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1111．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに    

 アルバイト先では，敬老の日や大晦日など人手

が足りないため臨時のアルバイトを雇っている．

しかし，忙しいために雇ったはずの臨時のアルバ

イトが入ると一時的に業務が滞ってしまい，仕事

を迅速にこなす事ができなくなってしまう． 

その原因として考えられるのは，臨時アルバイ

トの教育にある．アルバイトに来た当日にいきな

り仕事を与えてもできないのは当然である．仕事

を与える度に，教育係として先輩１人がつかなけ

ればならず，教育係を担当している間は，その人

ば業務を行うことはできない．これでは，人手が

足りないのに臨時でバイトを雇う必要性がなくな

ってしまう． 

そこで，PC 上で仕事の前にあらかじめ短時間で

業務の内容を把握してもらうことを目的として，

教授トランザクション理論に基づく回転寿司の新

人教育用教材を開発した．  

2222....業務分析業務分析業務分析業務分析    

 まず，日雇いのアルバイトがやらなければなら

ない業務の洗い出しを行った．洗い出された項目

は，「皿洗い」「皿以外の洗い物」「たまご」「あら

汁」「海鮮汁」「うどん」「吸い物」の 7種類となっ

た．次に洗い出された業務のそれぞれの手順を明

らかにした．例として，「皿以外の洗い物」の手順

を図１に示す．内容と手順で示した各項目が学習

者に身につけてもらいたい項目にもなる． 

 

食器を洗う 1つの水槽に洗剤を入れる． 

          ↓ 

皿以外の洗い物を水槽につける． 

         ↓ 

水槽の中から 1個ずつ手洗いをし，濯ぎの水槽

につける． 

         ↓ 

濯ぎの水槽がいっぱいになったら, 指示どおり

に分別しながら上げていく． 

図図図図１１１１：：：：業務分析業務分析業務分析業務分析のののの例例例例（（（（皿以外皿以外皿以外皿以外のののの洗洗洗洗いいいい物物物物））））    

3333....システムシステムシステムシステム設計設計設計設計・・・・開発開発開発開発    

3.13.13.13.1    教授教授教授教授トランザクショントランザクショントランザクショントランザクション理論理論理論理論にににに基基基基づくづくづくづく設計設計設計設計    

    教授トランザクション理論(Instructional 

Transactional Theory : 以下 ITT)の目的は，イン

ストラクショナルデザインの原則に基づく効果的

な教授の提供と，設計プロセスの自動化である 1)．

教授トランザクションとは，学習者が特定の知識

やスキル（学習目標）を獲得するために必要な学

習の相互作用の全てのことである．13 分類が特定

されており，各トランザクションごとに教授方略

と知識表現が提案されている． 

 本教材では，同定のトランザクション（部品の

名前や位置を学ぶ）は理解できているものとみな

し，実行のトランザクション（手続きを学ぶ）の

考え方をもとに設計した．実行のトランザクショ

ンでは，手続きの学習に対し 4 つのレベルに分割

した方略を提供している．4レベルの内容と本教材

（皿以外の洗い物）との関連を表 1に示す． 

 

表表表表 1:1:1:1:実行実行実行実行ののののトランザクショントランザクショントランザクショントランザクション    

レベルレベルレベルレベル    ITTITTITTITT    本教材本教材本教材本教材    

（（（（皿以外皿以外皿以外皿以外のののの洗洗洗洗いいいい物物物物））））    

1111    学習者は手出し

をせずに,デモン

スレーションを

見るだけである． 

洗い物についての

デモンストレーシ

ョンを見せる．「次

へ」を押すことで進

行し，「もう一度」

を押すことにより

復習することがで

きる． 

2222    次に行うべきス

テップを学習者

に提示していく．

学習者は指示さ

れた通りに学習

を進めていく． 

「次は洗剤を入れ

てください」のよう

に教材側から次の

手順を指示してい

く．学習者は指示さ

れた通りに進める． 

3333    「次のステップ

を行え」と指示す

るだけのレベル．

学習者は自分の

力だけで学習を

進め，間違えた場

合はその場でフ

ィードバック． 

4 フィードバック

も与えず最後ま

で自分の力だけ

で実行させる．最

後に正解と間違

いを対応表示さ

せる． 

「次のステップを

行え」と指示してい

く．助言はせずに学

習者の力だけで進

める．洗剤を入れる

前に洗い物を水槽

につけるなど，間違

った行動をした場

合はその場で間違

いと伝え最初に戻

る．しかし，正しい

手順はフィードバ

ックしないことと

した．  

 

 実行トランザクションの方略では，レベルを 4つ

用意しているが，3つに変更して設計した．変更し

た理由としては，短時間で教育しなければならな



いことが挙げられる．レベル 3 とレベル 4 の大き

な違いはフィードバックをその都度与えるか最後

に与えるかということなので，ここの 2 つのレベ

ルを 1つにまとめることとした． 

3.23.23.23.2 教材教材教材教材概要概要概要概要    

 新人が学習しなければならない学習項目を選択

することにより学習がスタートする．学習項目に

は業務分析で洗い出された 7項目を用意した． 

本教材の対象者は，祝日に日雇いで雇われた人

材，または，同業職でアルバイトの経験のない初

心者を想定としている． 

 教材の流れは，トップページから学習したい項

目を選択することによりすぐに学習が始まるとい

う簡単な流れになっている．項目選択後はレベル 1

からレベル 3まで順にこなしていくこととなる． 

3333.3.3.3.3 教材教材教材教材のののの実際実際実際実際    

本研究では，PC の学習による業務の理解と効率

化を図るので画面上のインターフェースも実業務

で使用されているものと同様の構造とした．(図 2)

アニメーションを利用し，水の流れる音も再現し

た．学習中はレベル 1 からレベル 3 までで自分が

現在どのレベルを学習しているかを表すゲージを

画面の右上に表示している．また，学習者が次にと

らなくてはいけない動作を画面の右側のほうにコ

メントで表示している．  

 

 
図図図図 2222：：：：システムシステムシステムシステム画面画面画面画面    

3.43.43.43.4 開発環境開発環境開発環境開発環境    

本システムの開発は，ユーザビリティを考慮し

シミュレーションをできる限り見やすいものにす

るために Macromedia Flash MX(Action Script)を

使用した．Flash Player さえインストールされて

いればプラットホームには依存しない． 

4444．．．．評価評価評価評価    

教材で学習させる項目のうち，まず「皿以外の

洗い物」の項目が完成した段階で評価を行った． 

学習者は短時間で学習内容を理解できたのか，

またこの手順を学習する上で不足している点はな

いのか，学習者が行き詰まるとこはないかどうか

を確認した． 

4444.1.1.1.1 評価方法評価方法評価方法評価方法    

評価は，平日の回転寿司の来客が少ないとき大

学生 3名を対象に現場で実施した 2)．事前テストと

しては，被験者を実際に職場に立たせ業務が理解

できていないことを確認し，事後テストでは実際

に業務をこなしてもらった．学習中は観察プラン

によって記録し，その後にアンケートとインタビ

ューを行った． 

4444.2.2.2.2 評価結果評価結果評価結果評価結果 

事前テストと事後テストの結果から，事前テス

トでは 3 名の学習者全員がわからないという解答

であったが，教材を学習したあとの事後テストで

は 3 名とも手順を失敗することなく業務をこなし

ていた．よって業務の流れを正しく理解している

ことが確認された． 

一方で業務の質（残飯の捨て方や洗い方など）

の細かい部分に関してもチェックを行ったが，新

人は丁寧に時間をかけて洗うため，汚れは落ちる

が要領が悪く，残飯の残っている場合の対処もで

きていなかった．よって現在の教材では，教材学

習後にそばについていくつか助言をする必要があ

る． 

新人を教育する際，手順を教えるには筆者の体

感で 5 分ほどの時間を要し，途中で分からなくな

った場合に指導する時間を含めると，15 分程度は

かかってしまう．本教材の学習時間は平均 5.6 分

で洗い場での実際の教育時間は 5.0 分程度であっ

たので，教育時間を短縮できることが示唆された． 

5555．．．．まとめとまとめとまとめとまとめと今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    

 本研究では，ITT に基づく新人教育のためのシミ

ュレーション教材の開発を行った．評価結果から，

本教材を学ぶことにより，学習者は業務の正しい

手順を把握できるということがわかった．一方で，

業務の手順を学習することはできたが，残飯の捨

て方や洗い方といった細かなところまでは学習す

ることが不可能であり助言が必要となったため，

ここが教材の限界であった． 

今後の課題としては，完成された項目をもとに

残された項目も開発を進めていくとともに，現在

この教材で学習できていない部分をどのようにす

るかを検討していく必要がある． 
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