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研究成果の概要（和文）：「研究課題①正課と学習支援の連環によるディープラーニングを促すデザイン要件の
提示」では、「ライティング支援の利用傾向分析」「初年次生のレポート分析」を行い、ライティング指導の観
点・教材を提示した。「研究課題②多様なアクターが関わるラーニング・コモンズ（LC）における学びのプロセ
スモデルの提示」では「初年次学生の正課外学習」「LC/ライティングセンター活用」における学びのモデルを
示した。「研究課題③学習支援を提供する組織における学生スタッフを含めた教職員を対象としたSD・FD研修プ
ログラム・eラーニングの開発と評価」では、教育の質保証、授業設計等をテーマに研修をデザイン、評価をし
た。

研究成果の概要（英文）：1. “Design requirements that encourage deep learning by linking regular 
study and learning support”：Analyzing trend of writing support” and “analyzing of first-year 
students’ report” are presented, and develops writing support perspectives and teaching materials.
 2. “Learning process model in learning commons (LC) involving various actors” showed the learning
 model in “extracurricular learning of first-year students” and “LC / writing center 
utilization”. 3. “Development and Evaluation of SD / FD Training Program and e-Learning for 
Faculty and Staff including Student Staff” was designed and assessed on the theme of quality 
assurance of education, class design.

研究分野： 教育工学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
研究課題①では、ライティングをテーマに正課と課外を連動させた学習支援の在り方に関して提案を行い、今後
正課に加えて課外の学習支援をどう組み合わせていくことが望ましいのかに関して効果的な知見を提供したと考
える。研究課題②では、ラーニングコモンズを利用した学生の学びの支援やその成長をどう測るのかに関する一
助を示したと考えている。研究課題③のSD研修の教育プログラムやeラーニングに関しては、他大学でも利用す
ることが可能であると考える。実際、他大学からの依頼によってSD研修担当を実施している。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
学習者の主体的な学びを支えるラーニング・コモンズを設置する大学が 2008 年以降増加し，
文部科学省の調査(2012 年)によるとその数は 321 大学(全体の 42％)にのぼる．ラーニング・コ
モンズは学習者に対して単に場所を提供するだけではなく，ライティングや外国語相談などの
学習支援も行っている．こうした学習支援は学生の主体的な学びと有機的に機能してこそ大学
教育における質の保証や向上につながるといえる．そのために，大学は急速に普及したラーニ
ング・コモンズでの学びを単に授業を消化するためだけの学習に終わらせず，また目標も定め
ずやみくもに学習支援を提供するのではなく，正課教育と学習支援が連環する学習環境を構築
することで，学生の学びを深め，ディープラーニングへと導く必要がある． 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は，正課教育とラーニング・コモンズで提供されている学習支援が連環し，学び
の内的な側面を深めるディープラーニングを誘発する学習環境デザインを開発，評価すること
である．具体的な研究課題として「①正課教育と学習支援の連環によるディープラーニングを
促すデザイン原則の抽出」，「②多様なアクターが関わるラーニング・コモンズにおける学びの
プロセスモデルの明示化」，「③学習支援を提供する組織における学生スタッフを含めた教職員
を対象とした SD・FD 研修プログラム・e ラーニングの開発と評価」を行う．これらの研究課
題を遂行することにより，正課教育と学習支援が効果的に結びつき，学習者が単に授業を消化
するのではなく，授業で学んだ概念や理論を自ら検討し直すなど学びを深めうる学習環境の構
築を目指す． 
 
３．研究の方法 
本研究では，前述した 3つの研究課題を達成することにより研究の目的を明らかにし，正課教
育とラーニング・コモンズにおける学習支援の連環を促す学習環境をデザインする．本研究の
学習環境デザインとは，正課教育と学習支援の連環によるディープラーニングを促すデザイン
原則，多様なアクターが関わるラーニング・コモンズにおける学びのプロセスモデルの明示化，
学習支援を提供する組織における学生スタッフを含めた教職員を対象とした SD・FD 研修プログ
ラム・e ラーニング教材開発と評価である．各研究課題は相互に関連しており，これらを順序
立てて進める．先行研究の整理，参与観察，インタビュー，アンケート調査からデータを収集
し，各研究課題の目的に応じたアプローチを適宜用いて分析考察し，学習環境をデザインする． 
 
４．研究成果 
研究課題①正課と学習支援の連環によるディープラーニングを促すデザイン要件の提示」に

関しては，日本語ライティングや外国語学習を中心とした授業設計や，北米 CRLA など学習支援
組織の文献を中心に先行研究を分析し，学習支援に関する知見を高めた．とりわけ，正課と学
習支援の連環にあたり，学習支援に携わるスタッフが授業目標と学習者が抱える学習支援の目
標をどう支援すべきかについての知見を深めた． 
先行研究の知見を活かした実証研究では，日本語ライティングにおいてライティングセンター
を活用した学習者の個別傾向を分析し，リピーターへとつなげるための学習支援の手立てを検
討した．学習支援には，個別指導に加えて，自主学習用の教材開発も含まれるため，英語・日
本語ライティング教材を開発し，正課と学習支援の連環 による学びの深化に取り組んでいる．
そして，「利用者の個別傾向の分析」「授業連携でライティングセンターを活用した学習者によ
るレポートの分析」を行い，ライティング支援の観点を提示した． 
「研究課題②多様なアクターが関わるラーニング・コモンズにおける学びのプロセスモデル

の提示」では，A大学におけるラーニング ・コモンズ（LC）における学びと活用可能性につい
て，状況的学習論を理論的枠組みとして用い検討した．具体的には LC で学習をした 学生が記
述したワークシートの自由記述に対し共起ネットワーク分析による分析を行った．その結果，
個人／協働学習の場，多様なコミュニケーションが可能な場など，学びの場に対する 8つの認
識が明らかになるとともに，LCの学びを分析する際の視点として学習者にとっての学習概念の
更新を促す「照射」の概念を取り入れることの有効性を提示した． また各大学がどのように学
習者の学びを評価しているのか について調査を行った．具体的には CiNii を活用し，ラーニン
グ・コモンズの評価を扱う論文 66件を分析した．調査の結果，質問紙調査，観察調査，インタ 
ビュー調査の順で調査法が採用され，量的な調査が 75％を占めることが示された．今後，学び
のプロセスや成果を明らかにするためには，質的な調査やラーニング・コモンズに おける理念
（育むべき学習者像）に関する議論の重要性を示した．特に学習成果に関しては汎用的な能力
が評価指標となっていたため，本研究で指摘した学習者 にとっての学習概念の更新を促す「照
射」の概念を取り入れる必要性を確認した．加えて，ＬＣにおける「初年次学生の正課外学習」 
「学習資源の利用経験の際からみる学びのプロセス」「ライティングを活用したチュータリン
グ」における学びのモデルを各々提示した． 
「研究課題③学習支援を提供する組織における学生スタッフを含めた教職員を対象とした

SD・FD 研修プログラム・eラーニングの開発 と評価」では，具体的には，教育の質保証，授業
設計，評価の方法，ICT の活用，学習環境の 5 つのテーマにおける SD/FD プログラムを開発し
た．またライティングチューター向け研修プログラム（1 ライティングの理念・学習支援の歴



史，2目標設定とコミュニケーション，3文章構成・表現支援，４指導の観察と評価，5.指導技
法の共有，6．留学生への支援，7．オンライン支援，8.神経発達症の学生 への支援，9.日常的
なリフレクション，10.よりよいライティング指導を目指して）をデザインした．これらの研修
プログラムを開発し，運営・評価を実施し，ライティング研修を行うことから，さらに研修を
強化するためライティングの理念・ 学習支援の歴史等のプログラムを eラーニング教材として
提供するための資料教材を完成させた．またライティングの学習支援に関する指導モデルを提
供するため，eラーニング教材を開発した． 
 研修を通して教職員が導き出した課題をもとに，教職員が参画した新たな学習支援も展開さ
れ，今後，参画型研修の効果と可能性が示唆された． 
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