを実施してきた。その中でも昭和 63 年度

から実施している「学習プログラム研究セミナー」は、連続５日間を要する研究セミナー

にも関わらず、平成 14 年度は応募者が募集定員を上回り全国から約 80 名が参加した。本

研究セミナーは学習プログラムの企画・立案に関する基礎的知識を習得するための講義と、

４～５人の受講者によりグループ毎に学習プログラムを実際に作成する演習を組み合わせ

て構成される。受講者は５日間の受講を通じて実践に役立つ学習プログラムの企画立案の

知識と技能を習得する。本講座は、その希望者の多さのみを見てもいかに多くの社会教育

関係職員が、学習プログラムの企画立案能力の習得を望んでいるかを表している。

例年の当該講座への受講希望者の多さは、同時にその長期研修に参加できないながらも、

可能であれば同種の講座の受講を希望する潜在的な社会教育関係職員が少なからず存在す

ることを予想させた。社会教育実践研究センターは、平成 15 年６月に北海道や岐阜県の

社会教育関係職員を対象とする研修の場でパイロット調査（サンプル数総計 276）を実施

した。その結果、９割以上の職員がインターネットによる研修プログラムが存在すればそ

の活用を希望すると回答した 1)。本調査の結果は、上記の予想を傍証していると考えられ

る。 
本研究は、そのように社会教育実践研究センターの集合学習型の研修講座への参加希望

者が極めて多く、またパイロット調査においても社会教育関係職員には OJT（on the job 
training）として本務に携わりつつ、受講可能な研修プログラムの利用に高いニーズがあ

る実態を踏まえ、インターネットを活用した研修プログラム開発に取り組んだ。

（２）インターネットを活用した研修プログラム開発の目的

本研究は、地域における社会教育専門職員の職務遂行に不可欠な知識・技術・技能の習

得を目指す、インターネットを活用した研修プログラムソフトを開発し、その学習効果及

び効果的な運用方法を実証的に明らかにすることを目的とした。
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実際の研修プログラムソフトの開発に当たっては、ｅラーニングの利点と問題点を十分

に検討する必要がある。ｅラーニングの主な利点と問題点をまとめると以下のようになる。

まず学習者の側から見た利点としては①地理的制約や時間的制約を克服できる、②個人

の能力や進度に対応した主体的な学習ができる、③低コスト（遠隔地からの交通費・宿泊

費を必要としないなど）で受講できる、④再度学習したいとき学習が可能といった点があ

げられる。指導者の側からみる利点は⑤受講者一人一人の進捗状況が把握できる、⑥指導

者等の通勤時間の負担軽減などがある。さらに学習機会を提供する教育機関側の利点には

⑦教室施設の縮小化ができる、⑧民間への教育のアウトソーシングが容易である、⑨管理・

運営コストが節約できる、⑩関係者への情報公開の手段として活用できる、⑪個別のフォ

ローによる教育効果の向上が狙える、⑫受講者を広域から大量に集められるといった点が

あげられる 2)。本研究は、それらの利点の中でも特に学習者側の①～④の利点や、指導者・

教育機関側の⑤、⑪などの利点に着目し、その実現を図るよう研究開発が進められた。

さらにｅラーニングの問題点を学習者側の視点から見ると①受講者のコンピュータ・リ

テラシーの問題、②勉学意欲がないと継続できないといった問題、③人的交流不足の問題、

④勉学時間の負担の問題、⑤コンピュータ機器のレベル差による問題あるいは機器がない

と学習不可といった問題、⑥個人の適性の問題などがある。指導者や教育機関側から見た

問題点は⑦コンピュータを介した指導力向上を図る研修の必要性、⑧個別指導や講義に要

する時間的負担の増大、⑨きめ細かい学習支援にはそれなりのコストと人的資源が必要、

などがある。

そのようにｅラーニングには利点と共にいくつかの問題点も存在する。本研究では、一

般的に考えられるそうした問題点をできる限り克服するよう研究が進められた。

（３）インターネットを活用した研修プログラム開発の特色～平成 15 年度研究の場合～

平成 15年度のインターネットを活用した研修プログラム開発の特色をまとめると、以下

のような点があげられる。

第１の特色は、今回の研修プログラムソフトの開発が、過去に作成された各種教材や資

料の蓄積を基礎として、その内容の充実を図る方向で進められた点にある。具体的には社

会教育実践研究センターは、これまで上記の集合学習型の講座である「学習プログラム研

究セミナー」などで活用するテキスト教材や各種の基礎資料集など活字媒体の資料を作成

してきた。また VTR ソフト『学習プログラムの立案』など視聴覚教材の作成にも取り組ん

できた。平成 15年度研究における研修プログラム開発は、当該センターのそうした過去の

教材開発の蓄積を踏まえ、そのさらなる発展型として実現した。

第２の特色は、本研究がインターネットを活用した研修プログラム開発によって受講協

力者に在勤・在宅での個別学習を可能としたばかりでなく、現段階で可能な限り教材提供

者（指導者）と受講協力者間、あるいは受講協力者同士のインタラクティブ（双方向）性

に配慮した点があげられる。教材提供者と受講協力者間の双方向性の確保は、メールを介

した受講者とのやりとりによってなされた。具体的には受講協力者がＣＤ－ＲＯＭによる

個別学習の成果として作成した「学習プログラム」を、メールによって社会教育実践研究

センターに送付し、専門調査員がそれを添削して受講者に戻し再度修正した「学習プログ

ラム」（リデザイン）の提出を求めた。このような手法で教材提供者（指導者）と受講協力

者間のやり取りを実現した。
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さらに受講者同士の双方向性を確保するため、北海道の受講協力者には計３回のテレビ

会議システムによるコミュニケーションの場を設定した。参加受講協力者は６名と少ない

ながら、研修期間中に受講者同士がコミュニケーションをとることで個別学習のモチベー

ションの向上を図り、同時にソフトを活用した学習を進める上での留意点について意見交

換を行った。

その他の本研究の特色をまとめると、前述のｅラーニングの問題点との比較で見れば①

学習者側のコンピュータ・リテラシーの問題を克服するため、初心者にも操作可能な操作

画面の作成を試みた。②機器のレベル差の問題を克服するため、ＣＤ－ＲＯＭ版による個

別学習とｅラーニングを併用する運用を行った。さらに今回の試行は③社会教育実践研究

センターの専門調査員が受講協力者の個別指導にあたったため、指導者の研修の必要性の

問題は回避された。また④講義運営に要する時間的負担の問題も、研修期間を約 50日間に

限定することである程度回避された、などがある。なお、ｅラーニングの問題点の中には、

今後本システムを本格的に運用する際にさらなる検討を要する課題もある。それらについ

ては今後の目指す方向性として後述する。

（４）インターネットを活用した研修プログラムの運用方法

本システムの運用は以下のようなプロセスを経て実施された。まず、受講協力者が従来

の集合型研修の場合に連続５日間取り組む分量にほぼ匹敵する学習内容を、ＣＤ－ＲＯＭ

版プログラムソフトを基にインターネットを活用して約１ヶ月間（約 30 日間）の個別学習

に取り組んだ。さらにその期間中に、受講協力者６名がテレビ会議システムによって社会

教育実践研究センターの専門調査員や、受講協力者同士でのコミュニケーションをとる場

を設定した。さらに全受講協力者は、学習期間後半の約 20日間で学習プログラム作成の課

題に取り組み、社会教育実践研究センターにメールで送信し専門調査員による添削指導を

受け、再度修正した課題を提出する学習活動に取り組んだ。

本システムの運用形態は、言うまでもなく試験的なものである。今後の本格運用の際に

は、さらに多様な手法の導入も考えられるだろう。例えばインターネットを活用した個別

学習を支援するために、エル・ネット（教育情報衛星通信ネットワーク）を用いて教室で

の講義を配信するといった「ブレンディング方式」を採用する教材提示もその一つである。

また教材提供者（指導者）と受講者間や受講者間同士のインタラクティブ性をより確保

する運用も重要な課題である。今後はよりインターネットを活用したインタラクティブ性

の確保が期待される。具体的な方法については、今後の方向性として後述する。

（５）今後のインターネットを活用した研修プログラム開発（今後の研究計画の概要）

平成 15 年度の研究では、「学習プログラム企画立案」のテーマを例としてプロトタイプ

としてのＣＤ－ＲＯＭ版ソフト開発とその試験的運用を行った。平成 16 年度以降は、さら

に社会教育計画の立案に関するｅラーニングを活用した研修プログラムのコンテンツ開発

に継続的に取り組む。その運用システムの改善・開発を行う他、開発した運用システムの

試行実験、及びシステムを活用した学習成果の調査などを行うことを予定している。

（６）インターネットを活用した研修プログラム像～今後の方向性について～

上記のように本研究は来年度以降も継続する予定だが、今後の研究開発で目指すインタ
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ーネットを活用した研修プログラム像とはいかなるものであろうか。ここではそのいくつ

かの方向性を指摘する。

以下ではそれを①研修プログラムの形態、②学習者による個別学習機能の向上、③学習

支援・管理機能の強化、④教材作成機能の付加、⑤達成度提示（評価）機能の強化といっ

た側面から検討する。

まず①の研修プログラムの形態は、平成 15年度研究ではＣＤ－ＲＯＭ版を基本とする個

人学習を中心に進められた。今後の研究開発では教材をサーバーに蓄積し、各地の受講協

力者へネット上で配信するＷＢＴ(Web Based Training）形態を目指す方向も考えられる。

②の学習者による個別学習機能の向上は、本年度の研究でもかなり達成されたと考えら

れるが、今後はさらに個別学習に効果的な静止画・動画の工夫・検討や、現在のソフトの

問題点の改善を行う必要がある。今後さらに異なるコンテンツの研修プログラムを開発し、

複数の講座をネット上で運用することになれば、コース・マネジメント・システム 3)を導

入したより学習者のニーズに適切に対応するｅラーニングシステムの構築も必要となる。

③の学習支援・管理機能は、今後の研究開発でより検討を要する課題である。上述の内

容と重複するが、教材提供者（指導者）と受講者間や受講者同士のインタラクティブ性を

より増す工夫や改善が期待される。基本的にはメールや掲示板機能をより強化する必要が

ある。掲示板機能の強化の方法としては、受講者の作成した「学習プログラム」の発表の

場としてネット上にポスターセッション部を設け、それを活用して受講者同士が情報交換

を行ったり、あるいは指導者による記述がホワイトボードを介して受講者全員に配信され

るといったシステムの構築を目指したい。さらに電子会議を活用した学習者間の討議、相

互の教え合い、調査といった共同作業による協調学習や共同学習を実現する試行も今後の

研究の目指す方向として期待される。

なお学習支援機能としては、学習者の多様な学習相談に応じるシステムの構築をあわせ

て行う必要がある。個別学習を主体とするｅラーニングによる研修プログラム開発の場合、

それは特に重要と言えよう。学習相談システムを構築するには、相談体制の構造化を図る

必要がある。具体的に言えば、例えば受講者からのｅラーニングに関する各種相談が出さ

れた場合、それはまず相談受付や相談の内容・レベルによって回答者を振り分ける担当者

を配置するか、学習者自らが操作画面を通じてそれを行えるシステムの構築が必要である。

振り分けられた相談は、例えばシステムのハード面に関する相談やトラブルであればシス

テム運用者が対応し、コースの専門的学習内容に関する相談にはメンターやチューターと

呼ばれる専門家が応じる。さらにより一般的なｅラーニングに関する問い合わせやスキル

アップの相談には、その他のスタッフが応じるといった相談体制の確立である。

④の教材作成機能の強化や⑤の達成度提示（評価）機能の強化は、③の学習支援・管理

機能の強化と共に今後の研究開発に期待される部分と言えよう。教材作成機能は、提供者

がオーサリング・ツールを活用して新たな教材を作成できる環境の整備が必要である。

⑤の達成度提示（評価）機能の強化は、本年度研究においても若干取り組まれたが、今

後はさらに受講者がこれまでに取り組んだ学習内容を把握できるばかりでなく、学習の進

展状況の変化を辿れるとか、得意分野と不得意分野が明らかになる、あるいは他の学習者

と比較した際の自分の進捗状況のレベルを把握できるといった、学習者による自己評価を

より多角的に行えるシステムの改善を検討する必要がある。

（金藤ふゆ子）
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（注）

(1)国立教育政策研究所社会教育実践研究センター『ｅラーニングに関するアンケート調査

の結果』平成 15 年６月参照。

(2)佐藤修『NET LEARNING:ネットラーニングー事例に学ぶ 21 世紀の教育―』中央経済社、

2001 年，p8,坂手康志『Eラーニングー教育のインターネット革命―』東洋経済新報社，

2000 年,pp.26-34、金藤ふゆ子「バーチャルスクールとグループ・サークル活動」白石

克己他編著『IT で広がる学びの世界』,2001 年,PP.171-175 等参照。

(3)現在、コース・マネジメント・システムを構築するため、ｅラーニングプラットホーム

として国内で利用可能なソフトには以下のようなものがある。いずれも年間使用料が百

万円～数百万円必要となる。

①WebCT(http://www.webct.com/)

②Blackboard(http://www.blackboard.com/)

③ロータスラーニングスペース(http://www.ibm.co.jp/)

④Cultiva Ⅱ(http//www.sw.nec.co.jp/ceed/elearn/cultiva2)

⑤Internet Navigware(http://www.navigware.com/)

⑥IT’s class(http://www.gp.hitachi.co.jp)

⑦WebClass(http://webclass.co.jp)
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3.2 インターネットを活用した社会教育研修プログラムの内容と運用

（１） ＣＤ－ＲＯＭ版「学習プログラム企画立案」の概要

インターネットを活用した研修、いわゆる Web Based Training（以下ＷＢＴとする。）

用のデジタル教材は、文字や図表・イラストなどの学習情報をＷｅｂサイトに載せ、学習

者がページをクリックし、いわゆるテキストを「読んで」学習をしていくという形態がま

ず思い浮かべられる。

しかし、これでは従来のテキスト（書籍や教科書）を読み、自学自習していくという学

習手法を単にインターネット上に置き換えたに過ぎず、インターネットの特性を活かした

効果的な学習手法とはいえない。

今回の調査研究においては、集合教育で行っている研修「学習プログラムの企画立案」

をいかに効果的なＷＢＴ研修へ転換し、いつでもどこでも必要な時に学習できるオンデマ

ンド学習教材として学習者に提供することができるのかが大きな課題であった。

こういった視点から、やはり対面教育の形態に近い、臨場感のある「動画」の活用が必

須であると考えた。また、講師の講義動画だけでは視覚への訴えが弱いため、講義のポイ

ントなどを表記した「スライド」を動画に同期させて示す「ビデオブラウザ（videobrowser）」

という形式のマルチメディア教材を採用し、対面学習に準ずる教育効果の実現を目指した。

また、同時に学習者のユーザビリティを指向した教材制作を行うよう配慮した。

具体的には、

・ 必要な部分を繰り返し視聴できるようにインデックス機能を付加

・ 集中力を持続しパソコンで学習できるよう各講座の受講時間を約 10 分前後に納める

・ 講師の講義内容（音声）と違和感のないスライドのデザインや展開を工夫

などがあげられる。

ビデオブラウザの機能については、下記の「図 3-2-1」のとおりである。

＜図 3-2-1＞ビデオブラウザ機能紹介

学習者のオンデマンド学習を実現する

ため、インデックス機能をつけ、必要な

部分をランダムに視聴が可能。

視聴中に一時停止が可能。また、講師動

画の下部には経過時間/トータル時間が

表示される。

講師動画と同期して

スライドが展開

講師動画
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なお、動画の再生にはリアルネットワーク社の動画再生ソフト「Real Player」（リアル

プレイヤー）*1 が必要となる。ＣＤ－ＲＯＭには Real Player のインストーラをバンド

ル（同梱）した。そこから学習者がダウンロードし、プラグインをパソコンにインストー

ルするという作業を行った。

また、今回のＷＢＴ研修制作における大きな特徴のひとつとして、ＣＤ－ＲＯＭを活用

したことがあげられる。

これは、動画を使ったマルチメディア教材（ビデオブラウザ）による学習を、学習者の

インターネット接続環境（ブロードバンド/ナローバンド）に左右されることなく、どこで

でも行えるようにするためである。

ＣＤ－ＲＯＭ内にマルチメディア教材（ビデオブラウザ）を納め、講義を受講する際は

ＣＤ－ＲＯＭからデータを読み込むことでダウンロードの負荷を減らした。これにより低

速回線環境での、学習進捗管理が可能となった。

もうひとつ特徴としてあげられるのは、ＷＢＴでの全講座を受講後に、学習者が提出し

た課題を社会教育実践研究センターの専門調査員が添削をするといった教育手法を取り入

れた点である。

今回は、各講師や社会教育実践研究センター専門調査員が常時チューターとしての役割

を担うことは、現実的に困難であったため、学習管理機能（ＬＭＳ：Learning Management 

System。以下ＬＭＳとする。）に双方向のコミュニケーション機能は取り入れなかった。

そこで、学習者が全講座を受講後、実際に学習プログラム企画立案に挑戦するという課

題を提示し、社会教育実践研究センター専門調査員が提出された課題に対して添削をし、

メールで返信するというやりとりを行うことで、対面学習に準ずる学習効果を目指した。

また、今回行った学習管理機能は、インターネットを経由してサービスを利用するＡＳ

Ｐ（Application Service Provider）サービスで行った。これにより、新たなサーバの設

置などの費用や運用に伴う人件費がかからず、スピーディに学習管理機能（ＬＭＳ）を実

現できた。
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次に、学習者画面の構成とその機能を紹介する。

【講座一覧】（図 3-2-2）

学習者が受講可能な講座の一覧が表示される。左上には「○○さんのページ」と学習者

名が表示される。これは全ページ共通である。

また、受講が済んだ講座には右側に「済」と受講履歴が表示される。

＜図 3-2-2＞学習者画面（講座一覧画面）
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【自己評価結果】（図 3-2-3）

各講座を受講後に受ける自己評価チェックの結果を学習者自身が確認することができる。

講座、自己評価チェックは何度でも受けることが可能なため、最新の結果を反映しレーダ

ーチャートと点数表で表示した。

【講師紹介】

各講師の写真とプロフィール（略歴）を掲載した。

【最終課題】

全講座受講後提出する課題についての解説と課題用のワークシートをダウンロードする

ことができる。（ワード・一太郎ファイルで提供）

ワークシートは、様式１「現状と課題の分析・把握」、様式２「年間事業計画」、様式３

「個別事業計画（学習プログラム）」、様式４「学習展開計画」の４種類である。

【講義資料】

講座で使用しているスライド部分のパワーポイントデータをＰＤＦファイルで提供した。

学習者がファイルをダウンロードすることができる。これは、学習者の利便性やニーズを

考え、資料を手元において講義を受講できるように、また参考資料として活用できるよう

にという視点から提供を行ったものである。

＜図 3-2-3＞自己評価結果
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次に、具体的に研修の内容を紹介する。教材の構成は下記のとおりである。(表 3-2-4)

＊講座時間合計（89 分 17 秒）

項 目 時間 講 師

研修ガイダンス                  　   4分41秒 山本恒夫

第一部 Part①学習プログラム立案の基本的なこと

研修編「企画立案の基本を学ぶ」 学習プログラム立案のポイント 9分12秒

現状と課題の分析（様式１－①、１－②） 6分58秒

Part②年間事業計画から学習プログラム立案へ

年間事業計画（様式２） 4分48秒

個別事業計画（様式３） 6分49秒

学習展開計画（様式４） 5分10秒

プログラムチェックとリデザイン 4分31秒

第二部 学習課題の発見 15分51秒 浅井経子

特別講義編「企画立案のプロセスを学ぶ」 参加型学習のすすめ 9分16秒 伊原浩昭

事業評価の視点 12分20秒 山本恒夫

第三部 情報収集と検索 9分41秒 岩田裕美

資料編「企画立案に必要な資料と情報検索」 参考資料（学習プログラム立案の技術）PDFデータ

関連サイト（財団法人AVCCサイトへリンク）

金藤ふゆ子

① 「研修ガイダンス」

講 師：山本恒夫

講義時間：４分 41 秒

インデックス（目次）

・研修の目的

・ＷＢＴのメリット

・講義の流れ

・受講期間と修了目標

本ＷＢＴ研修の目的・メリット、活用方法、講義の全体の流れ、学習の修了目標な

どを明確にし、学習者へのガイダンスを行った。

② 第１部 研修編「企画立案の基本を学ぶ」

第１部では、学習プログラム立案の基本から、学習プログラム立案までの基本的な

知識を学ぶ講義を提供した。「Part① 学習プログラム立案の基本的なこと」と「Part

② 年間事業計画から学習プログラム立案へ」の２つのパートに分かれる。

Part①では、「学習プログラム立案のポイント」「現状と課題の分析」、Part②では、

「年間事業計画」「個別事業計画」「学習展開計画」「プログラムチェックとリデザイン」

についての講義を行った。

＜表 3-2-4＞ ＷＢＴ研修構成

＜図 3-2-5＞ 講義画面
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Part① 学習プログラム立案の基本的なこと

「学習プログラム立案のポイント」

講 師：金藤ふゆ子

講義時間：９分 12 秒

インデックス（目次）：

・はじめに

・学習プログラムの目的

・立案の準備活動段階

・目標の設定段階

・学習活動の計画段階

・学習活動の展開段階

・評価段階

・おわりに

「現状と課題の分析」

講 師：金藤ふゆ子

講義時間：６分 58 秒

インデックス（目次）：

・はじめに

・該当教育分野の決定

・市町村概要整理（様式１－①）

・現状と課題分析（様式１－②）

・おわりに

Part② 年間事業計画から学習プログラム立案へ

「年間事業計画」

講 師：金藤ふゆ子

講義時間：４分 48 秒

インデックス（目次）：

・はじめに

・年間事業計画立案のポイント

・教育目標・教育行政目標設定

・年間事業計画表（様式２）

・おわりに

＜図 3-2-6＞講義画面

＜図 3-2-7＞講義画面

＜図 3-2-8＞講義画面
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「個別事業計画」

講 師：金藤ふゆ子

講義時間：６分 49 秒

インデックス（目次）：

・はじめに

・立案のポイント

・個別事業計画(様式３）

・プログラムの展開（様式３）

・おわりに

「学習展開計画」

講 師：金藤ふゆ子

講義時間：５分 10 秒

インデックス（項目）：

・はじめに

・コマごとの学習展開計画

・学習展開計画（様式４）

・プログラム展開計画（様式４）

・おわりに

「プログラムチェックとリデザイン」

講 師：金藤ふゆ子

講義時間：４分 31 秒

インデックス（項目）：

・はじめに

・プログラムチェックとは

・プログラムチェックの方法

・５つのチェック項目

・おわりに

＜図 3-2-9＞講義画面

＜図 3-2-10＞講義画面

＜図 3-2-11＞講義画面
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③ 第２部 特別講義編「企画立案のプロセスを学ぶ」

第２部では、第１部の基本編をさらに深く掘り下げ、実践に役立つ講義を提供した。

「学習課題の発見」

講 師：浅井経子

講義時間：15 分 51 秒

インデックス（目次）：

・はじめに

・学習課題とは

・学習課題の発見

・学習ニーズ把握の方法

・学習ニーズ把握の問題点

・課題を探る方法

・課題を取り上げる際の留意点

・まとめ

学習プログラムを立案する際に重要な事項のひとつである、地域の人々の学習課題

の把握について、学習課題とは何か、学習課題の発見、そして学習ニーズを把握する

方法、またその問題点などについての講義を行った。

「参加型学習のすすめ」

講 師：伊原浩昭

講義時間：9分 16 秒

インデックス（目次）：

・はじめに

・参加型学習とは

・参加型学習の特色

・参加型学習法の種類

・まとめ

参加型学習の定義、特色、具体的な種類を解説し、相互啓発の学習過程としての参

加型学習を取り入れる具体的方策、効果的な活用方法についての講義を行った。

＜図 3-2-12＞講義画面

＜図 3-2-13＞講義画面
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「事業評価の視点」

講 師：山本恒夫

講義時間：12 分 20 秒

インデックス（目次）：

・はじめに

・評価の意義と基本原則

・評価の手順

・評価を行うための組織

・おわりに

事業評価の目的と視点、事業とは何か、事業評価とは何かを明確にし、事業評価の

意義と基本原則、事業評価の手順、評価を行うための組織についての講義を行った。

④ 第３部 資料編「企画立案に必要な資料と情報検索」

第３部では、資料編として「情報収集と検索」をテーマにした講義と、学習プログ

ラム立案に活用できるデジタル資料やサイト集を盛り込んだ。

「情報収集と検索」

講 師：岩田裕美

講義時間：9分 41 秒

インデックス（目次）：

・はじめに

・情報収集・検索の手段

・インターネットで情報検索

・インターネット接続環境

・検索サイトとは

・検索方法について

・利用の際の注意点

・おわりに

インターネットを利用した情報検索のメリット、デメリットをはじめ、インターネ

ットへの接続環境についての基本的な知識や、インターネットで情報検索する際に欠

かせない検索サイトや効果的な検索方法、インターネットを利用する際の注意点など

についての講義を行った。

「デジタル参考資料」

学習プログラム立案に活用できるデジタル参考資料として、「学習プログラム立案の

技術」（平成 14年度 国立教育政策研究所社会教育実践研究センター編集・発行）を

電子データ（ＰＤＦファイル）にしＣＤ－ＲＯＭに納めた。

また、情報収集に役立つ「関連サイト集」では、学習プログラム立案に役立つサイ

＜図 3-2-14＞講義画面

＜図 3-2-15＞講義画面
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トを厳選し作成した。「自治体関連」「文部科学省関連」「学校教育機関（国立大学）」

「その他」の分類で様々なサイトを紹介している。なお、Web サイトはＵＲＬの変更

や発信する情報の更新などが頻繁に行われるため、日常的にメンテナンスする必要が

ある。このため、サイト集をＣＤ－ＲＯＭ内に納めず、インターネット上に置いた。

(２）ＣＤ－ＲＯＭ版「学習プログラム企画立案」受講の流れ

では、ＣＤ－ＲＯＭ版「学習プログラム企画立案」の受講の流れを具体的に解説してい

くこととする。全体の流れは下図「受講の流れ」(図 3-2-16)のとおりである。

ＣＤ-ＲＯＭ配布

＊学習者はまず学習者情報を登録

学習者情報登録画面 登録完了画面

＊登録後学習者へ
登録内容をメール送信

＊東麓内容を確認し
入力間違えがなければ登録

講座受講
（ビデオブラウザ）

＊講座終了後自己評価ﾁｪｯｸ
を受ける

講座一覧画面

ログイン画面登録確認画面

＊ＣＤ－ＲＯＭを入れると
ログイン画面が自動的に
立ち上がる

ログイン画面

学習者は最初に学習者情報を登録

＊学習者のマイページ
＊受講状況確認
＊受講可能な講座一覧

自己評価チェック画面

講座受講開始画面

＊学習ボタンをクリックすると
講義が開始

Learning Management System

すべての講義を受講後
課題を提出

学習者管理情報閲覧
「管理者画面」（ web上）

「課題」の再提出
添削された課題を
リデザインし
E-mailで提出

「課題」の添削
社研専門職員
が添削しE-mail
で返信

学習者

社研 専門職員

「課題の提出」
ＣＤ－ＲＯＭから様式1～4
のファイルをダウンロードし、
課題をE-mailで提出
（ファイルはワードと一太郎
で提示）

（様式1～4）

受 講

今回の研修は教材をＣＤ－ＲＯＭに納めたため、ＣＤ－ＲＯＭがなければ受講すること

ができない。ＣＤ－ＲＯＭを配布された学習者は、まずＣＤ－ＲＯＭをパソコンに挿入す

ることからはじめる。

パソコンにＣＤ－ＲＯＭを挿入すると、オートラン設定になっているため自動的にＣＤ

－ＲＯＭが立ち上がる（パソコンのオートラン設定がオフの場合は、自動的に立ち上がら

ないためＣＤ－ＲＯＭ内の「NierP.exe」ファイルをダブルクリックして立ち上げる）。

その際、Internet Explorer のセキュリティ設定の変更についてのメッセージが表示さ

れる。これは、Internet Explorer のセキュリティ強化のため、Internet Explorer6 SP1

以降ではＣＤ－ＲＯＭでの受講ができないためである（平成15年12月現在）。したがって、

Internet Explorer のセキュリティ設定の信頼済みのサイトとしてＬＭＳサーバのＩＰア

＜図 3-2-16＞受講の流れ（学習者）

登録

ｅ
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ドレスを登録する必要がある。

「登録してもよろしいでしょうか」というメッセージが出て「はい」とクリックすると

設定が自動的に書き換わる。同様に講座を終了するときには、セキュリティ設定を戻すた

めに、「削除してもいいですか」というメッセージが出て設定を戻して終了する。

これはセキュリティ強化のため、受講する都度行わなければならない手順である。

① 学習者情報の登録

セキュリティ設定が終わるとログイン画面が立ち上がるが、はじめて学習を行う場合は

まず画面下部にある「ユーザ登録はこちら」というボタンから学習者情報を登録しなけれ

ばならない。（図 3-2-17）

登録情報は、

・名前

・ふりがな

・所属

・e-mail アドレス

・連絡用電話番号

・都道府県名（プルダウン選択）

・パスワード

（任意の４文字以上８文字以内半角英数）

・ユーザＩＤ

（任意の４文字以上８文字以内半角英数）

の８項目である。

学習者自らに学習者情報を登録させる理由としては、セキュリティ上パスワード・ユー

ザＩＤの受け渡しの機会を極力少なくし、これらが外部に漏れることを防ぐためである。

なお、学習者情報が登録された後、サーバより確認のメールが学習者へ自動送信され、

学習登録の完了、パスワード、ユーザＩＤの通知が学習者に伝えられる。

学習者情報を登録した後は、ログイン画面よりＩＤ・パスワードを入力してログインし、

学習画面に入る。

なお、もちろん学習者情報の登録は、最初の一回だけであり、次回の学習からは、ログ

イン画面でログインし、すぐ学習を開始することができる。

② 講座の受講と自己評価

ア.講座の受講

ログイン画面よりログインした学習者には、「講座一覧画

面」が表示される。（図 3-2-2 参照）。

これは、前述したとおり、学習者のオリジナルページ（マ

イページ）となっており、左肩に「○○さんのページ」と

表示される。このページより各講座を受講することができ

る。

受講したい講座名をクリックすると「学習する」という

＜図 3-2-17＞

学習者情報登録画面

＜図 3-2-18＞

講座受講開始
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赤いボタンが表示される。（図 3-2-18）

これをクリックすると講義画面（ビデオブラウザ）が立ち上がり、講義が開始される。

イ.自己評価

各講座（「研修ガイダンス」は除く）を受講した後は、自己評価チェックを行う。講義が

終了後、「引き続き自己評価チェックに進みます」というナレーションとスライドが提示さ

れ、自動的に「自己評価チェック」の画面へと進む。

自己評価チェックは、下記の内容となっている。また各講座すべて共通である。この自

己評価チェックのデータをサーバに送信することで、学習者が受講を終了したと判断し講

座を受講済と認識させている。もちろん、講義も自己評価チェックも何度でも受けること

が可能である。

なお、このデータを調査研究に活用してもいいかどうかについて、最後に下記の質問を

入れている。個人情報保護の観点から極めて重要である。

（１）画面を見て、話を聞きながら具体的な場面や例などを思い浮かべることができ

ましたか。

○だいたいできた ○少しはできた ○ほとんどできなかった

（２）今日、研修したことを他の人に話すことができると思いますか。

○だいたいできる ○少しはできる ○ほとんどできない

（３）今日の研修の中で仕事のヒントになることやすぐに役立つことを見つけること

ができましたか。

○いくつかあった ○１、２はあった ○なかった

（４）研修をしているうちに、もっと勉強してみたいことが出てきましたか。

○いくつかあった ○１、２はあった ○なかった

（５）今日の研修を終わって充実感がありましたか。

○あった ○少しはあった ○あまりなかった

◆国立教育政策研究所 社会教育実践研究センターが、今後の調査研究のために

今回の自己評価チェックのデータを活用させていただいてもよろしいでしょうか。

（個人名はお出ししません）

○ はい ○ いいえ
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自己評価チェックは、学習者自身が自

分の成果を確認することができる。講座

一覧画面の「自己評価結果」では、最新

の結果をレーダーチャートと表で表示さ

れる。（図 3-2-19）

各講座同じ指標で図ることができるた

め、どの項目で何が足りないのかを学習

者は知ることができ、今後の学習の進め

方のヒントになる。

なお、自己評価チェックの(１)～(５)

までの各項目はそれぞれ下記の指標とな

る。

・具体的思考

・理解度

・応用力

・課題発見

・充実感

③ 課題レポート添削の実施

各講座をすべて受講した学習者は、課題レポートの提出を行った。

課題レポートは、ＣＤ－ＲＯＭからダウンロードしたワークシート（様式１～４）を記

入し実際に学習プログラムを立案、e-mail に添付し提出する。これを社会教育実践研究セ

ンターの専門調査員等が添削をし、再度学習者に返信する。この添削をもとに学習者が課

題の修正（リデザイン）を行い、再度提出を行うといった流れで実施した。

ＷＢＴ研修を成功させるポイントのひとつには、チューターの存在、学習者と講師側（学

習管理側）とのコミュニケーションがあげられるが、今回はこの課題レポート提出の場に

おいてそれを実現することができた。

④ テレビ会議の実施

また、北海道の学習者（受講協力者）６名に対しては、テレビ会議を行い学習意欲の喚

起や学習者同士の交流、学習者と事務局との交流の場を提供した。

テレビ会議を通して中間リーダーや他の受講者とのコミュニケーションを図るとともに、

学習方法や学習を進めるにあたっての留意点、課題用ワークシートの作成方法について理

解することで学習の効果がどう高まったのかを検証するためである。詳細な報告と結果に

ついては第３章の３を参照いただきたい。

＜図 3-2-19＞自己評価結果画面
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（３）ＣＤ－ＲＯＭ版「学習プログラムの企画立案」の管理機能

学習管理機能において、特徴的なことは下記のとおりである。

まず、学習管理情報は随時Ｗｅｂ上で管理者が確認することができるようにした。Ｗｅ

ｂ上で学習管理情報を提供することにより、特にシステム的な専門知識をもたなくとも随

時学習者情報を確認することができる。

学習者情報に関するデータについては、ＣＳＶ及びエクセルデータでの提供が可能なた

め、データ分析に柔軟に活用することができる。

なお、ヘルプデスク（トラブルシューティング）機能は重要事項であるが、今回は社会

教育実践研究センター内で一括して学習者からの技術的、研修内容などについての問い合

わせを受けた。

これらの特徴については、この後もう少し詳しく述べていきたい。

さて、主な学習管理機能については、下記の図 3-2-20 のとおりである。

管理者ログイン画面

＊学習管理者画面はＷＥＢ上

検索できる内容

全員を見る
講座未着手者を見る （どの講座も受講していない）
受講完了者を見る （全講座を修了者）
受講未了者を見る （講座受講中）
講座別の受講状況を見る（プルダウン選択）
都道府県別で見る（プルダウン選択）
氏名からキーワード検索
所属からキーワード検索

検索結果一覧画面

受講状況 都道府県 所属 氏名 個別履歴 e-mail

E-mail送信可能

個別履歴画面

検索該当者人数表示11講座中の受講数を表示（例：3/11）

受講した講座名、
受講日時、
自己評価チェック点数
の一覧表が表示。
複数回受講した講座も
すべて表示される。

「最新の自己評価表をみる」
をクリックするとレーダーチャート
で表示された各人の自己評価表
が表示される

＜図 3-2-20＞学習管理者機能画面
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① 学習管理機能

まず、学習管理者画面の機能について紹介する。

学習管理者の権限は、当該都道府県のみ閲覧できる権限のＩＤ・パスワード、全体を閲

覧できる権限の２種類にわかれる。

ＩＤ・パスワードは、システム側で設定し各管理者へ通知を行う。このＩＤ・パスワー

ドは、セキュリティに配慮するため毎週月曜日に更新をしている。管理者への通知方法は、

ＩＤ・パスワードのデータを暗号化（パスワードが必要）した圧縮ファイルにし、メール

の添付で担当者に送信した。

学習管理画面へは、規定のＵＲＬより管理者ログイン画面にアクセスすることができる。

ログインすると、「検索条件設定画面」（図 3-2-21）へ進む。

ここで下記の８つの検索項目が設定されており、ラジオボタンで選択して検索すること

ができる。

・全員を見る

・講座未着手者を見る

・受講完了者を見る

・受講未了者を見る

・コンテンツ別の受講状況を見る

・都道府県別で見る

・氏名（キーワード検索）

・所属（キーワード検索）

これらは、Ｗｅｂ上なのでリアルタイム

に反映された学習者情報を閲覧することが

できる。

検索結果画面には、受講状況・都道府県・

所属・氏名と、個別履歴・e-mail ボタンが

一覧表で表示される。（図 3-2-22）

それぞれ、受講状況、個別履歴、e-mail

が表示される。受講状況では、11 講座中何

講座受講が終わったのかを「受講講座数

/11」と表示し、一目で進捗度合いがわかる。

また、それぞれの「個別履歴」ボタンを

クリックすると、学習者の個別履歴のペー

ジにすすみ、「メール送信」ボタンをクリッ

クすると、メールソフトが立ち上がり、必

要に応じて学習者へメールを送信すること

ができる。

＜図 3-2-21＞検索条件設定画面

＜図 3-2-22＞検索結果画面
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「個別履歴」のページでは、受講済の講

座名、受講日時、自己評価チェックの点数

が表示される。（図 3-2-23）なお、各講座・

自己評価チェックは何度でも受けることが

できるので、複数回受講した講座の学習情

報も表示される。

右上の「最新の自己評価表を見る」のボ

タンをクリックすると、レーダーチャート

を閲覧することができる。このレーダーチ

ャートは、学習者自身が閲覧できるものと

同じで、最新のデータをもとにレーダーチ

ャートを形成したものである。

②提供可能な学習者情報

前述したとおり、学習者情報についてはＣＳＶ及びエクセルデータとして提供が可能で

ある。

具体的なデータ項目は下記のとおりである。

１都道府県

２所属

３氏名

４講座名

５受講日時

６自己評価チェック得点

（「具体的思考」「理解度」「応用力」「課題発見」「充実感」「合計」の６項目につ

いて）

７学習登録日時

また、学習者登録の際に登録した情報ももちろん提供が可能である。

項目は下記のとおりである。

１氏名

２ふりがな

３所属

４e-mail アドレス

５連絡用電話番号

６都道府県

７パスワード

８ユーザＩＤ

これらを活用し、学習登録者数の推移、時間帯別受講数分布、講座受講完了者推移、講

座受講量推移、自己評価チェック結果の講座別・県別平均点などのデータを出すことが可

＜図 3-2-23＞個別学習履歴画面

「最新の自己評価

表を見る」ボタン
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能である。なお、これらのデータの受け渡しについても個人情報保護の観点からセキュリ

ティの問題を考慮し、暗号化した圧縮ファイルでのやりとりとした。

③ ヘルプデスク（トラブルシューティング）機能

ＬＭＳを活用したＷＢＴ研修においては、学習者からの問い合わせの対応が必要不可欠

である。研修の進め方、講義の内容、課題の提出などといった研修そのものについての問

い合わせから、技術的な問い合わせも多く想定される。

効果的なＷＢＴ研修を行うには、これらの学習者からの問い合わせについて速やかに対

応を行う「ヘルプデスク（トラブルシューティング）」は大変重要な機能となる。

今回は、社会教育実践研究センターにおいてヘルプデスクの窓口機能を努めた。ここに

主な問い合わせは下記のとおりである。（表 3-2-5）

＜表 3-2-5＞主な問い合わせ

障害項目 件 数

Real Player のダウンロード・インストールについて

（設定方法について・ダウンロードしたがインストールし

ていなかった。サーバの設定により勝手にソフトをインス

トールできないようになっていたなど）

4件

資料の印刷について

（印刷ができなかった。資料内容について）

2件

受講画面（講座一覧画面）が正常に表示されない 1件

Internet Explorer セキュリティ設定変更について 1件

合 計 8件

問い合わせは８件。もっとも多かったのは、動画再生用ソフト「Real Player（リアルプ

レイヤー）」のインストール方法についてであった（４件）。

ＣＤ－ＲＯＭにバンドル（同梱）されている Real Player のインストーラーをダウンロ

ードしインストールするのであるが、パソコンの操作についてある程度の経験がないと、

ダウンロードという言葉にとまどう学習者が多かったようである。

また、自治体によっては、個人がソフトを自由にインストールできないように管理され

ているところがあり、システム関連部署へ申請用紙の提出が必要なケースもあった。

ＣＤ－ＲＯＭが一部うまく視聴できないケースがあったが、これはフィルタリング機能

を導入しているサーバを経由するため、不適切な言葉として登録されている言葉がたまた

まマッチングしてしまい、画面の閲覧が途中からできなかったというケースであった。

なお、Internet Explorer のセキュリティ設定変更についての問い合わせは、サーバ側

の設定に影響するのかどうかという質問であった。この設定はサーバの設定ではなく、ク

ライアントＰＣの中の設定であるという回答で対処した。

こういった問い合わせ内容は、今後さらによりよいＷＢＴ研修を実現するための貴重な

ものである。ぜひ、今後のＷＢＴ研修に反映させていく必要があるだろう。

（久保田 了司）

（注） *)Real Player は Real Networks, Inc. の商標または登録商標である。
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インターネットを活用した社会教育研修プログラム試行の成果と課題3.3

（１）ＣＤ－ＲＯＭ版「学習プログラムの企画立案」の試行概要

①試行への受講協力

都道府県や市町村の社会教育担当者が遠隔地や在宅での研修を可能にする、インターネ

ットを活用した社会教育研修プログラムＣＤ－ＲＯＭ版「学習プログラムの企画立案」を

試作し、運用方法の開発のため、北海道、栃木県、埼玉県、千葉県、福岡県の５都道府県

に各12名の受講協力者を、都道府県や市町村の社会教育担当者の中から推薦いただいた。

推薦の締め切りは平成15年12月10日（水）とし、54名の受講協力者の推薦があった。受

講協力者は、インターネットに接続できる環境のパソコンが手元にあることを必要条件と

した。なお、北海道は、試行期間中に３回のインターネットテレビ会議を行うこととし、

テレビ会議に出席できる人数に限りがあるため、受講協力者は６名であった。

＜表3-3-1＞受講協力者数

都道府県名 受講協力者数（人）

北海道 ６

栃木県 １２

埼玉県 １２

千葉県 １２

福岡県 １２

計 ５４

②試行の内容

受講協力者と受講協力者の所属長宛に、受講協力の依頼と共に試行の内容をお知らせし

た。試行内容等は下記のとおりである。

ア 試行の内容

・平成15年12月17日（水）～平成16年１月16日（金）

ＣＤ－ＲＯＭ内にある合計約90分の講義の視聴及び課題レポートの提出。

・平成16年１月16日（金）～２月６日（金）

専門調査員の添削を受け課題レポートの再提出（リデザイン 。）

・インターネットテレビ会議（３回）に参加 （北海道のみ）。

イ 試行期間中の対応等については、調査研究委員会の事務局（社会教育実践研究センタ

ーが担当）が直接受講協力者と連絡を取り合って進めることとした。

ウ 別添資料として「ＣＤ－ＲＯＭ版『学習プログラムの企画立案』の概要」と「ＣＤ－

ＲＯＭ使用方法・使用上の注意及び課題レポートについて」の２種類の解説書を送付し

た。また北海道へは 「インターネットテレビ会議の実施概要」を送付した。、
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（２）ＣＤ－ＲＯＭ版「学習プログラムの企画立案」の試行結果

①試行の受講状況推移等

ア．学習者登録者数推移

学習登録については、第５週には(98％)、第６週には(100％)すべてが登録し、学習活

動に入った。試行が始まって２週間で約８割の登録は終わって、学習活動に入っている。

＜図3-3-1＞学習者登録者数推移

＜図3-3-2＞学習者登録者数推移

注）図中の03/12/15週とは、2003年（平成15年）12月15日(水)から12月21日(火)までの

１週間の期間を示す。
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イ．講座受講量推移

受講数は、試行が始まった２週間目が、157講座(23.9％)であり、年末年始の休業に入

った４週間目が、217講座 (33.0％)であった。54名の受講協力者による延べ受講数は658注

講座であった。

＜表3-3-2＞ 講座受講量推移

週 03/12/ 03/12/ 03/12/ 04/1/ 04/1/ 04/1/ 04/1/ 04/2/ 04/2/

15週～ 22週～ 29週～ 5週～ 12週～ 19週～ 26週～ 2週～ 9週～

受講数 97 157 5 217 128 22 15 14 3

% 14.7% 23.9% 0.8% 33.0% 19.5% 3.3% 2.3% 2.1% 0.5%

＜図3-3-3＞講座受講量推移

注)ここでいう講座とは、本報告書のＰ36の講座一覧で表示される講座の単位で、ＣＤ－

ＲＯＭ内には11の講座が収納されている。

217講座とは、平成16年１月５日からの一週間に全国の受講者が受講した延べ受講数で

ある。

、 。延べ受講数658講座には 受講者が同じ講座を複数回受講した数(64講座)を含んでいる
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ウ．時間帯別受講者分布

、 。時間帯別に受講数の分布を見ると 12時から18時の受講数は334講座(50.8％)であった

18時から24時の受講数は、109講座(16.6％)であった。

＜表3-3-3＞時間帯別受講者分布

時間帯 ０～6時 6～12時 12～18時 18～24時

受講数 42 173 334 109

% 6.4% 26.3% 50.8% 16.6%

＜図3-3-4＞時間帯別受講者分布
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エ．曜日別受講者分布

曜日別に受講数の分布を見ると、火曜日が125講座(19.0％)、水曜日が141講座(21.4％)

であったのに対し、土曜日が49講座(7.4％)、日曜日は17講座(2.6％)であった。

＜表3-3-4＞ 曜日別受講者分布

曜日 月 火 水 木 金 土 日

受講数 101 125 141 100 125 49 17

% 15.3% 19.0% 21.4% 15.2% 19.0% 7.4% 2.6%

＜図3-3-5＞曜日別受講者分布
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オ．講座受講完了者推移

受講の完了については、試行が始まって２週間目で31％、課題レポートの提出と添削指

導が始まる５週間目には、87％約９割の受講協力者が受講を完了していた。

＜図3-3-6＞講座受講完了者推移

＜図3-3-7＞講座受講完了者推移
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② 自己評価チェックの結果

受講協力者は、各講座の視聴が終わると自己評価チェックを行った。以下は54名の受講

協力者の講座別自己評価チェックの平均値を表したものである。自己評価項目を３段階と

し、もっとも高い評価を２点、低い評価を０点、中間を１点として算出した。なお、自己

評価チェックの内容については本報告書Ｐ43～44を参照いただきたい。

ア．講座名：学習プログラム立案のポイント

＜図3-3-8＞自己評価チェックの結果

学習プログラム立案のポイント

イ．講座名：現状と課題の分析

＜図3-3-9＞自己評価チェックの結果

現状と課題の分析

ウ．講座名：年間事業計画

＜図3-3-10＞自己評価チェックの結果

年間事業計画
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エ． 講座名：個別事業計画

<図3-3-11>自己評価チェックの結果

個別事業計画

オ． 講座名：学習展開計画

<図3-3-12>自己評価チェックの結果

学習展開計画

カ． 講座名：プログラムチェックとリデザイン

<図3-3-13>自己評価チェックの結果

プログラムチェックとリデザイン
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キ．講座名：学習課題の発見

<図3-3-14>自己評価チェックの結果

学習課題の発見

ク．講座名：参加型学習のすすめ

<図3-3-15>自己評価チェックの結果

参加型学習のすすめ

ケ．講座名：事業評価の視点

<図3-3-16>自己評価チェックの結果

事業評価の視点
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コ．講座名：情報収集と検索

<図3-3-17>自己評価チェックの結果

情報収集と検索

③ 課題レポート提出の結果

ア．課題レポートの提出状況

平成15年12月17日（水）～平成16年１月16日（金）の期間に、ＣＤ－ＲＯＭ内にある合

計約90分の講義の受講が終了した受講者から、課題レポートの提出があった。

さらに、平成16年１月16日（金）～２月６日（金）の期間に社会教育実践研究センター

の専門調査員の添削を受け、課題レポートの再提出（リデザイン）があった。なお、北海

道の受講協力者については、北海道生涯学習推進センターの担当者が添削を行った。

課題レポートはＣＤ－ＲＯＭ内に納められた様式１～４に記入して、メールに添付して

担当の専門調査員等に提出された。53名(98％)の受講協力者から提出があった。

専門職員等は53名の課題レポートすべてに添削指導をして、メールで送り返した。課題

レポートの再提出（リデザイン）があったのは33名(61％)であった。

＜表3-3-5＞ＣＤ－ＲＯＭ「学習プログラムの企画立案」試作版 課題レポートの提出状況

都 道 府 受 講 協 力 １１講座すべ ％ 課 題レ ポー ト ％ 課 題レ ポ ー ト ％

県 者数（人） て受講（人） の提出（人） の再提出（人）

Ａ県 ６ ６ 100% ６ 100% ６ 100%

Ｂ県 １２ １２ 100% １２ 100% ９ 75%

Ｃ県 １２ １２ 100% １２ 100% ７ 58%

Ｄ県 １２ １２ 100% １１ 92% ７ 58%

Ｅ県 １２ １２ 100% １２ 100% ４ 33%

計 ５４ ５４ 100% ５３ 98% ３３ 61%

注）北海道では、テレビ会議により各受講協力者の作成した課題レポートの協議を行い学

習プログラムの企画立案の技術の向上と定着を図った。テレビ会議の内容については本

報告書Ｐ61～62を参照。
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＜図3-3-18 再提出された課題レポート例 様式３＞

Ｂ
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＜図3-3-19 再提出された課題レポート例 様式４＞

Ｂ
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イ．課題レポートについての受講協力者の感想

54名の受講協力者にアンケート調査を行ったところ、自由記述の欄に課題レポートにつ

いて感想を記述した者は10名であった。感想の内容は下記のとおりであった。

・様式１～４のフォーマットは計画作成のため有用である。

・添削してもらい、企画立案のノウハウをより深く理解することができた。

・添削というステップがあるのがよかった。

・客観的な見方や考え方が必要と感じることから、添削は是非続けてほしい。

・企画立案の学習には添削作業が必要である。市町村にはその役割をする人が少ない。

・マンツーマンの指導で勉強になった。

・再提出（リデザイン）の際の適切な指導がとても勉強になった。

・添削は様式１～４をまとめて提出したが分けてもらった方がよかった。

・講義の内容は理解できたが、課題の様式１～４は専門性を要するため苦労した。

・講義については理解できたが、課題レポートの説明についてはやや説明不足だった。

④テレビ会議の結果

ア．テレビ会議の内容

北海道の受講協力者６名に対して、添削指導等を行う添削指導者や他の受講協力者との

コミュニケーションを図るとともに、学習方法や学習を進めるにあたっての留意点、課題

用ワークシートの作成方法について理解することで、学習の効果がどのように高まったか

を検証するため、３回のインターネットによるインターネットテレビ会議を実施した。テ

レビ会議の参加者と内容は以下の通りである （表3-3-6、表3-3-7）。

＜表3-3-6＞テレビ会議出席者（８名）

受講協力者 ６名

添削指導者 １名

コーディネーター １名
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＜表3-3-7＞テレビ会議の内容

主 な 内 容 （分） ね ら い

平成15年12月25日 ①出席者自己紹介(10) ・受講者同士のコミュニケーシ

(木) ②CD-ROM版「学習プログラム ョンを図る

14:00～14:30 の企画立案」の概要説明 ・CD-ROM版「学習プログラムの

(30分) (社会教育調査官)(15) 企画立案」の内容の理解

③質疑(5) ・モチベーションの向上

平成16年１月19日 ①学習の経過報告(受講者) ・受講者同士の学習方法等の課

(月) (15) 題・問題点の共有

14:00～15:00 ②課題の提出についての説明 ・課題の作成方法の理解

(60分) (専門調査員)(30) ・モチベーションの向上

③質疑(15)

平成16年２月９日 ①課題ワークシートの発表と ・各自の作成した課題レポート

(月) 質疑(70) の研究協議によるプログラム

14:00～15:30 ②講評(コーディネーター) 立案技術の向上

(90分) (20)

③まとめ

イ．テレビ会議参加者へのアンケート調査

テレビ会議参加者に各回終了後にアンケートを実施し６名中５名から回答を得た。第１

回のテレビ会議では「学習意欲がとても高まった」が２名 「学習意欲がまあまあ高まっ、

た」が３名であった。

＜表3-3-8＞第１回テレビ会議参加者アンケート （名）

Ｑ１．第１回テレビ会議は、次の受講に役に立 ア、とても役に立った 2

ちましたか イ、まあまあ役に立った 1

ウ、一部役に立った 2

エ、役に立たなかった 0

Ｑ２．第１回テレビ会議に参加されて学習意欲 ア、とても高まった 2

は高まりましたか イ、まあまあ高まった 3

ウ、一部高まった 0

エ、高まらなかった 0
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第２回テレビ会議では「課題レポート提出にとても役に立った」が３名 「課題レポー、

ト提出にまあまあ役に立った」が２名であった。

＜表3-3-9＞ 第２回テレビ会議参加者アンケート （名）

Ｑ１．第２回テレビ会議は、課題レポート提出 ア、とても役に立った 3

に役に立ちましたか イ、まあまあ役に立った 2

ウ、一部役に立った 0

エ、役に立たなか 0

Ｑ２．第２回テレビ会議に参加されて学習意欲 ア、とても高まった 1

は高まりましたか イ、まあまあ高まった 3

ウ、一部高まった 1

エ、高まらなかった 0

第３回テレビ会議では 「講義の理解にとても役に立った」が１名 「講義の理解にま、 、

あまあ役に立った」が２名であった。

＜表3-3-10＞第３回テレビ会議参加者アンケート （名）

Ｑ９．第３回テレビ会議は、講義の理解に役に ア、とても役に立った 1

立ちましたか イ、まあまあ役に立った 2

ウ、一部役に立った 2

エ、役に立たなかった 0

Ｑ１０．第３回テレビ会議に参加されて学習意 ア、とても高まった 1

欲は高まりましたか イ、まあまあ高まった 1

ウ、一部高まった 2

エ、高まらなかった 1

全３回のテレビ会議をとおして、テレビ会議の操作方法は「とてもわかりやすかった」

が１名 「まあまあわかりやすかった」が２名であった。またテレビ会議の画面について、

「とても見やすかった」が１名 「まあまあ見やすかった」が３名であった。、

＜表3-3-11＞第３回テレビ会議参加者アンケート(テレビ会議の操作方法と画面)(名）

Ｑ７．テレビ会議の操作方法はわ ア、とてもわかりやすかった 1

かりやすかったですか イ、まあまあわかりやすかった 2

ウ、一部わかりにくいところがあった 2

エ、わかりにくかった 0

Ｑ８．テレビ会議の画面は見やす ア、とても見やすかった 1

かったですか イ、まあまあ見やすかった 3

ウ、一部見にくかった 1

エ、全体的に見にくかった 0
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（３）受講協力者へのアンケート調査の実施と課題

①受講協力者への施行後のアンケート調査の結果

平成16年２月６日（金）の試行終了後、54名の受講協力者にアンケート調査を実施し、

47名より回答があった （回収率87％）。

アンケート調査の結果は以下のとおりであった。

ア．操作方法について

操作方法については 「とてもわかりやすかった」が28名(59.6％) 「まあまあわかり、 、

やすかった」が17名(36.2％)であった。

「一部わかりにくかった」の２名(4.3％)については、どこがわかりにくかったか意見

・感想欄に記入がなかったため、後日、意見聴取したところ、それぞれ「テレビ会議の音

声設定がわからなかった 「パソコン自体が苦手であった」という回答であった。」

Ｑ１．操作方法はわかりやすかったですか

＜表3-3-12＞操作方法について ｎ＝47

北海道 栃木 埼玉 千葉 福岡 計（人） ％

ア、とてもわかりやすかった 2 8 5 8 5 28 59.6%

イ、まあまあわかりやすかった 2 3 5 4 3 17 36.2%

ウ、一部わかりにくいところがあった 1 0 1 0 0 2 4.3%

エ、わかりにくかった 0 0 0 0 0 0 0%

＜図3-3-20＞

ウ、一部わかりにくいところがあった
4.3%

ア、とてもわかりやすかった 59.6%
イ、まあまあわかりやすかった 36.2%

エ、わかりにくかった 0.0%
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イ．操作画面について

操作画面については 「とても見やすかった」が24名(51.1％) 「まあまあ見やすかっ、 、

た」が22名(46.8％)であった。

「全体的に見にくかった」の１名(2.1％)については、意見・感想欄に「メインのペー

ジ（講座一覧）は見やすかった」という記述があった。後日、意見聴取したところ「受講

中に動画が２～３回止まってしまって再起動したため」という回答であった。動画はＣＤ

－ＲＯＭ内に納められている。受講に使用したパソコンはＯＳがWindows95で５年以上経

過したものであった。

Ｑ２．画面は見やすかったですか

＜表3-3-13＞操作画面について ｎ＝47

北海道 栃木 埼玉 千葉 福岡 計（人） ％

ア、とても見やすかった 3 3 5 12 1 24 51.1%

イ、まあまあ見やすかった 2 8 6 0 6 22 46.8%

ウ、場面によっては見にくかった 0 0 0 0 0 0 0%

エ、全体的に見にくかった 0 0 0 0 1 1 2.1%

ア、とても見やすかった 51.1%
イ、まあまあ見やすかった 46.8%

エ、全体的に見にくかった 2.1%
ウ、場面によっては見にくかった

0.0%

＜図3-3-21＞
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ウ．講義の内容について

各講義の内容については 「とてもよく理解できた」が14名(29.8％) 「まあまあ理解、 、

できた」が32名(68.1％)であった。

「場面によっては理解できなかった」の１名(2.1％)については、意見・感想欄に「本

質の部分では理解できた」という記述があった。

Ｑ３．各講義の内容は理解できましたか

＜表3-3-14＞講義の内容について ｎ＝47

北海道 栃木 埼玉 千葉 福岡 計 ％（人）

ア、とてもよく理解できた 2 3 2 6 1 14 29.8%

イ、まあまあ理解できた 2 8 9 6 7 32 68.1%

ウ、場面によっては理解できなかった 1 0 0 0 0 1 2.1%

エ、全体的に理解できなかった 0 0 0 0 0 0 0%

エ、全体的に理解できなかった
0.0%

ウ、場面によっては理解できな
かった 2.1%

イ、まあまあ理解できた 68.1%

ア、とてもよく理解できた 29.8%

＜図3-3-22＞
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エ．講義の時間の長さについて

各講義の時間の長さは 「ちょうどよい長さで適切であった」が28名(59.6％) 「まあ、 、

まあほどよい長さであった」が15名(31.9％)であった。

「講義によっては時間が適切でなかった」の４名(8.5％)については、時間が長かった

のか 短かったのか意見・感想欄に記入がなかったため 後日 意見聴取をしたところ ま、 、 、 「

だ講義の時間が長い 「講義によっては長い」という回答が２名あった。」

Ｑ４．各講義の時間の長さは適切でしたか

＜表3-3-15＞講義の時間の長さ ｎ＝47

北海道 栃木 埼玉 千葉 福岡 計 ％（人）

ア、ちょうどよい長さで適切だった 3 6 5 9 5 28 58.6%

イ、まあまあほどよい長さであった 1 4 4 3 3 15 31.9%

ウ、講義によっては時間が適切でな 1 1 2 0 0 4 8.5%

かった

エ、全体的に適切でなかった 0 0 0 0 0 0 0%

ウ、講義によっては時間が適切でなかっ
た 8.5%

エ、全体的に適切でなかった 0.0%

イ、まあまあほどよい長さであった 31.9% ア、ちょうどよい長さで適切だった 59.6%

＜図3-3-23＞
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オ．課題レポートの提出・添削について

ｅメールを活用した課題レポートの提出・添削については 「企画立案技術がとても向、

上したと思う」が８名(17.0％) 「企画立案技術が向上したと思う」が27名(57.4％)であ、

った。

「企画立案技術の一部が向上したと思う」の11名(23.4％)については、意見・感想欄に

「時間的に作成が難しく苦労した 「時間を確保できない場合は負担になる 「再提出ま」 」

でできなかった」等、時間確保の難しさを記述した者が３名 「グループでの意見交換が、

必要 「ネットワークづくりが大切」等、集合学習型研修の必要性について記述した者が」

２名であった 「向上しなかった」の１名(2.1％)については、後日、意見聴取したとこ。

ろ「もともとプログラム企画立案の技術は身についていたから」という回答であった。

Ｑ５．ｅメールを活用した課題レポートの提出・添削により、プログラム企画立案技術は

向上したと思いますか

＜表3-3-16＞課題レポートの提出・添削について ｎ＝47

北海道 栃木 埼玉 千葉 福岡 計（人） ％

ア、 企画立案技術 がと ても向上し 1 2 3 2 0 8 17.0%

たと思う

イ、企画立案技術が向上したと思う 2 5 5 9 6 27 57.4%

ウ、企画立案技術の一部が向上し 1 4 3 1 2 11 23.4%

たと思う

エ、向上しなかった 1 0 0 0 0 1 2.1%

ア、企画立案技術がとても向上したと思
う 17.0%

エ、向上しなかった 2.1%

ウ、企画立案技術の一部が向上したと
思う 23.4%

イ、企画立案技術が向上したと思う
57.4%

＜図3-3-24＞
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カ．インターネットを活用した社会教育研修の必要性

これからのインターネットを活用した社会教育研修の必要性については 「とても必要、

であると思う」が21名(44.7％) 「必要であると思う」が16名(34.0％)であった。、

「改善すれば、必要であると思う」の10名(21.3％)については、意見・感想欄に「イン

ターネット接続環境が整備されれば 「回線が改善されれば」等、インターネット接続環」

境について記述した者が２名 「現地研修と体験をうまく組み合わせれば 「人や団体と、 」

のネットワークづくりが補強されれば」等、集合学習型研修との組み合わせを記述した者

が２名 「市町村対象ばかりでなく多方面のメニューが用意されれば 「時間的に課題レ、 」

ポートの作業がなければ」等、研修プログラムの改善を記述した者が２名であった。

Ｑ６．インターネットを活用した社会教育研修は必要ですか

＜表3-3-17＞ インターネットを活用した社会教育研修の必要性について ｎ＝47

北海道 栃木 埼玉 千葉 福岡 計（人） ％

ア、とても必要であると思う 2 4 6 6 3 21 44.7%

イ、必要であると思う 3 5 2 3 3 16 34.0%

ウ、改善すれば、必要であると思う 0 2 3 3 2 10 21.3%

エ、必要ないと思う 0 0 0 0 0 0 0%

エ、必要ないと思う 0.0%

ウ、改善すれば、必要であると思う 21.3%

イ、必要であると思う 34.0%

ア、とても必要であると思う 44.7%

＜図3-3-25＞
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キ．受講協力者の意見・感想から

アンケート調査に回答のあった47名に、自由記述で意見・感想の記入を求めたところ、

43名の記入があった。主な意見・感想は下記のとおりである。

＜表3-3-18＞受講協力者の意見・感想欄への記入

北海道 栃木 埼玉 千葉 福岡 計（人）都道府県名

意見や感想を記入した方の人数 4 11 10 11 7 43

受講協力者からの意見・感想（重複回答あり）

・さらにプログラムが用意されれば利用価値が向上する。

・補足説明用資料の充実や、受講者の疑問へのサポートシステムの整備が望まれる。

・この形式の研修は個と個の研修と実感でき主体的に取り組めた。

・ゆとりある時間に取り組めるメリットがあった

・いままでに意識していなかったことを、客観的、体系的に見直すことができた。

・職場ではこのような研修や学ぶ機会がないので、一日も早い完成を希望する。

・斬新な企画、その運営等、新しい時代の学習の型として非常にすばらしい。

・社会教育実践研究センターに行きたくても様々な用務で行けないので期待する。

・ワード文章の使用にとまどった。

・今後、この企画を必要としている人にどのように自主的に受講させるかが課題。

・社会教育実践研究センターの研修に参加しづらい方には有効な方法。

・勤務時間内にこの研修を行うことには気が引け負担になる。

・企画立案の手法など自分の仕事にすぐ生かせることをたくさん学んだ。

・公民館は配属される人数が少なく研修に参加できないので、この研修は良い事である。

、 。・実際に体験してみると 業務があるのでひとつの講義の内容を５分くらいにしてほしい

、 、 。・おもしろい試みであるが 一番大切な事はネットワークづくり うまく補強してほしい

・とても良い教材だと思う。

・回線の混み具合で、画面が乱れる事があった。

・パワーポイントの資料を、もう少しテンポの良いものにしてほしい。

・受講者が都合の良い時間に繰り返し受講できるのがメリットだ。

・講義も良かったが、資料がとても参考になった。

・講義内容がＰＤＦファイルでいつでも見直せるところが使いやすかった。

・講義の内容は理解できたが、課題提出はかなり専門性を要すると感じた。

・とても良い機会であった

、 。・学校現場から来て研修に参加する困難さを感じていたので この研修の拡大を希望する

・貴重な学習経験ができた。

・課題レポートの再提出はどうしてもできなかった。

・企画立案時のノウハウがわかった。

・インターネットの活用はたいへん良い方法だと思った。

・自分のペースでいつでもどこでも学べる事は社会教育の中で大切な事である。
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・双方向性の事も含めこれからの新しい研修方法として楽しみ。

・添付資料が簡潔によくまとめられていて参考になった。

・単発なものが多いが、ストーリー性があり内容に深まりがあった。

・研修地が遠くて大変な場合、時間がとれない場合、有効である。

・実際に体験しないとだめなところもあるので、組み合わせるとよりよい研修になる。

・良い機会であった。

・ 学習プログラム立案の技術」が有用であった。「

・今回の受講で再度地域を見直す機会となった。来年度は一歩進んだ企画を考えたい。

・インターネットを活用した研修は初めてであったが参考になった。

・大変参考になった。

・受講しているうちに操作など理解できた。

・送ってもらった操作の資料がとても参考になった。

・全体計画の中で位置づけて事業の意義を考えることが少なかった事に気づいた。

・仕事に追われ研修や指導者育成などの学習が少なくなっている事に気づいた。

・受講場所や、時間的な制約を受けることなく自己のペースで学習できるシステム。

・評価システムの講義は別枠で用意して頂きたい。

・大変整理され、視覚に訴えるプレゼンテーション形式の画面が良かった。

・講師の先生の表情を見ながら受講できる事は画期的でワクワクした。

・ダウンロードできる資料の豊富さに驚かされた。

・資料はどれも現場ですぐに役立つ内容のものばかりであった。

・ｅメールやインターネットの活用での学習は有効だと思った。

・通信の操作には不安があった。簡単な操作でできるようになるとすばらしい。

・今後もさまざまな内容で講義を継続してほしい。

・丁寧な添削指導であった。

・インターネットを通じての学習は有効であると思う。

・添削作業は、企画立案の学習には必要。

・講義の時、資料や写真が効果的に画面に提示されると良い。

・講義の時時々止まる事があった。

・プログラム作成はグループで意見を出し合いながら行った方がよりよいものができる。

・初めての経験だったが適切な指導があった。

・メディアソフトの関係で仕方ないが、動画画面が小さすぎた。

・何度も聞き直せるという良さはあった。

・インターネットを利用した研修はいつでもできるという利点がある。

・いつでも研修できるからこそなかなか実行しなかった。

・大事なポイントを何度でも見直しができた。

・未来の研修の形を見させてもらった。

・自分のペースで研修ができるのはとてもよかった。

・ＣＤ－ＲＯＭの講座の長さは適切であった。

・短い時間を活用して少しずつ受講する事もできるし、一度に受講する事もできる。

・資料（講座の内容）がもう少しコンパクトだと良かった。
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・講座受講の前後に接続が必要なのでダイヤルアップでは少し不便だった。

・動画だから無理かもしれないが画面はもう少し大きい方が良かった。

・初めての試みで不安はあったが大変すばらしい経験ができた。

・貴重な経験をする事ができた。

ク．機器の操作等に関する受講協力者からの問い合わせ

機器の操作等に関する受講協力者からの問い合わせは８件であった。主に、ダウンロー

ドに関する基礎知識の不足による問い合わせが４件と、一番多く、初めての受講協力者向

けの丁寧な説明マニュアルが必要である。

、 、また フィルタリングやシールドなどセキュリティレベルに関する問い合わせは２件で

市町村によりインターネット環境に差があることがわかった。

なお、機器の操作等に関する受講協力者からの問い合わせについては、本報告書Ｐ51で

久保田委員が述べている。詳細な問い合わせ内容は下記の通りである。

＜表3-3-19＞機器の操作等に関する受講協力者からの問い合わせ内容

日 都道府県 市町村 主な内容 対応

12/17(水) 北海道 Ｒ町 リアルプレーヤーのダ 受講者の接続環境を確

、「 （ ）」ウンロードに関する問 認 Ｔ１ 1.5Mbps

い合わせ。 が最適な環境設定であ

ることを受講協力者に

伝えた。

12/17(水) 栃木県 Ｙ市 セキュリティーレベル helpに表示されている

の設定についての問い セキュリティーレベル

合わせ。 の設定変更はパソコン

本体においてであり、

市町村サーバーは変更

されないことを受講協

力者に伝えた。

12/18(木) 千葉県 Ｅ村 デジタル資料がＦ社の プリントアウトはＦ社

印刷機では印刷できた の印刷機で行うよう、

がＲ社の印刷機 白黒 受講協力者に伝えた。（ ）

では印刷できなかっ 原因については、Ｒ社

た。 に問い合わせた。

12/22(月) 栃木県 Ｋ市 受講一覧のpart2から まず、CD-ROMが不良品

下の画面が表示されな の可能性があるので、

い。止まってしまう。 新しいCD-ROMを速達で

ＯＳはWindows2000 郵送した。同時に、ｴﾗ

ｴﾗｰﾒｯｾｰｼﾞ＜input ｰﾒｯｾｰｼﾞとＯＳの状況

tipe＝゛image゛ を分析した。
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src＝゛images/ｂ １月７日にフィルタリ

_pptdata01．gif゛ ングソフトに「グラム

Ｖalue＝Ｐ チ」という言葉がＮＧ

ptDataAction゛ ワードにかかっている

onMouseover＝゛ ことが判明した。シス

this.src＝゛images/ テム管理者にフィルタ

ｂ_pptdata02．gif゛ リングを解いてもらっ

onMouseou た。

１/５(水) 栃木県 Ｙ市 リアルプレーヤーのダ ダウンロードの時「保

ウンロードができない 存」をしたが、インス

という問い合わせ。 トールの意味をよく理

解していなかったため

「解凍後、インストー

ル」していなかった。

１/６(木) 千葉県 Ｆ市 リアルプレーヤーがイ Ｆ市はソフトが勝手に

ンストールできない。 インストールできない

ようにシールドが掛か

っていたため、管理者

に許可願いの書類を提

出し解いてもらった。

書類作成には、メーカ

（ 、ー名 Real Networks)

大きさ（9.19ＭＢ 、）

ｳﾞｧｰｼﾞｮﾝ（Ｖ２GOLD）

の情報が必要である。

１/13(火) 埼玉県 Ｍ町 リアルプレーヤーのダ ダウンロードの時「保

ウンロードができない 存」をしたが、インス

という問い合わせ。 トールをしていなかっ

た （Ｙ市と同じ）。

１/14(水) 千葉県 Ｆ市 事例をプリントアウト 研修資料をそのままＰ

したらページ数で抜け ＤＦにしたため、裏表

ているところがあっ 紙などページが入って

た。 いない白紙のところの

ページ数が抜けてい

た。
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② 課題（試行を終えて）

ア．操作方法と操作画面について

操作方法について、回答のあった47人のうち45人(95.7％)が 「とてもわかりやすかっ、

た 「まあまあわかりやすかった」と回答していた。２人(4.3％)が「一部わかりにくい」

ところがあった」とあったが、今後は、アンケート調査の際に自由記述欄を設けて、具体

的に操作方法のどこがわかりにくかったか明らかにしていくことが必要がある。後日、意

見聴取したところ 「テレビ会議の音声設定がわからなかった 「パソコン自体が苦手で、 」

あった」という回答であった。パソコンの基本的な操作方法については、個人差があるこ

とを考慮したシステム開発が求められる。

また、操作方法について受講者からの電話による問い合わせの中に、ダウンロード時の

インストール方法がわからないというのが２件あった。インストールなどの経験が少ない

受講者向けの、操作マニュアルの開発も進めていかなければならない。さらには、将来受

講者の人数が多くなった場合、操作方法等についての問い合わせに対するサポート体制に

ついても検討していかなくてはならない。

操作画面について、46人(97.9％)が 「とても見やすかった 「まあまあ見やすかった」、 」

と回答していた。１人(2.1％)が「全体的に見にくかった」と答え、意見・感想欄に「メ

イン画面は見やすかった」と記述していた。後日、意見聴取したところ 「講義の動画画、

面が２～３回停止した」ということであり、原因はパソコンのスペックが動画再生には不

足していたと判明した。動画再生は、パソコンに相応の負担をかけるため、今後、システ

ムの中にどのような形式で収納していくか検討が求められる。

またデジタル資料はＰＤＦファイルで提供していたため、画面上では文字など読みにく

い部分があったと考えられる。メインとなる講座一覧画面や講義画面ばかりでなく、資料

画面等にも細かい配慮が求められる。

イ．講義の内容と講義の時間について

講義の内容について、46人(97.9％)が「とても理解できた 「まあま理解できた」と回」

答していた。１人(2.1％)が「場面によっては理解できた」と答え、意見・感想欄に「本

質の部分では理解できた」と記述していた。講義の内容については、受講生の自己評価チ

ェックの平均値を分析し、理解度は高かったか、応用力は身についたか、評価の結果を生

かして修正していくことも重要である。

講義の時間について、43人(91.5％)が「ちょうど良い長さ 「まあまあほどよい長さ」」

。 「 」 。と回答していた ４人(8.5％)が 講義によっては時間が適切でなかった と答えていた

今回の試行では、講義時間を５分から10分くらいの長さに設定していた。後日、意見聴取

したところ「まだ講義の時間が長い 「講義によっては長い」という回答があった。今後」

は、より適切で効果的な講義時間の長さを明らかにしていく必要がある。
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ウ．課題レポートの提出について

課題レポートの提出について、35人(74.5％)が「企画立案技術がとても向上した 「企」

画立案技術が向上したと思う」と回答していた。11名(23.4％)が「企画立案技術の一部が

向上したと思う」と答え、１名(2.1％)が「企画立案技術が向上しなかった」と答えてい

る。意見・感想欄に、課題レポートを作成する時間確保の難しさについて３名、グループ

での意見交換等、集合学習型研修の必要性について２名の記述があった。今後、本格的な

運用に向けて、インターネット配信の教材を学習する個人学習研修と、教室での集合学習

型研修の組み合わせによるブレンディング方式等、多様な手法についても検討していく必

要がある。

「企画立案技術が向上しなかった」と回答した１名について、後日、意見聴取したとこ

ろ「もともとプログラム企画立案の技術は身についていたから」という回答であった。そ

の他にも、意見・感想欄に「時間的に作成が難しくて苦労した」という記述もあった。受

講した社会教育関係者の経験年数や興味関心の対象等は多種多様であると考えられる。今

後は、研修プログラムのメニューも多様化させ、例えば、入門編、初級編、中級編のよう

に、受講者が自分のレベルに合わせた選択可能なコース設定についても検討していかなけ

ればならない。

エ．テレビ会議について

ｅラーニングで重要な要素のひとつに、学習時間の自由度とインタラクティブ性（双方

向性）があげられる。今回は、北海道の受講生を対象に、３回のテレビ会議を実施した。

学習意欲についてのアンケート調査をみると、第１回目が「とても高まった 「まあまあ」

高まった」が５名(100％)であった。特に第１回目は、画面操作の仕方や、操作の不明点

などについて活発な質疑があり、講義に取り組む意欲が向上し効果的であった。

第２回目は「とても高まった 「まあまあ高まった」が４名であった。ここでも、実際」

に課題レポートをどのように作成したらよいか活発な意見交換が行われ、その後の課題レ

ポートについて北海道は提出、再提出ともすべての受講者が提出した。課題レポートに取

り組む意欲が向上し効果的であった。

しかし、第３回目には「とても高まった 「まあまあ高まった」が２名と最も少なかっ」

。 、 。た これはすでに 講義も課題提出も終了した後に実施したからではないかと考えられる

テレビ会議は、研修プログラムのどこの場面で実施すると効果的かを考え、計画的に実施

することが重要である。

また、今回のテレビ会議の試行により、通信環境や送受信機器の条件整備の必要性や、

送受信時間や場所が限定されるなどの運営上の問題点も明らかになった。今後も、教材提

供者（今回はコーディネーター）と受講者、受講者同士のインタラクティブ性を確保する

効果的な運用方法について検討していかなければならない。
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