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過去の学生のレポート分析に基づく 

フィードバック文章作成方式 
 

丹羽奈月†1 櫻井良樹†2 湯浦克彦†3 

 

大学の IT 演習科目において過去数年間の学生の提出レポートをコミュニケーション能力や問題解決能力などコンピ
テンシーの観点からレベル分けして保持し、現在の学生の提出したレポートに対し、その学生が自己のコンピテンシ
ー向上のために参考となると考えられる過去レポートを引用したフィードバックを作成し、学生に提供した方式と提

供の結果について報告する。  

 

Feedback sentence creation method 

based on past student's report analysis 
 

NATSUKI NIWA†1 YOSHIKI SAKURAI†2   

KATSUHIKO YUURA†3   

 

In the IT exercise course of the university, the student's submission report over the past several years was classified and classified 

from the competency point of view such as communication skills and problem solving skills, and in response to the report submitted 

by the present student, the student's own competency improvement We will prepare feedback quoting past reports considered to be 

useful for reporting on the methods provided to students and the results of the provision. 

 
 

1. はじめに     

 現代の社会では、情報システムの成長に伴い、IT への期

待が高まっている。そのため、IT 人材の確保は必要不可欠

である。しかし、独立行政法人、情報処理推進機構(IPA)の

「IT 人材白書 2015」によると、IT 人材は、量と質ともに

不足している． 

 人材を育成するためには、知識や技術だけでなく行動特

性(コンピテンシ)の強化も必要である。コミュニケーショ

ン能力や問題解決力などのコンピテンシが無ければ、知識

や技術を組織に定期号する方向で発揮できないからである．

コンピテンシは、IT 企業はもちろんのこと、OECD や教育

機関、経済産業省などからも注目を集めている． 

 しかしながら、コンピテンシは知識や技術と比較すると

計測が難しく、さらに育成の過程が明らかになっていない．

静岡大学情報学部には、グループ演習形式の授業があり、

その中で、学生のコンピテンシ向上が期待されている．し

かし、その機会があるにも関わらず、コンピテンシの評価

やフィードバックが十分に行われているわけではない．コ

ンピテンシ評価方法を確立し、効果駅な育成方法を明らか

にする必要がある． 

 これらの背景を踏まえて、本研究では、大学の情報系学

科の授業にて、グループ演習において、コンピテンシを評

価し、その評価と過去の学生のレポートに基づくフィード

バックを行い、学生のコンピテンシ向上させる事を目的と
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する。情報システム開発を体験するグループ演習で、学生

のコンピテンシを評価し、フィードバックをする．それを

学生のグループ内での役割に注目して役割ごとの傾向とフ

ィードバックの作成方式を報告する。 

2. IT 人材とコンピテンシ 

2.1 IT 人材に求められる能力 

 IT 企業は、アプリケーション技術等の技術力とともに、

コミュニケーション能力や問題解決力などの人間力も重視

している． 

 

2.2 コンピテンシの定義 

 IPA によるコンピテンシの定義を図１に示す．コンピテ

ンシとは、社会や組織の目標に適合する方向でスキルを発

揮させる人間特性のことである．[1] 

 コンピテンシは、能力的コンピテンシと非能力的コンピ

テンシに分けられる．能力的コンピテンシは技術力、日能

力的コンピテンシは人間力に当てはまる．社会や組織に有

効な成果をもたらすためには、技術力と人間力の両面を高

める必要がある．狭義のコンピテンシは、非能力的コンピ

テンシの行動特性をコンピテンシと定義する． 

 コンピテンシは、IT 企業だけでなく教育機関からも注目

を集めている． OECD( 経済協力開発機構 ) による

PISA(Programme for International Student Assesment)である． 

PISA は、学習到達度に関する国際的な調査であり、15 歳
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児を対象に、読解力、数学的リテラシー,科学的思考力リテ

ラシーでの学習到達度問題を実施する．2015年実施の PISA

では、協調問題解決能力も調査された．協調問題解決(CPS：

Collaborative Problem Solving)における行動を評価するため、

これもコンピテンシのひとつである．PISA 2015 の CPS ス

キルズフレームワークを表 1 に示す． 

 

図 1 コンピテンシの定義(出典：[1]) 

 

表 1 PISA2015 CPS skills framework(出典：[2]) 

 

 これをCSPフレームワークとする．これは3つの軸と4つの成

熟段階で構成される．軸は、(1)Establishing and maintaining 

shared understanding【共通理解の構築・維持】,(2)Taking 

appropriate action to solve the problem【問題解決への適切な

行動】,(3)Establishing and maintaining team organization【チー

ム組織の構築と維持】であり、成熟段階は、（A）Exploring and 

Understanding【探索と理解】,（B）Representing and Formulating

【表象と定式化】,（C）Planning and Executing【計画と実行】,

（D）Monitoring and Reflecting【観察と省察】である． 

 

2.3 先行研究 

2.3.1 静岡大学 

 CPSフレームワークを用いたコンピテンシ評価に、静岡大学の

長谷川（2013）、吉川（2014）、佐藤（2015）、小崎(2016)による

報告がある。静岡大学情報学部の演習形式の科目においてコ

ンピテンシ評価を実施した。 

 長谷川（2013）は、リーダーのコンピテンシ向上の傾向に加え

て、コンピテンシ評価と満足度調査の関係を報告している．この

論文によると、リーダーはコンピテンシの発揮が多くみられた．

またリーダー候補が多いグループは、コンピテンシの持続的な

発揮、成長が観測された．さらに、コンピテンシ評価を満足度調

査で代替できる可能性を示唆した． 

 吉川（2014）はグループの役割とコンピテンシ向上の関係を報

告している．以下でもちいる役割は 3.3 で述べる．リーダーは成

長率が最も高いが評価、検証力の強化が課題となり実務エキス

パートはモチベーションの維持が課題となる。調整役は演習を

通して堅調なコンピテンシ育成ができているが課題に対する取

り組み方のポイントが弱く指導が必要である作業者とフリーライ

ダーは目標どおりのコンピテンシ育成ができておらず、共通理

解やチーム組織構築・維持に対する能力が低く、この分野の強

化が求められると述べた． 

 佐藤（2015）はコンピテンシ評価からコンピテンシ向上の改善

策を提案している．リーダーと実務エキスパートは安定したコン

ピテンシを発揮し、調整役は堅調なコンピテンシの育成ができ

る．作業者、フリーライダーは出足のフォローが必要であると報

告している． 

 小崎（2016）は、2 つの科目にわたる役割ごとのコンピテンシ

向上の関係を報告している．リーダーは安定してコンピテンシを

発揮し、実務エキスパートは、グループを俯瞰して、円滑に活

動が進むよう作用している．調整役はグループで協力して活動

しようと作用するが、問題解決への適切な行動が少なく対策が

必要で、作業者・フリーライダーは、共通理解の構築・維持が高

いが、問題解決への適切な行動が弱く、グループに溶け込め

ていない可能性がある．その点を解消できれば、グループで戦

力になる可能性を秘めていると述べた．また、2 つの科目につ

いては、グループの編成の仕方に違いがあるため、相関が現

れなかったと報告している． 

 本研究は、長谷川,吉川,佐藤,小崎の方法に従って実験した．

表 2 に和訳した CPS フレームワークを示す．本研究もこの CPS

フレームワークを使用する． 

 

表 2 CPS フレームワーク(出典：[3]) 

 

 

2.3.2 中央大学「知性×行動特性」学修プログラム 

 中央大学では、社会的・職業的自立を図るために必要な能

力を「知性」×「行動特性」と定義している。知性とは専門的知

識・技術であり、学業成績の GPA で評価する。行動特性は、コ

ンピテンシである。このプログラムでは、コンピテンシを社会で活
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躍している人々に共通してみられる行動、態度、思考などの傾

向や特徴としている。コンピテンシ評価指標として、コミュニケー

ション力、問題解決力など 7 カテゴリー31 キーワードが設定さ

れている。 

 授業や課外活動でコンピテンシを高めるために、学生が、目

標を立て、活動計画を設定し、取り組みを記録し、コンピテンシ

の自己評価を行う。この PDCA サイクルを繰り返すための支援

が大学によってされる。 

2.3.3 i コンピテンシディクショナリ 

 iコンピテンシディクショナリとは、企業において ITを利活用す

るビジネスに求められる業務（タスク）と、それを支える IT人材の

能力や素養（スキル）を、「タスクディクショナリ」「スキルディクシ

ョナリ」として体系化したものである． 

 企業などの組織が人材育成において把握したいのは、業務

の実行能力がどのような状態であり、どのように変化したかであ

る．i コンピテンシディクショナリでは、組織ごとに必要な業務を、

タスクディクショナリに記載されているタスク一覧から選択して定

義する。それらのタスク対し、実行の度合いをレベル診断するこ

とで、個人の業務の実行状況が見える化できる．これを材料と

し、業務の現状と将来の方向性を確認することができる．[4] 

 スキルディクショナリは、タスクを支える能力が整理されており、

タスクを実行するために必要な能力を知ることができる．不足し

ているスキルを明確にすることができる． 

 

3. コンピテンシと役割の定義 

3.1 本研究でのコンピテンシの定義 

 本研究でのコンピテンシは、2.2 出示した非能力的コンピテン

シの行動特性のことを言う．本研究では、静岡大学情報学部行

動情報学科で開講されている 2 年後期の必修科目「Web シス

テム設計演習」において、CPS フレームワークを使用してコンピ

テンシを評価し、それに対して過去の学生のレポート文例を用

いたフィードバックをする．この授業では、書店の業務システム

を企画・設計する．つまり、 

この授業では、書店の問題解決方法をグループで考える．この

点で協調問題解決のための CPS フレームワークの利用が最適

だと考えられる． 

 

3.2 コンピテンシ評価手順 

 本研究では、「Web システム設計演習」において、受講生が

提出したレポートの記述を、CPS フレームワークに当てはめてコ

ンピテンシを評価する．学生はレポートに自信の行動について

記述する．この行動に基づいた記述を CPS フレームワークの 3

軸 4 成熟段階からなる 12 項目に対応付ける．(図 2) 

 

 

図 1 コンピテンシ評価手順 

 

3.3 役割の定義 

 本研究では、3.2 の方法でコンピテンシを評価する．それをグ

ループ内の役割に注目して、役割ごとの傾向を分析する．役割

はリーダー、実務エキスパート、調整役、作業者、フリーライダ

ー、その他の 6 つである．（表 3） 

 

表 3 役割一覧 

 

 

3.4 役割タイプ調査の方法 

3.4.1 役割タイプを調査する授業 

 役割タイプに注目してコンピテンシ評価をするために、コンピ

テンシ対象者の役割タイプをあらかじめ調査する．役割タイプ

の調査は、静岡大学情報学部行動情報学科で開講されている

2年前期の必修科目「情報システム基礎演習」で行う．この講義

では、履修者は自由にグループを組み情報システムを企画す

る．情報システムを構築するためのオブジェクト指向に基づくビ

ジネスモデリングとデータ設計を学ぶ． 

 この授業で役割タイプを調査するために「役割タイプアンケー

ト」を行う。このアンケートは回答者自身と回答者以外のグルー

プメンバーについて、演習内での行動が、表 3 のどの役割タイ

プに当てはまるかとその理由を回答するものである。この授業

の履修者は、後期でコンピテンシ評価を実施する「Web システ

ム設計演習」を履修する。 

 そのため、「情報システム基礎演習」で調査した役割を基に、

「Web システム設計演習」のグループ編成を担当教員と相談し

て決定する。 

図 4 役割タイプの調査と授業の流れ 
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3.4.2 役割タイプアンケートの評価 

 役割タイプアンケートには、評価対象者に対して、評価対象

者自身の自己評価と、評価対象者以外のグループメンバーか

らの他者評価が存在する．また、役割タイプアンケートは、複数

人が同じ役割を担っていた、1 人が複数の役割を担っていたと

の回答をして良いこととした． 

 そのため、評価対象者が、グループ全員から見てどの程度役

割タイプと一致しているかという指標である「役割タイプ一致度」

を求める．役割タイプ一致度を全ての役割について求め、役割

タイプ一致度が最も高い役割を、評価対象者の役割タイプとし

た．なお、役割タイプ一致度が複数の役割タイプで等しい場

合、評価対象者が自覚していた役割タイプとするため、評価対

象者の自己評価に 1.5 の重みをつけた。 

 

【定義】 

V：ある役割/発言タイプの「役割/発言タイプ一致度」 

N：グループのメンバー数 

L：評価対象者 

n(L)：「L がある役割と一致している」とグループメンバーから集

めた回答の数 

s(L)：「L がある役割と一致している」と回答した数 

【役割/発言タイプ一致度の求め方】 

V=｛(n(L)+s(L)×1.5)｝/(N+1) 

4. フィードバック文章作成の方法 

4.1 経験学習サイクルと PDCA サイクル 

 コンピテンシや知識を、体験を通じて獲得する過程に関

してはデービッド・コルブのモデルが知られている．人は

実際の経験をもとに、その行動を振り返ることで深く学ぶ

ことができるという考え方を人材育成の領域で「経験学習」

と呼ぶ。デービッド・コルブはこうした学びを、「経験→省

察→概念化→実践」という４段階の学習サイクルから成る

「経験学習モデル」理論として提唱している．(図 5) 

 

図 5 コルブの経験学習モデル 

 

 しかし、今回は、コンピテンシの向上に対して事業活動

の改善と同様に PDCA サイクルが適用可能と考えた．つ

まり、コンピテンシ向上への目標を定め(P)、実践的演習

を体験し(D)、達成度を評価し(C)、達成度評価をもとに自

らの行動を分析し対策を練る(A)というサイクルの実現に

より演習におけるコンピテンシ向上が図れると考えた． 

 従来までは学習ジャーナルというレポートを用いて

Plan、Do、Check の 3 ステップで完了していたが、ここに

フィードバックを返すことで、新たに Action のステップ

を追加し、学生の連続した成長が期待できる．(図 6) 

 

 

図 6 演習における PDCA サイクル 

 

4.2 本研究における全体のシステム構成 

 本研究では、「Web システム設計演習」における学生の

学習ジャーナルに対する、フィードバック文章を半自動的

に生成し、実際の演習科目に適用して有効性を評価する．

それを実現するために、過去の学生の学習ジャーナルの文

例とコンピテンシの計測値･レベルなどとそれらを格納し

たコンピテンシ育成知識ベースを用意する． 

 また、今回のフィードバックは教員からのフィードバッ

クという形式で行なう．フィードバックは学生のコンピテ

ンシ向上への意識を高めるものとして有効と考えられる

が、学生一人ひとりに対してフィードバック文章を記述し

ていくのはフィードバックを作成者の負荷が大きく困難で

ある．またフィードバック作成者の独自の考えが強く出る

と、学生が圧力を感じてしまい柔軟な対策立案を妨げてし

まう危険性がある． 

 そこで、本研究では、知識ベースに格納したレポート群

からその学生が接すると良いと思われる過去の学生の学習

ジャーナルの文章を検索し、そのレポートの文章を引用す

る形で今後目指す姿の一つを示唆するフィードバック文章

を生成する．これにより、多数の学生の体験や考察の情報

を含めて迅速に提供することが可能となり、また学生がフ

ィードバック作成者からの指示という圧力を緩和してフィ

ードバックを受け取ることが可能となると期待される． 

フィードバック文章作成の全体システムの構成を図７に示

す。 
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図 7 フィードバック文章作成システムの全体構成 

 

4.3 過去の学生のレポート分析 

4.3.1 コンピテンシレベル分類 

 CPS フレームワークの縦軸に当たる、共通理解の構築維持、

問題解決への適切な行動、チーム組織の構築･維持の 3 つに

分類をして、コンピテンシポイントに基づいてそれぞれレベル分

けをした．過去のコンピテンシポイントにおいて外れ値がなく、

最も平均的な値を取っていた 2015 年のデータを基準にし、レ

ベル分けをした．学習ジャーナルへの記述が全くない 0 ポイン

トをとても低いと定め、その他は、各項目ごとに最も高いコンピ

テンシポイントを 4 分割してレベルを分けた．(図 8) 

 

 

図 8 レベル分けの例とコンピテンシポイントにおけるレベルの詳

細 

 

4.3.2 過去の学生のレポートのワード集作成 

 CPS フレームワークの縦軸に当たる、共通理解の構築維持、

問題解決への適切な行動、チーム組織の構築･維持の 3 つに

分類した中でも過去の学生の記述をコンピテンシレベル別、内

容別に分け、フィードバックワード集を作成した．ワード集作成

には 2014 年度から 2016 年度の学生のレポートを使用した．

(図 9)

 

図 9 過去の学生のレポート記述ワード集 

 

4.4 フィードバック文章の作成 

4.4.1 過去の学生のレポートの文例の引用方法 

 過去レポート分析によって得た、ワード集を用いて、2017 年

度の学生へフィードバックを行なった．フィードバックでは、基本

的に長所(より強化して欲しい項目)と短所(もっと頑張って欲し

い項目)両方を述べた．長所、短所共に、ワード集から、各々の

学生に合う文例を引用した．その際、長所は、同じ役割タイプ、

同じ分野の中からレベルがワンランク上の学生の文例を引用し

た．短所も長所と同様に文例を引用したが、短所の場合は、役

割はこだわらないこととした．理由として、長所は、自分の持つ

得意分野に磨きをかけるという意味で役割タイプを統一し、短

所は、自分に足りないものを他の人を真似て強化するという意

味で役割はこだわらないということにした．また、フィードバック

文章作成の際には、指摘しているポイントが分かりやすいように

するために、分野を決める。過去の文例を引用する際には、こ

の分野が同様になるようにする．(図 10) 

図 10 フィードバック文章引用の例 

 

4.4.2 フィードバックテンプレート 

 フィードバックをするにあたり、テンプレートを作成した．テンプ
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レート作成には、中原淳の PHP ビジネス新書『フィードバック入

門』を参考とした．本書では、対面の場合のフィードバックのポ

イントについて記されていたが、それを文章に落としこんだ．本

書によると、信頼感の確保、事実通知、問題行動の腹落とし、

振り返り支援、期待通知の 5 つがポイントとしてあげられてい

た．それを以下のように対応付けた．(図 11) 

 

 

図 11 フィードバックテンプレート 

 

4.4.3 フィードバック文章の作成 

 氏名,長所の分野,本人の長所の記述,長所に関する過去の

文例,短所の分野,本人の短所の記述,短所に関する過去の文

例を赤枠に貼り付けると、フィードバック文章が作成できる仕組

みになっている．(図 12) 

 

図 12 フィードバック文章作成の一例 

 

5. コンピテンシ評価とフィードバックの実施 

5.1 コンピテンシ評価方法 

5.1.1 コンピテンシ評価を実施する授業 

 コンピテンシの評価は、静岡大学情報学部の行動情報学科

で開講されている 2 年後期の必修科目「Web システム設計演

習」で実施する．この講義では、グループで情報システムを設

計する．前提として、書店の業務システムを開発するのにあた

り、書店の現状や抱えている問題などの情報が与えられる．こ

れに加えて、顧客である書店の取締役と情報システム課長に

扮した講師にヒアリングをする．これらの情報を基グループで書

店の問題を分析し、問題を改善するための情報システムを設計

する． 

5.1.2 役割タイプを利用したグループ編成 

 Web システム設計演習のグループ編成には、情報システム基

礎演習で調査した役割タイプを利用した．これは、様々なタイ

プが集まることで、グループ内での議論が活発になり、より良い

成果がでるためである。表 4 にグループ編成を示す． 

 

表 4 グループごとの役割タイプの人数 

  

 

5.1.3 コンピテンシ評価のタイミングとフィードバックをするタイミ

ングと授業の流れ 

 コンピテンシの評価は、Web システム設計演習でのレポート

である「学習ジャーナル」の記述が、CPS フレームワークに当て

はまるかをチェックする．学習ジャーナルに記述する内容を図

13 に示す．学習ジャーナルには、演習を通じて習得を目指す

スキル、目標に対する学習実績と成果、演習を振り返り次回に

活かしたい内容を記入する．つまり、学習ジャーナルには記入

者の行動に基づいた記述が入る． 

 

 

図 13 学習ジャーナルの構成 
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 学習ジャーナルの提出は 2 度ある．その 2 つの学習ジャーナ

ルについてコンピテンシを評価する． 1 度目の学習ジャーナル

は、顧客へのヒアリングが終了し、要件定義が終了した後に提

出される．2 度目の学習ジャーナルは、ヒアリングを基に、どのよ

うなシステムを開発するか顧客へ発表した後に提出される． 

 

5.1.4 学習目標設定におけるコンピテンシ評価 

 学習目標設定のコンピテンシ評価は、CPS フレームワークに

当てはまる記述を 1 つあたり 1 ポイントとする．学習ジャーナル

の「学習目標」欄の記述が、CPS フレームワークの「共通理解の

構築・維持」「問題解決への適切な行動」「チーム組織の構築・

維持」の 3 つの軸に当てはまるかを見る．記述がいずれかの軸

に当てはまっていれば、CPS フレームワークの「探索と理解」

「表象と定式化」「計画と実行」「観察と省察」の 4 つの成熟段階

のどの段階かを見る。この CPS フレームワークに当てはまった

記述は、1 つの記述について１ポイントとする．このポイントを「コ

ンピテンシポイント」とする． 

 

5.1.5 演習実績におけるコンピテンシ評価 

 演習実績のコンピテンシ評価は、記述のレベルを設定し、そ

のレベルによってコンピテンシポイントが決まる．学習ジャーナ

ルの「学習実績と成果」「気づき／振り返り」欄の記述が、CPS

フレームワークに当てはまるかを見る方法は、学習目標設定で

のコンピテンシ評価と同じである．学習目標設定のコンピテンシ

評価と異なるのは、記述のレベルによってコンピテンシポイント

が決まることである．記述のレベルを「低」「中」「高」と設定し、レ

ベル「低」であれば 1 ポイント、レベル「中」であれば、2 ポイン

ト、レベル「高」であれば、3 ポイントを付与する． 

 

表 5 記述のレベルとコンピテンシポイント

 

   

 レベル「低」は、演習で達成できなかったこと、レベル「高」は、

演習で達成できたことである。レベル「中」は、演習での行動を

振り返り、見つめることで、次回からはより良い行動ができるよう

になることが期待される。そのため、レベル「低」と、レベル「高」

の間にレベル「中」を設定している。(表 5) 

 

5.2 フィードバックに対するアンケート調査 

 学習ジャーナル①、②へのフィードバックが、完了したところ

でフィードバックを実際に受けた学生へフィードバックに対する

アンケート調査を行なう。このアンケート調査では、フィードバッ

クを受けた学生の感想を調査するためのものである。このアン

ケートでは、問 1 でフィードバックのアドバイスや指摘の分かり

やすさについて、問 2 でフィードバックの受け止めやすさにつ

いて、問 3 で過去の学生のレポートを用いたフィードバックの方

法についての感想の 3 つを問う． 

 

6. コンピテンシ分析実験とフィードバックの

実施【結果・考察】 

6.1 コンピテンシ評価の結果 

6.1.1 概要 

 図 14 に 1 回目の学習ジャーナルのコンピテンシポイントと、

2 回目の学習ジャーナルのコンピテンシポイントについて、全体

平均と役割ごとの平均を示す．1 回目の学習ジャーナルを学習

ジャーナル①、2 回目の学習ジャーナルを学習ジャーナル②と

表す． 

 これを見ると、全体として、学習ジャーナル①から学習ジャー

ナル②にかけてコンピテンシポイントが増加している．リーダー

と実務エキスパートは、学習ジャーナル①では、平均よりもコン

ピテンシポイントが高かったが、学習ジャーナル②にかけて平

均を下回る結果となった．また、調整役は学習ジャーナル①か

ら学習ジャーナル②にかけて平均以下から平均を上回る結果

となっており、作業者は常に高いコンピテンシポイントを発揮す

る結果となった． 

 

 

図 14 役割ごとの合計コンピテンシポイントの推移 

 

6.1.2 リーダー 

 リーダーは、学習ジャーナル①において長所としていた(2)問

題解決への適切な行動の高い成熟度段階でのコンピテンシを

育成することができ、短所においては、探索をし始めた．(図 15) 

 これらのとから、リーダーは、フィードバックに対して、長所を

優先すること、また、フィードバックに対して慎重にかなり慎重で

あることが分かった． 
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図 15 リーダーの学習ジャーナル②のコンピテンシポイントと学

習ジャーナル①からの推移 

 

6.1.3 実務エキスパート 

  実務エキスパートは、学習ジャーナル①において長所、短

所としていた点でなく、(1)共通理解の構築の面でコンピテンシ

を大きく伸ばした．(図 16) 

 実務エキスパートは、自らの意思で目標を立て動くタイプが多

く、フィードバックの影響は受けにくいタイプであることが明らか

になった． 

 

 

図 16 実務エキスパートの学習ジャーナル②のコンピテンシポ

イントと学習ジャーナル①からの推移 

 

6.1.4 調整役 

  調整役は、学習ジャーナル①において短所としていた(3)チ

ーム組織の構築、維持の面でコンピテンシを大きく伸ばした．

(図 17) 

調整役は、長所よりも短所を重視する傾向にあることが明らか

になった． 

 

図 17 調整役の学習ジャーナル②のコンピテンシポイントと学

習ジャーナル①からの推移 

 

6.1.5 作業者 

 作業者は、学習ジャーナル①において長所、短所としてい

た、(2)問題解決への適切な行動、(3)チーム組織の構築、維持

の両方の面でコンピテンシを大きく伸ばした．(図 18) 

 作業者は、フィードバックの影響を受けやすいタイプであるこ

とが明らかになった． 

 

図 18 作業者の学習ジャーナル②のコンピテンシポイントと学

習ジャーナル①からの推移 

 

6.2 フィードバックに対するアンケート調査の結果 

6.2.1 フィードバックの指摘やアドバイスの分かりやすさについ

て 

 『フィードバックの指摘やアドバイスの分かりやすさについて』

は、3 を普通とし、5 に近いほど分かりやすく、1 に近づくほど分

かりにくいという 5 段階で学生が評価をした． 

その結果、62％の学生が分かりやすいと回答した．また、普通

と回答した学生が、32％、分かりにくいと回答した学生が 6％い

た．(図 18) 

 

 
図 18 フィードバックの指摘やアドバイスについてのアンケート

結果 

 

6.2.2 フィードバックの受け止めやすさについて 

 『フィードバックの受け止めやすさについて』は、3 を普通とし、

5 に近いほど受け止めやすく、1 に近づくほど受け止めにくいに

くいという 5 段階で学生が評価をした． 

 その結果、75％の学生が受け止めやすいと回答した．また、

普通と回答した学生が、22％、受け止めにくいと回答した学生

が 2％いた．(図 19) 
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図 19 フィードバックの受け止めやすさについてのアンケート

結果 

 

6.2.3 過去レポートの文例引用について 

『過去レポートの文例引用について』では、過去のレポートを引

用したフィードバックの方法についてどのように感じたかを学生

が自由に記述をした．また、この質問への回答は任意である．

(図 20)

 
図 20 過去のレポート文例引用についてのアンケート結果 

 

7. 結論 

7.1 本研究の結論 

 本研究は、学生のコンピテンシを向上するための過去

の学生のレポート分析に基づくフィードバック作成方式を

確立するために、静岡大学情報学部の「Web システム設

計演習」において、PISA の CPS フレームワークを使用し

てコンピテンシ評価、過去のレポート文例を引用したフィ

ードバックを実施し、それを役割ごとに分析した． 

 コンピテンシ評価は、「学習目標設定」と「演習実績」

の側面から、コンピテンシが発揮されたと思われる行動の

記述に対してコンピテンシポイントを付与して実施した．

フィードバックは、過去のレポートを分析しそれに基づき

長所と短所両方を指摘する文章による形式で実施した．そ

してそれを役割タイプごとに特徴があるかを分析した．ま

た、2 回のフィードバックを終えたところで学生にフィー

ドバックに対するアンケート調査を行い、今回行なったフ

ィードバックの評価を得た．これらをもとに、過去の学生

のレポートを用いたフィードバックの有効性を分析した． 

 リーダーは、長所を磨くことが得意であることが分かっ

た。短所に対しては、強化に長い期間を要する。実務エキ

スパートは、フィードバックの影響を受けにくいことが明

らかになった．調整役は、フィードバックに対して短所を

重視して強化しようとする傾向が強く、フィードバックを

繰り返し行なうことでコンピテンシの向上が見込める．作

業者は、フィードバックの影響を受けやすいことが明らか

になった．調整役と同様、今後繰り返し行なっていくこと

で更なるコンピテンシの向上が見込める． 

 コンピテンシ評価、フィードバックに加えて、フィード

バックに対するアンケート調査を行なった。調査の結果、

過去の学生のレポート文例を引用したフィードバックに対

して学生が良い印象を持っていることが明らかになった．

しかし、文章がパターン化しており、マイナスの評価もあ

ったため、まだ、過去のレポートの分析が必要である． 

 また、過去の学生のレポートを文例を引用したフィード

バックの方法は、短期間で一人が大人数に向けてフィード

バックすることが可能であることが明らかになった． 

 

7.2 今後の課題 

 今後の課題として、本研究でのコンピテンシ向上のためには、

より多くの回数と期間をかけてフィードバックを行ない、効果を

測定する必要がある．そのためには、「Web システム設計演習」

のみでフィードバックとコンピテンシ評価を行なうのではなく、そ

の前の講義からフィードバックとコンピテンシ評価を行ない、効

果を測定していくことが有効である．それによって、より学生のコ

ンピテンシ向上の過程をより長く継続的に測定することができ、

より細かな分析が可能となる． 

 次に、フィードバックの文章の質の向上である。今後もレポー

トの分析、フィードバックを繰り返し学生の反応を見ていくことで

改善に繋がると考えられる． 
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