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Report on the student needs survey about information and system 
supporting for academic learning and achievement

Motohisa HANDA
　Ochanomizu University, Center for Research and Development of Education

A questionnaire survey was conducted to investigate students’ needs for consultation 
services and information systems, as well as their evaluation of such services offered by the 
Ochanomizu University, in order to support its students. Participants were undergraduate 
students (N = 800). The questionnaire assessed the following six items: (1) recognition and 
evaluation of the Learning Support Center, (2) recognition and evaluation of the Learning 
Management Systems (LMS), which are called Moodle and Plone, (3) factors that prevented 
students from displaying their own resources, (4) awareness of students’ ability to learn self-
directedly, (5) information and systems required for supporting study activities, (6) problems 
and solutions in learning and achievement. The response rate to the survey was 56.1%. The 
results indicated: (1) the recognition of the Learning Support Center was 17% and that of the 
Plone, LMS was 44%, both of which were rather low. However, since the study was conducted 
in the first year after launching the center and the system, this result was expected. (2) There 
were no responses from two thirds of students regarding factors that prevented them from 
displaying their abilities, which suggested no problems in general related to this issue. The few 
problems were closely related to information and systems for supporting study activities. Many 
students complained about the facilities and equipment, with half the complaints being about 
the library. (3) Information and systems required for learning  and achievement demanded 
by a majority of students that were unavailable at the time of the survey were identified in 
this survey and since then, have been provided. (4) self-directed learning was attained by 
about 70% of students' ideal value. (5) The high needs for peer supporters were identified 
as a problem and a solution for learning and achievement, that accord with data from other 
universities. These results confirmed the way of effective students consulting in study activities.

keywords : learning and achievement, self-directed learning, Moodle, Plone, Learning 
Management System, learning support, questionnaire survey

はじめに

　お茶の水女子大学は、2009 年度に文部科学省「大
学教育・学生支援推進事業」大学教育推進プログラ
ム【テーマ A】に採択され以降 3 年間にわたり同事
業を遂行した。この事業では「多次元的な学士力養
成を担う総合的学修支援」「多様な学生たちの学習動
機づけを喚起し続ける支援体制の開発と運用」を主
題、副題に掲げ、学生に対する学修の支援にかかわ
る諸施策の立案、開発、実施がなされた。この事業
の実施過程の終盤においては計画した施策のうちす
でに運用され始めたものがあり、それらについては
初発的な状況をおさえておく必要があった。また、

これから運用される施策については最終調整のため
に、それら諸施策の直接の受け手となる学生から、学
修支援に対する認識や意見を求め、必要に応じて反映
させる作業が不可欠であった。そこで同大の学士課程
に在籍する学生に対して学修に関する相談支援や情報
システムへの現状評価やニーズをあきらかにするため
の質問紙調査を実施した。本稿はその調査分析結果と
事業への反映報告である。
　上記事業においてあらたに実施された諸施策は主と
して初年次生から学年進行で適用する新履修制度、成
績評価制度、そのもとでの学修成果状況の報知、提示
システム、対面相談を含む総合的な学修支援などを主
体にしていた。それらのほとんどは事業の前半で設
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計、開発され最終年度で適用された。したがって、以
下に記すように事業最終年度に実施した当調査は、そ
の結果をもって事業成果を測ることには適しない。だ
が、事業諸施策の初発的な状況やニーズをおさえた
データは、今後の学修支援の展開とその効果測定には
基点情報として重要性を発揮することになる。

方法

被調査者　　お茶の水女子大学の学士課程に在籍す
る学生から各学年およそ 200 名ずつになるような構
成で無作為に抽出した学生 800 名を被調査者とした。
この数は学士課程全学生の約 4 割に相当した。

調 査 方 法　　A3 版 両 面 1 枚 に 印 字 し た 質 問 紙
（Figure1）を用いて、回答猶予期間約 3 週間の留め
置き無記名調査を実施した。この質問紙に挨拶文と回
答返送用の返信切手つき封筒を同封し、学生の自宅に
郵送した。なお、調査の結果はインターネット・ウェ
ブページをつうじて公開することを明示し、回答にあ
たっての謝礼はなかった。

調査時期と手続き　　2011 年 12 月下旬に質問紙を郵
送した。約 3 週間後の 2012 年 1 月 15 日を回答投函
締め切りに設定して実施した。回答の回収作業はその
締め切り日の 1 週間後に打ち切った。そのあとに到
着した回答はなかった。なお、回答締め切り日のおよ
そ 10 日前に郵便はがきにより回答投函締め切り日の
再確認と回答を促す文面を回答対象者全員に郵送し
た。

調査内容　　主としてつぎの 6 つのことがらについて
あきらかにするための設問で構成した。

（1）総合学修支援センターの認知度、利用度、用途、
利用結果、満足度、意見

（2）授業・学習支援システム Moodle、Plone の認知
度、利用度、満足度、意見

（3）自分の力量発揮という観点から、その妨げになっ
ているものごとや大学への要求

（4）学修における主体性について、その自覚の程度
（5）学修支援のために必要としている情報やシステ
ム、その理想像

（6）学修における悩みや相談の内容とその解決の実
態
　実際の設問文は以下のとおりであった。なお、回答

結果に依存してつぎの設問への進行が変化する場合、
以下では【回答○○の場合】のように記述したが、実
際の回答用紙では、Figure1 に示したように、そうし
た記述による指示ではなく、矢印によって容易に進行
できるようにデザインされていた。

（0）所属学部・学年　　　　　　
　　□ 編入学された方はレを記してください 

（1）本学に「総合学修支援センター」があるのをご存じ
でしたか。　 1.  はい　　　2.  いいえ　　

（2）「総合学修支援センター」を利用したことがありま
すか。　  1.  はい　　　2.  いいえ　　

【回答 2 の場合】（2-1）「総合学修支援センター」を利用
しなかった理由は何ですか
　　　1.  必要なかったから
　　　2.  場所がわからなかったから
　　　3.  利用しにくかったから
　　　　　【回答 3 の場合】どのような点でしょうか　
　　　4.  何をするところかわからなかったから
　　　5.  その他　　具体的に記述　　

学修の支援（システム）に関するアンケート調査

※　無記名ですが学部名と学年は記入してください。選択回答は記号に ○ 印、記述回答は　　　内にできるだけボールペ

　　ンなど濃い筆記具で、記述してください。修正は二本線を記入するなどで訂正して構いません。

　　選択結果によっては青い矢印で示した設問に飛んで進んでください。

（0）お茶の水女子大学　　　　学部・学年　　　　　　編入学された方は　を記してください →

（1）本学に「総合学修支援センター」があるのをご存じでしたか。

 　 　1.  はい　　　　　2.  いいえ　　

（2）「総合学修支援センター」を利用したことがありますか。

　  　1.  はい　　　　　2.  いいえ　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2-1）「総合学修支援センター」を利用しなかった理由は何ですか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.  必要なかったから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.  場所がわからなかったから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.  利用しにくかったから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どのような点でしょうか　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.  何をするところかわからなかったから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.  その他　　具体的に　　

（3-1）本年度「総合学修支援センター」をどの程度利用しましたか。

　 　1.  1 回　　　　　2.  2 ～ 3 回　　　　　3.  4 ～ 6 回　　　　　4.  頻繁に

（3-2）「総合学修支援センター」をどのような用件（質問・相談内容）で利用しましたか。

（3-3）その用件は総合学修支援センターで解決しましたか。

　　1.  はい　　　　　2.  いいえ　　　　（3-3-1）その用件は最終的に、どのように解決しましたか、

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

（3-4）「総合学修支援センター」を利用した結果として、全体的な満足度はどの程度ですか。

　　1.  たいへん満足　　　2.  満足　　　　　3.  満足していない　　　4.  まったく満足していない

（3-5）「総合学修支援センター」を利用して感じたこと、改善点などがあれば教えてください。

（4）本学で（学外からも）24 時間使える授業・学習支援システムのうち、ご存じのものにチェックしてください。　　　

　　1.  知らない　　　　2.  Moodle（ムードル）　　　　　3.  Plone（プローン）　　

　　　　　　　　（4-1）本年度における「Moodle」の利用状況を教えてください。

　　　　　　　　　1.  使ったことがない　　2.  1 学期につき数回程度　　3.  左右選択肢のあいだ　　4.  ほとんど毎日

　　　　　　　　（4-2）「Moodle」を一層有効に使っていくために改善点があれば教えてください。

　　　　　　　　（4-3）本年度における「Plone」の利用状況を教えてください。

　　　　　　　　　1.  使ったことがない　　2.  1 学期につき数回程度　　3.  左右選択肢のあいだ　　4.  ほとんど毎日

　　　　　　　　（4-4）「Plone」を一層有効に使っていくために改善点があれば教えてください。

（5）十分に学んで自分の力量を精一杯発揮するうえで、、、

　　　（5-1）妨げになっているものごとがあれば、教えてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   裏面につづく

2011 年 12 月

 　 　1.  はい　　　　　2.  いいえ　　 　 　1.  はい　　　　　2.  いいえ　　

（2）「総合学修支援センター」を利用したことがありますか

（4）本学で（学外からも）24 時間使える

　　1.  知らない　　　　2.  Moodle（ムードル）　　　　　3.  Plone（プローン）　　

（4）本学で（学外からも）24 時間使える

 　 　1.  はい　　　　　2.  いいえ　　 　 　1.  はい　　　　　2.  いいえ　　

　  　1.  はい　　　　　2.  いいえ　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2-1）「総合学修支援センター」を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.  必要なかったから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.  場所がわからなかったから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.  利用しにくかったから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どのような点でしょうか　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.  何をするところかわからなかったから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.  その他　　具体的に　　

（3-1）本年度「総合学修支援センター」を

　  　1.  はい　　　　　2.  いいえ　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2-1）「総合学修支援センター」を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.  必要なかったから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.  場所がわからなかったから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.  利用しにくかったから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どのような点でしょうか　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.  何をするところかわからなかったから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.  その他　　具体的に　　

（3-1）本年度「総合学修支援センター」を

　　1.  知らない　　　　2.  Moodle（ムードル）　　　　　3.  Plone（プローン）　　

　　　　　　　　（4-1）本年度における「Moodle」の

　　　　　　　　　1.  使ったことがない　　2.  1 学期につき数回程度　　3.  左右選択肢のあいだ　　4.  ほとんど毎日

　　　　　　　　（4-2）「Moodle」を一層有効に使っていくために

　　　　　　　　（4-3）本年度における「Plone」の

　　　　　　　　　1.  使ったことがない　　2.  1 学期につき数回程度　　3.  左右選択肢のあいだ　　4.  ほとんど毎日

　　　　　　　　（4-4）「Plone」を一層有効に使っていくために

十分に学んで自分の力量を精一杯発揮する

　　1.  知らない　　　　2.  Moodle（ムードル）　　　　　3.  Plone（プローン）　　

　　　　　　　　（4-1）本年度における「Moodle」の

　　　　　　　　　1.  使ったことがない　　2.  1 学期につき数回程度　　3.  左右選択肢のあいだ　　4.  ほとんど毎日

　　　　　　　　（4-2）「Moodle」を一層有効に使っていくために

　　　　　　　　（4-3）本年度における「Plone」の

　　　　　　　　　1.  使ったことがない　　2.  1 学期につき数回程度　　3.  左右選択肢のあいだ　　4.  ほとんど毎日

　　　　　　　　（4-4）「Plone」を一層有効に使っていくために

十分に学んで自分の力量を精一杯発揮する

　　1.  知らない　　　　2.  Moodle（ムードル）　　　　　3.  Plone（プローン）　　　　1.  知らない　　　　2.  Moodle（ムードル）　　　　　3.  Plone（プローン）　　　　1.  知らない　　　　2.  Moodle（ムードル）　　　　　3.  Plone（プローン）　　　　1.  知らない　　　　2.  Moodle（ムードル）　　　　　3.  Plone（プローン）　　

　  　1.  はい　　　　　2.  いいえ　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2-1）「総合学修支援センター」を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.  必要なかったから

　  　1.  はい　　　　　2.  いいえ　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　（2-1）「総合学修支援センター」を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.  必要なかったから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   裏面につづく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   裏面につづく

　　1.  はい　　　　　2.  いいえ　　　　（3-3-1）その用件は最終的に、

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

　　1.  はい　　　　　2.  いいえ　　　　（3-3-1）その用件は最終的に、

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

（3-3）その用件は総合学修支援センターで解決しましたか

　　1.  はい　　　　　2.  いいえ　　　　（3-3-1）その用件は最終的に、

（3-3）その用件は総合学修支援センターで

　　1.  はい　　　　　2.  いいえ　　　　（3-3-1）その用件は最終的に、

レ

（3-4）へ

Figure 1　調査質問紙

　　　（5-2）自分の力量発揮を一層促進するために「大学に望むこと」は何ですか。

（6）大学で学び修めるにあたって、不足に感じている「情報」や「仕組み」は何ですか。

（7）大学で学び修めるにあたって、自分の主体性はどの程度とれているでしょう。パーセンテージで表現してみてください。

　　また、どの程度自分の主体性がとれることが理想的でしょう。同様に表現してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　%　　　　理想的には　　　　　　　%

（8）学修支援システムが提供する情報として（すでにあるものも含めて）あったほうがよいと思うものすべてに○、大いに

　　利用したいと思うものすべてに◎を、番号につけてください。

　　1.  学習ポートフォリオ（学習成果物（レポートなど）とそれに対する評価をまとめたファイル）

　　2.  これまでと現在の自分の GPA* 値（学期ごと、累積値など）

　　3.  認証のうえウェブ上で確認できる現在の自分の取得単位数

　　4.  認証のうえウェブ上で確認できる自分の成績評価一覧

　　5.  授業ごとの平均 GP* 値や最大、最小 GP 値一覧

　　6.  学内や学部内での自分の成績の位置づけ（相対的なできぐあい）

　　7. 上記のような学修成果を多角的に分析した結果一覧

　　8. 授業で用いる参考資料類をネットからダウンロードできるサイト

　　9. 授業で出されたレポートや課題をネットを介して提出できるサイト

　 10. 今後の学修プランを立てるうえで役立つ情報が入手できたり相談ができる場所

　 11. 学習や履修に関する相談予約

　 12. その他　　具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

*GPA は Grade Point Average のことで、成果評価点から算定された GP（Grade Point）値に当該科目の単位数を乗じた値を履修科目
分総和し、履修総単位数で除した値です。本学では現在の 1 年生から正式な成績評価指標になっています。2 年生以上についても参考ま
でに算定することが可能です。

（9）「理想的な学修支援のためのシステム」というものを考えたとき、思い浮かぶイメージをあげてください。

　（9-1）そのようなシステムができたとき、あなたはそれをどの程度利用しますか、

　　1.  大いに利用する　　2.  よく利用する　　3.  必要に応じて利用する　　4.  あまり利用しない　　5.  利用しない

（10）学習や履修をするにあたって、これまでに一番困って相談したいと思ったことは、どのようなことでしたか。それは

　　　誰に相談し、どのように解決しましたか。

（11）勉学面を中心に、あなたが困った場合、誰に相談し解決に至ることが多いですか。下記から 2 つ選んでください。

　　1.  友人　　2.  先輩　　3.  教員　　4.  事務職員　　5.  その他 → 具体的に

（12） その他、このアンケート内容に関連したことがらで、ご意見・ご質問などがあったら、自由にお書きください。質問

　　　の場合は返答連絡先をお書きください。

【 締切 】 2012 年 1 月 15 日 ( 日曜日 ) までに同封の切手つき返信用封筒に入れて、郵便ポストにご投函ください。

〒 112-8610  文京区大塚 2-1-1
お茶の水女子大学
教育開発センター

このアンケートに関するお問い合わせ先
crde@cc.ocha.ac.jp（担当 : 半田智久）

電話番号 03-5978-5764
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【（2）で回答 1 の場合】（3-1）本年度「総合学修支援セ
ンター」をどの程度利用しましたか。　1.  1 回　　2.  
2 〜 3 回　　3.  4 〜 6 回　 　4.  頻繁に

 【（2）で回答 1 の場合】（3-2）「総合学修支援センター」
をどのような用件（質問・相談内容）で利用しましたか。

 【（2）で回答 1 の場合】（3-3）その用件は総合学修支援
センターで解決しましたか。　　1.  はい　　2.  いいえ
　　　　

【回答 2 の場合】（3-3-1）その用件は最終的に、どのよ
うに解決しましたか、
　　　　　　　　　　　
 【（2）で回答 1 の場合】（3-4）「総合学修支援センター」
を利用した結果として、全体的な満足度はどの程度です
か。　1.  たいへん満足　　　2.  満足　　　3.  満足し
ていない　　　4.  まったく満足していない

 【（2）で回答 1 の場合】（3-5）「総合学修支援センター」
を利用して感じたこと、改善点などがあれば教えてくだ
さい。

（4）本学で（学外からも）24 時間使える授業・学習支
援システムのうち、ご存じのものにチェックしてくださ
い。　1.  知らない　　　　2.  Moodle（ムードル）　　
　　　3.  Plone（プローン）　　

【（4）で回答 2 の場合】（4-1）本年度における「Moodle」
の利用状況を教えてください。  1.  使ったことがない　
　2.  1 学期につき数回程度　　3.  左右選択肢のあいだ
　4.  ほとんど毎日

（4-2）「Moodle」を一層有効に使っていくために改善点
があれば教えてください。

 【（4）で回答 3 の場合】（4-3）本年度における「Plone」
の利用状況を教えてください。
    　1.  使ったことがない　　2.  1 学期につき数回程
度　　3.  左右選択肢のあいだ　　4.  ほとんど毎日

 （4-4）「Plone」を一層有効に使っていくために改善点
があれば教えてください。

（5）十分に学んで自分の力量を精一杯発揮するうえで、、、
（5-1）妨げになっているものごとがあれば、教えてくだ
さい。

（5-2）自分の力量発揮を一層促進するために「大学に望

むこと」は何ですか。

（6）大学で学び修めるにあたって、不足に感じている「情
報」や「仕組み」は何ですか。

（7）大学で学び修めるにあたって、自分の主体性はどの
程度とれているでしょう。パーセンテージで表現してみ
てください。　　%
また、どの程度自分の主体性がとれることが理想的で
しょう。同様に表現してください。　理想的には　　%

（8）学修支援システムが提供する情報として（すでにあ
るものも含めて）あったほうがよいと思うものすべてに
○、大いに利用したいと思うものすべてに◎を、番号に
つけてください。
　1.  学習ポートフォリオ（学習成果物（レポートなど）
とそれに対する評価をまとめたファイル）
　2.  これまでと現在の自分の GPA* 値（学期ごと、累
積値など）
　3.  認証のうえウェブ上で確認できる現在の自分の取
得単位数
　4.  認証のうえウェブ上で確認できる自分の成績評価
一覧
　5.  授業ごとの平均 GP* 値や最大、最小 GP 値一覧
　6.  学内や学部内での自分の成績の位置づけ（相対的
なできぐあい）
　7. 上記のような学修成果を多角的に分析した結果一覧
　8. 授業で用いる参考資料類をネットからダウンロード
できるサイト
　9. 授業で出されたレポートや課題をネットを介して提
出できるサイト
　10. 今後の学修プランを立てるうえで役立つ情報が入
手できたり相談ができる場所
　11. 学習や履修に関する相談予約
　12. その他　　具体的に　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
*GPA は Grade Point Average のことで、成果評価点か
ら算定された GP（Grade Point）値に当該科目の単位数
を乗じた値を履修科目分総和し、履修総単位数で除した
値です。本学では現在の 1 年生から正式な成績評価指標
になっています。2 年生以上についても参考までに算定
することが可能です。

（9）「理想的な学修支援のためのシステム」というもの
を考えたとき、思い浮かぶイメージをあげてください。

（9-1）そのようなシステムができたとき、あなたはそれ
をどの程度利用しますか、　1.  大いに利用する　　2.  
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よく利用する　　3.  必要に応じて利用する　　4.  あま
り利用しない　　5.  利用しない

（10）学習や履修をするにあたって、これまでに一番困っ
て相談したいと思ったことは、どのようなことでしたか。
それは誰に相談し、どのように解決しましたか。

（11）勉学面を中心に、あなたが困った場合、誰に相談
し解決に至ることが多いですか。下記から 2 つ選んでく
ださい。　1.  友人　　2.  先輩　　3.  教員　　4.  事
務職員　　5.  その他 → 具体的に

（12） その他、このアンケート内容に関連したことがら
で、ご意見・ご質問などがあったら、自由にお書きくだ
さい。質問の場合は返答連絡先をお書きください。

結果と考察

回収結果
　回収数は 449 件、回収率は 56.1% であった。学
部別の回収内訳は文教育学部 213 件（全回答件数の
47.4％）、理学部 109 件（同 24.3％）、生活科学部
127 件（同 28.3％）であった。2011 年 5 月現在で
の学士課程在籍者数の学部割合は文教育学部 45.5％、
理学部 26.7％、生活科学部 27.7％であったから、実
際の学部別割合にほぼ沿うかたちで回収できたことが
わかる。
　学年別回収内訳は 1 年生 132 件（29.4％）、2 年生
120 件（26.7 ％）、3 年 生 119 件（26.5 ％）、4 年 生
77 件（17.2％） 、記入なし 1 件（ 0.2％）であった。
なお、編入生は 3 件（ 0.7％）であった。

総合学修支援センターについて

総合学修支援センターに対する認知
　総合学修支援センターは、学生の学修全般について
の対面相談を大学院生のピアサポーターにより応じる
全学共通利用施設として 2011 年の新年度から設置・
運営されたものであった。学習支援を目的にした独立
施設の運営は本学では初めての試みであった。そのた
め試験運用を経ずに開設することにはそれなりの留意
が必要であった。また相談はとくに新学期の履修登録
時に多くなることが容易に予想されたため、体制と経
験が盤石でないなかの開設によって対応に混乱をきた
すことは回避する必要があった。こうしたこともあっ
て初年度における学生に対する開設告知はあえて控え

めにし、新入生に対するガイダンスでその存在と機能
を説明するに留められた。
　その結果、開設から半年ほどが経過した時点での同
センターへの認知度はこうした経緯を反映したものと
なった。すなわち、その存在を知らなかった人、約 8
割（78.6%）、知っていた人は 2 割弱（17.2%、77 人）
であった（無回答 4.2%）。また、知っていた人のう
ちの 3/4（76.6%）が 1 年生であった。
　この事実上の試行状態に構成したなかで得た運用ノ
ウハウや下記に指摘された意見や改善点などをもとに
して、その後の本格運用に備えることができたといえ
る。現在はもちろんその存在と機能を全学的にアピー
ルしている。

総合学修支援センターの利用経験
　利用経験を尋ねた設問（2）「総合学修支援センター
を利用したことがありますか」に対する回答は「は
い」3.8%（17 人）「いいえ」13.6％（61 件）無回答 
82.6％（371 件）であった。前設問への回答結果と
重ね合わせると、センターを知っていた人のなかで利
用した人の割合は 22.1％であった。利用者の 94.1%
が 1 年生、3、4 年生の利用者はいなかった。この結
果は開設年度における同センターの明示的な告知対象
が新入生であったことと、最も学修相談を必要とする
学年が初年次生であることの両方を反映した結果とみ
ることができる。なお、一年生の全回答者に占めた同
年生の利用者割合は 12.0% であった。
　これらの結果は学修相談に対するニーズが低いこと
をあらわすものでない。そのことは後の設問（10）（11）
などからもあきらかである。したがって、今後同セン
ターが全学的に認知されていくことで利用者数は大き
く増えてくると見込まれる。

総合学修支援センターを利用しなかった理由
　前問で総合学修支援センターを利用したことがない
とした人に、その理由を問うた設問（2-1）「総合学
修支援センターを利用しなかった理由は何ですか」に
対する結果をみてみよう。むろん大方はその必要がな
かったから利用しなかったのだろうと推測できたが、
この設問の意図はその割合と他の理由があれば、それ
を明確にしたかったことにあった。
　その結果、その用がないから行かなかったとした割
合は半数弱（45.9％）であった。この値は予測より
も下回ったが、その原因はつぎに多かった回答であき
らかである。すなわち「何をするところかわからな
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かったから」への回答が 36.0％あったのである。こ
れはむろん意図的に大きな告知を避けた結果を映しだ
しているが、そのほかにも学生への相談とその解決を
第一の業務としていながら、名称にそうしたことばが
記されていないため、学生目線からすれば一見して理
解できなかったということもあったのだろう。送り手
発想の命名に反省が求められたところだが、今後もこ
うした回答割合が続くような事態は避けるべく機能告
知に気遣う必要を示している。他方、利用しようとし
ても所在不明だったとか、利用しにくかったといっ
た由々しき回答はそれぞれ 1 割未満であった。なお、
利用しにくかったと回答した 3 件については自由記
述が 2 回答あり、「どのように利用すべきかわからな
い」「何をきいていいかわからなかったから」であっ
た。いずれも的確な機能告知によって解決することで
ある。
　
総合学修支援センターの利用頻度
　総合学修支援センターを利用した人に対して尋ねた
設問（3-1）「本年度、総合学修支援センターをどの程
度利用しましたか」に対する回答結果は Figure2 に
示したとおりであった。図からあきらかなように、数
回の利用が約半数で、利用すればリピートする傾向が
うかがえた。「頻繁に」は特殊なケースにあたると思
われるが回答はなかった。

総合学修支援センターの利用目的
　総合学修支援センターの利用者に対して来談用件を
尋ねた設問（3-2）「総合学修支援センターをどのよう
な用件（質問・相談内容）で利用しましたか」に対す
る自由記述の回答結果をみてみよう。
　利用者は 17 名であったがその全員から回答があっ

た。そのすべてが履修に関しての来談で、表現は異な
るものの履修（登録）の仕方、時間割の組み方、履修
手引きの内容確認、履修取消の仕方といった内容で
あった。それらに付帯して教職等の資格関連科目の履
修方法、それらと他科目との関係、成績の開示や対象
学年が異なる科目への受講の仕方などの相談があっ
た。上でみたように、来談者は 1、2 年次生でその
うち初年次生が 9 割を超えていた状況であったから、
相談内容も初年次生に特有の内容になった。調査の翌
年度以降は 2 年生以上で開始される複数プログラム
選択履修に関連する来談と質問が増えると想定され
る。そのため、この相談内容の絶対量はセンターへの
認知が高まることに応じて増えつつも相対量の様相は
大きく変化すると見込まれる。

総合学修支援センターで問題は解決したか
　総合学修支援センターを利用した人に対して相談結
果を確認した。その結果、来談者の 84.2% が解決を
みたことがわかった。来談による問題解決率はかなり
高いと評価できよう。あとの残り、件数にして 3 件
は未解決であった。未解決とした回答に対しては最終
的な解決方法を尋ねた。その結果「他者に尋ねて解決
に至った」ケースが 2 件、最後まで解決に至らなかっ
たケースが 1 件であった。
　この最後まで未解決であったとした回答の相談内容
は「時間割の組み方」で、結果を先取りすれば、のち
の設問で総合学修支援センターには満足できておら
ず、感じたこと、改善点として「聞く人によって答え
がばらばらで、誰の言葉を信じればよいかわからな
かった」と記していた。相談結果からして当然の反応
と受けとめられるが、同センターが開設したてで内部
のコミュニケーションが不徹底であったことが一部、
あらわれたケースであったといえよう。ただし、類似
の反応が複数あったわけではない。むろん、こうした
指摘はその後の運営改善に活かされることになる。

総合学修支援センターへの満足度
　総合学修支援センターを利用した人に対して満足度
を 4 段階で尋ねた。その結果、満足したが 79.0% で、
たいへん満足したを含めれば 84.2% であった。来談
目的が果たされて大勢が満足感を表明したことがわか
る。残りの 15.8%、3 件、すなわち上項でみた問題が
解決しなかったケースが当然のことながら満足してい
ないと回答し、まったく満足していないとした回答は
なかった。満足していないとした回答の理由はさらに

10.5%

52.6%

36.8%

1回
2～3回
4～6回

f2

Figure 2　総合学修センター利用者のセンター開
設初年度（4 〜 12 月まで）の利用頻度
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つぎの設問結果と重ね合わせて確認する。

総合学修支援センターへの感想・改善点
　総合学修支援センターの利用者に対して感想や改善
点を自由記述で尋ねた。その結果、まず前問で満足し
ていないとした 3 件についてみれば、ひとつは前々
項でみたとおりで、他の 2 件の一方は、感想・改善
点への記述がなく、相談内容は成績開示や TOEIC ス
コアの受け取り、履修に関する質問であった。このう
ち前二者は教務事務の扱いで同センターの所掌外のこ
とであった。そのためその点の誤解にもとづく単に解
決しなかったので満足とはいえないという論理の表明
であったと解釈できる。他方は感想・改善点に記述が
なく、相談内容も記述なしで相談内容は解決していな
い、最終的な解決方法にも記述がなかった。
　他方、同センターの利用結果に満足した回答者によ
る肯定的な感想を通覧すると、スタッフの丁寧な対
応、不明なことをすぐ聞ける場があることへの安心
感、どのような質問にも対応してくれた姿勢などがあ
げられた。改善点を中心とした指摘を通覧すると、繁
忙期の混雑とその時期に相談員の不足が感じられる
点、オリエンテーションで聞いたことの繰り返しに
なっている点、冊子をもとにして相談するだけでなく
PC などを用いて一緒に確認できれば相談も効率的に
進められるはずといった指摘、全体の雰囲気の改善を
求める声などが認められた。
　同センターは場所を学生センター棟の教務事務室の
隣に設けている。これは相談内容の性質上、教務事務
スタッフと連携しやすいことや学生が履修関係のこと
で事務室に来るときに容易に立ち寄れるという利点が
ある。ただ反面、教務事務窓口と同様の雰囲気がある
ため、学生目線で相談できるピアサポーターの役割が
十分に活かされにくい面があるかもしれない。学修支
援では早い時期から積極的な取組をおこなってきた国
際基督教大学では、その役割を果たすアカデミックプ
ランニングセンターにおいて学士課程在籍のピアサ
ポーターが多数活躍している。その設置場所は意図的
に（森島 ,2011）事務関連の棟とは異なる建物（学生
食堂や学生相談室などがある建物）に設けて運営して
いる。この点は今後の運営に照らしながら検討すべき
ことがらのひとつかもしれない。

授業・学習支援システムについて

2 つの授業・学習支援システムに対する認知

　お茶の水女子大学では当調査実施時点で、Moodle
と Plone と い う 2 つ の Learning Management 
System（LMS）、すなわち授業や授業時間外学習を支
援するシステムが学内外を問わず 24 時間使える状況
にあった。
　Moodle（ も と も と は Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment の略称であったが、
現在では固有名詞化している）は、インターネット上
で授業用の資料配付やレポート課題の提示、回収、小
テストの実施、簡単な採点、スケジュール管理、ネッ
ト上でのディスカッションなどがおこなえるシステ
ムである。Martin Dougiamas によって開発され、
2002 年からオープンソースで配布され、多言語対応
によって世界中の教育機関を中心に利用されている。
お茶の水女子大学では一部の語学の授業で 2005 年度
以前から使われており、2006 年度から情報基盤セン
ターでのサポートがはじまった。現在は同センターと
外国語教育センターが独自にカスタマイズした仕様で
運営しており、すべての授業で学外からのアクセスに
対応したかたちで利用可能な状態になっている。利用
可能な状態とは当然、実際に利用されているというこ
ととは別の状態を指すが、現在はとくに外国語の授業
を中心に利用が進んでいる（桑名 ,2010; 本巻の別の
報告でも詳細が紹介されているはずである）。
　もうひとつの Plone も Moodle と同様の機能をも
つオープンソースによる LMS である。Alexander 
Limi、Alan Runyan、Vidar Andersen の プ ロ ジ ェ
クトして Moodle とほぼ同時期に開発され、2001 年
から配布され始めコンテンツ管理システムとして全世
界で幅広く利用されている。機能は Moodle と同様
だがインターフェースデザインや使い勝手が異なるた
め、Moodle との並行運用は使用者（教員）の好みに
応じて使い分けや選択可能性を広げ、より多くの授業
において授業時間外学習の活用を促進するうえで有
効性を発揮している。お茶の水女子大学では教育開
発センターが Plone を独自の仕様にカスタマイズし、
2010 年度から試験運用をはじめ、2011 年度から本
格的な運用に移行した。現在は利用申請により、どの
授業でも利用できるようになっている（石田 ,2010a、
2010b）。
　2 つは異なるシステムだが、2012 年度後期からは
学修支援情報システム（alagin）（お茶の水女子大学
教育開発センター ,2012）によって表示される学生
個々の履修時間割から、Moodle や Plone を使用して
いる授業に直接リンクできる仕組みがとられたため、
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一回の認証プロセスを経ればどちらにも一元的なルー
トでアクセスできるようになっている。
　この両システムの存在に対する学生の認知度は
Moodle が 85.1%、Plone がその約半分で 44.1% で
あった。どちらについても知らないとした回答は約
1 割（11.1%）であった。あとでみるように Moodle
は 2 年生のほとんど（約 96%）に知られているシス
テムになっている。これらの結果は上述のように導入
年に差異があることと、語学や情報関連の一部の必修
科目で Moodle が使われていることを反映した結果
といえよう。両システムともこれを利用している授業
の数は開講授業全数からみればまだわずかに留まって
いる。しかし、学修時間の確保は最近の中教審答申

（2012）などでも繰り返し強調している課題である。
これらのシステムはその実質化を容易に具現化する仕
組みであるから、利用授業数や認知度の様相は今後大
きく変化することが見込まれる。
　なお、学部別の認知率の差異については両シス
テ ム と も に 文 教 育 学 部 で 高 く（Moodle90.6%、
Plone57.8%）、 生 活 科 学 部 で 相 対 的 に 低 い

（Moodle73.2%、Plone30.7%） 傾 向 が 認 め ら れ
た。学年別では Figure 3 に示したように、両システ
ムともに 2 年生での認知度が高く（Moodle95.8%、
Plone61.7%）、4 年 生 で 低 か っ た（Moodle50.6%、
Plone22.1%）。全体の認知率の値にはこの 4 年生の
反応が多分に影響していることがわかる。

授業・学習支援システムの利用状況
　Moodle の使用経験があるとした回答は全回答中の
60.8%、知っていた人の 71.5% に使用経験があった。
使用経験者のうち 7 割（70.7%）は 1 学期につき数

回程度使用するというライトユーザーで、ほとんど毎
日使用しているとしたヘビーユーザーは 2.1% であっ
た。
　一方、Plone を使用した経験があるとした回答は全
回答中の 33.0%、知っていた人の 74.7% に使用経験
があった。使用経験者のうち 7 割（73.0%）は 1 学
期につき数回程度使用するというライトユーザーで、
ほとんど毎日使用しているとしたヘビーユーザーはい
なかった。以上より、両システムの利用状況の差異は
認知の相違に依拠した違いが認められるだけといえ
る。ほとんど毎日というわけではないが学期あたり数
回以上は用いているとした回答者が 3 割という値は、
多様なオンラインシステムに囲まれて多重にそれらを
使っている状況にあっては常識的な割合なのかもしれ
ない。だが、授業時間外学習を実質化する決め手とし
てこれらを語るには不十分な値であろう。より多くの
授業での利用促進が必要な段階にあることはあきらか
である。
　なお、しばしば類似したシステムを並行運用してい
る理由を問われることがある。すでに前項で触れたこ
とを含め、これには大きく 2 つの理由がある。内容
や目的については類似しているが、両システムには
ユーザーインターフェースのデザインに大きな違いが
ある、したがって、授業の支援システムとして日常使
用する教員に対して、好みに応じて選択できることが
全体の利用促進につながることになる。単一のシステ
ムでは使いにくい、好きではない、とされればそれで
終わりである。もっともどちらも同じようなもの、と
されれば同じことになるが、だからわたしは Google
の drive を使っているとか、Evernote を使っている
というのもそれはそれで選択を広げることに役立った
わけで、授業・学修支援システムの活用という目的を
果たすことにはつながっていることになる。
　類似システムを並行運用する理由のもうひとつは、
今述べたことにも重なるが、目的を同じくするシステ
ム間でのよい意味での競合が利用環境の活性化を促す
ことにつながることである。とくにこれらは新たなシ
ステムを構築し育成していくという段階にあっては、
ユーザーからの比較検討の目と選択が整備と改良を促
すうえでとりわけ刺激になる。反面、これらを用いる
学生からは複数の仕様に対応する必要がでてくるから
その分、使い勝手は減ずるが、そのことは現代の情報
環境にあってはむしろ常識化していることである。学
習的な観点からするとそれもまたデジタルデバイドを
乗り切る情報リテラシーの課題や要請のひとつといえ
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Figure 3　Moodle と Plone の存在についての学年別
認知率
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る。そのようにとらえれば、ここにあるのはさほど困
難な仕様差異ではない。むしろ今回の利用状況の結果
からすれば、さらに両システムとも性格の異なる同じ
目的のシステムがもうひとつくらい並行運用されて
ちょうどよいようにさえ思われる。

授業・学習支援システムの改善点
　Moodle と Plone それぞれについてこれらを一層有
効に使っていくための改善点を自由記述で求めた設問
に対しては、Moodle に 141 件（全回答の 31.4%）、
Plone に 100 件（全回答の 22.3%）の回答があった。
　それらを回答内容に沿って分類したところ改善対象
は知名度、システム、アクセス方法、情報提示の方法
に集約できた。学生にその存在と機能の周知を図る必
要性は当調査の認知度をみてもあきらかなようにと
くに Plone については第一の課題といえる。ただし、
両システムともにこのシステムは学生が自主的に使う
というより、授業でこれらのシステムを使用すること
によって学生が利用することになるものであるから、
その存在と機能を知らしめ、利用を促す第一の対象は
教員である。Plone については 2012 年度に教員と学
生向けに 8 回の活用講習会を実施している。ただ、こ
うした機会はそもそも利用に積極的な関心を寄せた人
には有効でも潜在需要の掘り起こしや広く関心を喚起
することにはそれほど効果を期待できない。FD など
の機会をつうじて広い文脈のなかで単位制度の実質化
と学修時間の確保といった課題への理解促進を図り、
それを基礎にその具体的解決策としてこれらシステム
を提起していくといったアプローチが必要だろう。
　システムそのものに対する改善については両シス
テムともに表示レイアウトを一層見やすくすること、
Moodle については表示文字が小さいこと、表記に文
字化けが目立つこと、リスニング教材などの再生操作
を簡単にすること、Plone については動作が遅いこと、
安定性に欠けること、たとえば入力した文章が消えて
しまうことがある、レポート提出時につながらないこ
とがある、課題提出の公開範囲が適切に定まらないな
ど（これらについては 2012 年度にシステムそのもの
の版を改めることで改善されている）、課題が確実に
提出できたか確認できない、時間が経ったファイルに
辿り着くのに手間がかかるといった指摘があった。
　アクセス方法については両システムともにログイ
ン操作の簡略化やアクセスそのものの仕方がわから
ない、大学ホームページからのリンクが不足してい
るといった指摘があった。Plone については調査時点

では授業ごとに特有の ID を使うという不便があった
ため、そのことの改善を求める回答が目立った。しか
し、すでに述べたように 2012 年度には ID の統合認
証を一回経て alagin の時間割表示システムに入れば、
そこからそれぞれの学生が履修している授業のなかで
Moodle、Plone を利用している授業に何度でも直接
アクセスできるように改善したので、これらの主だっ
た課題は改善された。
　情報提示の方法に関して Moodle については各学
生に関係する情報だけが見られるようにする、情報更
新の迅速化、更新通知をメールで受け取れるようにす
る、Plone については使い方をわかりやすくシンプル
にする、どこに何があるかわかりやすくするなどの指
摘があった。Moodle そのもののトップ画面では学内
のすべての授業一覧が表示されるので、そこから自分
の履修している授業で同システムを使っている授業を
探すことは不便だが、上記のようにその後、自身の時
間割から直接当該の授業の Moodle ページにリンク
が張られたのでこの点は改善されている。　
　その他、履修や成績情報とのリンク、Plone との関
係性をとる必要性を求めた回答もあったが、これらも
2012 年度に alagin を介して可能となった。
　なお、自由記述によるすべての回答は、お茶の水女
子大学（2012）の「3-1 学修支援 ( システム ) につい
ての在学生アンケート調査」に収録してある。この点
は他の設問に対する自由記述回答に関しても同様であ
る。　

自分の力量を発揮するうえで

力量発揮の阻害要因
　学んで力量をつけてもそれを十分に発揮するうえで
妨げになっているものごとがあるとしたら、それはと
ても惜しいことである。個人的な問題はともかく、も
しそれが大学の環境や仕組みにあるとすれば、大学と
しては学修の支援を語る以前に、それについて早急に
改善を検討する必要があるだろう。その点を探るため
の設問（5-1）「十分に学んで自分の力量を精一杯発
揮するうえで妨げになっているものごとがあれば教え
てください」に対しては全回答の 1/3（152 件）から
反応があった。この反応量からみると、回答者の大勢

（2/3）は力量を発揮する上で特段妨げになるものご
とはないとしているわけであり、まずは幸いといえよ
う。ただし、「力量そのものを把握できていない」と
いった反応もあったから、現況の大学環境における力
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量測定そのものがひとつの課題になっている可能性も
うかがえる。無反応は力量発揮といわれてもピンと来
ないということも多分に含まれているのかもしれな
い。この点、今般の事業で開発し運用に至った学修（成
果）状況チェックシステムが直接的な問題解決をもた
らすはずである。
　一方、妨げになるものごとがあるとした回答の内容
をみてみよう。1 回答のなかに複数の阻害要因が述べ
られていたケースはそれらを分けて、内容の類似性に
依拠して分類した。その結果、おおよそ 14 分類でき、
そのうち件数の多かったものから順に 6 分類で回答
全体の 3/4 をおさえることができた。それら 6 分類
の割合は Figure 4 に示したとおりである *1。すなわ
ち、『大学の施設・設備のあり方』に力量発揮を妨げ
るものがあるとした回答が回答全体の約 3 割（52 件）
を占めた。つぎにその半分量となって『学部や専攻、
カリキュラム、学修のあり方など大学の仕組み』に妨
げがあるとし、以下はさらにその半分量となって『自
宅から大学までの距離、通学時間』『アルバイトなど
学外での生活』『授業実施方法』『やる気のなさなど自
分のありよう』が力量発揮の阻害要因としてあげられ
た。
　調査設計の段階では力量発揮の阻害要因として、自
分自身の学業に対する姿勢や動機づけ、意欲など内的
要因が多くを占めるのではないかと思われた。そのた
め、つぎの設問ではそこから視座を反転させるべく、
わざわざ「力量発揮を一層促進するために大学に望む
こと」という問いを設定した。だが、回答結果は予想
に反して自身の内的要因をあげたケースは全体のわず
か 6% 程度にすぎず、力量発揮を妨げているものがあ
るとすれば、それは自分の外側の環境やありようにあ

るとする見方が圧倒的であった。むろん、この回答結
果の背景にはこの調査がそもそも「学修支援（システ
ム）に関するアンケート調査」という名称のもとで、
しかも自分の所属する大学から実施されたものであっ
たから、回答にあたっての志向性がおのずと大学に向
けられがちになったというバイアスはあっただろう。
　そのため個々の分類の内容はつぎの設問への回答と
多くが重なる結果となった。したがって、それらは次
項で合わせてみる。ここでは最も特徴的であった点を
あげておく。それは最多の阻害要因としてあげられた
施設・設備への指摘の半分（26 件）が図書館に対す
るものであったことである。その内容は主として蔵書
の少なさ、開館時間（本稿執筆時点ではウィークデー
で 9 〜 21 時）の短さ、日曜・祝日の閉館（日曜日の
開館については当調査実施後に検討され、本稿執筆
時点では 9 〜 17 時のあいだ試行的に開館している）、
文献の研究室や学科 / 講座への分散配置などであっ
た。大学の中枢のひとつともいえる図書館はそれだけ
に学生からも厳しい目が向けられることになるが、力
量発揮のうえで妨げになるという指摘を集中的に浴び
ている点は看過できないだろう。ただ、いずれもほと
んどの指摘はすでに十分承知されていることであり、
大学の規模等、根本的なところで解決しがたい問題と
して横たわっている。したがって、これらの解決には
一大学における図書館という枠組みを超えた利用の仕
方や、あらたなシステム的な対応に一層の便宜を図る
などの対策を講じることに糸口があるように思われ
る。
　
自分の力量発揮を一層促進するために大学に望むこと
　この設問に対する反応数は 269、全回答に占める割
合はおよそ 6 割であった。前項に比して 3 割の反応
増加は、とくに妨げになっているものごとはないが、
力量発揮をさらに促進させるものごとであれば指摘で
きるということなのだろう。
　前問の力量発揮を阻害している要因で自分自身の内
的要因と通学時間、アルバイトなどの学外生活が除か
れ、大学の仕組みとして一括して分類していたところ
をカリキュラム、学習環境・学修支援、成績評価・単
位認定、情報提供に下位分類してみることによってあ
らたに構成要素数の上位 6 分類で全反応の 3/4 をお
さえることができた。それらの割合は Figure 5 に示
したとおりである *2。
　当然、前問の結果に相関することになるが、施設・
設備への求めが回答の 1/4 を占め（68 件）、そのうち

Figure 4　力量発揮の阻害要因分類とその割合。
回答件数の多かった順に並べ累積が全反応の 75%
を超えるところまでを表記
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6 割が図書館についての要望であった。力量発揮のた
めに大学に求めることと限定すると、より強調的に図
書館に求めるところが大きくなった。その内容は上述
のことと重なる。施設・設備についてはこの他に学内
で自由に使えるコンピュータを増やす、ネットの能
力を強化するなど情報環境 8 件、教室の設備の充実、
拡張など教室関連 7 件、営業時間の延長やスペース
の拡充など食堂関連 4 件、その他 9 件（土日の南門
の開門、自習スペースの充実など）であった。
　施設・設備への要望数に比べるとその半数（36 件）
になるがつぎに多かった要望はカリキュラム関連のこ
とがらであった。リベラルアーツ科目が特定の時間帯
に集中し重なっていること（大学側は必ず何らかの同
科目を履修してもらうことを望んで意図的にそのよう
にしているところがあるが反面で履修数を制約もし
ている）の改善や教職科目と他の科目の重なりの解
消、学部学科を越えたより柔軟な履修が可能になる仕
組み、専門科目における内容の偏りの改善、より幅の
広い領域にわたる授業科目の設置などが求められてい
る。この調査を実施した時点では複数プログラム選択
履修制度が 1 年次生に導入された最初の年であった
から、そのプログラム履修の選択（2 年次以降に実施）
そのものをどの学生も実質的には経験していなかっ
た。したがって、ここにあらわれたカリキュラム関連
の要望は内容、量ともに今後、大きく変化していくに
ちがいない。そのどちらの方向に変化していくかは新
たな制度への評価にも関係してくるから、この段階の
データは比較検討のために有用になろう。
　授業実施の方法については 33 件の指摘があった。

「授業の質を上げて欲しい」「単位を取り易くするため
に授業のレベルを落とすのはやめて欲しい」「英語の

授業をもっと充実させて欲しい。高校の方がよっぽど
難しくて大変だった。英語力がどんどん低下していっ
ているのが少し怖い」「授業内容を充実したもの（受
けたかいのあるもの）にしてほしい」など自分の力量
発揮を促進するにふさわしい授業内容を求める声が散
見された。むずかしすぎて自分の力量にマッチしない
といった指摘は見あたらず、むしろその反対の要求が
あることは大学としては身を引き締めねばならないと
ころだろう。ただし、その方向性についてはつぎのよ
うな要望が釘を刺す。「厳しい評価をつけようとする
よりも、より興味をもち積極的に参加したくなる授業
の展開」。
　それに関連し、授業実施について「ディスカッショ
ンなどの集団でのコミュニケーション、やり取りが授
業内で活発に行われること」「授業の質の向上。受け
身ではない授業。積極的に意見を交わしあえるような
自由な雰囲気」「少人数授業でのディベートなど、発
言の機会を増やして欲しい」「グループワークの充実」
といったいわゆるアクティブラーニングへの要望も複
数認められた。また、成績評価に関連して評価結果の
フィードバックの必要性を語る声も少なくないが、授
業実施についても「もっと多くの授業でリアクション
ペーパーなどをつかってほしい（分からなかったとこ
ろを書くなどして次の授業で説明してもらうなど）」
といった具体的な指摘もみられた。
　学習環境・学修支援については 27 件の指摘があっ
た。単純に学びやすい場所や環境の整備を求める声、
気軽に学習相談やアドバイスを求めにいける場所や雰
囲気づくり、履修の仕方の適切性を確認できる場所な
どの要望が認められた。こうした学修支援のために設
置された総合学修支援センターへの認知度ははじめに
みたように、この調査時点で 2 割であったし、こう
した要望の多くに対応できる学修支援情報システム
も 2012 年度から稼働したが、この時点では存在して
いなかった。そのためそうした状況を反映した指摘に
なっている。つぎの調査機会にはこの点の改善が見通
せる。
　成績評価・単位認定に関しては 25 件の指摘があっ
た。自分の成績の学内における位置づけ、迅速な成績
評価（学期を超えて未定が残りつづけるケースのこ
と）と試験結果の開示、提出したレポートに対する
フィードバックなどの求めが大半であった。力量確認
にあたっては成績の学内における位置づけが参考に
なるが、これについてはすでに述べたように当調査
の翌年 2012 年度後期から学修状況チェックシステム
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Figure 5　力量発揮を促進するうえで大学に求める
ことの分類。回答件数の多かった順に並べ累積が全
反応の 75% を超えるところまでを表記
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alagin によっていつでも確認できるようになった。
　情報提供については 20 件の指摘があった。情報提
示の正確さやわかりやすさを求める声、提示場所（掲
示板、ポータルサイト、その他）の不明瞭さの指摘と
その一元化への求め、自習室や教室の空き情報などを
求める声が複数認められた。学修関連の情報について
は次の項以降でより詳しく確認している。

学修とその支援

学修にあたり不足に感じている情報や仕組み
　設問 6 では「大学で学び修めるにあたって、不足
に感じている「情報」や「仕組み」は何ですか」と問い、
自由記述で回答を求めた。その結果、回答数は 292、
全回答に占める割合は 65.0% で、比較的多くの回答
が寄せられた。調査時点での学修情報の不足感は大半
の学生が感じていた様子がわかる。
　前問までと同様、回答内容からいくつかのカテゴ
リーに分類してその構成要素数を比較した。その内容
は力量発揮にあたり大学に求めることをほぼなぞるこ
とになったが、施設・設備に対する不足感が量的には
最も多く 22.3%（65 件）、そのうちの半数以上（35 件）
が図書館に関連したことであった。図書館の何に不足
を感じているかは前問までの内容と同等であった。
　学修にあたっての不足を問う設問であっただけに、
次に多く指摘されたのは、履修や時間割、シラバス関
連の情報不足や整備の必要性を指摘する声で、履修登
録時の時間割やシラバスの情報提示のされ方がわかり
づらい、履修登録の仕方がわかりにくい、履修モデル
の提示が足りない、時間割上の必修科目と他の科目の
重なりに対する配慮が欠けているといった点があげら
れた（21.2%）。履修登録時の時間割は 2013 年度か
らすべてウェブページによる提示となるが、これが見
やすさという点で紙媒体のそれよりも改善されるか、
多少不安があるところである。履修モデルへの要望も
加味すれば、単に紙媒体のシラバスをウェブに移行す
るだけでは改善よりも改悪になるおそれがある。情報
システムらしい学修プランニングのシミュレーターと
しての機能が求められているところといえそうであ
る。
　つぎに多かった（当設問への回答中の 18.8%）不
足の指摘は成績や取得単位に関する情報や仕組みで、
その内容はたとえば、成績の開示、全体のなかでの自
分の成績の位置づけ、評価基準、卒業要件単位数の充
足状況などであった。前後で述べているようにこれら

のほとんどについてはその後、不足を満たすかたちで
改善した。
　つぎに指摘割合は一段下がるが、就職関連情報の不
足（7.9%）、仕組みとしての他大学、他学部を含めた
学生間のつながりや交流の不足（6.2%）などが指摘
された。以上で回答全体の 3/4 が構成されていた。
学修にあたっての主体性
　お茶の水女子大学における教育課程の編成と実施の
方針については各所において学生の主体的な学修を重
視し、それを支援する仕組みを積極的にとることが掲
げられている。このカリキュラムポリシーに照らし、
実際のところ学生はどの程度、主体的な学び修めを自
覚しているのだろうか。また、それは学生自身が考え
る理想的なそれとの関係でどの程度、充足されている
とみているのだろうか。
　この点を探るため、設問（7）において、つぎのよ
うな問いをした。「大学で学び修めるにあたって、自
分の主体性はどの程度とれているでしょう。パーセン
テージで表現してみてください。また、どの程度自分
の主体性がとれることが理想的でしょう。同様に表現
してください」
　その結果、この設問への回答数は 443 で回答率は
98.7%、すなわちほとんどの人が反応した回答しやす
い設問であったようである。その反応結果は全回答
の平均値でみると、学修にあたり自分の主体性がと
れている程度は 56.5%（レンジ 100 〜 5%）であっ
た。また、理想値はといえば、平均で 79.9%（レン
ジ 120 〜 20%）であった。理想と現実の平均値ギャッ
プは 23.4% であった。
　この結果を換言すれば、学修にあたって主体性は、
とれている面とそうでない面が半々という感覚なの
だろう。理想をいえば、8 割方主体性がとれている状
況というところだが、そこまでにはまだ隔たりがあ
る。しかし、理想の半分程度かそれ以下しか充たさ
れていないといった見方ではなく、理想の 7 割程度

（56.5/79.9）は満たされている、という認識である
ことがわかった。
　そもそも理想値が 100% に近いのではなく、平均
的には 80% に留まっているという結果は、学生自身
が学修にあたって完全に主体性がとれているという状
態を必ずしも望んでおらず、ある程度の依存や他律性
を積極的に受容していることがあらわされている。し
たがって、教育制度体制を整える大学側から学生の主
体性を掲げることに伴う若干の矛盾は、この現実の学
生の心境において解消されているといえよう。そのう
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えでこの数値を素直にみるかぎり、大学が掲げる学生
主体の学士課程教育というカリキュラムポリシーの根
幹のひとつは、十分とはいえないが達成されていると
判断できる。
　Figure 6 はこれを学部別にみた結果である。理想
値にはほとんど差異が認められないが、現実につい
ての評価値には文教育学部で 58.1%、理学部と生活
科学部でそれをすこし下回る傾向が認められ、各々
55.4%、54.8% であった。

学修支援システムに求める情報
　学生の学修を支援する情報システムは当調査時点で
は存在していなかった。そのこともあって冒頭に触れ
たように、当調査の実施母体事業であった大学教育推
進プログラム「多次元的な学士力養成を担う総合的学
修支援」事業では、適切な学修支援のための情報シス
テムを開発し、運用に至ることが事業の要のひとつに
なった。

文教育学部

理学部

生活科学部

0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

f6

その理想値主体性がとれていると感じる程度

その理想値主体性がとれていると感じる程度

その理想値主体性がとれていると感じる程度

%

Figure 6　学修にあたり自分の主体性がとれてい
る程度をパーセンテージであらわした回答の学部
別平均値とその理想値の平均値

　学修支援にあたっては新たに導入される成績評価指
標であった GPA が原成績の素点を直接グレードポイ
ントに変換する算定方法（半田 ,2012）をとったため、
この指標を活用して学内における成績の正確な位置づ
けや入学以来の学修成果推移などを的確にみていくこ
とが可能になった。そこでそれらを最新のウェブテク
ノロジーを利して可視化するシステム alagin を開発
した（半田 ,2010）。当調査では学修支援情報に対す
る学生のニーズをとらえたが、それは実際の運用シス
テムに仕上げるにあたって当面どの情報をどこまで提
示するか、その調整作業に大いに役立てることができ
た。
　その実際の設問は（8）「学修支援システムが提供
する情報として（すでにあるものも含めて）あったほ
うがよいと思うものすべてに○、大いに利用したいと
思うものすべてに◎を、番号につけてください」で、
回答にあたっては 12 の選択肢を用意した。
　その結果は Figure 7 に示したとおりであった。こ
れは各選択肢への反応結果を全回答数に占める反応率
の高かったものから降順に並べたグラフである。各グ
ラフの青色の部分はシステムが提供する情報として
あったほうがよいとした回答、黄色の部分はその情報
を大いに利用したいとした回答の反応率をあらわして
いる。後者は前者の意を含むから、両色の反応をもっ
て肯定反応率とみることができる。最も反応率が高
かった「ウェブ上で確認できる現在の自分の取得単位
数」は 9 割近い回答者があった方がよいと反応して
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Figure 7　学修支援システムが提供する情報としてあったほうがよいと思うもの（青）、そのうち大
いに利用したいと思うもの（黄）。反応率の高かったものから順に並べた
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いることがわかる。しかも、その割合としては大いに
利用したいとした回答が単なる存在の肯定を上回って
いることもわかる。なお、この図では表記スペースの
都合で選択肢の表現を簡略化している。実際の表現は
本稿はじめの「方法」を参照されたい。
　これらのなかで当調査実施時点で記述したものが存
在していなかった項目に★、形式はネットワークシス
テム上ではなく紙媒体での出力や機能の一部だけが実
現されていた項目に☆をつけた。資料類のネットワー
クダウンロードやネットワークをつうじてのレポート
等の提出は、すでに述べたように授業・学習支援シス
テムをつうじて可能になっていたが、ここにあげたそ
の他の事項はほとんどが実現されていないか、紙媒体
をつうじた不十分な実現に留まっていたことがわか
る。
　これらのほとんどは新たに開発した学修情報支援シ
ステム（alagin）によって実現することが可能であっ
たが、何をどこまで実現するかは提示情報の性質に
よって学内調整も必要であった。そのため、限られた
事業期間内での成果の有効性を高めるため、実際の学
生ニーズの大きさを捉えたうえで選択的に決定するこ
とが肝要であった。
　そこでその決定判断の基準を少なくとも半数以上の
回答者が必要性を指摘した事項におき、Figure 7 で
示された上位 8 つの事項の実現を優先した。その結
果、当調査の翌年にはそれらすべての実現に至ってい
る（2012 年度後期時点で実現されている事項に◎を
付している）。
　これら 8 項目のうち「学習ポートフォリオ ( 学習成
果物 ( レポートなど ) とそれに対する評価をまとめた
ファイル ) 」についてはリベラルアーツ科目群につい
て、実際のバインダーを学生に配布して成果物のまと
めに利用できるようにしていることや、キャリアデ
ザインプログラムにおいて電子ポートフォリオ「My 
Portfolio」の導入が進められており（お茶の水女子
大学キャリアデザインプログラムホームページ運営委
員会 ,2012）、一部において実現されている。さらに
2012 年度に採択されたグローバル人材育成推進事業
では、グローバル人材力の学修成果表現にあらたな観
点での電子ポートフォリオを開発する作業が進められ
ている（お茶の水女子大学グローバル人材育成推進セ
ンター ,2012）。これらの成果を併せみつつその効果
を評価しながら、全学全科目への適用が今後検討され
ていくことになるだろう。
　必要性の指摘が回答の半数に達しなかった下位 3

項目のうち「学内や学部内での自分の成績の位置づけ
のような学修成果を多角的に分析した結果一覧」と

「授業ごとの平均 GP 値や最大、最小 GP 値一覧」に
ついては、この調査の実施時点において GPA 指標が
導入されておらず、その指標の説明を質問紙にも記し
たのだが、具体的にはそれがどのようなものか十分な
イメージ喚起ができなかった結果と思われる。一般
に、授業ごとのグレードポイントの平均値やレンジの
情報は裏情報として出回るほど学生からの要求度が高
い情報として知られている。alagin をつうじた学修
成果情報の提供がおこなわれるようになった現在はお
そらくこれらの項目に対する要求度も高まっていると
推測される。
　学習や履修に関する相談予約には必要性の指摘が 3
割に達せず、大いに利用したいとする回答もかなり少
数であった。学期はじめの繁忙期を除いては総合学修
支援センターでの相談も比較的ゆとりをもってできる
状態にあるため、システムを使って相談予約をとるほ
どのこともないということなのだろう。
　なお、この設問には「その他」の選択肢を設け、自
由記述での回答を拾ったが、それに対する反応は 20
件あった。そのなかには「試験の過去問のアップロー
ド」とか「履修科目で迷ったときに、自分のいる学科
や学びたいことによってオススメの授業がわかるよう
なシステム」などのように一般化することが困難な要
求もみられたが、卒業要件単位の充足の程度など現在
では学修支援情報システムで実現されているものも認
められた。

理想的な学修支援システムのイメージ
　学修支援のためのシステムを構築していくうえで今
後の展開を考えるとき、ユーザーとなる学生が抱く理
想のすがたをとらえておくこともたいせつであろう。
そこで設問（9）では自由記述と選択肢回答を組み合
わせ、理想的な学修支援のためのシステムを考えたと
き、思い浮かぶイメージの記述とそれができたとき、
どの程度利用するかを多肢選択で尋ねた。
　その結果、この設問への回答数は 322、回答率は
71.7% であった。述べられた理想のシステムへの利
用意向を選択肢別に全回答に占める割合であらわした
図が Figure 8 である。円グラフの欠損部分は無回答
の割合を示している。
　理想の学修支援のためのシステム像について、それ
ができたら大いに、またはよく利用するとした回答は
今後のシステム開発にあたり、諸コストの投資効果を
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高く保証する回答として解釈できる。したがって、全
回答中の約 3 割（132 件）を占めたその意見について、
内容別にカテゴリー化し、そのうえで特徴的な意見を
拾った。
　その結果、学修成果の状況や学修計画を立てるうえ
で役に立つシステムに関する思い描きが最も多くあげ
られた。たとえば複数の同等の回答をまとめれば「こ
れまでの成績の具合や自分の客観的な成績の位置づけ
がわかりやすく把握できるシステム」、これに「手軽
に履修状況、単位取得状況確認（卒業要件単位の充足
状態など）ができる」を会わせると 12 件あった。こ
れらは現在、alagin によって実現されている。
　つぎに「授業内容がよくわかる、体系的で見やすく
て正確なシラバス」が 7 件あった。シラバスや時間
割についてはウェブ閲覧が一般化しているが、そのこ
とに伴い全体の構造を把握することがむずかしくなっ
ており、見やすさの工夫について抜本的な改善を図る
必要があるだろう。
　また、前項のシステムに求める情報についても複数
指摘されたが、より根本的な問題としてシラバスへの
記述内容と実際の授業内容との齟齬への不満が散見さ
れた。それが正確なシラバスという理想像の表現につ
ながっている。しかし、シラバス記述と実際の授業内
容のずれは、とくに授業計画については当然のように
生じうることである。しかも一方通行の講義であれば
ともかく、昨今推奨されているアクティブラーニング
やプロジェクトベースの学習では双方向のやりとりの
なかで形成的に授業が変化し、つくられていくことが
本筋になっている。だから、シラバスの内容を詳細か
つ的確な内容にしようとすれば、実際の授業進行とと
もにできあがっていく部分を含むものとなる。そうし

たシラバスは紙媒体では不可能だが、ウェブシラバス
であればその長所を活かすかたちで可能になる。ウェ
ブにおいてこそ理想のシラバスに近づくことになる。
　「将来の進路に合わせた学修モデル、学修プランの
提示、サポート、授業の見通しが立てられるもの」も
6 件あった。これと類似したものとして「一人ひとり
のニーズに合った履修科目を示して、取り忘れないよ
うなシステム」（4 件）もあげられた。後者は各学生
のニーズというものの解釈にもよるが、そもそもそれ
が漠然としているから何を学修すればよいかわからな
い事態になっている可能性がある。その結果こうした
求めが生じているとすれば、これはまさにユートピア
のイメージにほかならない。前者のセットメニュー的
なものは複数プログラム選択履修制度になって、その
制度をわかりやすく伝えるためにも必要になってい
る。よってモデルプランの作成と提示はこの先も繰り
返し求められるところとなろう。
　履修科目についての情報管理システム、すなわち

「レポートや課題提出期限や提出状態の確認ができ
る」、「自分の履修している科目の休講情報、教室変更
情報（メール通知）」もそれぞれ 3 件あった。前者は
当該の授業が授業・学習支援システムを用いていれば
すでに実現されていることである。後者はそのニーズ
や必要性がその開発と運用コストに見合うだけ高いも
のかどうかという判断においてむずかしいところがあ
ろう。これは理想としてあげられ、あればよく使うと
しているわけだが、「あれば便利」という程度である
とすれば、制作と運用のコストに見合わないだろう。
しかし、現況の事務処理との兼ね合いで、こうしたシ
ステムへの移行改変が実際の作業効率化につながると
いう判断がつくなら、ありうることかもしれない。
　内容別カテゴリーについては、学修計画関連のほか
に、授業支援関連と相談関連のカテゴリーにおいて理
想像が述べられた。授業支援関連では「基本事項や前
の授業の復習を個人的にできるシステム」が 3 件あ
げられた。いずれも理学部の学生であったが、学部の
授業特性が反映されているところである。これは現
在、授業・学習支援システム Moodle や Plone によ
り当該の担当教員次第で実質化できる状態にある。む
ろん、教員によってはそれをするゆとりがないという
現実があるかもしれない。しかし、このシステムを前
提に授業自体を組み立て直すことも考えてみると、か
えって授業運営を楽にする可能性がある。「提出した
レポートの評価を知ることができるシステム」「授業
の進度を教えてくれるサイト（内容、使ったスライド

設問9

12%

18%

40%

2%0.4%
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大いに利用する よく利用する
必要に応じて利用する あまり利用しない
利用しない 無回答
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Figure 8　理想の学修支援システムに対する全回
答に占める利用意向割合。欠損部分は無回答。
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など）」「優秀な成績のレポートなどを見られるシステ
ム」といった理想像についてもすでに同システム内で
実現できることである。
　相談関連のイメージでは「なんでも気軽に相談しや
すい環境、相談員」に尽きるということだろう、その
種のものが 9 件あった。「学生ひとりひとりの目的に
合った学修の仕方、学修の内容を考えてくれる」「ア
ドバイザーが、個人個人の将来を見据えて履修を考え
てくれる」など丁寧な相談に対する求めは明快であ
る。総合学修支援センターが全学に広く認知され、機
能していくことでこれらの理想も理想でなくなってい
くはずであり、現在はその過程にあるといえよう。
　個別具体的な機能ではなく全体的なシステムに対す
るイメージとしてあげられたものも多かった（12 件）。
それらをまとめれば「自宅からでもネットで 24 時間
何でもわかる、何でも（各種登録や申請なども）でき
る明快で使いやすく、重くなく簡素で統一されている
システム」ということになる。確かにあれもこれもで
きるようにすると、それに応じて操作や情報そのもの
が複雑化し、使いにくくなりがちであり、この点には
留意する必要がある。効果的な情報デザインのありか
たを念頭において、ユーザビリティの高さを課題の第
一におきながら学修支援に対応していくことのだいじ
さを確認させてくれた結果であった。

学修相談
学修における悩みとその解決
　大学生が修学に関連して最も困っていることはどの
ようなことだろうか。また、そうしたことは誰に相
談しどのように解決しているのだろうか。設問（10）
では「学習や履修をするにあたって、これまでに一番
困って相談したいと思ったことは、どのようなことで
したか。それは誰に相談し、どのように解決しました
か」と問い、自由記述で回答を得た。その結果、この
設問への回答数は 344 、回答率は 76.6% であった。
　内容は履修に関して困ること、不安が多く、それを
述べた回答が全体の約 8 割（77%）を占めた。その
うちの約半数が、1 年生からの回答もしくは 1 年時の
履修について述べていた。それらのほとんどは適切な
時間割の作成の仕方に関するもので、これらは入学直
後に直面する単位制度下での科目履修に伴う大学特有
の一般的な反応とみてよいだろう。ただし、履修に関
して困ったとする回答の約 2 割（53 件）は教職や資
格関連科目の履修に関するものであった。特にそれら
と所属学科の必修科目との時間割上の重複を悩みの種

としている回答については大学固有の問題として改善
を要するところになっている。
　その他、目立ったところでは卒業要件単位数の充足
の程度に関する不安が多く認められた。所属学科、講
座で卒業要件が異なり、チェック方法が不確実になっ
ていることが原因である。この点は 2012 年度から使
われるようになった学修状況チェックシステムで改善
されつつある。

勉学面で困ったとき相談し解決に至る相手
　前項の設問では「学習や履修にあたって」という問
いかけをしたため、多分に大学入学時のイニシエー
ションともいえる昔ながらの履修時の困難が前面にあ
げられたといえよう。最後の設問ではより包括的に

「勉学面を中心に」という書き出しで、困ったときに
相談し解決に至る相手を「その他」の自由記述を含む
5 選択肢から 2 択回答を求めた。この設問方法と設問
文は当調査の 3 ヶ月前に奈良女子大学で実施された
全学調査（学士課程学生については対象者約 2100 名、
回収率 59.6%）で用いられたそれと同じにした。結
果比較をおこなうためである。
　2 択回答をそれぞれカウントした結果、お茶の水女
子大学の場合は総回答数が 641 件あり、その内訳は
Figure 9 に示したとおりであった。特徴的なことが
大きく 3 点あった。第一に、勉学面を中心に困った
場合、相談し解決に至る相手の半数近くが「友人」で
あり、2 位の「先輩」を含めると 7 割方になることが
わかった。これに対して「教員」と「事務職員」は足
し合わせても 2 割にすぎなかった。この事実は日頃
の幅広い学修支援においてピアサポートの果たす役割
がとても大きいことを端的にあらわしている。学修の
支援においてピアサポーターは決して補助役ではな

勉学面を中心に、あなたが困った場合、誰に相談し解決に至ることが多いですか。
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Figure 9　勉学面で困ったとき相談し解決に至る
相手。お茶の水女子大学での当調査結果と奈良女
子大学での 2011 年度調査の結果（佐原 ,2012）
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く、業務の中軸としてその役割を担うことが求められ
ているといってよいだろう。
　お茶の水女子大学ではすでに述べたように全学共通
で利用できる総合学修支援センターを 2011 年度から
設置して、大学院生のピアサポーターを中心とした対
面相談にあたっている。それは適切なことであった
が、この結果からすれば、今後は先輩目線のほかに友
人目線で話せる学士課程のサポーターの配置も検討事
項になるといえよう。もっとも、お茶の水女子大学で
は附属図書館におかれたラーニングコモンズですでに
2007 年から図書館職員と学生の協働を中心にした学
習空間の形成やキャリア支援を含めた学生支援の活動
が展開されてきた（廣田 ,2011）。そこでは図書館や
情報機器の利用支援においてすでにピアサポーターの
活躍が重要な役割を担ってきた。その経験知を幅広く
キャンパス各所に活用していく時期が来ているといえ
そうである。この点では、たとえば、法政大学が学務、
学生、キャリア、図書館、環境等の事務部局を横につ
なげる活動としてピアサポーターのコミュニティを活
かしている取り組みなど参考例は多々ある（日本学生
支援機構 ,2010）。
　この設問結果で特徴的であった第 2 の点は、選択
肢「その他」の自由記述で、「親」や「家族」とする
回答が比較的多かったことである。その反応数は用意
した選択肢の事務職員を上回り、割合にして総回答数
の 1 割近かった。オープンキャンバス時にも家族同
伴で来学するケースが目立ってきたが、大学生活での
相談相手が親を中心とする家族になっているケースが
少なくないのは近頃の特徴、ないし女子大ならではの
ことなのかもしれない。しかし、これは大学に関する
あれこれに親や家族が関与してくることがこの先増し
てくることの予兆かもしれない。
　結果にみられた第 3 の特徴は同時期に実施された
奈良女子大学での同設問の結果ときわめて類似してい
たことである。Figure 9 の右側には奈良女子大学で
の結果（佐原 ,2012）をグラフの形状、色づけを同じ
にして示してある。やはり勉学上の相談と解決は「友
人」と「先輩」、すなわちピアによるところが圧倒的
であり、その比率もきわめて類似していることがわか
る。東西の文化圏や大学そのものの違いを越え、もし
かすると当世の学生気質が映し出されているのかもし
れない。また、「家族」との相談解決が一定量ある点
も同様であった。これらが女子大学の特徴を反映した
ものかどうかはわからないが、大学全般にピアサポー
トの役割が一般化してきている現状をみれば、女子大

に特異な反応というわけではないかもしれない。な
お、奈良女子大で「その他」の比率がわずかに大きく
なっているが、これはこの自由記述に「相談しない」
や「自分で解決する」といった回答が 1/3 ほどみられ、
相対的に多かったためであった。

展望

　当調査は大学教育・学生支援推進事業において、多
次元的な学士力養成を担う総合的学修支援を目的に実
施した各種取り組みの事業終盤段階において、初発的
な取組結果状況の確認と開発過程での最終的な調整を
おこない、事業期間終了後の発展的展開への課題抽出
と水路づけをおこなうことを目的に実施した。
　調査であきらかにしたかった要点は 6 つあった。
第 1 に総合学修支援センターについての認知や評価、
第 2 に授業・学習支援システムについての認知や評価、
第 3 に自分の力量を発揮するという観点から、その
妨げになっているものごとや大学に求めること、第 4
に学修主体性についての自覚の程度、第 5 に学修支
援のために必要としている情報やシステム、その理想
像、第 6 に学修における悩みや相談の内容とその解
決の実際、これらをあきらかにすることであった。
　これらは学生自身の力量を十分に発揮するための学
修支援という文脈において相互に関連しあうことがら
であったから、ここであきらかになった事実はいずれ
も融和的に事業の完結に寄与し、事業期間終了後の施
策展開を方向づけることになった。たとえば、学生の
学修における効果的な計画策定や問題や疑問の解消に
は、なによりも自身の学修における状況を適切に把握
し、それにもとづく適切な判断が必要になる。しかし、
従前はこの当然のことに関する情報が決定的に不足し
ており、事実データにもとづくプランニングができな
い環境にあった。この点について本事業ではファンク
ショナル GPA 導入による的確な学修成果測定を可能
にし、それにもとづく学修状況チェックシステムに
よって学生はいつでも必要なときに自身の力量発揮の
成果を、学内での相対的な位置づけや自身の入学来の
経時的な変化として可視化することを可能にした。こ
れによりエビデンスペースの学修計画策定ができるよ
うになった。この可能性は本事業期間においてスター
トした複数プログラム選択履修制度と相まって学生一
人ひとりの目的や個性に応じた主体的なオーダーメイ
ド学修の現実化につながるものとなる。
　しかし、その一方で学生の学び修めにおける主体性
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について、本調査は学生自身の平均的な声として実際
のところ主体性は半分程度とれているという感覚にあ
ることをあきらかにした。さりとてそれは半分しか充
たされていないということではなく、学生の主体性に
ついてその理想値は 8 割程度ということもあきらか
にした。つまり、みずからの状況をチェックして、そ
れに応じて自分により適合した学修を主体的に形成し
ていくという完全なオーダーメイドというのは、実の
ところは理想ではなく、状況について迷い相談し、あ
る面では従い、モデルにならい、試行錯誤しながら学
修を進めるといったレディメイドのほうが理想という
ことのようである。
　したがって、そこに学修支援のためのきめ細かな相
談支援が求められることになる。しかも、それは特別
な支援というよりも一般日常の気軽なサポートとして
の要求であることは、それがピアへの相談と解決が一
般的なありかたになっているという事実から確かめる
ことができた。それがピアサポーターを主体とし、学
部横断的に対面相談を可能にする総合学修支援セン
ターで充たされていくであろう見取り図も確認するこ
とができた。調査結果は初発段階の状況確認としてな
されたから、学内における認知と利用の程度の結果は
今後の展開を評価していくうえでのベースデータとし
て役立つことになる。
　同様のことは Moodle と Plone の授業・学習支援
システムについてもいえることであった。学修支援シ
ステムの理想像にはこのシステムによってできること
が多々あげられた。それはこれらのシステムに対する
認知と活用の普及がまだ緒についたばかりであること
を反映した結果とみることができる。このシステムは
教員への利用促進が学生の活用をひろげていく性質の
ものである。単位制度を実質化するうえでの学修時間
の確保ということが現在の大学における課題のひとつ
として指摘されている。したがって、その解決に直結
する同システムの活用は今後も拡大する余地が大き
い。理想の学修支援システムにむけた道程はすでに十
分に開けているわけだから、その視野にはさらに裾野
を広げるシステムのあり方の検討が含まれてこよう。
　ここであきらかになったことにはこの調査の背景事
業と守備範囲を越えたことがらも多々あった。なかで
も図書館に向けられた学生からの指摘が多数にのぼっ
た。それらの多くは蔵書数や運営に関する指摘で大学
規模に鑑みると基本的に解決困難なものが大半であっ
た。だが、逆にそれだからこそ図書館に想定されてい
る活用の仕方について発想を根本から変えた自大学外

施設の活用などに解決の糸口を探る必要性をはっきり
させたともいえる。
　以上の調査成果のほかに、この調査介入に伴う潜在
的な効果の発現も期待できる。たとえば、総合学修
支援センターの存在を知らなかった学生は回答者の 8
割、353 人にのぼったが、この調査に回答することで
一気にその存在を知ることになった。同様のことは認
知率の低かった授業・学習支援システムの Plone に
対してもいえる。質問紙の回収総量は学士課程全学生
のおよそ 1/4 であったから、これをもって周知とは
いえないが、調査実施が種々の学修支援施策に対する
学生の認識を大きく拡大することには貢献したはずで
ある。また、力量発揮とか学び修め、あるいはその主
体性、といった観点についても、キャンパスライフに
おけるそれらを再確認する（あるいははじめて考えて
みる）機会になったはずである。
　そうした調査のアクションリサーチ的な副次効果を
知るうえでも、むろん上記の諸施策の本格実施による
直接的な効果を査定するためにも、時期をおいて同様
の調査を反復的に実施する必要がある。その時期は当
調査内容についてナイーブかつ同属性のコホートに対
する実施が可能となる 2014 年度の後半から 15 年度
の前半あたりに定められよう。

注

1) 残りの 8 分類は構成件数 [（　）内の数値 ] の多かっ
た順に次のとおりであった。『その他の大学のありよ
う（9）eg.,「相談しづらい環境 」』、『経済状態（8）
eg.,「お金に余裕がないこと」』、『いずれにも当ては
まらないその他（6）eg.,「様々な情報不足」』、『学生
のありよう（6）eg.,「授業態度が良くない学生がい
ること」』、『学習環境（学内外の指摘なし）（4）eg.,

「集中して勉学できる環境が少ないこと」』、『自分の
人生・将来に関すること（4）eg.,「将来（就職活動）
への不安 」』、『大学の教員のあり方（2）eg.,「レポー
ト提出など、様々なことに関してアナログな教員が多
い」』、『家庭環境（2）』

2) その他に 10 分類あり、多かった順に次のとおりであっ
た。（　）内の数値は件数。『学部や専攻、組織のあり
方（14）eg.,「教員の増員」』、『就職・キャリア支援

（14）』、『その他（12）eg.,「ひとりひとりへのケア」』、
『イベント開催とその情報提供（6）eg.,「各種セミナ
の開催をより多く」』、『経済支援（6）』、『教員のあり
方（4）eg.,「教員からの熱心な指導」』、『事務のあり
よう（2）eg.,「学務課の学生対応のできる人をもっ
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と増やしてほしい」』、『留学関連（4）eg.,「留学の案
内を目立つように掲示」』、『学寮関連（3）eg.,「寮の
拡充」』、『研究体制のあり方（2）eg.,「他大学との共
同研究など、もっとあってよい」』
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