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演習状況把握システムの開発
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概要：我々は、プログラミング系の科目における、演習時間を支援するために「サポちゃん」というシス
テムを開発している。演習時間中には、受講生は演習課題を解き、それを教員や TAが正誤のチェックを

している。本システムは、受講生からの演習チェック依頼や質問依頼、受講生の演習の進捗状況の把握を

支援する。従来、受講生からのチェック依頼を見逃すことや、受講生からの質問が少ないという問題点が

あった。本研究では、これらを解決するために、モバイルデバイスの通知機能を活用する機能を開発した。

実際の講義時間に本システムを運用し、評価実験を行った。

キーワード：プログラミング演習, 授業支援, モバイルデバイス

Development of Exercise Status Monitoring System

Abstract: We are developing an Exercise Supporting System: SAPO-CHAN. Students solve programing
problems in programing exercise class. Teachers and Teaching Assistants check the results. Our System
supports to send checking request from students. Our System also supports to understand a situation of
exercise. However, our system often do not notice the request. In this study, we use push notification of
mobile OS to solve this problem.
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1. はじめに

九州産業大学理工学部のプログラミング系の科目では、

受講生が PCを用いて演習課題に取り組む時間がある。本

研究では、演習課題に取り組む時間のことを「演習時間」、

各演習課題を解き終えた人数のことを「演習進捗状況」と

呼ぶ。演習時間中、受講生は挙手もしくは黒板に自分の座

席番号を書いて担当教員および TA/SA を呼び、演習課題

の解答の点検もしくは質問をする。本研究では、担当教員

および TA/SAを「演習担当者」を呼ぶ。また、演習課題

は演習時間中に必ず解かなければならない基礎的な内容の

必須課題と、演習時間外で解くと評価が加点される応用的

な内容の上級課題がある。演習時間中において、受講生は

演習課題を解いたり、演習担当者からの点検を受けたりし

ている。そのため、自分の演習課題に取り組むペースが速

いのか、もしくは遅いのかということが分からない。この

際、演習課題に取り組む姿勢が停滞し、演習時間内に必須
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課題を解き終わらない受講生や上級課題に取り組まない受

講生がいる。一方、演習担当者は 演習時間中に、受講生一

人ひとりの演習進捗状況を見てまわらなければならない。

そのため、クラス全体の演習進捗状況を把握することが困

難という問題点がある。このような問題を解決するために

下川研究室ではサポちゃん [1], [2] を開発している。最新版

であるサポちゃん 3rd[3]は演習進捗状況を可視化し、演習

時間中の受講生と演習担当者を支援するシステムである。

しかし、サポちゃん 3rd には、受講生からのチェック依頼

を見逃すことや、受講生からの質問が少ないという問題点

があった。本研究の目的は、通知を用いて演習の進捗を支

援し、演習を円滑に進めることである。

2. 演習状況把握システム：サポちゃん

2.1 システム概要

サポちゃん 3rdとは、演習進捗状況を可視化し、演習時

間中の受講生と演習担当者を支援するシステムである。サ

ポちゃん 3rdが対象としている講義は、受講生が演習時間

中に PCを用いて演習課題を解く講義である。演習時間と
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は、演習課題に取り組む時間のことである。サポちゃん

3rd のシステムの流れは、次のとおりである。まず、受講

生が PCから「依頼」を行う。依頼とは、受講生が演習課

題の解答の点検や質問のために、演習担当者を呼ぶことで

ある。依頼の画面を図 1に示す。

図 1 依頼画面

Fig. 1 Request Dialog

依頼がサーバに届くと、演習担当者は、サーバ上の依頼

をタブレットで確認し、その依頼を基に受講生への「対応」

を行う。演習担当者とは、担当教員および TA・SAのこと

である。対応とは、演習担当者が、受講生の演習課題の解

答の点検や質問に対する指導を行うことである。この際、

演習担当者は、演習課題の解答の点検を行うか、質問に対

する指導を行うか、どちらかを選択できる。演習対応画面

を図 2に示す。

図 2 演習対応画面

Fig. 2 Respond Screen

対応終了時に、演習担当者はタブレットからサーバに対

応が終了したことを送信する。その他にも演習担当者は、

受講生がいつ演習課題を解き終えたのか、どのくらい演習

課題を解き終えたのかという情報を確認できる。また、過

去の演習結果や小テストの結果を確認することができる。

サポちゃん 3rd を使用することで、以下のことが実現で

きる。

• 受講生
– 挙手または離席が不要なため、次の作業に進むこと

ができる

– 依頼の順番通りに対応してもらえる

– 待ち人数が表示されるため、対応される順番がわかる

• 演習担当者
– 対応の内容を共有することができる

– 受講生の演習進捗状況を確認することができる

2.2 サポちゃんの問題点

サポちゃん 3rdでの問題点は以下のとおりである。

( 1 ) 受講生の依頼機能の不具合

( 2 ) 演習担当者の演習進捗状況で表示される情報が不十分

( 3 ) 演習担当者の依頼確認機能が不十分

( 4 ) 受講生が質問依頼を積極的に利用してくれない

これらの問題点を解決するために、本研究では、サポ

ちゃん 4thを開発した。

3. 演習状況把握システム：サポちゃんの通知
機能の開発

サポちゃん 4th では、受講生及び演習担当者それぞれに

通知機能を追加した。受講生側は、演習を解き終わる目標

となる目標時刻の通知機能を、演習担当者側は、依頼が届

いたことを通知する依頼通知機能を、それぞれ追加した。

3.1 目標時刻通知機能

目標時刻通知機能は、演習課題毎に設定された目標時刻

ごとに、受講者のブラウザ上に通知をする機能である。目

標時刻通知機能の画面を図 3 に示す。受講生のページは
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60 秒に 1 度自動的にリフレッシュされる。リフレッシュ

時に、サーバ上でプログラムが実行され、演習課題を設定

された目標時刻までに解くことが出来なかった場合、目標

時刻通知がポップアップで表示される。

図 3 目標時刻通知画面

Fig. 3 Target Time Notification Dialog

3.2 依頼通知機能

受講生が依頼を出したことを演習担当者に通知する機能

である。受講生は、演習担当者に対して、演習のチェック

を依頼するときや質問をしたいときに、サポちゃんを用い

て依頼を送信する。従来のサポちゃんでは、演習担当者は

依頼状況を確認するための画面を利用して依頼状況を把握

していた。すなわち、依頼状況確認画面を見ない限り、新

規の依頼が届いていることに気がつくことはできなかっ

た。例えば、本システムを用いて受講生の小テストの状況

を確認している最中に依頼が届いても、演習担当者が依頼

状況確認画面を見るまで、その依頼の対応をすることがで

きなかった。

そこで、本研究では、モバイルデバイスの通知機能を用

いて、新規の依頼が届いたことを、演習担当者の端末にプッ

シュ通知するようにした。依頼通知画面を図 4に示す。本

研究ではプッシュ通知の実装に Firebase Cloud Messagin

(FCM) [4] を用いている。

4. 評価

本システムの評価実験は 2018年 11月 14日のプログラ

ミング基礎 Iと 2018年 12月 12日のプログラミング基礎 I

で行った。第 1回評価実験に使用したシステムは依頼通知

機能の実装前に行った。第 2回評価実験に使用したシステ

ムはデータベースでテーブルの追加を行った。これは、第

1回評価実験受講生のアンケート結果の本システムの改善

すべき点や要望の項目から、あなたの番です、と表示され

てもなかなかこなかったという意見があったためである。

図 4 依頼通知画面

Fig. 4 Request Arrival Notification Dialog

表 1 第 1 回評価実験 受講生のアンケート結果

Table 1 Evaluation Result of 1st Experiment(Students)

アンケート項目 平均

Q1. 目標時刻の通知が目安になった 2.9

Q2. 目標時刻の表示はわかりやすかった 2.8

また、演習問題のチェックボックスを押したあと、登録を

押さずにブラウザバックをした場合、警告のポップアップ

表示が出るように改善を行った。これは、第 1回評価実験

演習担当者のアンケート結果の、本システムの改善すべき

点や要望から、チェック対応の時に、問題のチェックボッ

クスを押さずに登録した時の警告が欲しいという意見が

あったためである。

4.1 第 1回評価実験

第 1回の評価実験は 2018年 11 月 14 日のプログラミン

グ基礎 I の 2 クラスで行った。演習問題は 5題あり、演習

中に実際にシステムを利用してもらい、終了後にアンケー

トを実施した。受講生の人数は 95名、演習担当者の人数

は 9名で、アンアンケート調査では、受講生 95名と演習

担当者 9名から回答があった。アンケートは 4段階評価と

記述式の項目がある。

4.1.1 受講生の評価結果

アンケート項目のうち、受講生の 4段階評価のアンケー

ト結果の平均を表 1に示す。

2つの設問について、それぞれ、回答者の平均が 2.9、2.8

であったことから目標時刻の通知は高評価であったことが

わかる。

また、受講生からの自由記述のうち、目標時刻通知に関

係する主なコメントを以下にまとめる。

• Q1.の理由を教えてください。

– どれくらいの速さで終わらせるのか目安になった

– 自分が遅れていることがわかった
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表 2 第 1 回評価実験 演習担当者のアンケート結果

Table 2 Evaluation Result of 1st Experiment(Educators)

アンケート項目 平均

Q1. 演習進捗表示画面が進捗の把握に役立った 3.1

Q2. 本システムで演習チェックや質問対応は円滑に行えた 3.3

– 目標時刻までに解けなかったら、SAさんに質問しよ

うと思うことができたから

– 見ていなかった

– 気にならなかった

• Q2.の理由を教えてください。

– わかりやすかった

– 色が変わっていてわかりやすかった

– 画面の左側に出るため作業に集中できたから

• 本システムを利用する上でトラブルやうまく行かな
かったことがあれば教えて下さい。

– あなたの番です、と表示されてもなかなか来なかった

– できるだけリアルタイムで表示して欲しい

自由記述でも、目標時刻を設置することで、作業の遅れ

に気づき、進捗を意識して作業を進めることができたとい

う意見が多かった。このことから、目標時間の通知は演習

の進捗管理に役に立ったと言える。利用する上でのトラブ

ルのうち、「あなたの番です、と表示されてもなかなか来な

かった」というものについては、2回目の実験までに改良

済である。

4.1.2 演習担当者の評価結果

アンケート項目のうち、演習担当者の 4段階評価のアン

ケート結果を表 2に示す。

アンケート結果のうち、4段階評価の項目については、

それぞれ平均 3.1、3.3と高い評価を得ることができた。

演習担当者からの自由記述のうち、演習進捗表示画面に

関係する主なコメントを以下にまとめる。

• Q1.の理由を教えてください。

– 学生が全体でどのくらい進んでいるかぱっと見てわ

かるので良かった

– 別のページへの遷移やオートローディングがないの

がわかりにくい

– 見る時間がなかった

• Q2.の理由を教えてください。

– すぐにチェックに行くことができた

– 質問したい人がわかりやすかった

– 名前や番号を聞く手間が省けたので楽だった

• 本システムを利用する上でトラブルやうまく行かな
かったことがあれば教えて下さい。

– 演習チェックの際に、問題のチェックボックスを押

さずに登録と押してしまった

– 演習チェックボタンの後に対応ボタンを押し忘れる

ことがあった

表 3 第 2 回評価実験 受講生のアンケート結果

Table 3 Evaluation Result of 2nd Experiment(Students)

アンケート項目 平均

目標時刻の通知が目安になった 3.1

目標時刻の表示はわかりやすかった 2.9

自由記述でも、演習進捗画面の見やすさやシステム全体

の使いやすさについて高評価を得ることができた。また、

システムを利用することでスムーズに演習チェックができ

たことがわかる。このことから、本システムを用いること

で演習を円滑に進めることができたと言える。利用する上

でのトラブルのうち、演習チェックの際の登録ボタンの押

し間違えを防止するため、2回目の実験までに警告のポッ

プアップ表示が出るように改善を行った。

4.2 第 2回評価実験

第 2回の評価実験は 2018年 12月 12日のプログラミン

グ基礎 Iの 2クラスで行った。演習問題は 3題あり、演習

中に実際にシステムを利用してもらい、終了後にアンケー

トを実施した。受講生の人数は 93名、演習担当者の人数

は 9名で、アンアンケート調査では、受講生 93名と演習

担当者 9 名から回答があった。

4.2.1 受講生の評価結果

アンケート項目のうち、受講生の 4段階評価のアンケー

ト結果の平均を表 3に示す。

2つの設問について、それぞれ、回答者の平均が 3.1、2.9

であり、1回目同様高い評価を得ることができた。

また、受講生からの自由記述のうち、目標時刻通知に関

係する主なコメントを以下にまとめる。

• Q1.の理由を教えてください。

– 時間を決めることで、早く終わらせようと思った

– どのくらいの人が問題を解けているかがわかった

– 平均回答時間との差を知ることができた

– 問題を解くのに集中しすぎて目標時刻を見れていな

かった

• Q2.の理由を教えてください。

– 見やすかった

– 定期的に出てくるので見やすかった

– 音も加えた方が良いと思う

• 本システムを利用する上でトラブルやうまく行かな
かったことがあれば教えて下さい。

– 途中で順番が更新されなかった

– 重たくなって表示されないことがあった

自由記述でも、目標通知時刻を意識して問題を解いた

り、自分のペースが遅いことを認識して問題を解くことが

できていたようであった。また、見やすさについても高評

価を得ることができた。自由記述のうち、本システムを利

用する上でのトラブルにある更新されない、表示されない
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表 4 第 2 回評価実験 演習担当者のアンケート結果

Table 4 Evaluation Result of 2nd Experiment(Educators)

アンケート項目 平均

演習進捗表示画面が進捗の把握に役立った 2.8

本システムで演習チェックや質問対応は円滑に行えた 3.9

といった意見については、原因を調査する必要がある。

4.2.2 演習担当者の評価結果

アンケート項目のうち、演習担当者の 4段階評価のアン

ケート結果の平均を表 4に示す。

アンケート結果のうち、4段階評価の項目については、

それぞれ平均 2.8、3.9と、1回目に続き高い評価を得るこ

とができた。

演習担当者からの自由記述のうち、演習進捗表示画面に

関係する主なコメントは以下の通りである。

• Q1.の理由を教えてください。

– 通知が来ることで、チェックに行かないと、と思った。

– 演習 1問に対する所要時間が長かったので、通知機

能が役に立った。

• Q2.の理由を教えてください。

– 依頼者が被ることがなかった。

– 前回よりスムーズに使うことができた

依頼通知機能が役に立ったという意見が多く見られた。

この原因としては、第 2回目の評価実験時の演習の問題数

が 3問だったことが効いているのではないかと考える。す

なわち、受講生が問題を解く時間が長くなったため、演習

チェック依頼が来ない時間が長かった。つまり、演習依頼

が散発的に届くような状況では、本機能は有効と言えるの

ではないかと考える。

5. おわりに

九州産業大学理工学部のプログラミング系の科目では、

受講生が PCを用いて演習課題に取り組む時間がある。演

習時間中、受講生は挙手もしくは黒板に自分の座席番号を

書いて担当教員および TA/SA を呼び、演習課題の解答の

点検もしくは質問をする。演習時間中において、受講生は

演習課題を解いたり、演習担当者からの点検を受けたりし

ている。そのため、自分の演習課題に取り組むペースが速

いのか、もしくは遅いのかということが分からない。この

際、演習課題に取り組む姿勢が停滞することがある。一方、

演習担当者は 演習時間中に、受講生一人ひとりの演習進

捗状況を見てまわらなければならない。そのため、クラス

全体の演習進捗状況を把握することが困難という問題点が

ある。サポちゃん 3rd では受講生の依頼機能の不具合、演

習担当者の演習進捗状況で表示される情報が不十分な点、

演習担当者の依頼確認機能が不十分な点、受講生が質問依

頼を積極的に利用してくれない問題点がある。本研究の目

的は、通知を用いて演習の進捗を支援し、演習を円滑に進

めることである。そのために、問題点を解決し目的を達成

するためのシステム「サポちゃん 4th」を開発した。サポ

ちゃん 4th は、進捗の状況、依頼の状況を把握しやすくす

るために、目標時刻通知機能と依頼通知機能 2つの機能の

実装を行った。1つ目の目標時刻通知機能では、演習の進

捗が遅い学生に対し、目標時刻に到達したことを伝えるこ

とで、進捗が遅いと自覚させるようにした。2つ目の依頼

通知機能では、学生からの依頼に対して、演習担当者がそ

の依頼に気づかない事がある。その依頼が来た事を伝える

ことによって、演習担当者が依頼に気付きやすくした。本

研究では、新たに開発したサポちゃん 4th をプログラミン

グ基礎 I の講義中の演習時間に使用してもらい、評価実験

を行った。受講生のアンケート結果から、本システムの依

頼画面に目標時刻が表示されたり目標時刻が通知されるこ

とで、演習問題を解いたり質問をする際の目安になったと

いう質問と、目標時刻の通知の表示は、分かりやすかった

という質問に対して高い評価を得ることができた。また、

演習担当者のアンケート結果から、本システムの依頼通知

機能は、依頼の把握をするために役立ったという質問と、

このシステムでの演習チェックや質問対応は円滑に行えた

という質問に対して高い評価を得ることができた。このこ

とから本研究の目的は達成できたと言える。

本研究の今後の課題は以下のとおりである。1つ目は依

頼通知機能のフォアグラウンドでの依頼通知である。フォ

アグラウンドとは、現在操作できるアクティブなタスクの

ことである。現在は 演習担当者はブラウザがバックグラン

ドのときしか依頼通知が表示されない。そこでフォアグラ

ンドでの依頼通知を追加することで、依頼対応中でも依頼

が届いたことに気付きやすくなるのではないかと考える。

2つ目は、目標時刻通知や依頼通知をより気づきやすく改

良することである。
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