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今日お話する内容は・・・

学生による学生のためのe-learning
全学的なe-learning活動

コンテンツ開発に携わる学生の階層構造

開発形態

CIST-Solomonのデモ

コンテンツ開発の実際
開発形態・開発の枠組み

科目別開発の様子

映像開発工程

学生の隠れた可能性
ユーザから開発者へ

成長過程

まとめ



千歳科学技術大学

光科学部（⇒H20年度より総合光科学部）
物質光科学科(120名）

光応用システム学科(120名）

⇒ H20年度より

バイオ・マテリアル学科

光システム学科

グローバルシステムデザイン学科

コンピュータ実習室
2教室各80台＋45台＋20台
WindowsXP/Linux

「学生による学生のための
e-learning」

「学生による学生のための「学生による学生のための
ee--learninglearning」」



平成12年より情報系研究室の学生を
中心に開発開始

システム(CIST-Solomon)

コンテンツ

リメディアル用の数学教材（高校の先生からの
協力）

PCマエストロ（映像とアニメーションによる
Word, Excel, PowerPoint等アプリケーション
学習用コンテンツ）

Javaプログラミング言語学習環境・コンテンツ

学生による学生のためのe-learning

平成16年現代GP採択をきっか
けにe-learningの波が全学的
に広がる

実践的なITスキルの獲得

情報処理能力の多様化

教科「情報」の導入

ニーズに根ざした
実践的な情報教育

e-learningを介した
全学情報教育

卒業研究

卒業

入学

高校

社会で求められる
IT技術者の創出社会

情報キャリアアップ科目

情報実習系科目

情報講義系科目

e-learning



全学的なe-learning活動

現代GPは18年度で終わったが・・・

現在CIST-Solomonを使って授業を行ってい
るのは・・・

物理・化学・光科学系：物理学A,B、電磁気学、化学基礎A,B,量子
力学、光技術セミナー、光科学概論A,B

語学系：英語1B,2B,プレゼンテーション技法

数学：数学A,B,D＋各演習、システム数学1,2,物理数学

電子工学系：電気電子回路、ディジタル信号所理論、制御工学概論

情報系：メディアリテラシー、情報技術概論、情報メディア実習、
コンピュータプログラミング、情報システム実習、アルゴリズム応
用論、コンピュータ概論、ネットワーク基礎論、ソフトウェアデザ
イン、情報キャリアデザイン、情報プロジェクト、コンピュータア
プリケーション、情報技術応用特論

学生による学生のためのe-learning

全学的なe-learning活動

e-learning利用の指針
利用形態

利用しない

自学用教材として利用：取り組み状況は成績評価の対象外

課題（宿題）として利用：取組み状況を成績評価の対象

授業の一部をeLで実施：通常授業のうち1回以上をeLで置き換える

授業を主にeLで実施：授業をeL主体で行う

その他：規定外の利用形態

主にeLで授業を実施する場合

教務課に予め連絡する

これ以外の形態は授業回数の半分までは置き換え可

eL利用の場合はシラバスに記載、周知を徹底する

質問への対応環境を整える

学生同士で意見交換ができる状況を配慮（スクーリング等）

学生による学生のためのe-learning



コンテンツ作成に携わる学生の階層構造

ユーザ

プロジェクト・メンバー

メディア・コンサルタント、プロジェクト・メンバー

研究室

1年生

２年生

３年生

４年生
大学院生

学生による学生のためのe-learning

学生アルバイトの種類

情報システム課メディア教育推進室

プロジェクト・メンバー

メディア・コンサルタント テクニカル・スタッフ

•大学院生・学部3,4年生
•全学的なサポートを行う
•学生からの質問
•先生からの質問

•大学院生
•サーバのメンテナンス
•コンピュータ室の管理
•学生と直接応対はしない

•学部2年生：学内プロジェクトの見習い
•学部3年生：学内プロジェクトの実働

学生による学生のためのe-learning

情報メディア教育センター



開発形態

一般開発形態

プロジェクト・メンバーによるテンプレートに
沿った開発

教科書・演習(ドリル)・音声教材

映像を含むコンテンツ

数学のための英語、科学技術に役立つ英語

Javaプログラミング学習コンテンツ・PCマエス
トロ

化学、TOEIC対策

3D（マウスを使って動かせる）

アニメーション

コンテンツ開発の実際

CIST-SolomonCISTCIST--SolomonSolomon



学習メニュー

教科書

Flashによるテキスト

HTMLによるテキスト

音声教材

アニメーション

映像

演習（ドリル）

CIST-Solomon

課題

CT

質問箱

掲示板

コース

学習状況

教科書と演習は１：１

eLコンテンツ一覧(H18,11月）
CIST-Solomon

1006971142955合計

総計13666算数

94112電子工学

927917情報

4961化学

544253物理

28428大学英語

915128高校英文法

725126中学英文法

824334大学数学

1624616高校数学

992314中学数学

演習：1問教科書：1コンテンツ



コンテンツ例

標準化学ー化学Ｉ－芳香族炭化水素

3Dとテンプレート

プログラミング、情報

映像、音声、特殊科目（教科書・アニメーショ
ン）、ドリル

大学英語ー数学のための英語

映像

TOEIC

教科書→演習

CIST-Solomon

コンテンツ開発の実際コンテンツ開発の実際コンテンツ開発の実際



学生アルバイトの種類

情報システム課メディア教育推進室

プロジェクト・メンバー

メディア・コンサルタント テクニカル・スタッフ

•大学院生・学部3,4年生
•全学的なサポートを行う
•学生からの質問
•先生からの質問

•大学院生
•サーバのメンテナンス
•コンピュータ室の管理
•学生と直接応対はしない

•学部2年生：学内プロジェクトの見習い
•学部3年生：学内プロジェクトの実働

情報メディア教育センター

コンテンツ開発の実際

プロジェクトメンバーの活動

2年生
夏休み前からHTML(3回), FLASH(5回)の講習会

そのあと活動開始
CIST-Solomonのコンテンツをテンプレートを使っ
て開発(科目担当者が素材を提供)
年度末には成果発表会
17年度には試験的に科目単位認定

3年生
2年生から8割程度

18年度3年生選択科目「情報プロジェクト」
情報系研究室に配属、教員とTAによる指導

半年でなんらかのコンテンツを作成

コンテンツ開発の実際



情報プロジェクト活動

教科書・ドリル

ドリルテンプレートの作成
ドリルやテキストにこんな機能がほしい

テンプレート自体を作り上げる

スライダー機能

パズルフォーマット

TOEIC対策：長文をイメージしたアニメー
ション

コンテンツ開発の実際

プロジェクトメンバーの人数

254519

173818

72317

1716

3年生2年生年度

コンテンツ開発の実際



特殊科目

化学

メディア・コンサルタントの指導のもと
プロジェクトメンバーが制作

TOEIC対策

MACMILAN LANGUAGEHOUSEと提携

高校生に人気

英語の得意なﾌﾟﾛﾒﾝ出身の4年とメディア

教育推進室のスタッフが中心に開発

コンテンツ開発の実際

Javaプログラミング学習

システム学科3年生対象必修科目

16年12月から17年3月：既存コンテン

ツの再開発

教科書・アニメーション・ドリル
学部2～4年生12名、大学院生2名

映像

筆者；シナリオ作成、監督、出演

映像専門研究室；製作総指揮、撮影、編集

18年度：UML,GUIなど

コンテンツ開発の実際



PCマエストロ

高校・大学生を対象とした
Word,Excel,PP,HTML学習用コンテンツ

映像・アニメーション

インターネット上無料公開バージョン
Wordバージョン；学部3年生3名により1年かけ

て開発

各バージョン；卒研、学部2，3年生、ﾌﾟﾛﾒﾝに

よるもの

CIST－Solomonバージョン

Office2007対応を今年度開発

コンテンツ開発の実際

映像コンテンツについて

撮影・編集は映像専門の研究室が担当

シナリオ作成・出演・編集チェック
英語教材：ネイティブの英語教員、スタッフ

Java, PCマエストロ：高岡研究室が担当

コンテンツ開発の実際

映像によるメリット

映像完成までの製作工程70本（1本5分から
20分）



クラスとオブジェクト

映像によるメリット

今まで表現し切れなかったことを表現
非常に説明が難しい内容についても一貫した説明ができる

設計図からものの実体をつくる
というイメージをつくるために
学生何人かを人クラスのインス
タンスとして登場させた。

メッセージパッシング
メッセージパッシングによるメソッド
呼び出しを学生インスタンスによって表
現

プリミティブ型変数と参照型変数の違い

コンストラクタの役割

引数ありなしコンストラクタの定義と

デフォルトコンストラクタ

変数

コンストラクタ

映像は2回分。継承の概念、利点、継承
を用いたプログラミング、コンストラク
タは継承されないこと、デフォルトコン
ストラクタの必要性等

継承

配列宣言と変数の生成に伴うメモリ上の処理

配列

コンテンツ開発の実際

撮影時間は1時間から2時間

撮影 • Adobe Premiere Pro

• カメラからコンピュータ上にデータを
移すのにほぼ1日

• 初の編集には3～4日

編集

シナリオ作成

その回のエッセンスが5分から20分以内に収まるようにせりふを作成。例プロ
グラムなども用意し、編集者に対するテロップの指示や映像のアニメーショ
ン等の指示も記載

• テキスト、アニメーション、ドリルの作成者を交えて行う

テロップの語句の誤字脱字とフォントや色のチェック

インスタンスの生成の動き等がこちらのイメージ通りになっているか

画面の切り替わりのタイミング

プログラムとの整合性

• 初のチェックにかかる時間は出来上がった映像の5～10倍ほどの時間を要する

編集チェック

本番

コンテンツ開発の実際

映像製作工程



映像の開発時間と人数

撮影スタッフ： 低3名

編集：1年1バージョン1名（卒業研究）

2年間で3科目作成した学生も

毎年平均2～3バージョン

コンテンツ開発の実際

学生の隠れた可能性学生の隠れた可能性学生の隠れた可能性



ユーザから開発者へ

ユーザとして出発

こんな機能がほしい

こんな機能は要らない

開発者として参加

自分が学んだ科目のコンテンツ作成

教材として何が必要かを認識

教師と違う観点での教材つくり

学生の隠れた可能性

成長過程：下級生ユーザからの反応

素晴らしい（！と自負していた）アイデア
が受け入れられない現実

学習者にわかりやすい教材をつくる難しさ

学生の隠れた可能性

ユーザのニーズを満たす重要性

ソフトウェア（製品）をつくる上で何が必
要であるか



成長過程：プロジェクトの一員

1年後の成果発表会では誇りと自信にあふれ

学生の隠れた可能性

グループ単位の活動

単独で動くより隠れた可能性が引き出される

役立つもの・素早い反応

4年間にわたりPCマエストロのコンテンツを

作ってきた学生

おわりに

ユーザから開発者へ：全学的なe-learning活動

CIST-Solomonの紹介

コンテンツ開発の実際

学生の成長過程

担当教員と学生による設計と改良

設計に基づくコンテンツに沿った学習

学習者：科目の目的を自然に理解

何を学習すべきかを身につける

e-learningの良い部分を 大限に生かす

学生による学生のためのe-learningの取り組み

学習指導からのコメント



今年度の開発状況

19年度：先導的教育情報推進プログラム

千歳市内小中高と理数科教育コンテンツ共有化

その他の科目
英語コミュニケーション教材、TOIEC300～650

光科学概論、力学、エレクトロニクス教材

システム数学教材修正、初年時数学教材再構築

ＰＣマエストロVista対応

プログラミングＣ言語教材修正

学外連携

北星学園大学と心理学教材

バイオ関連、化学基礎教育教材

千歳科学技術大学における
「学生による学生のための

e-learning」

千歳科学技術大学

高岡詠子


