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概要：HTML や CSS のコーディングを学ぶ「Web プログラミング」の授業で用いるための e-Learning 教材を開
発した．この教材を使って反転授業を行った．その結果，従来の授業と比較して，受講者のドロップアウトが
減少した．また，課題の提出率が増加し筆記テストの点数が上昇した．
本報告では，開発した教材に対する学習者の反応と反転授業の効果について，アンケートに基づいて考察する．
Abstract：We have developed e-learning materials for use in a web programming class in which teaches HTML and
CSS coding. I carried out a flipped classroom using the materials. As a result, the dropout rate of students decreased
compared to previous conventionally-taught classes. In addition, the task submission rate increased and the average
score on the written test rose slightly.
In this report, we consider the students` responses on a questionnaire about the e-learning materials and the effect
of the use of a flipped classroom.
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はじめに

適用した．

e-Learning 教材を予習および対面授業の課題に活用し

本研究においては，開発した e-Learning 教材につい

た反転授業を行っている．名古屋文理大学の情報メディ

ての反応と，それを利用した授業の様子や，学習の効果

ア学科において，2013年から「情報リテラシー」という

などについて考察，検討する．

パソコンの実習科目で e-Learning を活用し，一定の効
果を得た [1]．その経験をもとに，2017年には「Web プロ
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グラミング」という Web ページの作成をコーディング

2.1

いため，Web プログラミングの経験はないことが事前

教材の構成

e-Learning 教材は以下のような章立てで構成される．

（HTML，CSS，JavaScript）によって行う授業で活用した．
ほとんどの学生は，自身のホームページを持っていな

e-Learning 教材と実習内容

名称は「Web ページ作成入門コース HTML5+CSS3」で
ある．

調査で明らかになった．よって，この実習は，初心者を
１．Web ページ

対象とした教材で行う必要がある．
そこで，筆者は企業と共同して，Web プログラミン
グを学習するための e-Learning 教材を開発し，授業に
－5－

２．HTML の基礎
３．スタイルシートの基礎（CSS）

４．テキストの修飾
４．テキストの修飾
４．テキストの修飾
５．ハイパーリンク
４．テキストの修飾
５．ハイパーリンク
５．ハイパーリンク
６．箇条書き
５．ハイパーリンク
６．箇条書き
６．箇条書き
７．テーブル
６．箇条書き
７．テーブル
７．テーブル
８．オブジェクトの表示
７．テーブル
８．オブジェクトの表示
８．オブジェクトの表示
９．入力フォーム
８．オブジェクトの表示
９．入力フォーム
９．入力フォーム
１０．JavaScript
９．入力フォーム
１０．JavaScript
１０．JavaScript
10．JavaScript
章の初めには「予習」のページがあり，章のダイジェス
章の初めには「予習」のページがあり，章のダイジェス
章の初めには
「予習」のページがあり，
章のダイジェス
トがまとめられている．
反転授業を行う場合，
この部分を
章の初めには「予習」のページがあり，章のダイジェ
トがまとめられている．反転授業を行う場合，この部分を
トがまとめられている．
反転授業を行う場合，
閲覧して，予習を行うことになる．
（図 1） この部分を
ストがまとめられている．反転授業を行う場合，この部
閲覧して，予習を行うことになる．
（図 1）
閲覧して，予習を行うことになる．
（図 1） （図1）
分を閲覧して，予習を行うことになる．

 「ブラウザ表示」ボタンと「ダウンロード」ボタン
図2 図
「ブラウザ表示」ボタンと「ダウンロード」ボタン
図  「ブラウザ表示」ボタンと「ダウンロード」ボタン
図  「ブラウザ表示」ボタンと「ダウンロード」ボタン

また，
各章のおわりに，
理解をチェックする目的の「確
また，
各章のおわりに，
理解をチェックする目的の
「確
また，各章のおわりに，理解をチェックする目的の「確
認テスト」
（〇×で解答）がある．
（図3）
また，
各章のおわりに，
理解をチェックする目的の
「確
認テスト」
（〇×で解答）がある．
（図
3）
認テスト」
（〇×で解答）がある．
（図 3）
認テスト」
（〇×で解答）がある．
（図 3）

図１ 予習ページ（第  章）
図１ 予習ページ（第2章）
予習ページ（第  章）
図１
図１
予習ページ（第
 章）


 ボタンをクリックすると，
教材の中で，
「ブラウザ表示」

図3

確認テスト（第2章第5問）

図  確認テスト（第  章第  問）

図  確認テスト（第  章第  問）
教材の中で，
「ブラウザ表示」
ボタンをクリックすると，
教材の中で，
「ブラウザ表示」
ボタンをクリックすると，
2.2 教材の利用環境と実習の進行
図  確認テスト（第  章第  問）
教材の中で，
「ブラウザ表示」
ボタンをクリックすると，
実際にブラウザが起動してソースコードの動作を確認す
実際にブラウザが起動してソースコードの動作を確認す
実際にブラウザが起動してソースコードの動作を確認す
実際にブラウザが起動してソースコードの動作を確認す
ることができる．
「ダウンロード」ボタンをクリックして
名古屋文理大学では，2013年より
教材の利用環境と実習の進行 WebClass を LMS
ることができる．
「ダウンロード」ボタンをクリックして
教材の利用環境と実習の進行
ることができる．
「ダウンロード」ボタンをクリックし
と
して導
入 し て い る．Web プ ロ グ ラ ミ ン グ の 教 材 も
ることができる．
「ダウンロード」ボタンをクリックして

教材の利用環境と実習の進行
ソースファイルを保存することもできる．
（図 2）
名古屋文理大学では，2013
年より WebClass を LMS
ソースファイルを保存することもできる．
（図
2）
名古屋文理大学では，2013
年より WebClass を LMS
てソースファイルを保存することもできる．
（図2）
WebClass
上にアップロードし，閲覧可能にしている．
ソースファイルを保存することもできる．
（図 2）
名古屋文理大学では，2013プログラミングの教材も
年より WebClass を LMS
として導入している．:HE
として導入している．:HE プログラミングの教材も
なお，名古屋文理大学情報メディア学科では，2011年よ
として導入している．:HE
プログラミングの教材も
WebClass
上にアップロードし，
閲覧可能にしている．な
WebClass 上にアップロードし，
閲覧可能にしている．な
り入学者全員に
iPad を無償配布して授業で利用してい
WebClass 上にアップロードし，閲覧可能にしている．
な
お，名古屋文理大学情報メディア学科では，2011
年より
お，名古屋文理大学情報メディア学科では，2011
年より
る．大学構内には全館無線
LAN が配備されており，ど
お，名古屋文理大学情報メディア学科では，2011
年より
入学者全員に
iPad を無償配布して授業で利用している．
入学者全員に
iPad を無償配布して授業で利用している．
こからでも
WebClass
にアクセス可能である．筆者は，
入学者全員に iPad を無償配布して授業で利用している．
大学構内には全館無線
LAN が配備されており，どこから
大学構内には全館無線 LAN が配備されており，
どこから
情報リテラシーの授業において，e-Learning
を導入し，
大学構内には全館無線
LAN が配備されており，どこから
でも
WebClass にアクセス可能である．筆者は，情報リ
[1]
でも WebClass にアクセス可能である．筆者は，情報リ
活用してきた．
でも WebClass にアクセス可能である．筆者は，情報リ
テラシーの授業において，e-Learning
を導入し，活用し
テラシーの授業において，e-Learning を導入し，活用し
テラシーの授業において，e-Learning を導入し，活用し

－6－
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