
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

ポスターを作る時は、動画撮影であるため、見えやすい色にしたり、文字の大きさなどどのようにしたら良いのか考えました。

動画を撮影する時は、見てくれている人が分かりやすいように角度と声の音量、ポスターの見せ方などを工夫しました。

90.1%

文字の太さや大きさ、まとめ方などの見た目の工夫・声の大きさや、聞きやすさなど画面越しでも詳しく伝わるように工夫することが手こ

ずりました。
89.7%

動画で撮影するので、文字が見にくいとかポスターを撮影するスピードを考えたり、また対面の発表だったら1度きりだけど、オンラインだ
から何度も読み間違えたところは改善できるからこそ、しっかりミスなしで読むのに手こずりました。

84.0%

ポスターが見やすいように、色使いや文字の大きさを考えて容量よく描けるようにしたこと。 81.3%

オンライン発表会で手こずったことは、

この動画が先生からみんなに共有された時、

友達同士で、動画を見合おうということになって、友達の動画を探していたのだが、

上から下まで探してみて、やっと見つかった。

でも、私の動画がなくて、友達と協力して動画を探し出すのにとても時間がかかったのでそれが今回の発表会で手こずったことだと思っ

た。

81.1%

感染経路をイラストで書いたのですが、それをどう言葉で伝えるかというところてこずりました。分かりやすく丁寧に説明するように心が

けました。また、みんなが読みたくなるようなポスターを心がけて色使いや、イラストを工夫しました。
81.1%

　ポスター作りのアナログ作業や、慣れない動画の撮影発表は、私にとってハードルの高い課題で、不安と緊張でいっぱいでした。

　しかしその分、課題が終わった時の達成感はとても大きかったです。

　今はやっと「貴重な経験」として振り返ることができます。

80.6%

動画を撮るときに全体を写してとったら文字がぼやけるし文字が小さかったからどのようにしてとったらみんなが見やすいか考えて撮るの

手こずりました。
75.0%

大きく書いてしますと書きたいことが全部書けなかったり、小さすぎると発表した時に見えづらかったりして文字をなぞる時ににじんで潰

れてしまったところなどがむずかしかった。

どんな内容にするのかも決めるのに時間がかかった

75.0%

初めてだったので、動画でポスターがどのように映るのかわからなくて、字の大きさや色に手こずりました。また、動画の撮り方にも手こ

ずりしました。
75.0%

動画をみんなが見やすいように工夫したり、動画を送信するやり方が初め分からず友達などにやり方を聞いて送信するのに時間がかかった

りしました！
74.9%

動画の編集とどうデザインしたら動画でも見やすいのかの工夫。 74.8%

最初から最後まで顔を出した所や、文字を編集するのに手こずりました。 74.8%

言葉を間違えた時の恥ずかしさや、編集した動画に文字を入れたりするのが出来ませんでした。 74.8%

動画に編集でポスター説明の音声を入れることや、なかなか自分の調べたい情報が出てこなかったのでそこに手こずりました。 74.4%

上手く話せず、何度も取り直して、編集も手間がかかってしまったこと。 74.3%

撮影が1回で取れなくて何度も撮り直しをしていたこと。 72.8%

どこで動画を撮影するかということと、みんなの反応が見れないのでどう工夫すれば伝わるかということに手こずりました。また、動画へ

の文字の入れ方がわからなくて、文字を入れることができなかったので、そこも難しかった点です。
70.6%

e-Table4．オンデマンド型ポスター発表会で⼿こずったこと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

文字のサイズや見え方 編集, 文字, 大きい, 工夫, 撮影, 色, 友達,
緊張, 何度, 説明



オンラインポスター発表会で手こずったことは動画を撮った後に自らアプリを使って編集をしたことです。また実際にみんなの前で発表を

することが出来なかったため、ポスターの文字の大きさや色合いによっても視聴者側からの見やすさや理解度は大きく異なってくると思っ

たので、どうしたら上手く伝わるのかを工夫しながら撮るのがとても難しかったです。

65.5%

携帯うつしながら、文字を読む事。 62.5%

動画に文字を加えるか加えないかで悩みました。 62.5%

どうしたら、発表をする時にすらすらできるか、文字だけだったら自分は見る気が失せるのでどうやったら、ちょっとでもみたい！って

思ってもらえるかなどを考えながらやったことが手こずりました。滑舌が悪いので、聞き取りやすいように喋るのを頑張りました。
62.5%

動画に、文字を入れると画質が落ちてしまい、もっと綺麗な状態でお見せしたかったなと、少し悔いが残ってしまいました。 62.5%

色塗るがへただった

噛んでしまった
62.5%

せっかくのポスターが見えなかったこと。また、その場にカメラと自分しかいなくて、みんなにしっかり伝わっているかわからない。また

無駄な緊張して棒読みになってしまい、強調したい部分など伝わらないのが、悔しい。
62.1%

初めてのオンラインでの発表だったので緊張やどのようにしたら見えやすくできるのかがてこずりました。 62.1%

とにかく人がいないけど緊張ました。そして、どう発表したら伝わるかなーって思いながら動画を何回か撮りました。 62.1%

動画の編集に時間がかかりました。 61.7%

動画の編集 61.7%

動画の編集が慣れていなかったので手こずりました。 61.7%

動画を撮って編集すること 61.7%

動画をどのように編集するかがとても悩みました。

悩んだ末、私はポスターの写真を撮り、そこの音声をつけるという方法を選びました。
61.7%

動画の編集に手こずりました。 61.7%

動画の編集やどのようにしたら見やすいか工夫すること。 56.0%

ポスターの写し方や、編集の仕方にとても手こずりました。全部映るように動画を撮りながら、そのポスターの説明をするというのが難し

かったです。なるべく噛まないようにしたので何度も撮り直しをしました。
49.3%

声の大きさや、滑舌、画質など動画を通して見えづらくないかが心配だった。 46.7%

途中で躓いたりして聞こえにくかった気がする。 25.0%

見ている人に自分のポスターを見えるようするには、どうしたらいいのかという所 25.0%

家で動画を写したのでどこで撮ろうか迷った。 25.0%

動画の撮り方、ポスターのまとめ方 25.0%

一人で動画を撮ること 25.0%

動画を見るのに通信環境が良くないと見れないことと、動画を処理しています、でずっと止まって見れない動画もあったことです。 25.0%

動画をくっつけたり、どうやって動画を撮ろうかなーと考えるだけで、2日くらいかかったところ 25.0%

文字のサイズや見え方 編集, 文字, 大きい, 工夫, 撮影, 色, 友達,
緊張, 何度, 説明



撮り方や撮る場所 25.0%

治療法や予防法の他にも調べたことを一枚の紙にまとめることが出来ず、グラフなどを使った情報などをやることができなかったことで

す。
25.0%

動画を作るところが時間がかかりました 25.0%

動画を撮ること 25.0%

顔を出すこと。全員の発表を見るのに時間がかかったこと。 25.0%

いつでも観れると考えて、みんなの発表動画を観るのを先延ばしにしてしまった。 25.0%

動画を撮るとなると、噛んでしまったり、笑ってしまったりして、3回ほど撮り直しました。 25.0%

データを探し出すこと。 25.0%

動画撮ること。 25.0%

どのようにしたらわかりやすく伝わるか悩みました。 25.0%

途中で読み込みが遅くなったり、今は出来ないので後でやってください、と、なる時があったので、後回しにして見忘れそうになった動画

が何本かあってちょっとそこは、危なかったなと思いました。
25.0%

動画を撮るときどうやって撮るかに一番手こずりました。 25.0%

ポスターに書いてないことも付け足して読む文章を作ったこと。 25.0%

自分で動画を撮って発表するのは少しやりにくかった。 25.0%

発表することに意識しすぎてポスターが遠すぎて見えなかったです。 25.0%

どのように動画をとるべきなのか、一度で伝わる伝え方はどうなのかなど。 25.0%

･何を書けばいいかわからなかったところ

･どんな感じでやればいいか分からんかったところ

･どんな動画を作ればいいかわからなかったところ

･音楽をどんなかんじていれればいいかわからなかったところ

25.0%

ポスターが目立たなくてどうポスターを動画内に持っていけばいいのかわからなかった。 25.0%

動画編集 25.0%

1人でずっと書いていたので、みんなで一緒の時間に書いたりして、楽しんでやりたかったな〜と思いました。書き方が当たってるかも微妙
な状態だったので、少し怖い状態でやった事です。

25.0%

ちゃんと認証されてるか、アップされてるかが不安だった。ネットでの発表が初めてだったので確認するのに時間がかかった。 25.0%

初めてのことだったので、どうやればいいのかわからなかった 25.0%

動画を撮ること 25.0%

動画を撮る

動画編集
25.0%

文字のサイズや見え方 編集, 文字, 大きい, 工夫, 撮影, 色, 友達,
緊張, 何度, 説明



話すスピードが適正かどうか 25.0%

どのようにしたら、みんなが見やすいのか、どのように動画を撮ったらいいのかがてこずった。 25.0%

動画をどうやって作ろうかわからず手こずりました。 25.0%

この内容にしようと決めてその事について調べる時にどういう風にまとめたらいいのかな？とかどうしたら皆が分かりやすく理解できるよ

うな内容がかけるのかな？と考えていると中々思いつかず、手こずってしまったし、見た目も見やすくしようとアレンジする時に見やすく

しようと手こずったことがありました。

75.0%

自分で動画を撮ることが難しかったです。うまく写ってるか、声がちゃんと入っているか、ブレたりしていないかなど気をつけることがた

くさんあり、結構手こずってしまいました。
74.9%

私は、ポスターの発表に向けて練習もしながらで声出すのにとまどったり早口のになる場面もありました。 62.4%

自分は絵心がないので、絵を描くことは苦労しました。あと、字を真っ直ぐにかけたことがないのでその点も難しかったです。その訓練も

できてよかった。
62.3%

難しい発音があるカタカナを聞き間違いがないようにハキハキ喋ったこと 62.3%

初めてこのような形で発表したので話すスピードや画面に映るポスターの見やすさなどが難しくててこずりました。 56.6%

皆にどうやったらしっかり伝わるのか、どうやったら見やすいポスターになるのか考えたりするのが大変で難しかったです。 56.3%

発表する時の自分の声の大きさやトーンなど相手に詳しく伝えるために何回か撮り直しをしたことです。 54.4%

編集が難しかったです。

文字を入れて見やすくしたり、

興味を引くように音を入れたりするのに

手間が結構かかりました。

45.1%

録画しての発表をしたことがなかったので、ポスターの画面での見やすさなどがとても気になった。 41.9%

普段慣れないアプリやインターネットを使うのでやり方で戸惑ったり、どのようにしたらいいのかあまり分かりませんでした。

それと、その場に聴講者がいないので自分の声がどのくらい出せば聞こえるのか等、分からない部分でてこずりました。
41.7%

動画の編集や写真に音声をつけることが難しくて手こずった。 41.6%

携帯から動画の撮影や提出を行っているので携帯自体の容量などの面でダウンロードできなかったりとてこずりました。また、課題の提出

欄に追加することが出来ず何度か試して提出することが出来ました。
85.0%

みんなに見えやすいように、ポスターの色付けをすることや、撮影の仕方、編集の仕方などに手こずりました。 84.8%

動画を撮影するときに何回も噛んで10回以上撮影し直したところです（笑） 81.0%

動画撮影時のカメラのアングルや、動画の編集など、普段はあまりやったことの無いことばかりで少し焦っていました。 80.9%

相手に伝えようとするのが少しかけていたと思います。

自分で撮りながら呼んでいくのでカメラも確認しつつ、言葉もすらすら伝えるということが手こずりました。

また、編集は普段やることもないので1番時間かかりました。
80.6%

その場でのアドリブなどがうまく使えないこと。

動画の撮り方、編集の仕方。

いかに相手に伝わりやすく発表するかがてこずりました。

80.6%

撮影をする時に、ポスターの内容を何回も噛んでしまって手こずりました。難しい漢字があるとなかなかうまく言えなかったです。 79.0%

文字のサイズや見え方 編集, 文字, 大きい, 工夫, 撮影, 色, 友達,
緊張, 何度, 説明

発表資料と発表の両方を

含むプレゼンの仕方・伝

え方

難しい, 見やすい, 声, 相手, 画面, 大きい,
編集, 大変, 工夫, 普段

撮影や提出の仕方などテ

クニカルな点

撮影, 提出, 仕方, 編集, 普段, 難しい, 何
回, 相手, 緊張, 友達



普段動画で発表とかやったことないから、動画でどのボリュームだったら聞こえやすいかとか分からないし、みんなの前じゃないから緊張

しないけどめっちゃ噛んだりしたからちょっと難しかった。、
78.5%

動画をつなげるのが出来なくて、友達にお願いしました。また、撮ってもらうために必要な場所や撮影してもらう人など、日程を合わせる

ことが難しかったです。
78.4%

提出ボタン押し忘れて未提出だったこと 75.0%

まず、動画を自分で撮るということに手こずりました。普段から自分で自分の動画を撮るということがないので、どのようにしたら綺麗に

映るか、どのようにしたらしっかり撮れるか、など考えながらやっていました。また、発表の仕方などにもとても手こずりました。
75.0%

撮影の仕方や見せ方 74.9%

オンラインポスター発表会でてこずったことは、動画撮った後の編集にてこずりました。でも、オンラインポスター発表会があったから、

普段やらない動画編集をやることができ、経験することができたと思います。
74.4%

オンラインポスターで私が苦戦したことは、撮影と編集です。どのようにしたら見やすく撮れるのかなど配置を考え、声のボリュームはど

のくらいがいいなど、何回も撮り直して確認しました。また、元々機械を扱うのが苦手な私は、編集の仕方も分からず、時間がかかり、と

ても手こずりましたが、無事完成して良かったです。

65.4%

動画がしっかり提出できたか不安だった 62.5%

提出ボタンの押し忘れ 62.5%

発表の仕方があってるかわからなかったり、調べてもなかなか出てこないのがあったこと 62.5%

アプリを使うのが得意ではないので動画をちゃんと提出できているのか不安なところはありました。 62.5%

撮影 62.2%

撮影と初めてのことだらけですごく戸惑った。 62.1%

自分で撮影しながらやるのが少し難しかった。 49.9%

3分以上で撮らないといけなかったので、時間に間に合わせながら発表する事が手こずったと思います。自分の説明不足で3分に達しなかっ
たり、言い間違えたりして、何度も取り直したので、少し大変だったなと感じました。

87.4%

3分以上説明とかしなきゃ行けないのが中々3分いかなくて大変でした 84.9%

ポスター発表の動画を撮る時に、噛まないようにしたり、周りの音が入らないようにしたりするのが大変だった。

何度も取り直しをしたり、一つ一つとって動画をくっつけたりするのも大変でした。 81.1%

みんな画面越しだし、相手の反応とかわからない状態で話を進めるのが違和感だったし、どのようにしたら興味を引いてくれるのか考えて

作成するのが1番手こずりました。 81.0%

相手をこのままでしっかり伝えることができるのかとかを考えて何回も取り直してするのが少し大変でした。 80.9%

一度噛むと最初から取り直しが大変だったので、少しづつ区切ってとるのが最適でした。あとは、家だと中なか発表する場所が乏しく、照

明がいいところを探すのが大変でした。
75.0%

自分の顔からポスターに画面を変える時がとても大変だった。発表も携帯を持つ手が震えて、撮るのに時間がかかりました。 75.0%

直接発表をすることができず、画面越しになってしまい、どのようにしたらみんなに伝わるのか？そのときに、質問とかが受け入れること

ができないので、このポスターだけでどんだけ伝えてみんなに理解してもらえるか、考えながらポスターを作るのがとても大変だった。
75.0%

動画を作成するときに、発表することに集中して動画がちゃんと撮れていなかったり、間違ったりなどして、何度も撮り直しをしたことで

す。
74.8%

どのようにカメラで撮れば、みんなに見えやすいのかを考えるのが、大変で何回も撮り直したことです。 74.7%

時間を合わせたりするた

めに数回取り直した点

大変, 3分, 作成, 画面, 何度, 何回, 相手,
説明, 編集, 撮影

撮影や提出の仕方などテ

クニカルな点

撮影, 提出, 仕方, 編集, 普段, 難しい, 何
回, 相手, 緊張, 友達



動画は本当に大変でした。

でもここの現代コロナの様な感染病や、どんな災害が起こるか分からないからこーゆーのはある意味いい機会だったのかなと思いました。
62.5%

どのように撮ったら見る人が見やすいか考えるのが大変でした 62.5%

特にないが、強いて言うなら、ビデオ撮影の時、周りの音が入ったりして大変だった。 62.5%

ポスターを作成するときのデザインや発表するときの言葉の選び方 62.5%

3分がとても長く感じました。 62.5%

動画をどんな風に取ればいいか悩んだ。みんなに、しっかり伝わるにはどうしたらいいのか、悩みながら作成しました。 62.5%

動画の作成 62.5%

動画の長さを3分以上にすること 62.5%

動画を取ることに慣れていないので最初らへんはブレブレだったりまた何回も噛んでしまったりと撮り直しをいっぱいしたところです。 61.2%

まず、静かな環境にすることが大変だった。どうしたら上手く伝えられるかも考えるのもかなり大変で、画像をくっつけてみたり動画の編

集をするのに少し時間がかかってしまうなと思った。 56.3%

登校日にポスター作成が間に合わず、家で撮影をしようとすると、スマホを固定して置ける場所が限られているので、遠さや高さを調節す

るのが一番大変でした。
56.3%

どう取れば相手が見やすくなるか気をつけるのが大変でした。

すこしポスターをドアップにすれば良かったと後悔してます。
45.6%

動画をとるのにどうやったらいい感じにとれるのかを考えながらとるのがむずかしかった。

あと、しぶんなりの編集が大変だった。
41.7%

[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]

時間を合わせたりするた

めに数回取り直した点

大変, 3分, 作成, 画面, 何度, 何回, 相手,
説明, 編集, 撮影


