平成２９年度経済産業省
産学連携サービス経営人材育成事業
（大学等における「サービス経営人材育成」教育プログラム開発）

ビューティ産業の生産性向上に貢献できる経営人材育成プログラム

実験講座

平成30年3月22日現在

実験講座の企画
画面構成（Classroom：学内向け）


「実験講座」というクラスを用意。下記はログイン後の画面



「ストリーム」の上で授業を展開





「概要」の上にマニュアル
や資料を置く

「お知らせ」機能を活用し、
この一つの「お知らせ」の範囲
に、映像と演習問題を配置
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実験講座の企画
画面構成（Moodle：学外向け）


コースの中に「実験講座」を用意

 ログイン

 上から順に科目を配置
 一つの授業の中は
・コマシラバスの参照
・教材の参照
・映像の視聴
・演習問題
の順に学習を進めるように
 科目ごとにアンケート
 最後に全体アンケート
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受講者（被験者）
受講者（被験者）募集
 ホームページに受付用意
 過去における同様の取組にご協力いただいたサロンへ案内
 実施委員会メンバーを通じた声がけ など

 一般参加者5名応募
・現役美容師、休職中美容師、いずれも経営に関心
・学外向けMoodleに加えて、アカウントを与えて
学内向けClassroomにもご協力を依頼・快諾
 学内向けは下記に協力依頼
・高度専門課程3、4年生（若手美容師）：13名
・ビューティベーシックコース（留学生）：18名
・若手教員：2名
 合計で、学内向け38名、学外向け5名
 他に、評価を目的として、質保証機関スタッフ4名にモニター依頼（学内、学外の両方）
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実施状況
3/5～18（2週間）
 演習問題に取り組んだ割合は50％強
 学生の受講者の中には、最初の映像のみ見て、その後あまりアクセスしなかったケースがあった模様
（何人かに聞いたところでは、内容が難しいと感じたり、アクセスすることで通信量を気にしたり、留学生の中には日本語が理解できなかったり、…）
 演習問題の正答率は全体的に見て極めて高い
映像

授業

演習問題

時間

再生回数

解答者数（対受講者数割合）

問1正答率

問2正答率

問3正答率

店販マネジメント 第1回

25:40

51

24 （55.8%）

75.0%

87.5%

91.7%

店販マネジメント 第2回

29:19

44

22 （51.1%）

95.5%

86.4%

100%

店販マネジメント 第3回

32:29

46

23 （53.5%）

87.0%

73.3%

95.7%

ITマネジメント 第1回

28:02

45

22 （51.1%）

95.5%

95.5%

90.9%

ITマネジメント 第2回

24:49

43

22 （51.1%）

86.4%

81.8%

100%

ITマネジメント 第3回

29:37

47

21 （50.0%）

90.5%

100%

100%

ホスピタリティ 第1回

17:13

46

22 （51.1%）

100%

100%

100%

ホスピタリティ 第2回

11:27

43

22 （51.1%）

95.5%

54.5%

95.5%

ホスピタリティ 第3回

29:35

42

22 （51.1%）

100%

100%

100%

・Classroom版、Moodle版を通算した値
・受講者数は両者合わせて43名。再生回数が受講者数より大きいのは、一人で複数回再生する可能性があることと、評価者のアクセスも含まれるため
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アンケート
店販マネジメント（Classroomのみ）





回答者27名（回答率71.1%）
理解度：非常に高かった
難易度：どちらかといえば易しいと感じられていた
役立ち度：高かった

自由意見
示唆や提案を含むもの
 大変わかりやすかった。例があるともっとよいと思った。
 常識的なレベルと思うが、自分の考えや知識が整理できた。事例の
提示があるとよいのではないか。
 従業員の意識を改革していかなければいけないと思いました。
 店販を薦めることによって、反対に顧客が逃げてしまうこともあるため難
しい問題ではある
不明・不満
 練習問題の回答、特に記述式の良し悪しの判断が良く分からない。
感想中心
 店販は苦手意識が強いので、少しずつ克服していきたいと思いました。
 店販の重要性とその戦略が良く理解できました
 先生の説明が大変わかりやすかった
 先生のお話が聞きやすかった
 店販の重要性とその戦略が良く理解できました
 わかりやすい説明をありがとうございました
 店販の大切さがわかりました
 常識的ではあるが、自分の知識を確認できた
 とてもわかりやすかったです。参考になりました。ありがとうございました。
 すべてが完璧
 具体的な戦略は聞けてよかった
 難しかった

 総じて高評価（理解度高い、役立ち度高い）
 ただし、内容的に少し易しめだった可能性。
易しかったか、受講者のレベルが高かったか、講師の話が上手かったか
演習問題の正答率を見る限り、いずれも当てはまる
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アンケート
ITマネジメント（Classroomのみ）





回答者24名（回答率63.2%）
理解度：全体に高かったが、まったく理解できないと感じている者も1名いた
難易度：どちらかといえば易しいと感じられていたが、店販マネジメントほどではなかった
役立ち度：高かったが、あまり役立たないと感じているも1名いた

自由意見
示唆や提案を含むもの
 実験講座の中で科目ごとに階層化されていると見やすいと思った。
 空き時間にムービーを見ることが多いのでテストの提出が一度きりだと
回答するのが難しかった。１問ごとに小分けにするとか、３回まではOK
とかにしてほしい。
 動画の活用は参考になった
 具体的な例が聞けてよかった
不明・不満
 記述式は気軽に出来ないので、ない方が良かった。
 どの演習問題を提出済なのか、一覧で確認することが出来ないので
しょうか？自分がどこまで終了しているのかわからなかったです。
難しさ
 とても難しい内容でした。
 少し難しかった
 3回目の会計の話はむずかしかったです。あとはわかりやすく、ためにな
ることばかりでした。
 難しい経理の話や、コンピューターの話についていかれなかった
 会計のところは正直理解できなかった。他はよく理解できた。
感想中心
 目から鱗のことが多かった
 新しい知識がいっぱいでした
 わかりやすい解説と板書でよかったと思います
 丁寧な説明をありがとうございました。
 一見難しそうに感じるITも積極的に使っていきたいと思いました。
 ITはどんどん身近になっているので、活用して行かないといけないと思
いました

 総じて高評価（理解度高い、役立ち度高い）も否定的な回答も散見
 店販マネジメント、ホスピタリティに比べて、難しいとの回答割合が高い
 内容が難しいと感じられていた分、理解度や役立ち度に否定的な回答も見
られたと思われるが、それでもよく付いてきてくれているという感じもある。
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アンケート
ホスピタリティ（Classroomのみ）





回答者23名（回答率60.5%）
理解度：非常に高かった
難易度：どちらかといえば易しいと感じられていた
役立ち度：高かった

自由意見
示唆や提案を含むもの
 講師の顔が見える方が聴講しやすいと思いますが、字が多く描かれて
いるところでは、講師の顔なしでも良い気がしました。
 おもてなしの心が大切なのはわかるが、利益につながる最短の道かわ
からなかった
不明・不満
 アンケートは、自分がすでに投稿したのかどうかがわかると良いと思いま
す。
感想中心
 新しい考え方を学び、大変参考になりました
 丁寧な解説をありがとうございました。
 難しい内容をありがとうございました。
 サービスとホスピタリティの違いがはっきりしました。
 ホスピタリティーの意味がとてもよくわかりました
 サービスとホスピタリティをごちゃまぜにしていたので、すっきりしました
 全体としてわかりやすく、ためになる話をありがとうございました。
 非常に興味深い
 大変参考になることがいっぱいあった
 常識的なレベルであったが、考えを整理できた

 総じて高評価（理解度高い、役立ち度高い）
 ただし、内容的に少し易しめだった可能性。
易しかったか、受講者のレベルが高かったか、講師の話が上手かったか
演習問題の正答率を見る限り、いずれも当てはまる
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アンケート
自由意見

全体アンケート（Classroomのみ）
 回答者19名（回答率50.0%）






Q6 追加してほしい科目や内容
経営系
 経営戦略、採算のとりかた 資金調達のしかた 付加価値経営を進
めるにはどうしたらよいか知りたい 生産性を高めるための人材育成
分野
 カットテクニック、ホームページの作り方、ITの勉強がもっとしたい、会計、
経理、デザインの考え方
実践性
 店販の具体的事例などの授業、今後は実践的な授業が欲しい、ホ
スピタリティの実際の例などが知りたい

Q1 全体理解度：非常に高かった
Q2 操作性：優れるも否定的意見も散見
Q3 見やすさ：問題なさそう
Q4 聞きやすさ：あいまいな回答→聞き取りにくいところもあった模様
Q5 長さ：あいまいな回答→どちらかといえばもう少し短い方がよさそう

Q7 オンライン学習システム改善要望
音声
 聞き取りにくいところがあった、音声が今ひとつ聞き取りにくいところが
あった、音声の品質
履修管理など
 自分の勉強を見て支えてくれる仕組み、自分の履修管理、どこまで
やったかを明示する機能、今どこまでやったかがわかるようにしてほしい
 箇条書きで回答ができるようにしてほしい
Q8 回答者の性別
 男性5名、女性14名
Q9 回答者の年齢
 20代…6名、30代…2名、40代…2名、50代以上…9名
Q10 今後就きたい職種
 経営者7名、インストラクター5名、スタイリスト4名

 総じて高評価（理解度高い、オンライン学習システムとしての要件満たす）
 オンライン学習システムとしての改善要素
・音声の取扱い…撮影環境設定、音声ファイルの編集など
・学習者から見た進捗管理…自習に耐えうるサポート機能
・映像30分は条件付長さの限界…内容によっては耐えうるが、目安は20分程度

Q11 自由記述
 途中眠くなってしまうので、15分程度の細切れの方が、ありがたい
 聞きやすい講座をありがとうございました。
 履修単位の取り方がわからない
 履修状況によって、怒ったり、励まして欲しい
 多くの講座から選択して聴講できるようなシステムができればよい
 ありがとうございました
 もっとたくさん授業を受けたいです。
 こういう授業がたくさんあったらすごくうれしい
 このような機会をいただき感謝している
 有り難うございました
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評価
オンライン学習システムとしての評価
 4名の評価者（K氏、O氏、N氏、I氏）による評価を行った。対象→マニュアル（生徒用、教師用、それぞれのPC版とスマートフォン版）、実験講座のシステム
 マニュアルの評価（Classroom）
全体の印象
 固い感じがするので、もう少し初心者向けにした方が良いのではないか
 例えばGoogle Apps for Educationのアカウントをクラス用のアカウントという言葉に変えるとか噛
み砕いた表現にする方が読みやすく感じられる。
 PC用のマニュアルに目次が欲しい。
 全くの初心者用にGoogle Classroomを導入するまでのマニュアルと2回目以降のマニュアルを、
分けた方がいいのではないか。
 マニュアル作成者が英語版を使用しているのか、貼り付けられた図やセクション名などが英語な
ので日本語版の方が良いように思う。
 一日研修のような機会にClassroomの機能を全般に渡って理解するものとしては優れている。
 しかし、現実の問題として、講座を受講し始めた生徒が、次のような局面に遭遇した際、どこを
見てよいか苦労すると考えられる。それは講座に個別のものとして用意すべきか。
・招待を受けたが、入り方がわからない。 そのときは…
・先生に連絡をとりたい。そのときは…
・クラスメイトと連絡をとりたい、そのときは…
・ 出欠席は、どのようにとられているのか…
・自分の受講記録はどこを見ればわかるか…

生徒用マニュアル
 クラスコードでクラスに参加する方法は参考程度にし、最初は招待メールで参加する方法だけ
の説明で良いのではないか。理由は、そのメールを見ている時点でクラス用のアカウントでログイ
ンしていることになりわかりやすいと思うから。
 クラスに参加する方法がわかれば、自分でネットでも調べられるので、あとはマニュアル化しなくて
もいいような気がする。（枚数が多すぎる）
 PC用のP1にあるGoogle classroom 公式サイトにアクセス」というところが初めて使う人にはわか
りにくいのでは？公式サイトならURLを貼ってほしいと思った
教師用マニュアル
 初めてClassroomを使用する人のためにチュートリアルがあればいいように思う。（今のマニュアル
ではクラスの中身がないままで先に生徒を招待する説明になっている）
 連絡先アプリなどGoogleの別の機能の説明はなくても良いように思う。
スマホ版マニュアル
 ios 11.2.6で確認したが、表示されるメニューも違うところがある。例えば、教師用P32「投稿した
い動画．．．」の説明のところでyoutubeは存在しない。
 スマホのソフトウェアバージョンやIPhoneやAndroidによって変化するようなところは、図を多用し
ないほうが今後のために良いのかもしれない。

 実験講座システムの評価
・前述4名の評価者受講者の立場で講座に参加してもらい、全体アンケートに回答してもらうことで評価した。
Classroom





時間はもう少し短い方が良い。そのほうが集中できるので。
記述式の回答欄で、箇条書きにしたいのに改行できないのが使いにくい。
実験講座の中で科目ごとに階層化されていると見やすいと思った。
空き時間にムービーを見ることが多いのでテストの提出が一度きりだと回答するのが難しい。
１問ごとに小分けにするとか、3回までは解答できるようにするほうがよい。







記述式は気軽にできないので、別の課題になっていた方がよい。
どの演習問題を提出済かどうか確認できるほうがよい。
アンケートも、自分がすでに投稿したのかどうかがわかるとよい。
音声も教室外の声が大きく、気になるときがあるので撮影場所等の配慮が欲しい。
授業の合間に、先生からの声かけがあった方がよい。小さな質問を盛り込むなど。

Moodle
※ 映像については、Classroomの場合と同じなので割愛
 もう少し文字数が少なくて済むような工夫はないのか
 オプションボタンが小さい

 カリキュラムが増えるとよい
 スクリーンの板書の今どこの説明をしているか、指さしマークがほしい。
 受講者間の横の交流、先生と一対一でお話しできる環境がほしい
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