文章力向上のための授業で利用することを目的とした
投稿・批評システムの運用と改善
Operation and improvement of posting and review site
intended to use in the course to improve writing skills
テーマ：次世代教育・学習環境のデザイン

教養学部

情報科学科

指導教員：松本 章代

1357147

半谷

1.

はじめに

近年，多くの大学において文章の書き方を学ぶため
の授業が開設されている。このような授業においては，
実際に学生自身が文章を書く実習が必要不可欠と考え
られる。しかしながら，一般的に効果的な実習は教員
の負担が大きく，理想とする指導が実現困難なことも
多い。
本学でも現在，文章力向上を目指した「読解・作文の
技法」という授業を実施している。この授業では，学
生自身が文章を書く実習が 3 タイプ存在する。
(1) 授業時間内にその日の講義に関連したミニ作文を
提出（毎回）
(2) 授業終了後にその日の講義に関するコメントメー
ルを提出（毎回）
(3) 授業時間外に 1000 字程度の文章を書くレポート
課題を提出（3〜5 回）
(3) については，教員 1 名による大人数授業でも効果的
な作文実習を行うことを可能にするため，自作の Web
サービスを利用している。単に学生が教員に対して Web
上からレポートを提出するだけでなく，提出されたレ
ポートを Web 上で公開し，学生同士で閲覧・投票・批
評をし合う形式となっている。
授業では，担当教員である佐伯先生が知人に依頼し
て作っていただいた，文章投稿用の Web サービス（旧
システム）が使用されていた。しかし，佐伯先生から，
システムの再構築と，旧システムにはなかった機能の
追加の依頼を受けた。そこで一昨年から始まった先行
研究では，教員の要望する機能を加えたシステムを 1
から再構築し，昨年度には実際の講義での運用に至っ
ている [1]。
本研究では，今年度の後期からの「読解・作文の技
法」で安定したシステムの運用を行いつつ，昨年の運
用結果を基に更なるシステムの機能向上を目指す。

2.

授業におけるシステムの運用方法

2. 1 授業の概要
この授業で担当教員である佐伯先生が目標としたの
は，学生たちに有益と思われる論述の型を毎回ひとつ
ずつ示して解説し，その型に沿った文章をできるだけ
たくさん書かせることである。基本的な型を反復練習
させることによって，学生たちの意識の中に文章を論
理的に構成する癖を植え付けることが狙いである。
2. 2 システムの概要
1 節の (3) で示した課題は，単に学生が教員に対し
て作品を投稿するのではなく，学生同士で閲覧・投票・
批評をし合う形式になっている。書いたレポートを学
生同士に評価させ合うことで，文章に対する批評力を
養ってもらおうというのが第一の狙いだが，それに加
えて，優秀なレポートを読ませることは，書くことが
苦手な学生にとっては良い勉強にもなる。また学生た
ちにとって，自分のレポートが公開される緊張感とと

祐太

もに，他の学生たちにどう評価されるのかという期待
感もあって，書くことに楽しみと張り合いが生まれる
ようである [2]。

2. 3 システムの運用方法
本システムの課題のおおまかな流れを図 1 に示す。

図 1.

課題の流れ

まずは課題を教員が本システム上に掲示する。学生
が作品を投稿する期間は 2 週間程度設けられている。
この期間中に学生は作品を授業時間外に作成し，シス
テム上に投稿しなければならない。この作品の投稿期
間中は，学生は他の学生の作品を閲覧することはでき
ないが，教員は随時閲覧することができる。作品投稿
期間終了後，教員はすべての作品を匿名で一斉に公開
する。この作品公開期間開始と同時に，コメント投稿
期間も開始される。学生がコメントを投稿する期間は
2 週間程度設けられている。学生が投稿できる最大コ
メント数は課題によって教員が指定できる。作品に対
してコメントを投稿することは，投票することと同じ
意味であり，コメントの数が投票数となる。コメント
投稿期間終了後，教員は投票結果とコメントを匿名で
一斉に公開する。

3.

開発環境

先行研究 [1] より引き継いだ本研究に使用している
サーバは 2 つある。運用に使用しているサーバと開発
に使用しているサーバである。2 つのサーバには OS の
違いがあり，開発時と実装時にはシステムの反映に差
が生じ予期せぬエラーが起きる可能性があった。
そこでより本番の環境に近いサーバで開発ができ，
トラブルが発生した際に迅速な対応ができるよう新し
く運用サーバと同じ OS を入れたサーバを用意するこ
とにした。
現在そのサーバは完成し，新機能追加や配色の変更
などの際にシミュレーション用として活用している。

4.

システムの改善

先行研究 [1] ではシステムの運用に伴い，新たに佐伯
先生から機能の改善・追加の要望を受けていた。また
学生に対して，評価アンケートを実施した。その結果
を踏まえ本研究では，システムの新機能追加と改善を
行うことにした。

4. 1 サムネイル表示機能の追加
現在投稿されたレポートは，タイトル・ペンネーム・
コメント数などをリスト形式で一覧表示されるように
なっている。レポートを読む際にはそれらの情報から
読みたいレポートを選びタイトルをクリックし，レポー
トを読む。昨年の運用結果から佐伯先生より，
『レポー
トの冒頭を数行程度サムネイルとして表示できる機能
を付けてほしい。』という要望をいただいた。
そこでこの機能を追加することとした。従来と同じ
操作でレポートの一覧を表示した際に，タイトル・ペ
ンネームの下にレポートの冒頭 150 文字程度が表示さ
れるようになった。実際の画面を図 2 に示す。

テムに登録した人数は 255 名であった。その中でトラ
ブルはなく，安定した運用を行うことができている。

5. 1 アンケートによる評価
2 月に佐伯先生の授業を受講している学生に対しアン
ケートを実施した。以下はそのアンケート項目である。
(1) 他学生の作品を一覧表示する際，リスト表示とサ
ムネイル表示のどちらがいいと思いますか。
(2) (1) の回答の理由はなぜですか。
(3) 他学生の作品を閲覧する際，あなたはどの端末を
主に使用しましたか。
(4) 4 種類のメニューバーについてあなたが一番リン
クだとはっきりとわかるデザインはどれですか。
回答者は 67 名であった。(1) はリスト表示と答えた
人が 13 名，サムネイル表示と答えた人が 51 名，どち
らでもかまわないと答えた人が 3 名であった。サムネ
イル表示を選んだ人の理由は『タイトルが同じでも内
容の違いがわかるから』，
『冒頭を読んでから読みたい
作品を決められるから』などが多かった。
(3) の選択肢はパソコン，スマートフォン，タブレッ
トの 3 択である。結果はパソコンが 24 名，スマート
フォンが 42 名，タブレットが 1 名であった。閲覧の際
にスマートフォンを利用する学生は過半数を超え，ス
マートフォン画面でのデザインの見やすさが重要であ
ることがわかった。
(4) は 2015 年度の運用に使用したメニューバー，2016
年度の運用に使用したメニューバー，新しいデザイン
候補 2 つの 4 種類を用意し，その中から一つを選択し
てもらった。その結果を表１に示す。
表 1.

メニューバーのデザインと投票者の割合
投票者数

2015 年度の運用に使用したもの
2016 年度の運用に使用したもの

6
22

新しいデザイン候補１

12
27

新しいデザイン候補２
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サムネイル表示

4. 2 配色の改善
昨年の運用の評価アンケートを学生に実施した際，
多くの学生から『システムのリンクが見えづらい』と
いう指摘があった。これはメニューバーの背景色が黒
になっていたため，そのメニューバーの内容がリンク
と気づにくいことが原因となっていた。
そこでそのメニューバーの背景色や形などを変更し，
パソコン・スマートフォンどちらからでもわかりやす
いものへと変更を試みた。

5.

システムの運用と評価

2016 年度後期から以下に示す 4 つの授業にて，シス
テムの運用を行った。
(1) 言語表現の技法（担当教員:佐伯啓）
(2) 読解・作文の技法（担当教員:佐伯啓）
(3) 読解・作文の技法（担当教員:門間俊明）
(4) 読解・作文の技法（担当教員:佐藤真紀）
履修登録者数は (1) が 85 名，(2) が 62 名，(3) が 100
名，(4) が 59 名である。合計で約 300 名おり，内シス

今年度の運用に使用していたメニューバーのデザイ
ンと新しく候補として挙げたデザインの一つが，学生
からの支持を多く集めた。このような結果になった原因
は，後期で実際に使用したデザインへの慣れやスマー
トフォンサイトで多く見かけるリンク画面に似てるこ
とが，その場所がリンクであるという印象を強く与え
たからだと考えられる。

6.

まとめ

本研究は大人数の授業でも文章力向上が可能となる
ように，Web を活かした文章投稿・批評システムの運
用と改善である。先行研究 [1] から引き継いだ改善案
や佐伯先生の要望を参考に更なる機能向上に向けて取
り組んでいきたい。
教員自身が履修者を登録できるようにする「名簿登
録機能」や，学生からの質問を受け付ける「問い合わ
せフォーム」の 2 つについては，今後実装する予定で
ある。
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