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あらまし：キャリア教育では，社会的・職業的自立に必要とされる能力を育成するために学習者の主体

的な取り組みが求められるが、その実践方法の一つとして学習者間の相互評価学習が考えられる．本稿

では，キャリア教育における Moodleのワークショップモジュールを用いた相互評価の実践について受

講生のアンケートをもとに報告し，評価能力と自己効力感の向上の観点から，相互評価学習のあり方と

評価方法について考察する． 
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1. はじめに 

キャリア教育で育成すべき基礎的・汎用的能力の

一つである「自己理解・自己管理能力」は，「今後の

自分自身の可能性を含めた肯定的な理解に基づき主

体的に行動する」力とされている．また，若林ら

（1983）は，自己の有能性に関する肯定的概念と職

業レディネスとの間に正の相関が見られることを指

摘している(1)．主体的なキャリア形成のためには，

自己の個性を理解した上で自己を肯定的に捉える姿

勢が不可欠であるといえよう． 

自己肯定感の育成や自己理解の深化には，学生参

加型の体験的な要素を取り入れると同時に，自身の

学びを振り返るプロセスが重要である．筆者はこれ

まで，キャリア教育における学生参加型の取り組み

として，Moodle のワークショップモジュールを用い

た相互評価学習を実践してきた(2) (3)．本稿では，複

数学期にわたって相互評価学習を繰り返すことによ

って，キャリア態度および相互評価についての感想

がどのように変化したか，学習者へのアンケート結

果をもとに報告し，評価能力と自己効力感の向上の

観点から考察する． 

 

2. 授業実践と調査の概要 

2.1 授業実践 

短期大学に在籍する 1年生 3クラス 54名を対象に，

2010 年度後期のキャリア教育科目において，全 15

回のうち第 13 回および第 14 回の 2 週にわたって，

Moodle のワークショップモジュールを使った相互

評価学習を実施した．発表内容は，就職活動を前提

とした自己 PR であり，発表時間は 1 人 3 分であっ

た．評価の対象として，あらかじめ評価者 1 人につ

き 5 人の評価対象を割り当て，評価入力時間を確保

するため，対象の発表が連続しないように留意した． 

実践方法における前期との相違点として，評価項

目と基準の変更が挙げられる．評価基準を明確にす

るため，10 の評価項目について 5 段階のルーブリッ

クを学習者に提示した．また，プレゼンテーション

のテーマは前期と異なるものとした． 

2.2 調査の概要 

相互評価学習によるキャリア態度の変化と，自分

の発表の振り返りを目的として，Moodle の小テスト

モジュールを用いた相互評価学習に関するアンケー

トを相互評価学習終了後の第 15 回に実施した．アン

ケートの項目は前期相互評価学習実施時とほぼ同一

の内容であるが，前期と比較した評価能力の向上に

関する設問を加えた．また，同様に第 15 回に，受講

者の自己効力感の測定を目的として，特性的自己効

力感尺度」(4)を用いて，Moodle の小テストモジュー

ルによる調査を行った． 

 

3. 結果と考察 

3.1 相互評価の結果 

自己評価および他者評価の平均は表 2 の通りであ

る．概ね自己評価は厳しく，他者評価平均のほうが

点数が高くなる傾向が見られた． 

表 1 相互評価の集計結果  

項目 平均値 (SD) 

自己評価（40 点） 21.14 (6.081) 

他者からの評価の平均（40 点） 27.09 (5.373) 

(N=39) 

3.2 相互評価に関するアンケートの前後期比較 

相互評価後に実施したアンケートについて，前期

と後期の実施結果を比較したものを表 2 に示す． 

相互評価が良かったところの発見よりも改善点の

発見につながったという傾向は，前期と同様であっ

た．「前期に行った相互評価と比較して，自分の評価

能力は向上したか？」という設問に対しては，全体

の 84.6％が「非常に向上した」または「やや向上し
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た」と肯定的に回答した． 

表 2 相互評価に関するアンケートの前後期比較 

 (N=70) (N=39) 

項目 
前期 

（SD） 

後期 

（SD） 

キャリア（自分）について考える

ことができたか？ 

4.47 

(0.56) 

4.23 

(0.77) 

今後キャリア形成のために行動し

ようと考えているか？ 

4.09 

(0.58 

4.29 

(0.56) 

他の学生から評価－良かったとこ

ろを発見できたか？ 

4.00 

(0.76) 

4.00 

(0.88) 

他の学生から評価－改善点を発見

できたか？ 

4.34 

(0.63) 

4.49 

(0.59) 

他の学生を評価－良かったところ

を発見できたか？ 

3.83 

(0.72) 

3.66 

(0.90) 

他の学生を評価－改善点を発見で

きたか？ 

4.20 

(0.69) 

4.38 

(0.67) 

他の学生を評価することは難しか

ったか？ 

4.01 

(0.73) 

3.82 

(0.84) 

前期と比較して評価能力は向上し

たか？ 

 3.92 

(0.76) 

 

3.3 自己効力感尺度 

「特性的自己効力感尺度」の調査結果を表 3 に示

す．18 歳から 24 歳の女性の平均得点は 76.42 点（標

準偏差 10.57）である(4)が，対象クラスの平均はそれ

よりやや低かった． 

表 3 自己効力感尺度の結果  

項目 平均値 (SD) 

自己効力感尺度 70.05 (11.54) 

(N=39) 

3.4 評価能力の向上 

評価能力の向上について検討するため，「前期と比

較した評価能力の向上」と他の項目との相関係数を

算出したところ，「他の学生から評価-良かったとこ

ろ」「他の学生を評価-良かったところ」との間にそ

れぞれ有意な正の関係が見られた（表 4）． 

また，自己効力感と他の項目との相関を同様に算

出したところ，「他者からの評価」との間にのみ弱い

負の相関が見られた（表 5）． 

 

4. 終わりに 

今回の結果から，より効果的な相互評価学習を実

現するために，2 つの課題が挙げられる． 

1 点目は評価能力向上の指標である．本稿では，

学習者へのアンケートによって評価能力の向上を確

認したが，客観的指標との組み合わせを検討する余

地がある．例えば，Moodle のワークショップモジュ

ールには，他の学習者や教師による評価との乖離の

度合いによって，評価作業に対する評点が自動的に

付与される仕組みがある．今回はこのシステムにつ

いて学習者への説明は行わなかったが，他者と比較

した自己の評価の妥当性を知ることで，評価能力の

把握と向上に役立つ可能性があるといえよう． 

2 点目は，自己効力感の測定方法である．自己効

力感には 2 つの水準があり，1 つは教育場面におけ

る研究で用いられる課題や場面における行動に影響

を及ぼす自己効力感，もう 1 つは，より長期的に一

般化した日常場面における行動に影響する自己効力

感である(5)．本稿で用いた「特性的自己効力感尺度」

は後者に当たるが，前者の教育場面での課題に対す

る自己効力感と組み合わせることによって，相互評

価学習と自己効力感の関係をより詳細に検討できる

のではないかと考えられる． 
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