
トピック名 キーワード トピックに属する確率が高い自由記述の例
トピックに属

する確率

ポスターに書いた内容や、ポスターには書いていない内容も含めて、聞いてくれる人が分かりやすいようにどのような言葉で説明したらいいか、どの順番

で説明したら理解しやすいかなどを考えながら、話す順番や言葉選びをして思っている以上に難しかったです。
91.3%

私は、ポスターを完成させながら発表をするテーマの内容からわりやすくまとめられていて、絵で顔の症状が工夫しながら書いているのと声の大きさに調

整しながら完成させておこなっていることに良いと感じ良いと思いました。 90.3%

まず、どのようにして撮ると見やすいか、どの場所で撮るかなどにてこずった。撮っている際も話している部分を指さしたりしてみたけど上手く分かりや

すく説明はできなかったなと思った。またこのような機会があれば、今回見たみんなの動画を参考に文字を入れてみたりなどの工夫をしたい。
90.2%

自分で動画を撮って発表というオンライン発表という形は初めてだったので、完成度は低かったかなと思ったけど、こういった時期に工夫して対応するこ

とが大切だと感じました。発表する中で、噛んだら撮り直したり、聞き取りにくかったら撮り直したり、思ったよりも大変だったけど、聴講者には、初め

て聞く病気でも詳しく伝わる内容になったかなと思います。

89.6%

私は、インフルエンザについてポスターを書きました。インフルエンザは、様々な種類があり、主に冬にかかりやすいということがわかった。C型は人と
人との間では感染しないということが初めて知った。

工夫したところは、オンラインということもあり、直接発表するより説明がしにくかった部分もあるのですが、絵などで説明を加えわかりやすくできたと

思う。

89.0%

皆の発表を見て、イラストが上手で見やすかったし、内容もわかりやすく書かれていたので理解しやすかったです。一人一人個性があった発表で見ていて

聞いていて面白かったし、参考になるポスターも沢山ありました。沢山の人のポスターで初めて知ったこともあったしなるほど、と感じることもあったの

で皆の発表はとても参考になることができました。

88.9%

発表する時に書いてあることだけでなく詳しく調べて内容を補足することができたので良かったです。それに、イラストを使ってどんな症状が起きるか想

像しやすかったのかなと感じました。また、その病気について詳しく学ぶ機会になったのでよかったです。
88.9%

こういう形で発表するのは初めてだったので、最初は戸惑いましたが、先生の分かりやすい説明でスムーズにできました。動画の撮り方をもっと工夫した

ら、文字がもっと大きく見えたのかなと反省しました。対面で発表やってみたかったです。
88.6%

自分でポスターの動画を撮って編集して動画を作るというのは初めてだったのでどのようにやるか友達同士で相談したり試し撮りしたり楽しみながらやり

ました。とりあえず、初めてだったので上手くできたかどうかは分からないのですが、自分なりに見やすいように、そして聞き取りやすい速さや声の大き

さなど伝わりやすいように意識しながら一生懸命やりました。

88.1%

調べたことについて詳しく発表することができ、聴講者に自分の調べた疾病の内容がわかりやすく伝わっていればいいなと思いました。また、初めてのオ

ンライン発表で少し不安はありましたが、最後まで説明出来て良かったです。
87.1%

色ペンで色使いや誰もが見てわかるイラストをもっと工夫してわかりやすくまとめれば良かったと思う。また、振り返って自分の動画を見たら内容があま

り綺麗にまとめきれてないって感じた。マスクをして自己紹介してしまった。
84.1%

A３という限られた大きさの中に調べたもののなにを書き入れるか悩みながらデザインも考え、色々試行錯誤しながら出来たのかなと思います。今回はオ
ンライン発表会という事で慣れていないことが多くなかなか思うようにいかず、むずかしかったです。

80.7%

オンラインでの発表で、戸惑う部分も多かったのですが、とても充実した発表会だったと思います。しっかりと音声が入るようにハキハキと話したり、納

得が行くまで撮り直したりできたので、自分のベストの発表ができたので良かったと思います。
80.6%

今までポスター発表は対面でやっていたけど、今回個人で動画を送って発表するので、聞き手の反応の大切さを感じました。説明不足ではないのか、声は

聞き取りやすくなっているかなど、いつもとは違うことにも気を使いました。
80.4%

オンラインポスター発表会は、生まれてはじめてで、やる前は不安に思っていたけど、でもなんとか上手くできたと自分で思います。はじめに食物アレル

ギーの意味を見てもらう人に改めて知ってもらいたいと思い、大きく書きました。
79.7%

私は、三大夏風邪について調べました。私たちの身近なインフルエンザなどでも、みんな書いてある内容は違いますし、感染経路から感染予防までも今回

のポスターをみて、知ることができました。これからは、私の身近な人、私自身も学んだことを活かしていけたらいいなと思います。
62.5%

お家にポスターを置いて立って発表できる場所があったら便利だなと思いました。また、1人で発表すると、聴いてる人たちからの質問がなかったりコメ
ントを聞けないので、自分の発表は本当に伝わっているのかな？と思う部分が出てくるなと思いました。

61.8%

私は水ぼうそうについて調べてポスターを作成しました。どう工夫したら聴講者により分かりやすく伝えることができるか、この病気について興味をもっ

てくれるかを考え、子供の絵を書いて説明したり、ポイントは吹き出しとして見やすくしたりしました。
61.3%

オンラインでの発表会をするのは初めてで、動画の取り方や編集の仕方が少し難しく苦戦しました。どのような動画が聴講者が聞きやすいかを考え、声の

大きさや話し方を工夫しました。ポスター制作では、できるだけたくさんの情報を書き入れ、イラストやグラフを使ったりして見やすさを重視して作りま

した。

59.7%

e-Table1．視聴者からみたポスター発表形式に関するトピックのラベルと各トピックを代表する単語および⾃由記述

説明, 内容, 工夫, 大きい, 声, イラスト, 詳し
い, 聴講, 部分, 上手い

発表スキルや発表内容につ

いての授業評価



調べたことを文章にして発表するよりも、ポスターにして見える形にしたほうが自分も内容を理解しやすく、見ている方にも伝わりやすくてとてもいいと

思いました。また、色分けしたり文字の大きさを変えたり、久しぶりにデザインを考えてポスターを作れて楽しかったです。
59.2%

ポスター発表の形式について、動画を撮ること、動画を編集することが時間かかりました。でも、動画時間が決まっていることで説明する流れが決めやす

かったです。また、自分の書いたことをいかに上手く説明することができるか自分の力量を知ることができたので良かったです。
57.8%

見る人が聞きやすい声の大きさ、速さになるように意識しました。ポスターの撮り方をどのようにしたら分かりやすいか悩みましたが、全体のポスター写

真と項目ごとの写真を動画にまとめたので見やすいと思ってくれてたら嬉しいです。編集でポスターの説明の音声を入れるのが難しく何度も取り直しをし

たので大変でしたが初めての取り組みで作業をしていて楽しかったです。

57.5%

オンラインで発表するのは初めてだしとても緊張しました。だけど急性上気道炎について詳しく調べて、知らないことも知れたので良かったです。みんな

にどうやったらちゃんと伝わるか考えたりイラストをいれたりするなどを考えるのがちょっと難しかったです。
55.4%

オンラインでのポスター発表は初めてだったけれど、緊張せずに大きな声で話すことができた。レポートではなくポスターでまとめることで他者にも自分

にもわかりやすくなるように工夫して絵や文字を書くことができたと思います。
47.0%

調べたことについて、ポスターを作成し、文やイラストを用いて発表するということは、聴講者にとって、内容が１番入ってきやすい方法だと感じまし

た。また、自身が気になった子どもに起こりやすい疾患について調べることによって、その分野についての知識を深めることができたと感じました。
46.4%

大勢の前で発表するより緊張はしなかったけど、ポスターの内容をどのようにすれば動画を見る人達に分かりやすく伝えることが出来るのか工夫して作成

するのが難しかった。特に発症の割合のところはどのサイトを見てもグラフや図が出てこなくて文字を大きく書いたり、蛍光ペンでなぞることで年齢別の

パーセンテージの区別を付けれるようにした。

41.8%

動画を撮る設備が揃ってなかった（スマホでの撮影・編集においてのGBの問題）為、本当に大変だった。また、視聴する際に聞きやすいように、ハキハ
キ話すようにしたり、分かりやすい内容にする為に別の紙にまとめたりして工夫した。今回自分の作った動画は、ポスターがとても見にくくなってしまっ

たので、次回やる際は、そういった所も気をつけて行いたい

38.0%

私は実際に自分のかかったことのある病気について調べました。調べることでその病気についていろいろ学ぶ事が出来たし特徴やかかった時の対処法など

を学ぶ事が出来ました。また教科書だけではなく資料や絵本などを活用してより深く学ぶ事が出来たので良かったです。
25.0%

オンライン発表というかたちは、相手が目の前にいない状態で、相手に自分の調べたことを伝えないといけないので、どうやったら上手く相手に伝わるの

かがよくわからなかったし、相手が理解しながら発表を聞いてくれてるのかもわからなくて、普段の対面の発表よりもやりづらい部分があった。なので、

なるべくカメラを見て、目の前に人がいる事を想像して発表するようにした。そうすると、普段と似たような気分になり、やりづらさが軽減されたと思

う。

93.2%

私の発表では、みんなが見やすいように発表するところをアップで撮ったり、動画に文字なども入れてわかりやすいように工夫しました。でも、私はポス

ターに書いた事しか言わなかったので補足などを入れたりなど相手がわかりやすいような工夫が出来なかったのでそこが反省点なので次のオンライン発表

があったらそこも意識してやってみたいなと思いました。また、見出しなども文字が小さくて見えにくいので文字の太さを太くして見やすいようにした方

がいいなと思いました。

91.4%

この発表形式もとても見やすく、とても良かったです！また、こういったオンラインでの発表会を行なって、今しかできないことだと思うのでとてもいい

経験になりました！対面授業でもやってみたいと思いました。オンラインという形でしたが、発表会をするという貴重な経験ができて良かったです。
91.3%

聴講者がいなくてカメラに向けての発表だったので、語りにくかったです。動画は残っていろんな人に見られるので恥ずかしかったです。でも、オンライ

ンで実施できて発表会がなくならなくてよかったです。課題と学校の授業の大変な中、無事終えることができてよかったです。発表の反省としては、ポス

ター全体をきれいな画質で見せることができなかったことと、うまく字幕を入れたりなどの編集ができなかったことです。

91.1%

人前で話すと、緊張して上手く話せなかったりするので、撮り直しができることや、編集で聞きにくいところを文字にしたりできるのは、いいと思いまし

た。しかし、周りからの反応がないという所に関しては、不安な気持ちになってしまうのでこの発表形式はいいものなのかと思いました。
91.0%

初めての経験で戸惑うことがいくつかあったけど楽しかったです。動画を繋げたり動画に文字を入れたり普段しないことをしたのですごくいい経験になり

ました。でも、対面ではなくて画面越しでの発表だったので自分の伝えたいことがしっかり伝わっているかなあという不安がありました。
90.3%

オンラインでの発表が初めてでとても緊張しました。上手く伝わってるかわからないから、文字入れたりして工夫してみました。絵とかもいれて、分かり

やすくしたり、見やすくしたりして自分なりに上手く作ってみました。 90.3%

今回の発表を通して、オンラインでのポスター発表会というのは初めてで、どのようにして撮って、どのようにして編集すればよいかとても悩みました。

また、カメラを見て話すということはやった事がなく、とても緊張しました。何度も何度もやり直し、大変でしたが、YouTuberになった気分になり、と
ても楽しく、新しい事ができ、とても良い経験になりました。

90.0%

動画を作ったりするのが大変だった、静かな場所を探すのが大変でそこで時間がかかった気がする。けど楽しく作ることが出来たから良かったと思いま

す。実際にみんなの前での発表だと緊張したりすると思うので、人前で発表するのが苦手な人にはいいと思った。
89.2%

初めてオンラインでのポスター発表会は楽しかったです。動画でも自分が調べたことを動画を見てくれている人にどのようにしたら伝わるかなど普段とは

違うところに意識を向けることができました。ですが、もしもう一度発表会があるならば、対面での発表会もやってみたいなと思いました。
89.1%

このような形でポスター発表するのは初めてで、うまく伝えられるか不安でしたが、実際にみんなの前に立って発表するのとは違う緊張感があって、貴重

な経験だと思いました。カメラを通してなので、文章が長すぎたりすると見ている人に伝わりにくいと思い、絵も多めに入れてみると、書いてて楽しかっ

たので、見た人に伝わると嬉しいです。

88.7%

説明, 内容, 工夫, 大きい, 声, イラスト, 詳し
い, 聴講, 部分, 上手い

楽しい, 大変, 相手, 緊張, 文字, 経験, 対面,
苦手, 見やすい, 工夫

発表スキルや発表内容につ

いての授業評価

観衆がいない状況での発表



動画を使った発表は初めてだったので緊張しました。相手が見えないのでできるだけ見やすく聞こえやすいように話すことを自分なりに考えて動画を撮り

ました。友達と動画を撮りあって協力しながらやったので楽しかったです。
87.3%

私は、発表することが苦手なので、今回このような形で発表することになったので、普段の人前での発表のように緊張することなく思うように発表するこ

とができたのでとても良かったなと思っています！また、発表するにあたって視聴する人が聞き取りやすく見やすい発表になるように工夫したりできたの

で良かったかなと思いました。

87.2%

今回初めて、みんなの前で読むのではなく自分で動画を作成してみて、どのように動画を撮ったら見やすいか、聞こえやすいかなどを意識して動画を作成

しました。少し緊張しましたが、調べたことをしっかり発表できたと思います。
87.1%

自分は人の前に立って話すことが苦手なので、どういうふうに発表したら相手によく伝わるかとか、変に焦ってしまうんじゃないかとか、いろいろ考えた

けど、結構落ち着いて発表できてよかった。ポスター作成も、自分が知らないことをたくさん知ることができて、調べていくうちにどんどん楽しくなって

いった。

84.9%

3分が結構長くて、1回で撮ったので、とても緊張しました。友達に撮ってもらって、結構楽しかったです。ポスターを作ることは楽しかったです！3分
ピッタリにするために、最後が無言だったけど、伝えたいことは伝えきれたので良かったです。

84.7%

みんなの前で、発表するのではないので、あまり緊張感はなく、ハキハキと上手く話しながら発表ができたと思います。直接発表するのではないので、動

画越しでも伝わるように、色を濃ゆく塗り文字濃くしたりと工夫して、相手に見やすいようなポスターにしました。
84.6%

初めて、こんな形のスライド、？みたいなものを自分たちで作って自分たちで編集して、何もかも自分たちでやって楽しかった反面手こずったりして大変

だった。でも、やって行くうちになれて最後までやるのは苦じゃなかった。楽しかったです。ぺこり
84.5%

対面だと一発勝負で相手から自分の発表がどう見えてるか聞こえてるか考えてなかったけど、自分で撮って確認することでもうちょいゆっくり喋ろうとか

見やすいようにしようなど、改善していけるのでいい形式だなと感じました。
84.2%

実際にクラスのみんなの前で発表するときとは反対に、みんなの反応が見えないので、ちゃんと伝わっているのかが心配になりました。ですが、私は人前

に立つことが苦手なので、動画を通しての発表はやりやすかったです。
81.2%

今回、オンラインポスター発表会を初めてやってみて、動画ではきっちりと文字がみえなかったりしたので、アップをしたり、図を入れてわかりやすくま

とめてみたりと、工夫しました。早口言葉になって相手に分かりずらかったりしたと思うので今後気をつけていきたいです。
80.7%

自分はあんまり人前で発表するのが苦手で発表したくないな〜って思ってたんですけど、オンラインになってみんなにわかりやすいように伝えるためにポ

スターをきれいに書いたり、細かく書いて発表して自分なりにわかりやすくできたと思いました。
74.9%

オンラインでポスター発表をするのは初めてで、ポスター発表などをするのは学校で対面でやるのがいいと思いました。コロナの影響でオンラインになっ

てしまったけど、対面でできたら良いなと思いました。聞いてくれる人がいるのといないのはとても変わりました。
74.7%

オンラインならではでポスターの字も見にくくて大変だったけど、なんとか出来て良かったです。発表する時はゆっくりめで話す事を意識していました。

自分で発表するために調べてまとめるのでより覚えやすかったです。
74.6%

オンラインでの発表をしてみて、初めてのことだったのでどんなポスターが見やすいか、話すスピードなど考えるのが大変でした。でも、面と向かって発

表するより緊張せずに発表できたので、私はオンラインの方がいいと思いました。
74.3%

発表をする中で、どうやったらみんなが分かりやすいかなどを考えてポスター作成をし、また、どのようにしたら上手く伝わるのかを考えながら、自分で

試行錯誤をしながら、ポスターの発表に取り組めたのでよかったです。
74.2%

書いた事をそのまま読んだりしていたけど、他の発表者の人達は、それ以外にも付け加えて発表していたので、凄いなと思いました。新聞もたくさん絵が

あったり、カラフルだったり、見やすく出来ていたので、良いな！と思いました。
73.6%

最初はどんな風に発表していいか分からなくて大変だったんですけど文を読んでいくうちに他の人に伝わるようにと何回も取り直して少し大変でした。自

分は少し相手に伝わりやすいようにゆっくり読んでオンラインでも相手に伝わるように気をつけました。
67.5%

動画を撮って発表することも緊張したけど目の前に人がいる状態に比べるとカメラに向かって話す方があまり緊張せずに話せたと感じたので良かったと思

いました。ですが、動画の編集が思っていたより難しくて大変でした。
65.6%

自分が作ったポスターをみんなに発表するというのはとても恥ずかしかったです。また、聞こえやすいようにゆっくり読んだり、はきはきとわかりやすく

読んだりするのがとても大変でした。説明するということが苦手だったのでそれをみんなに見てもらうというのは初めてでオンラインで発表というのはな

かなかないのでとても不思議な感じでした。

64.1%

ひとつの病気について、色々調べ、ポスターにまとめるのはとても頭に入り、良い学びになったと思います。動画を撮って発表するのは初めてでどんな感

じかわからなかったが、人前での発表と違いリラックスしてできたので良かったと思いました。
62.3%

今回は、オンラインで動画を撮っての発表で、ポスターを書くところまでは良かったけど、発表のために動画を撮ることが大変でした。ですが、自分で調

べたけど書けなかったことなども伝えることが出来たのはとても良かったです。
61.9%

みんなと向かい合っての発表ではなかったため、少しやりづらかったけど、何度も撮り直しができて、自分の伝えたいことをまとめながら発表できたと思

います。また、みんなに見られているという意識があまりなかったのでスムーズに発表することができました。
61.7%

このような経験は初めてで、撮影の仕方などに手こずったり、ちゃんと伝わるかどうかも心配で、対面とは違う緊張もありました。ですが、こんなご時世

だからこそできることで、YouTuberをしている気分で楽しく取り組めました。
60.5%

楽しい, 大変, 相手, 緊張, 文字, 経験, 対面,
苦手, 見やすい, 工夫

観衆がいない状況での発表



今回はオンラインポスター発表会ということで、自分も初めての経験だったのでちょっと心配がありました。でも、どうやったらキレイにちゃんと伝わる

だろうかとか考えながら自分自身で試行錯誤して動画をとるのは結構おもしろかったです。いつもなら人前で発表するはずのポスターだったんですけど目

の前に人がいない分結構はっきりしゃべれたかなとおもいます。

58.2%

動画を撮ってポスターを発表するのは初めてだったので、うまくできるか心配でしたが、どうしたら伝わりやすいかとか、見えやすくするにはどうしたら

いいのかなど、対面でやるよりしっかり考えることができて、とてもいい機会になったなと思いました。
56.1%

今までにやったことのない形式での発表でちゃんと上手くできるか心配でした。しかも、動画なので調べたことをしっかり伝えないと見ている人が理解で

きないと思ったので自分なりに伝わりやすいようにまた聞き取りやすいようにするのに少し苦戦しました。でも、自分なりに出来たと思うので良かったで

す。

52.7%

私の発表は最初の出だしの文字を大切にしました。イラスト文字で太くして相手に見えやすいようにしたり、また、滑舌が悪いので聞き取らずらかったら

嫌なので編集アプリを使い文字を入れて編集を行いました。とても大変ではありましたが、声も大きく出して自分の顔を相手に出すのは恥ずかしかった

が、とてもいい経験になりました。

52.1%

初めての一人動画撮りで物凄く緊張しました。聴く側の人の事も考えながら、どう工夫していこうか、動画編集はどうしようか等、沢山悩みました。

YOUTUBEを参考にしたり、SNSで動画編集について調べたり、バイト先の先輩にアドバイスを貰ったり、色々と頑張って調べました。動画編集について
の工夫や画角の調整など、知らなかったことが知れたので嬉しかったです。とりあえず、なんとか間に合って動画が完成したので良かったです。振り返っ

てみると、案外楽しかったと感じました。

47.5%

自分自身で相手にいかにわかりやすく伝えるかを試行錯誤し、考えて書くのが楽しく、学びながらできるのでとってもためになりました。また、自分で書

いたものを発表することによって、再度テーマについて思い返すことができ、より深く子どもの疾患について考えを新たにすることができました。ポス

ター作成、発表の機会を設けてくださりありがとうございました。

38.2%

ポスター作成は想像していたよりも簡単だったのですが、撮影が慣れていなくて少し大変でした普段、調べる機会のない病気について調べることができて

よかったです。感染症以外にも、子どもがかかりやすい病気は沢山あって驚きました。保育者がきちんと配慮することが大切だということを学びました。
90.4%

私は今回のオンラインでのポスター発表について、自分で調べたことを自分なりに紙に絵や文章として書いたりすることで、読む側に対して分かりやすく

説明するにはどのようにしたらいいのかなどを自分で考えることが出来たので、良い機会だと思います。また、今回はオンラインでの発表だったので、多

少言い間違いをする時もありましたが、緊張して声が震えることなく発表出来たので、私の個人的な意見としてはオンラインでのポスター発表が新しく、

緊張しすぎないで発表することが出来るのかなと思いました。

90.1%

動画の撮り方がよくわかっていなくて不安だったけど、新しい形のポスター発表形式で新鮮な感じでした。自分の声がちゃんと入っているか、ポスターが

見えにくくないかなどに気をつけて発表を行いました。慣れてない感じがあったけどまた機会があればやりたいです。
88.9%

このような状況で、オンラインでの発表は恥ずかしいけど、仕方ないことだと思う。それに、ポスター作りだけでなく、提出の仕方や新しいアプリの使い

方など、これからの時代に活躍しそうなものを学べて良い機会だと思った。
87.3%

1発で言葉や漢字の読み方を間違えないで撮ったり、難しく動画編集が大変でしたが、授業中の発表とは違って自分のペースで勧められるしこれはこれで
いいなと思いました。初めてのことだったのでとても勉強になりました。

87.1%

発表者としての視点から今回のオンライン形式の発表を考えると、撮影が結構大変だった。なぜなら、目の前にポスターを見てくれている人がいないの

で、どのようにポスターを画面に写せば効果的に説明ができるか、ということを考えながら、撮影をしなければいけなかったからだ。
86.7%

コロナウイルスで、このような授業形式になって、人前で発表するのに緊張するのでオンラインでよかったです。でも、その反面オンラインになったこと

により、今まで使ったことの無いアプリだったので戸惑いも多かったです。
86.2%

中学校からポスター発表をしてきたので、慣れていましたが、初めてオンラインでの発表だったので緊張しました。他の人の発表を見て、みんなレベルが

高いと感じました。私なりに精一杯やったのですが、緊張して噛んでしまったりしたので、満足のいく発表ができなかったのが残念です。

また他の授業でも、何かの機会があった時に自分が満足のいく発表ができたらいいなと思いました。

84.8%

今までにない発表形式で、最初はどんな風にやったらいいか分からなくて不安な気持ちがあったけど、実際にやってみたら、自分のペースで話せて、みん

なの前に出て発表するよりも変に緊張をしないで慌てずに文を読めて発表ができたのでよかったです。
84.6%

こういった発表の仕方は初めてだったので、少し緊張しました。でも、自分で撮影しての発表だったので、言い間違えたところを修正できたり、今の伝え

方分かりにくいかもなと思ったらまた取り直すことができるのがとても良いなと思いました。
84.5%

このような形の発表の仕方は、始めてでどのようにやるのか不安でしたが、思ったよりも、出来て良かったと思います。また、色々な疾患がこんなにも疾

患があることに驚いたことと、自分が一番気になっていた疾患について、ポスターを作る時に、色々なことを調べていくので、知らなかった情報なども

いっぱい理解出来たので、とてもいい勉強にもなりました。今回は、1つの疾患しかまとめなかったのですが、こんなにも疾患がある事がわかったので、
調べてなく、わからない疾患について自分で調べてみようと思えるきっかけになりました。

84.1%

私は、最初お手本もなかったので、すごく不安でした。見る人が飽きずに見られる事と、わかりやすく喋ることなどを意識して頑張りました。載せたあ

と、沢山の人に褒めてもらえて、すごく嬉しかったです。頑張ってよかったです。
80.4%

最初は自分で動画撮るって聞いてめんどくさいかなーと思っていたけど、みんなの前で発表じゃないからそんなに緊張しなくて良かったです。ポスターを

説明して発表することがなかなかないからいいけいけんになりました。
79.7%

楽しい, 大変, 相手, 緊張, 文字, 経験, 対面,
苦手, 見やすい, 工夫

緊張, 機会, 子ども, 最初, 知識, 撮影, 形式,
難しい, 作成, 大変

観衆がいない状況での発表
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最初に、動画での発表をすると聞いたとき、難しそうだなと思っていました。ですが実際にポスター作成や撮影をして、動画編集をしてみると、楽しかっ

たです。また、今回の課題が、小児疾病についてだったので、保育士になるうえで子どものかかりやすい病気について調べることは、大切だと感じまし

た。

76.6%

動画を自分で撮影してみんなに見せるということが新しくて、今までやったことがなかったので、動画だったけどみんなの前に立って発表するときのよう

に緊張したし、自分の声とかが少し恥ずかしかった。ポスターを作成するときは、全体的に見やすいように色を使いすぎないようにしたり、わかりやすい

ように言葉を簡潔に書くように工夫した。

76.0%

自分の興味のある子供の病気について調べてそれをポスターにして発表するというのはとてもいい方法だと思いました。知らなかった知識やコレから活用

できそうな知識を得ることができたのでとても良かったです。また子供の病気を知ることで将来保育士になった時に病気に少しでも早く気づけると思いま

した。

75.0%

自分がやってみたい疾患を選ぶ際に、色々調べていて、子どもはたくさんの疾患にかかってしまうリスクがあるんだと分かりました。保育者としてたくさ

んの注意点が必要だと、改めて実感することが出来ました。子どもたちがすくすく育ってくれるよう、日々の保育を計画することはもちろん、園を常に清

潔にし、ゆったりとした気持ちで保育をおこなけるようにしていきたいです。また、子どもの変化に十分に気付き、体調の面もしっかりサポートして行き

たいです。

74.7%

私は、オンライン発表という方法は良いと思いました。人を目の前にして発表することが嫌というわけではありませんが、緊張してしまうので、オンライ

ンの方がしっかりとした口調で話すことができたと思います。しかし、それを克服するためにも、やはり人を目の前にして話すことが大切なのかなと思い

ました。

74.7%

最初は、ポスターを作って、発表を動画にしたりするといった作業がめんどくさいと思ったけど、やり始めると、今までやったことない作業で結構面白

かった。誰もいない中で話しかけるといった作業は意外と難しいことがわかった。
74.2%

自分で調べたものをポスターに書き出してみんなに伝えると言うことはとてもいい機会だったなと思いました。自分が調べて伝えたいこともポスターに込

めて伝えられるのはいいなと思いました。オンラインで動画撮って送るのは少し大変でした。
73.8%

病気の名前は知っていてもどんな病気なのか分からなかったのでポスター発表を通して知ることができた。また、子どもに関する病気でも種類によっては

大人にもかかったり、治療法が無かったりなどあって、予防のために清潔さを常に意識する必要があると感じた。
73.8%

実際に誰かが聞いてくれているわけでないので、どのように発表したらいいのかわからなかったです。でも、声はこの形式のほうが伝わりやすいのかなと

思いました。また、この発表を機にしっかり急性咽頭炎について学ぶことができました。
73.7%

自分は、夏にかかりやすいものから1つ、冬からも1つとみんなが1度は聞いた事のあるやつを選んでポスターに書きました。意外と知らないことが沢山あ
り、勉強になったし気をつけた方がいいところも分かった。絵を書けばよかったなと思いました

73.2%

最初は全然どういう風に書いたらいいかとかわからない状態から始まったけどやり始めていくうちに今まで知らなかったこととかも知ることができたし、

自分も今回調べた食物アレルギーを持っているのでしっかりと理解することができたので良かったなと思いました。
72.4%

幼児疾病についてまとめた事を発表する際にどのように発表したら伝わりやすいか考えるのに苦労しましたが、発表を通して自分も理解を深めることが出

来たので良かったです。また、オンラインという事で、普通の発表とは違い発表する際は誰も前にいないので緊張せずに発表する事が出来ました。
72.2%

ポスターを作成するにあたって、子どもがどのような感染症や病気になるのか、どれだけの種類の感染症や病気があるのか、など自分が気になる病気など

を選んでポスターにすることで、将来自分が保育者や保護者になった時に、子どものどういった行動や症状を見て、もしかしたらこの病気かもしれない、

だから病院に見せに行って見ようなど、早期発見にも繋がるので、いいと思いました。また、オンラインでの発表は、自分で動画を撮るのが少し大変でし

たが他の人の発表も見れて良かったと思います。

65.7%

ゆっくり喋ることや、文字を入れて分かりやすくすることが大切だと思いました。また、自分で調べた病気をみんなに知ってもらうためにも噛み砕いた日

本語を使用して伝えるのは難しいけれどとても大切なことだと思いました。
64.7%

今回は急な事で動画での発表になったのですが、最初はどのように取ったらいいかわからず試行錯誤しました。動画は何回も取り直したりしました。字幕

を入れる方法をもう少し調べて入れられたらもっとよかったのかなと思いました。
62.3%

動画での発表は試行錯誤の連続でした。「どうすれば見る人にとって伝わりやすいか」を考えたり、「動画を撮って確認してはやり直し」の作業を何度か

繰り返すことになったので、仕上がりまでに結構時間がかかりました。今となっては良い勉強になったと思います。
62.2%

最初は、オンラインで発表することは初めてなので戸惑いがあったり、映像を撮るのが恥ずかしい、難しいと思っていたけれどやってみると意外と出来た

ので安心しました。ネットが苦手な人でも先生が提出をやりやすいように準備して下さっていたので、とてもスムーズに提出や調べ物ができました。
57.9%

普段からあまり病気について調べる機会がないので、今回このポスター発表を通して、一つではありますが詳しく学ぶことが出来たのでよかったです。ま

た、他の病気についても調べて自分自身の知識を深めていきたいと思いました。
53.4%

発表者からみたポスター発表形式は、大勢の前で発表するので少し苦手です。しかし、自分で題材を決めて、調べて、まとめることで知識が増えると思い

ます。さらに、発表をすることで経験となり、さらに知識を身に付けることができると思います。
50.8%

ポスター発表をする事で、普段話さない人も大勢の前で話すいい機会になると思うし、自信にも繋がると思う。また自分自身で調べてまとめる事で自分の

中でしっかり理解する事ができ、自発的な学びに繋がるようになると思った。
50.7%

緊張, 機会, 子ども, 最初, 知識, 撮影, 形式,
難しい, 作成, 大変

本授業形式に関する不安や

緊張とメリット



はじめて、熱性けいれんについて触れ、両親や保護者がきちんと座薬を使うなどケアをしないと繰り返す恐れがあるので、慎重に熱性けいれんと付き合わ

ないといけないなと思いました。また、お家で起こした場合、すぐに治ったからといって家で安静にするのではなく、病院に行って受診することが早く治

すポイントだとかんじました。子どもが熱性けいれんを起こした場合いち早く行動できるくらい知識を身につけられたと思うので、実践できるようにイメ

トレしておきます。動画での発表ときいて不安だったけど、いい経験ができました！

50.4%

こんな形式で発表はしたこと無かったけど、実際やってみたら皆の顔が見えない分やりやすかったって言うのが印象的です！実際に皆の前で発表すると緊

張で声が小さくなったりしてしまうのでこの動画のやり方だとあまり緊張しないので声の大きさも、表情とかも緩やかになれてとてもやりやすかったで

す！！このやり方でやるのも意外とありだなと思いました！

50.0%

今回のポスター発表会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で通常は対面でおこなうはずだったけど通常通りに出来なくて普通は紙に書いて直接発表っ

ていう形だけど今回は動画を自分で撮影し、編集までしてひとつの作品としてポスターを提出するという方法でした。動画の撮影の仕方や編集することに

関しては、初めての経験だったので、友達の力も借りて撮影し、編集まですることができた。自分で書いて動画撮影して編集するまでたくさん時間をかけ

て期限通りに提出できて達成感があったので良かったです。

94.0%

私は今回のポスター発表形式について、新型コロナウイルスの影響により、オンラインポスター発表という形になってしまいましたが、Bクラス〜Dクラ
ス一人一人のポスターはどのようなものかみんなのが見れてとても参考になったし良かったと思います。

また、A3の紙で私的には少し範囲が狭いかな？と思っていたけど、思ったよりもたくさんぎっしり書けたのと、他の人のも見てみると、絵、グラフ、図
などといったところも踏まえて、工夫がされていて見てて「すごい！！」と素直に思いました。

また、新型コロナウイルスの影響で、まともに自己紹介をせずに過ごしていて同じクラスでも名前は知ってても顔がわからない子が多かったのでこれをき

に、知れました。

自分が作ったポスターの発表をしてみて、この課題で自分なりにまとめ、編集をし、みんなの前で丁寧に発表することで理解が深まったと思います。

92.9%

とても新鮮な体験ができたと思います。今まではポスターを制作し発表するのが当たり前でしたが、今回のようにポスターを制作し動画を撮り編集をする

形式の発表ははじめての経験でいい勉強にもなったと思います。動画の編集は少し難しかったです。
90.4%

携帯を使って動画を作ったりするのが難しかったです。あまり動画制作とかができないので時間がかかりました。自己紹介が恥ずかしかったです。自分の

見せたいところをアップしたりして、見る人が理解できるように頑張りました
87.3%

今回私はインフルエンザについて調べました。そこでかぜとは違う症状ということとホームケアについて知って考えることができました。違う症状ってい

うのは今までの経験で納得したことやウイルスの種類などを初めて知ることができました。ホームケアについてはこれから保育士としてあるいは子どもが

できたらしっかりと対応していけるように理解してできるようにしていきたいと思いました。

87.2%

実際にみんなの前で発表することができれば、理解できている顔だな、わかりづらそうな顔をしているな、などとみんなの表情を見ると自分の発表の良い

点や改善点なども見えてきます。しかし今回はそれが不可能だったため自分の発表が視聴者側にしっかりと伝わっているのかがとても不安だなと感じまし

た。ですが、オンラインだからこそ、どのようにしたらわかりやすく伝わるのか、自分がみんなに伝えたいことはなんなのか、など工夫して取り組むこと

ができたので良かったです。

86.6%

分散登校、コロナの影響で皆さんに直接伝えるこことが出来なかったのはとても残念でしだが、今回の発表形式は、いままでやった事のない形式だったの

で、これも1つの経験としたいです。
ポスターを作成する際も、先輩方の参考ポスターがあり、自分も負けずと頑張りました。(^^)
丁寧でよかったです。

86.6%

初めてのオンラインポスター発表で不安がいっぱいありました。特に動画の編集など初めてやるものばかりでした。でも、友達と協力したり自分なりに見

やすいように編集したりして結構できるようになりました。こういった状況だからこそできたことかなと思いました。
84.7%

子どもに起こりやすい病気は初めて調べたのですが、自分自身が持っているアレルギー性鼻炎について調べましたが、自分でも知らない事や初めて知った

事実が分かり、このポスター発表はとてもよかったと思います。また、絵を書いたり構成を考えたりと保育士になったらやるような事も経験したので、と

ても良かったです。

84.5%

ポスターが遠目でしか見えなくて、残念だなと思った。自己紹介の部分だけ自分を写して後はポスターのみでみんなに伝えると、よりわかりやすく発表が

できたと思う。自分とカメラしかいないので質問も反応も何もないので、動画でしっかり伝わっているのか不安。
84.3%

発表はいつも、人の前でやることが多かったので１回限りだけど、今回はミスがあったらやり直せるし、自分が納得いくまでできたので良かったです。

あと、初めの自己紹介の時に家族に撮影してもらったので、家族にも学習してる姿をみてもらえたのが良かったです。
81.0%

自分でポスターを作って動画を撮るということが初めてで新鮮でした。実際にやってみて、これでいいのか不安がありましたが、普通の発表と違って動画

に残せているので、次の発表や、プレゼンなどに活かすことができると感じたのでいい経験になりました。
74.3%

今回初めてオンライン形式で発表をやってみて自分ではこの子どもについてを調べて理解しそれを分かりやすく発表したと思いますが、相手が伝わったか

少し不安や緊張もありました。でも、文字だけじゃなくグラフや絵書いたりしたので理解した部分も、あるとおもいます。
62.7%

調べて発表することで、その病気について深く知ることができました。書くだけでなく、調べて、書いて、発表することでその病気の治療法や予防法、症

状などについて覚えたので、将来、保育士になったときに役に立つのかなって思いました。
62.2%

自分が伝えたいことを明確にして話すのは意外と難しいと思いました。どのように話したら伝わるか、わかりやすいかいろんなことを考えて動画を撮りま

した。今回の課題で、わかりやすく伝えることの大切さについて改めて感じました。
61.3%

動画編集等の制作経験

緊張, 機会, 子ども, 最初, 知識, 撮影, 形式,
難しい, 作成, 大変

編集, 撮影, 理解, 形式, 難しい, 経験, 制作,
自分自身, 症状, 不安

本授業形式に関する不安や

緊張とメリット



食物アレルギーについて図書館で本を借りてきて調べることができました。また、発症割合などをネットから調べたりして情報を活用することができまし

た。初めてオンラインで発表をやって難しかったけど、こんな状況だからこそのこの発表方法もありだなあと思いました。
61.3%

オンラインでの発表は初めてだったけどこれの方が話しやすくていいと思いました。ただ、この発表形式だとただの発表になってしまって記憶に残らない

し、伝えたいところをしっかりと伝えられなかったのでそれが少し残念です。
61.2%

ポスター制作だけでなく自分で撮影したり、動画をくっつけたりと難しい所もあって大変でした。また、みんなの前での発表は恥ずかしいって気持ちだけ

ですが、動画だと見ている側の表情が見えないので心配になる所もありました。
54.0%

症状を分かりやすく、ポスターにまとめ、絵や言葉でまとめたことを発表で文章として伝えるので頭に入りやすいと感じました。また、自分でポスターを

制作するため沢山の情報を得るので知識も増えたりするので勉強になりました。
53.3%

動画の編集や写真に音声を入れることが初めてだったので、みんながどんな風に発表をするのか心配だったけど、自分なりにうまくできたと思うので良

かったと思う。また、改めて病気について調べることで、初めて知ることも多くて、いろんなことを学べたんじゃないかなと思う。
52.7%

症状や発症割合などを調べてて自分でも分からないところが分かったから良かったなとおもいました。伝えたいことや、伝えて欲しいところをちゃんと伝

えられたと思うので良かったと思いました。イラストやグラフにすることで自分でも理解することがすぐに出来たし、相手にもわかりやすく伝わったと思

うし良かったんじゃないかと思いました。

50.7%

自分自身で発表する動画を撮って皆に見られるのは少し恥ずかしかったです。でも動画を撮ると何回も撮り直しができたり、補足で言葉を付け加えたりす

ることができるのでみんなに伝わりやすいのかなと思いました。編集が意外と大変だったけど、楽しかったです。
50.4%

動画を撮影するとき、何度も噛んでしまって何回も撮影するのが大変でした。字幕を付けずに提出したけど、字幕あったほうがわかりやすいし見やすいな

思ったのでそこが反省点です。次もしあるとしたらこの改善点に気をつけたいと思いました。
44.8%

[論⽂題⽬：COVID-19感染拡大に伴う大学における遠隔授業の実践報告：オンデマンド型ポスター発表形式による小児疾病への理解を深める学修の成果と課題]

動画編集等の制作経験 編集, 撮影, 理解, 形式, 難しい, 経験, 制作,
自分自身, 症状, 不安


