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大学eラーニング協議会（~2009年） 
（University eLearning Association UeLA) 

eラーニングに関するノウハウ（知識）や、教育
方法と密接に連携したＦＤの取り組みの公開 
 
 eラーニングを活用した効果的な授業展開や新
たな教育方法の確立を検討 

各大学が保有する教材や運用システムの相
互活用や，教育支援サービスに関する運用ノ
ウハウの相互提供に関する検討 



組織 ※ 加入は部局単位（35機関） 

会長 電気通信大学 岡本敏雄 

代表幹事校 熊本大学（3月にフォーラム） 

会員大学  
愛知大学、茨城大学、大阪大学、大手前大学、
愛媛大学、金沢大学、金沢工業大学、関西大
学、九州工業大学、甲南大学、国際医療福祉、 
佐賀大学、信州大学、札幌医科大学、創価大
学、千歳科学技術大学、帝塚山大学、東洋大
学、電気通信大学、長岡技術科学大学、愛知
学院大学、法政大学、北翔大学、北星学園、北
海道薬科大学、防衛大学、桃山学院大学、山
梨大学、酪農学園大学 



教材検索ポータルの構築（UeLAポータル） 

● （システム） Google サイトの利用 

個人や団体がホームページを作成し、公開でき
るサービス 
 

Microsoft Wordに代表されるような文章作成ソ
フトの感覚で、Web上から簡単に内容を編集し、
インターネットへの公開が可能 
 

早急に検索サイトを立ち上げるため（3日） 



1ページごとに 
文章の入力や画像を挿入し、 

メニューバーから 
色・配置などを加工する。 

 
表などは表計算ソフトから 
貼り付けることも可能。 



コース名 学習回数 

情報処理対策基礎 10051 
佐賀大学 単位提供型フルｅラーニング「ネット授業」サンプル
コース 3733 

三平方の定理（中学3年） 976 

方程式と不等式（高校1年） 929 

数学セミナー 880 

エレクトロニクス基礎 443 

プログラミング(週毎の素材) 440 

三角関数（高校2年） 429 

オブジェクト指向プログラミング 387 

図形と計量（高校1年） 381 

開始後 3ヶ月の状況 



● 利用希望大学のニーズの集約 
 

→ 数学・英語 等の初年次・リメディアル系教材 

→ 情報系の基礎科目 

文理問わず、必要となる共通基盤教材の整備 

震災対応を振り返って 



● Moodle上に共通基盤教材のショーケース 

（利用大学の教員が利用可） 
 

○ 佐賀大学（リメディアル 数学・理科・英語） 

○ 信州大学（情報） 

○ 金沢大学（物理） 

協議会の事業計画 



共通基盤教材 事例１ 

山梨大学・千歳科学技術大学 

数学：大学初級 数学（演習問題・教科書） 
 
○ 中学校 数学 
○ 高校 数学（数 IIIまで含む） 
○ 大学初級 （解析学） 

対象： 入学前教育・入学後 数学補習クラス等 





共通基盤教材 事例2 
愛知大学・千歳科学技術大学 

日本語： （演習問題レベル1～10） 
 
○ 漢字読み書き 
○ 語義・語彙・４字熟語 
○ 表記・文法 
○ 単文読解・文章表現 
○ ことわざ 
 





共通基盤教材 事例３ 
九州工業大学・千歳科学技術大学 

基本情報処理資格対策： 過去問・演習 
 
● 過去１０年分の過去問題 
● 講習用の演習問題 





共通基盤教材 事例４ 

千歳科学技術大学 

マナー講座・SPI対策 
 
● マナー講座（音声教材） 
● SPI （非言語系 演習問題） 







大学連携による構想案 



学士力養成のための共通基盤システムを活用した主体的学びの促進 



連携取組の達成目標・成果 
共通基盤的な教育内容やそれを用いた各大学の特色ある教育方法を共有し、
各大学が責任を持って自大学の学生に対する教育プログラムを図る 

1）学士力養成のための共通基盤システムの構築と社会への公開 
 ・Webベースの到達度確認テスト後、eラーニングで学習できる共通基盤システムの整備  
 ・学習教材（数学・日本語・英語・情報・コミュニケーション等）の整備 

４）問題解決型の特色ある教育プログラムの構築と教育方法の共有 
 ・共通基盤システムの教材を活用した問題解決型の教育プログラムに実施 
 ・学生プロジェクト型教育 

３）学習到達度の測定に基づくキャリア系の大学間共通の学修支援プロ
グラムの構築 
 ・学生一人一人に学士力のベースの到達度を確認させて、 
   学生自らの振り返りに基づき、主体的に学習させる指導 

２）大学連携に基づく質の高い初年次系の学修支援プログラムの構築 
 ・共通基盤システムの教材を活用して入学前教育や入学後の補習教育等 
 ・FD・SDの一環で教育方法を大学間で共有（教育資源の活用） 
 ・各大学の取組を改善し、以て質の高い初年次系の学修支援プログラムを構築 
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入学前教育 

eラーニング教材 

不足する知識・スキルを補う 

到達できていない 
教材を 
再度、学習する 

連携大学の教材を体系的に整理し、 
不足部分を新規に開発 

プレースメントテスト
の結果に基づき、 
必要な教材を学生
に提示できる仕組 

課外でのリメディアル教育（単位無し） 

卒業生調査の 
結果を反映 

既存のものを参考にし
つつ、新規に開発 
 

LMS及びeラーニングポートフォリオの利用 

到達度テスト
を参考に自己
目標設定 



初年次系講義と連携した授業外学習（単位の実質化） 



キャリア系プログラムでの主体的な学びの展開 



事例（千歳科学技術大学） 

eラーニングを活用したプレイスメントテストの実施 
愛知大学 連携 



方程式と文章
題 

n進数 漢字書き 時制 

関数と文章題 ビット計算 語義 不定詞 

展開図 論理演算 語彙と意味 分詞 

立体図形 アルゴリズム 成句 文型 

グラフ 情報活用能力 漢字読み 比較 

確率   
表現・コミュニケー
ション 

受動態 

場合の数   単文読解 関係詞 

数列   ことわざ 助動詞 

統計     仮定法 

不等式     構文他 

基礎学力アップ講座（学部2年） 



虫食い算 損益計算 同音異義 

集合 暗号 漢字 

流水算 仕事算 反意語 

旅人算 推論 ことわざ 

鶴亀算 速度 四字熟語 

代金支払い 植木算 

N進数 ニュートン算 

図表の読み取り 魔方陣 

命題 

SPI対策講座（学部3年） 



ポートフォリオでの基礎学力の確認 



キャリアアップ実践プログラム 

ネイティブの講師を招き、TOEIC対策eラーニング教
材を作る。あわせて自分たちも英語対策を講じる。 

（例）TOIEC英語教材作成プロジェクト 





共通基盤教材の流通事例 

NPO法人 ホトニクスワールドコンソーシアム PWC 
（eラーニングセンター事業） 
 
PWC：千歳科学技術大学の成果を産学連携で還元 
    千歳市・千歳科学技術大学での共同NPO 
 
２００７年度より、産学連携で流通実験を実施 



教材の質向上とステークホルダ 

PWC 

A大学 

B大学 

C大学 

素材 

教材 

公開（玉石混淆） 

メタ情報化・コース化 
教材の質の保証 

企業A 

企業B 

企業C 

改編許諾 利用許諾 

大学 

高校 

企業 

許諾料 

教材の改訂 

コンテンツフォルダ
（大学等） 

著作権料 
学生プロジェクト 
新規教材整備 

コンテンツ管理法人 
（ＮＰＯ法人） 

流通網 
（民間企業・自治体） 

サービス提供 

対価 



特徴 

○ 役割分担： 
→ 大学（学生目線の教材整備） 
→ ＮＰＯ（交通整理：流通させやすい仕組への変換） 
用途を考える：社会人？ リメディアル？ 初等中等？ 
→ 民間（顧客目線でのサービス・価格・市場の確保） 

○ ＮＰＯ： 
→ １教材の粒度の設計 
→ 全体のコース設計 
→ 教材内容の検討（適宜補充・拡充） 
→ 連携を通じたニーズ調査（医療・資格・モバイル） 



まとめ 

● 教材共有 
→ 共通基盤教材の共有 

● 教材流通 
→ 役割分担（NPO・大学・企業） 

● 大学連携の方向性 
→ 教育プログラムの質の向上・教育改善 
→ 連携型 教育プログラムの可能性 



マルチデバイス対応のeラーニングシステムの整備 

eラーニング 



モバイル対応作問システム 

モバイルは問題を素材の形でダウンロード 
→アプリケーションで生成することによって 
モバイルに特化した形で出題できる (一問一答) 



作問機能 

問題画像：0～3 
ヒントの数：0～3 
 
解答方式：入力形式 
  リスト形式 
  チェック形式 
 CIST-Solomonの仕様に準拠 



Android インターフェイス 

Webでコースの設定 

Androidでコースダウンロード 

最後まで学習 

間違った問題だけ再出題 

ヒントの提示・出題順の変更 
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