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卒業論文要旨 
 

 現代は大学進学率が年々上昇し続けており、高校生の中での大学への意識は高まってき

ている。しかし、受験生は受験勉強で忙しく、大学調査にかける時間は限られている。こう

した中で大学ホームページや広報誌は、情報量が多く欲しい情報にアクセスすることは困

難であり、受験生が見やすい情報が提供されているとは言い難い。受験生がより簡単・気軽

に大学の情報を得られるように、大学広報のあり方の見直しをする必要がある。 

 大学広報の改善方法の模索にあたり、一年生に対して行った受験期の大学情報の取得に

ついてのアンケートや、大学広報の改善について検討する講義での活動から、演習に関係す

る成果物を紹介するのが最もとよいという考えに至った。 

 そこで本研究では、ターゲットである受験生（高校生）に大学での勉強内容をより分かり

やすくシンプルに伝えることを狙いとし、そのアプローチとして大学の演習成果物を紹介

するサイト「せいか館」を制作することにした。 

 せいか館の制作にあたり、受験生が簡単に興味のある情報にアクセスできるようにする

ため、成果物のジャンル検索機能や、成果物一つ一つに関連ジャンルのタグを登録する機能

の実装を行った。 

また演習成果物にはどんなものがあるか調査を行い、問題点の検討を行った。その結果、

演習成果物を編集して受験生がより見やすいものに改変する必要があることがわかり、成

果物の編集手順を作成することとした。編集手順では見やすさの向上やプライバシーの保

護などに配慮して、内容の修正とスライド枚数の削減を行った。 

せいか館の制作後に、静岡大学情報学部在学生に対してアンケート調査を行い、せいか館

に対する評価と課題を得た。せいか館を閲覧した全体評価としては、17 人中 14 人が高評価

寄りの回答という結果を得た。 

今後の実用化に向けた展望と課題しては、「コンテンツ規模の拡大」、「成果物のサイト上

の表示形式の改善」、「大学生向けの方策についての模索」、「著作権についての問題」などが

考えられる。 
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第1章 序論 
 

1.1. 研究の背景 

 現代は大学進学率が年々上昇し続けており、高校生の中での大学への意識は高まってき

ている。大学受験を控える受験生たちはより自分に合った大学を選ぶため、大学に関する

様々な情報を得ようとしている。しかし、受験生は受験勉強で忙しく、大学調査にかける時

間は限られている。 

 現在、静岡大学情報学部において大学の情報を得る手段は主に二つある。一つは大学のホ

ームページ、もう一つは学部広報誌である。大学を調べる時間に限りがある受験生にとって、

これら二つの情報をより手軽に得ることが求められている。しかしながら、現実には十分な

情報が提供されているとは言い難い。報告者も受験時代にいくつかの大学の調査を行った

が、大学ホームページは情報があまり具体的ではなく、大学での授業の実態を知るには不十

分であったし、欲しい情報にアクセスすることは困難である。大学広報誌も情報量が多く難

しい単語で溢れているため、時間の限られている受験生には気軽に調べられるものではな

い。 

 一方大学の立場からすると、その学部・学科が提供する授業の内容をできるだけ受験生に

理解してもらい、勉学への意欲の高い学生が受験することを期待している。しかし、現実に

は教育内容をあまりよく理解せずに入学し、意欲を高めることができない学生も少なくな

い。 

 

1.2. 研究の目的 

 これらの背景を踏まえて、本研究はターゲットである受験生（高校生）に大学での勉強内

容をより分かりやすくシンプルに伝えることを目的とした。また、情報学部で幅広い分野の

学問を学べることを受験生に理解させ、これから目標を見つけたい受験生に対して様々な

選択肢から選べる視野の広さを伝えることも目的とした。 

 そこで、本研究ではアプローチとして、大学の演習成果物をまとめたサイト「せいか館」

を制作することにした。 
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1.3. 論文の構成 

 本論文は全 6 章からなる。 

 第 1 章では、序論として本研究を行うに当たっての背景及び目的を述べた。 

 第 2 章では、現在の静岡大学の広報についての問題点と受験生（高校生）のニーズをまと

め、今回の提案である「せいか館」に行き着いた根拠を述べる。 

 第 3 章では、今回せいか館を制作するに当たっての戦術方針と具体的なコンテンツ内容

について述べる。 

 第 4 章では、制作物に対しての評価とその考察を述べる。 

 第 5 章では、評価と考察に基づいて結論を述べ、今後の課題を述べる。 
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第2章 大学広報における演習成果物紹介

への期待 
 

2.1. 大学広報の現状 

 大学における受験生向けの広報メディアとしてはまずホームページがある。その一つと

して静岡大学のホームページ（図 2-1）を見ると、下記のような特徴がある。 

 情報量が多く様々なことを調べられるが、画面上部には 12 項目あるメニューバナー、

中央には特集記事、右には各学部へのリンク、下にお知らせやコラムなどと、その情報量

の多さからどこになにがあるのか非常にわかりづらい。受験生はこのような情報の壁に困

惑し、情報を得るとっかかりを見出せないまま大学調査を諦めてしまうことも考えられ

る。 

 スマートフォン版のページ（図 2-2）も用意されているが、リンクの多くが PC サイト

に飛ぶようになっているためスマートフォンで見るには文字がとても小さい。 

 

 

 

 

図 2-1 静岡大学トップページ 
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図 2-2 静岡大学情報学部トップページ（スマートフォン） 

 

 

図 2-3 情報科学科紹介ページ-カリキュラム紹介 

 

 次は情報学部専用のホームページ（図 2-2）である。トップページは学科ごとに色分けさ

れており、一目でどこになにがあるか分かる作りになっている。しかしカリキュラム紹介

（図 2-3）では、一見図を用いて分かりやすく見えるが、計算機科学領域、知能情報科学領

域など、用語が受験生には分かりづらいものが多くなっている。 

 情報学部の広報誌「MOVE」についても、やはり難しい用語が多く受験生には理解しづら

いものである。 
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2.2. 受験生の求める情報 

2.2.1. 受験生の大学情報の取得について 

 受験期の大学情報の取得についてのアンケートを、静岡大学情報学部の 1 年生 154 人を

対象に行った。 

 まずインターネットからの大学情報の取得（図 2-4）では、受験期にインターネットから

大学の情報を得た回数が 3 回以上の人の割合が約 8 割を占めている。さらにその約半数の

人が、10 回以上インターネットから大学情報を取得していた。このことから、インターネ

ットからの情報が受験生に対して伝わりやすいことがわかる。 

また、受験期に大学からもっと発信して欲しかった情報（図 2-5）では「就職率・進学」、

「勉強内容」、「大学生活」のいずれも 30％以上となったが、その中でも「勉強内容」の回

答が最も多く約 6 割を占めた。 

 

 

図 2-4 在校生アンケート「受験期のインターネットからの大学情報の取得について」 

 

 

図 2-5 在校生アンケート「受験期に大学からもっと発信して欲しかった情報」 
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2.2.2. 演習成果物への期待 

 静岡大学情報学部で 1 年生が受講する「新入生セミナー」の湯浦クラスにて、報告者は指

導教員とともに、静岡大学に受験生を集めるための方策を考える演習を行った。図 2-4、図

2-5 のアンケートを利用しながら考察し、その結果一年生たちから四つの案が出された。以

下はその案である。 

・ 新たなゆるキャラを作って盛り上げる 

・ 広報誌 MOVE の要約版を作る 

・ SNS を活用して盛り上げる 

・ 演習成果物を取り上げる 

情報学部では、知識はもとより、コミュニケーション能力やディスカッション能力の高い

人材を育てようとしている。そしてそれらの能力は主に演習で育成されている。したがって、

演習に関係する成果物を紹介するのが最もとよいという考えに至った。 

演習成果物は、勉強内容に強く関連しており、インターネットから情報発信できるもので

ある。また、高校では講義形式の科目がほとんどであり演習形式の科目は受講する機会が極

めて少ないため、まだ知らない形式の科目を紹介することは受験生にとって有益な情報と

なると予想される。 

以上のことから、アンケートの結果から最も効果的であると判断し、演習成果物を紹介す

るページ「せいか館」を制作することとした。 
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第3章 せいか館の開発 
 

3.1. せいか館とは 

 せいか館とは、静岡大学情報学部の生徒が演習クラスにて作成した演習成果物をまと

め、一覧表示して紹介する新たな大学広報 Web サイトである。このサイトは、受験生が大

学情報を調べる際の負担を抑え、受験生に対して大学での勉強内容をよりわかりやすくシ

ンプルに伝えることを目的としている。詳しい機能については後の項にて紹介する。 

 

3.2. マーケティングと消費者行動モデルの導入 

3.2.1. 広報におけるマーケティングの考え方の導入 

 マーケティングは一般の企業活動では、顧客にとっての製品価値を高め、ニーズに応えて

利益を上げるために用いられるが、現在ではマーケティング手法は企業に留まらず、医療、

福祉、学校など様々な組織で必要とされている（参考文献[1]）。組織の広報やイベントの案

内でのマーケティングの導入については、静岡大学情報学部においても下記の研究がなさ

れている。 

孫暁維（2011）は卒業論文「情報学部ビジネスコンテストの開催とその活性化方法」で、

ビジネスコンテストという学生主催の課外活動への学生の参加を呼びかける方法としてマ

ーケティング手法を導入した（参考文献[2]）。 

竹野純平（2009）は卒業論文「マーケティングの観点による大学イベント企画方法の提

案」で、大学祭でのコンサートやクリスマスパーティなどの大学内イベントに対してマーケ

ティング手法を導入した（参考文献[3]）。 

西尾有加（2010）は卒業論文「マーケティング戦略に基づく IT 企業の採用広報活動の提

案」で、IT 企業の採用活動において学生を消費者としてマーケティング手法を導入した（参

考文献[4]）。 

したがって、マーケティング手法で用いられる消費者行動モデルを受験生に当てはめて

考えることは有効であると考えた。 

 

3.2.2. 消費者行動モデルの導入 

 今回ターゲットとするのは、大学受験を目前に控えた高校 3 年生である。その中でも今

回はターゲットの利用フェイズに着目してより詳細なターゲットを設定する。詳細なター

ゲットについて考える上で、マーケティングで用いられる消費者行動モデルを利用した。 

消費者行動モデルとは、消費者が製品を知り、選び、使い、破棄するまでのすべての経験

もしくは心理を、時系列・段階的に表すモデルのことである。フィリップ・コトラー（2017）
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はこの消費者行動モデルとして 5A を提唱している（参考文献[5]）。5A とは Awareness（気

づき）、Appeal（魅力）、Ask（尋ね・求め）、Act（行動＝購買）、Advocacy（推奨表明）の

五つの頭文字を取ったもので、消費者の行動にはこれら五つの段階がある（図 3-1）。 

 この 5A を受験生に当てはめてみると、受験生は静岡大学の存在に気づき（Awareness）、

静岡大学の魅力を知り（Appeal）、静岡大学についてもっと知りたいと感じ（Ask）、静岡大

学を受験し（Act）、そして他者に静岡大学についての情報を共有する（Advocacy）、と置き

換えることができる。 

 本研究の目的は対象の大学に関心を持った受験生がより詳しく大学情報を調べる際の負

担をできるだけ軽くし、より簡単に大学の勉強内容を理解できるようにすることである。そ

こで、受験生は 5A の中での Ask（尋ね･求め）の段階である人が多いことが想定される。 

 したがってターゲットは受験生の中でも、既に静岡大学について知っており、より静岡大

学について知りたいと興味を持っている人を対象とすることとした。 

 

 

図 3-1 コトラーの消費者行動モデル 

 

3.3. 開発方針 

3.3.1. 機能 

■成果物ジャンル検索、演習クラスジャンル検索 

 成果物ジャンル検索とは、演習成果物をいくつかのジャンルごとに分け、そのジャンル

から成果物にアクセスできるようにした機能である。受験生は成果物ジャンル検索画面か

ら自分が興味のあるジャンルを選択し、それぞれのジャンルの成果物を閲覧できる（図 3-

2）。この機能により受験生がジャンルのキーワードのみから成果物を調べられるので、大

学の勉強内容がよく分かっていなくても調べることに対してかかる負担が少なく済むこと

が期待できる。 

ここでのジャンルは、受験生がより親しみやすく分かりやすいジャンルである必要があ

る。この基準で、今回は図 3-3 のようなジャンル分けとした。大分類として「業界」、「利

用者」、「技術（理系寄り）」、「知識（文系寄り）」の四つを設定した。そして大分類それぞ
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れに小分類として、「業界」には「スポーツ」、「アニメ」、「ゲーム」の三つ、「利用者」に

は「大学生」、「高齢者」、「外国人｣、「男性」、「女性」の五つ、「技術（理系寄り）」には

「プログラミング」、「アプリ」、「データベース」、「Web サイト」の四つ、「知識（文系寄

り）」には「統計学」、「ビジネス計画」の二つを設定した。 

 演習クラスジャンル検索も同様に、演習クラスをジャンルごとに分ける。そして演習ク

ラスごとの成果物を見ることができるようにする（図 3-2）。こちらのメリットとしては、

情報学部の演習が様々なジャンルに関わっていることが一目で分かるため、大学で学ぶも

のを一つに絞れない受験生に対して情報学部の幅広さをアピールできる点が挙げられる。 

演習クラスジャンル検索でも図 3-3 のジャンル分けを適用するが、「利用者」ジャンルは

省くこととする。演習クラスのジャンル分けは「何を学べるか」という基準で分類するこ

ととするので、「利用者」ジャンルについてはその基準でのジャンルとしてはふさわしく

ないと判断したためである。 

 

 

図 3-2 成果物ジャンル検索と演習クラスジャンル検索のイメージ 
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図 3-3 成果物ジャンル一覧 

 

■タグ付け 

 演習成果物一つ一つに対して、その成果物に関連したジャンルのタグを登録する。例え

ば、ある成果物が「スポーツ」と「アプリ」の二つのジャンルに該当する場合、その成果

物には「スポーツ」タグと「アプリ」タグが登録される。登録されたタグは成果物紹介ペ

ージに表示され、タグからそれぞれのジャンルへ再検索することができる。 

 この機能により成果物に関連するジャンルに興味を持った際にすぐにそのジャンルを調

べることができるので、情報へのアクセスの容易さを向上させることが期待できる。 

 

3.3.2. デザイン 

（1）文章 

受験生の調べる負担を減らすために文章は必要最低限とし、なるべくサイト内に文章

を入れないようにする。 

（2）サムネイル表示 

  サムネイル表示とは、大きなファイルを開かなくてもどんな内容であるかが一目で分

かるように縮小画像で見せることである。演習成果物を一覧表示する際にサムネイル表

示することで、受験生により気軽に成果物を見られるようにすることを目的とする。 
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3.4. 学生が作成した演習成果物の調査 

 せいか館制作のために、実際の演習成果物にはどのようなものがあるか調査した。演習成

果物の入手については報告者の指導教員である湯浦克彦教授に協力していただいた。今回、

複数ある成果物のうち 3 点を取り上げ、その 3 点の成果物についての概要を以下にまとめ

る。 

 

■ビジネスコンテスト 2014 成果物 

 

表 3-1 ビジネスコンテスト 2014 成果物の概要表 

スライド数 30 枚 

文章 やや少ない、短く簡潔（一文 10～30 字程度） 

写真・イラスト やや多い（30 枚のスライドのうち 14 枚に使用されている） 

色合い 白地に黄色のテーマを使用、全体的に明るい 

 

 学生が主催となって運営を行うビジネスコンテストの中で、コンテストの参加者によっ

て作成された成果物の一つである。ビジネスコンテストの発表資料ということでスライド

の枚数は 30 枚とボリュームがあり、気軽に見るにはかなり多いものとなっている。文章の

量についてはやや少なめに抑えてあり、一文は短く簡潔にまとめてある。写真・イラストに

ついてはやや多く使用されており、色合いも全体的に明るいものであるため内容は見やす

い。 

 

図 3-4 ビジネスコンテスト 2014 発表資料 
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■情報システム設計論 2017 成果物 

 

表 3-2 情報システム設計論 2017 成果物の概要表 

スライド数 14 枚 

文章 多い、長文 

写真・イラスト 少ない 

色合い 白地、テーマ無し、文字の色分け多い 

 

 演習科目である情報システム設計論の中で作成された成果物の一つである。スライド数

は 14 枚であるが、そのうち写真やイラストが使われているスライドは 1 枚だけである。

文字のみのスライドがほとんどであるため、非常に窮屈であるという印象を受けた。また

色合いが無地で薄い印象であるので流し見したときのインパクトはかなり薄い。 

 

 

図 3-5 情報システム設計論 2017 成果物 
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■プロジェクトマネジメント 2015 成果物 

 

表 3-3 プロジェクトマネジメント 2015 成果物の概要表 

スライド数 14 枚 

文章 少ない、専門的な用語が多い 

写真・イラスト 量は普通、図が多い 

色合い 赤のテーマ、全体的に濃い 

 

 演習科目であるプロジェクトマネジメントの中で作成された成果物の一つである。プロ

ジェクトマネジメントの成果物は全体を通して図でまとめるものが多い。そのため文字を

たくさん読む負担は少ないが、専門的な用語が多いため言葉の意味をしらない受験生には

読みにくいように感じられた。色合いはとても濃い配色であるので印象には残りやすい。 

 

 

図 3-6 プロジェクトマネジメント 2016 
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3.5. 成果物の編集 

3.5.1. 成果物の選択 

 せいか館を制作するに当たって、このサイトにアップロードする成果物を選択する必要

がある。ここでは成果物を選択する際の選択基準について述べる。一つの演習内に成果物

は複数あるが、その中でも画像などが多く見栄えが良いと思われるものを今回は選択する

こととする。理由としては、本研究では受験生に対して分かりやすくシンプルに勉強内容

を伝えることを目的としているため、文字の多いものよりも画像やイラストを多く含む成

果物のほうがこの目的を達成できると考えたためである。 

 

3.5.2. 成果物提供者（大学生）の要求 

 成果物を提供する立場である大学生からは、以下のような不安が浮かぶことが考えられ

る。 

 

➢ 不完全なものは公開したくない 

 完成した成果物の中にも、後から見るとミスしていたり誤字・脱字をしていたりするも

のもある。そういったものをそのままアップロードするのは成果物を作成した大学生にと

って嫌なものであるため、編集の際には誤字・脱字について必ず確認する。 

➢ プライバシーの保護 

 プライバシーの保護の観点から、個人名が記載されている部分については削除し匿名化

する。 

 

3.5.3. 編集手順 

 3.4 節で挙がった成果物の問題点をもとに、今回取り扱う成果物の編集手順を作成した。

図 3-7 は編集手順の作業フローである。今回はこの手順に従って成果物を編集することと

する。 
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図 3-7 編集手順の作業フロー 

 

 

■内容の修正 

成果物によってはタイトルから内容が読み取れないものがあるので、成果物のタイトル

を受験生にわかりやすいものに改変する（図 3-8）。これは編集者が必要だと感じた場合の

みでよい。 

個人名の有無を全てのスライドを通して確認し、あれば全て削除する。 

受験生が分かりづらい専門用語は、なるべく分かりやすくなるような言葉に置き換える。

図 3-9 では、「WBS」という用語を日本語に置き換え、「作業分解構成図」としている。 

そして最後に、誤字･脱字の確認と修正を行う。 

ここまでの手順が終わったら、一度現在編集中の成果物を複製する。片方については保存

し、もう片方は引き続き次の編集を行う。この作業についての理由は次節 3.5.4 にて説明す

る。 
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図 3-8 成果物タイトルの改変 

 

 

図 3-9 専門用語の置き換え 

 

■スライド枚数の削減 

まず、成果物のスライドの枚数は 5～10 枚程度まで減らす。その基準として、画像やイ

ラストを多く使っているスライドを優先して残すようにする。逆に、文字の多いスライドは

極力削除する。これは 3.6.1 節で述べたように、文字の多いものよりも画像やイラストの多

いもののほうがシンプルに伝わることが期待できるためである。 

ただし、その成果物の概要・目的に関するスライドに関しては必ず残す。概要・目的に関

するスライドは削除してしまうとその成果物で行っていることがわからなくなってしまう

からだ。 

 また、内容の似ているスライドが複数存在する場合は、適当なものを一つだけ残し、その

他のスライドは削除する（図 3-10）。 

 次に、複数のスライドにわたって話が繋がっている場合、それらのスライドを一つのスラ

イドにまとめる。なぜなら繋がった話のうちの一つのスライドだけ見ても、何を説明してい

るものなのかわからないからである。一つのスライドにまとめる際は、話の流れがわかるよ

うにスライド間を矢印などで繋げるとよりわかりやすい（図 3-11）。 
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図 3-10 類似スライドの削除 

 

 

図 3-11 複数のスライドを一つにまとめたスライド 

 

3.5.4. 部分的な編集のみを行った成果物について 

編集された成果物は紹介ページ内にて画像表示で掲示するが、タイトルの改変、氏名表記

の削除、専門用語の置き換え、誤字･脱字の修正の四つの手順のみを行った成果物を別途

pptx ファイルにて作成し、成果物に興味を持った受験生がより詳しく閲覧できるようにす

る。 
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3.6. せいか館概要 

 せいか館は以下の URL からアクセスすることができる。 

https://yuura-lab.wixsite.com/shizu-koho 

 

3.6.1. 画面遷移 

 せいか館の画面遷移は図 3-12 の通りである。 

 

 

図 3-12 せいか館の画面遷移 

 

 

3.6.2. トップページ、成果物ジャンル検索 

 まずはトップページと成果物ジャンル検索について説明する。ベースの色は静岡の富士

山をイメージした白と水色とした。トップページには「よく閲覧されている成果物」のコ

ーナーを設け、限定的ではあるが成果物をトップページからすぐに閲覧できるようにした

（図 3-13）。よく閲覧されている成果物は 3 種類まで表示され、時間が進むと自動で切り

替わり順番に表示される仕組みになっている。 

 成果物ジャンル検索はトップページを少し下にスクロールしたところに配置し、トップ

ページからすぐに場所がわかるようにした。また、ジャンルごとに登録されている成果物

の数を表示し、どのジャンルに成果物がどのくらいあるのかが一目でわかる作りになって

いる（図 3-14）。 

 

https://yuura-lab.wixsite.com/shizu-koho
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図 3-13 せいか館トップページ 1 

 

 

図 3-14 せいか館トップページ 2 
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3.6.3. 成果物一覧ページ（ジャンル別） 

 

図 3-15 成果物一覧ページ（ジャンル別） 

 

 成果物ジャンル検索（図 3-14）から各ジャンルボタンを押すと、ジャンル別の成果物一

覧ページへ移る（図 3-15）。下にスクロールしていくと別の成果物が一覧で表示されている。 

 成果物一つについて表示されている項目は以下の通りである。 

・ サムネイル 

・ 成果物タイトル 

・ 成果物のアップロード日時 

・ 成果物の説明 
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3.6.4. 演習クラスジャンル検索 

 

図 3-16 演習クラスジャンル検索へのリンク 

 

図 3-17 演習クラスジャンル検索ページ 
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 演習クラスジャンル検索ページは画面右上にあるメニューボタンの「演習科目一覧」ボ

タンから行くことができる（図 3-16）。演習クラスジャンル検索ページについても、成果

物ジャンル検索と同様にジャンルごとの演習クラスの数を表示している。また 3.4 節の成

果物ジャンル検索、演習クラスジャンル検索の項で述べたように、成果物ジャンル検索で

のジャンルの一つである「利用者」ジャンルについては、演習クラスジャンル検索ページ

では省いてある。 

 

 

3.6.5. 成果物一覧ページ（演習クラス別） 

 

図 3-18 成果物一覧ページ（演習クラス別） 

 

 演習クラスジャンル検索ページ（図 3-17）から各ジャンルボタンを押すと、演習クラス

別の成果物一覧ページへ移る（図 3-18）。このページでは演習クラスごとに登録されている

成果物を一覧表示する。その他の仕様については 3.7.2 で説明した成果物一覧ページ（ジャ

ンル別）と同じである。 
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3.6.6. 成果物紹介ページ 

 

図 3-19 成果物紹介ページ 1 

 

 

図 3-20 成果物紹介ページ 2 
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 ジャンル別の成果物一覧ページ（図 3-15）または演習クラス別の成果物一覧ページ（図

3-18）にある成果物一覧から各成果物のサムネイル画像を押すと、成果物紹介ページへ移る

（図 3-19、3-20）。成果物紹介ページでは主に四点の要素がある。以下にその要素を説明す

る。 

 

➢ 演習科目、ジャンルのタグ 

 図 3-19 上部の緑色のボタンを押すと、それぞれのタグの成果物一覧ページへ移るように

なっている。例えばビジネスコンテストのボタンを押すと、ビジネスコンテストの演習成果

物一覧のページへ移る。Web サイトのタグを押せば、Web サイトジャンルの演習成果物一

覧のページへ移動できる。これは興味のある情報へのアクセスの容易さを向上させること

を期待して実装した。 

➢ 成果物の説明 

 タグの下には成果物について一言でまとめた説明文を加えた。成果物のタイトルが一言

説明文になっている場合もあり、その成果物には説明は記載していない。 

 

➢ 内容の修正のみを行った成果物ファイル 

 成果物の説明、または成果物の説明がない場合タグの下に、内容の修正のみを行った成果

物の pptx ファイルが置いてある。この成果物はスライドの枚数が未編集の状態と同じもの

である。編集済みのスライドは枚数をかなり削減しているケースが多いため、内容を詳しく

知りたい場合にはいまいち情報量の少ないものとなる。そのため、成果物を見て興味を持っ

たユーザーがより詳細な情報を得られるようにこのようなファイルを用意した。 

➢ 編集済みの成果物 

 最後に編集済みの成果物がある。図 3-19 のように、ページを開いたときにスクロールせ

ずに確認できる位置に成果物の一枚目が来るように位置を工夫した。下にスクロールして

いくと続きが見られるようになっている（図 3-20）。 
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第4章 コンテンツ評価と考察 
 

4.1. せいか館に対する評価 

 ここでは、制作したせいか館に対する評価を行うために、静岡大学情報学部在学生 17 名

（1 年生 13 名、2 年生 1 名、3 年生 1 名、4 年生 2 名）に対してアンケートを行った。以下

にその結果についてまとめ、その結果から考察する。 

 

4.1.1. 良かった点、悪かった点の評価 

 せいか館を利用してみて良かったと思う点と、逆に悪かった点や使いづらかった点につ

いてそれぞれ回答してもらった。そこで得られた回答を、三種類に分類して考察した。 

 

■機能面 

 せいか館の機能面について良かった点と悪かった点についての回答は以下の通りである。 

・ ジャンルや授業に分かれていて見やすい 

・ 文系理系が明示されていて分かりやすいと思う 

・ 選択項が多く、様々な情報を見ることができる 

・ いろんな分け方でジャンル分けされていて探しやすい 

・ タグが付いていて内容が把握しやすい 

・ ジャンルに分かれていてわかりやすい 

・ カテゴリ分けがされていてわかりやすい 

・ 理系寄り文系寄りといった事も書いた上でジャンルごとに分けられていて見やすい 

・ 自分の見ているもの(成果物)がハッシュタグを用いて分類されているのが見やすかっ

た 

・ 成果物一覧のカテゴリ名が少しだけ分かりにくく感じられた 

 

 機能面について良かった点の回答数は 9 件、悪かった点の回答数は 1 点で、ほとんどが

良かったという回答であった。ジャンル検索、タグの表示ともにわかりやすいとの回答が多

く、第 3 章 3.4 節で述べたように調べることに対してかかる負担が少なく済むことや、情報

へのアクセスの容易さといった目的が達成されていることがわかる。1 件のみ、カテゴリ名

(ジャンル名)が分かりにくいという回答があり、ジャンルの設定についてもう少し見直せる

部分があることがわかった。 
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■成果物について 

 せいか館にアップロードされた成果物について良かった点と悪かった点についての回答

は以下の通りである。 

・ 興味がある物はダウンロードも可能な点 

・ 学生がなにをしているか分かりやすい点 

・ 興味のあるものは詳しく見られる点 

・ 成果物が短く編集してあるので読みやすかった 

・ 図などが多く見やすかった 

・ スライドを乗せただけだと雑な印象があるかもしれない、もう少し成果物についての

情報がほしい 

・ 成果物ページごとに画像が付いているのでスクロールが大変なことがある 

・ 成果物についての説明がなくて何をしているかいまいちピンとこない点 

・ 1 ページにおいてあるスライドが多くてちょっと見づらかった 

・ もう少し成果物について説明があってもいいのかなと思う 

 

 成果物について良かった点の回答数は 5 件、悪かった点の回答数も 5 件であった。より

詳しく成果物の内容を調べられるように用意した、一部のみ編集してある成果物について 2

件の高評価があり、詳しい内容のわかる成果物に一定の需要があることがわかった。成果物

について良かった点が半数である一方悪かった点もまた半数ある。特に「成果物についての

説明が少ない」という内容の回答が 3 件あり、成果物の内容の説明についてもっと詳しく

載せることが必要であったと感じた。成果物に関しては機能面と比べるとマイナス意見が

多く、よりわかりやすい成果物の作成にはまだ多くの解決すべき課題があることがわかっ

た。 

 

■デザイン面 

 せいか館のデザインについて良かった点と悪かった点についての回答は以下の通りであ

る。 

・ デザインがシンプルで受け入れやすかった 

・ デザインが綺麗で良いと思った 

・ サイトの作りがシンプルでわかりやすかった 

・ サイト内の文字が少ないのでわかりやすかった 

・ トップページに項目が出ていたので見やすかった 

・ デザインとか飾りなどがシンプルすぎる 

・ （サムネイルの）字が見切れて見にくいところがある 

・ 文字としての情報量が少ないように感じた 
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 サイトのデザインについて良かった点の回答数は 5 件、悪かった点の回答数は 3 件で、

良かった点として回答されている数がやや多かった。サイト内の文章をできるだけ抑え、ま

たページを開いたときに見せたい情報を意識して配置したことがサイトの見易さに繋がっ

ていると、これらの回答からわかる。一方で回答の中には「文字としての情報量が少ない」

という声もあり、必要な情報についての説明を適度に加える必要があることがわかった。今

回は文章をとにかく減らすことに意識を取られすぎたので、この点に関しては次回の制作

への課題となった。 

 

4.1.2. 全体評価 

 図 4-1 は受験生視点で考えたせいか館の評価である。回答は 4 段階で、数字が高いほど

高評価である。回答者 17 名中、5 名が「4」、9 名が「3」、3 名が「2」と回答した。「1」と

回答した人はいなかった。 

 

 

図 4-1 受験生視点で考えたせいか館の評価 

 

 全体を通した評価は 17 人中 14 人が高評価寄りの回答という結果になった。成果物を取

り上げて紹介するという大元のコンセプトと、ジャンル分類やタグ登録という機能面から

の使いやすさ・わかりやすさが今回のこの結果に繋がったと考えられる。一方で残りの 3 人

は低評価寄りの回答をしており、より閲覧しやすい成果物の編集方法や文章での説明不足

についての課題などがあることがわかった。 
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 また、このサイトに他にあったら嬉しい機能についてアンケートを行ったところ以下の

回答が得られた。 

・ フリーワード検索 

・ 講義の提出ファイルの中から自由にサイトに載せられる機能 

・ 自分の専門に関連する成果物が検索できるといい 

・ 検索バーから検索かけられたら便利 

・ ページやサイトの趣旨が初見で少し把握しにくいので、ページやサイトの説明も適宜

加えると更に親切だと思う 

・ 自分の興味分野を設定するとそれに合わせた成果物を提示してくれる機能 

 

この中で特に特徴的な意見は上から二番目の「講義の提出ファイルの中から自由にサイ

トに載せられる機能」である。大学生の中には自ら成果物を投稿したいと思っている人がい

ることがこのことからわかる。今回制作したせいか館は報告者一人で成果物の編集を行っ

ており、成果物一つにつき 15～30 分程度の編集時間を要するため、編集された成果物を用

意するのはかなりの時間を要した。しかしこの意見のように成果物の製作者から自由にサ

イトにアップロードすることができるようになれば、せいか館の制作担当にかかる成果物

編集の負担がいくらか軽くなることが期待できる。したがってこの意見は、今後本実装され

ることを考えると検討すべき課題である。 

 また、フリーワード検索や自身の興味分野に対応したサジェスト機能についての意見も

あったが、こちらはまだ勉強内容をよく知らない受験生への機能というよりは、勉強内容を

ある程度把握してきている大学生に対して有効であると考える。この機能の必要性につい

ては次の項目にてもう少し具体的に考察する。 

 

■受験生以外の利用について 

 本研究の本来の目的からは少し外れるが、受験生以外の人物に対しての需要についての

可能性が考えられたため、受験生以外の立場、例えば大学生はせいか館を使いたいと思うか

についてもアンケートを行った。図 4-2 は回答者自身の視点から見たせいか館の評価であ

る。回答者 17 名中、2 名が「4」、9 名が「3」、3 名が「6」と回答した。「1」と回答した人

はいなかった。 
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図 4-2 回答者自身の視点から見たせいか館の評価 

 

 受験生視点で考えたせいか館の評価（図 4-1）と比較すると、回答の「2」に入れている人

の数が多く「4」に入れている人が少なくなっており、大学生視点での評価のほうが低いこ

とがわかる。大学生がせいか館を利用する目的として主に考えられるのは、これから受講す

る予定の科目の調査や、現在受講している科目で自分が成果物を作成する際に、せいか館の

成果物を参考にすることなどである。しかし今回の成果物は文章での説明が少ないことか

ら、大学生が知りたい詳しさまで情報がカバーできていないものであったことが考えられ

る。そのためこのような結果になったと考察する。しかし受験生と比較すると評価が低いも

のの、半数以上が高評価寄りの回答であることから、大学生に対してもある程度の需要があ

ることがわかった。 

 大学生へ向けた機能としては 4.1.2 節の後半で説明した、「このサイトにあったら嬉しい

機能」での回答が有効であると考える。フリーワード検索や自身の興味分野に対応したサジ

ェスト機能は、これから受講する予定の科目など、調べたい内容がすでに明確に定まってい

る大学生にとっては便利な機能となることが予想できる。そのため大学生についてもター

ゲットとして含むならば、これらの機能は必要となるだろう。 

 しかしあくまで本研究は受験生がメインターゲットであるため、受験生に対するわかり

やすさについて損なわないようにしつつ、大学生に向けた方策についても考えていくこと

が今後の展望として考えられる。 

 

 

 

 



35 

 

第5章 結論 
 

5.1. 結論 

 大学での勉強内容を受験生により分かりやすくシンプルに伝えるため、本研究ではアプ

ローチとして、大学の演習成果物をまとめたサイト「せいか館」を制作することにした。 

 制作したせいか館に対する評価アンケートによれば、全体を通した評価は 17 人中 14 人

が高評価寄りの回答という結果となった。ジャンル分けやタグ付けがされていてわかりや

すいという回答やデザインがシンプルでわかりやすいといった回答など、機能面やデザイ

ン面については高評価を得られた。 

 また、大学生から見たせいか館についての評価アンケートも同時に行い、こちらは 17 人

中 11 人から高評価寄りの回答が得られ、大学生に対してもある程度の需要があることがわ

かった。 

 

5.2. 今後の展望と課題 

 本研究の実用化に向けて、今後の展望とその課題について述べる。実用化に向けた展望は

4 点ある。 

まず一つ目が、コンテンツ規模の拡大である。今後実用化することを考えると、今回サイ

トに取り上げた成果物の数 38 件というのは非常に少なく、最低でも 100 件は用意したい。

成果物一つを編集するのに約 20～30 分かかるため、最低ラインの 100 件を編集するのでも

約 30～50 時間、一日 3 時間編集を行うとすると 10 日～17 日かかる見積もりになる。した

がって、より速く成果物を編集するための方法と、成果物編集の協力者を集める方策につい

て検討する必要がある。評価アンケートで成果物製作者自らサイトにアップロードできる

機能について意見があり、この機能は成果物編集者の負担を減らすことが期待できるだろ

う。 

二つ目は、成果物のサイト上の表示形式の改善である。成果物自体については説明が少ない

などの意見があったことから、成果物のサイト上での表示について見直しが必要である。評

価アンケートから成果物に対する説明が少ないとの回答が多かったことから、成果物紹介

ページでの成果物についての説明欄を充実させることなどが今後の課題として挙げられる。 

三つ目は、大学生向けの方策についての模索である。評価アンケートから、大学生に対し

ても一定の需要があることがわかったため、大学生にも使いやすい機能について検討した

い。成果物のフリーワード検索や閲覧者の興味分野に対応したサジェスト機能などは、大学

生向けの機能として有効であることが期待できる。 

四つ目は、著作権についてである。サイト上で不特定多数に閲覧されることを考えると、

成果物の著作権についても気を付けなければならない。例えば演習の時間にあらかじめ学

生に対してアップロードの了解を得ておくなどの対策をしておく必要がある。 
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演習成果物編集手順書 

＜編集手順＞ 

1. 内容の修正 

1. 成果物のタイトルを受験生にわかりやすいものに改変する（必要に応じて）。 

2. 個人名の表記の有無について全てのスライドを確認し、存在する場合その個人名

を全て削除する。 

3. 受験生が理解できないと思われる専門用語について全てのスライドを確認し、そ

の専門用語を全て高校生にわかりやすい言葉に置き換える。 

4. 誤字･脱字の修正を行う。 

5. ここで一度成果物を複製し、片方は保存、もう片方は引き続き次の編集を行う。 

2. スライド枚数の削減 

以下の手順で成果物のスライド枚数を 5～10枚程度に減らす。 

 

1. 概要・目的に関するスライドは削除しない。 

2. 画像やイラスト、図を多く使っているスライドを優先して残す。文字の多いスラ

イドは極力削除する。 

3. 内容の似ているスライドが複数存在する場合は一つだけ残し、他のスライドは削

除する。 

4. 複数のスライドにわたって話が繋がっている場合、可能な限り一つのスライドに

複数のスライドをまとめる。その際、話の流れがわかるようにスライド間を矢印

などで繋げるとよい。 
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