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急激に変化する時代の中で育むべき資質・能力には、社会背景として「Society5.0 時代」「予測困難な時代」「デジタル化、
オンライン化の必要性」があげられている。対応としては、「新学習指導要領の着実な実施」「ICT の活用」が急務である。こう
した様々な状況を支援するためには、学習管理システムの活用が有効である。本研究では、中学校技術科、高等学校工業
科における基礎的・基本的な知識及び技能の習得を目指した家庭学習の習慣化を支援するための学習補助教材として、い
つでも、どこでも、簡単に取り組むことができる学習管理システムを構築する。構築する Web サーバに Moodle を導入し、繰
り返し学習できる機能や授業時間外でも簡単に学習に取り組める機能を使い、個に応じた指導の充実を図る。本稿では、こ
のシステムの構築、利用及び分析を行い、デザイン研究のアプローチの手法を用い、混沌とした現場を複眼的に観察し、実
践に直接役立つ知見を導き出してみる。

はじめに
第 10 期中央教育審議会では、令和３年１月 26 日に「
『令和の日本型学校教育』の構築を目指して
～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（答申）
」が取り
まとめられた 1)。急激に変化する時代の中で育むべき資質・能力には社会背景として、
「Society5.0
時代」
「予測困難な時代」
「デジタル化、オンライン化の必要性」があげられ、その対応としては、
――――――――
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「新学習指導要領の着実な実施」
「ICT の活用」が重要であると述べられている。日本型学校教育は、
子供たちの知・徳・体を一体で育む学校教育で、その成果に「国際的にトップクラスの学力」
「学力
の地域差の縮小」
「規範意識・道徳心の高さ」があげられる。一方、直面する課題は、
「子供たちの
多様化」
「情報化への対応の遅れ」
「生徒の学習意欲の低下」があげられた。新たな動きについては、
「新学習指導要領の着実な実施」
「学校における働き方改革」
「GIGA スクール構想の実現」があげら
れ、従来の日本型教育の良さを受け継ぎ更に発展させる、新しい時代の学校教育の実現が必要であ
ると述べられている。
この新学習指導要領の着実な実施に向け、中学校は 2021（令和３）年度、高等学校は 2022（令和
４）年度から新しい学習指導要領が順次施行される。中学校学習指導要領（平成 29 年３月告示)及
び、高等学校学習指導要領（平成 30 年３月告示)には、
「基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習
得させ、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等を育むとともに、
主体的に学習に取り組む態度を養い、個性を生かし多様な人々との協働を促す教育の充実に努める
こと｡その際、生徒の発達の段階を考慮して、生徒の言語活動など、学習の基盤をつくる活動を充実
するとともに、家庭との連携を図りながら、生徒の学習習慣が確立するよう配慮すること。
」と示さ
れている 2）3）。まず、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させることについては、高等学校
学習指導要領解説工業編（平成 30 年７月）の基本方針の中で、
「基礎的・基本的な知識及び技能の
習得に課題がある場合には、それを身に付けさせるために、生徒の学びを深めたり主体性を引き出
したりといった工夫を重ねながら、確実な習得を図ることを重視すること。
」と示されている 4)。そ
して生徒の学習習慣を確立させることについては、中学校学習指導要領解説総則編（平成 29 年７
月）の生きる力を育む各学校の特色ある教育活動の展開の中で、
「小・中学校を通して学習習慣を確
立することは、その後の生涯にわたる学習に影響する極めて重要な課題であることから、家庭との
連携を図りながら、宿題や予習・復習など家庭での学習課題を適切に課したり、発達の段階に応じ
た学習計画の立て方や学び方を促したりするなど家庭学習も視野に入れた指導を行う必要がある。
」
と示されている 5)。このことから、授業内容や生徒の姿に応じて ICT を活用しながら、生徒が知識
及び技能を習得するために繰り返し学習できる環境を作ったり、家庭学習には ICT を使って簡単に
学習に取り組ませたりする工夫が必要であると考える。
授業時間外での個に応じた指導の充実を図る ICT 活用事例の一つに、
学習管理システム
（Learning
Management System）
（以下「LMS」という。
）を活用した取組がある。天笠道裕（2009）は「e-Learning
の実例:LMS 活用による教育効果の向上方策に関する一考察」の中で、学校における LMS 導入で実現
可能なこととして
「きめ細かな個別指導を目的とした、
学力や学習習慣等の数値による把握・分析」
、
「予習、復習といった家庭学習の促進、支援」等を挙げている 6)。これらのことから、基礎的・基
本的な知識及び技能の習得も含め、学習内容を確実に身に付けるための家庭学習ができるよう、学
びを深めるために繰り返し学習できる環境を作ったり、主体性を引き出すために授業時間外でも簡
単に学習に取り組める工夫をしたりしながら、ICT を活用しながら個に応じた指導の充実を図るこ
とが大切であると考えた。
そこで本研究では、コスト面や利用に関する制限を考慮し、オープンソースソフトウェア（以下
「OSS」という。
）による Web サーバを活用した LMS の構築に取り組む。システム構築にあたって作
成するものは、LMS を稼働する Web サーバ、生徒が使用する利用の手引（以下「利用の手引」とい
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う。
）
、教師が使用するコンテンツ作成の手引（以下「作成の手引」という。
）
、LMS を導入するため
の手順書（以下「手順書」という。
）そして中学校技術科及び高等学校工業科におけるデジタル教材
コンテンツ（以下「教材コンテンツ」という。
）である。生徒は LMS を活用することで、学習状況に
合わせた復習や発展的な内容を選択し実施する等、個に応じた学習を行うことができる。また、授
業時間外でも学習に取り組む習慣が啓発され、主体的に学習に取り組めるようになると考えた。以
上のことより、中・高生向け学習管理システム構築における家庭学習の支援を目指すことを目的と
する。

先行研究の検討
近年、これまでの学校教育における中心的な指導法として行われてきた「一斉学習」に加え「個
別学習」
、
「協働学習」等、様々な授業形態の活用が求められている。こうした学校では、社会の変
化と情報通信機器の発達に伴い、学校教育における ICT 活用の重要性が急速に増している。特に
2020(令和２)年には新型コロナウィルス感染症拡大の状況を踏まえて、時差・分散登校、オンライ
ン授業の実施等、感染リスクの高い活動をできる限り避け、感染防止対策を取り、様々な工夫を取
り入れながら、学校活動が実施された。そのような状況ではあるが、オンライン授業の実施は、国
の GIGA スクール構想の実現に向けて、生徒１人１台端末をどのように整備し、通信環境の整わない
生徒をどのように支援していくか、今後の方向性を考え、計画的に推進する必要があることを考え
るきっかけとなった。
こうした様々な状況や授業形態を支援するためには LMS の活用が有効である。LMS を活用した学
習支援についての先行研究としては、家田(2011)が、
「Moodle を利用した高校における学習支援の
試み」において、外国につながる生徒を対象とした学習支援の一つとして、対面授業と e ラーニン
グを組み合わせたブレンデッドラーニングを試みた 7)。
家田は、
Moodle の小テスト機能を利用して、
漢字や日本語のクイズを行い、学習意欲を高める効果があったことを確認した。課題として、次の
3 つを示した。
① 教科学習の支援については、生徒が授業で学習している内容で、支援がすぐに必要かつ、すぐ
に役立つものを十分に調査し、何をどのような方法で学習するか、緻密な吟味が必要となる。
② 実際の現場の教員と双方の情報交換の機会をつくり、そこからのフィードバックに基づき、よ
り生徒が利用しやすい学習環境にしていかなければならない。
③ 生徒のニーズに対応できるような学習コンテンツを提供できるようにしていくために、学習
コンテンツの充実が必要である。
LMS 教材の特長を前提とし、想定されている学習コンテンツの利点と課題は、大いに今日の ICT を
活用した授業づくりの参考となる課題であるといえる。
最近の初等中等教育における LMS の導入・活用事例に関しての研究では、古園(2019)が、
「Moodle
を用いた中学校数学の学習支援」で数学分野の充実を図るために Moodle のプラグインである STACK
と WIRIS を利用し、中学校 2 年生の数学教育について授業の指導案を提案し、その有効性について
明らかにしている 8)。具体的には、STACK において数式による解答、WIRIS において手書き機能など
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様々な機能を利用し、ICT を有効的に活用した授業を展開させた実践的な研究である。しかし、本
研究のように、
中・高生を対象とした LMS を活用した授業全体での実践例についての報告は少なく、
中等教育の視座から家庭学習を伴う授業全体を俯瞰的に捉え、知見を導き出す研究は、管見の限り
見あたらない。

本研究の位置付け
本研究が対象とする教育現場における授業改善研究は、
デザイン研究のアプローチが有効である。
デザイン研究は、1990 年代から多くの研究者による提案、実践が行われてきた実践研究のひとつで
ある。本研究において留意すべき点は、実践した授業をどのように分析し解釈するかである。大島
（2004）は「教育研究をデザイン科学として成立させるためには、学習デザインに学習研究のこれ
までの知見が十分に反映され、さらに実践に展開することから学習のデザイン原則を明らかにして
いくというアプローチが必須なのである。
」ことを指摘している 9)。さらに、大島はデザイン研究の
特徴として次の５点をあげて説明している。
① 実験室状況ではなく混沌とした場面で学習をデザインする。
② 単独の従属変数に焦点化するのではなく、必要と思われる複数の従属変数を同時に取り扱う。
③ 仮説検証ではなく、デザインした環境のプロファイルを作成する。
④ 事前に決められた手続きを踏襲するよりも、場面にあわせて臨機応変に修正する。
⑤ 知的資源が豊富な社会的状況での学習を取り扱う。
つまり、実験室に囲い込んでできるだけ単純化して一つずつ解き明かそうというよりは、混沌とし
た「現場」を混沌としたまま丸ごと受け止め、複眼的に何が起きるかを観察し、厳密さは多少犠牲
にしながらも、次の実践に直接役立つような知見（プロファイル）を得ることを目指す。
さらに、大島（2007）による「学習環境の形成をめざしたデザイン研究は、基礎的な研究の知見
にもとづいて授業実践を計画、実践してその評価にもとづいて修正を繰り返すという Plan、DO、
Check、Action というサイクルを継続的に展開しながら、実践を向上させ続けると同時にそこから
教授学的な原則の誤りを正し、精緻化していくことを目的としている。
」ことも重要である 10)。
したがって本研究では、
「デザイン研究のアプローチ」の立場に立ち、その手法の中で、授業実践
を計画、実践、評価し、ICT を活用したより良い指導方法を探究し、授業改善の取組を論述する。

学習管理システムによる家庭学習の支援の内容
１ 本研究実践校の生徒意識・実態調査
総合学科であるＡ県立Ｂ高等学校の工業系コースでは、第２学年から専門課程の履修が始まり、
より専門性の高い内容を学習する。生徒に基礎的・基本的な知識及び技能を習得させるため、家庭
学習や授業時間外の学習を促し、学習時間の確保に努めるよう指導している。また、この高等学校
へ入学を希望し、学校見学会及び体験学習会に参加した公立の中学生を対象に、LMS を用いた高等
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資料１ 学習に関するアンケート
（令和２.11.17 実施 Ａ県立Ｂ高等学校 工業系コース 70 人）

資料２ 学習に関するアンケート
（令和２.12.８実施 公立中学生 Ｂ高等学校工業系コース希望生徒 35 人）

学校での学習を説明し体験させた。これらの生徒を対象に学習に関するアンケートを行った結果、
資料１にある質問１の回答からは、対象の高校生 70 人のうち、ふだん学校での授業以外に学習に取
り組んでいる生徒は 20 人に留まることが分かった。次に、質問２の回答からは、70 人のうち 58 人
が、学習にスマートフォン等を利用することに前向きなことが分かった。生徒の自由記述からは、
授業時間外でも簡単に学習できるスマートフォン等を使った学習環境がないという主旨の記述や、
学習時に疑問に思う内容について各種 Web サイトを利用して調べるが、当該コースの学習に直結し
た教材コンテンツが見当たらないため、思うように学習が進まないことをうかがわせる記述も見ら
れた。さらに、資料２にある質問１の回答からは、対象の中学生 35 人のうち、ふだん学校での授業
以外に学習に取り組んでいる生徒は 23 人程度である。次に、質問２の回答からは、35 人のうち 27
人が、学習にスマートフォン等を利用することに前向きである。
これらのアンケートの分析から、高等学校の当該コースの学習内容に合わせた教材コンテンツが
ないため、生徒の実態に合わせた教材コンテンツを教師が作成し、使えるようにする必要がある。
この教材コンテンツを使い、生徒はスマートフォン等を学習に利用し、個に応じた学習ができるよ
うになると考える。そこで本研究では、インターネットを通じて、中学校技術科及び高等学校工業
科の学習内容に合わせた教材コンテンツを作成し提供することで、生徒が学習可能なシステムを構
築する。このシステムを使い、生徒の基礎的・基本的な知識及び技能の習得させるための家庭学習
の習慣化を目指す。
２ 本研究の具体的な内容及び方法
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本研究実践校の生徒の抱える課題を解決するために、時間と場所を選ばず、繰り返し学習できる
環境や学習方法を充実させる。学習内容については、そのまま利用できる中学校技術科及び高等学
校工業科の教材コンテンツを対象に作成する必要がある。そこで、ICT を活用し個に応じた指導の
充実を図る目的で、OSS を利用した Web サーバの構築を行い、LMS を活用した学習環境づくりを実
施する。
（１）OSS を利用した Web サーバの構築
「学びのイノベーション事業実証研究報告書」
（平成 26 年４月 11 日文部科学省）
（以下「実証研
究報告書」という。
）の中で、学習者用デジタル教科書・教材等の機能の在り方の整理がされ、多様
な情報端末で利用可能なこと、学習の記録を蓄積・活用できること及び管理運用システム等の学び
に有効なシステムと連携した学習環境を構築することが必要であると示されている 11)。そこで本研
究では、組織及び団体の利用実績が多い（利用実績数）こと、Web サーバの設置環境を選ばず用途
に応じて構築ができる（汎用性）こと、ソースコードを自由に入手でき、ユーザの用途に合わせた
改変や再配布が自由にできる（無償性）ことを基準に、比較検討し利用する LMS を選定する。
利用する LMS の機能を実現する Web サーバは、インターネットから接続可能な構成とする。その
ため、Ａ県の教育情報ネットワーク管理室に Web サーバの設置について、技術面とセキュリティ面
から、実現可能な方法を確認し進めるものとする。その上で、利用する LMS の導入に不可欠なソフ
トウェアを備えている（機能性）こと、いつでもどこからでも多くの教師と生徒が接続できる（利
便性）こと、教師や生徒が個人情報の保護や情報を漏えいすること無く安心して接続できる（セキ
ュリティ）こと、構築・運用及びメンテナンス費用が安価に済む（コスト）ことを基準に、比較検
討し Web サーバを選定する。そして、利用する LMS と設置する Web サーバの構成を考え、ハードウ
ェア環境を準備し設定する。その上で、利用する LMS をインストールし初期設定を行う。さらに、
インターネットからの接続を可能とするため、セキュリティレベルを高めた接続方式として SSL
（Secure Sockets Layer）を実現するとともに、URL を分かりやすくし、いつでも、どこからでも、
簡単に接続しやすいものとする。
（２）利用する LMS に実装する機能
現在、世の中で利用されている教材コンテンツを使った学習に取り組むことは高等学校工業科に
おいても必要である。知識及び技能の習得に向け、教材コンテンツを利用し授業時間外に学習に取
り組むことが可能になるためである。高等学校工業科においては、設置する学科や教育課程の特色
により、市販の教材コンテンツをそのまま活用することは難しい。また、実習を伴う内容について
は、画像や動画を用いた教材コンテンツを事前に視聴させることで、予習が可能となる。本研究実
践校生徒の実態に合わせた学びに有効な機能を、実証研究報告書を参考にし、以下の３点を実装す
る。
ア 教材コンテンツを作成及び編集する機能
教師は、文字・音声・画像・動画やリンク等を用い、座学の学習内容を実習につなげる、見やす
く分かりやすい教材コンテンツとして、手軽に作成及び編集することが可能になる。また、生徒は
教材コンテンツを使い、いつでも、どこでも学習できるようになり、授業時間外の学習に取り組む
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ことで、基礎的・基本的な知識の定着が図れるものと考える。
イ 学習を記録し、個に応じた演習問題を提供する機能
生徒が学んだ過程や成果を記録し、確認することで、学びを深めるための個に応じた学習に役立
てることができるようになる。また、学習記録に教師がアクセスできることで、生徒の学習状況や
習熟状況等を把握し、個に応じた指導を行うことが可能になると考える。
ウ 環境を選ばずコミュニケーションする機能
授業時間だけでなく、授業時間外でも質問したり、意見交換をしたりすることで、気軽に学習に
取り組むための学びの場として利用することが可能になり、
生徒同士の協働学習を促進する。
また、
教師及び生徒同士の情報共有が可能になり、索引を付け一覧としてまとめることで、学習の過程を
振り返ったり、生徒同士が参考にする資料としたりすることが可能になると考える。
（３）作成するマニュアル
LMS を生徒が学習に利用するためのマニュアルとして、
「利用の手引」を作成する。加えて、授業
担当教師が教材コンテンツを作成するためのマニュアルとして、
「作成の手引」を作成する。また、
LMS を Web サーバに導入するための設定は、校内システム管理者が一度だけ行う必要がある。その
ためのマニュアルとして、
「手順書」を作成する。導入後の操作は、普段スマートフォン等を利用し
ている教師や生徒であれば簡単に行うことができる。マニュアルは、教師や生徒が活用しやすいよ
うに図を用いて記載し、操作しながら理解できる構成とする。これらすべてのマニュアルは利用す
る LMS に掲載し、いつでも確認できるようにする。
ア 利用の手引（生徒用）
利用する LMS のきまり、基本的な操作方法、学習への活用方法及び ID やパスワードの取扱いに
ついてまとめ、分かりやすく簡単に利用できるように工夫した内容をカードやリーフレットの形態
で作成する。
イ 作成の手引（教師用）
利用する LMS の特徴、基本設定及び操作方法の説明をする。教材コンテンツ作成の流れ、教材・
問題・評価の追加方法を示す。具体的には、中学校技術科及び高等学校工業科の教材コンテンツを
例に作成する。
ウ 手順書（校内システム管理者用）
利用する LMS の導入について、Web サーバ構築の経験がない校内システム管理者でも構築ができ
るように、具体的な内容で記述する。利用する LMS を導入するために必要な Web サーバの仕様、ソ
フトウェアのインストールや設定方法をまとめ作成する。
３ 本研究の実践
（１）OSS を利用した Web サーバの構築
利用する LMS は、ネットワークを通じて、教師と生徒間でデータを共有、活用するための Web シ
ステムである。生徒はスマートフォン等を使って Web サーバへアクセスし、学習や課題の提出に利
用することができる。また、オンライン上で学習記録や学習成果を確認することで、自身の学習管
理を行うことができる。そして、教師は生徒へ教材コンテンツ（教材、オンラインテスト及び課題
- 177 -

茨城大学全学教職センター研究報告(2021)

等）を提供し、生徒の学習記録、学習成果を確認することができる。
本研究では、利用する LMS を中学校技術科及び高等学校工業科の教師と生徒の利用を想定し、構
築する。また、情報セキュリティの確保を前提とした上で、本校だけでなく他の中学校及び高等学
校でも広く簡単に利用してもらえるよう、インターネットから接続可能な Web サーバとして構築し
た。
表１は、国内外において広く利用され

表１ 国内外で利用されているＬＭＳの比較

ている LMS を比較したものである。利用
実績数が多いこと、汎用的なこと、導入
する Web サーバ環境に制限がないことか
ら Moodle を選定した。
Moodle は、1999 年に LMS として利用
する目的でオーストラリアの大学で開
発された。2017 年９月現在 234 ヵ国の
Web サイトで導入される等、多くの利用実績がある。また、教育機関向けとして多数利用されてい
る。利用に関しては、OSS であり、スマートフォン等の様々な ICT 機器で接続が可能である。導入
については、組織内に設置した Web サーバやクラウド等、設置環境を選ばず用途に応じて構築が可
能である。
インターネットから接続可能な Web システムとして、Moodle の機能を実現するハードウェア及び
ネットワーク環境について、次の３つの方法を比較検討した。
① Moodle を導入する Web サーバを独立して構築する。
② Ａ県の教育情報ネットワークの Web サーバ内に Moodle の機能を加える。
③ 外部のレンタルサーバに Moodle を構築する。
①については、ハードウェアを準備し基本ソフトウェアの導入を含めると、技術的難易度が上が
るため、汎用性が低くなってしまう。②については、Ａ県情報セキュリティ基本方針を定める規程
にある情報セキュリティ対策基準から加えることは難しい。③については、汎用性が高く、用途に
合わせ自由に構築、変更ができる。以上より、外部のレンタルサーバに Moodle を構築することとし
た。
表２は、国内において提供さ

表２ 国内において提供されているレンタルサーバの比較

れているレンタルサーバを比較

（令和２.12.５現在）

したものである。機能性、利便
性、セキュリティ及びコストを
考慮した上で、本研究ではＤ社
のレンタルサーバを選定した。
レンタルサーバに Moodle の導
入に必要な設定を行った。その
後、Moodle の公式Ｗeb サイト（https://moodle.org/ ）のダウンロードページから Moodle をダウ
ンロードし、レンタルサーバにインストールした。インストール後の初期設定として、ユーザイン
ターフェイス設定、ユーザ登録及び利用権限設定を行った。利用する LMS の導入に際しては、Moodle
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の公式 Web サイト、Moodle を導入している大学等の Web サイト、Moodle 関連企業の Web サイトか
らの情報を参考にした。
機能については、
利用する LMS に実装する機能で示したように設定を行い、
Web サーバの設定及び Moodle の導入を完了した。詳細については手順書に記載した。
（２）利用する LMS に実装する機能
利用する LMS に実装する機能は、ページ機能、小テスト機能、フォーラム機能及び Wiki 機能であ
る。ページ機能や小テスト機能は、生徒が繰り返し学習を行い知識の定着を図るために用いる。フ
ォーラム機能及び Wiki 機能は、授業時間外でも気軽に学習に取り組むための学びの場として用い
る。以上のことを考慮し、構築する学習管理システムにこれらの機能を加えた。
ア ページ機能
ページ機能とは、教材コンテンツを作成、編集する機能である。入力画面を使用して、Web ペー
ジのように、文字・音声・画像・動画やハイパーリンク等を埋め込み教材コンテンツを作成した。
生徒は、作成された教材コンテンツを表示し学習を行うことで、基礎的・基本的な知識の定着が図
れるよう作成した。
イ 小テスト機能
小テスト機能とは、学習を記録し、個に応じた演習問題を提供する機能であり、単元ごとに理解
度を確認する問題を作成することができるものである。まず、あらかじめ問題を複数作成し登録し
た。そこから必要な問題を選択しテストを構成する。生徒は、基礎的な確認テストに取り組み、答
案を Web サーバへ送信する。次に利用する LMS で採点が自動で行われ解答と解説が配信される。誤
答の問題には、正答と解説が表示され、学び直しのために確認する教材コンテンツへ誘導される。
この時、基礎的・基本的な内容の習得ができれば、発展的な問題が表示され、更に学びを深められ
るよう作成した。
ウ フォーラム機能及び Wiki 機能
学んだ過程や成果を記録する機能として、フォーラム機能及び Wiki 機能を構成する。
フォーラム機能とは、教師及び生徒同士がコミュニケーションする機能である。ページ機能や小
テスト機能を使い、基礎的・基本的な内容を習得する過程でつまずいている場合には、教師に質問
を投げかけ教えを受けたり、生徒同士で学びあったりする等、ディスカッションをしながら学習を
進める機能として役立てることができる構成とした。また、学習の記録として保存されるため、教
師が生徒の学習状況や習熟状況等を把握し、個に応じた指導に生かすことができるよう作成した。
Wiki 機能とは、教師及び生徒が自由に追加および編集することができる Web ページである。言葉
の意味を調べたり、問題の解き方を調べたり、過去問等に索引を付けたりして、記録することがで
きる構成とした。生徒は、蓄積されたデータを振り返り学習に用いたり、調べ学習の参考資料とし
て利用したりできるよう作成した。
（３）作成するマニュアル
ア 利用の手引（生徒用）
本研究で導入した Moodle は、生徒が活用することを想定しているため、利用者以外がアクセスで
きることは望ましくない。Web ページにアクセスすると、メニューや連絡事項が最初に表示され、
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誰でも見ることができる。
コンテンツ一覧、小テスト
及び学習履歴等は、あらか
じめログイン ID とパスワ
ードを与えられた者のみが
見ることができる。そのた
め、使い始める際に生徒は
ログインする必要がある。
生徒がいつでも自分のログ
イン情報を参照できるよう
に、
ログイン ID カードを作
成し配付した。生徒が携帯
できるようにカードにし、
セキュリティ上大切なもの
として管理するよう指導し
た。表面には、生徒番号、
氏名、
ログイン ID 及び初期
パスワードを記載した。裏
面には、URL、パスワードの
取扱い及び QR コードも記
載した。図１に利用の手引
の一部を抜粋したものを示
す。Moodle を利用する際の
基本的な操作方法、学習を
進めるための各機能の利用

図１ 利用の手引（一部抜粋）

方法、学習の記録の確認の方法及び自己評価による学習到達度を確認する方法について、文字だけ
では伝わりづらい部分に図を使い説明する工夫をした。利用の手引については Moodle に掲載し、い
つでも確認できるようにした。
イ 作成の手引（教師用）
利用する LMS に実装する機能で示した内容について、Moodle の特徴、基本設定及び操作方法等の
使い始める前に知っておくべきことを、図を用い記載した。また、中学校技術科及び高等学校工業
科の教材コンテンツを具体例として作成した。各章ごとの主な内容を以下に示す。
「１章 はじめに」では、LMS 及び Moodle について解説するとともに、Moodle の基本機能につい
て触れ、教材コンテンツ作成の流れについて記載した。
「２章 基本操作」では、図２に示すように
各機能画面をもとに利用例を記載した。また、はじめてデジタル教材を作成する教師のために、教
材コンテンツ作成の流れを示した。使い始める時に戸惑いがないように、ログイン方法、画面構成
及びメニュー配置についての説明を示した。
「３章 コース管理」では、Moodle のコース単位で教
材コンテンツを管理する方法を記載した。基本的には授業ごとに一つのコースを作り、そこに様々
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な教材コンテンツを
設置することが教師
の役割になる。はじ
めにコースを作成
し、担当教師及び履
修生徒を登録する。
利用権限としては、
教師はコースの設
定、生徒の登録、教材
の作成、小テストの
作成及び生徒の評価
を行うことが可能で
ある。生徒は教材の
閲覧、小テストへの
取組及びフォーラム
や Wiki への投稿が
可能である。「４章
リソース（教材や資
料）の追加」「５章
活動の追加」では、教
材コンテンツを作成
し、コースに配置す
る方法を示した。
Moodle のコースの最
も基本的な使い方で
ある。例えば、教師が
普段使う解説用のス

図２ 作成の手引（一部抜粋）

ライドファイルを配置しておいたり、配付したい資料を配置して生徒にダウンロードさせたりする
使い方である。また、ここではコースの見方、アイコンの意味も併せて解説した。
「６章 小テスト
の追加」では、コースの目標にどれだけ到達できたかを評価するための小テスト、標準的な解答時
間を設定する方法を示した。この結果から、生徒自身がコースで学んだことを振り返り、自分の理
解度を確認することで、学習する動機を獲得する機会となる。また、教師は生徒の学習状況を把握
する機会となる。
「７章 ルーブリックの追加」では、コースの評価項目ごとの評価基準と方法を決
定する。図２に示すように、評価項目の目標に生徒がどれだけ到達できたか、到達度を評価する基
準と方法を示した。生徒が考えている目標が、教師の考えているコース目標とずれてしまうことが
ないようにすることが大切である。
ウ 手順書（校内システム管理者用）
システムの構築に当たっては、教師が校内システム管理者として Moodle の導入を行うことを前
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提としている。Web サーバ構築の経験がない校内システム管理者でも構築ができるように、具体的
な内容で手順書を作成した。デジタルデータで提供する手順書には、実際に入力するコマンドや設
定項目は、できるだけコピー及びペーストで行えるよう示した。サーバ構築時に設定した内容を記
録するためのメモ欄を設け、設定値の間違いを少なくし、手順のとおりに行えるよう配慮した。ま
た、実際の手順書作成時に、追加の調査や問題解決が必要になった部分については、補足資料とし
て追記した。
４ LMS の利用と分析
2021（令和３）年度には、本研究実践校の工業系コース２・３年生年 65 名を対象に開講されてい
る６科目において、構築した LMS を利用した授業及び家庭学習の支援を行った。本年度４月から 12
月までの利用状況の記録に加え、LMS による家庭学習の支援についてアンケートを実施した。なお、
調査時期と方法については、2021 年 12 月４日に、２件法（はい、いいえ）の質問用紙調査をオン
ラインで実施した。
（１）教材コンテンツの利用
Moodle の学習履歴を活
用して教材コンテンツの
閲覧状況を時間帯別に集
計したものを図３に示す。
学校内だけでなく通学中
や家庭でも、教材コンテン
ツを閲覧していることが
分かる。生徒を個別にみる
と、生徒自身の正答率が他
の問題と比べて低い問題
を中心に同じ問題を繰り
返し解いている生徒が複
数見られた。このことは、

図３ Moodle の利用状況

生徒が Moodle の学習履歴を確認することで自分の学習を振り返ることができ、自分自身で間違い
や不足している部分に気付くことができた。そのことから、自主的に学習するきっかけとなり、繰
り返し学習することができたと考える。
（２）質問紙調査項目
次の①～②を質問項目とし調査を試みた。
① パソコンやスマートフォン・タブレットなどを使って勉強することがありますか。
（学校の授
業での利用は含めません。
）
② パソコンやスマートフォン・タブレットなどを使った勉強を楽しいと感じていますか。
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（３）調査結果
「はい」と答えた生徒と「いいえ」と答えた生徒を数え上げ、１×２の度数集計表にまとめると、
表３のようになった。
（４）統計的検定による方法

表３ 調査結果：利用生徒の評価

表調査結果を統計的検定の考え方に基づき、ｊs-STAR（統
計用フリーソフト）を用いて直接確率計算（１×２表）で分
析を行う。
（５）統計的検定による分析結果
質問①の「パソコンやスマートフォン・タブレットなどを使って勉強することがありますか。
」を
生徒 65 人に尋ねた結果、
「はい」が 40 人、
「いいえ」が 25 人だった。直接確率計算によると、その
偶然確率はｐ＝0.0408（片側検定）であり、有意水準が５％で有意だった。よって、LMS 等を利用し
た家庭学習を多くの生徒が行っていることがうかがえる。以下②を同様に行った。
質問②の
「パソコンやスマートフォン・タブレットなどを使った勉強を楽しいと感じていますか。
」
の結果は、
「はい」が 43 人、
「いいえ」が 22 人だった。偶然確率はｐ＝0.0063 (片側検定)であり、
有意水準が１％で有意だった。よって、LMS 等を利用した家庭学習を行うことは、生徒に支持され
たといえる。
以上の結果から、LMS 等を利用した家庭学習の支援に有効であることが統計的に明らかにされた。

おわりに
本研究では、OSS を利用した Web サーバを構築し、LMS を使った高等学校工業科における基礎的・
基本的な知識及び技能の習得を目指した家庭学習の習慣化を支援するための取組を追究した結果、
次のことが明らかになった。
① 本研究で構築した学習環境を使い、生徒は学校での授業や実習の内容と関連した学習に手軽
に取り組み、学習した内容を振り返り、間違いや不足している部分に気付き、繰り返し学習が
行えることを確認することができた。また、教師は個に応じた指導の充実を図るために利用可
能なことを確認することができた。以上より、基礎的・基本的な知識及び技能の習得を目指し
た家庭学習の支援に寄与できたものと考える。
② 生徒が時間や場所の制限を受けずに、授業時間外でも簡単に学習に取り組むための LMS を構
築することができた。本研究で作成した、利用の手引、作成の手引及び手順書を使い、本校だ
けでなく他の学校でも LMS を活用した学習を普及させることができるものと考える。
ただし、中学校技術科を対象とした利用が実施できていないため、中学生の分析が必要である。
最後に今後の課題を明記しておきたい。本研究では、デザイン研究のアプローチの手法の中で、
混沌とした現場から複眼的に観察し、
実践に直接役立つような知見を得、
継続的に修正を繰り返し、
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より良い指導方法を探究することを目的としているため、次の点の検証が残っている。
① 本実践では教材の作成を目的としており、本システムを使用することで、生徒の知識及び技能
の習得がなされたかの検証には至っていない。今後、本システムを導入した授業を実践し、知
識及び技能の習得について、生徒の効果測定を行い、更に有効性のある教材となるよう研究を
継続していきたい。
② LMS の利用評価期間が短かったため、教材コンテンツを生徒がどのように利用したかを検証す
るためのデータが不足していた。今後、生徒の利用状況を把握し、生徒の実態に応じた教材を
充実させたい。
③ LMS の有用性を広めていくために、教材の作り方や効果を示し、教科・学校の枠を超えて、他
の教科・学校の教師と連携しながら教材の開発を進めていきたい。
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