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MOOCの普及で学習者が多様化⁉ 

MOOC：Massive Open Online Course 

（大規模公開オンライン講座） 

 
無償 世界中の人々 オンライン講座 

Coursera 
（コーセラ） 約１３９０万人 

Ｅｄｘ 
（エデックス） 約３５０万人 

ＪＭＯＯＣ 
（gacco他） 約１２万人 

講義映像 
MOOCの代表例 （2005年時点） 

MOOCの受講者総数 

約３５００万人 

(CLASS CENTRAL 2015) 



学習者特性の理解 

「学習者中心の教育」が注目 

学習者特性に合わせた学習環境の提供（青木  2005） 
 

学習者特性の理解  

オンライン学習の効果的な運営に重要（中山 2006） 
 

講義映像教材の配信→学習者特性の理解が重要 



Felderの学習スタイル 

ILS：The Index of Learning Style（Felder 2000） 

学習スタイル 

学習の際に好んで用いる認知活動、学習活動の様式・方法 

                     （辰野  1989） 

Sequential(順序)タイプ Global(全体)タイプ 

Sensing(理性)タイプ Intuitive(本能)タイプ 

Visual(視覚)タイプ Verbal(言語)タイプ 

Active(アクティブ)タイプ Reflection(内省)タイプ 



ILSとオンライン学習教材 

オンライン学習教材の使用 

〇興味を示した教材の特長が学習スタイルで異なる 

                 (大山ら 2010) 

〇学習スタイルによって教材構成の好みが異なる  

                 （永田ら 2006）               

ILSは外因の影響を受けにくい、妥当性がある（青木 2005） 

Active（アクティブ）タイプ：学習手順を示す教材を好む
Reflection（内省）タイプ：自由に学べる教材を好む              

「衝動型」：文字が少なく、図表が多い教材を好む傾向 

「熟慮型」：文字が多く、図表が少ない教材を好む傾向              



講義映像教材のリンク配置 

MOOC 
ビデオアイコンダイアグラム 

  （村山ら 2001） 

縦列に配置 概念図的に配置 

講義映像リンクの配置の違い 

  学習者への効果は検討されていない 

提案 



本研究の目的 

講義映像教材リンクの配置による効果を 

学習者特性の観点から検討 

・2種のリンク配置の講義映像教材を開発 

・学生を対象に評価 

   学習者特性（ILS）を踏まえて検討 



講義映像教材の開発 

動画編集ソフト（Camtasia Studio） 
における講義映像編集 

プレゼンテーション用ソフト（PowerPoint）
における講義映像作成 

動画共有サービス（YouTube） 
へ講義映像アップロード 

WEBサイト作成ソフト（Wix） 
における2種の講義映像リンクの教材作成 

内容：書籍「７つの習慣」（スティーブン・R・コヴィー1996） 



講義映像教材の開発 

縦列型教材 全体型教材 

縦列に並べただけ 

（MOOCの配置） 

 

講義映像視聴前に 

全体の構成を把握できる 

 



学習者特性調査 

学習者特性調査 
ILSを日本語訳した「学習スタイル調査」 
（合田 2010）を使用 

Sequential（順序）タイプ16名 

／Global（全体）タイプ10名に分類 

Sequential（順序）タイプ：直線的なステップを踏んで学習 

Global（全体）タイプ：全体の概要を捉えてから詳細を学習 

 

 リンク配置の構成と関連性を有する可能性 



教材使用 

       
      調査方法 対象:教育学部生26名 

学習者特性調査 

Sequentialタイプ（16名） 

縦列先行8名 全体先行8名 

Globalタイプ（10名） 

縦列先行5名 全体先行5名 

「はじめに」「インサイド・アウト、パラダイム」視聴 

縦列型 全体型 縦列型 全体型 

縦列型 全体型 縦列型 全体型 

アンケート調査、理解度テスト 



調査概要 

「講義映像の関連性把握」2項目 
「学習行動に対する意欲」3項目 
「学習内容に対する意欲」3項目 

「学習者特性」を第一要因(Sequential群－Global群) 

「リンク配置」を第二要因(縦列型－全体型) 

     として二要因混合比較による分散分析 

4件法による主観評価 

とてもそう思う：4点 ややそう思う：3点 

あまりそう思わない：2点 全くそう思わない：1点 

→平均値を算出 



調査概要 

大問１（第１の習慣～第４の習慣に関する問題） 
大問２（第５の習慣～第７の習慣に関する問題） 
大問３（全体の関連性に関する問題） 

理解度テストによる客観評価 

「学習者特性」を第一要因 

「使用教材」を第二要因として二要因参加者間分析 

自由記述による主観評価 

「縦列型教材」と「全体型教材」に関して、 
それぞれ感じたことを自由に記述してください 

カテゴリ別に分類、集計 

各グループの人数が少人数のため妥当性欠如 



結果・考察／講義映像の関連性把握 

  縦列型教材 全体型教材 

Sequentialタイプ(16名) 2.7 3.2 

Globalタイプ(10名) 3.0 3.4 

関連性をよく考えた 

** 
  縦列型教材 全体型教材 

Sequentialタイプ(16名) 2.7 3.2 

Globalタイプ(10名) 3.0 3.4 

関連性が理解できた 

* 

全体型教材の使用 

学習者特性に関わらず、学習内容の関連性把握 

Sequentialタイプ＆Globalタイプ 

縦列型教材＜全体型教材 

二要因混合分析 

**p>.01  *p>.05  +P>.10 



結果・考察／学習行動に対する意欲 

  縦列型教材 全体型教材 
Sequentialタイプ(16名) 3.3 3.3 

Globalタイプ(10名) 3.3 3.6 

集中して視聴した 

  縦列型教材 全体型教材 

Sequentialタイプ(16名) 3.2 3.4 

Globalタイプ(10名) 3.4 3.7 

+ 

興味が高まった 

  縦列型教材 全体型教材 

Sequentialタイプ(16名) 3.3 3.3 

Globalタイプ(10名) 3.3 3.6 

積極的に視聴した 

+ 

全体型教材の使用 
学習者特性に関わらず、学習行動に対する意欲向上 

二要因混合分析 

**p>.01  *p>.05  +P>.10 



  縦列型教材 全体型教材 

Sequentialタイプ(16名) 3.3 3.3 

Globalタイプ(10名) 3.3 3.6 

  縦列型教材 全体型教材 

Sequentialタイプ(16名) 3.2 3.4 

Globalタイプ(10名) 3.4 3.7 

  縦列型教材 全体型教材 
Sequentialタイプ(16名) 3.3 3.3 

Globalタイプ(10名) 3.3 3.6 

結果・考察／学習行動に対する意欲 

集中して視聴した 

興味が高まった 

積極的に視聴した 

全体型教材の使用 
学習者特性に関わらず、学習行動に対する意欲向上 

二要因混合分析 

Sequentialタイプ＆Globalタイプ 

縦列型教材＜全体型教材 

**p>.01  *p>.05  +P>.10 

+ 

+ 



全体型教材：情報量が多い 

「講義映像の関連性把握」 「学習行動に対する意欲」 

学習者特性に関わらず 
縦列型教材＜全体型教材 

予想された当然の結果 



結果・考察／学習内容に対する意欲 

  縦列型教材 全体型教材 
Sequentialタイプ(16名) 3.2 3.4 

Globalタイプ(10名) 3.4 3.7 

おもしろかった 

  縦列教材 全体型教材 

Sequentialタイプ(16名) 3.1 3.1 

Globalタイプ(10名) 3.2 3.5 

もっと知りたい 

＊＊ 
  縦列型教材 全体型教材 

Sequentialタイプ(16名) 3.3 3.3 

Globalタイプ(10名) 3.3 3.6 

+ 

＊ 

全体型教材の使用 
Globalタイプの学習内容に対する意欲向上 

当てはめながら視聴した 

二要因混合分析 

**p>.01  *p>.05  +P>.10 



  縦列型教材 全体型教材 

Sequentialタイプ(16名) 3.3 3.3 

Globalタイプ(10名) 3.3 3.6 

  縦列教材 全体型教材 

Sequentialタイプ(16名) 3.1 3.1 

Globalタイプ(10名) 3.2 3.5 

  縦列型教材 全体型教材 
Sequentialタイプ(16名) 3.2 3.4 

Globalタイプ(10名) 3.4 3.7 

結果・考察／学習内容に対する意欲 

おもしろかった 

もっと知りたい 

全体型教材の使用 
Globalタイプの学習内容に対する意欲向上 

当てはめながら視聴した 

二要因混合分析 

Globalタイプ 

縦列型教材＜全体型教材 

Sequentialタイプ 

縦列型教材＝全体型教材 

**p>.01  *p>.05  +P>.10 

＊＊ 

+ 

＊ 



結果・考察／自由記述 

Sequentialタイプ 

全体型教材に対する回答（抜粋） 

Globalタイプ 

Globalタイプ 

「関連性の理解」＝Sequentialタイプの2倍 

否定的回答なし 

肯定的回答 
関連性の理解 10 

興味・関心の向上 1 

改善点 
視点移動 1 

ボタンの情報量 1 

肯定的回答 関連性の理解 5 

否定的回答 理解の困難 3 

全体型教材を好む傾向 



まとめ 

学習スタイル（ILS）を学習者特性の要因として分析 

講義映像教材におけるリンク配置の効果を検討 

対象：長崎大学教育学部生26名 

縦列型教材と全体型教材を開発 

両方の教材を使用し評価 

「講義映像教材の関連性把握」「学習行動に対する意欲」 

(Sequential＆Global)タイプ：縦列型教材＜全体型教材 

「学習内容に対する意欲」 

    Globalタイプ    ：縦列型教材＜全体型教材 

 Sequentialタイプ：縦列型教材＝全体型教材 

 

 
今後の課題 被験者を補充しさらに検証 



  縦列型教材 全体型教材 
Sequentialタイプ        1.0(8名)        2.5(8名) 

Globalタイプ        3.4(5名)        2.6(5名) 

  縦列型教材 全体型教材 

Sequentialタイプ        3.6(8名)     3.9(8名) 

Globalタイプ         3.2(5名)     6.0(5名) 

結果・考察／理解度テスト 

大問1(4問/各2点) 

大問2(3問/各3点) 

全体型教材の使用 
Globalタイプの理解度向上 

二要因参加者間分析 

**p>.01  *p>.05  +P>.10 

＊＊ 

＊ 



  縦列型教材 全体型教材 

Sequentialタイプ        3.6(8名)     3.9(8名) 

Globalタイプ         3.2(5名)     6.0(5名) 

  縦列型教材 全体型教材 
Sequentialタイプ        1.0(8名)        2.5(8名) 

Globalタイプ        3.4(5名)        2.6(5名) 

結果・考察／理解度テスト 

大問1(4問/各2点) 

大問2(3問/各3点) 

＊＊ 

＊ 

全体型教材の使用 

Globalタイプの理解度向上 

二要因参加者間分析 

Globalタイプ 

全体型教材＞縦列型教材 

Sequentialタイプ 

全体型教材＝縦列型教材 

**p>.01  *p>.05  +P>.10 

対象者が少数、理由が不明 


