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Ⅰ．オンライン授業の準備
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教務部教務課

．本当にオンライン？

年 月、年度じまいの教務作業に追われる中、新型コロナウイルスの世界的な感染状況を注視しながら、

新年度の開講準備が進んでいた。この頃は、対面での授業実施を前提として、いかに例外対応を広げられるかと

いう議論であった。 月中旬になって、感染状況への危機感が高まり、本学においても春休みで母国へ帰国して

いる留学生が 月の開講までに再入国できない状況が現実のものとなった。日本人学生や保護者をはじめとする

関係者からも、山梨への移動や、新年度のキャンパスでの授業開講を心配する声が相次ぐようになった。

この時期、東京の大規模私立大学を中心に、オンラインでの授業実施を公表する動きが目立ち始めた。本学に

おいても学生 名を擁する私立大学として、オンラインを積極的に推進し新年度の授業提供を保証すること

が、教育現場の最優先課題と認識されていった。

．オンラインへの転換と「授業指針」の発出

本学における方針としては、 月 日の合同教授会で、 年度前期の授業を原則的にオンラインで行うこ

とが学長から示された。これを受けて教務課では、学部長をはじめとする先生がたのご協力をいただき、すべて

の教員を対象にオンラインでの授業準備や追加対応の必要性を調査・把握し、学内各部所と協力体制をとること

となった。これと併行して、検討してきた前期授業の開講時期についても、教員や学生にオンライン対応への準

備期間が必要であることがわかってきた。

現場の検討がピークを迎えた 月 日には文部科学省から通知が入り、学校における感染症対策の指針のほ

か、学事日程の弾力化や遠隔授業の活用が示され、本学でのオンライン転換も制度的に保障され、確実に実施す

ることとなった。これを受け教育・研究担当副学長とともに「授業指針」を設計し、 月 日には担当副学長兼

任であるコロナ対策チームリーダーから以下の方針を学内に展開するサポートを行った：

１．学事暦における特別休講期間の設定

２．遠隔授業への具体的方法の指示（日程や学修指導）

３．オンラインツールの活用と出席確認

４．対面でやらざるを得ない場合の注意指示

５．保健管理体制

．得られたもの：「授業指針」「協働」「実績データ」

世界的なパンデミックとはいえ、突然の方針転換に教職員の混乱も小さくはなかった。教務課では、この状況

下で大学と教員をつなぐ役割を自覚し、「授業指針」の導入を計ったことは新しいサポートであり、コロナ禍の状

況を反映しながら現在まで第 版を刊行し、授業提供を支えてきている。

実際の授業の実現には、先生方の並々ならぬご尽力のほか、それを支える学内各所の協働があってのことだと

改めて思う。 年度前期および後期の授業開講のデータを添えて、皆さんのご協力に心からの敬意と感謝をお

伝えし、本寄稿とする。
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以上

2020年度　授業開講状況　山梨学院大学 教務課
前期 合計
専任教員
兼任教員
合計

後期 合計
専任教員
兼任教員
合計

（後期は原則オンラインは解除）

オンライン 対面 休講

オンライン 対面 休講
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情報基盤センター

大学の授業を遠隔環境下で実現可能とする課題解決は、幼稚園から短期大学を含む大学・大学院までの学校種

における 環境の提供が主たる職掌である法人本部・情報基盤センターの業務領域を拡大し、学内会議を含め

大学における 利活用を加速度的に進める契機となった。

オンライン授業を成立させるための 課題は、学生に対する や通信デバイスとサービスの選定、調達、

配付、保守・管理体制の構築に加え、授業をホストする全ての教員が早期にオンライン授業ツールを習熟したこ

とが最も重要な成功要因であったと考える。教員の大半は、教育・研究活動においてオンライン会議ツール（ ）

の利用経験が皆無であったため、急遽、オンライン授業を実施するための操作研修会を開催し、 月下旬から

月上旬にかけ計 回、延べ 名の教員が参加した。また 用に特化した除菌剤による感染予防および 密対

策を講じた 実習室を開放したことも、円滑なオンライン授業の実現に寄与したと言える。

更に、課題解決策を策定する過程においては、学生の自宅 環境の実態把握、学生および教員の リテラ

シーの状況把握、および新しい取り組みに対する適応力強化の にも繋がった。なお、補完的な取り組みでは

あるが、ユーザーサポートデスクを地元企業に業務委託し、試験的ではあるがチャットボットの構築にも着手す

ることが出来た。

「学びを止めない」という大学の使命に寄与する情報システム部門の取り組みは、今後の 推進を検討する

上で有意義な成功事例であったと言える。オンライン授業に対する親和性が低いと考えられる実技実習やアクテ

ィブ・ラーニング、ワークショップ型授業などの実施に関する課題はあるものの、大人数講座型授業におけるオ

ンライン授業ツール機能の利活用や 型授業コンテンツによる復習、 密対策を講じた対面集合型とオンライ

ンのハイブリッド型授業の実施において有効性が実証された一面もあり、中期的な取り組みとして計画している

を活用した教育および学びの促進、また学生による 機運の高まりと合わせて、経年劣化が著しいキャン

パス内の通信ネットワーク環境のリニューアルや強化の契機となるものと考える。
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Ⅱ．授業実践

注記：

以下の授業は、 年度前期授業アンケートにおいて次の質問（「課題への添削、評価、講評が、学びの機会と

なるように実施された」「この授業への参加の仕方や授業資料・課題などへのアクセスの仕方をわかりやすく示

してくれた」「この授業への参加を促すために、様々なことをしてくれた」）に対する肯定率（「当てはまる」

「やや当てはまる」の合計）が高い科目（加えて 年生以上履修科目で履修者数 名以上）の一部を選出した

ものである。
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授業名：日本政治史

担当教員：原 禎嗣（法学部政治行政学科）

授業の到達目標・内容・運用・課題

 日本政治史は我が国の歴史を「政治」という観点から整理、理解し、歴史上に現れた政治体制について自らの言葉で

表現できるようにすることを目標とする専門教育科目である。例年 50 人前後の受講者があり、学期中の課題レポートす

べてを添削指導することが可能な規模であったが、今年度は 120 名超の履修者があり、オンラインでの実施という二重

のマイナス状況からのスタートとなった。以下、オンラインにまつわる技法に関する事柄を中心に報告したい。 

 未体験の「オンライン講義」を初めて意識したのは 3 月に実施された Zoom の使い方の FD であり、オンデマンドか、リ

アルタイムかを選ぶ段では、大いに悩むことになった。受講学生の大半が自律的学習習慣を身に付けているのであれ

ば、ツール、手法を問わず「講義」は成立するだろうが、それはない、という前提で Zoom によるリアルタイム双方向授業

を選んだ。幸運であったのは、4 月から短期大学でオンライン講義を開始することになり、ここで約 1 ヶ月の間、Zoom に

よる講義を「練習」することができたことである。また、ほぼ毎週金曜日に開催された NII の 「４月からの大学等遠隔授業

に関する取組状況共有サイバーシンポジウム」を頻回聴講し、成功事例やツールの使い方を学ぶとともに、現実に生じ

た不具合事例を体験したことで、オンライン講義実施時のフェイルセーフに意を用いることができた。 

 実際の講義に際しては、スライドデータや詳細な資料とともに Zoom の接続情報を 1 日でも早く manaba に、リマインダ

ー付でアップして予習（実際は下読み程度）を求め、講義当日は 15 分ほど前から、オリジナルの待ち受け画面と、著作

権法上規制のかからない音楽データを流した。音楽を流すことで、アクセスしてきた学生が自分の受講(受信)環境を確

認できるようにしたのである。更に自分の「講義用」PC の横に「モニター用」PC を置き、映像と音声が確実に配信されて

いることを確認する。実際に利用することはなかったが、「モニター用」PC は、メインの PC にトラブルが生じた場合、代替

ホストとして用いる予定であった。 

 こうした環境を整えた後、講義はオンラインの特性を最大限活かして「双方向性」の維持を心掛けた。自宅でひとり受講

する学生は、自分の行動が正しいのかどうかも確かめる術がない。そこで音声の呼びかけに対して Zoomのチャットで返

答を求め、擬似的な「会話」を行った。また平時から実践していた respon のアンケート機能で集めた「質問」に次回講義

の冒頭で回答するという「対話」も継続した。この質疑応答は、授業評価アンケート等でも好評であった。大人数のオンラ

イン講義ではなかなかにやりにくい「会話」や「遣り取り」に工夫したことが、学生の高評価に繋がったものと考える。 

 質疑応答は日に日に件数が増え、所要時間も長くなったが、学生の反応が見えないオンライン講義はどうしても講義

の進行が速くなる。そのため長めに質疑応答を行っても講義そのものに遅れが生じることはなかった。とはいえ、学生が

強く望む教員との知的なコミュニケーションを存分に提供するには至らなかったことが残念であり、対面に戻っても続く課

題である。 

 

感想

私たちが大学教員を志したとき、必要とされたのは学識だけであった。しかし今日、教え方の巧拙が学生の修学成果

に結びつくことは疑いない。その上、IT スキルを一定程度以上必要とされるのが、現下のオンライン講義といえよう。特

に IT に関してだけは、さしあたり不自由のない程度の知識があったことも、いくつかの幸運のひとつであった。これから

先は、対面授業にオンラインの利点を組み入れ、学生の修学に益する方法を考えていきたいと思う。 
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授業名：情報社会と情報倫理Ⅰ

担当教員：原 敏（経営学部経営学科）

授業の到達目標・内容・運用・課題

本科目の到達目標は、昨今の情報社会における情報通信技術 に関する知識と、‟情報”に関する権利や倫

理についての学習であり、知識の習得・論理的な自分の意見・多様な集団による違いを理解するのが として

の柱となっている。授業内容・手法は、一般的な黒板への板書の講義スタイルであり、資料の配布は敢えてせず、

自筆のノートを作り、板書されない教員の話を自分で書き加えて講義ノートとさせ、成績評価は毎回の予習と復

習の課題レポートのみにて行っていた。課題レポートは、講義の内容だけで解答できるものは無く、情報収集・

自意見論述・対立意見整理などを、 回 字程度で提出させていた。

コロナ禍に於いて、本科目の転換方針は、‟如何に小労力で、講義内容をオンライン化するか”であった 本報

告者はコロナ禍の教員支援も担当していたため自分の講義準備へ多くの時間を割くことができなかった 。本科

目のアクティブ・ラーニング部分は課題レポートの作成部分にあり 進歩の早い では、教科書的な正解がな

く自らの情報収集からの集約・要約が相当の部分を占める 、授業手法自体は課題レポートへの導入として行っ

ているため、いわゆる講義内作業は発生しない。そのため、純粋に板書スタイルのオンライン化を考えることに

なった。オンライン化には、非同期のオンデマンド 録画資料などを視聴させる か、同時配信 会議システム

などの利用 のどちらかの手法をとることになると思われた。多くの教員はどちらの手法に於いても、プレゼン

テーションアプリを用いてのスライド資料視聴もしくはそこへの口頭説明の追加という形をとると想定したが、

従来、自身の講義メモからの板書というスタイルであった本科目では、そのスライド資料の作成は大きなコスト

項目となってしまう。そのため、‟小労力”として、‟そのまま同時配信する”方向へ舵を切ることになった。

本学では 会議アプリである‟ ”に法人契約を行い、各教員が自由に使える環境が整えられたため、本

科目でも を用いた。本科目の同時配信の特徴的な部分として、①画面共有機能は使わない 受講する学生の

環境がスマホのみなどという脆弱な場合に画面共有機能は大きな負荷になる 、②黒板の代わりにホワイト

ボード 幅 を カメラの画角一杯に映す ホワイトボードの高さ、 カメラの位置、照明などの調整も

行う 、③学生からの反応を見るためのモニタリング機器の設置 配信用のノート に インチ液晶モニタを別

接続、音声も別途スピーカを接続し、ホワイトボード脇の立ち位置からの自然な応答を可能にした 、⑤学生のカ

メラはオフで良いとの指示 講義を聴いて・考えてもらうのが重要であり、無用な緊張を強いたくなかったため 、

⑥講義本体は約 分とし残りの時間は質疑応答 講義外のことも含む 、などが挙げられる。

課題による成績評価方法は、コロナ禍以前と基本的に同じであったが、①課題の提出までには十分な時間 約

週間 を与える、②課題の提出期限は総じて朝 へのアクセス混雑の回避 、③採点基準を含む全体講評

を の掲示板へ必ず投稿する、④全部で に及ぶ課題レポートの配点の事前告知 での掲示 などが、この

コロナ禍への対応で強化した点として挙げられる。

また、本学では 月を全学休講としたため、本来 回あった講義のうち 回を課題などで補う必要があった。

本科目では、 回で 回分の学習範囲を維持するため、講義本体 回での情報密度を下げる方針をとった。逆

に 回相当の課題は、昨年度以前では出せなかった つのテーマを深掘りする課題を出すことで、本科目の到達

目標をより意識させた。

感想

これらの施策の結果、本学で行っている授業アンケートにおいて、オンライン授業に関する質問項目全てで非

常に高い評価を得ることができたため、方針自体は悪くなかったのであろうと考えている。掲示板による課題講

評は、普段質問をしてこない層の学生からの質問を引き出し、‟その場に居ないとわからない”応答を後から観

測するという効果もある様子であった。また、掲示板など学生対応には可能な限り即答を心がけたことも好評価

への寄与となったと思う ブラック勤務を避けるためには” 営業日中の返答”が適切であろう 。
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授業名：政治学原論

担当教員：丸山 正次（法学部政治行政学科）

授業の到達目標・内容・運用・課題

この授業は、政治行政学科の必修選択科目のなかの一つとして位置付けられており、週 回の授業を半期で行

う授業である。受講生は常に 名近くなるが、本年度は 名であった。私の政治学原論は現代政治理論のア

プローチで行っているので、授業の到達目標は、①政治の基本的な概念、たとえば、自由、平等、権力、などの

「抗争的」な政治概念の内容を幅広く、正確に理解すること、②諸種の政策上の争点について自分なりの視点が

得られるようになることである。これらを通じて、学科 のうち、諸種のアイデア・理念を学習する「把握する

力」の育成と、同じ概念でも多様な解釈がありうることから来る「協調する力」の涵養とを目指している。

授業の運用では、全学休講が全 回の授業のうちの 回分に相当したので、 回を を使った同時双方

向型、 回分をビデオ録画によるオンデマンド型授業とした。そして、教科書を指定していたので、授業の前の

予習として指定頁の読書と、それを確認するための事前ワーク（ の小テストで単語記入機械採点テスト）、

レジュメ（重要語句部分を空欄にしたもの）を授業の数日前に（事前準備を考慮して） で配信し、授業中

はそれを使って説明と質問をし（学生は のチャットで答える）て正しい語句を空欄に入れ、授業後には講

義内容に即した確認テストを事前ワーク同様のテスト形式で行い、さらに任意提出だが成績資料にもするとした

発展的な小レポートを求めた。小レポートは のレポート機能での「直接入力」方式にして、エクセルで

一括採点できるようにしたが、半分くらいの履修生が毎回提出してきた。すぐれたレポートは、いくつか次回授

業で読み上げ、講評を加えた。そして一部のものを掲示板に「優秀レポート例」として掲示した。また、授業の

最初は前回内容にかかわる実際の公務員試験問題をレスポンのクリッカーで答えてもらい、正答率を示して理解

度に関心を持たせた（正答率は 割から 割で、これは成績資料にはならない）。以上は、同時双方向だが、オ

ンデマンドでも授業中以外の部分は同様にした。

また、途中と最後に近い時点で、事前ワークと確認テストと小課題レポートの つの成績資料について、その

好成績者（上位 傑）を成績点数合計順でそれぞれ示した。個々の学生は の成績で自分の点数は知って

いるが、合計点がどのくらいの位置かは自分ではわからない。また、テストの内容が質的に違うので、得意な分

野で上位者が異なる。これはモチベーションの維持を図るために行ったが、結果的にとても効果があった（解答

の質と量が良くなっていったので）と思っている。

なお、実際の授業運営で大変だったのは、「機械採点」での「これも正答になりませんか」質問であった。人間

が採点する場合は、意味が合っていれば〇にするが、機械は「完全にその通り」以外を×にする。この点を考慮

して、正答をいくつも入れておくが、それでも想定外があり、その質問が結構多く対応時間が必要であった。あ

とは週 回の授業なので、とにかく問題作りとレポート読み、 での詳細な設定と搭載が忙しかった。

感想

今回、教科書と講義内容は昨年と何も変えていない。変えたのは、レジュメを事前に配信したことと、確認テ

ストを「適語補充」の機械採点にしたことであった。このなかのうち特に前者は、 を入れたときから本当

はやりたかったが、配布資料に原典の抜粋を多く使うため、著作権処理が無理なので、教室で当日印刷配布しか

できなかった。それが今年度からは ができ、加入もしてもらえたので、公衆配信できるようになった。

真面目な学生には、この事前配信がとても好評であった。前節にも書いたが、今年は学生の受講姿勢、そしてレ

ポートのレベルも高かった。学生からの質問や回答も多く、オンラインは想像以上に教育効果は高いと思った。

ただし、受講意欲の低い学生にとっては、教室空間以上に効果はないだろなとも思った。
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授業名：スポーツマネジメント論

担当教員：長倉 富貴（経営学部経営学科）

授業の到達目標・内容・運用・課題

本授業は経営学部の専門科目として設置されており、今年度は 年生以上の 名が履修した。以下項目ごと

に示す。

到達目標：①スポーツマネジメントの概念を理解する。【把握する力】 経営学科 DP①、②スポーツマネジメント

の基本的な考え方で判断できる、【考え抜く力】 経営学科 DP②)、③スポーツマネジメントの視点から社会を捉

えることができる。【挑戦する力】 経営学科 DP③)

教材ツール： 、 、 、 オープンチャット、

授業内容：

＜リアルタイムのオンライン授業＞

・オンライン授業が中心となっても学生への学びとメリットを損なわないために、授業回の数回を振り当て、「ス

ポーツボランティアライセンス」が取得できるよう調整した。具体的には、早稲田大学大学院と日本スポーツボ

ランティアネットワークの映像教材とパワポ資料の使用許可をいただき、 回分（第 〜 回）の授業をライセン

ス取得対象授業として（ライセンス研修講師でもある）長倉の方でリアルタイムのオンラインで解説を行なった。

ライセンスの取得は対象授業を全て受講し課題シートを提出した者を対象に任意とし 名がライセンスを取得

した。そのほかの回はこれまで使っていた教材を元にオンラインでパワポを使用しながら解説。これまで実際に

板書しながら質問ややり取りしながら対面で授業をしていたが、するのとオンラインでパワポを見せて授業する

のでは扱える分量がかなり違い、これまでの授業より多くの資料を用意した。

＜オンデマンドの授業＞

・ネットからアクセスできる有料なコンテンツ（スポーツビジネスに関するシンポジウム、スポーツとキャリア

に関する  動画を指定しオンデマンドで視聴してもらい課題を提出してもらった。また、ネット上に公

開されているプロスポーツリーグの経営情報を指定の設問の答えを探す形で分析してもらい課題を提出しても

らった。

授業の運用：  での授業参加は顔出しは任意とし、意見や質問、発言は全て  のチャットから、顔出しな

い分、コメントや質問は丁寧に拾った。時々質問を投げかけ発言者や正答者には都度ボーナスポイントを付与。

通常の対面授業より発言が多く驚いた。  オープンチャットも併用して授業情報や課題の締め切りなどフォ

ローした。

授業での課題：全て  からの提出。同じ課題をオンライン入力とワードのテンプレートに書き込んでファ

イル提出のどちらかを選べるようにした。課題提出率は非常に高かった。

学生からの授業への主なコメント：

・解説が丁寧でとても分かりやすかったです。

・音声もあったので補足していたりしていて良かった。

・一人一人を見てくれる。

・オンデマンド型と で同時双方向型を混ぜて行うこと。

・ を用い、 を通じて音声で解説をするなど通常講義のように受けることができた。図などが多くてわか

りやすかった。

・パワポをしっかりとマナバに載せてくれて助かった。

・オンライン授業でわかりやすかった。

・大切なところは丁寧に説明してもらった。

・資料だけでなく、動画もありわかりやすかった。

法を予習していることを分かってもらえた点と、履修生が理解できなかったところを再度説明し少しでも理解で

きるように努めた点の 点が関係しているのではないか。そのことは、対面授業であろうと、リモート授業であ

ろうと変わらないと思っている。ただ、教授方法について言えば、この種の科目は、リモートと対面のハイブリ

ッドの相乗効果によって、その効率性・効果性が増大するのではないかと考える。
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授業名：スポーツマネジメント論

担当教員：長倉 富貴（経営学部経営学科）

授業の到達目標・内容・運用・課題

本授業は経営学部の専門科目として設置されており、今年度は 年生以上の 名が履修した。以下項目ごと

に示す。

到達目標：①スポーツマネジメントの概念を理解する。【把握する力】 経営学科 DP①、②スポーツマネジメント

の基本的な考え方で判断できる、【考え抜く力】 経営学科 DP②)、③スポーツマネジメントの視点から社会を捉

えることができる。【挑戦する力】 経営学科 DP③)

教材ツール： 、 、 、 オープンチャット、

授業内容：

＜リアルタイムのオンライン授業＞

・オンライン授業が中心となっても学生への学びとメリットを損なわないために、授業回の数回を振り当て、「ス

ポーツボランティアライセンス」が取得できるよう調整した。具体的には、早稲田大学大学院と日本スポーツボ

ランティアネットワークの映像教材とパワポ資料の使用許可をいただき、 回分（第 〜 回）の授業をライセン

ス取得対象授業として（ライセンス研修講師でもある）長倉の方でリアルタイムのオンラインで解説を行なった。

ライセンスの取得は対象授業を全て受講し課題シートを提出した者を対象に任意とし 名がライセンスを取得

した。そのほかの回はこれまで使っていた教材を元にオンラインでパワポを使用しながら解説。これまで実際に

板書しながら質問ややり取りしながら対面で授業をしていたが、するのとオンラインでパワポを見せて授業する

のでは扱える分量がかなり違い、これまでの授業より多くの資料を用意した。

＜オンデマンドの授業＞

・ネットからアクセスできる有料なコンテンツ（スポーツビジネスに関するシンポジウム、スポーツとキャリア

に関する  動画を指定しオンデマンドで視聴してもらい課題を提出してもらった。また、ネット上に公

開されているプロスポーツリーグの経営情報を指定の設問の答えを探す形で分析してもらい課題を提出しても

らった。

授業の運用：  での授業参加は顔出しは任意とし、意見や質問、発言は全て  のチャットから、顔出しな

い分、コメントや質問は丁寧に拾った。時々質問を投げかけ発言者や正答者には都度ボーナスポイントを付与。

通常の対面授業より発言が多く驚いた。  オープンチャットも併用して授業情報や課題の締め切りなどフォ

ローした。

授業での課題：全て  からの提出。同じ課題をオンライン入力とワードのテンプレートに書き込んでファ

イル提出のどちらかを選べるようにした。課題提出率は非常に高かった。

学生からの授業への主なコメント：

・解説が丁寧でとても分かりやすかったです。

・音声もあったので補足していたりしていて良かった。

・一人一人を見てくれる。

・オンデマンド型と で同時双方向型を混ぜて行うこと。

・ を用い、 を通じて音声で解説をするなど通常講義のように受けることができた。図などが多くてわか

りやすかった。

・パワポをしっかりとマナバに載せてくれて助かった。

・オンライン授業でわかりやすかった。

・大切なところは丁寧に説明してもらった。

・資料だけでなく、動画もありわかりやすかった。
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授業名：競技スポーツ体力論

担当教員：中垣 浩平（スポーツ科学部スポーツ科学科）

授業の到達目標・内容・運用・課題

この授業は，専門教育科目のうち競技スポーツに特化・発展させた科目（競技スポーツコース科目）であり，

共通科目であるスポーツ生理学や体力論で学習した内容を基盤に展開している．この授業の到達目標は， ）体力

的な側面から競技パフォーマンスを捉え、理解すること， ）トレーニング負荷がオーバートレーニングやコンデ

ィション及ぼす影響を理解すること， ）長期的なトレーニング計画（期分け）や試合前のテーパリングの方法を

理解すること（スポーツ科学部 DP①把握する力、②考え抜く力、⑤行動する力）である．

この授業の特徴は，「正解のない問」を学生に投げかける点にある．前述した専門科目の共通教育科目では，基

礎知識を習得することを目的としているため，各課題には明確な答えが存在する．しかし，この授業では，相反

するトレーニング理論 と理論 を紹介し，「自身が指導者ならどちらのトレーニング理論を導入するか，その

理由とともに実際のトレーニングを計画しなさい」など， や書籍で調べても簡単に答えが導き出せない「わ

かりにくい授業」を実践している．

今年度の前期の授業は，学生のインターネット通信環境（データ容量や通信制限等）を予測できなかったため，

（オンライン）ではなく， （オンデマンド）を用いた．事前に，オリエンテーション資料及び講義資

料は，すべて に掲載した．また，各講義回の質疑応答スレッドを準備した．なお，オリエンテーション資

料には， ）「わかりにくい授業」を実施することとその理由・目的， ）レポート課題（ つ）とその配点， ）

成績評価基準を示した．オンデマンド特有の対応としては，一部の講義資料に人工音声読み上げ機能（講義資料

補足説明用，コマンドボタンからマクロ実行）を設定したこと（ ， 環境のみ対応，その

他環境用に音声を抽出した ファイルは別途準備），希望者に対して提出されたレポートのフィードバックを

繰り返し実施したことの 点があげられる．レポートのフィードバックは，約半数の者が希望し，数回のやり取

りを経て，その内容をブラッシュアップしていくことができた．一方，フィードバックを希望しなかった残りの

半数のレポートは，一部を除いて厳しい評価にならざるを得ない内容であった．この授業は，発展的な内容の授

業であるため，意欲ある学生に対して時間を費やすことを選択した．一方，履修者全体を一定の水準に到達させ

ることは，通常時よりも疎かになったと言わざるをえない．

感想

今年度（特に前期）は，各授業において多くのレポートが課されていたようであり，学生も疲弊しているよう

に思われた．例年と比較して，全体の学習時間（各授業における課題の数やそれに費やす時間の合計）がどのよ

うに変化したかを把握することも重要になるであろう．

・ で授業をしたときの授業がわかりやすかった。

・資料の他に、自身の経験を語ったり、例を挙げていたのでわかりやすかった。

感想

とにかく試行錯誤の 回であった。授業開始当初は学生に顔出しでの授業参加をお願いしていたが、運転し

ながら食べながら、寮で同室の学生と会話しながらという様子を目にしてしまうと私自身が授業に集中できず、

また真面目に授業受けている学生にも悪影響、また授業を受けている姿をほかの学生にスクショされる、ビデオ

オンだと通信が不安定になる等、ビデオオンにするメリットがあまり感じられなかったので思い切ってビデオオ

フで という授業にした。パワポを使用しているときは私自身もビデオオフにし解説に集中した。毎回授業内

容を聞いていないと答えられない課題を授業終了後に提出してもらうようにしたところ、課題提出物の提出率も

内容も意外に高かった。「授業の質を落とさず、オンライン授業のメリットを最大限に活用する」という目標を置

いて授業を行ったが、思いがけずこれまで扱っていた授業資料の見直し、良質なビデオ教材の発見、他大学や学

部団体との連携によるライセンス取得を可能にできたことなど得られたメリットは少なくなかったと考えてい

る。
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授業名：競技スポーツ体力論

担当教員：中垣 浩平（スポーツ科学部スポーツ科学科）

授業の到達目標・内容・運用・課題

この授業は，専門教育科目のうち競技スポーツに特化・発展させた科目（競技スポーツコース科目）であり，

共通科目であるスポーツ生理学や体力論で学習した内容を基盤に展開している．この授業の到達目標は， ）体力

的な側面から競技パフォーマンスを捉え、理解すること， ）トレーニング負荷がオーバートレーニングやコンデ

ィション及ぼす影響を理解すること， ）長期的なトレーニング計画（期分け）や試合前のテーパリングの方法を

理解すること（スポーツ科学部 DP①把握する力、②考え抜く力、⑤行動する力）である．

この授業の特徴は，「正解のない問」を学生に投げかける点にある．前述した専門科目の共通教育科目では，基

礎知識を習得することを目的としているため，各課題には明確な答えが存在する．しかし，この授業では，相反

するトレーニング理論 と理論 を紹介し，「自身が指導者ならどちらのトレーニング理論を導入するか，その

理由とともに実際のトレーニングを計画しなさい」など， や書籍で調べても簡単に答えが導き出せない「わ

かりにくい授業」を実践している．

今年度の前期の授業は，学生のインターネット通信環境（データ容量や通信制限等）を予測できなかったため，

（オンライン）ではなく， （オンデマンド）を用いた．事前に，オリエンテーション資料及び講義資

料は，すべて に掲載した．また，各講義回の質疑応答スレッドを準備した．なお，オリエンテーション資

料には， ）「わかりにくい授業」を実施することとその理由・目的， ）レポート課題（ つ）とその配点， ）

成績評価基準を示した．オンデマンド特有の対応としては，一部の講義資料に人工音声読み上げ機能（講義資料

補足説明用，コマンドボタンからマクロ実行）を設定したこと（ ， 環境のみ対応，その

他環境用に音声を抽出した ファイルは別途準備），希望者に対して提出されたレポートのフィードバックを

繰り返し実施したことの 点があげられる．レポートのフィードバックは，約半数の者が希望し，数回のやり取

りを経て，その内容をブラッシュアップしていくことができた．一方，フィードバックを希望しなかった残りの

半数のレポートは，一部を除いて厳しい評価にならざるを得ない内容であった．この授業は，発展的な内容の授

業であるため，意欲ある学生に対して時間を費やすことを選択した．一方，履修者全体を一定の水準に到達させ

ることは，通常時よりも疎かになったと言わざるをえない．

感想

今年度（特に前期）は，各授業において多くのレポートが課されていたようであり，学生も疲弊しているよう

に思われた．例年と比較して，全体の学習時間（各授業における課題の数やそれに費やす時間の合計）がどのよ

うに変化したかを把握することも重要になるであろう．
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類を研究費で揃えた。スポーツ科学部で の活用法についてもレクチャーがあったことで良いヒントを得

られたことは言うまでもない。前期授業の開始前は、まるでプログラマーが新しいシステムを作り上げる時のよ

うな感覚であったのではないだろうか。とにかく異様な緊張感で考え続けて試行する毎日であった。接続する機

器が増えれば画面と音声の切り替えも必要で、練習をしながら操作のことで頭が混乱することも多々あったが、

次第に慣れて行くのを実感するようになっていた。

このように と様々な接続機器を組み合わせることによって、新型コロナウィルスによる状況の変化に対

応した授業運営の方法を示して来た。今後も オープンチャット・自動追尾カメラ（戸外のみ）の活用など

更なる準備や授業環境を整え、どの様な状況下においても授業を継続し得る方法を模索し、大学教育の質を低下

させないだけでなく「向上」させる努力を継続しなければならない。

授業名：競技スポーツ傷害論

担当教員：岸 邦彦（スポーツ科学部スポーツ科学科）

授業の到達目標・内容・運用・課題

本授業は専門教育科目の競技スポーツコースに位置付けられる科目である。到達目標は①理論や方法に関わる

情報を調べ、まとめる力を身に付ける、②課題の取り組みが様々な方法や理論を活用できることを理解すること、

③スポーツ傷害の評価法を自ら又はお互いに練習し修得すること、④グループワークを含めた課題や練習に取り

組む中で周囲との協力の大切さを学ぶ⑤修得した技術・知識を状況に合わせて多角的に活用できる（スポーツ外

傷・障害を理解し説明・評価・適切な対応ができる）ようになるという つを設定した。 回の授業は下肢、上

肢、体幹、頭部・顔面・胸腹部の つに分け、代表的なスポーツ傷害への対応・評価方法について学ぶ内容とし

た。

・ ・ を使用し授業を進行した。授業で使用するスライド等は全て当日の授業までに

のコースコンテンツに掲載（スライド全資料は学期末まで閲覧可能）し、遅くとも授業当日の朝には の

を のコースニュースにて掲示した。基本的な授業の進行としては、授業の開始前に必ず進行一覧を手書

きで作成してそれに則って行った。授業開始時に のチャットにて受講生が学籍番号（半角数字）と氏名（漢

字でフルネーム）を入力して全員がその入力を終えたのを確認したら、ビデオをオンにさせて全員の顔を見なが

ら開始の挨拶をして授業を開始した。授業の途中には にて出席確認を行い、授業終了時には のア

ンケートにて「本日のポイント」を 文字以内で提出することを義務付けた。学生には「授業開始時のチャッ

ト、 の提出者、本日のポイントアンケートの つが提出されていないと出席とは認めない」ことを常に説

明しながら授業を進行した。授業の最後に行う「本日のポイント」は 段階で評価し、可能な限り当日中に結果

を で公表した。授業の途中でもチャットや音声にて質問を受け付け、即座に又は授業の最後に必ず返答

するように心がけた。授業の合間にはランダムに学生に声をかけて話しかけたり、今の気分をアンケートに答え

させてみたり、簡単だけれども知っていると得する体操やストレッチを紹介することもあった。学生の顔を見る

為に可能な限りビデオをオンにさせたまま授業を進めたりもした。授業終了時には開始時と同じように受講生全

員のビデオがオンになっており、全員の顔が画面に映っていることを確認してから挨拶をして終了とした。

あらかじめ を利用した授業内小テストが学期内に数回行われることを学生へ周知し、授業の進行に合

わせて小テストに関わる練習問題として 上にドリルを掲載して予習・復習を何度でも行えるようにした。

授業内小テストは資料やテキスト等、如何なる手段で解答を確認しても良いとしたが、 問につき 秒～ 秒

ほどで解答しなければ全問が回答出来ないようにテスト時間を設定した。テスト結果は当日中か ～ 日後には

全て公開し、学生が点数確認をしたい場合は指導コレクションを使用して連絡をしてくるようにし、可能な限り

即座に回答するように毎日 のチェックを行っていた。

の活用として、私が板書しているホワイトボードを映し出す、または、体を使って説明する私自身の姿を

映し出すことにおいてビデオキャプチャーを使用することで特段の問題も無く円滑な操作を行う事も実現した。

台目のノートパソコンで を再生し、その画像を ⇒ビデオキャプチャー⇒本体パソコンと接続する。画

質は多少落ちてしまうが、如何なる動画もスムーズに配信することが可能となった。 ハブをビデオキャプチ

ャーに接続すれば、 ・タブレット ・ 台目以降の など複数台の画像を にて活用が可能となった。

リモート制御を使って情報処理の授業もオンラインであっても円滑に行えた。

感想

という名称さえ知らずにいたのが実際であったが、如何にこれまで行ってきたスタイルを可能な限り崩

さない授業を行えるかの試行錯誤が始まった 年 月頃であった。情報基盤センターにて の操作方法を

学んだ後に自身のノートパソコンで操作をしながら、 をどのように使用するかを探り、必要な機器やコード
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類を研究費で揃えた。スポーツ科学部で の活用法についてもレクチャーがあったことで良いヒントを得

られたことは言うまでもない。前期授業の開始前は、まるでプログラマーが新しいシステムを作り上げる時のよ

うな感覚であったのではないだろうか。とにかく異様な緊張感で考え続けて試行する毎日であった。接続する機

器が増えれば画面と音声の切り替えも必要で、練習をしながら操作のことで頭が混乱することも多々あったが、

次第に慣れて行くのを実感するようになっていた。

このように と様々な接続機器を組み合わせることによって、新型コロナウィルスによる状況の変化に対

応した授業運営の方法を示して来た。今後も オープンチャット・自動追尾カメラ（戸外のみ）の活用など

更なる準備や授業環境を整え、どの様な状況下においても授業を継続し得る方法を模索し、大学教育の質を低下

させないだけでなく「向上」させる努力を継続しなければならない。
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書き込み伝達していたが、本来は各個人へ添削して返却するほうが望ましかったといえる。また、レポート（お

そらく資料を見ての作業）であるが故の理解不足も痛感させられた。オンラインによる定期試験を実施したのだ

が思ったよりも平均点が低く、全体的に理解不足が露呈した。対面授業とは異なり、緊張感が出ないオンライン

授業の難しさを感じたところである。

感想

学生と教員双方が初めての経験であったため、探り探りの実施であったと思う。元々スライドを用いた授業を

展開していたため、ベースとなる授業資料があり助かったというのが本音である。そのスライドも音声解説や書

き込みなどを加えて動画を作成することができたので今後の授業、特に学生らの復習教材ができたことは一番の

収穫と感じている。また、今回は報告の対象ではなかったが、実験系の授業では作成した動画が本当に役立つと

感じる。言葉では説明しきれないことも動画を見せるだけで理解できるし、イメージが沸く。動画恐るべし。学

生たちとどのように向き合うのかを改めて考えさせられた一年でもあったが、今後も対面授業とオンライン授業

の良いところを上手く利用して授業を進めていきたいと思う。

授業名：細胞生化学

担当教員：名取 貴光（健康栄養学部管理栄養学科）

授業の到達目標・内容・運用・課題

本授業は、管理栄養士養成を目的とする健康栄養学部の専門教育科目であり、人体の構造と機能について化学

的な視点から学ぶ科目である。履修者は 名であった。到達目標は、生体における栄養素の代謝が体系的に機

能し調節されていること、また生体の構造や機能が情報高分子の発現によって調節されていることを理解するこ

とである。 回の授業で、①糖質，脂質，アミノ酸代謝の相互連関、②遺伝子の発現とその制御機構、③ヌクレ

オチドの合成，分解，再利用、④細胞間情報伝達物質とその調節の 分野を学ぶ。

前半 回の授業は、同時双方向型の を使用した課題レポート方式とした。また、後半 回は を用

いたライブ解説を実施したが、途中でオンデマンド動画（ ）を組み入れて 解説と合わせたハイブリ

ッド方式へと変更した。各回の授業開始時と終了時には を使用して必ず出席と受講の確認を行った。さ

らに、ほぼ毎回（ 回中 回）、小テスト（ 機能）を実施して学生の習熟度合いを確認した。前日に当日

のスケジュールを連絡し、授業に用いた資料（スライド、課題レポート、解説付き動画）はすべて 上にア

ップロードした。なお、書き込み式のスライド資料は印刷し学部内で学年ごとにまとめて各人宛てに郵送した。

定期試験はオンラインにて実施し、小テストや課題提出を加味して総合的に成績評価を行った。

授業当日

① 課題レポート方式：開始前 分に出席確認用のコードを連絡し、学生らの準備を待ち、時間になったところ

で課題を提示する。問題は ～ 個ほど用意して、順次解いていくように細かく指示を行った。各問題に対し

て 名ずつ学生を割り当て、その問題に対する解答を 上の掲示板へ書き込んでもらう。 名ずつあて

たのは解答の正確さや間違えやすいポイントなどを全員で共有したかったからである。書き込みのあった解

答をチェックしてよい点や悪い点を書き込み、正しくない場合は再度書き込むように指示した。特に、模範

となる解答の場合にはそのことをしっかりと伝え、モチベーションを高く維持できるよう心掛けた。全ての

解答が 上でチェックできたところで小テストを実施して知識の確認・定着を図った。小テストは課題

レポートの中から出題し、説明文章の空欄にあてはまる語句を入力するもの、文章の正誤を答えてもらうも

のを用意してその回の内容を理解しているのかを確認した。授業終了時に受講確認のコードを送り、質問・

疑問点や要望などを書き込んでもらった。その日のレポートの模範解答を へアップし、質問・疑問に

は掲示板で返答して全員に情報を共有し、要望は授業改善のための参考とした。

② ハイブリッド方式： 回すべてが課題レポート型であるとマンネリ化することに加え、学生らの反応が見え

難いこと、 解説を要望する者もいたことから授業方式を変更した。また前半は別の科目で学んだ内容の

復習の要素が強かったことも変更要因の一つである。授業の出欠と小テストは前半と同じ要領である。授業

ではスライドショーを画面共有し解説を進めた。対面での授業と同様にランダムに学生らに質問し、マイク

で答えてもらった。ここではマイクが使えない者もおり、その場合は のチャット機能で回答してもらっ

たのだが、いずれの場合にもしばしば沈黙が訪れた。対面での授業と変わりのないやり取りであった。 画

面上では大事なポイントを書き示すことができること、学生らは目の前に画面があり、話に集中できること

などから直接解説は思ったよりも好評であった。この方式で授業を数回行ったところで解説を復習に使いた

いので録画してほしいとの意見・要望があった。そこで、ライブでのスライド解説を取りやめ、解説動画を

作り、オンデマンドに対応することにした。オンデマンド動画を用意するだけでは学生らの様子が全く分か

らず一方向のみの関係になりうるため、必ず毎回、ポイント・補足説明を行い、小テストを実施して学習が

きちんと行われていることを確認した。

課題は、毎回のレポートのフィードバックである。詳細に手直しして学生らに返信することが困難であったため

提出されたレポートを確認し重大な間違いのある場合には特定せず全員へ情報を共有する形として 上に
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書き込み伝達していたが、本来は各個人へ添削して返却するほうが望ましかったといえる。また、レポート（お

そらく資料を見ての作業）であるが故の理解不足も痛感させられた。オンラインによる定期試験を実施したのだ

が思ったよりも平均点が低く、全体的に理解不足が露呈した。対面授業とは異なり、緊張感が出ないオンライン

授業の難しさを感じたところである。

感想

学生と教員双方が初めての経験であったため、探り探りの実施であったと思う。元々スライドを用いた授業を

展開していたため、ベースとなる授業資料があり助かったというのが本音である。そのスライドも音声解説や書

き込みなどを加えて動画を作成することができたので今後の授業、特に学生らの復習教材ができたことは一番の

収穫と感じている。また、今回は報告の対象ではなかったが、実験系の授業では作成した動画が本当に役立つと

感じる。言葉では説明しきれないことも動画を見せるだけで理解できるし、イメージが沸く。動画恐るべし。学

生たちとどのように向き合うのかを改めて考えさせられた一年でもあったが、今後も対面授業とオンライン授業

の良いところを上手く利用して授業を進めていきたいと思う。
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Ⅲ．授業アンケート結果の紹介
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帰さない理由によるものが多いと推測される。固定回線利用者の多さから、各携帯電話事業が行った接続料金の

緩和施策への申し込み率が に留まっていたことも判明した。

学習アンケートでは、大学に求めるサポートを問う自由記述も設けている。回答率は学習アンケート回答者の

であり、総学生数に対しては 人に 人であった。テキストマイニング手法などにより分析した結果、多く

は不満や不安の吐露であり、クラスタとして認められるものは、「経済面」、「授業面 授業や課題 」、「環境面 」

の つとなった。経済面は特定の層に見受けられたが、他 つは全学科全学年に散見された。

定例で学期毎に行っている授業アンケートは、ほぼ の科目で回答され、各科目の回答者数の平均は と、

ほぼ例年通りの数値であった。本学の授業アンケートは、「学生の自己評価」、「講義への評価」、「 達成の自己

評価」の 群（それぞれ 、 、 群と呼称）から構成される。ここでは、 群と 群の全科目平均による昨年度

前期との比較を、図 と図 に示す。ただし、今回の調査にはオンライン授業の影響を測るために幾つかの質

問項目が加えられたため、前年度の比較ができない項目がある。

図 授業アンケート結果（ 群）

群の結果からは幾つかの推測が得られた。講義目標の達成感や努力への学生の自己評価は上昇しているが、

これがオンライン授業であることの影響か、継続して行われている各種教学改革の結果なのかは分離することが

できない。一方で、自己学習時間は劇的に増加しており、オンライン授業からの課題の増加や、 月に全学休講

した分相当の課題を取り組むために、学生が自ら時間を割いたということが推測された。オンライン授業では、

提出させる課題が増加する傾向が全体としても顕著であるが、その学生への影響を見るための質問項目では、コ

ロナ禍以前の平時のデータが無いため、この数値が一時的な高い負荷を示しているのかの判断はできない。これ

から先（ 後期や今後）のデータとの比較が必要である。

一方で 群は、教員や講義への評価項目になるが、従来実施していた調査項目においては大きな変動が見られ

ない結果となっている。全体平均としては高評価も低評価も増加しており、オンライン授業に対応し、今まで以

上の効果・成果を上げることができた科目とそうでなかった科目がそれぞれ増えた可能性がある。オンライン授

業の影響を測るために新設された項目からは、学生からのオンライン授業への評価自体も概ね高かったことがわ
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帰さない理由によるものが多いと推測される。固定回線利用者の多さから、各携帯電話事業が行った接続料金の

緩和施策への申し込み率が に留まっていたことも判明した。

学習アンケートでは、大学に求めるサポートを問う自由記述も設けている。回答率は学習アンケート回答者の

であり、総学生数に対しては 人に 人であった。テキストマイニング手法などにより分析した結果、多く

は不満や不安の吐露であり、クラスタとして認められるものは、「経済面」、「授業面 授業や課題 」、「環境面 」

の つとなった。経済面は特定の層に見受けられたが、他 つは全学科全学年に散見された。

定例で学期毎に行っている授業アンケートは、ほぼ の科目で回答され、各科目の回答者数の平均は と、

ほぼ例年通りの数値であった。本学の授業アンケートは、「学生の自己評価」、「講義への評価」、「 達成の自己

評価」の 群（それぞれ 、 、 群と呼称）から構成される。ここでは、 群と 群の全科目平均による昨年度

前期との比較を、図 と図 に示す。ただし、今回の調査にはオンライン授業の影響を測るために幾つかの質

問項目が加えられたため、前年度の比較ができない項目がある。

図 授業アンケート結果（ 群）

群の結果からは幾つかの推測が得られた。講義目標の達成感や努力への学生の自己評価は上昇しているが、

これがオンライン授業であることの影響か、継続して行われている各種教学改革の結果なのかは分離することが

できない。一方で、自己学習時間は劇的に増加しており、オンライン授業からの課題の増加や、 月に全学休講

した分相当の課題を取り組むために、学生が自ら時間を割いたということが推測された。オンライン授業では、

提出させる課題が増加する傾向が全体としても顕著であるが、その学生への影響を見るための質問項目では、コ

ロナ禍以前の平時のデータが無いため、この数値が一時的な高い負荷を示しているのかの判断はできない。これ

から先（ 後期や今後）のデータとの比較が必要である。

一方で 群は、教員や講義への評価項目になるが、従来実施していた調査項目においては大きな変動が見られ

ない結果となっている。全体平均としては高評価も低評価も増加しており、オンライン授業に対応し、今まで以

上の効果・成果を上げることができた科目とそうでなかった科目がそれぞれ増えた可能性がある。オンライン授

業の影響を測るために新設された項目からは、学生からのオンライン授業への評価自体も概ね高かったことがわ
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かる。この中で高評価を得た科目で何が行われたかをヒアリング調査等を行うことで、有効な教育手法（オンラ

イン授業のみではなく）を探る手がかりとしては重要なデータを得られた（本報告書で報告されている事例科目

は、これらの項目から抽出されたものである）。

図 授業アンケート結果（ 群）

教員向けに調査したオンライン授業報告書を元に、上述の有効手法のヒアリング調査などが行われた。そこか

らは次のような知見が得られた。まず、「まめな対応・早い対応」であり、課題の採点や講評、質問への回答、連

絡伝達などを、短い時間で行うことであった。学生によっては深夜に問い合わせをする者もあり、どこまで即時

対応するべきかに関しては、概ね平日 日以内に対応する速度程度が重要と推測される。次に、「学生の戸惑い

を予測する」であり、成績評価ルールは元より、課題の提出方法やトラブル時の行動などを事前にきちんと

などに提示することが重要である。特に「初回講義付近は集中的に面倒をみる」ことにより、トラブルの早期解

決をもたらし、科目運営の改善にも繋がることがわかった。学生への対応に関しては、「講義以外の相談にもの

る」教員が、高評価科目に多い様子が見られた。

また、教員がオンライン授業で使用した様々な ツール・サービスを調査した結果、大学 は当然ながら、

同時配信授業のために用いられる 会議アプリ「 」、講義動画配信のために動画配信サイト「 」、

学生とのやりとりのために「 」などのチャットツールや電子メール、また、共同作業サービスである「 」

などの利用が多いことがわかった。
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