
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

見やすくイラストや色を使ってアレンジしてる人が多かったし、内容も分かりやすくまとめている人が多かったし、見ている人にも伝わるような内容をポスターにしていて、見ている人も理解しやすいような内容を書いている人がいたのでいいなと思ったし、見ていいて、聞いていてとてもいいなと思うことが多かったです。93.8%

•ポスターのクオリティーがとても高い。
•イラストや表があってわかりやすい。
•初めて聞く病名を知ることができた。
•声が聞き取りやすかった。
動画の撮り方が上手。

•動画編集が上手で見やすかった。
•初めてのことだったけどみんな頑張ってる。

90.3%

みんなの声イラストの書き方表現の仕方などプレゼンの仕方が知れた。

また、自分に足りないところ身振り手振りなど相手に話すときの話し方などがみんな上手だなと感じました。私も見習わないといけないと

ころがたくさんあり改善点がみたかったのでまたみんなで発表会ができたらいいなと感じました。

90.2%

普段の教室での発表だと、後ろの人に声が届いたいなかったりするので、このオンライン発表では小さい声でも声が届くところがとても良いなと感じました。また、分かりやすくするために字幕をつけたり、音声をつけたりなど工夫することができる点がよかったです。90.0%

いろんなひとの発表をゆっくりと聞くことができ、聞き逃しても見直すことが出来たのでとてもよかったです！また、普段の発表だと声が聞きずらかったり、文字が見えにくかったりすることもあるけど、今回はそのようなことが無かったのでとても聞きやすい発表が多かったです！！90.0%

私が完成させたポスターと比べて他の人の発表を見てみるとそれぞれまとめ方の工夫が違くて声の大きさだったりポスターの完成のまとめ方上手で見やすかったなと思いました。また発表形式に文字も入れていることに良いなと思いました88.2%

分かりやすハキハキと喋っていたり、分からないところには解説を入れたりしていた所が良かったし、ポスターも文字だけではなくてその内容にあったイラストを書いたり、予防策等をイラストで書いていたりしてて、子どもでもわかりやすいポスターでいいなと思いました。86.5%

イラストや字幕もついていたりしてわかりやすかったのと、ペンなどで文字をなぞってくれて良かった。声もよく聞こえたし、書いてある文も要約してわかりやすく伝えてくれて頭がぐちゃぐちゃしなかったので良かったと思いました。86.4%

自分なりのまとめ方をすることができた。

ポスターも発表もみんな綺麗にまとめていた。

投稿の仕方などが簡単でやりやすかった。

参考資料や先輩方の例があったため、調べやすかったりイメージしやすかった。

知識を深めるいい機会となった。

85.6%

見やすいようにイラストやグラフを書いていたり、動画に文字をつけて見やすいようにたくさん工夫されていたこと。

それぞれが自分の気になる病気について調べ、自分で調べたこと以外の病気についても学ぶことができたこと。
85.4%

子どもの病気を調べることで今後の知識にも繋がったし、皆さんの調べたものを見ることで知らなかったことをしれたので良かったです。ポスターを綺麗に作っている人が多くてとても見やすかったし、実物も見てみたいと思いました。85.4%

初めての経験で手こずることは多かったけど、この状況でしかできない経験をすることができて良かったです。また、人の発表をしっかりと聞けることもできたので良かったです。個人的にも全体的にも自分の力になれたのでまた機会があったらやってみたいなと思いました。84.7%
イラストを多く取り入れてて、読み方も上手で非常に頭に入りやすかったです。

オンラインポスターは、一から自分で取り組み、発表までやるのはみんな一緒だからこそ、その分みんなの苦労も分かるし、熱意も感じる

事ができました。

83.3%

自分で見たい動画を選べるところや、動画を止めたりもう一回見たいところをまた見れるところです。また、普通の発表と違って近くで見れるので文字やイラストが見えやすいところと声も聞こえやすいところもいいなと思いました。83.1%

自分なりに見やすいように項目ごとに動画をとったのでそこは話している内容も分かるし見やすいんじゃないかなと思います。また、わかりやすいようイラストもかいたりして想像しやすいんじゃないかなと思いそのようにしてよかったなと思いました。82.7%
みんな動画を撮る際、ポスターをドアップにして声を大きく話してくれたので、見て聞いてをスムーズにでき、学ぶことが出来ました。ま

た、ポスターが綺麗にまとめられていたので見やすかったです。

ポスターも見せるだけでなく、指さししてくれる人もいて分かりやすかったです。

82.7%

普通の教室での発表だったら聞こえにくいことがあったりするけど、オンラインでのポスター発表だったら全員の発表を見れるし、聞き逃したりしたところを巻き戻してもう1回見たりとかできるから、より理解できるなと思いました。82.2%

たくさんの疾患について調べることで、自分自身学べたことが多かったです。一つ一つのポスターをじっくり見ることが出来るので、自分の興味のある疾患などについて深く学ぶことができました。また、みんなのポスターを見ていて、知らなかったことが知識として蓄えられたので良かったです。81.1%

みんなの動画を見ていて、それぞれ自分なりの発表になっていた点がよかったと感じました。また、みんなの動画から、発表の仕方だったり、動画の撮り方だったりを学ぶことができた点もよかったです。いつもだったら一瞬で終わる発表が動画として見返せるのでそこもオンラインポスターの良いところではないかと感じました。77.5%
調べていることが偏ってなくて、たくさんの種類の疾病について学ぶことが出来た。

グラフやイラストもあってわかりやすいし、色も使ったりして見やすかったと思う。

聞づらい動画もあったけど、何回も見れるし文字とかも入ってて教室で発表するよりも聴き逃しが無くなった。

76.6%

e-Table3．オンデマンド型ポスター発表会全体の良かった点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

色や絵，文字などによる

見やすさ

イラスト, 声, 文字, 多い, 見やすい, 内容,
上手, 色, 仕方, 工夫



オンラインポスターは、最初絶対伝わりにくいなと思ったけど、実際やってみると、それなりにみんながそれぞれ伝わりやすくやってくれたので良かったと思います。また、自分自身も、どのようにしたらいいのか考えながらやることができたので良かったです。76.4%

自己紹介だけではなくそのあとも顔だしして病名を紹介してる人がいた事。

イラストや色使いが綺麗にわかりやすくまとめられていたこと。

字幕があって聞き間違いが無かったこと。

一人一人わかりやすい発表内容だった。

76.2%

みんな、お手本がない中、自分なりに、みんなに伝わるよう、読み方やまとめ方を工夫していて、すごくわかりやすかった。みんながどんな風にやっているかもわからなくて心配だったと思うけど、まとめ方も上手でした。76.1%

動画に文字で説明を入れたり、カット割りだったり、スマホをうまく使いこなしている人が多い印象を受けました。また、ポスターの色使いや、記事の配置構成も全体的に良い感じがしました。手書きのポスターなので、その人の「個性」がよく表れていると思いました。72.2%

動画内に字幕、イラストがあったり、

どのようにしたら文字が見えやすいのかなど撮り方の工夫が見られました。また、同じ病名でも違う情報が入っていたりなど見ていてとて

も勉強になりました。

初めて聞いた病名もあったのですが、ポスターで大事なことだけをまとめられており色々な病名のことについて広く知ることが出来たと思

います。

71.1%

全員わかりやすく説明をしていて、見ている側はすぐ理解することができました。また、ポスターのまとめ方がとても見やすくわかりやすかったです。色使いやデザインの仕方が人それぞれでとても個性が出ていてとてもすごいと思いました。71.1%
クラス、名前、調べたものが一目で分かったので見やすかったです。また、発表者のポスターの作成が凄かったのはもちろん、文字や音声

で工夫されていて、伝わりやすかったです。

発表者の声もハキハキしていて聞き取りやすかった。

68.7%

気になる病気についてのポスターを何回でも見返すことができる。教室での発表だとあまり詳しく見れないようなイラストも見つけること

ができる。

発表内容が同じでも、イラストや動画の撮り方、編集の仕方で変わってみえる。

66.8%

みんな、ハキハキと発表していて、とても聞きやすかったし、ポスター自体もわかりやすくまとめられていてみんなすごいなと思いました。イラストなども分かりやすく、可愛くまとめている人もいて、自分も頑張ろうと思いました。66.6%
それぞれ、ポイントを抑えて発表できたところが良かったと思います。

症状の所をイラストにして分かりやすくまとめてみました。

イラスト意外に他の色など使って見やすくしていて発表の時も分かりやすかったと思います。

66.4%

･音楽や文字とか入れていたところ

･画像などを入れていたところ

･色々なクラスのを見れたところ

･オンラインポスターなど初めて作ったけどみんな上手だったところ

･音とか赤ちゃんの鳴き声とか入れていたところ

66.2%

分かりやすいように伝えられるのが良かった。実際にみんなの前で話すよりは、自分でまとめて見た方がかなり分かりやすく伝えられる気がするなと思った。字幕とかをつけているからもっと分かりやすいから実際みんなの前で発表するよりはいい。66.0%

自分が調べた幼児に発生しやすい疾病だけではなく、他の人達の発表を見ることでたくさんの疾病のことについて知れたので良かったです。また、オンラインでやることで動画などに文字などを入れたりできるのでとてもわかりやすくて良かったです。64.4%

面白い発表もあって見るのも楽しかった！

皆んな色を使ったりして綺麗にまとめていた！

見出しに強弱をつけてて、目立たせたりしていて見やすい人が多かった

みんなの調べたのを発表し合うことでそれぞれの病気について深く知ることが出来たと思います。

56.5%

みんな動画に工夫をして見やすくしたら理解しやすくしていて、とてもよかったです。いろんなアプリもあって、動画を撮るには適した環境があったと思います。自分のペースで発表を見れるのもいいと思いました。とてもやりやすかったです。55.8%

絵や部分で区切りわかりやすいようにしていた所が良かったと思う。（色がついていたり）

聞き取りにくいところも、拡大されていて分かりやすかったし、ゆっくり読んでいるので

あまり聞き逃す事がなかった。

対処法なども書いてあり実践で生かせる内容が沢山あった

54.9%

ポスターの内容がわかりやすく聞こえた。

ほかのクラスの発表もきけた。

はずかしくなかった。

ポスターを、うつすため結構ちかめでとっているのでポスター全体がキレイにみえた。

動画で声とか小さいとか、かんけいなくなるのでとってもききやすかった。

46.2%

自分の予定に合わせて動画を見れたり、たくさんの人の発表を1度でみれるところです。また、表になっていて、どんな病気や感染症を書いているのか、誰が発表しているのか、などが、ぱっとみただけで分かりやすくてとても良かったです。33.3%

色や絵，文字などによる

見やすさ

イラスト, 声, 文字, 多い, 見やすい, 内容,
上手, 色, 仕方, 工夫



みんなの前での発表じゃなかったため、見られているという圧がなかったので、個人的には良かったと思います。また、知りたいと思った小児疾患の発表を、ワンクリックでみることができるという点が、1番良かったと思います。33.3%

人がたくさんいたので、いろいろな病気について知ることができた。また、ポスターでの発表だったので、病気の重要なポイントなどが分かりやすくまとめられていて、知らない病気でも難しく感じずに知ることができたので良かった。33.3%

みんな一人一人が、丁寧に相手に伝わるように、ポスターに指差しながら説明したり、１つ１つ説明する時には、カメラを動かしたりなど

といった点がよかったと思います。

私は説明するときに、言葉だけでなく言葉で説明しながら、どこを説明しているのかを見てもらうために棒を用意して発表できたので良

かったです。

92.3%

説明のとき編集で文字を入れたり、ペンなどのものを使って文字をなぞりながら説明したりしていてわかりやすかったです。また、動画でも聞こえるように話すスピードをゆっくりにして説明していたところもよかったです。89.7%

様々なテーマがあって、いろんな病気や感染症のことが知れてよかった！

また、絵などでも説明をしていて、どこに感染するのかどんな症状がでるのかわかりやすく説明していてとてもよかった。

私がきいたことのない病気や感染症が沢山あってとても勉強になった。

88.9%

初めてながらみんなとてもよくて、指でさしてせつめいしてたり、文章ばっかりで相手を飽きさせないようにたくさん絵を書いていたり、丁寧に喋っていたり、図を書いてそれを説明していたりととてもわかりやすくてとてもよかったです。88.8%

見えやすいようにまた、その疾病がわかりやすいように色をぬったりグラフや絵を書いたりして分かりやすくまた、今どこを説明しているのかをしだかりもので指したり、読んでいる部分をアップしたりとしていて、よかったし、しっかり特徴や症状、期間を分けたりしてどれも見やすかったと思いました。88.7%

自分が作ったポスターで勉強になった事と、みんなの作ったポスターで勉強になった事のダブルのメリットがある。自分の知識が増えて、子どもがいざ病気になったときに対処出来る方法も学べた。自分がかかったことのある病気がどういった病気なのかも分かった。いい勉強、いい経験になった88.6%

はっきり話して早口にならない様に、伝える事を意識した。丁寧にポスターを作れた。動画は、文字を見れる様に工夫して写真で撮って動

画に出来た。

みんなの発表も聞きやすくて詳しく説明しててわかりやすかったです。

88.2%

皆カラフルに仕上げてたりして見やすかったのと、詳しく調べられたりしててわかりやすかったです。あとは皆はきはきしゃべっていて聞きやすかったです。あまり調べてる病気もかぶってなかったのでみんなの知識が増えてこのオンラインポスター発表会は私にとっていい授業でした。86.1%

他の人の発表を見て、幼児に沢山病気や感染症があることを知り、またそれについて詳しく知ることができました。ポスターも見やすくて、とても興味深かったです。動画の編集をやっている人はとても見やすかったです。85.7%

1人1人の発表を見れるので授業内で行うよりいろんな人の工夫も発見できるし、たくさん知識が身につくと思った。また、動画として残っているからいいと思った人の発表を繰り返し見れたり、自分のものも振り返りができるのが良いと思った。84.0%

授業を通して発表することは出来なかったけど、同じようにみんなの発表をきけて、自分の知らなかったことや様々な病気について知ることが出来て良かったです。それぞれが子どもに発症しやすい病気を調べたことで、自分自身にも知識がつき他の人の発表を通してさらに別の病気についても知ることが出来て良かったと思います。81.0%

ポスターに指をさしながら説明している人もいれば、項目ごとに映しながら説明している人もいて、それぞれ発表の仕方が工夫されている

事が、オンラインポスター発表会の全体的なよかった点だと思います。

説明する時も、文章がまとめてあって何が重要なことで注意すべきことなのか、知ることができたことも全体的なよかった点だと思いま

す。

78.9%

まずは、期限内に終わらせることができてよかったと思います。また、どのような病気か・原因・症状・対処法・予防法などを詳しく調べることができたと思うのでよかったです。発表するときもわかりやすいようにゆっくり発表することを意識してできたのでよかったです。77.8%

コロナウイルスが流行している中で多くの病気について学習することができました。ポスター発表なのでいくつかの視点からまとめて調べることができ、調べやすく、また、見やすくなっていました。初めてのことなのでいい経験になりました。75.4%

それぞれ工夫して新聞を仕上げていたし、また動画内のため距離も近くて記事がとても見やすくて良かったと思いました。そして評価する時も紙ではなくネット上の投票ページでスムーズに行えるためとてもいいと感じました。74.5%

みんなの幼児疾患ポスターや動画編集を見て聞いて面白かったし、色んな角度から学べるものかあった。工夫すべきところや色んなポスターのまとめ方があって勉強になった。幼児疾患について理解し、視野が広がった。動画内の画角の大事さを知れた。ちゃんと動画内にポスターを見せないと説明が入ってこないし、見る気が失せることを知った。68.5%

ポスターの字が見えやすかったこと、グラフや絵の色分けも見やすく良かったこと、声も聞こえやすくて良かったことです。

みんな編集した動画に文字が入っていて、少し文字が見えづらくても主な症状や治療法、対処法、割合などがハッキリしていて分かりやす

かったです。

67.2%

見たいところに戻ってもう一度見ることができるのがとても良かったです。みたい疾患のポスターを見ながらもう一度説明をかけるのはオンライン発表だったから出来たと思うので、オンライン発表でも良かったと思いました。66.7%

ポスターを近くで見ることができるし発表をなんども見返すことが出来ることが良かったと思いました。遠くからだとポスターが見えないことがあるので発表者の説明を聞きながらポスターを見れたので良かったと思いました。66.7%

色や絵，文字などによる

見やすさ

イラスト, 声, 文字, 多い, 見やすい, 内容,
上手, 色, 仕方, 工夫

説明の仕方の工夫 説明, 見やすい, 勉強, 詳しい, 文字, 絵,
症状, 工夫, 全体, 編集



沢山のポスターを見ることができ、色々学べた

ポスターにすることで普通に勉強するより頭に入りやすかった

自分と同じ病気を調べた人のポスター発表を聞いて、自分との違いや、その人の良い点や真似したい点を見ることができた

66.6%

いろんな人の調べたものが、動画という形にはなったけど、見れて良かったです。丁寧に新聞も出来ていたので良かったと思います。いろ

んな感染症についても知る事が出来たし、赤ちゃんがかからないように気を付けていきたいなと思いました。
66.6%

一覧がでてて、病名と名前と動画が添付されていたので見やすかったです。動画だから何回でも見れるし、家で暇な時間にゆっくり見ることができたので、よかったなと思いました。オンラインポスターでちゃんとできるか心配でしたが、ちゃんとポスターも作成できて、文も作って発表できたのでよかったです。63.1%

説明が詳しくされていたし、オンラインなので聞き取れなかったことももう一度確認することができていいなと思いました。また、声がと

ても聞き取りやすい

し、ポスターもみやすいひとがほとんどでよかったと思いました。

59.4%

オンライン発表会で全体的に良かった点は、

発表者全員が、発表を見る人に分かりやすく効果的にするために、動画にテロップをつけたり、ポスターの横に立って、指す物を手作りし

て、今説明するところを分かりやすくしていたりなど、自分たちで見る人に分かりやすくするためにはどうしたら良いのかということを考

えながら動画を撮影していたのがとても良かったと思う。

59.0%

いろいろな病気の内容や原因を知ることができてよかったです。自分が知らなかった病気がたくさんあったから勉強になりました。自分が調べた病気も知らないこともあったから、調べて詳しく知ることができたのでよかったです。58.6%

みんなが頑張って編集してるのが伝わってきた。ポスターもとても見やすくてわかりやすいように絵や色を使って見やすくしたり、動画に文字を使って読みやすくしたりと工夫している点が多く見られました。説明もゆっくり読んでくれてて内容を詳しく見ることが出来た。57.9%

動画だからできる、口で説明しながらの、文字を流したりなどとても分かりやすかったです。携帯で見ながらできるのでどこでも動画をみることができるし、メモを取りながらも見たりできたのがとても良かったです。今のご時世なので、はじめて顔を見た人とかもいて、嬉しかったです！56.7%

オンラインポスター発表会を通して、一人一人のポスター発表を間近で見ることができ、聞き取れなかった部分を巻き戻せるというところがとてもいいなと思いました。また、コロナの影響で学校ではマスクを着用が必須で、一人一人の顔をまだ見た事がなく、名前と顔の把握をするきっかけにもなり、いい機会となりました。93.2%

コロナ禍の影響で分散登校によりクラスメイトと毎日顔を合わせなかったり、対面授業でもクラスが分けられたり、マスクで顔がはっきりみえなかったりで、未だにクラスメイトの顔と名前を一致することができていませんでした。ですので、この発表会をとおして、クラスメイトについても知ることができたのでよかったです。92.5%

・聞き逃したりしてもまた見ることができるので、復習になること。

・ちゃんと一人一人が見える。

・自分の空き時間を利用してできるので、時間に追われない。

・人前で発表ではないので、緊張が緩和される。

・顔がちゃんと見えるので、顔と名前が一致しやすい

91.6%

学校で発表会をしたら時間的に皆の発表が聞けなかったと思うので、クラスの人たちだけでなくて他のクラスの発表も聞くことができたのは良かったと思いました。自分自身で動画を撮るのは恥ずかしかったけど編集も経験することができたのでよかったです。89.6%

対面授業ではほかのクラス人の発表は見る事は出来ないけどオンラインではほかのクラスの人の発表も見る事が出来てよかったです。また話すスピードなどみんなそれぞれ工夫していてとても分かりやすく理解する事が出来たので良かったです。89.6%

オンラインポスター発表を通して、ひとりひとりの名前と顔が覚えられたことがよかったです。また、それぞれポスターのテーマや描き方・動画編集の仕方・撮影場所などに個性が溢れていました。普段あまり関わりがないクラスの人の発表も見ることができてよかったです。89.5%

他のクラスの人のものも見れるようになっていてとても良かったと思いました。そして、クラスの人の名前と顔が一致するところがとても良かったと思います。いろんな人のさまざまな工夫が見れて、これからの自分の発表に活かしたいと思いました。88.3%

何度も見返せるところや、一人一人の発表を聞けるところ。そして、編集するのが意外と楽しくて驚きました。これからまたこうゆう風な機械があれば、もっと工夫して編集して、みんながわかりやすくしていきたいです。87.9%

・他の病気について知ることができた

・同じことについて調べていても、まとめ方や発表の仕方が異なっており、見ていて楽しかった

・話したことないクラスの子の発表を聞いて、名前と顔を一致させることができた

・動画を撮る大変さが分かった

87.9%

みんなのポスターを、時間を気にせず何回でも繰り返し見ることが出来たのでよかった。そして、みんなの前で発表するのは少し緊張しますが、オンラインだったので思いどうりに発表ができました。面白い編集をしている人もいて、楽しかったです。86.4%

移動時間を短縮できたり、編集もできるので、視聴者に伝わりやすいように編集できるところがオンラインポスター発表会のいいところだなと思いました。また、人前ではやらないので、個人で発表できるので、緊張して伝えたいことがいつもまとまらないわたしには、落ち着いて、喋りたいことをちゃんと喋れたので、いつもよりは伝わりやすかったかなと思いました。86.4%

病気のことを一つ一つ調べるのではなく、みんなの動画を見ることでわかりやすく、色々な乳幼児の病気について学ぶことができた。このような発表は、楽しく面白く学ぶことができる方法の一つだと思う。全クラスの発表を見ることができてとても良い機会になった。86.3%

発表の際には目の前に人がいないので緊張せずに発表する事が出来ました。また、後から見返して編集等が出来るので自分が納得いく発表にする事が出来る所はオンライン発表の良さだなと感じました。編集は難しいですが、仕事でも使う事が出てくると思うので、いい機会だなと思いました。86.2%

コロナの影響もあり昨年度とは違ったやり方でポスター発表をしたため、誰もが初めての経験で難しいこともあったと思いますが、作成したポスターをみんなにわかりやすく伝えるために一生懸命工夫しながら撮影していたところです。84.2%

分かりやすくまとめられていて、自分のクラスの発表だけでなく各クラスの動画も見ることが出来たので、他のクラスの人の自分と同じ感染症を調べた人のものをみて、自分と違うところをさがすことができたり、私自身が気になる感染症を動画でみることができた。83.3%

対面でやるよりも、喋りやすいと思った。対面だと、全員分のポスター発表を聞く事は出来ないし、他クラスの発表も見る方が難しいと思うが、オンラインでは動画が残るので空いた時間に見れる事がオンラインの強みだと思う83.3%
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クラス, 顔, 編集, 緊張, 一人一人, 何回,
対面, 楽しい, ペース, 撮影

クラスメイトの顔を覚え

られたこと



・やり直し可能なこと

・なんかでも発表動画を見れること

・他クラスのものもみれること

・顔と名前が一致できる

・見直しをすることで聞き逃すといったことが起きないので良い。

・自分の発表も見ることができる

83.3%

みんなの発表が一斉に見れるところが良かったと思います。番号順に並べられていてこれは誰のなどわかりやすかったし、クラスの名前や顔をちゃんと覚えるきっかけになりました。はじめてのオンラインポスター発表会だったけど、楽しかったです。83.3%

私は緊張して、発表の時は人前でうまく話せることが出来ないけど、今回オンラインでの発表で不安もあったけど、自分のペースで喋ることができたり、落ち着いて発表することができたから良かった。また、動画だからみんなの発表のメモが取りやすくて良かった。83.3%

それぞれお家や学校で作成や撮影をするのであまり人と触れ合わずにできたら、発表もオンラインでするのでコロナ対策がしっかりできるところや、動画を止められたりできるのでポスターをじっくりと細かく見ることができたり戻したりすることができたところです。83.3%
みんなの発表を１度きりじゃなくて、何回か見れるから、聞き逃しとかもないし、発表するときも、変に焦ったりもせずに落ち着いてでき

たから、そこはよかったと思う。

自分のクラスの人だけのポスターじゃなくて、他のクラスの子のポスターも見ることができて、よりたくさんの情報を得ることができた。

83.3%

人前に立つのが得意ではないのでその点に関してはやりやすいのかと思いました。字幕など編集できることが普段の発表よりはわかりやすくとくに時間に火をかけながらできたので短すぎず長すぎずということができました。83.0%

何回も見ることが出るところが便利だし、理解も深まるのでいいなと思いました。ほかにも、他のクラスの人たちの発表も見れて沢山の情報が身につきました。気になった、お題を選んでみることもできるし便利だと思いました！82.2%
ほかのクラスの発表も見ることができ、様々な小児疾病について理解を深めることができた点がとてもよかったです。

オンラインなので、1回だけではなく、何回も繰り返し見返すことができるという点もとてもよかったと思います。 82.2%

止めて見ることができたことや、声が聞こえやすいこと、緊張しなくていいのでハッキリとスラスラ自分のペースで出来たことや、何回も取り直しややり直しが出来るので、プレッシャーにもならず、一人一人が自分のペースで出来るというのはとてもよかったと思います。81.0%

・内容を聴き逃してしまっても、戻って再生して聴き直すことができること

・人の前じゃないので、緊張が少なかったこと

・普段はコロナウイルスの影響で学校ではマスクしていたり、前半後半でクラスが分けられたりしていて、クラスの子の顔と名前が分から

ないということがあるので、覚えるきっかけとなったこと

80.8%

一度見た人の動画をもう一度見たいと思った時にスマホの中に動画が残っているので、いつでも振り返り見ることができるところ。

動画の中で顔と名前を出し発表しているから、これを機に名前を覚えることができるところ。
77.5%

他のクラスの分も見れたことや、オンラインという形だったが、ポスター発表会が実施できたこと、カメラやスマホがあればだれでも参加ができる点、何度でも見れることや、自分の空いてる時間に閲覧できるです点です。77.5%
みんながそれぞれ自分なりに動画を編集したり、新聞をデザインしていていいなと思いました。

直接の発表とは違って、何回でも見返せるから聞き取れなかったところももう一度見て確認できるのでそこもオンラインポスター発表会の

いいところだと思いました。

77.2%

それぞれ自分なりにポスターがまとめられていて、その人の個性が出ている所

同じ病気について調べていても、発表する人によって、少しずつ中身が違う所

発表の前にマスクをつけてない状態での自己紹介があった所

77.2%

動画を何回も見ることができるし、聞き逃したところも、動画を戻して聞くことができるのでよかったなと思いました。あと、誰がどのテーマについて書いたのかがわかるので、気になるテーマ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。77.0%

周りのことを気にしないから皆の前で発表するより聞こやすいとおもいました。また画面だと黒板とかで発表するよりもポスターも見やすて編集をする人はしっかり編集もしてたので分かりやすいのが良かったとおもいます。76.6%
対面授業でなくても、感染を予防しながら他の人と情報の共有ができ、共に学べることが1番いいところだと思います。
また、何度も見返して確認することができる為、聞き逃すこともなくより学びに繋がることができると思います。

76.4%

コロナの時期でクラス全体で、授業することもあまりなく、まだ顔も把握できてなかったのですが、このオンラインポスター発表で、みんなの顔が観れて良かったと思うのと、みんなそれぞれ工夫して、編集やポスターなどの色づかいも凄いなと思いました。また、オンラインなので、もう一回聴きたい所があったら巻き戻して観れる所も良いなと思いました。76.4%

動画を見返せるので、聴き逃した所をもう一度見返して聞けるところと、動画に重要な文字を入れることによって、要点を簡潔にまとめられるところが良い点だと思いました。学校に登校してもマスクなので顔と名前がわからなかったのですが、一人一人の顔と名前がわかるようになった所も良かったです。76.3%

始まりと終わりでお辞儀とかこれで発表を終わりますとか、実際に皆の前でやってるようなやり方をやってたり、短い制限時間内の中で深く調べて、それを簡単にみんなに分かりやすく伝えている部分だったり、顔出しもしっかりしていた部分が良かった！75.8%

実際の発表会で見れなかったポスターがあった可能性を、オンラインにすることで一人一人の発表を逃すことなく見ることができることで

す。

また、再度みることができること。

自分自身の発表を見返し自己評価することができることです。

74.8%

普段、マスクで顔をしっかり見たことが無いので、はじめて顔を見れた人が多くてとても良かった。それぞれの伝え方や工夫があり、たくさん刺激をもらえた。ペースもみんな聞きやすいようにゆっくりで、とても聞き取りやすかった。74.1%

全体で対面で発表するより簡単にスマホでみんなの発表が見れたし、動画で編集している人もいて、発表だけでなく言葉も付け足していてそれがオンラインの良さだと感じました。そして、全クラスの発表を動画で見れたのでよかったです71.6%
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コロナウイルスの感染予防ができた。動画を編集するというスキルがついた。クラスの人の顔と名前を知ることができた。色々な病気の症状や特徴、対策方法について知れた。ひとりひとりポスターデザインなどの個性がでていてよかった。70.1%

ゆっくり自分のペースであまり緊張せずに話せたり、みんなのポスターをじっくり見て感想を書いたり、聞き逃しても振り返ってもう一度発表の動画を見れたり、詳しく記事を書いたりすることができる部分が個人的にはいいなと思いました。69.1%

上手で、とても聞き取りやすく、分かりやすい発表だったと思います。ポスターも凄かったです。関わったことの無い人の動画も見れて、名前と顔が少しだけ一致したと思いました。一人一人、ゆっくり発表が聞けて、動画を止めたりも出来たので良かったです。66.7%

オンラインで実施することで、前に立って発表するのが苦手な子でも、顔を出さないで動画でとって発表できるのでとてもいい方法だなと思いました。テーマが同じでも、ポスターによって分かりやすいものや、見やすいものがあって良かった66.6%
　色んな人の発表をゆっくり、深く、何度も観れるので良いと感じた。

　目の前に人がいないからあまり緊張することなく発表することができたのでよかった。

　ポスターを細かいところまでしっかりみることがてきるので分かりやすくて良いと思った。

66.6%

好きな時に見て自分のペースで進めることが出来たのは、自由にできてやりやすかったし、とても助かりました。聞き取れなかったりした時などはまた巻き戻して見返すことができるので見逃してしまったという事があってもこの発表方法ならその問題が解決出来ると思ったのでいいと思いました。66.6%
他のクラスの発表も見れる所や、今現在、コロナが発症しているなか、対面授業でやるよりも、感染リスクが少ないので、安心して発表会

ができる所、

みんなのポスターのまとめ方が上手なので、ひとめみただけで文字が大きくてわかりやすい人などもいて、よかったと思います。

61.6%

声が聞き取りやすくて、みんなの名前と顔をだいたい確認して覚えやすかったです。また、もう一度見たいと思った発表を見返すことができるという点もとても良かったです。他のクラスの気になったものも見れるとからもいいと思いました。61.6%

みんなほとんどスマホで撮影していると思うのですが、とてもポスターが見やすいように撮影していて、声も聞きやすくやはり字幕をいれている人はとてもわかりやすかったなと思いました。ほとんどの人が初めてだった形式にもかかわらず期限内に提出できたことも良かったと思います。60.0%
一人一人の作品を見ながら説明を聞くことができたのと他のクラスの作品も見れて良かったです。

同じ病状について調べていてもそれぞれ調べ方や書き方、まとめ方が違っていてそれぞれの良さも出ていてとても面白かったです
59.8%

私は、自分なりにポスターを書いて、丁寧に発表することができたと思います。同じクラスの友達の発表を動画を通して見ることで、自分の勉強にもなりました。他の人のポスター発表を見て、発表から一人一人の個性が出ていて見ていて楽しかったです。59.2%

聴講者に聞き取りやすく、またポスターが見やすくなるように撮影していて発表者の気遣いがあって良かったと思います。聴講者に話しかけるように発表している人とかもいて、見ていても楽しかったです。暇な時間に視聴できるのもいいと思います。58.1%

みんなの前でドキドキすることがないから少しやりやすかったのと、動画だから何回も見ることができてすごく便利だなと思いました。あとは、みんな動画を編集したりポスターの書き方がすごく上手で見習いたいと思いました。57.4%

自分のペースで相手の発表を見れるし、聞き逃した所やじっくり見たいところを何回も見れる面がとてもよかった。また、普段ではない発表の仕方だったので対面でない場合はどのようにして上手く伝えるかなどの発表の仕方も勉強になった。56.8%
言葉ではわかりにくい部分を字幕をつけていた所です。人前で発表するのは恥ずかしいけどオンラインだとカメラの前で喋るので少しは気

楽にできました。

色んな発表の仕方があって楽しい発表会だと思いました！またポスター発表会があればオンラインがいいな〜と思いました。

54.2%

・自分のペースで見ることができるので対面よりも理解しやすかった

・撮り直しができるし、相手が見えないので緊張せずに発表することができた

・空き時間に見れるので忙しいときに便利

・それぞれでポスターや動画の撮り方など工夫されていて見ていて飽きなかった

52.3%

声が聞きやすかった。

距離が遠くなくポスターが見えやすかった。

字幕がある子は、とてもわかりやすく見ることができた。

オンラインだからこそ何回も撮ることができるし、編集して伝えやすくすることができた。

51.5%

・話し方のスピードなどから、見ている人に伝えようという意思が見えた

・ゆっくり友達の発表を聞けること

・最初に名前と顔を把握できること

・ポスターにたくさん色があること

・動画なので止めたりしながら見れること

44.5%

他クラスのポスターを見ることが出来たところや、1度見て、他の人の発表を見たあとにまた、戻って見返したり、同じ病気の発表をみて、
くらべることができたのは良かったです。

また、視聴期間が長く取られていたので、見ることの出来る本数が多くなった所も良かった点だと思います。

44.5%

オンラインポスター発表会は、大勢の前で発表していないので緊張せずに発表が出来ました。また、発表している動画を繰り返し再生することが出来るので、聞き漏らしがなくなりました。さらに、ポスターの動画や画像が近づき見やすかったです。44.3%
[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]
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