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3-1 新設 2年目の看護学部で迎えた 
COVID-19パンデミック下における遠隔授業の導入

上 原 　 明 子＊　大 関 　 春 美＊

はじめに

　創立 73年を迎えた 2019年 4月，清泉女学院大学
（長野県長野市，以下，本学）は新たに看護学部看護
学科を開設（以下，本学科）し，開設初年度の 10月
には台風 19号による被害を経験した．災害復興も束
の間，開設 2年目を控えた矢先の 2020年初頭，次に
本学の苦難として立ちはだかったのは，世界的な
COVID-19のパンデミックであった．
　本学では，4月初旬に授業開始 1カ月延長と遠隔授
業実施の決定がなされ，遠隔授業の実施方法について
は，原則として各学科により検討・運用とする方針と
なった．本学には学習管理システム（以下， LMS）の
一環として，開設当初より G Suite内の Google Class-
roomが搭載されていたが，COVID-19以前にはほぼ
活用されていない状態であった．事実，筆者らが本学
科の専任教員を対象として 2019年度に行った調査で
は，87.5％の教員が「LMSを知らない」，または，
「LMSの活用経験がない」と回答しており，いわん
や，学内には LMSを統括管理する専門部門がない状
態であった．そこで本学では，「各学科の教職員に遠
隔授業の操作方法等を伝達する役割であるコアメン
バー」が選出され，筆者らは本学科におけるコアメン
バーとして任命された（本学科における構成員：筆者
ら専任教員 2名，専任職員 1名）．
　筆者らは，ICT初心者であっても比較的導入しや
すいと考えられた Google Classroom，Google Forms，
Zoomを遠隔授業の主な手段として選択・提案し，遠
隔授業の導入を試みた．本稿では，コアメンバーとし
ての筆者らの活動を整理し，活動から見えた今後の課
題について報告する．

本学科における遠隔授業の導入に向けた試み

　本学科における筆者らの実施過程を表に示す．

1）遠隔授業の導入に向けて
　第 1段階として，本学科専任教職員 34名を対象と
して，遠隔授業に関する説明会を対面式で実施し，
Google Classroom，Google Forms，Zoomの操作方法
に関する解説と一部演習を行った．第 2段階では，専
任・非常勤教職員を対象として Google Classroomを
用いた遠隔授業のトライアルを行った．具体的には，
LMS未経験者がほとんどであったため，まず，教職
員が Google Classroom内で授業を受ける学生役を体
験する機会を設けた．これには，学生役の体験を通じ
て，授業開始時における学習教材のヒントを得る機会
とされたいという筆者らの狙いがあった．次に，教職
員が教員役となり，コアメンバーを学生役として，
Google Classroom内でのクラス作成から学生登録を
はじめ，課題作成・提示など，具体的な授業運営を経
験できる機会を設け，コアメンバーにより適宜フィー
ドバックを行った．また，Zoomのトライアル等を実
施するとともに，遠隔授業に必要な資料を集約したサ
イト「遠隔講義支援サイトどすこい」（学内利用， 
写真）を開設した．加えて，教員向けに，国立情報学
研究所が配信する研修や情報，他大学における取り組
み等，遠隔授業に関する情報発信を継続的に行った．
　第 1，2段階と並行して，本学科における授業方針
として，専任教員が担当する科目については主として
非同期型，非常勤講師担当科目については主として同
期型とする方針が決定された（正式にはそのように働
きかけた）．授業は，学生および教職員の混乱を最小
限にするために，同期・非同期型の開講にかかわら
ず，年度当初に作成された時間割通りに配信されるこ
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ととなった．こうした方針が決定された一方で，い
つ，誰が，どのように学生に対して周知し，オリエン
テーションを行い，フォローアップを行いながら 5月
11日の授業開始を迎えるのか，という具体的方略を
含めたアウトラインは，4月 20日時点で依然未定の
ままであった．

2）ツール導入と学習支援のはざまで
　各学科教職員向けに遠隔授業の操作方法を伝達すべ
く任命されたコアメンバーであったが，授業開始まで
残り 4週間の時点において，学生フォローや遠隔授業
導入に向けたルール策定・整理に対する学科方針が未
定であったことに筆者らは業を煮やしていた．特に，
遠隔授業の実施方針の決定と，それに伴う学則の大ま
かな変則的運用指針は出されたものの，その具体的運

用については各学科に任されており，4月 20日時点
で本学科内において具体的検討はなされていなかっ
た．そこで，コアメンバーの定義（冒頭の「遠隔授業
の操作方法等の伝達」）を拡大解釈し，学科長，およ
び学科教務委員会長宛に文書を用いて，4月 20日以
降の作業計画の提案，ならびにコアメンバーによる作
業計画実行の権限移譲を願い出た．その後，筆者らの
願い出は了承され，表中に示す第 3段階以降の作業計
画にようやく着手することができた．以降，教職員全
体，そして学生による協働に支えられて，順調に計画
を遂行し，5月 11日の授業開始日を無事迎えること
ができた．コアメンバーは授業開始から 1～2カ月程
度，各科目における Google Classroomの運用状況を
モニタリングし，トラブル発生時の教員の対応などを
サポートしたり，学生と教員のやりとりを見守り，
徐々にその任が解かれ，晴れて自らの本来の業務に着
手できるようになっていった．

3）学生の遠隔授業に対する評価
　遠隔授業開始後 3日目には，遠隔授業開始の初期段
階における学生側のニーズを調査することを目的とし
て，遠隔授業に関するオンライン調査を行った．その
結果，本学科における学生の 90％以上が遠隔授業の
内容に「とても満足している，やや満足している」と

表　本学科における筆者らのコアメンバーとしての実施過程
日　程 内　容

4月 3日 （学長によるコアメンバーの選出・任命）
7日 （本学危機対策本部による全学的な授業開始日の延期および遠隔授業実施の決定）
8日 第 1段階：＜専任教職員対象＞遠隔授業説明会＊の実施
13日－19日 第 2段階：＜専任・非常勤教職員対象＞遠隔授業トライアル実施＊

20日 学科教務委員会へ遠隔授業開始に向けた作業計画提示と作業委譲の依頼・承認
21日 ＜専任・非常勤教職員対象＞作業計画の周知
22日 ＜学科学生対象＞作業計画の周知
23日－27日 第 3段階：＜学科学生対象＞遠隔授業トライアル実施
24日 遠隔授業支援サイト「どすこい」開設
28日－29日 GoogleClassroom開講科目の枠組み作成，学科教務委員会との遠隔授業運営に関するルール合同

作成
30日 ＜専任・非常勤教職員対象＞GoogleClassroomへの招待・授業準備サポート開始・ルール周知

5月 7日 ＜学科学生対象＞履修登録科目の GoogleClassroomへの招待・ルール周知
8日 未参加学生へのフォロー
11日 （遠隔授業開始）
13日 ＜学科学生対象＞遠隔授業に対するアンケート調査実施
19日 ＜専任・非常勤教職員対象＞アンケート調査結果の速報値共有

括弧内は全学的な動向を示す
＊G Suite（主として GoogleClassroom，Goolge Formsなど）および Zoom活用による

写真
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回答した．回答理由には，「何度も繰り返し視聴する
ことで理解が深まる」，「自分の理解に応じて動画を止
めたり戻したりすることができる」など非同期型授業
に関する評価や，「教員とのやりとりがしやすい」な
どの双方向型授業に関する記述が多かった．一方，改
善点としては，学生の ICTリテラシーに応じた課題
量の調整や課題に対する明確な指示などが挙げられ
た．これらの結果と得られた示唆について本学科教職
員と共有した．本学科では，前期開講科目のほとんど
が遠隔授業で行われたが，学期末に学科主導で行われ
た前期授業満足度調査の結果においても，各学年全体
平均ともに 5段階中（5点：満足している－0点：満
足していない）4.6点以上の評価を得た．

活動から見えた今後の課題

1）横断的取り組みの必要性
　本学科は新設学部 2年目にして COVID-19のパン
デミックに直面し，在籍学年が 1，2年生のみであっ
たことから，実習科目も少なく，様々な調整を行いや
すい環境であった．一方で，学科運営における縦割り
構成の限界が表在化したといえる．今回筆者らは，学
内におけるシステム環境全般について検討する情報シ
ステム委員会に所属していた経緯からコアメンバーと
して選出された．一方で，LMS導入に際した学則の
変則的運用や変更などに関しては，教務事項となるた
め，現行では教務委員会の業務となる．今回の LMS
導入は救済措置的な位置づけで行われていたものでは
あるが，本来の LMSの在り方に立ち返ってみると，
どのように使われるかが重要であり1），ツールの導入
と同時に様々なルールについて部門を越えて共同検討
していくことの必要性を改めて体感した．パンデミッ
クの長期化に伴い，その効果的かつ効率的な運用を目
指すフェーズを見据えて，部門の再編成が一層不可欠
になると感じている．

2）集合学習における意義の再考
　否応なしに LMS導入を迫られ，教育実践の中に組
み込まざるを得なくなった本学科の教員たちから聞か
れた声は，「大学に集合して学習する意味を考えさせ
られた」というものである．前述の学生による遠隔授
業に関する評価においても，繰り返し学習できる非同
期型授業と，学生と教員間のやり取りを活発に行う双
方向型授業に関して高評価であったことは，従来大学

で行われてきた集合学習に対する学生からの問いかけ
であるといえる．また，先日筆者が対面授業を行った
際に学生からは「グループワークで多くの学生と意見
交換ができて視野が広がった」という感想が聞かれ
た．学生によるこれらの評価は，ICTを活用したオ
ンライン学習と対面で行う集合学習の長所を見事に表
現している．各大学では対面授業の再開やその検討が
なされていると拝察するが，従来の対面授業を越え
て，新しい大学教育のかたちが求められるだろう2）．
本学では，後期から対面授業が一部再開となった．こ
れを受けて，本学科では，前期の経験を活かしたブレ
ンド型学習を取り入る科目も見受けられるようなって
いる．たとえば，非同期型授業の長所を取り入れ，事
前学習ではオンライン上で知識に関する解説動画を繰
り返し視聴できるようにし，集合学習では事前学習を
基盤として集合したからこそ体験できる学習活動を行
う，などである．今後は，本学科が経験した前期の遠
隔授業における教育実践について，FDや自己点検評
価などを通じて丁寧に検討し，新しい学部であるから
こそ，その成果について社会に発信していく必要があ
ると考えている．

おわりに

　筆者らにおける活動の限界として，あくまで遠隔授
業の初期的な導入であったこと，それに伴う学生の反
応は評価できたものの，遠隔授業導入後の学習成果に
ついては検証できていないことが挙げられる．この限
界は，本学科における今後の新たな看護教育の実践に
向けた課題として取り組む必要がある．
　末筆に，教職員の方々，コアメンバーの高田祥晃氏
に謝辞を記す．特に，本学を力強く牽引し続けてくだ
さった故山内宏太朗学長に深謝と哀悼の意をここに表
したい．
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