
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

手で持って発表するよりポスターだけ映っていた方が、文字やグラフが良く見えて分かりやすかったと思う。

動画に文字を入れている人もいて動画の中で聞づらいところも文字でみれるから、私も文字を入れた方が見ている人に伝わりやすかった

1人ずつ集中して聞けるし、何回も見れるから内容を理解しやすかった。

92.2%

イラストやグラフがあって難しい病気でもわかりやすく伝わったし、ペンを持って文字の部分をなぞって読んでくれたりしてとてもわかり

やすくて良かったです。色んな病気が知れて、そんな病気があるんだなと思ったし、その病気の対処の仕方とか予防の仕方がわかってとて

も良かったです。自分が保育士になったときは何か病気を持っている子とがいたりしたらその知識を活かして頑張ろうと思いました。

91.4%

みんなちゃんと丁寧にポスターを書いていて、とてもよかったです。発表もポスターも一人一人の個性がでていて見ている側も楽しかった

です。色使いやポスターの書き方、絵など色々あったわかりやすかったです。もっと自分のも時間かけてやればよかったと思いました。
90.7%

1回でおわってしまう対面式の発表会より動画の方が気になった動画を何回も見直せるのでよかったかなとおもいます。

また、声が小さすぎて聞こえないというのもなかったのでとてもききやすかったし、いろんなめんでたくさんわかったこともあってよかっ

たです。

自分達のクラスだけではなく、他のクラスの発表もきけたのは、とっても楽しかったです。

89.9%

みんな、絵や部分で分けていたから分かりやすく、拡大して読んでいる所を写していたので聞き逃しても確認できるし、追って読めるから

難しい内容でも大丈夫だった。

絵で表現していて、文字だけでよりも分かりやすかった。

89.6%

今回の発表は、初めてということもあり、みんな戸惑いながらだったと思うけど、ポスターも綺麗にまとめられていてすごいと思ったし、

発表中に、ポスターの今話している部分を拡大していたりするのは、自分にはないアイデアだったので今後のオンライン発表の機会に生か

していきたいと思った。

また、普段の発表だと後ろまで声が聞こえなくて、何言っているのかわからないと言うことがあったけど、今回はそれがなくて、1人1人の

発表をしっかり聞けたので良かった。

88.2%

聴講者からみたポスター発表形式は、ポスターが絵や色でまとめられているので、文字だけの本よりも見やすいと思います。また、自分が

知らないかったことも他の人が見つけて発表しているので、もっと多くの知識を得ることができると思います。
87.4%

ポスター発表の形式について、自分のクラスの人の動画を見ることで、自分との違いを学ぶことができました。クラスの名簿と動画のURLを

先生が送ってくれたので、一人一人の動画をしっかりと見ることができました。
86.3%

皆の発表を動画でみて、聞いて、少し聞き取りずらい人の時は携帯で動画を取っているので自分で音量をあげることが出来て聞くことが出

来るのでいいなと思ったし、よく理解できなかった部分は自分で動画を停めながら巻き戻しをしたりして何回も見ることが出来たのでいい

なと思いました。

86.0%

人それぞれで発表の仕方が違ったり、動画編集とか見せ方でいろいろあって見てて楽しかったし勉強になる部分も多かったです。また、自

分も含め普段の授業ではなかなか前に出れない人達の発表を見れたりもしたのですごくいいなと思いました。
84.9%

今回、初めてこのような発表形式だったけど、普段のような発表だとメモを取りながら発表を聞くので聞き逃したりすることも多かったり

したけど、今回の形式では何度も見直すことができ、いろんなひとのをしっかりと聞くことができとても良かったなと思いました！
84.8%

対面で発表を聞くより、聞こえやすく一人一人の発表が耳に入ってくる感じがしました。分からないところとかもう少しみたいなと思うと

ころを止めて、自分のペースで見れたりするので、とても理解しやすかったです。

また、みんなハッキリと話せていたので聞き取りやすかったです。

82.7%

皆色々な病気について調べてたので、全然知らなかった病気についても知ることができました。発表の仕方も一人一人違くて、同じ病気に

ついて調べてても書いてることや調べてることが違うかったので、1人で調べるのとみんなで調べるのはやっぱり増える知識の数が違うなと

思いました。

82.2%

音楽や文字など自分たちで動画の中に入れてていて、そこはまねしたいなとおもった！学校で発表だったら特定の人しか聞けないけどこん

な感じで携帯を使って色々なクラスの人達の発表が聞けていい機会だったと思った。
81.9%

動画を巻き戻せば、見逃したこと、聞き逃したことを再確認できるし、画面に文字を入れている人もいてわかりやすかったです。音量も自

分で変えれるので、声が小さい、聞こえづらいなどがなくてとてもよかったと思います。
80.8%

実際にみんなの前に出て発表するよりも、オンラインの方がゆっくりじっくりみんなのポスター発表を見れて、記事についても詳しく聞く

ことができて、焦らないで感想をかけたり、聞き逃したところを振り返ったりすることができる部分はとてもいいなと思いました。
78.5%

　動画を使っての発表を聴講するのは初めての経験でしたが、楽しかったです。

　しかし、クラス全員の分を見終わるのに約３時間もかかってしまったので、「もう少し時間を短縮しながらしっかり見れる方法がなかっ

ただろうか」という点が課題といえそうです。

77.8%

e-Table2．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

聴講者としてのメリット クラス, 内容, 文字, 仕方, 部分, 楽

しい, 何回, 一人一人, 形式, 知識



ケータイで動画を取るのでポスターの字が見えなかったりすることもあって不便な部分もあったけど、その不便な部分を補ってる人とかも

いてオンラインでポスター発表をするときはその面の配慮も必要だなと反省点を見つけました。でも、オンラインだと、移動時間を短縮で

きるので、時間を短縮する面ではいいなと思いました。

77.8%

気になるお題から選んで観れるのでいい発表の仕方だと感じました！普通の発表だと眠たくなると思うけど、動画だと音楽や自己紹介など

あって面白みや自分らしさを出せていてみていても眠くならないし、たのしかったです！

ほかにも、お気に入りの動画を何回も見ることができて、振り返りができた。

77.5%

文字や手振りを入れている人はとても聞きやすかったです。また、レポート用紙に近づいてレポートの内容をしっかり見せてくれるもの

も、見えやすかった。今回のみんなのレポートを見て初めて分かったこともたくさんあったので忘れずに頭に残しておきたいです。
76.7%

多くの人が自分が興味を持ったものを調べて自分なりにポスターをまとめていて、データなども分かりやすくまとめられていました。ま

た、発表者の中には動画に文字を入れて今喋っていることがどの部分なのか、どんな場面でなりやすいのかなど、例をあげながら発表して

る人がいて、相手に伝わるように分かりやすくまとめたんだなと伝わってきました。

76.7%

オンライン発表だと、みんなの発表動画を観ることを先延ばしにしてしまったり、集中力がなかったりしました。しかし、オンライン発表

にしたことで、聴き逃した部分は戻って再生して聴き直すことができ、声が聴こえないなどと言った問題がないので、良かったです。
74.4%

同じ病気や感染症を発表していても、それぞれ自分の思った大切なことなどを発表していて、とても深く知識をつけることができました。

また、見たくなるようなポスターや、とても聞き取りやすい発表の仕方をしている人が沢山いて、とても楽しく勉強できました。
72.3%

クラスメイトや他クラスの発表を時間を気にせずに視聴することが出来たのは良かったし、聴き逃したところも戻って聞き直すことも出来

た。

気になるだろうなと言うところもしっかり解説してくれていたりと、丁寧なものが多かったので見ていてとても楽しかった。

67.4%

一人一人それぞれの発表の仕方があり、撮り方、編集の仕方があり同じテーマでも違うように感じました。

また、調べ方が違うと内容も変わり、

いろいろな視点があることも学ぶことができました。

自分が調べたこと以外のテーマについても発表を見ることによって学ぶ機会がありとってもいい学習となりました。

66.7%

自分の発表と比べて良い点がよく分かりました。聞づらい所も動画なので繰り返し再生できるので内容がよく入って来たと思います。です

が、何度も見れるということに頼ってしまってメモを取らずに見ていたので、その点は改善していきたいと思いました。
66.6%

みんなとてもわかりやすく、自分の伝えたいことを明確にして伝えていて内容が入りやすかったです。自分が調べた病気以外のことを知る

ことができて将来保育者になったときにいかしたいと思いました。今回の発表でいろんなことを学びました。
66.6%

オンラインだと一度見たとしてもまだ、スマホの中に動画が残っているので、もう一回見たい人の動画を見ることができることはとても良

いと思います。また、いろんな人のポスターの作り方発表の仕方を見て、次への学びになりました。
66.6%

慣れていなくて見れるようになるまで少し時間かかったけど、たくさんの人の発表を何回も見れるし、もう一度聞きたいと思ったところを

見たりできるので、勉強にもなるし、使い慣れたらとても便利な形式だなと感じました。
62.8%

みんなが調べた病気をひとつひとつしっかり見ることができて、自分が初めて聞く病気だったり、名前は知ってるけど症状とか対処法がわ

からないものとかもあったので、わからないことをたくさん知ることができて楽しかった。イラストとか、グラフとか、その他にもプラス

で教えてくれたし、みんなハキハキ発表してて、発表の仕方もすごく上手だったので、見習いたいと思った。

60.1%

みんな一人一人が、とてもポスターが見やすくて、また、発表の仕方もわかりやすく、オンラインの動画でも、分かりやすく伝えたりした

ら、ちゃんと伝わるんだなと思いました。また、デザインなどもみんなそれぞれ違うので同じ病気を調べていたとしてもわかりやすかった

です。

58.2%

みんな撮り方が様々で、そのなかでもポスターの全体をずっと写すのではなく、今話しているところを写したり、文字にしてみたり、ポイ

ントの部分を文字にしてみたりなど工夫されていた。ポスターの内容といっしょに撮り方もとても勉強になった。
55.5%

気になったポスターを何回でも見られるので、とても良かったです。まだクラスの人の名前と顔がわからない人もいたので、少しは顔と名

前の一致もできました。また、みんなのポスターがとても上手に書かれていてすごいなと感心しました。
54.0%

動画なので、みんなのポスターをゆっくり、何回も見れるのがすごくよかったです。動画の画質が少し良くなかったり、動画撮影の際に距

離があったりなど、少しポスターが見えずらかったりもありました。ですが、音がしっかり聞こえたので、内容はしっかり聞くことが出来

ました。

53.8%

聴講者としてのメリット クラス, 内容, 文字, 仕方, 部分, 楽

しい, 何回, 一人一人, 形式, 知識



Bクラス〜Dクラスの発表を一通り聞いて、みんなしっかりと自分なりにポスターをまとめていて聞いている側からしてもわかりやすく、そ

の病気の特徴などはじめて知ることもたくさんあり、何回もうなずきました。

ポスター発表で、声が小さい人は少し聞き取りづらいなと思いましたが、ゆっくり丁寧に説明していて、自分でもたくさん知識が得られた

と思いました。

最初に、名前とクラスを述べてからの発表は聞く側からしても投票もしやすいので発表形式はとても良かったと思います。

また、ポスターの内容を見たときに、詳しいことがたくさん書かれていて、ポスターを作成した後でしたが、とても参考になりました。そ

の中でも1番Dクラスのかよこさんのポスターが良くて、グラフも図も入れていてさすがだなぁ！と思い何回も見返しました。

みんな様々な病気のことを調べていて、説明が丁寧でクオリティがほんとに高くてビックリしました。発表形式も自己紹介から終わりまで

先生の指示通りに行っていてみんな一人一人工夫がされていてとてもすごかったです。

53.7%

聞いた事のない病名を調べてる人がいて、その動画を見てみると自分が分からない病気のことでも説明を聞いたら理解できるような説明の

仕方や内容で分かりやすかったし、調べるテーマが何人か被っていて内容が一緒でもそれぞれ個性があってみんな違っていたので勉強にな

りました。

51.7%

自分のクラスだけでなく、他のクラスの方の発表もみれたことが、対面授業ではできないことで良かったと思います。みんな動画でもわか

りやすくなるように、紙のまとめ方を色とりどりにしてポイントごとにまとめて書いたりなどそれぞれの違った工夫がみれて勉強にもなり

ました。また、マスクをつけていない顔を見れたことも新鮮でした。

49.5%

対面での発表では、聞き逃してしまったらまた聞き直すことは出来ないけど、オンラインだと何回も巻き戻しできて対面よりも理解しやす

かったです。人によって動画の撮り方がいろいろ工夫されていて見ていて面白かったです。
48.5%

みんな丁寧で綺麗にポスターがまとめられていて、色えんぴつや色ペンなどで見やすく作られていたので、とても見やすかった。発表も聞

きやすい音量で、内容もとても分かりやすくまとめられていて、様々な病気について知ることができた。
40.7%

授業中の発表だと連続で聞くためどうしても眠くなったり後半にかけて集中力が切れてしまいがちですが、オンラインだと自分の見たい時

に見れるししっかりと評価することが出来るためとてもいいと思いました。また、時間短縮もでき効率もよいと感じました。
33.3%

私はたくさん話して5分かかったのですが、要点をしっかりとまとめて大事なことだけをいうという人もいて、だらだら書かれていることを

話すよりも相手も聞いててわかりやすく、短くできたらよかったと思いました。また、同じインフルエンザのことでも自分が調べてないこ

とも書かれていたのでためになりました。

33.3%

人それぞれ調べるのが違う方、いろいろな病気について知ることが出来た。

同じものを調べてる人でも発表の時は人によって違うし強弱をつけてる人とかもいた。

また、人の発表を見ることで自分と違うところとかも見つけれたし、将来について覚えときたいなと思いました。

33.3%

ポスターに書いてあることだけじゃなくて、言葉や字幕で補足説明をしていた方がいてより詳しく知れたし、自分では思いつかなかった方

法だったのでとても参考になった。また、途中でクイズをだして見ている側に興味を持たせたり、文字だけではなく、イラストや図を使っ

ていた点がさらにわかりやすかった。

93.0%

皆、絵や文字の大きさなど工夫していてカラフルでとても見やすかったです。発表の時も壁にポスターを貼って指さしながらやっていたり

少しの工夫からこだわっていて見ている方も楽しみながら色々学べました。後は詳しく調べていたり、見ている側もこんな病気があるんだ

〜と学ぶことが出来ました。

92.5%

みんなの発表では、動画に文字を入れたり、紹介して読んでいる所を指で指したり、ジェスチャーなどもいれてとてもわかりやすくて私に

は思いつかなかったことをしている人もいたので次なにかオンラインで発表する機会があればぜひ参考にして真似したいなと思いました。

ポスターに書いていることだけじゃなくて、補足で説明なども入れていてとてもわかりやすかったです。また、ポスターの文字や絵なども

工夫してとても見やすくて可愛くてよかったです。

92.1%

必要な情報がきれいにまとめられ、文字の大きさやイラストや画像、グラフ、動画に文字を入れたりして、見やすいように工夫されてるな

と感じました。特にいいと思ったところは、自分がかかったことがある病気、家族がかかったことのある病気、治療中の病気についてを調

べ、実体験を入れながら説明してくれたことです。自分や家族の為にこの病気について調べ、これからいかしていこうと思う気持ちがあっ

てとてもいいなと思いました。

90.9%

資料や教科書では分かりにくい説明や言葉をわかりやすく丁寧に説明していたのでとても分かりやすくて簡単に学ぶ事が出来ました。また

絵や図などを使っていてその病気の特徴や大切なことを良い深く知る事が出来とてもよかったです。
90.9%

沢山の人の発表が見えたので、色々学ぶことが出来ました。また、初めて見る人の発表も対面だったら少し躊躇しますが、動画だったので

気軽に見やすかったし、何回も再生して見れたのでワークシートに書き込みながらゆっくり聞けて良かったです。しかし、画質が悪かった

り、撮影が遠くてポスターの文字が見にくかったのが残念でした。

90.4%

ポスターが色々工夫されて、見やすかったです。カラフルにしたり、画像をつけてわかりやすくしたり、文字が見やすかったりと色々です

ごいなと思いました。

また、わかりやすく説明してる方やハキハキと喋っている方もいて聞いていてわかりやすいし、聞きやすかったです。

89.9%

聴講者としてのメリット クラス, 内容, 文字, 仕方, 部分, 楽

しい, 何回, 一人一人, 形式, 知識

視覚的工夫をはじめとす

るポスターや動画編集に

対する称賛

見やすい, 文字, 説明, 工夫, 声, 字

幕, 形式, すごい, 絵, イラスト



私は、ポスター形式の完成させたあとに聞くと、他の人のポスターの発表形式比べてみると自分はわかりやすくまとめられていたけどそば

に文字を付け入れていればよかったと思いました。でも声の大きさ、工夫して完成させていたのが良いと思いました。
89.7%

聴き逃してしまったところや聞こえなかったところなどを巻き戻して聞けるということはいいと思いましたが、動画を圧縮したために、ポ

スターが見えにくいことや、周りの雑音が入っていて声が聞こえにくいなどの問題が生じていたため、良いとも悪いともいえない発表形式

だと思いました。

88.6%

みんなの発表を見て、みんな新聞をきれいにかわいくまとめていたし、字幕を付けたりしていてとても見やすかった。イラストを入れたり

していてとてもいいなと思いました。

これから新聞を作成する時にみんなの新聞を参考にしたいと思いました。

88.5%

なかには、画質が悪くて見にくいものもあったので、ちゃんと見てみたかったので、少し残念だなと思いました。この形式でも面白かった

のですが、やっぱり先輩たちのようにみんなで実際に実物のポスターを見ながらやってみたいとも思いました。
88.4%

絵や文字が見やすくて分かりやすかったです。それに自分の知っている病気意外のことを調べている人がいてたくさんのことを学べまし

た。発表する側も聞く側も真剣で伝えよう、知ろうというのが感じました。そして、それぞれの病気の対処法をある程度知ることができた

のでよかったです。

88.4%

オンラインでの視聴だったので、聞き取れなかったら巻き戻してもう一度見れるし、声が聞き取りにくかったら音量を上げることができる

し、字幕がついているものもあってとても分かりやすかったです。自分のペースでできたのでとても良かったと思います。
86.4%

ひとりひとりの動画をゆっくり見れたり出来たので評価しやすかったです。みんな声もきちんと発していて、聞き取りやすかったりしまし

た。ですが、動画なので少し画質が悪く、ポスターがきちんと見えない、などあったので時間があったら見せる機会が欲しいと思いまし

た。

86.2%

画面越しに話を聞いてみるといつもと違った感じで面白かった。だけど、やっぱり実際にあって直接話を聞く方がいいなと感じた。少し前

ならできなかった形式をやっていると思うと技術の発展はすごいなと思った。早くコロナが収まってほしいと思う。
85.7%

みんなの発表動画をみて、みんなそれぞれ見やすいように工夫していてすごいなと感じました。また、みんなの動画を見ていて、自分に足

りなかった点、課題などを見つけることができ、参考にしたいと思ったところも見つけられたのでよかったです。
85.1%

動画での発表形式はコロナウイルス感染予防になると思いますが、とても見にくかったと思います。直接見ていれば気になったポスターを

見ることもできるのですが、動画では動画内でしか見れないのが少し残念に思いました。動画とプラスでポスターの単独の写真があったら

いいなと思いました。

83.0%

みんな、ポスターがとても見やすくて説明もとてもわかりやすかったなと思いました。動画だと何回も見ることができるのでよかったなと

思いました。あと気になるテーマが探しやすく、いろんな人のポスターを見ることができたのでよかったなと思いました。
80.3%

みんなは自分とは違って絵ともあって分かりやすかったです。また発表する時に髪を見るのではなくて自分が読む紙とポスターを分けてい

てパスターを皆が話を聞くことが出来て分かりやすかったしすごいなって思いました。
80.0%

実際でやると一人一人のをしっかり聞くのは厳しいと思うのでこういう形で全員のを視聴できるのは良かったと思います。

でも画質が悪かったり声が聞こえにくかったりした人もいたのでオンラインでのデメリットもあり少し残念でした。
79.8%

今回コロナの影響で、実際に対面発表ができずに、どうやってポスター発表をするのかなと不安に思っていました。ですが、このようにひ

とりひとりが動画を提出して、視聴できるようにする形式はとてもいい方法だと思いました。みんなの発表動画を見ることができてよかっ

たです。

79.4%

たくさんの人の発表を聞いて、伝えたい部分をアップにして写しながら説明したり、文字や線などを入れてとても分かりやすかったです。

声の大きさや言葉も伝わりやすく、イラストや図を使っている人がほとんどでとても分かりやすく大切なことだと思いました。
78.1%

今回は急な事で動画での発表になったのですが、動画もとても見やすく良かったと思いました。そして、ポスター発表ができないよりもこ

ういった形でポスター発表を開催できて良かったと思いました。大変だったと思いますが、先生が1人づつ名前のところにリンクを貼ってく

れたのでとても見やすかったです。ありがとうございました。

77.3%

インフルエンザについて改めて知ってもらいたいという思いが伝わりました。また、インフルエンザにはＡ型Ｂ型C型と3種類あり、C型は、

インフルエンザのなかでは軽症ということも聴講して知ることができました。イラストもしっかりあり、見やすかったです。
77.1%

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。
75.5%

聴講者から見たこのポスター発表形式は、

自分が見たい時に動画を見られるのでとても良かったのではないかと思う。

いまは、分散登校中なので休みの期間では結構バイトなど予定がある人が多いと思うので、その人たちも自分の都合が合う時に動画を見ら

れたのでとても良かったと思う。

75.4%

どの発表者も、みんな小児疾病について詳しく調べられていて、様々な病気について知ることができました。ポスターに色付けられている

ことでとても見やすかったり、声も聞き取りやすかったり、ポスター全体が見やすく工夫していたりと、オンラインだからこその工夫がさ

れていてとてもすごいと思いました。オンラインにすることで、自分で何回も繰り返し見返せるので、とてもいいと思いました！

72.7%

視覚的工夫をはじめとす

るポスターや動画編集に

対する称賛

見やすい, 文字, 説明, 工夫, 声, 字

幕, 形式, すごい, 絵, イラスト



今回の感染症のポスターは、テーマ決まってなくて自由形式だったので、みんなが考える感染症が様々でとても勉強になった！

私が視聴した４人の中でもきよのさんは、熱性けいれんというテーマで、最初に熱性けいれんについて説明をいれていたのでとてもわかり

やすかった。また、みんな絵などを加えながらわかりやすくやっていのでみやすかった。

71.6%

動画の声が意外とちゃんと聞こえていて聞きやすかったのと、個人で字幕をつけたり編集していた方も多くいて、とても試聴しやすかった

です。試聴期間も長めに設定して下さっていたので、忙しい人でも期限内に試聴を終わらせることができるし、動画も番号順にまとめて下

さってとても見やすかったです。

69.5%

一人ひとりが見やすいようにポスターにイラストをかいて工夫されていたり、分かりやすいように文字を入れたりまた、みんな聞き取りや

すい声で発表していて見ていてとても見やすかったです。参考にしたいと思うこともあったり一人ひとりの個性がでててとてもいいなと思

いました。

67.6%

自分が調べてない病気もたくさんあってみんな色づかいもキレイで病気のこととか細かく書かれているし、発表のときの字幕とかもあって

とてもいいな〜と思いました！

ポスターを使っての発表は将来役立つな〜と思いました。

66.6%

自分の見たいときに見れるし聞き取れなかったり、もう一回聞きたいところを戻せるのもいいなと思いました。みんな見る人が見やすいよ

うに話しているところをアップしたりゆっくり話していて見やすいなと思いました。
65.8%

皆さんのポスター発表を見て、相手に上手く分かりやすく伝えるにはどうしたらいいかと考えられており、とてもレベルが高い発表が多い

なと感じました。また、編集力も高く、表紙を作っていた方や自分で発している言葉を文字にしていた方などもいて、私には出来ない技術

だと感じ、とても凄いなと思いました。

63.8%

どのポスターもとても見やすくて、ただ発表するだけでなくポスターとしてまとめることですごくわかりすかった。発表するのが苦手な人

でもポスターだとイラストを取り入れたりして上手に伝えることが出来ると思うから、ポスター作成はいいと思いました。
63.7%

皆んな思っていた以上に完成度が高くて驚きました。字幕をつけている人や、色んな音声をつけて、皆んなが楽しんで見てもらえるような

工夫がされていて、すごいなと思いました。また、ポスターの絵も細かく書かれていて、字も皆んな綺麗にまとめて書いてくれていたの

で、とても分かりやすかったです。

63.5%

みんな真面目にやってて分かりやすかった。初めて知ったことや、違った事に気づけました。大人でもかかる病気が沢山あったけど、子供

の方が免疫が無いので重くなると思うので早めに適切な対応できる様に覚えらいい機会なあなりました。
62.6%

みんなの発表の良かったところは、声がハキハキしててイラストもとてもみやすくて身振り手振りで表現されているところがとても良かっ

たし、また、字幕をつけている人もいてさらに見えやすくなりました。発表内容もそれぞれ違くて、たくさん学べたこと知れなかった病気

など私たちの身の回りにはたくさんのウイルスとか感染症になりやすいこともまなびました。

60.5%

コロナの影響で実際に同じ空間の中でリアルタイムでその人の発表を聞けなかったことはとても残念だと思いました。しかし、アプリを

使って編集することが苦手な人も、カメラで撮影するのが苦手な人も、みんなが一生懸命作成してみんなに伝えようとする気持ちはオンラ

イン発表を通してでもしっかりと伝わってきました。

58.4%

今回はみんなが書いて動画を撮って編集したポスターの動画を見て、自分は、動画に文字を入れて提出したかったけれど、動画に文字を入

れるやり方がわからなかったので出来ませんでしたが、ほかの人たちの動画では、文字が入っていたりして今どこを読んでてここの説明を

しているってのが簡単に分かってとても見やすくて良かったです。えも書かれていて色も使って見やすいポスターで自分のとは大違いでし

た。

57.5%

発表者のポスターを直接見ながら、発表をき来たかったのが本音です。ですが、オンラインでみる形式も、誰がどんなことを調べたのか、

一目で分かったので、とてもいい方法だと感じました。

自分のクラスだけだと思っていたので見るのは少し大変でしたが、様々な動画の作成があって面白い部分もありました。

56.4%

画質が落ちてポスターに書かれていることが見えにくくなっていた。字幕を付けたりして編集してる人はわかりやすくてよかったです。3ク

ラス分みることができていろいろな病気のことを知ることができてよかったです。
55.8%

みんないろんな病気を調べていて、見やすくよく病気について真剣に見れた気がします。自分でポスターを作ってみて、他の人の動画発表

をみて、こういうやり方もあったんだ！とか、説明文が分かりやすかったりして、とても良かったです。
54.9%

デザインが見やすかったりグラフや図が細かく書かれていて文字だけのものより、文字が沢山あってもグラフや図が丁寧に描かれていると

興味が湧いて見たくなると気づけました。ポスターは間近で見てみたいなと思いました。
54.4%

みんなあまり調べることがかぶってなくて、いろいろな病気についての話が聞けてよかったです。かかったことのある病気も、意外と危険

な病気もあると知ってびっくりしました。ポスターには絵や色が使われていて、みんな見やすかったです。
53.9%

様々な撮り方があって、遠くから撮る場合は、せっかくのポスターがあまり目立たないので字幕をつけたり工夫してる人がとてもいいと

思った。またジェスチャーをつけたり、声のアクセントや近くにいないことを補うことができることを学んだ。
50.8%

同じ内容の病名でも個人の調べた内容やイラスト、説明の仕方がそれぞれ異なり見ていて情報がたくさん入ってきました。動画内に字幕を

入れていたりポスターの文字が見やすかったりと工夫がされていてすごいなと感じました。また、先生がそれぞれの動画を分かりやすくク

ラスごとにまとめて下さったので見えやすかったです。ありがとうございます。

44.2%

視覚的工夫をはじめとす

るポスターや動画編集に

対する称賛

見やすい, 文字, 説明, 工夫, 声, 字

幕, 形式, すごい, 絵, イラスト



友達の発表が上手で、とても聞き取りやすく、分かりやすい発表でした。ポスターも文字が見やすく、絵がかわいくて、見るのが楽しかっ

たです。適当に見たので関わったことの無い人の動画を見て、名前と顔が少しだけ一致したと思いました。
41.2%

子どもに起こりやすい様々な疾患についての発表をみて、広い分野の知識が身に付いたと思いました。また、皆それぞれがその疾患につい

て細かく調べていたり、ポスターの文面やイラストに工夫を施したり、発表するときの動画の撮り方や話す速さ、声の大きさに気をつけて

発表していたりして、丁寧に取り組んでいると感じました。

92.4%

みんな自分とは違うポスターのまとめ方などをしていて、とても見やすかったし、わかりやすくて凄いなと思いました。また、みんなそれ

ぞれ、違う疾患について、発表していたので自分が調べていない疾患についても勉強できました。工夫して、編集したりしていたので、凄

いなと思ったし、自分ももっと頑張らないとなと思うきっかけになり、とても刺激を貰えるポスター発表会だと思います。

92.2%

自分とのやり方の違いや工夫されている所が沢山あり、とても勉強になりましたし、凄いなと感じる点が沢山ありました。発表が上手な人

も沢山いて、私も次発表を行う際には今回の反省や皆の考えを参考にし、より良いポスター発表が出来るようにしたいと感じました。
91.4%

みんなのポスター発表を見て聞いて、凄く動画編集が上手な人や声量の調節をしている人、場所を選んで静かな場所で動画を撮っていた

り、見やすいようにポスターの位置を変えている人がいて、それぞれ工夫しているところが違っていて、勉強になりました。それにみんな

のポスター自体が見やすくて、可愛くて、字が綺麗でまとめるのが上手で保育者だーと実感したりしました。

91.2%

自分と同じ病気について調べていても言葉の違いだったり、さらに詳しい情報だったりなど、より多くの情報を得ることが出来ました。そ

の他の病気についての発表では、初めて聞いた病名から身近な病名まで深く知ることが出来たので、とてもいい学びとなりました。
89.7%

子どもの内にかかる病気や感染症の数や、症状、予防策など自分から調べないと出てこないような病気や感染症だったので、今回、いろん

な数の病気や感染症を知ることができてとても良かったです。また、それらの病気や感染症の症状や、予防策を知っておくだけでも今後の

子どもたちに関わっていく時に気をつけるべきところなど意識しながら行動が出来るなと感じました。

88.8%

みんな、たくさん調べて綺麗にまとめていて、どれも目にとまるポスターばかりでした。自分が実際知らなかった事もたくさん学べたり、

保育者としての対処とか予防策とか学ぶことが出来たのでよかったです。子どもだけでなく、今自分たちにかかるかもしれない疾患もあっ

たので、自分たちも気をつけて周りにもかからないよう、日々の体調管理をしっかりして行きたいです。

86.6%

みんな凄く分かりやすくまとめていて、見ていてどんな病気でどんな症状が出てくるのかもすごく分かりやすかったので良かった。

それぞれの個性も出ていて見ていて飽きなかったし面白かったからそこも良かったです。
86.5%

携帯のマイクの操作で、声がうまく拾われてなかったり、カメラのピントが合わなくてポスターがぼやけていたりして見にくかったけど、

動画編集している人もいて、とても見易かった。

友達の動画の撮り方を見て、良い撮り方を学ぶことができた。

85.3%

みんなの調べたたくさんの子どもがかかりやすい病気について知ることが出来て、いい勉強になった。これが、将来保育士になった時に子

どもが病気になった時、役に立ったり活用出来ればいいなと思いました。みんなの仕上げたポスターを見るのもたのしかったです。
83.3%

やはり、対面で発表会を行いたかったと思いました。皆さんの発表は、オンラインという初めてのこころみでも、とても良く、自分ももっ

と頑張らなければと思いました。皆さんの発表は、さまざまな工夫がされており、とても参考になりました。
81.8%

みんなクオリティー高くてびっくりしました。聞いたことない病名や名前は知っていたけどどんな症状わからない病気があったけど、それ

ぞれの発表を見て学んだことがたくさんありました。今回のポスター発表にはない病気もたくさんあると思うので調べてみたいと思いまし

た。

77.8%

みんな工夫されていて、絵を沢山書いてたり、どこを読んでいるのかわかりやすいように棒でさしたり、要約がちゃんとできていてわかり

やすかったし、とても勉強になりました。また、同じ疾患でも違うことを書いていてとても勉強になりました。
77.7%

病気の名前を知っていてもどんな病気なのか知らなかったり、病気の症状が思っていたのとは異なっていたり、初めて聞いた病気もあった

りした。病気の種類だけでなく、病気のしっかりとした情報も知ることができたので良かったと感じた。
77.5%

みんなが調べたポスターをみて、同じ病気について調べている人もいたし、違う病気についても知ることができました。また、同じ病気に

ついて調べた人の発表を見てみると、アレルギーになりやすい食品などが詳しく書いたりしていてもっと食物アレルギーについて勉強する

ことができました。

76.7%

他のクラスの動画も見ることができて、知らない病気もたくさんあったから、とても勉強になりました。動画の撮り方や編集もあって、動

画自体見やすかったです。また、私はポスターとかまとめるのが苦手なので、他の人のを見てとても参考になりました。
75.1%

同じ疾病について調べたりしている人も沢山いましたが、それぞれが分かりやすく伝わるように工夫していたり、内容が少し違うところも

あって聴いてて初めて知ることも沢山あったので、新しい知識が増えました。

あまり聞いたことのないような疾病も沢山あり、みんなわかりやすく伝わるようにポスターの工夫がされていたり、話すスピードも工夫さ

れていたのでとても良かったです。

73.6%

何名かの発表を見て、上手にまとめられていてイラストもあって、とても見やすかったです。またいろいろな病気があって、初めて聞く病

名もあってこんな病気もあるんだと思いました。対面だったら質問とかもできて良いと思いました。
71.6%

視覚的工夫をはじめとす

るポスターや動画編集に

対する称賛

見やすい, 文字, 説明, 工夫, 声, 字

幕, 形式, すごい, 絵, イラスト

知識の深まりや広がり 勉強, 工夫, 上手, 疾患, 症状, 編集,

撮り方, 凄い, 病名, やり方



綺麗に色使いされていて、わかりやすくまとめられていて、説明がわかりやすかった。

また、文字を活用している人の動画は、その病名や症状の漢字やカタカナが分からない時や聞き取れなかった時にすぐに見れて勉強になっ

た。

66.8%

皆、工夫して見やすくまとめられていてとても分かり易かったです。ほかの人の発表を見て、様々な病気の症状や特徴などを知ることが出

来ました。また、私が思いつかなかった発表の仕方やまとめかたに気づくことが出来ました。
66.6%

最初の自己紹介のところで顔が見れたのでまだ名前をしっかり覚えてないのでとてもわかりやすくて助かりました。撮り方なども自分とは

違うやり方だったり、ポスターの読んでいるところをアップしたりするなど工夫しているところがわかりやすくて、とても聞きやすかった

です。直接見たかったという気持ちもありますが、全員のをしっかりと見れたのでとても良かったです。

65.8%

ポスターを発表するときに指でさしたりしながらやっている人とかいて、分かりやすかったです。自分がやっていないことをやっていて勉

強になりました。もし次にやる機会があったらみんなの発表のやり方の良いところを参考にしようと思いました。
63.2%

みんな上手に発表していて、とてもすごいと思いました。

1年の時、直接発表だったから違う意味で楽しんでみることが出来ました。

それぞれ、上手くまとめられててやっぱり凄いし、とっても勉強になりました。

自分もみんなみたいに上手くまとめられるようになりたいと思いました。

62.4%

みんなそれぞれ違うことを調べて発表していて自分が知らなかった疾患とかあったり、知っていても詳しくはわからなかったりするのが多

かったので知るきっかけができたのでもっと調べてもし遭遇してもすぐ対応できるように知識をつけていきたいなと思ったのと、みんなポ

スターを作るのが上手で見習いたいなと思いました。

61.0%

声が聞こえずらい人もいたけれど自分で調整もできたのが良かったです。

みんな、人それぞれ個性がでてて、見てて面白かったし、他のクラスの発表も見れた事が良かったです。自分にはなかった、アニメーショ

ンをつけたり、アップで写したり、色々勉強になりました。

60.0%

みんなの動画を視聴して、しっかり調べていて、わかりやすくまとめて発表も上手でした。病名は聞いたことがあるけど、どんな病気かわ

からないものも、知ることができてよかったです。また、クイズなども書いている人がいて、とても良いアイディアだなと思いました。
58.7%

オンライン発表だったこともあり、もう一度聞きたいところや見たいところを戻って見れるのがとても良かったです。ポスターのデザイン

がみんなそれぞれ違うので見るのが楽しいし、調べたこともそれぞれなので、知らなかった疾患症状を知ることができてよかったです。
58.5%

全員の発表をみる時間がなかったので、気になった小児疾患や、知りたいと思った小児疾患を探して、それを中心に見ることができたので

良かったと思います。また、しっかりクラスと番号順になっていたので、とても見やすいと感じました。
58.4%

みんなポスター綺麗に作っていたし、動画に字幕をつけている人もいてとても見やすかったです。また沢山の人のポスター発表を見ること

が出来て、自分の知らなかった病気を知ることができたし予防策や病気になった時の対応など皆さん詳しく書かれていたのでとても参考に

なりました。

56.3%

実際直接発表を聞くことができなくて、わからないことを質問したりはできなかったけど、みんな詳しく説明していて、勉強になりまし

た。また、ひとりではこんなにたくさんの疾病について調べることはできないけど、みんなで情報を分け合えるのでよかったです。
55.4%

学校で撮っている人や家で撮ったらいる人、壁やホワイトボードに貼っている人や机に置きながら発表する人などたくさんの発表方法が

あって見ていて楽しかったです。編集の仕方が面白かったりみやすかったりして参考になりました。
54.9%

発表の時に、動画の中で喋るだけではなくて、編集をしていろんな音を入れながらやってるのを見て、自分には出来ないな〜と思いながら

凄いと思いました。声の大きさも聞こえやすくて、ポスターも見やすくて、良かったと思います。
54.4%

いろんな人が様々な子どものよくある疾病についてを一度にみることはすごくよく。また、動画なので聞くだけじゃなくその完成したポス

ターの作りやどんな内容なのかもみることができどういう疾病なのかがわかったのですが、ちょっと見えずらい部分があったのが少し気に

なりました。

51.1%

自分とは違う事を調べている人の発表を聞く事で、知らなかった事も学べるし、知っていた事も改めて復習できるいい機会だと思う。また

自分と同じ事を調べている人の発表も視点の違いなどを参考にできるし、勉強になる。
48.9%

みんながどんな病気について調べているのか、その病気についての特徴や症状、感染経路、予防や対処法、治療法など、例をあげたり、絵

を描いてわかりやすい説明で、いろんな病気について知ることができてよかったと思う。
48.5%

発表者それぞれのやり方で発表をしていて、普段とは違う感覚がしました。このようなやり方でも、しっかりと発表ができることは素晴ら

しいことだなと感じました。でもやっぱり、動画だと画質だったり、音の調子が悪くなるので、1番は実際に会って発表をする方がその人の

良さがちゃんと見えると思いました。

46.8%

みんなまとめ方が上手だったので、

ひとめみて感じられること、学べることが多かった点と、幼児期にかかりやすい疾病がとても多かったことに驚きました。学んだことをこ

れからの授業や身の回りで活かしていけるといいです。

46.2%

[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]

知識の深まりや広がり 勉強, 工夫, 上手, 疾患, 症状, 編集,

撮り方, 凄い, 病名, やり方


