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調査概要、他
・対象教員、対象科目：後期、第３クォーター、第4クォーターで授業を担当している学部および

研究科教員（非常勤教員を含む）。科目も同様。

・調査紙は「３Q・後期」科目用と「４Q」科目用の２つに分けられている。

・調査実施期間：2020年10月28日～11月6日
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３Q・後期の対象科目数や回答率

回答科目の講義形態内訳

３Q・後期科目の調査結果

1３Q・後期調査紙の回答率は、科目ベースで82.2％であった。



設問内容

Q1
第３Q・後期の授業実施形態はどの
形態で行っていますか（選択式）。

・対面のみ
・オンラインのみ
・ハイブリッド型（対面
　とオンラインの併用）

・その他
・開講なし

SQ1
「その他」の具体的な内容を以下に
ご記入ください（記述式）。

Q2-1
オンライン授業の方法を教えてくだ
さい（選択式）。

Q2-2
「その他」の具体的な内容を以下に
ご記入ください（記述式）。

Q2-3
リアルタイム授業の割合（％）を教
えてください（記述式）。

Q３
 ハイブリッド

型の方
Q3

対面とリアルタイム型とオンデマン
ド型の組み合わせのおおよその割合
を教えてください（記述式）。

Q4

学生に提示する資料に、動画・音声
や文字による解説を付けています
か。主なものを1つお答えください
（選択式）。

SQ4
「その他」の具体的な内容を以下に
ご記入ください（記述式）。

Q1
全員

Q2
オンラインの
みで授業をし

ている方

Q４
 オンデマン

ド型を取り入
れている方

回答項目

・対面の割合（％）
・リアルタイム型の割合（％）
・オンデマンド型の割合（％）

・リアルタイム型のみ
・オンデマンド型のみ
・リアルタイム型とオンデマンド型の併用
・その他

・動画・音声による解説付き
・文字による解説付き
・解説はなし
・その他

設問と回答項目（後期・３Q科目用）

設問内容

Q5-1
クラスを分けて、交互または別々に
対面授業を行っていますか（選択
式）。

・していない
・２つに分けている
・３つに分けている

・４つに分けている
・５つ以上

Q5-2

コロナを理由に対面授業への出席を
拒む学生はいますか。人数を教えて
ください。（数値を記入、いない場
合は0)

Q5-3
対面授業への学生の出席率はどの程
度ですか（選択式）。

・90％以上出席している
・90-70%程度

・70-50%程度
・50％以下

Q6-1
全授業のうち課題を出す回数はどの
程度ですか（選択式）。（期末試験
代わりの最終レポートは除く）

SQ6-1
１回の課題にかかる平均時間はどの
程度ですか（選択式）。（期末試験
代わりの最終レポートは除く）

・15分未満
・15-30分未満

・30-60分未満
・60分以上

Q6-2
期末試験は対面を希望していますか
（選択式）。

Q7
「通年」「後
期」授業の方

のみ

Q7
後期（前期通年）開講期間の後半
（12月以降）の授業では対面授業
を増やす予定ですか（選択式）。

Q8
全員

Q8
授業について困っていることなどあ
りましたらご自由にお書きください
（記述式）。

・毎回
・授業回数の2/3以上
・授業回数の1/3-2/3程度
・数回
・０回

・対面を希望している
・対面は希望していない
・期末試験はしない（レポート等で評価）

・増やす予定
・前半と同じくらいの予定
・減らす予定

回答項目

Q6
 全員

Q5
対面を取り入
れている方
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Q1：３Qと後期の授業実施形態割合（部局別）

３Qと後期開講科目の授業形態状況は上図のようになる。
現時点では、全学で5割弱の科目が「対面のみ」で実施されているとみられる。

Q1：学部別
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演習、実験、実習、実技といった科目については対面授業の割合が高くなっている。
また、実習、実技といった科目は、設備や内容の観点から「その他」を選択する割合が高くなっている。

Q1：３Qと後期の授業実施形態割合（講義形態別）Q1：講義形態別
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対面授業の履修者数

Q1より、科目数ベースで46.9%の科目が「対面のみ」授業であると判
明した。

次に、この「対面のみ」科目の履修者数分布を調べると、991科目中、
623科目（62.9％）が履修者数10人以下の科目であった。
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Q2：Q1で「オンラインのみ」の授業方法内訳（Q1回答の15.1％が該当）

6
３Qと後期開講科目の中で「オンラインのみ」型の科目は317科目あり、このうち61.2％がリアルタイム型授業となって
いる。



Q3：「ハイブリッド型」の授業方式の割合はどの程度か
（回答科目の31.0％）Q3：学部別
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「（対面・オンライン）ハイブリッド型」の授業方式について、その割合を平均化させている。
対象は653科目（回答科目の31.0％）で、このうち54.5％が対面授業となっている。
（TMGHはすべて100％であるという回答であったため、今回は計測していない）



Q3：「ハイブリッド型」の授業方式の割合はどの程度か
（回答科目の31.3％）Q3：講義形態別
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（Q1～Q3より）対面とリアルタイム型授業の受講学生数（キャンパス別最高値）

３Qおよび後期期間の科目（坂本キャンパスは、部局都合上データが未整備のため算出できていない）

9
Q1～Q3の回答をもとに、対面授業と（オンライン）リアルタイム型授業の受講学生数を算出している（３Qと後期）。
数値は、曜日と時間割別の最高値となる。



（Q1～Q3より）対面とリアルタイム型授業の受講学生数（キャンパス別最高値）

4Qおよび後期期間の科目（坂本キャンパスは、部局都合上データが未整備のため算出できていない）

10
Q1～Q3の回答をもとに、対面授業と（オンライン）リアルタイム型授業の受講学生数を算出している（4Qと後期）。
数値は、曜日と時間割別の最高値となる。



Q4：「オンデマンド型」を取り入れている授業の資料について
（回答科目の14.3％が該当）

11
（オンライン）オンデマンド型を取り入れている授業について、資料の内容を確認している。
対象は303科目（回答科目の14.3％）で、このうち70.6％が「動画・音声による解説」をつけた資料を配布している。



Q5-1：「対面を取り入れている」授業について、クラス分けは行っているか
（回答科目の76.2％が該当）

12
対面を取り入れている授業について、クラス分けの有無を確認している。
対象は1,612科目（回答科目の76.2％）で、このうち89.5％がクラス分けをしていないと回答している。



Q5-2・Q5-3：「対面を取り入れている」授業の学生の出席（率）について
（回答科目の72.9％が該当）

Q5-2：コロナを理由に出席を拒む学生はいるか Q5-3：対面授業への学生の出席率はどの程度か
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Q5-2では、対面授業への出席を拒む学生数を確認しているが、94.7％が0人であった。
Q5-3では、対面授業への出席率を聞いている。対象が1532科目（回答科目の72.9％）となり、このうち89.7％の授業
は9割以上出席しているとの回答であった。



Q6-1：課題を出す回数はどの程度か（全員）
Q6-1：学部別

14
全科目を対象として、課題を出す回数を聞いている。
36.7％の科目が毎回課題を課すと回答している。設問の終盤になるため、この設問辺りから無回答が増えてくる。



Q6-1：課題を出す回数はどの程度か（全員）
Q6-1：講義形態別
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SQ6-1：1回の課題にかかる平均時間はどの程度か（全員）
SQ6-1：学部別

16
全科目を対象として、課題にかかる平均時間を聞いている。無回答（33.2％）を除くと「60分以上」が一番多く割合は
28.5％となっている。また、回答項目を指数化して算出した平均時間は46分であった。



SQ6-1：1回の課題にかかる平均時間はどの程度か（全員）

SQ6-1：講義形態別
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Q6-2：期末試験は対面を希望していますか（全員）
Q6-2：学部別

18
全科目を対象として、期末試験時に対面を希望するか聞いている。
1,304科目（61.7％）が期末試験はしないと回答しており、515科目（24.3％）が対面を希望している結果となった。



Q6-2：期末試験は対面を希望していますか（全員）
Q6-2：講義形態別
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Q7：（後期開講期間の後半）の授業では対面授業を増やす予定ですか
（全回答の58.6％が対象）

20
後期開講期間の後半（12月以降）に対面授業を増やす予定かどうかを確認している。
1,234科目（回答科目の58.6％）が対象となり、918科目（74.4％）が前半と同じくらいの予定との結果であった。



Q8：授業について困っていることなどありましたらお書きください（記述）
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開講所属 記述内容

多文化社会学部

・オンライン授業の出席管理が困難。
・対面式の授業とオンデマンド方式のオンライン授業を同時に行う負担。
・在宅で作業する際の印刷等の私費負担の増大。
・授業ビデオ制作による私物パソコンの容量圧迫。
・LACSサポート体制が不十分。
・多数の教員利用による部屋の利用状況怠慢。

教育学部

・学内の無線LANの通信環境不安定。
・他の学生が同室に在室するリアルタイム受講生は声を出して発言しにくい。
・対面で実施できる教室の確保（多人数）。
・講義資料作成に負担大。
・授業準備時間の増大。
・zoomの詳細な機能等の相談や技術支援要請。

経済学部
・対面、オンライン、ハイブリッド式とすべてのカバーを一人の教員だけでは困難。
・通信が安定しない（学生側）。
・備品や設備等も含めて、人的、設備的サポートが必須。

医学部　医学科
・オンライン双方向性の難しさ。
・オンデマンド講義について、講義の質問は医局、事務対応は学務係になるよう改善願い。
・LACSの容量が少ないため、動画資料のアップに工夫が必要。


まとめ

				３Q・４Q・後期_学部 コウキ

				開講所属		記述内容 キジュツ ナイヨウ

				多文化社会学部		・オンライン授業の出席管理が困難。
・対面式の授業とオンデマンド方式のオンライン授業を同時に行う負担。
・在宅で作業する際の印刷等の私費負担の増大。
・授業ビデオ制作による私物パソコンの容量圧迫。
・LACSサポート体制が不十分。
・多数の教員利用による部屋の利用状況怠慢。 コンナン ドウジ オコナ サイ インサツトウ ゾウダイ セイサク タスウ リヨウ ジョウキョウ タイマン









				教育学部		・学内の無線LANの通信環境不安定。
・他の学生が同室に在室するリアルタイム受講生は声を出して発言しにくい。
・対面で実施できる教室の確保（多人数）。
・講義資料作成に負担大。
・授業準備時間の増大。
・zoomの詳細な機能等の相談や技術支援要請。 フアンテイ ホカ ガクセイ ドウシツ ザイシツ コエ ダ カクホ タニンズウ フタン ダイ ゾウダイ トウ ソウダン ギジュツ シエン ヨウセイ















				経済学部		・対面、オンライン、ハイブリッド式とすべてのカバーを一人の教員だけでは困難。
・通信が安定しない（学生側）。
・備品や設備等も含めて、人的、設備的サポートが必須。 コンナン ガクセイ ガワ ヒッス





				医学部　医学科		・オンライン双方向性の難しさ。
・オンデマンド講義について、講義の質問は医局、事務対応は学務係になるよう改善願い。
・LACSの容量が少ないため、動画資料のアップに工夫が必要。 ムズカ タイオウ ネガ シリョウ クフウ ヒツヨウ





				開講所属		記述内容 キジュツ ナイヨウ

				医学部　保健学科		・教材作成に労力が必要。
・対面式の時と比べて理解度の把握が困難。
・遅刻者承認のため授業中断。
・チュートリアル室で講義に参加した学生のネット環境が劣悪。
・少人数用教室を長期間確保した場合よる予約状況の混乱。 コンナン ガクセイ レツアク バアイ ジョウキョウ コンラン





				歯学部		・出席管理システムへの仮想教室設定依頼。
・Zoomの技術的サポート。

				薬学部		・大人数で講義できる部屋の確保が困難。 オオニンズウ コンナン

				情報データ科学部		・机や情報機器の設置・設定を前使用者に戻してほしい。 ツクエ ジョウホウ キキ セッチ セッテイ ゼン シヨウシャ モド

				工学部		・機材の準備や撤収に時間と負担大。
・板書の撮影が問題なく出来る機器の整備願い（同時配信）。
・出欠が取りづらい（オンライン）。
・（教員別）オンライン用のツールが異なる。学生が戸惑う。
・ネットワーク環境が悪い講義室がある。
・期末試験、一部の学生が大学に来れないと言及。実施方法への苦慮。
・複数グループを対象にしており負担大。広い教室で全員を対象に対面希望。
・講義資料作成に負担増。
・LACSの連絡事項を読まない学生が多い。
・資料のLACSアップロードにリサイズが必要。他のﾗｲｾﾝｽ整備のお願い。 ジカン フタン ダイ モンダイ デキ ネガ ドウジ ハイシン キョウイン ベツ トマド ワル コウギシツ ゲンキュウ クリョ フクスウ フタン ダイ ヒロ キョウシツ ゼンイン タイショウ タイメン キボウ フタン ゾウ オオ





















				開講所属		記述内容 キジュツ ナイヨウ

				環境科学部		・ハイブリッド型の講義は担当教員1名で行うことは困難。TAやSAの配置願い。
・準備と事後確認に対面よりも労力が多く必要（オンライン）。
・対面授業への出席者が悪い（曜日や校時の関係も）。
・参加者の出席確認ができない（オンデマンド、対面とリアルタイム合算）。
・ディスカッションを促す方法への苦慮（オンライン）。
・対面授業とオンライン授業の同時配信への負担大
・学生がPCを授業に持参せず、携帯電話で対応している。 ジュギョウ ワル ヨウビ ジ カンケイ タイメン アイ クリョ ジュギョウ ドウジ ハイシン フタン ダイ ガクセイ ジュギョウ ジサン













				水産学部		・ネットの接続環境が悪い日がある。 カンキョウ ワル ヒ

				教養教育		・登録者の出席率が悪い（対面のみ）。
・授業資料（音声付き、スライドのみ）を見ていない。
・対面授業に比べて学生への指導や理解度確認が行いにくい（オンライン）。
・資料のLACSアップロードにリサイズが必要。他のﾗｲｾﾝｽ整備のお願い。
・冬に向けて更衣室使用を許可する必要がある（消毒等の対応）。
・机間巡視中に学生個々への対応困難（対面）。
・ハイブリッド型の講義は担当教員1名で行うことは困難。TAやSAの配置願い。 シュッセキ リツ ワル タイメン シリョウ タ セイビ ネガ コウイシツ キョカ タイオウ タイオウ コンナン タイメン ネガ













				大学院 ダイガクイン

				開講所属 カイコウ ショゾク		記述内容

				経済学研究科		・大学の方針変更への困惑。
・通信環境問題（学生側）。 ヘンコウ モンダイ ガクセイ ガワ



				工学研究科		・講義資料の準備時間が多大。
・（オンライン用）機材・機器の購入負担の問題。
・学生側の講義間の移動負担問題。
・学生の発言積極性が例年に比較して極端に低い。
・zoom機能のアーカイブの容量が不明。 ジカン タダイ ヨウ キザイ モンダイ ガクセイ ガワ コウギ カン フタン モンダイ











				水産・環境科学総合研究科		・資料配付時に制限がかかる（留学生）。
・理由なく欠席。 ジ セイゲン リュウガクセイ リユウ ケッセキ







３Q・４Q・後期

				３Q・後期_学部 コウキ												４Q_学部

				ID		開講所属		講義形態		対象者数		記述内容 キジュツ ナイヨウ						ID		開講所属		講義形態		対象者数		Q8

				1		多文化社会学部		講義		28		オンライン授業の場合の出席管理（対面式であると出席管理システム及び子授業後のコメントシートの提出で出席管理が容易）						1		経済学部		講義		206		大学の要請で、対面かつオンラインで実施するが、対面授業に来れない人のためにオンラインでも全く同じ内容をということであるが、無理がある。対面授業をリアルタイム（ZOOM)で配信をする予定であるが、音響に不安がある。オンデマンドでは、音声をつけるにも制限がある。ハイブリッド式では、オンラインの学生の出欠がとりにくい。第３QではZoomで出欠レポートを確認しているが、文字化けしている例が多く、再三の注意にも関わらず、問題が解消しない。また、ハイブリッドではオンライン学生には別途、フォローをしないといけないとなると、当該クラスのように200名強も受講生がいると対応しきれない。すべての学生の言い分を聞くことはできない。各々の実施形態に長短があるわけで、それらすべてを克服するような講義を造るのは一人の教員だけでは到底不可能である。

				2		多文化社会学部		講義		36		「ハイブリッド」の定義がわかりませんが、この授業では対面式で通常の授業を再開すると同時に、教室に来れない学生のために従来と同じ方式でオンデマンド方式のオンライン授業も並行して継続しています。実質的に同じ講義を二回行っているようなもので、負担が重いです。						2		工学部		講義		48		対面時もオンラインを希望する学生がいる可能性があるため、すべてzoom配信や録画を行うようにしているが、PCのカメラやwebカメラでは、板書の撮影に限度があるため、広角かつ高解像度の映像が撮影できる機器の整備を大学として行ってもらいたい。

				3		多文化社会学部		講義		55		・在宅で作業するため、学生に課した小テスト、レポ―トの打ち出しなど、私費負担の印刷代が増加している。
・授業ビデオの作成によりデータ量が増え、私物パソコンの容量が圧迫されている。
・LACSを使用するようにという通知だったが、サポート体制が不十分である（基本的には担当教員にという対応で、急ぎの際に電話で聞くということは難しく、窓口もメール対応しかないために非常につかいにくかった）。						3		工学部		講義		66		LACSで独自に実施したアンケートの結果（下記），ハイブリッド希望の者が多いが，5人に1人が感染を恐れていること，および教育効果を考慮し，「(a)すべてオンラインで実施する」を予定している。
受講予定の学生のアンケート回答
(a)すべてオンラインで実施する：32.692%
「オンデマンド教材による自習」，「出席レポートのアップロード提出」（〆水），「ライブによる演習問題の解答解説」（金1・2校時）を毎週繰り返す．
(b)オンラインと対面授業を併用する：30.769%
「オンデマンド教材による自習」と「出席レポートのアップロード提出」（〆水）を毎週繰り返し，金1・2校時は隔週で「対面による演習問題の解答解説」と「ライブによる演習問題の解答解説」を実施する．
(c)対面授業を最大限に取り入れる：36.538%
毎週「出席レポートのアップロード提出」（〆水）を繰り返し，
金1・2校時は隔週で『「講義室における対面授業」，「対面による演習問題の解答解説」』 と『「オンデマンド教材による自習」「ライブによる演習問題の解答解説」』 を実施する．
■理由（複数回答可）
参加しやすい・取り組みやすい形態だから　51.923%　勉強に効果的な形態だと思うから　46.153%
シンプルで出席し忘れる心配が少ないから　11.538%　質問・相談しやすいから　34.615%
他の学生の様子が気になるから　13.461%　他の授業と共に履修しやすいから　13.461%
無駄が少ない・経済的だから　17.307%　通学中や学内で新型コロナウイルスに感染するのが怖いから　19.23%
担当教員の負担が少なそうだから　5.769%　選択肢に該当なし　1.923%

				4		多文化社会学部		演習		4		特に授業ではないが、複数の教員が演習室を使うため、部屋の利用がいい加減になっている（窓を一晩開けっ放しのまま帰るとか、鍵をかけていないなど、盗難などの心配がある）						ID		開講所属		講義形態		対象者数		Q8

				5		多文化社会学部		演習		8		仕方がないが、マスクを使うと学生の表情分からない。						4		工学部		講義		85		マスクをしていればグループディスカッションをしていいのでしょうか

				6		教育学部		講義		125		学生の顔が見えない。						5		工学部		実験		78		今後，感染拡大し対面禁止になった場合の対応

				7		教育学部		講義		163		学内の無線ランでは通信環境が安定しない。
大学の講義室でリアルタイム授業を受講している学生は、複数の授業の受講者が同教室で受講している関係から、声を出して発言しにくい。						6		教養教育 キョウヨウ キョウイク		講義		44		教室内のWi-Fiの強さ。教室にいる学生とオンライン（リアルタイム型）で受ける学生が同時間にいる場合の音声面の不安（教師が使用するデバイス等々の接続方法，音声の質，音量，ハウリングの問題）。

				8		教育学部		講義		17		もうしわけないのですが，送っていただいた Excel ファイルはこちらで処理できません。自分の身近に Excel が走るコンピュータがなくて，互換ソフトで処理をするのですが，プルダウンメニューのような凝ったシートには対応できません。かならずしもすべての人間が Excel を持っているわけではないことをご高配ください。						7		教養教育 キョウヨウ キョウイク		講義		34		コロナで授業へ参加できない学生がいた場合、オンラインでの配信も行うが、負担が大きいのでできれば対面のみにしたい。現在指定地域になっている場所からの非常勤講師はとりあえずオンラインでの授業を予定しているが状況が改善すれば来訪のうえ対面で実施したい。

				9		教育学部		講義		21		冬は寒くなりそうなので，窓やドアの開放が可能なのか疑問に感じている．						8		教養教育 キョウヨウ キョウイク		講義		79		まだわからないが、80名ほどのリアルタイム授業の場合に、WIFIがきちんとつなげれない生徒がいる場合が心配。

				10		教育学部		講義		246		受講人数が240人以上いるため、対面で実施できる教室がありません。またリアルタイム授業（Zoom等）をしようにも、この授業の前の時間（水曜１限）が対面（教育実習事前指導）なので学内でリアルタイム授業を受講できる部屋を用意しなければならないのですが、上記の通り人数が多いため教室確保・回線確保ができず、やむなくオンデマンド型で実施しています。いくつかのグループに分けて対面授業をするにも、ここまで人数が多いと難しい状況です。最善は尽くしていますが、オンデマンド型では限界もあります。なんとか方法はないかと考えていますが、解決策が見出せません…						9		教養教育 キョウヨウ キョウイク		講義		74		・オンラインの参加者をどのように対面の参加者とコラボさせるか，まだ方策が見いだせておりません。
・機材（パソコン2台，Webカメラ（三脚に固定））の設置及び撤収に，それぞれ約20分かかります（別の授業で確認済み）。

				11		教育学部		講義		4		講義資料作成に多大な時間を要すること（ただし，来年度以降はその分，楽になる見込み）						10		教養教育 キョウヨウ キョウイク		講義		68		ハイブリッド型の講義は担当教員1名で行うことは困難ですので、ハイブリッド型講義には必ずTAやSAを配置できるようご配慮をお願いします。

				12		教育学部		講義		84		90人規模の授業となり、同じ規模の授業で使用する教室が重複する。対面授業を実施する教室の確保が出来ないことに困っている。						11		教養教育 キョウヨウ キョウイク		講義		76		リモートでの講義は慣れていないので、難しい。リアルタイムで行う場合、うまくつながるのかなど不安が多い

				13		教育学部		演習		214		備考:コースを６つに分け、そのうちの２つについては回答したようにオンデマンド型授業を実施。他４つについては対面授業を実施。
体育施設（屋内）が限られているため、雨天時の調整が難しい。						４Q_大学院 ダイガクイン

				14		教育学部		演習		5		ドアや窓の開放等で他の部屋にまで声が届く								開講所属 カイコウ ショゾク		講義形態		対象者数		Q8

				15		教育学部		演習		5		学生はリアルタイム授業から対面授業へと続いているため、学内教室を利用していたが、学内の無線ランでは通信状況が安定しない。						1		工学研究科		講義		11		講義資料の作成に多大な時間を要すること

				ID		開講所属		講義形態		対象者数		記述内容 キジュツ ナイヨウ						2		工学研究科		講義		29		zoomのクラウドレコーディング機能を使っているが、使ってよいアーカイブの容量が不明なので、いつまで・どの程度使ってよいか明らかにしてほしい。

				16		教育学部		演習		54		全ての授業について、ですが、例年以上に授業準備に時間がかかっています。また、オンライン環境を整えるための臨時支出も何度かありました。それでも何とか授業をとめないようにと進んできました。しかし、授業にかかわる各種アンケートの数は増え、授業以外の仕事や求められる研究業績基準はいつも通り、配分予算もいつも通り、で、少しずつしんどくなってきています。皆で頑張って乗り越えていく必要があるとは思いますが、今回の調査も含め、今本当にこれは時間を割いてしなければならない仕事だろうかと悩む依頼がいくつかあります。第2回目の調査は本当に必要でしょうか。学生の支援はもちろんですが、学生の支援をする教職員への励ましや支援の方はほぼ０のように感じてしまう。というのが困っていることです。
ここからは備考です→この授業は、リアルタイムオンライン授業で実施し、対面でもオンラインでも参加できるようにしています。教員は毎回教室に行きます。また、数回、できれば対面で参加して欲しい日を指定しています。しかし、やむを得ない事情がある場合は、休めるようにしています。ハイブリッド型の定義にあてはまるかどうかがよく分かりませんが、とりあえずハイブリッド型に入れています。						3		水産・環境科学総合研究科		講義		6		渡航できない留学生１名のために、資料配付などで相当の制限かかる点。

				17		教育学部		演習		96		zoomの詳細な機能について、気軽に相談できるところが無い

				18		経済学部		講義		196		この調査で言うところの「資料」とは何かを定義していただきたい.
密な状態を避けると, 受講者を収容できる教室がない.

				19		経済学部		講義		229		大学の要請で、対面かつオンラインで実施するが、対面授業に来れない人のためにオンラインでも全く同じ内容をということであるが、無理がある。対面授業をリアルタイム（ZOOM)で配信をする予定であるが、音響に不安がある。オンデマンドでは、音声をつけるにも制限がある。ハイブリッド式では、オンラインの学生の出欠がとりにくい。Zoomで出欠レポートを確認しているが、文字化けしている例が多く、再三の注意にも関わらず、問題が解消しない。また、ハイブリッドではオンライン学生には別途、フォローをしないといけないとなると、当該クラスのように230名も受講生がいると対応しきれない。すべての学生の言い分を聞くことはできない。各々の実施形態に長短があるわけで、それらすべてを克服するような講義を造るのは一人の教員だけでは到底不可能である。

				20		経済学部		講義		53		通信が安定しない学生がいるので気の毒（夜の授業のためか）。LACSが使いづらい。

				21		経済学部		講義		62		対面式は今後実施のため学生の出席率は不明。併用といっても、毎回の講義にオンラインで参加する学生と教室に来る学生がいるため、割合計算はできない。今回は、オンラインのみ実施した回数と併用した回数の割合を書いている。オンラインによる定期試験の希望があった場合の公平な試験の実施のための対応方法。

				22		経済学部		演習		11		対面実施を推奨するのであれば、環境整備について大学（事務当局）として相応の対応が必要であるところ、不十分であると考える。労働者としての教員の安全確保策も不十分（教室に設備的な改変を施した例を知らない）であり、また、学生の不安解消について設備面での安全対策を施した上で当該安全対策をPRするなど対策を講じているようにもみえない。

				23		経済学部		演習		3		このクラスということではないが、学生もオンライン授業の方がいいという学生と、対面授業の方が学べるという両方の意見があるように思える。しかし、両方に対応してくれと言われると、更なる準備が必要で、とても対応できるとは思えない。

				24		経済学部		演習		3		ほとんどすべての学生がゼミが始まると食事を始めている。教員のリアルタイムの解説をワイドショー見ながら食事のような感覚でいるようだ。別段悪くはないが、こちらが食べるわけにはいかず空腹感がひどい。

				ID		開講所属		講義形態		対象者数		記述内容 キジュツ ナイヨウ

				25		経済学部		演習		53		対面授業が求められているのか、オンライン授業でも構わないのか、はっきりしない。オンライン授業は必然的に全体としての課題が多くなり、不満が増える傾向があるが、対面授業と同等の質保証の観点とのバランスはどう取るのか。オンライン授業は、大きな対応を迫られるのに、備品や設備等も含めて、準備を教員に丸投げしているように感じられ、学生への配慮は求められるものの、教員への配慮はほとんどないように思われる。オンライン授業対応のための人的、設備的サポートが必要です。

				26		経済学部		実習		3		音声データを作成するのに時間がかかりすぎる

				27		医学部　医学科		講義		128		オンラインでは、なかなか双方向性にならないので、難しいです。
※12月以降の開講はないため、対面授業の実施予定は空欄にしています。

				28		医学部　医学科		講義		131		オンデマンド講義では出席確認について各科に任されており、他の業務に加え、医局の労力が必要になるため通常業務に支障が出ている(時間外勤務の増加など)。講義内容の質問には医局で回答するが、学生からの日程や出席など事務内容に関する対応窓口は学務係になるように改善を求めたい。LACSの容量が少なくて、外科系である産婦人科は手術動画などをアップローするために、画質を落とすなどの工夫が必要になり、多くの時間を割いている。

				29		医学部　保健学科		講義		105		スライドや小テストなど教材作成にかなりの労力が必要である。対面式の時と比べて質問が減った。理解度の把握が難しい。自宅学習中心で教材が教科書しかないので、調べ学習などが難しい。レポートの課題を出したいが、図表を使用したものが少なく、オリジナルでない可能性のものがあり、学習効果が薄く、中止した。遅刻者を承認するのために、授業を中断せざるを得ない。オンラインでは試験はできない。

				30		医学部　保健学科		講義		66		オンライン時、学生が学内に来てチュートリアル室で講義に参加していたが、ネット環境が悪く途切れ途切れにしか聞こえていなかった。

				31		医学部　保健学科		講義		78		学部モジュールですが、文教キャンパスであることと、この授業の前の教養科目が個人でことなるので、統一しづらいです。そのため、オンライン中心になります。

				32		医学部　保健学科		演習		3		少人数（3名）なので、特に困りません。学生だけで集まって進める際に、場所がなくて困ると言っていました。3年生の実習で、少人数学習用の教室を長期間確保しているため、予約が殺到しているようです。

				33		歯学部		講義		48		出席確認

				34		歯学部		講義		49		歯学部の授業ではなく文教の授業（モジュール１）でお願いがある。従来カードリーダーで出欠を取っていたが、現在はZOOM授業なので、止むを得ず、LACSのSmartClickerを使用して出欠をとっている。面倒ではあるが緊急事態なので止むを得ない。しかし、文教事務局に聞いたところ、教室と紐付け出来ていない授業には出席管理システム上で学生が登録されないという。SmartClickerで集計した時点で１週間が経っているのだが、さらに後になると面倒なので、SmartClickerで集計したデータは暇な時間に入力しておきたい。仮想教室を入れると可能と聞いたのでどの科目もデフォルトでそのように設定して欲しいと。

				35		歯学部		実習		52		対面授業をZoomで同時配信しているが，一人でセッティングするのは大変で，ネットワークにつながらなかったり，録画を忘れたり，トラブルが多い．技術的にサポートしてくれる人がいればよいと思います．

				36		薬学部		講義		63		６４名の学生を一斉に講義できる部屋の確保が難しい。

				37		情報データ科学部		講義		113		中部講堂から火曜一限にリアルタイムで授業を行っている。前日に中部講堂を利用した人が、机の位置や情報機器の設定を元に戻していないため、自分が使う状態にするまでに15分以上かかることがある。

				ID		開講所属		講義形態		対象者数		記述内容 キジュツ ナイヨウ

				38		工学部		講義		20		対面授業の回では，ライブ配信も同時に行っています。
機材（パソコン2台，Webカメラ（三脚に固定））の準備及び撤収に約20分ずつかかっております。困っている，というレベルではありませんが，実情としてお知らせいたします。

				39		工学部		講義		47		対面時もオンラインを希望する学生がいる可能性があるため、すべてzoom配信や録画を行うようにしているが、PCのカメラやwebカメラでは、板書の撮影に限度があるため、広角かつ高解像度の映像が撮影できる機器の整備を大学として行ってもらいたい。

				40		工学部		講義		48		ZOOMへの入室時に文字化けしている学生が毎回複数名いるため、出欠が取りづらい。

				41		工学部		講義		51		非常勤講師ごとにオンライン用のツールが異なるため，学生が戸惑うときがあります

				42		工学部		講義		61		対面授業は12番教室で実施しているが、オンライン参加が4名ほどいるためWebexでも接続しているが、12番教室には有線NWが無く、工学部棟実験室からのWiFiを使っているが電波が弱く、接続が不安定でオンライン参加の学生の不便が目立つ。

				43		工学部		講義		65		・対面講義（12番講義室）はネットワーク環境が悪いため、同時配信のオンライン授業に支障が生じている
・非常勤講師による授業

				44		工学部		講義		68		①授業を実施している12号教室のWiFi環境が原因だと思うが、オンライン配信される音質に問題があると今だに学生から指摘を受ける。有線接続環境を整備してほしい。②期末試験は原則対面で実施したいが、留学生などごく一部の学生は大学に来れないと言っており、試験の実施方法をどのようにしたらよいか悩んでいる。

				45		工学部		講義		84		2つの講義室でサテライト授業を実施中。オンライン授業も併用するために、３グループを対象に3倍の手間がかかる。広い講義室で全員を対象に対面授業のみで済ませられれば一番効率的ですが、、、、、。

				46		工学部		講義		88		講義資料作成に時間がかかっている。毎回演習を課すので採点が大変。

				47		工学部		講義		90		オンデマンド講義用動画をUPしても，毎回数名動画が見られないと連絡があります
1年生のためか，LACSの連絡事項を読まない学生が多すぎます

				48		工学部		演習		89		ネットワークの回線が切れることがある

				49		工学部		演習		90		体調不良，ネット回線トラブル者のために，リアルタイムZoom授業を録画してLACSへアップロードしている．LACSの動画サイズ制限のため，再編集する必要があり，時間を要している．MicrosoftStreamなどを利用できるか検討して欲しい

				50		工学部		実習		29		教室のネット環境が、教材ソフトウェアのインストール時などに、PCを再起動するたびに途切れて使いにくい。

				51		環境科学部		講義		119		ハイブリッド型の講義は担当教員1名で行うことは困難ですので、ハイブリッド型講義には必ずTAやSAを配置できるようご配慮をお願いします。ちなみにハイブリッド型というのは1回の授業について対面と併せてオンラインでも授業を行うことを意味するのが通常だと思いますので、この調査におけるハイブリッド型の定義は独特だと思います。

				52		環境科学部		講義		13		オンラインでの実施は、実質的に出席しているか確認するための課題を毎回準備しており、準備と事後確認に対面よりも労力が多く必要となっている。対面でも、体調不良の学生などのために、オンデマンド対応を可能にする要請があるため、労力が従来より増えている。
初めは、全面的にオンラインで実施するように指示されていたので、対面の割合が少ない。今後は50％程度となるだろう。

				53		環境科学部		講義		29		・月曜1校時のためか対面・ライブ配信の際の教室への出席者がほとんどいない。これが理由の配信授業への全面移行を検討したい、・録画視聴オンデマンド参加者の出席確認ができていない、・課題の確認に要する作業量が多く、眼痛・肩こり・首すじの痛みがひどい

				ID		開講所属		講義形態		対象者数		記述内容 キジュツ ナイヨウ

				54		環境科学部		講義		46		対面とオンラインのハイブリット型で、反転講義形式でオンデマンドを見てきて、講義時間中に質問や応用的内容を実施する等の場合、オンデマンドは講義でなく予習になると考えて良いのか不明。講義時間中は質問のみの対応だと、質問がない受講者は講義に来ないことになる。

				55		環境科学部		講義		72		・オンライン授業参加の理由は具体的には確認していません。体調不良のものがオンラインで受講するケースがあります。
・機材の設置（PC3台，Webカメラ（三脚））及び撤収にそれぞれ20分程度要しています。
・オンライン参加者に話し合い，教え合いを促す方法が見いだせず苦慮しています。

				56		環境科学部		講義		74		・録画視聴オンデマンド参加者の出席確認ができていない、・教室とリアルタイムを合算する出席確認が煩雑

				57		環境科学部		講義		74		今後、対面を数回取り入れることも検討してはいるが、対面で実施する場合はオンライン授業も同時に用意することの負担が大きい。例えば授業をオンラインで中継する場合には教室とPC双方に配慮しなければならず、かえって授業進行に支障が生じる。ビデオを設置し録画して公開するまでの手間もかかる。

				58		環境科学部		講義		98		全15回の内、提示されたオンライン→対面の繰り返しによる結果、対面が6回しかなく、特に12/18,1/8,22と重要な講義終盤に3回連続対面になるのは正直頭を痛めています。せめて、このうち1回でも対面になれば有難いです。

				59		環境科学部		演習		4		パソコンを入学時に購入させているというが、実際に授業で使用させようとすると持っていない。携帯電話で対応しようとしている。

				60		環境科学部		実験		5		理由もなく、欠席するものが多い。

				61		水産学部		講義		51		時にwifiに接続できない日があり、講義開始時間が遅れてしまった。

				62		教養教育		講義		17		登録者の3割は出席していない。

				63		教養教育		講義		30		授業資料（音声付き，スライドのみ）を一度も見ていない学生が多い。

				64		教養教育		講義		47		Zoom利用でグループディスカッションを含む授業を行っているが、対面授業に比べて学生への指導や理解度確認が行いにくいという難点がある。

				65		教養教育		講義		47		授業ビデオをLACSにアップロードするにはリサイズする必要があり，編集する作業に手間と時間がかかる．編集作業なしに動画をアップロードできるMicrosoftStreamなどが利用できるライセンス環境を整備して欲しい．

				66		教養教育		演習		26		更衣室の使用を不可としているが、冬に向けて使用を可能にする必要がある。その場合に、ロッカーの消毒等をどのように対応するかについて検討する必要がある。

				67		教養教育		演習		40		特に教育学部では、対面で授業を行わないと、担当教員の授業テクニックを盗んで自分のものにすることが出来ないのではないかと思う。

				68		教養教育		演習		43		対面になって助かっているが、学生との物理的な距離を縮めることが出来ないため、これまでのように机間巡視中に学生個々の問題点を聞き取って把握することが出来なくなった。文字のみの付き合いだった春学期は、これに加えてオンライン対応で負荷がかかった教員側と、遠隔疲れで負荷がかかっている学生の間に人間的な連れ違うがあったかもしれないと思う。

		３Q・後期_大学院 コウキ ダイガクイン

						開講所属 カイコウ ショゾク		講義形態		対象者数		Q8

				1		教育学研究科		講義		3		困っていることは全くありません。オンラインにしているのは、私に基礎疾患があり、医者から強く注意されているからです。学生ばかりでなく、同じ人間として、教員のことにも配慮した授業を支持していただけたら非常に嬉しく思います。

				2		経済学研究科		講義		2		大学の方針が一貫せず担当としては困惑している

				3		経済学研究科		講義		4		履修登録者4名は全員留学生。このうち2名が入国できないためオンライン、2名は対面式、同一時間に実施。通信環境が悪い学生が1名いるため、時々断線する。

				4		工学研究科		講義		11		講義資料の準備に多大な時間を要すること

				5		工学研究科		講義		20		何台もカメラを用意したり，黒板を写すためにカメラの角度を気にしながらではリアルタイム配信の講義が難しいです．機器の購入も教員各自の負担です．

				6		工学研究科		講義		27		コロナ対応のストレスを発散するため、多数の学生が運動を相当するようになって、汗をかいたそのままの着衣で教室に来るため、他の学生への迷惑もあり、再三の強い注意が必要になっている。

				7		工学研究科		講義		4		本講義の講義室から相当の距離があるところで、前の校時にリアルタイム・リモート講義を受けている学生がいるため、講義時間を10:45～12:15にシフトさせていて、3校時TAの他の学生には、短い昼食を済ませて走らなければならないというストレスがかかっています。しかし、受講生全員が対面を熱望しており、全てを対面で実施します。

				8		工学研究科		演習		5		学生の発言積極性が例年に比較して極端に低い。前期に自宅待機だった期間、多人数の討論機会が少なかったため、発言への責任感を過重に考えすぎ、必要以上に慎重になってて、教員からの強い促しが必要となっている。

				9		工学研究科		実習		45		対面とオンラインの割合を算出するのは困難。

				10		水産・環境科学総合研究科		講義		6		渡航できない留学生１名のために、資料配付などで相当の制限かかる点。

				11		水産・環境科学総合研究科		演習		2		理由もなく欠席するものがいる

				12		医歯薬学総合研究科		実習		3		寒くなるとコロナウィルス再度流行する可能性が大と思っています。その際はオンラインにする予定です。このように予定予定と言われても将来の事を予測するような質問をさせて困ります。融通のあるようにしていただきたいと思う







Q8：授業について困っていることなどありましたらお書きください（記述）
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開講所属 記述内容

歯学部
・出席管理システムへの仮想教室設定依頼。
・Zoomの技術的サポート。

薬学部 ・大人数で講義できる部屋の確保が困難。

情報データ科学部 ・机や情報機器の設置・設定を前使用者に戻してほしい。

医学部　保健学科

・教材作成に労力が必要。
・対面式の時と比べて理解度の把握が困難。
・遅刻者承認のため授業中断。
・チュートリアル室で講義に参加した学生のネット環境が劣悪。
・少人数用教室を長期間確保した場合による予約状況の混乱。

工学部

・機材の準備や撤収に時間と負担大。
・板書の撮影が問題なく出来る機器の整備願い（同時配信）。
・出欠が取りづらい（オンライン）。
・（教員別）オンライン用のツールが異なる。学生が戸惑う。
・ネットワーク環境が悪い講義室がある。
・期末試験、一部の学生が大学に来れないと言及。実施方法への苦慮。
・複数グループを対象にしており負担大。広い教室で全員を対象に対面希望。
・講義資料作成に負担増。
・LACSの連絡事項を読まない学生が多い。
・資料のLACSアップロードにリサイズが必要。他のﾗｲｾﾝｽ整備のお願い。


まとめ

				３Q・４Q・後期_学部 コウキ

				開講所属		記述内容 キジュツ ナイヨウ

				多文化社会学部		・オンライン授業の出席管理が困難。
・対面式の授業とオンデマンド方式のオンライン授業を同時に行う負担。
・在宅で作業する際の印刷等の私費負担の増大。
・授業ビデオ制作による私物パソコンの容量圧迫。
・LACSサポート体制が不十分。
・多数の教員利用による部屋の利用状況怠慢。 コンナン ドウジ オコナ サイ インサツトウ ゾウダイ セイサク タスウ リヨウ ジョウキョウ タイマン









				教育学部		・学内の無線LANの通信環境不安定。
・他の学生が同室に在室するリアルタイム受講生は声を出して発言しにくい。
・対面で実施できる教室の確保（多人数）。
・講義資料作成に負担大。
・授業準備時間の増大。
・zoomの詳細な機能等の相談や技術支援要請。 フアンテイ ホカ ガクセイ ドウシツ ザイシツ コエ ダ カクホ タニンズウ フタン ダイ ゾウダイ トウ ソウダン ギジュツ シエン ヨウセイ















				経済学部		・対面、オンライン、ハイブリッド式とすべてのカバーを一人の教員だけでは困難。
・通信が安定しない（学生側）。
・備品や設備等も含めて、人的、設備的サポートが必須。 コンナン ガクセイ ガワ ヒッス





				医学部　医学科		・オンライン双方向性の難しさ。
・オンデマンド講義について、講義の質問は医局、事務対応は学務係になるよう改善願い。
・LACSの容量が少ないため、動画資料のアップに工夫が必要。 ムズカ タイオウ ネガ シリョウ クフウ ヒツヨウ





				開講所属		記述内容 キジュツ ナイヨウ

				医学部　保健学科		・教材作成に労力が必要。
・対面式の時と比べて理解度の把握が困難。
・遅刻者承認のため授業中断。
・チュートリアル室で講義に参加した学生のネット環境が劣悪。
・少人数用教室を長期間確保した場合による予約状況の混乱。 コンナン ガクセイ レツアク バアイ ジョウキョウ コンラン





				歯学部		・出席管理システムへの仮想教室設定依頼。
・Zoomの技術的サポート。

				薬学部		・大人数で講義できる部屋の確保が困難。 オオニンズウ コンナン

				情報データ科学部		・机や情報機器の設置・設定を前使用者に戻してほしい。 ツクエ ジョウホウ キキ セッチ セッテイ ゼン シヨウシャ モド

				工学部		・機材の準備や撤収に時間と負担大。
・板書の撮影が問題なく出来る機器の整備願い（同時配信）。
・出欠が取りづらい（オンライン）。
・（教員別）オンライン用のツールが異なる。学生が戸惑う。
・ネットワーク環境が悪い講義室がある。
・期末試験、一部の学生が大学に来れないと言及。実施方法への苦慮。
・複数グループを対象にしており負担大。広い教室で全員を対象に対面希望。
・講義資料作成に負担増。
・LACSの連絡事項を読まない学生が多い。
・資料のLACSアップロードにリサイズが必要。他のﾗｲｾﾝｽ整備のお願い。 ジカン フタン ダイ モンダイ デキ ネガ ドウジ ハイシン キョウイン ベツ トマド ワル コウギシツ ゲンキュウ クリョ フクスウ フタン ダイ ヒロ キョウシツ ゼンイン タイショウ タイメン キボウ フタン ゾウ オオ





















				開講所属		記述内容 キジュツ ナイヨウ

				環境科学部		・ハイブリッド型の講義は担当教員1名で行うことは困難。TAやSAの配置願い。
・準備と事後確認に対面よりも労力が多く必要（オンライン）。
・対面授業への出席者が悪い（曜日や校時の関係も）。
・参加者の出席確認ができない（オンデマンド、対面とリアルタイム合算）。
・ディスカッションを促す方法への苦慮（オンライン）。
・対面授業とオンライン授業の同時配信への負担大
・学生がPCを授業に持参せず、携帯電話で対応している。 ジュギョウ ワル ヨウビ ジ カンケイ タイメン アイ クリョ ジュギョウ ドウジ ハイシン フタン ダイ ガクセイ ジュギョウ ジサン













				水産学部		・ネットの接続環境が悪い日がある。 カンキョウ ワル ヒ

				教養教育		・登録者の出席率が悪い（対面のみ）。
・授業資料（音声付き、スライドのみ）を見ていない。
・対面授業に比べて学生への指導や理解度確認が行いにくい（オンライン）。
・資料のLACSアップロードにリサイズが必要。他のﾗｲｾﾝｽ整備のお願い。
・冬に向けて更衣室使用を許可する必要がある（消毒等の対応）。
・机間巡視中に学生個々への対応困難（対面）。
・ハイブリッド型の講義は担当教員1名で行うことは困難。TAやSAの配置願い。 シュッセキ リツ ワル タイメン シリョウ タ セイビ ネガ コウイシツ キョカ タイオウ タイオウ コンナン タイメン ネガ













				大学院 ダイガクイン

				開講所属 カイコウ ショゾク		記述内容

				経済学研究科		・大学の方針変更への困惑。
・通信環境問題（学生側）。 ヘンコウ モンダイ ガクセイ ガワ



				工学研究科		・講義資料の準備時間が多大。
・（オンライン用）機材・機器の購入負担の問題。
・学生側の講義間の移動負担問題。
・学生の発言積極性が例年に比較して極端に低い。
・zoom機能のアーカイブの容量が不明。 ジカン タダイ ヨウ キザイ モンダイ ガクセイ ガワ コウギ カン フタン モンダイ











				水産・環境科学総合研究科		・資料配付時に制限がかかる（留学生）。
・理由なく欠席。 ジ セイゲン リュウガクセイ リユウ ケッセキ







３Q・４Q・後期

				３Q・後期_学部 コウキ												４Q_学部

				ID		開講所属		講義形態		対象者数		記述内容 キジュツ ナイヨウ						ID		開講所属		講義形態		対象者数		Q8

				1		多文化社会学部		講義		28		オンライン授業の場合の出席管理（対面式であると出席管理システム及び子授業後のコメントシートの提出で出席管理が容易）						1		経済学部		講義		206		大学の要請で、対面かつオンラインで実施するが、対面授業に来れない人のためにオンラインでも全く同じ内容をということであるが、無理がある。対面授業をリアルタイム（ZOOM)で配信をする予定であるが、音響に不安がある。オンデマンドでは、音声をつけるにも制限がある。ハイブリッド式では、オンラインの学生の出欠がとりにくい。第３QではZoomで出欠レポートを確認しているが、文字化けしている例が多く、再三の注意にも関わらず、問題が解消しない。また、ハイブリッドではオンライン学生には別途、フォローをしないといけないとなると、当該クラスのように200名強も受講生がいると対応しきれない。すべての学生の言い分を聞くことはできない。各々の実施形態に長短があるわけで、それらすべてを克服するような講義を造るのは一人の教員だけでは到底不可能である。

				2		多文化社会学部		講義		36		「ハイブリッド」の定義がわかりませんが、この授業では対面式で通常の授業を再開すると同時に、教室に来れない学生のために従来と同じ方式でオンデマンド方式のオンライン授業も並行して継続しています。実質的に同じ講義を二回行っているようなもので、負担が重いです。						2		工学部		講義		48		対面時もオンラインを希望する学生がいる可能性があるため、すべてzoom配信や録画を行うようにしているが、PCのカメラやwebカメラでは、板書の撮影に限度があるため、広角かつ高解像度の映像が撮影できる機器の整備を大学として行ってもらいたい。

				3		多文化社会学部		講義		55		・在宅で作業するため、学生に課した小テスト、レポ―トの打ち出しなど、私費負担の印刷代が増加している。
・授業ビデオの作成によりデータ量が増え、私物パソコンの容量が圧迫されている。
・LACSを使用するようにという通知だったが、サポート体制が不十分である（基本的には担当教員にという対応で、急ぎの際に電話で聞くということは難しく、窓口もメール対応しかないために非常につかいにくかった）。						3		工学部		講義		66		LACSで独自に実施したアンケートの結果（下記），ハイブリッド希望の者が多いが，5人に1人が感染を恐れていること，および教育効果を考慮し，「(a)すべてオンラインで実施する」を予定している。
受講予定の学生のアンケート回答
(a)すべてオンラインで実施する：32.692%
「オンデマンド教材による自習」，「出席レポートのアップロード提出」（〆水），「ライブによる演習問題の解答解説」（金1・2校時）を毎週繰り返す．
(b)オンラインと対面授業を併用する：30.769%
「オンデマンド教材による自習」と「出席レポートのアップロード提出」（〆水）を毎週繰り返し，金1・2校時は隔週で「対面による演習問題の解答解説」と「ライブによる演習問題の解答解説」を実施する．
(c)対面授業を最大限に取り入れる：36.538%
毎週「出席レポートのアップロード提出」（〆水）を繰り返し，
金1・2校時は隔週で『「講義室における対面授業」，「対面による演習問題の解答解説」』 と『「オンデマンド教材による自習」「ライブによる演習問題の解答解説」』 を実施する．
■理由（複数回答可）
参加しやすい・取り組みやすい形態だから　51.923%　勉強に効果的な形態だと思うから　46.153%
シンプルで出席し忘れる心配が少ないから　11.538%　質問・相談しやすいから　34.615%
他の学生の様子が気になるから　13.461%　他の授業と共に履修しやすいから　13.461%
無駄が少ない・経済的だから　17.307%　通学中や学内で新型コロナウイルスに感染するのが怖いから　19.23%
担当教員の負担が少なそうだから　5.769%　選択肢に該当なし　1.923%

				4		多文化社会学部		演習		4		特に授業ではないが、複数の教員が演習室を使うため、部屋の利用がいい加減になっている（窓を一晩開けっ放しのまま帰るとか、鍵をかけていないなど、盗難などの心配がある）						ID		開講所属		講義形態		対象者数		Q8

				5		多文化社会学部		演習		8		仕方がないが、マスクを使うと学生の表情分からない。						4		工学部		講義		85		マスクをしていればグループディスカッションをしていいのでしょうか

				6		教育学部		講義		125		学生の顔が見えない。						5		工学部		実験		78		今後，感染拡大し対面禁止になった場合の対応

				7		教育学部		講義		163		学内の無線ランでは通信環境が安定しない。
大学の講義室でリアルタイム授業を受講している学生は、複数の授業の受講者が同教室で受講している関係から、声を出して発言しにくい。						6		教養教育 キョウヨウ キョウイク		講義		44		教室内のWi-Fiの強さ。教室にいる学生とオンライン（リアルタイム型）で受ける学生が同時間にいる場合の音声面の不安（教師が使用するデバイス等々の接続方法，音声の質，音量，ハウリングの問題）。

				8		教育学部		講義		17		もうしわけないのですが，送っていただいた Excel ファイルはこちらで処理できません。自分の身近に Excel が走るコンピュータがなくて，互換ソフトで処理をするのですが，プルダウンメニューのような凝ったシートには対応できません。かならずしもすべての人間が Excel を持っているわけではないことをご高配ください。						7		教養教育 キョウヨウ キョウイク		講義		34		コロナで授業へ参加できない学生がいた場合、オンラインでの配信も行うが、負担が大きいのでできれば対面のみにしたい。現在指定地域になっている場所からの非常勤講師はとりあえずオンラインでの授業を予定しているが状況が改善すれば来訪のうえ対面で実施したい。

				9		教育学部		講義		21		冬は寒くなりそうなので，窓やドアの開放が可能なのか疑問に感じている．						8		教養教育 キョウヨウ キョウイク		講義		79		まだわからないが、80名ほどのリアルタイム授業の場合に、WIFIがきちんとつなげれない生徒がいる場合が心配。

				10		教育学部		講義		246		受講人数が240人以上いるため、対面で実施できる教室がありません。またリアルタイム授業（Zoom等）をしようにも、この授業の前の時間（水曜１限）が対面（教育実習事前指導）なので学内でリアルタイム授業を受講できる部屋を用意しなければならないのですが、上記の通り人数が多いため教室確保・回線確保ができず、やむなくオンデマンド型で実施しています。いくつかのグループに分けて対面授業をするにも、ここまで人数が多いと難しい状況です。最善は尽くしていますが、オンデマンド型では限界もあります。なんとか方法はないかと考えていますが、解決策が見出せません…						9		教養教育 キョウヨウ キョウイク		講義		74		・オンラインの参加者をどのように対面の参加者とコラボさせるか，まだ方策が見いだせておりません。
・機材（パソコン2台，Webカメラ（三脚に固定））の設置及び撤収に，それぞれ約20分かかります（別の授業で確認済み）。

				11		教育学部		講義		4		講義資料作成に多大な時間を要すること（ただし，来年度以降はその分，楽になる見込み）						10		教養教育 キョウヨウ キョウイク		講義		68		ハイブリッド型の講義は担当教員1名で行うことは困難ですので、ハイブリッド型講義には必ずTAやSAを配置できるようご配慮をお願いします。

				12		教育学部		講義		84		90人規模の授業となり、同じ規模の授業で使用する教室が重複する。対面授業を実施する教室の確保が出来ないことに困っている。						11		教養教育 キョウヨウ キョウイク		講義		76		リモートでの講義は慣れていないので、難しい。リアルタイムで行う場合、うまくつながるのかなど不安が多い

				13		教育学部		演習		214		備考:コースを６つに分け、そのうちの２つについては回答したようにオンデマンド型授業を実施。他４つについては対面授業を実施。
体育施設（屋内）が限られているため、雨天時の調整が難しい。						４Q_大学院 ダイガクイン

				14		教育学部		演習		5		ドアや窓の開放等で他の部屋にまで声が届く								開講所属 カイコウ ショゾク		講義形態		対象者数		Q8

				15		教育学部		演習		5		学生はリアルタイム授業から対面授業へと続いているため、学内教室を利用していたが、学内の無線ランでは通信状況が安定しない。						1		工学研究科		講義		11		講義資料の作成に多大な時間を要すること

				ID		開講所属		講義形態		対象者数		記述内容 キジュツ ナイヨウ						2		工学研究科		講義		29		zoomのクラウドレコーディング機能を使っているが、使ってよいアーカイブの容量が不明なので、いつまで・どの程度使ってよいか明らかにしてほしい。

				16		教育学部		演習		54		全ての授業について、ですが、例年以上に授業準備に時間がかかっています。また、オンライン環境を整えるための臨時支出も何度かありました。それでも何とか授業をとめないようにと進んできました。しかし、授業にかかわる各種アンケートの数は増え、授業以外の仕事や求められる研究業績基準はいつも通り、配分予算もいつも通り、で、少しずつしんどくなってきています。皆で頑張って乗り越えていく必要があるとは思いますが、今回の調査も含め、今本当にこれは時間を割いてしなければならない仕事だろうかと悩む依頼がいくつかあります。第2回目の調査は本当に必要でしょうか。学生の支援はもちろんですが、学生の支援をする教職員への励ましや支援の方はほぼ０のように感じてしまう。というのが困っていることです。
ここからは備考です→この授業は、リアルタイムオンライン授業で実施し、対面でもオンラインでも参加できるようにしています。教員は毎回教室に行きます。また、数回、できれば対面で参加して欲しい日を指定しています。しかし、やむを得ない事情がある場合は、休めるようにしています。ハイブリッド型の定義にあてはまるかどうかがよく分かりませんが、とりあえずハイブリッド型に入れています。						3		水産・環境科学総合研究科		講義		6		渡航できない留学生１名のために、資料配付などで相当の制限かかる点。

				17		教育学部		演習		96		zoomの詳細な機能について、気軽に相談できるところが無い

				18		経済学部		講義		196		この調査で言うところの「資料」とは何かを定義していただきたい.
密な状態を避けると, 受講者を収容できる教室がない.

				19		経済学部		講義		229		大学の要請で、対面かつオンラインで実施するが、対面授業に来れない人のためにオンラインでも全く同じ内容をということであるが、無理がある。対面授業をリアルタイム（ZOOM)で配信をする予定であるが、音響に不安がある。オンデマンドでは、音声をつけるにも制限がある。ハイブリッド式では、オンラインの学生の出欠がとりにくい。Zoomで出欠レポートを確認しているが、文字化けしている例が多く、再三の注意にも関わらず、問題が解消しない。また、ハイブリッドではオンライン学生には別途、フォローをしないといけないとなると、当該クラスのように230名も受講生がいると対応しきれない。すべての学生の言い分を聞くことはできない。各々の実施形態に長短があるわけで、それらすべてを克服するような講義を造るのは一人の教員だけでは到底不可能である。

				20		経済学部		講義		53		通信が安定しない学生がいるので気の毒（夜の授業のためか）。LACSが使いづらい。

				21		経済学部		講義		62		対面式は今後実施のため学生の出席率は不明。併用といっても、毎回の講義にオンラインで参加する学生と教室に来る学生がいるため、割合計算はできない。今回は、オンラインのみ実施した回数と併用した回数の割合を書いている。オンラインによる定期試験の希望があった場合の公平な試験の実施のための対応方法。

				22		経済学部		演習		11		対面実施を推奨するのであれば、環境整備について大学（事務当局）として相応の対応が必要であるところ、不十分であると考える。労働者としての教員の安全確保策も不十分（教室に設備的な改変を施した例を知らない）であり、また、学生の不安解消について設備面での安全対策を施した上で当該安全対策をPRするなど対策を講じているようにもみえない。

				23		経済学部		演習		3		このクラスということではないが、学生もオンライン授業の方がいいという学生と、対面授業の方が学べるという両方の意見があるように思える。しかし、両方に対応してくれと言われると、更なる準備が必要で、とても対応できるとは思えない。

				24		経済学部		演習		3		ほとんどすべての学生がゼミが始まると食事を始めている。教員のリアルタイムの解説をワイドショー見ながら食事のような感覚でいるようだ。別段悪くはないが、こちらが食べるわけにはいかず空腹感がひどい。

				ID		開講所属		講義形態		対象者数		記述内容 キジュツ ナイヨウ

				25		経済学部		演習		53		対面授業が求められているのか、オンライン授業でも構わないのか、はっきりしない。オンライン授業は必然的に全体としての課題が多くなり、不満が増える傾向があるが、対面授業と同等の質保証の観点とのバランスはどう取るのか。オンライン授業は、大きな対応を迫られるのに、備品や設備等も含めて、準備を教員に丸投げしているように感じられ、学生への配慮は求められるものの、教員への配慮はほとんどないように思われる。オンライン授業対応のための人的、設備的サポートが必要です。

				26		経済学部		実習		3		音声データを作成するのに時間がかかりすぎる

				27		医学部　医学科		講義		128		オンラインでは、なかなか双方向性にならないので、難しいです。
※12月以降の開講はないため、対面授業の実施予定は空欄にしています。

				28		医学部　医学科		講義		131		オンデマンド講義では出席確認について各科に任されており、他の業務に加え、医局の労力が必要になるため通常業務に支障が出ている(時間外勤務の増加など)。講義内容の質問には医局で回答するが、学生からの日程や出席など事務内容に関する対応窓口は学務係になるように改善を求めたい。LACSの容量が少なくて、外科系である産婦人科は手術動画などをアップローするために、画質を落とすなどの工夫が必要になり、多くの時間を割いている。

				29		医学部　保健学科		講義		105		スライドや小テストなど教材作成にかなりの労力が必要である。対面式の時と比べて質問が減った。理解度の把握が難しい。自宅学習中心で教材が教科書しかないので、調べ学習などが難しい。レポートの課題を出したいが、図表を使用したものが少なく、オリジナルでない可能性のものがあり、学習効果が薄く、中止した。遅刻者を承認するのために、授業を中断せざるを得ない。オンラインでは試験はできない。

				30		医学部　保健学科		講義		66		オンライン時、学生が学内に来てチュートリアル室で講義に参加していたが、ネット環境が悪く途切れ途切れにしか聞こえていなかった。

				31		医学部　保健学科		講義		78		学部モジュールですが、文教キャンパスであることと、この授業の前の教養科目が個人でことなるので、統一しづらいです。そのため、オンライン中心になります。

				32		医学部　保健学科		演習		3		少人数（3名）なので、特に困りません。学生だけで集まって進める際に、場所がなくて困ると言っていました。3年生の実習で、少人数学習用の教室を長期間確保しているため、予約が殺到しているようです。

				33		歯学部		講義		48		出席確認

				34		歯学部		講義		49		歯学部の授業ではなく文教の授業（モジュール１）でお願いがある。従来カードリーダーで出欠を取っていたが、現在はZOOM授業なので、止むを得ず、LACSのSmartClickerを使用して出欠をとっている。面倒ではあるが緊急事態なので止むを得ない。しかし、文教事務局に聞いたところ、教室と紐付け出来ていない授業には出席管理システム上で学生が登録されないという。SmartClickerで集計した時点で１週間が経っているのだが、さらに後になると面倒なので、SmartClickerで集計したデータは暇な時間に入力しておきたい。仮想教室を入れると可能と聞いたのでどの科目もデフォルトでそのように設定して欲しいと。

				35		歯学部		実習		52		対面授業をZoomで同時配信しているが，一人でセッティングするのは大変で，ネットワークにつながらなかったり，録画を忘れたり，トラブルが多い．技術的にサポートしてくれる人がいればよいと思います．

				36		薬学部		講義		63		６４名の学生を一斉に講義できる部屋の確保が難しい。

				37		情報データ科学部		講義		113		中部講堂から火曜一限にリアルタイムで授業を行っている。前日に中部講堂を利用した人が、机の位置や情報機器の設定を元に戻していないため、自分が使う状態にするまでに15分以上かかることがある。

				ID		開講所属		講義形態		対象者数		記述内容 キジュツ ナイヨウ

				38		工学部		講義		20		対面授業の回では，ライブ配信も同時に行っています。
機材（パソコン2台，Webカメラ（三脚に固定））の準備及び撤収に約20分ずつかかっております。困っている，というレベルではありませんが，実情としてお知らせいたします。

				39		工学部		講義		47		対面時もオンラインを希望する学生がいる可能性があるため、すべてzoom配信や録画を行うようにしているが、PCのカメラやwebカメラでは、板書の撮影に限度があるため、広角かつ高解像度の映像が撮影できる機器の整備を大学として行ってもらいたい。

				40		工学部		講義		48		ZOOMへの入室時に文字化けしている学生が毎回複数名いるため、出欠が取りづらい。

				41		工学部		講義		51		非常勤講師ごとにオンライン用のツールが異なるため，学生が戸惑うときがあります

				42		工学部		講義		61		対面授業は12番教室で実施しているが、オンライン参加が4名ほどいるためWebexでも接続しているが、12番教室には有線NWが無く、工学部棟実験室からのWiFiを使っているが電波が弱く、接続が不安定でオンライン参加の学生の不便が目立つ。

				43		工学部		講義		65		・対面講義（12番講義室）はネットワーク環境が悪いため、同時配信のオンライン授業に支障が生じている
・非常勤講師による授業

				44		工学部		講義		68		①授業を実施している12号教室のWiFi環境が原因だと思うが、オンライン配信される音質に問題があると今だに学生から指摘を受ける。有線接続環境を整備してほしい。②期末試験は原則対面で実施したいが、留学生などごく一部の学生は大学に来れないと言っており、試験の実施方法をどのようにしたらよいか悩んでいる。

				45		工学部		講義		84		2つの講義室でサテライト授業を実施中。オンライン授業も併用するために、３グループを対象に3倍の手間がかかる。広い講義室で全員を対象に対面授業のみで済ませられれば一番効率的ですが、、、、、。

				46		工学部		講義		88		講義資料作成に時間がかかっている。毎回演習を課すので採点が大変。

				47		工学部		講義		90		オンデマンド講義用動画をUPしても，毎回数名動画が見られないと連絡があります
1年生のためか，LACSの連絡事項を読まない学生が多すぎます

				48		工学部		演習		89		ネットワークの回線が切れることがある

				49		工学部		演習		90		体調不良，ネット回線トラブル者のために，リアルタイムZoom授業を録画してLACSへアップロードしている．LACSの動画サイズ制限のため，再編集する必要があり，時間を要している．MicrosoftStreamなどを利用できるか検討して欲しい

				50		工学部		実習		29		教室のネット環境が、教材ソフトウェアのインストール時などに、PCを再起動するたびに途切れて使いにくい。

				51		環境科学部		講義		119		ハイブリッド型の講義は担当教員1名で行うことは困難ですので、ハイブリッド型講義には必ずTAやSAを配置できるようご配慮をお願いします。ちなみにハイブリッド型というのは1回の授業について対面と併せてオンラインでも授業を行うことを意味するのが通常だと思いますので、この調査におけるハイブリッド型の定義は独特だと思います。

				52		環境科学部		講義		13		オンラインでの実施は、実質的に出席しているか確認するための課題を毎回準備しており、準備と事後確認に対面よりも労力が多く必要となっている。対面でも、体調不良の学生などのために、オンデマンド対応を可能にする要請があるため、労力が従来より増えている。
初めは、全面的にオンラインで実施するように指示されていたので、対面の割合が少ない。今後は50％程度となるだろう。

				53		環境科学部		講義		29		・月曜1校時のためか対面・ライブ配信の際の教室への出席者がほとんどいない。これが理由の配信授業への全面移行を検討したい、・録画視聴オンデマンド参加者の出席確認ができていない、・課題の確認に要する作業量が多く、眼痛・肩こり・首すじの痛みがひどい

				ID		開講所属		講義形態		対象者数		記述内容 キジュツ ナイヨウ

				54		環境科学部		講義		46		対面とオンラインのハイブリット型で、反転講義形式でオンデマンドを見てきて、講義時間中に質問や応用的内容を実施する等の場合、オンデマンドは講義でなく予習になると考えて良いのか不明。講義時間中は質問のみの対応だと、質問がない受講者は講義に来ないことになる。

				55		環境科学部		講義		72		・オンライン授業参加の理由は具体的には確認していません。体調不良のものがオンラインで受講するケースがあります。
・機材の設置（PC3台，Webカメラ（三脚））及び撤収にそれぞれ20分程度要しています。
・オンライン参加者に話し合い，教え合いを促す方法が見いだせず苦慮しています。

				56		環境科学部		講義		74		・録画視聴オンデマンド参加者の出席確認ができていない、・教室とリアルタイムを合算する出席確認が煩雑

				57		環境科学部		講義		74		今後、対面を数回取り入れることも検討してはいるが、対面で実施する場合はオンライン授業も同時に用意することの負担が大きい。例えば授業をオンラインで中継する場合には教室とPC双方に配慮しなければならず、かえって授業進行に支障が生じる。ビデオを設置し録画して公開するまでの手間もかかる。

				58		環境科学部		講義		98		全15回の内、提示されたオンライン→対面の繰り返しによる結果、対面が6回しかなく、特に12/18,1/8,22と重要な講義終盤に3回連続対面になるのは正直頭を痛めています。せめて、このうち1回でも対面になれば有難いです。

				59		環境科学部		演習		4		パソコンを入学時に購入させているというが、実際に授業で使用させようとすると持っていない。携帯電話で対応しようとしている。

				60		環境科学部		実験		5		理由もなく、欠席するものが多い。

				61		水産学部		講義		51		時にwifiに接続できない日があり、講義開始時間が遅れてしまった。

				62		教養教育		講義		17		登録者の3割は出席していない。

				63		教養教育		講義		30		授業資料（音声付き，スライドのみ）を一度も見ていない学生が多い。

				64		教養教育		講義		47		Zoom利用でグループディスカッションを含む授業を行っているが、対面授業に比べて学生への指導や理解度確認が行いにくいという難点がある。

				65		教養教育		講義		47		授業ビデオをLACSにアップロードするにはリサイズする必要があり，編集する作業に手間と時間がかかる．編集作業なしに動画をアップロードできるMicrosoftStreamなどが利用できるライセンス環境を整備して欲しい．

				66		教養教育		演習		26		更衣室の使用を不可としているが、冬に向けて使用を可能にする必要がある。その場合に、ロッカーの消毒等をどのように対応するかについて検討する必要がある。

				67		教養教育		演習		40		特に教育学部では、対面で授業を行わないと、担当教員の授業テクニックを盗んで自分のものにすることが出来ないのではないかと思う。

				68		教養教育		演習		43		対面になって助かっているが、学生との物理的な距離を縮めることが出来ないため、これまでのように机間巡視中に学生個々の問題点を聞き取って把握することが出来なくなった。文字のみの付き合いだった春学期は、これに加えてオンライン対応で負荷がかかった教員側と、遠隔疲れで負荷がかかっている学生の間に人間的な連れ違うがあったかもしれないと思う。

		３Q・後期_大学院 コウキ ダイガクイン

						開講所属 カイコウ ショゾク		講義形態		対象者数		Q8

				1		教育学研究科		講義		3		困っていることは全くありません。オンラインにしているのは、私に基礎疾患があり、医者から強く注意されているからです。学生ばかりでなく、同じ人間として、教員のことにも配慮した授業を支持していただけたら非常に嬉しく思います。

				2		経済学研究科		講義		2		大学の方針が一貫せず担当としては困惑している

				3		経済学研究科		講義		4		履修登録者4名は全員留学生。このうち2名が入国できないためオンライン、2名は対面式、同一時間に実施。通信環境が悪い学生が1名いるため、時々断線する。

				4		工学研究科		講義		11		講義資料の準備に多大な時間を要すること

				5		工学研究科		講義		20		何台もカメラを用意したり，黒板を写すためにカメラの角度を気にしながらではリアルタイム配信の講義が難しいです．機器の購入も教員各自の負担です．

				6		工学研究科		講義		27		コロナ対応のストレスを発散するため、多数の学生が運動を相当するようになって、汗をかいたそのままの着衣で教室に来るため、他の学生への迷惑もあり、再三の強い注意が必要になっている。

				7		工学研究科		講義		4		本講義の講義室から相当の距離があるところで、前の校時にリアルタイム・リモート講義を受けている学生がいるため、講義時間を10:45～12:15にシフトさせていて、3校時TAの他の学生には、短い昼食を済ませて走らなければならないというストレスがかかっています。しかし、受講生全員が対面を熱望しており、全てを対面で実施します。

				8		工学研究科		演習		5		学生の発言積極性が例年に比較して極端に低い。前期に自宅待機だった期間、多人数の討論機会が少なかったため、発言への責任感を過重に考えすぎ、必要以上に慎重になってて、教員からの強い促しが必要となっている。

				9		工学研究科		実習		45		対面とオンラインの割合を算出するのは困難。

				10		水産・環境科学総合研究科		講義		6		渡航できない留学生１名のために、資料配付などで相当の制限かかる点。

				11		水産・環境科学総合研究科		演習		2		理由もなく欠席するものがいる

				12		医歯薬学総合研究科		実習		3		寒くなるとコロナウィルス再度流行する可能性が大と思っています。その際はオンラインにする予定です。このように予定予定と言われても将来の事を予測するような質問をさせて困ります。融通のあるようにしていただきたいと思う







Q8：授業について困っていることなどありましたらお書きください（記述）
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開講所属 記述内容

水産学部 ・ネットの接続環境が悪い日がある。

大学院
開講所属 記述内容

環境科学部

・ハイブリッド型の講義は担当教員1名で行うことは困難。TAやSAの配置願い。
・準備と事後確認に対面よりも労力が多く必要（オンライン）。
・対面授業への出席者が悪い（曜日や校時の関係も）。
・参加者の出席確認ができない（オンデマンド、対面とリアルタイム合算）。
・ディスカッションを促す方法への苦慮（オンライン）。
・対面授業とオンライン授業の同時配信への負担大。
・学生がPCを授業に持参せず、携帯電話で対応している。

教養教育

・登録者の出席率が悪い（対面のみ）。
・授業資料（音声付き、スライドのみ）を見ていない。
・対面授業に比べて学生への指導や理解度確認が行いにくい（オンライン）。
・資料のLACSアップロードにリサイズが必要。他のﾗｲｾﾝｽ整備のお願い。
・冬に向けて更衣室使用を許可する必要がある（消毒等の対応）。
・机間巡視中に学生個々への対応困難（対面）。
・ハイブリッド型の講義は担当教員1名で行うことは困難。TAやSAの配置願い。

経済学研究科

工学研究科

水産・環境科学総合
研究科

・大学の方針変更への困惑。
・通信環境問題（学生側）。

・講義資料の準備時間が多大。
・（オンライン用）機材・機器の購入負担の問題。
・学生側の講義間の移動負担問題。
・学生の発言積極性が例年に比較して極端に低い。
・zoom機能のアーカイブの容量が不明。

・資料配付時に制限がかかる（留学生）。
・理由なく欠席。


まとめ

				３Q・４Q・後期_学部 コウキ

				開講所属		記述内容 キジュツ ナイヨウ

				多文化社会学部		・オンライン授業の出席管理が困難。
・対面式の授業とオンデマンド方式のオンライン授業を同時に行う負担。
・在宅で作業する際の印刷等の私費負担の増大。
・授業ビデオ制作による私物パソコンの容量圧迫。
・LACSサポート体制が不十分。
・多数の教員利用による部屋の利用状況怠慢。 コンナン ドウジ オコナ サイ インサツトウ ゾウダイ セイサク タスウ リヨウ ジョウキョウ タイマン









				教育学部		・学内の無線LANの通信環境不安定。
・他の学生が同室に在室するリアルタイム受講生は声を出して発言しにくい。
・対面で実施できる教室の確保（多人数）。
・講義資料作成に負担大。
・授業準備時間の増大。
・zoomの詳細な機能等の相談や技術支援要請。 フアンテイ ホカ ガクセイ ドウシツ ザイシツ コエ ダ カクホ タニンズウ フタン ダイ ゾウダイ トウ ソウダン ギジュツ シエン ヨウセイ















				経済学部		・対面、オンライン、ハイブリッド式とすべてのカバーを一人の教員だけでは困難。
・通信が安定しない（学生側）。
・備品や設備等も含めて、人的、設備的サポートが必須。 コンナン ガクセイ ガワ ヒッス





				医学部　医学科		・オンライン双方向性の難しさ。
・オンデマンド講義について、講義の質問は医局、事務対応は学務係になるよう改善願い。
・LACSの容量が少ないため、動画資料のアップに工夫が必要。 ムズカ タイオウ ネガ シリョウ クフウ ヒツヨウ





				開講所属		記述内容 キジュツ ナイヨウ

				医学部　保健学科		・教材作成に労力が必要。
・対面式の時と比べて理解度の把握が困難。
・遅刻者承認のため授業中断。
・チュートリアル室で講義に参加した学生のネット環境が劣悪。
・少人数用教室を長期間確保した場合による予約状況の混乱。 コンナン ガクセイ レツアク バアイ ジョウキョウ コンラン





				歯学部		・出席管理システムへの仮想教室設定依頼。
・Zoomの技術的サポート。

				薬学部		・大人数で講義できる部屋の確保が困難。 オオニンズウ コンナン

				情報データ科学部		・机や情報機器の設置・設定を前使用者に戻してほしい。 ツクエ ジョウホウ キキ セッチ セッテイ ゼン シヨウシャ モド

				工学部		・機材の準備や撤収に時間と負担大。
・板書の撮影が問題なく出来る機器の整備願い（同時配信）。
・出欠が取りづらい（オンライン）。
・（教員別）オンライン用のツールが異なる。学生が戸惑う。
・ネットワーク環境が悪い講義室がある。
・期末試験、一部の学生が大学に来れないと言及。実施方法への苦慮。
・複数グループを対象にしており負担大。広い教室で全員を対象に対面希望。
・講義資料作成に負担増。
・LACSの連絡事項を読まない学生が多い。
・資料のLACSアップロードにリサイズが必要。他のﾗｲｾﾝｽ整備のお願い。 ジカン フタン ダイ モンダイ デキ ネガ ドウジ ハイシン キョウイン ベツ トマド ワル コウギシツ ゲンキュウ クリョ フクスウ フタン ダイ ヒロ キョウシツ ゼンイン タイショウ タイメン キボウ フタン ゾウ オオ





















				開講所属		記述内容 キジュツ ナイヨウ

				環境科学部		・ハイブリッド型の講義は担当教員1名で行うことは困難。TAやSAの配置願い。
・準備と事後確認に対面よりも労力が多く必要（オンライン）。
・対面授業への出席者が悪い（曜日や校時の関係も）。
・参加者の出席確認ができない（オンデマンド、対面とリアルタイム合算）。
・ディスカッションを促す方法への苦慮（オンライン）。
・対面授業とオンライン授業の同時配信への負担大。
・学生がPCを授業に持参せず、携帯電話で対応している。 ジュギョウ ワル ヨウビ ジ カンケイ タイメン アイ クリョ ジュギョウ ドウジ ハイシン フタン ダイ ガクセイ ジュギョウ ジサン













				水産学部		・ネットの接続環境が悪い日がある。 カンキョウ ワル ヒ

				教養教育		・登録者の出席率が悪い（対面のみ）。
・授業資料（音声付き、スライドのみ）を見ていない。
・対面授業に比べて学生への指導や理解度確認が行いにくい（オンライン）。
・資料のLACSアップロードにリサイズが必要。他のﾗｲｾﾝｽ整備のお願い。
・冬に向けて更衣室使用を許可する必要がある（消毒等の対応）。
・机間巡視中に学生個々への対応困難（対面）。
・ハイブリッド型の講義は担当教員1名で行うことは困難。TAやSAの配置願い。 シュッセキ リツ ワル タイメン シリョウ タ セイビ ネガ コウイシツ キョカ タイオウ タイオウ コンナン タイメン ネガ













				大学院 ダイガクイン

				開講所属 カイコウ ショゾク		記述内容

				経済学研究科		・大学の方針変更への困惑。
・通信環境問題（学生側）。 ヘンコウ モンダイ ガクセイ ガワ



				工学研究科		・講義資料の準備時間が多大。
・（オンライン用）機材・機器の購入負担の問題。
・学生側の講義間の移動負担問題。
・学生の発言積極性が例年に比較して極端に低い。
・zoom機能のアーカイブの容量が不明。 ジカン タダイ ヨウ キザイ モンダイ ガクセイ ガワ コウギ カン フタン モンダイ











				水産・環境科学総合研究科		・資料配付時に制限がかかる（留学生）。
・理由なく欠席。 ジ セイゲン リュウガクセイ リユウ ケッセキ







３Q・４Q・後期

				３Q・後期_学部 コウキ												４Q_学部

				ID		開講所属		講義形態		対象者数		記述内容 キジュツ ナイヨウ						ID		開講所属		講義形態		対象者数		Q8

				1		多文化社会学部		講義		28		オンライン授業の場合の出席管理（対面式であると出席管理システム及び子授業後のコメントシートの提出で出席管理が容易）						1		経済学部		講義		206		大学の要請で、対面かつオンラインで実施するが、対面授業に来れない人のためにオンラインでも全く同じ内容をということであるが、無理がある。対面授業をリアルタイム（ZOOM)で配信をする予定であるが、音響に不安がある。オンデマンドでは、音声をつけるにも制限がある。ハイブリッド式では、オンラインの学生の出欠がとりにくい。第３QではZoomで出欠レポートを確認しているが、文字化けしている例が多く、再三の注意にも関わらず、問題が解消しない。また、ハイブリッドではオンライン学生には別途、フォローをしないといけないとなると、当該クラスのように200名強も受講生がいると対応しきれない。すべての学生の言い分を聞くことはできない。各々の実施形態に長短があるわけで、それらすべてを克服するような講義を造るのは一人の教員だけでは到底不可能である。

				2		多文化社会学部		講義		36		「ハイブリッド」の定義がわかりませんが、この授業では対面式で通常の授業を再開すると同時に、教室に来れない学生のために従来と同じ方式でオンデマンド方式のオンライン授業も並行して継続しています。実質的に同じ講義を二回行っているようなもので、負担が重いです。						2		工学部		講義		48		対面時もオンラインを希望する学生がいる可能性があるため、すべてzoom配信や録画を行うようにしているが、PCのカメラやwebカメラでは、板書の撮影に限度があるため、広角かつ高解像度の映像が撮影できる機器の整備を大学として行ってもらいたい。

				3		多文化社会学部		講義		55		・在宅で作業するため、学生に課した小テスト、レポ―トの打ち出しなど、私費負担の印刷代が増加している。
・授業ビデオの作成によりデータ量が増え、私物パソコンの容量が圧迫されている。
・LACSを使用するようにという通知だったが、サポート体制が不十分である（基本的には担当教員にという対応で、急ぎの際に電話で聞くということは難しく、窓口もメール対応しかないために非常につかいにくかった）。						3		工学部		講義		66		LACSで独自に実施したアンケートの結果（下記），ハイブリッド希望の者が多いが，5人に1人が感染を恐れていること，および教育効果を考慮し，「(a)すべてオンラインで実施する」を予定している。
受講予定の学生のアンケート回答
(a)すべてオンラインで実施する：32.692%
「オンデマンド教材による自習」，「出席レポートのアップロード提出」（〆水），「ライブによる演習問題の解答解説」（金1・2校時）を毎週繰り返す．
(b)オンラインと対面授業を併用する：30.769%
「オンデマンド教材による自習」と「出席レポートのアップロード提出」（〆水）を毎週繰り返し，金1・2校時は隔週で「対面による演習問題の解答解説」と「ライブによる演習問題の解答解説」を実施する．
(c)対面授業を最大限に取り入れる：36.538%
毎週「出席レポートのアップロード提出」（〆水）を繰り返し，
金1・2校時は隔週で『「講義室における対面授業」，「対面による演習問題の解答解説」』 と『「オンデマンド教材による自習」「ライブによる演習問題の解答解説」』 を実施する．
■理由（複数回答可）
参加しやすい・取り組みやすい形態だから　51.923%　勉強に効果的な形態だと思うから　46.153%
シンプルで出席し忘れる心配が少ないから　11.538%　質問・相談しやすいから　34.615%
他の学生の様子が気になるから　13.461%　他の授業と共に履修しやすいから　13.461%
無駄が少ない・経済的だから　17.307%　通学中や学内で新型コロナウイルスに感染するのが怖いから　19.23%
担当教員の負担が少なそうだから　5.769%　選択肢に該当なし　1.923%

				4		多文化社会学部		演習		4		特に授業ではないが、複数の教員が演習室を使うため、部屋の利用がいい加減になっている（窓を一晩開けっ放しのまま帰るとか、鍵をかけていないなど、盗難などの心配がある）						ID		開講所属		講義形態		対象者数		Q8

				5		多文化社会学部		演習		8		仕方がないが、マスクを使うと学生の表情分からない。						4		工学部		講義		85		マスクをしていればグループディスカッションをしていいのでしょうか

				6		教育学部		講義		125		学生の顔が見えない。						5		工学部		実験		78		今後，感染拡大し対面禁止になった場合の対応

				7		教育学部		講義		163		学内の無線ランでは通信環境が安定しない。
大学の講義室でリアルタイム授業を受講している学生は、複数の授業の受講者が同教室で受講している関係から、声を出して発言しにくい。						6		教養教育 キョウヨウ キョウイク		講義		44		教室内のWi-Fiの強さ。教室にいる学生とオンライン（リアルタイム型）で受ける学生が同時間にいる場合の音声面の不安（教師が使用するデバイス等々の接続方法，音声の質，音量，ハウリングの問題）。

				8		教育学部		講義		17		もうしわけないのですが，送っていただいた Excel ファイルはこちらで処理できません。自分の身近に Excel が走るコンピュータがなくて，互換ソフトで処理をするのですが，プルダウンメニューのような凝ったシートには対応できません。かならずしもすべての人間が Excel を持っているわけではないことをご高配ください。						7		教養教育 キョウヨウ キョウイク		講義		34		コロナで授業へ参加できない学生がいた場合、オンラインでの配信も行うが、負担が大きいのでできれば対面のみにしたい。現在指定地域になっている場所からの非常勤講師はとりあえずオンラインでの授業を予定しているが状況が改善すれば来訪のうえ対面で実施したい。

				9		教育学部		講義		21		冬は寒くなりそうなので，窓やドアの開放が可能なのか疑問に感じている．						8		教養教育 キョウヨウ キョウイク		講義		79		まだわからないが、80名ほどのリアルタイム授業の場合に、WIFIがきちんとつなげれない生徒がいる場合が心配。

				10		教育学部		講義		246		受講人数が240人以上いるため、対面で実施できる教室がありません。またリアルタイム授業（Zoom等）をしようにも、この授業の前の時間（水曜１限）が対面（教育実習事前指導）なので学内でリアルタイム授業を受講できる部屋を用意しなければならないのですが、上記の通り人数が多いため教室確保・回線確保ができず、やむなくオンデマンド型で実施しています。いくつかのグループに分けて対面授業をするにも、ここまで人数が多いと難しい状況です。最善は尽くしていますが、オンデマンド型では限界もあります。なんとか方法はないかと考えていますが、解決策が見出せません…						9		教養教育 キョウヨウ キョウイク		講義		74		・オンラインの参加者をどのように対面の参加者とコラボさせるか，まだ方策が見いだせておりません。
・機材（パソコン2台，Webカメラ（三脚に固定））の設置及び撤収に，それぞれ約20分かかります（別の授業で確認済み）。

				11		教育学部		講義		4		講義資料作成に多大な時間を要すること（ただし，来年度以降はその分，楽になる見込み）						10		教養教育 キョウヨウ キョウイク		講義		68		ハイブリッド型の講義は担当教員1名で行うことは困難ですので、ハイブリッド型講義には必ずTAやSAを配置できるようご配慮をお願いします。

				12		教育学部		講義		84		90人規模の授業となり、同じ規模の授業で使用する教室が重複する。対面授業を実施する教室の確保が出来ないことに困っている。						11		教養教育 キョウヨウ キョウイク		講義		76		リモートでの講義は慣れていないので、難しい。リアルタイムで行う場合、うまくつながるのかなど不安が多い

				13		教育学部		演習		214		備考:コースを６つに分け、そのうちの２つについては回答したようにオンデマンド型授業を実施。他４つについては対面授業を実施。
体育施設（屋内）が限られているため、雨天時の調整が難しい。						４Q_大学院 ダイガクイン

				14		教育学部		演習		5		ドアや窓の開放等で他の部屋にまで声が届く								開講所属 カイコウ ショゾク		講義形態		対象者数		Q8

				15		教育学部		演習		5		学生はリアルタイム授業から対面授業へと続いているため、学内教室を利用していたが、学内の無線ランでは通信状況が安定しない。						1		工学研究科		講義		11		講義資料の作成に多大な時間を要すること

				ID		開講所属		講義形態		対象者数		記述内容 キジュツ ナイヨウ						2		工学研究科		講義		29		zoomのクラウドレコーディング機能を使っているが、使ってよいアーカイブの容量が不明なので、いつまで・どの程度使ってよいか明らかにしてほしい。

				16		教育学部		演習		54		全ての授業について、ですが、例年以上に授業準備に時間がかかっています。また、オンライン環境を整えるための臨時支出も何度かありました。それでも何とか授業をとめないようにと進んできました。しかし、授業にかかわる各種アンケートの数は増え、授業以外の仕事や求められる研究業績基準はいつも通り、配分予算もいつも通り、で、少しずつしんどくなってきています。皆で頑張って乗り越えていく必要があるとは思いますが、今回の調査も含め、今本当にこれは時間を割いてしなければならない仕事だろうかと悩む依頼がいくつかあります。第2回目の調査は本当に必要でしょうか。学生の支援はもちろんですが、学生の支援をする教職員への励ましや支援の方はほぼ０のように感じてしまう。というのが困っていることです。
ここからは備考です→この授業は、リアルタイムオンライン授業で実施し、対面でもオンラインでも参加できるようにしています。教員は毎回教室に行きます。また、数回、できれば対面で参加して欲しい日を指定しています。しかし、やむを得ない事情がある場合は、休めるようにしています。ハイブリッド型の定義にあてはまるかどうかがよく分かりませんが、とりあえずハイブリッド型に入れています。						3		水産・環境科学総合研究科		講義		6		渡航できない留学生１名のために、資料配付などで相当の制限かかる点。

				17		教育学部		演習		96		zoomの詳細な機能について、気軽に相談できるところが無い

				18		経済学部		講義		196		この調査で言うところの「資料」とは何かを定義していただきたい.
密な状態を避けると, 受講者を収容できる教室がない.

				19		経済学部		講義		229		大学の要請で、対面かつオンラインで実施するが、対面授業に来れない人のためにオンラインでも全く同じ内容をということであるが、無理がある。対面授業をリアルタイム（ZOOM)で配信をする予定であるが、音響に不安がある。オンデマンドでは、音声をつけるにも制限がある。ハイブリッド式では、オンラインの学生の出欠がとりにくい。Zoomで出欠レポートを確認しているが、文字化けしている例が多く、再三の注意にも関わらず、問題が解消しない。また、ハイブリッドではオンライン学生には別途、フォローをしないといけないとなると、当該クラスのように230名も受講生がいると対応しきれない。すべての学生の言い分を聞くことはできない。各々の実施形態に長短があるわけで、それらすべてを克服するような講義を造るのは一人の教員だけでは到底不可能である。

				20		経済学部		講義		53		通信が安定しない学生がいるので気の毒（夜の授業のためか）。LACSが使いづらい。

				21		経済学部		講義		62		対面式は今後実施のため学生の出席率は不明。併用といっても、毎回の講義にオンラインで参加する学生と教室に来る学生がいるため、割合計算はできない。今回は、オンラインのみ実施した回数と併用した回数の割合を書いている。オンラインによる定期試験の希望があった場合の公平な試験の実施のための対応方法。

				22		経済学部		演習		11		対面実施を推奨するのであれば、環境整備について大学（事務当局）として相応の対応が必要であるところ、不十分であると考える。労働者としての教員の安全確保策も不十分（教室に設備的な改変を施した例を知らない）であり、また、学生の不安解消について設備面での安全対策を施した上で当該安全対策をPRするなど対策を講じているようにもみえない。

				23		経済学部		演習		3		このクラスということではないが、学生もオンライン授業の方がいいという学生と、対面授業の方が学べるという両方の意見があるように思える。しかし、両方に対応してくれと言われると、更なる準備が必要で、とても対応できるとは思えない。

				24		経済学部		演習		3		ほとんどすべての学生がゼミが始まると食事を始めている。教員のリアルタイムの解説をワイドショー見ながら食事のような感覚でいるようだ。別段悪くはないが、こちらが食べるわけにはいかず空腹感がひどい。

				ID		開講所属		講義形態		対象者数		記述内容 キジュツ ナイヨウ

				25		経済学部		演習		53		対面授業が求められているのか、オンライン授業でも構わないのか、はっきりしない。オンライン授業は必然的に全体としての課題が多くなり、不満が増える傾向があるが、対面授業と同等の質保証の観点とのバランスはどう取るのか。オンライン授業は、大きな対応を迫られるのに、備品や設備等も含めて、準備を教員に丸投げしているように感じられ、学生への配慮は求められるものの、教員への配慮はほとんどないように思われる。オンライン授業対応のための人的、設備的サポートが必要です。

				26		経済学部		実習		3		音声データを作成するのに時間がかかりすぎる

				27		医学部　医学科		講義		128		オンラインでは、なかなか双方向性にならないので、難しいです。
※12月以降の開講はないため、対面授業の実施予定は空欄にしています。

				28		医学部　医学科		講義		131		オンデマンド講義では出席確認について各科に任されており、他の業務に加え、医局の労力が必要になるため通常業務に支障が出ている(時間外勤務の増加など)。講義内容の質問には医局で回答するが、学生からの日程や出席など事務内容に関する対応窓口は学務係になるように改善を求めたい。LACSの容量が少なくて、外科系である産婦人科は手術動画などをアップローするために、画質を落とすなどの工夫が必要になり、多くの時間を割いている。

				29		医学部　保健学科		講義		105		スライドや小テストなど教材作成にかなりの労力が必要である。対面式の時と比べて質問が減った。理解度の把握が難しい。自宅学習中心で教材が教科書しかないので、調べ学習などが難しい。レポートの課題を出したいが、図表を使用したものが少なく、オリジナルでない可能性のものがあり、学習効果が薄く、中止した。遅刻者を承認するのために、授業を中断せざるを得ない。オンラインでは試験はできない。

				30		医学部　保健学科		講義		66		オンライン時、学生が学内に来てチュートリアル室で講義に参加していたが、ネット環境が悪く途切れ途切れにしか聞こえていなかった。

				31		医学部　保健学科		講義		78		学部モジュールですが、文教キャンパスであることと、この授業の前の教養科目が個人でことなるので、統一しづらいです。そのため、オンライン中心になります。

				32		医学部　保健学科		演習		3		少人数（3名）なので、特に困りません。学生だけで集まって進める際に、場所がなくて困ると言っていました。3年生の実習で、少人数学習用の教室を長期間確保しているため、予約が殺到しているようです。

				33		歯学部		講義		48		出席確認

				34		歯学部		講義		49		歯学部の授業ではなく文教の授業（モジュール１）でお願いがある。従来カードリーダーで出欠を取っていたが、現在はZOOM授業なので、止むを得ず、LACSのSmartClickerを使用して出欠をとっている。面倒ではあるが緊急事態なので止むを得ない。しかし、文教事務局に聞いたところ、教室と紐付け出来ていない授業には出席管理システム上で学生が登録されないという。SmartClickerで集計した時点で１週間が経っているのだが、さらに後になると面倒なので、SmartClickerで集計したデータは暇な時間に入力しておきたい。仮想教室を入れると可能と聞いたのでどの科目もデフォルトでそのように設定して欲しいと。

				35		歯学部		実習		52		対面授業をZoomで同時配信しているが，一人でセッティングするのは大変で，ネットワークにつながらなかったり，録画を忘れたり，トラブルが多い．技術的にサポートしてくれる人がいればよいと思います．

				36		薬学部		講義		63		６４名の学生を一斉に講義できる部屋の確保が難しい。

				37		情報データ科学部		講義		113		中部講堂から火曜一限にリアルタイムで授業を行っている。前日に中部講堂を利用した人が、机の位置や情報機器の設定を元に戻していないため、自分が使う状態にするまでに15分以上かかることがある。

				ID		開講所属		講義形態		対象者数		記述内容 キジュツ ナイヨウ

				38		工学部		講義		20		対面授業の回では，ライブ配信も同時に行っています。
機材（パソコン2台，Webカメラ（三脚に固定））の準備及び撤収に約20分ずつかかっております。困っている，というレベルではありませんが，実情としてお知らせいたします。

				39		工学部		講義		47		対面時もオンラインを希望する学生がいる可能性があるため、すべてzoom配信や録画を行うようにしているが、PCのカメラやwebカメラでは、板書の撮影に限度があるため、広角かつ高解像度の映像が撮影できる機器の整備を大学として行ってもらいたい。

				40		工学部		講義		48		ZOOMへの入室時に文字化けしている学生が毎回複数名いるため、出欠が取りづらい。

				41		工学部		講義		51		非常勤講師ごとにオンライン用のツールが異なるため，学生が戸惑うときがあります

				42		工学部		講義		61		対面授業は12番教室で実施しているが、オンライン参加が4名ほどいるためWebexでも接続しているが、12番教室には有線NWが無く、工学部棟実験室からのWiFiを使っているが電波が弱く、接続が不安定でオンライン参加の学生の不便が目立つ。

				43		工学部		講義		65		・対面講義（12番講義室）はネットワーク環境が悪いため、同時配信のオンライン授業に支障が生じている
・非常勤講師による授業

				44		工学部		講義		68		①授業を実施している12号教室のWiFi環境が原因だと思うが、オンライン配信される音質に問題があると今だに学生から指摘を受ける。有線接続環境を整備してほしい。②期末試験は原則対面で実施したいが、留学生などごく一部の学生は大学に来れないと言っており、試験の実施方法をどのようにしたらよいか悩んでいる。

				45		工学部		講義		84		2つの講義室でサテライト授業を実施中。オンライン授業も併用するために、３グループを対象に3倍の手間がかかる。広い講義室で全員を対象に対面授業のみで済ませられれば一番効率的ですが、、、、、。

				46		工学部		講義		88		講義資料作成に時間がかかっている。毎回演習を課すので採点が大変。

				47		工学部		講義		90		オンデマンド講義用動画をUPしても，毎回数名動画が見られないと連絡があります
1年生のためか，LACSの連絡事項を読まない学生が多すぎます

				48		工学部		演習		89		ネットワークの回線が切れることがある

				49		工学部		演習		90		体調不良，ネット回線トラブル者のために，リアルタイムZoom授業を録画してLACSへアップロードしている．LACSの動画サイズ制限のため，再編集する必要があり，時間を要している．MicrosoftStreamなどを利用できるか検討して欲しい

				50		工学部		実習		29		教室のネット環境が、教材ソフトウェアのインストール時などに、PCを再起動するたびに途切れて使いにくい。

				51		環境科学部		講義		119		ハイブリッド型の講義は担当教員1名で行うことは困難ですので、ハイブリッド型講義には必ずTAやSAを配置できるようご配慮をお願いします。ちなみにハイブリッド型というのは1回の授業について対面と併せてオンラインでも授業を行うことを意味するのが通常だと思いますので、この調査におけるハイブリッド型の定義は独特だと思います。

				52		環境科学部		講義		13		オンラインでの実施は、実質的に出席しているか確認するための課題を毎回準備しており、準備と事後確認に対面よりも労力が多く必要となっている。対面でも、体調不良の学生などのために、オンデマンド対応を可能にする要請があるため、労力が従来より増えている。
初めは、全面的にオンラインで実施するように指示されていたので、対面の割合が少ない。今後は50％程度となるだろう。

				53		環境科学部		講義		29		・月曜1校時のためか対面・ライブ配信の際の教室への出席者がほとんどいない。これが理由の配信授業への全面移行を検討したい、・録画視聴オンデマンド参加者の出席確認ができていない、・課題の確認に要する作業量が多く、眼痛・肩こり・首すじの痛みがひどい

				ID		開講所属		講義形態		対象者数		記述内容 キジュツ ナイヨウ

				54		環境科学部		講義		46		対面とオンラインのハイブリット型で、反転講義形式でオンデマンドを見てきて、講義時間中に質問や応用的内容を実施する等の場合、オンデマンドは講義でなく予習になると考えて良いのか不明。講義時間中は質問のみの対応だと、質問がない受講者は講義に来ないことになる。

				55		環境科学部		講義		72		・オンライン授業参加の理由は具体的には確認していません。体調不良のものがオンラインで受講するケースがあります。
・機材の設置（PC3台，Webカメラ（三脚））及び撤収にそれぞれ20分程度要しています。
・オンライン参加者に話し合い，教え合いを促す方法が見いだせず苦慮しています。

				56		環境科学部		講義		74		・録画視聴オンデマンド参加者の出席確認ができていない、・教室とリアルタイムを合算する出席確認が煩雑

				57		環境科学部		講義		74		今後、対面を数回取り入れることも検討してはいるが、対面で実施する場合はオンライン授業も同時に用意することの負担が大きい。例えば授業をオンラインで中継する場合には教室とPC双方に配慮しなければならず、かえって授業進行に支障が生じる。ビデオを設置し録画して公開するまでの手間もかかる。

				58		環境科学部		講義		98		全15回の内、提示されたオンライン→対面の繰り返しによる結果、対面が6回しかなく、特に12/18,1/8,22と重要な講義終盤に3回連続対面になるのは正直頭を痛めています。せめて、このうち1回でも対面になれば有難いです。

				59		環境科学部		演習		4		パソコンを入学時に購入させているというが、実際に授業で使用させようとすると持っていない。携帯電話で対応しようとしている。

				60		環境科学部		実験		5		理由もなく、欠席するものが多い。

				61		水産学部		講義		51		時にwifiに接続できない日があり、講義開始時間が遅れてしまった。

				62		教養教育		講義		17		登録者の3割は出席していない。

				63		教養教育		講義		30		授業資料（音声付き，スライドのみ）を一度も見ていない学生が多い。

				64		教養教育		講義		47		Zoom利用でグループディスカッションを含む授業を行っているが、対面授業に比べて学生への指導や理解度確認が行いにくいという難点がある。

				65		教養教育		講義		47		授業ビデオをLACSにアップロードするにはリサイズする必要があり，編集する作業に手間と時間がかかる．編集作業なしに動画をアップロードできるMicrosoftStreamなどが利用できるライセンス環境を整備して欲しい．

				66		教養教育		演習		26		更衣室の使用を不可としているが、冬に向けて使用を可能にする必要がある。その場合に、ロッカーの消毒等をどのように対応するかについて検討する必要がある。

				67		教養教育		演習		40		特に教育学部では、対面で授業を行わないと、担当教員の授業テクニックを盗んで自分のものにすることが出来ないのではないかと思う。

				68		教養教育		演習		43		対面になって助かっているが、学生との物理的な距離を縮めることが出来ないため、これまでのように机間巡視中に学生個々の問題点を聞き取って把握することが出来なくなった。文字のみの付き合いだった春学期は、これに加えてオンライン対応で負荷がかかった教員側と、遠隔疲れで負荷がかかっている学生の間に人間的な連れ違うがあったかもしれないと思う。

		３Q・後期_大学院 コウキ ダイガクイン

						開講所属 カイコウ ショゾク		講義形態		対象者数		Q8

				1		教育学研究科		講義		3		困っていることは全くありません。オンラインにしているのは、私に基礎疾患があり、医者から強く注意されているからです。学生ばかりでなく、同じ人間として、教員のことにも配慮した授業を支持していただけたら非常に嬉しく思います。

				2		経済学研究科		講義		2		大学の方針が一貫せず担当としては困惑している

				3		経済学研究科		講義		4		履修登録者4名は全員留学生。このうち2名が入国できないためオンライン、2名は対面式、同一時間に実施。通信環境が悪い学生が1名いるため、時々断線する。

				4		工学研究科		講義		11		講義資料の準備に多大な時間を要すること

				5		工学研究科		講義		20		何台もカメラを用意したり，黒板を写すためにカメラの角度を気にしながらではリアルタイム配信の講義が難しいです．機器の購入も教員各自の負担です．

				6		工学研究科		講義		27		コロナ対応のストレスを発散するため、多数の学生が運動を相当するようになって、汗をかいたそのままの着衣で教室に来るため、他の学生への迷惑もあり、再三の強い注意が必要になっている。

				7		工学研究科		講義		4		本講義の講義室から相当の距離があるところで、前の校時にリアルタイム・リモート講義を受けている学生がいるため、講義時間を10:45～12:15にシフトさせていて、3校時TAの他の学生には、短い昼食を済ませて走らなければならないというストレスがかかっています。しかし、受講生全員が対面を熱望しており、全てを対面で実施します。

				8		工学研究科		演習		5		学生の発言積極性が例年に比較して極端に低い。前期に自宅待機だった期間、多人数の討論機会が少なかったため、発言への責任感を過重に考えすぎ、必要以上に慎重になってて、教員からの強い促しが必要となっている。

				9		工学研究科		実習		45		対面とオンラインの割合を算出するのは困難。

				10		水産・環境科学総合研究科		講義		6		渡航できない留学生１名のために、資料配付などで相当の制限かかる点。

				11		水産・環境科学総合研究科		演習		2		理由もなく欠席するものがいる

				12		医歯薬学総合研究科		実習		3		寒くなるとコロナウィルス再度流行する可能性が大と思っています。その際はオンラインにする予定です。このように予定予定と言われても将来の事を予測するような質問をさせて困ります。融通のあるようにしていただきたいと思う







設問と回答項目（４Q科目用）

4
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設問内容

Q1
第４Qの授業実施形態はどの形態の
予定ですか（選択式）。

・対面のみ
・オンラインのみ
・ハイブリッド型（対面
　とオンラインの併用）

・その他
・開講なし

SQ1
「その他」の具体的な内容を以下に
ご記入ください（記述式）。

Q2-1
オンライン授業の方法を教えてくだ
さい（選択式）。

Q2-2
「その他」の具体的な内容を以下に
ご記入ください（記述式）。

Q2-3
リアルタイム授業の割合（％）を教
えてください（記述式）。

Q３
 ハイブリッド

型の方
Q3

対面とリアルタイム型とオンデマン
ド型の組み合わせのおおよその割合
を教えてください（記述式）。

Q4
全員

Q8
授業について困っていることや悩ん
でいることなどありましたらご自由
にお書きください（記述式）。

・対面の割合（％）
・リアルタイム型の割合（％）
・オンデマンド型の割合（％）

回答項目

Q1
全員

Q2
オンラインの
みで授業をし

ている方

・リアルタイム型のみ
・オンデマンド型のみ
・リアルタイム型とオンデマンド型の併用
・その他



3

Q1：４Qと後期の授業実施形態割合（部局別）Q1：学部別
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Q1：４Qと後期の授業実施形態割合（講義形態別）Q1：講義形態別
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Q2：Q1で「オンラインのみ」の授業方法内訳（4Qと後期開講期間）
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Q3：「ハイブリッド型」の授業方式の割合はどの程度か（4Qと後期開講期間）

Q3：学部別
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Q3：「ハイブリッド型」の授業方式の割合はどの程度か（4Qと後期開講期間）

Q3：講義形態別

29



集計結果から①

 学期区分が3Qと後期の科目の中で「対面のみ」とされる授業は、科目数ベースで46.9%で
あった。

 （3Qと後期期間の）「対面のみ」科目の履修者数分布を調べると、991科目中、623科目
（62.9％）が履修者数10人以下の科目であった。

 授業実施形態を講義形態別に見ると、演習、実験、実習、実技といった科目の対面授業の割合
が高くなっている。

 Q1授業実施形態で「その他」を選択した理由は様々であったが、「対面をやりながらオンライ
ンを同時配信しており明確な区分ができない」という回答が多く見られた。そのほかには、
「見学先となる外部企業次第」というものや、「実習に使用する施設による」、「（入国でき
ない）留学生の状況次第」というような回答が見られた。

 （オンライン）オンデマンド型授業の割合は、「オンラインのみ」授業の18.9％、「ハイブ
リッド」型授業内の11.１％という割合となっており、「リアルタイム型」や「対面授業（ハイ
ブリッド）」に比較して割合が少なくなっている（3Qと後期期間）。

 （オンライン）オンデマンド型を取り入れている授業は、8割を超える授業で「動画・音声・文
字」いずれかをつけた資料を配布している（3Qと後期期間）。
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集計結果から②

 「対面を取り入れている」授業については、89.5％の授業がクラス分け（履修者の分割）を
行っていないとのことであった。また、出席率についても、9割近くの科目において学生の
90％以上が出席しているという結果であった（3Qと後期期間） 。

 （全科目について）課題を出す程度については、「毎回」出すとする授業は36.7％であった。
また、課題を全く出さない授業については、12.3％であった。

 （全科目について）１回の課題にかかる平均時間は全体で46分程度となっており、これに履修
科目数を掛け合わせた合計時間が学生それぞれの学修時間に相当していくと考えられる。部局
別では、経済学部、医学部保健学科、多文化社会研究科、経済学研究科、水産・環境科学総合
研究科が高め（50分超）に算出されている。

 （全科目について）期末試験は24.3％の科目が「対面を希望している」との回答であった。逆
に、「期末試験を行わず、レポート等で代替する」科目が61.7％にのぼった。

 （「後期」科目）12月以降となる後期期間の後半では、21.4％の科目が「対面授業を増や
す」としている。また、74.4％の科目は「前半と同じくらいの予定」と回答している。

 P.25～P.29では、４Qと後期期間を併せた状況を図示している。これによると、4Qと後期で
の対面授業割合は47.8％となる。３Qと後期期間が46.9％であったことを考慮すると大きな変
動はない。また、「オンラインのみ」授業の授業方法割合や、「ハイブリッド型」授業内の授
業方式割合についてもほとんど差がないことから、授業実施形態について、12月以降もこれま
での状況と比較して大きな変動はないものと予測される。
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