
大大学学ででのの遠遠隔隔講講義義のの実実践践のの評評価価とと課課題題 

札幌学院大学人文学部こども発達学科 教授 小出 良幸 

 

II  ははじじめめにに  

 2019 年から COVID-19 の感染がはじまり、2020 年 1 月には日本でも感染が確認され、2 月には小・中・

高校が一斉休講に入った（首相官邸, 2020）。その後、何度かの感染爆発があり、2021 年 10 月までは緊急

事態宣言やまん延防止等重点措置が繰り返し発令されてきた。 

 2020 年 4 月には、文部科学省の指示によって大学での遠隔講義への切り替えが進められた（文部科学省, 

2020）。本学でも 2020 年前期から 2021 年度後期にかけて、遠隔講義がおこなわれている。緊急事態宣言中

は遠隔講義のみになるが、宣言が解除されれば、コロナ対策をし許可をえて一部の対面講義が実施されてい

る。現在（2021 年 11 月末）、感染は抑えられており、北海道の警戒ステージ 1 になっている。もし、北海

道の警戒ステージが 0 になれば、大学の危機管理レベルも「平常」に戻されるはずではあるが、現段階では

いつになるかは未定である。 

 多くの大学教員は、これまで 1 年 8 ヶ月間遠隔講義の実施してきたことになる。当初、COVID-19 という

不可抗力によって強制的に遠隔講義がスタートすることになった。一人の教員でも、講義の特性に合わせて、

遠隔講義、あるいは遠隔講義と対面講義が混在したもの、タイプの異なる講義形態や教育対象、目的の異な

った教科など、複雑で困難な実践を急遽おこなうことになった。だが、これまでの遠隔講義の経験は、今後

の ICT を用いた講義における実践例ともなり、知的蓄積となっていくであろう。本報告では、教育実践を通

じたメリットやデメリットをまとめ、今後の資料に供したい。なお、報告内では、講義名は実際のものとは

変更している。 

 

IIII  遠遠隔隔講講義義のの実実施施  

 著者が実施した遠隔講義を中心に、教育実践の状況を整理していく。2021 年度後期は、まだ講義期間が残

されている段階でのまとめとなる。授業の運営形態や評価の方法などは変更されることもありえる。 

 

11  44  つつのの分分類類  

 コロナ禍が起こる以前から、多くの大学では、学内でのネットワークやインターネットが整えられ、教育

に利用されていた。大学では、そのような条件が整っていたので、短期間で遠隔講義への切り替えが可能に

なったのだろう。 

 だが、実際の遠隔講義の実施は、学習環境を整えて臨むことが重要（守屋, 2020）だが、当初から順調に

進んだわけではない。その時点で活用できるリソースを利用して開始し、段階的に遠隔講義の内容はスキル

のレベルを上げ、最終的にオンデマンド型とライブ講義への遠隔講義の形態を確立していった大学や教員（西

屋ほか, 2020）も多いだろう。 

 小出（2021）は、大学で実際におこなわれている遠隔講義を整理して、 

・文章講義 

・音声講義 

・オンデマンド型動画講義 

・ライブ講義 

という 4 つに分類できることを示した。 
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 文章講義とは、教員が講義内容をファイルとしてまとめたものを、デジタル化（PDF 形式が多い）して公

開して講義を配信していく。学生はファイルをダウンロードして受講する。音声講義とは、PowerPoint など

の教員の講義の音声が録音できるアプリケーションで、講義を作成して（三苫ほか, 2020）配信していくも

のである。学生はそのファイルをダウンロードして受講する。オンデマンド型動画講義とは、教員の実際の

講義を録画したものやパソコンを通じておこなった講義を動画ファイルとして配信するものである。学生は

ストリーミングとして、あるいは動画ファイルをダウンロードして受講する。ライブ講義とは、Teams や Zoom、

Big Blue Button（オープンソースのアプリケーション、以下 BBB と略す）などの Web 会議システムを利用

して、学生と教員が双方向性をもったライブでの講義をするものである。もっとも対面講義に近いのがライ

ブ講義となる。 

 遠隔講義と対面講義が同時進行しているときは、ライブ講義の実施は難しい。なぜなら、学生はライブ講

義をパソコンのあるところで受講することになるが、大学で対面講義が実施された場合、自宅のデスクトッ

プパソコンや家族共用のパソコンなどで参加する学生は、移動が必要になり受講できない事態が発生する。

このような条件の学生がどの程度いるかなどを把握できない状態でスタートするので、不利益が生じる学生

が一定程度いると予想される。そのため、完全な遠隔講義の時のみライブ講義を実施することになり、遠隔

講義と対面講義が混在している時期はライブ講義は実施できない。ライブ講義を録画しておき、それをオン

デマンド型動画講義として配信することで、代替とすることは可能である。オンデマンド型動画講義を受講

する学生は、ライブでの指導を受けることができず、やはり不利益が生じることになる。 

 遠隔講義では評価をしていくために、プラットホームのアプリケーション（本学では Moodle）がもってい

る出欠記録、課題やレポート、コメント内容、小テストや試験などの機能を利用して新たな基準を考えてい

く必要がある。教師同士の評価の方法論を集積することも十分できず、それぞれ独自の評価基準となってい

った。 

 昨年度は準備が整わない状態での遠隔講義のスタートとなり、戸惑いや課題も多々あった。しかし、2021 

年度になると、1 年間の実践経験を踏まえて、2 度目の遠隔講義に向かうことになった。戸惑いも減り、こ

れまでの課題への対処をしながら、少しずつ創意

工夫を試みることもできるようになってきた。 

 

22  文文章章講講義義のの実実施施  

 デジタル書類による文章講義の実践として、教

養科目である自然系科目（学芸員資格課程の科

目）、地学系科目 1、地学系科目 2（学芸員資格

課程の科目）を担当している。教養科目となって

おり全学学生が受講可能な科目となるので、大人

数の受講が見込まれる。対面講義の場合は、教室

のサイズと教育効果を考え、大学では 200 名を

上限として、人数が超えた場合は抽選にて受講者

を決定することになっていた。しかし、遠隔講義

の場合、人数制限をつける必要がなくなったの

で、受講希望者をすべて受け入れることにした。 

 その結果、前期に開講の自然系科目では 160 

名の受講希望者が、同じく前期の地学系科目 1 

 
図 1 文章講義の資料と課題 

上図は講義の文章、下図は課題の指示したもの 
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では 378 名の希望者がいたが、全員の履修を許可した。また、後期開講の地学系科目 2 では 420 名の受講

希望者がいたが、前期の経験から対応可能と考えて全員履修を許可した。 

 文章講義では、講義を理解した上で、毎回、関連した課題を提示し、Moodle にて提出し、その内容で評価

をした（図 1）。 

 

33  音音声声講講義義のの実実施施  

 音声ファイルの講義では、全学学生が履修可能な

教養科目の博物館関連科目（学芸員資格科目）と学科

の専門科目となる理科系科目（教職資格科目）を担当

した。博物館関連科目は、他学科が主管しているが、

学芸員資格科目ともなっており 24 名が履修した。

実習的要素が多い講義内容になっているので、2021 

年度は対面講義を申請していたが、緊急事態宣言中

は遠隔講義となった。受講者の内訳としては、主管学

科の学生を主として、同じ学部内の学生も少数履修

している。学科の専門科目として理科系科目があり、

教職希望の学生 48 名が履修している。この講義は

遠隔講義だったので、Microsoft 社の PowerPoint 

のスライドショーとして記録する機能を用いた。ス

ライドショーでは、各スライドに、カラーペンやカラ

ーマーカーなどを利用して示している状態を記録で

きる。音声とペンの動きを記録したものを保存する

ファイル形式（*.ppsx という拡張子になる）がある

ので利用した（図 2）。学生がこのファイルをダウン

ロードしてスタートすると、音声とペンの記録が自

動再生されていく。このファイルは、動画ファイルよ

りサイズが小さいので、ダウンロードして利用する

には便利である。 

 実際に近い状態で講義を配信できるので、教員と

しては馴染みやすいものであった。しかし、学生の反応を見ることなく録音していくので、示している内容

ごとで理解の度合いを把握できず、臨場感もなく、淡々とした調子の講義になっていきがちになる。 

 

44  オオンンデデママンンドド型型動動画画講講義義のの実実施施  

 講義を動画録画したオンデマンド型動画講義は、実際の講義の状態を録画すれば、実技や板書を提示でき

るというメリットがある。しかし、その動画ファイルは巨大なサイズになるという問題があり、大学のサー

バーからのストリーミング配信の授業（曽根ほか, 2020）では、多くの学生が同時に受講すると、サーバー

に大きな負担がかかるというデメリットがある。その対処として、YouTube や Teams などの外部サーバーに

動画をおき、許可された学生だけがストリーミングで受講することも可能である（三原ほか, 2020）。 

 ライブ講義に参加できない学生のためや、学生指導の補助としてオンデマンド型動画講義を実施したが、

閲覧に負担が大きいので実際の講義で主としては用いなかった。 

 
図 2 音声講義のスライドショー 

2 つのスライドを示した。ペンで赤や黄色のマ

ーカーを使いなが音声で説明を加える。 
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55  ラライイブブ講講義義のの実実施施  

 双方向性をもったライブでの講義は、2020 年度

は Web 会議システムとして Zoom を利用したこと

もあったが、基本的には大学が公式採用した Teams 

か BBB を用いておこなった。本学では Microsoft 

社との包括契約をしていたので、WEB 会議のための

アプリケーションとして Teams が、教員も学生も

全員が使える条件が整っていた。緊急事態宣言中は 

3 年生ゼミナール（8 名）（学科必修科目）、4 年生

ゼミナール（6 名）（学科必修科目）、教科指導法（55 

名）（教職資格科目）、実践的専門科目（34 名）（教

職資格科目）、夏の集中講義として専門科目（17 名）

も遠隔講義になったため、ライブ講義として実施し

た（図 3）。ゼミナールは、10 名以下の少人数での実施で、学科の専門科目も 50 名以下の人数での実施と

なる。緊急事態宣言が解除されれば、これらの講義は対面講義に移行した。 

 本来、いずれも対面講義として実施すべきものをライブ講義として実施しているので、その教育効果は対

面講義と比べると劣るものとなるだろう。長い準備期間やライブ講義に慣れた教師ならば効果が上がるだろ

うが、不慣れな教員には活用するには難しいものがあった。 

 

IIIIII  遠遠隔隔講講義義のの実実践践結結果果とと評評価価  

 ここでまで、遠隔講義を 4 つのタイプに分けて、実際に担当した講義の実施状況を示してきた。昨年の 1

年の間に実施された講義においても、数々の課題が提示されてきた。それらの課題を整理し、次に講義を実

践した結果を、学生と教員に分けて、どのようなメリットとデメリットがあったかを考えて、評価していく。 

 

11  遠遠隔隔講講義義ににおおけけるる課課題題  

 COVID-19 の感染という不可抗力によって遠隔講義がはじまった。大学や教員は、十分な準備が整っていた

わけではなく、学生側も唐突に受講していくことになった。このような突然のスタートが一番の問題となっ

た。開始当初の戸惑いや課題を概観していく。 

 大学は急な ICT 環境の構築に迫られ、教師にはスタート当初、教材作成に大きな労力が必要となった（赤

間, 2020）。学生にも教員側の ICT への習熟度、使用アプリケーションなどの違いや多様性による問題、学

生の使用環境の違いによるトラブルが多発した。通信制限を受けた学生（16 % ほど）、通信料の負担、資料

の印刷環境の欠如（学生の半数近く）などもあった（内藤, 2020）。また、学生の実態を十分調査をする余裕

もなくスタートしたので、教員や学生の ICT 環境の差に由来するもの以外にも多様なトラブルも発生して

おり、学年ごとに抱える不安や不満が異なっていることも判明してきた（永井・金子, 2020）。また、教職課

程では対話を遠隔講義にどのように組み込むべきか（山口, 2020）、学生の技能や態度に対する教育には限界

があること（豊島ほか, 2020）、オンデマンド講義では学生の反応を見ながら進められず補足説明や質問への

回答が困難（武田・關根, 2020）など、課題も指摘されてきた。 

 遠隔講義の開始時に生じた課題は、教員学生のスキルの向上や慣れによって解消されたものもあったが、

残る課題もまだ多い。 

 
図 3 ライブ講義 

 学生のプレゼンテーションの様子。発表学生の許

可をえて示している。 
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22  学学生生ににととっってて  

 ライブ講義以外は、受講すべき時間が定まっているわけではなく、受けたい時に受講できるという大きな

メリットがある。コミュニケーションが苦手だったり、集団での行動が苦手だったりする学生は例年一定数

在籍しているが、多様な学生への学習機会の提供手法として、遠隔講義も選択肢としていいであろう。 

 学生の講義内容の定着には、遠隔講義だけでなく対面講義でも差は生じる。しかし遠隔講義では、受講は

個人の自発性に強く依存するため、内容の定着により大きな差ができてくる。熱心に学びたい学生には、情

報が提供されていれば、多くの時間をかけ学びも深まっていく。ある学生から、レポートを一所懸命に書い

ていると、多くの講義で課題があるため、寝不足になっているという感想を聞いた。一方、最低限の課題だ

けをこなし、十分な学びが達成できなくても、単位がとれるという事態も起こりうる。学生によっては、遠

隔講義は手抜きがしやすくなることもあるだろう。本来であれば、そのような手抜きをさせないで、受講者

が一定レベル以上の習熟ができたときにはじめて単位が認定され、習熟度に応じて評価がされていくはずで

ある。遠隔講義における評価の客観性をもった方法論の開発が新たな課題となる。 

 さらに、大学という場は学びだけでなく、人的交流も重要な要素である。しかし、遠隔講義が中心になる

と、人的交流が少なくなっていくため、学生同士、教員と学生間でも、相互理解が足りない状態に陥ってい

くことになる。 

 学生にとって遠隔講義での学びは、十分とはいえないが、それなりの効果が挙げられることは、この 2 年

間の実践でわかってきた。しかし、大学生活における人的交流は、学生にとって重要な意味をもっているは

ずである。人的交流は学生ごとに多様なので、定量的、客観的な交流の程度は把握できないが、遠隔講義中

は非常に少なくなっているのは明からだ。人的交流が欠如してきていることは、この 2 年間で大きな傷跡と

なるであろう。その修復は可能なのであろうか、重要な課題となるであろう。 

 

33  教教員員ににととっってて  

 教員にとってのメリットとして、遠隔講義では受講者が少人数であろうと大人数であろうと、講義を作成

する手間は同等である。そのため、受講人数を制限することなく実施可能である。ただし、課題や試験の採

点などの評価のための手間は、人数に比例して増えていくので、時間的負担となってくる。 

 はじめての遠隔講義の実施では、これまでの経験を活用できず、最初の講義準備に大きな労力を使うこと

になる。また、教員の ICT のスキルの差や講義手段の選択などにより、教育成果に偏りが生じたり、内容の

定着の確認も困難となる。定着確認ができてない事例があった。音声講義で「磁石にくっつくもの」と「電

気を通すもの」について、両者の違いや共通点について学習をしていた。それを学んだはずの学生たちが内

容が定着していなかったために、別の講義においてその知識を利用すれば解決できたはずの課題解決ができ

ないという事態がおこった。これは、教員は教えたつもりでいたが、学生への定着や習熟度が十分把握でき

ていなかったことに由来する事例であろう。 

 遠隔講義になると、ライブ講義以外では、一方的だったり、課題やレポートを通しての対応となるため、

教員と学生の人的交流が不足することになる。修学・進路指導なども疎かになる。これは、学生の習熟度の

把握が困難になっていることにも通底する問題であろう。遠隔講義でも小テストや試験で習熟度を把握する

ことは可能だが、通常の対面講義とは評価の方法論が異なるので、遠隔講義の形態の差によって評価基準に

差が生じる危惧がある。その対処が十分できていない。 

 これまで述べてきた課題やデメリットは、突然始まった新しい方法論の導入に伴う生みの苦しみともいえ

るだろう。しかし、その多くは、そこに割いてきた教員の労力や時間が、学生の学びの定着や習熟の把握、
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人的交流のための時間や機会を奪ってきたことにも原因と一端があるのであろう。これは遠隔講義における

大きなデメリットとなるであろう。 

 

44  遠遠隔隔会会議議のの今今後後のの可可能能性性ににつついいてて  

 遠隔講義は、学生も教員も大学や教室に赴く必要がないため、受講している時間だけが束縛されることと

なり、それ以外の時間は自由になる。遠隔講義を実施してみて、講義内容だけでなく、遠隔、リモートとい

う手段に、利便性や新しい可能性があることに気付かされた。その日、ひとつの講義であっても教室に赴か

なければならなかった。多数の講義であっても遠隔なら最低限の時間の束縛で済む。授業の時間割では空き

時間があったとしても、遠隔講義なら自分の都合に合わせて受講できる。加えて、遠隔講義で作成されたデ

ジタルコンテンツが公開できれば、市民への「大学の開放」のために重要な貢献となるだろう（小出, 2006）。

他にもいろいろな気づきがいろいろな場面でも起こってきた。 

 会議の実施について、これまでは全員が一同に集まっておこなうことが前提となっていたが、コロナ禍で

は遠隔会議が基本となった。大学でも会議が遠隔での実施となった。大学以外の自宅からでも、会議に参加

できることになった。対面会議への参加は、遠隔地になるほど、移動時間が長くなり、時間のロスだけでな

く、移動のコスト、肉体的疲労など、多くのムダがあったことに気付かされた。今後の会議は、遠隔だけ、

遠隔も交えた対面、対面のみなど、その多様な選択肢がでてきたことは、重要な成果であったであろう。 

 遠隔での催しもの（学会や講演会）の参加、業務によっては在宅のリモートワークなども経験することに

なり、遠隔での実施の可能性も考えさせられた。実利的に考えれば遠隔のシステムの導入で、個人には大き

な節約になったが、主催する側では不利益の生じることにもなる。これは新しい経済的な局面が出現したこ

とになる。だが、対面で同じ空間や時間を共有することで生まれる臨場感や参加者同士の共感、人的交流な

ど、心理的、精神的なメリットはなくなっていくことになる。 

 今まで対面でしか実施していなったことが、強制的であるが遠隔で、方法を模索しながら実施させられて

きた。その結果、両者のメリットとデメリットを体験し、今まで対面しかなかった選択肢が、遠隔での実施

形態の選択肢ができてきたことになる。これは将来への重要な体験となるだろう。 

 

IIVV  ささいいごごにに  

 遠隔講義のタイプを区分し、それぞれでの実践とその評価を考えてきた。この評価は、著者が実際に担当

した講義と経験に基づくものである。したがって、条件の違いや、異なった考え方、スキルの違いなどによ

って、遠隔講義における評価も変わってくるはずである。だが多様な実践と評価を蓄積し、総括していくこ

とが重要になるであろう。 

 COVID-19 がおさまったら、大学でも以前の対面講義の形態に戻ることになるだろう。この 2 年間の遠隔

講義を通じて、対面講義のメリットやデメリットがより鮮明に把握できたことになる。したがって、今度の

対面講義では、それらの評価を反映していくことが、次なる課題となるであろう。 
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