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要旨： 2020年，世界的な新型コロナウイルス拡大によって日本でも感染拡大防止のためのオンライン授業（遠
隔授業）が実施された．名古屋文理大学では，年度当初から全面的にオンライン授業を実施し，愛知県下の感
染減少に合わせて対面授業も実施した．愛知県内の高等学校では休講期間を経て対面授業が実施された一方，
タブレット端末の配布などが加速した．本稿では，高大連携および大学や高校でのオンライン授業の実施実績
を報告するとともにオンライン授業を意識した取り組みを紹介し，オンライン授業と対面授業の得失を整理し，
コロナ禍収束後におけるハイブリッド型 , ハイフレックス型の授業実施を提案する．
Abstract: Due to the global spread of the Novel Coronavirus（COVID-19）in 2020, online classes were held also in
Japan to prevent infection. Online classes using iPads were conducted entirely from the beginning of the first semester
of April at Nagoya Bunri University, and face-to-face classes were conducted with infection prevention measures after
the reduction in infection risk in Aichi prefecture. Face-to-face classes were held after a school closure period at high
schools in Aichi prefecture. After that the early distribution of tablet devices to high school teachers was decided. We
report on the case studies of high school-university cooperation and online classes at universities and high schools.
The advantages and disadvantages of online classes and face-to-face classes are discussed, and the post-corona Hybrid
and Hy-Flex-model based education is proposed.
キーワード : 遠隔授業 , ICT 活用教育 , タブレット端末 , 感染防止対策 , 高大連携
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徒と指導者の互いのコミュニケーションのすれ違いによ

るといえる．対面授業では容易なことがオンライン授業

指導者の互いのコミュニケーションのすれ違いにより指
り指導者側の一方通行的なオンライン授業になったとい

「端的にまとめ
では難しいことを生徒は理解しており，

導者側の一方通行的なオンライン授業になったといえる．
える．

たスライド資料」「授業の様子や意図がわかるようにす

今後オンライン授業を充実したものとするために指導
今後オンライン授業を充実したものとするために指導

るための指導者の動画」「クラス内のつながりやコミュ

者側，生徒側それぞれから改善点を検討した．
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図５は，名古屋市立名古屋商業高校（指導教員：鈴木

商業科
「ビジネス情報管理」において「オンライン授業
商業科「ビジネス情報管理」において「オンライン授

図５は，名古屋市立名古屋商業高校（指導教員：鈴木一
一平教諭）と名古屋文理大学（フードビジネス学科中村

をより良くするためにはどうしたらよいか」というテー
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でいるといえる．対面授業では容易なことがオンライン

高校生向けの大学オープンキャンパスも，2020年度実

確認をした

授業では難しいことを生徒は理解しており，「端的にま

高校生向けのオープンキャンパスも，2020
年度実施分
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とめたスライド資料」「授業の様子や意図がわかるよう

は全てオンラインとなった．情報メディア学科では，図
図６(a) のように司会や配信スタッフも学生が担った．
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して，フードビジネス学科の実習模擬授業をリアルタイ
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いにより指
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たといえる．
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ために指導

程の紹介，設備紹介，学生・教員の対談（図6(a)），高
校生向け模擬授業（図７）からなり，リアルタイム配信

になってし

事前に授業

オンラインオープンキャンパスの内容は，学科教育課

で，高校生からの質問等も受けつつ進めた．なお，学科

図４
図４ 高校生による「オンライン授業をより良くする」提案
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認すること
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名古屋文理大学は，地域貢献や高大連携を進めている．
コロナ禍にあって多くの企画が中止となったが，高校の
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学科の学生である．

オンライン授業と対面授業の融合に向けて

(b)情報メディア学科模擬授業動画の例
図７ オープンキャンパス用模擬授業動画
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シンポジウムや研究会をオンラインで開催した．図８に
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以上，本章ではオンラインで実施した高校向けまたは

示すように，モバイル学会シンポジウムは，開催予定会
場は筑波大学であったが，全面オンライン実施となり，

高大連携事業を紹介したが，2020 年度は，多くの学会も

場は筑波大学であったが，全面オンライン実施となり，
名古屋文理大学の実習室から学生や教員らが発表した．

シンポジウムや研究会をオンラインで開催した．図８に
(b)情報メディア学科模擬授業動画の例
示すように，モバイル学会シンポジウムは，開催予定会
この他，たとえば，情報処理学会において全国大会と同
時開催で，
名古屋文理大学もスポンサー協賛している
「中
図７ オープンキャンパス用模擬授業動画
図７
オープンキャンパス用模擬授業動画
場は筑波大学であったが，全面オンライン実施となり，
時開催で，名古屋文理大学もスポンサー協賛している「中
高生情報学研究コンテスト」が2020年度は金沢工業大学
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を会場に開催予定であったが，これもオンライン開催と
以上，本章ではオンラインで実施した高校向けまたは
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この他，たとえば，情報処理学会において全国大会と同
を会場に開催予定であったが，これもオンライン開催と
なった．同学会では，全国大会の他に地方大会も行われ
高大連携事業を紹介したが，2020 年度は，多くの学会も
高大連携事業を紹介したが，2020
年度は，多くの学会も
時開催で，名古屋文理大学もスポンサー協賛している
「中
なった．同学会では，全国大会の他に地方大会も行われ
るが，
今年度，オンライン開催された関西支部大会では，
シンポジウムや研究会をオンラインで開催した．図８に
シンポジウムや研究会をオンラインで開催した．図８に
高生情報学研究コンテスト」
が 2020 年度は金沢工業大学
るが，
今年度，オンライン開催された関西支部大会では，
一般の研究者の発表と同じ枠に，高校生・中学生や小学
示すように，モバイル学会シンポジウムは，開催予定会
示すように，モバイル学会シンポジウムは，開催予定会
を会場に開催予定であったが，これもオンライン開催と
一般の研究者の発表と同じ枠に，高校生・中学生や小学
生からも研究発表がなされた．学会の研究発表会のオン
場は筑波大学であったが，全面オンライン実施となり，
場は筑波大学であったが，全面オンライン実施となり，
なった．同学会では，全国大会の他に地方大会も行われ
生からも研究発表がなされた．学会の研究発表会のオン
名古屋文理大学の実習室から学生や教員らが発表した．
ライン化によって，参加に移動や宿泊を伴わないため，
名古屋文理大学の実習室から学生や教員らが発表した．
るが，今年度，オンライン開催された関西支部大会では，
ライン化によって，参加に移動や宿泊を伴わないため，
この他，たとえば，情報処理学会において全国大会と同
高校生や小中学生でも参加がしやすくなっていると考え
この他，たとえば，情報処理学会において全国大会と同
一般の研究者の発表と同じ枠に，高校生・中学生や小学
高校生や小中学生でも参加がしやすくなっていると考え
時開催で，名古屋文理大学もスポンサー協賛している「中
られる．オンラインの学習環境の普及によって，高校生
時開催で，
名古屋文理大学もスポンサー協賛している「中
生からも研究発表がなされた．学会の研究発表会のオン
られる．オンラインの学習環境の普及によって，高校生
高生情報学研究コンテスト」が 2020 年度は金沢工業大学
や小中学生でも研究が可能で，大学生や社会人と同等に
高生情報学研究コンテスト」
が 2020 年度は金沢工業大学
ライン化によって，参加に移動や宿泊を伴わないため，
や小中学生でも研究が可能で，大学生や社会人と同等に
を会場に開催予定であったが，これもオンライン開催と
発表の機会も得られる時代になった．高校生でも大学生
を会場に開催予定であったが，これもオンライン開催と
高校生や小中学生でも参加がしやすくなっていると考え
発表の機会も得られる時代になった．高校生でも大学生
なった．同学会では，全国大会の他に地方大会も行われ
とともに学び研究し，大学生も刺激を受けたり高校生に
なった．同学会では，全国大会の他に地方大会も行われ
られる．オンラインの学習環境の普及によって，高校生
とともに学び研究し，大学生も刺激を受けたり高校生に
るが，今年度，オンライン開催された関西支部大会では，
教えるためにさらに自らの学びを深めるというように，
るが，
今年度，オンライン開催された関西支部大会では，
や小中学生でも研究が可能で，大学生や社会人と同等に
教えるためにさらに自らの学びを深めるというように，
一般の研究者の発表と同じ枠に，高校生・中学生や小学
オンライン環境によって，高大連携がいっそう進展する
一般の研究者の発表と同じ枠に，高校生・中学生や小学
発表の機会も得られる時代になった．高校生でも大学生
オンライン環境によって，高大連携がいっそう進展する
生からも研究発表がなされた．学会の研究発表会のオン
可能性がある．
生からも研究発表がなされた．学会の研究発表会のオン
とともに学び研究し，大学生も刺激を受けたり高校生に
可能性がある．
ライン化によって，参加に移動や宿泊を伴わないため，
ライン化によって，参加に移動や宿泊を伴わないため，
教えるためにさらに自らの学びを深めるというように，
高校生や小中学生でも参加がしやすくなっていると考え
高校生や小中学生でも参加がしやすくなっていると考え
オンライン環境によって，高大連携がいっそう進展する
られる．オンラインの学習環境の普及によって，高校生
られる．オンラインの学習環境の普及によって，高校生
可能性がある．
や小中学生でも研究が可能で，大学生や社会人と同等に
や小中学生でも研究が可能で，大学生や社会人と同等に
発表の機会も得られる時代になった．高校生でも大学生
発表の機会も得られる時代になった．高校生でも大学生
とともに学び研究し，大学生も刺激を受けたり高校生に
とともに学び研究し，大学生も刺激を受けたり高校生に
教えるためにさらに自らの学びを深めるというように，
教えるためにさらに自らの学びを深めるというように，
オンライン環境によって，高大連携がいっそう進展する
オンライン環境によって，高大連携がいっそう進展する
可能性がある．
可能性がある．
名古屋文理大学の実習室から学生や教員らが発表した．
この他，たとえば，情報処理学会において全国大会と同
(b)情報メディア学科模擬授業動画の例

(a) 情報メディア学科のオンラインオープンキャンパス
(a)情報メディア学科のオンラインオープンキャンパス
(a)情報メディア学科のオンラインオープンキャンパス

(b)フードビジネス模擬授業を情報メディア学生が配信
図６ 名古屋文理大学オンラインオープンキャンパス
(b)フードビジネス模擬授業を情報メディア学生が配信
オンラインオープンキャンパスの内容は，学科教育課
図６
名古屋文理大学オンラインオープンキャンパス
程の紹介，設備紹介，学生・教員の対談（図
6(a)），高
校生向け模擬授業（図７）からなり，リアルタイム配信で，
オンラインオープンキャンパスの内容は，学科教育課
高校生からの質問等も受けつつ進めた．なお，学科教育
程の紹介，設備紹介，学生・教員の対談（図 6(a)），高
課程の紹介，設備紹介，そして高校生向け模擬授業は事
校生向け模擬授業（図７）からなり，リアルタイム配信で，
前に収録した動画を利用した．
(b)フードビジネス模擬授業を情報メディア学生が配信
(b)フードビジネス模擬授業を情報メディア学生が配信
高校生からの質問等も受けつつ進めた．なお，学科教育
(b)
フードビジネス模擬授業を情報メディア学生が配信
図６ 名古屋文理大学オンラインオープンキャンパス
図６
名古屋文理大学オンラインオープンキャンパス
図６
名古屋文理大学オンラインオープンキャンパス
課程の紹介，設備紹介，そして高校生向け模擬授業は事
前に収録した動画を利用した．
オンラインオープンキャンパスの内容は，学科教育課
オンラインオープンキャンパスの内容は，学科教育課
程の紹介，設備紹介，学生・教員の対談（図 6(a)），高
程の紹介，設備紹介，学生・教員の対談（図 6(a)），高
校生向け模擬授業（図７）からなり，リアルタイム配信で，
校生向け模擬授業（図７）からなり，リアルタイム配信で，
高校生からの質問等も受けつつ進めた．なお，学科教育
高校生からの質問等も受けつつ進めた．なお，学科教育
課程の紹介，設備紹介，そして高校生向け模擬授業は事
課程の紹介，設備紹介，そして高校生向け模擬授業は事
前に収録した動画を利用した．
前に収録した動画を利用した．
(a)フードビジネス学科模擬授業動画の例

(a) フードビジネス学科模擬授業動画の例
(a)フードビジネス学科模擬授業動画の例

メディア

ャンパス

図８

5

学生のオンライン学会発表（モバイル学会シンポ
ジウム「モバイル20」）11）

5 5. オンライン授業と対面授業に対する大学生の評価
(a)フードビジネス学科模擬授業動画の例
(a)フードビジネス学科模擬授業動画の例

15回の授業で，遠隔授業（オンライン授業）を初回か
ら７週，次いで対面授業を８週行なった．前述の「情報
メディア論」
（図１）の受講生を対象に，オンライン授
業のみが続いていた５週目の授業（オンデマンド型オン

(b) 情報メディア学科模擬授業動画の例
(b)情報メディア学科模擬授業動画の例
図７

5
5

オープンキャンパス用模擬授業動画

図７ オープンキャンパス用模擬授業動画

ライン授業）で，図９に結果を示すようなアンケートを
実施した．オンライン授業の「授業動画は，自分のペー

－ 41 －

以上，本章ではオンラインで実施した高校向けまたは

高大連携事業を紹介したが，2020 年度は，多くの学会も
シンポジウムや研究会をオンラインで開催した．図８に

5. オンライン授業と対面授業に対する大学生の評価
5. オンライン授業と対面授業に対する大学生の評価
15 回の授業で，遠隔授業（オンライン授業）を初回か

し，iPad
を利用した制作や屋外でのアクティブラーニン
グなど，興味を喚起しながら情報メディアの基礎を学ぶ
グなど，興味を喚起しながら情報メディアの基礎を学ぶ
授業とした．アンケート結果は，この授業の受講者に関

15 回の授業で，遠隔授業（オンライン授業）を初回か
ら７週，
次いで対面授業を８週行なった．前述の「情報メ
ら７週，
次いで対面授業を８週行なった．
前述の「情報メ
ディア論」
（図１）の受講生を対象に，オンライン授業の

授業とした．アンケート結果は，この授業の受講者に関
しては，「オンライン授業が良い」が 43.9％，「対面授
しては，「オンライン授業が良い」が
43.9％，「対面授
業が良い」が 22.8％，「どちらとも言えない（同じくら

ディア論」
（図１）の受講生を対象に，オンライン授業の
みが続いていた５週目の授業（オンデマンド型オンライ
みが続いていた５週目の授業（オンデマンド型オンライ
スで視聴できて良い」
（図９上段）
，
（入学以来いちども
ン授業）で，図９に結果を示すようなアンケートを実施

業が良い」が
22.8％，「どちらとも言えない（同じくら
い）」が 33.3％（図
10）と，オンライン授業の方を支持
い）」が
33.3％（図 10）と，オンライン授業の方を支持
生が多かった．
する学生が多かった．

ン授業）で，図９に結果を示すようなアンケートを実施
した．
オンライン授業の
「授業動画は，自分のペースで視
行なっていない）
「対面授業の方が，その場で質問でき
した．
オンライン授業の
「授業動画は，
自分のペースで視
聴できて良い」
（図９上段）
，（入学以来いちども行なっ
て良い」
（図９下段）の設問に，それぞれ，０（そう思

する学生が多かった．

聴できて良い」
（図９上段）
，（入学以来いちども行なっ
ていない）
「対面授業の方が，
その場で質問できて良い」
わない）から５
（そう思う）までの６段階で答えてもらっ
ていない）
「対面授業の方が，
その場で質問できて良い」
（図９下段）
の設問に，それぞれ，
０（そう思わない）か
た．
（図９下段）
の設問に，それぞれ，０（そう思わない）か
ら５（そう思う）までの６段階で答えてもらった．
ら５（そう思う）までの６段階で答えてもらった．

図１０ オンライン授業か対面授業か（最終回アンケート）
図10 オンライン授業か対面授業か
図１０ オンライン授業か対面授業か（最終回アンケート）
（最終回アンケート）
同じ受講生を対象とするアンケートであるが，図９の
同じ受講生を対象とするアンケートであるが，図９の
アンケートと同時にとった自由記述では，「質問しなく

アンケートと同時にとった自由記述では，「質問しなく
ても問題ないような丁寧な説明で，動画形式で止めたり
同じ受講生を対象とするアンケートであるが，図９の
ても問題ないような丁寧な説明で，動画形式で止めたり
戻ったりできるので，無理なく授業についていけました」
アンケートと同時にとった自由記述では，
「質問しなく
戻ったりできるので，
など，オンラインでも無理なく授業についていけました」
iPad をつかった実習ができて満足
ても問題ないような丁寧な説明で，動画形式で止めたり
など，
オンラインでも
iPad
をつかった実習ができて満足
している主旨の回答が多数を占めた反面，「オンライン
戻ったりできるので，
無理なく授業についていけました」
している主旨の回答が多数を占めた反面，「オンライン
授業はやりやすいですが，やっぱり対面で授業がしたい
など，オンラインでも
iPad をつかった実習ができて満
授業はやりやすいですが，やっぱり対面で授業がしたい
し，授業での協力を通して友達を作りたいです」のよう
足している主旨の回答が多数を占めた反面，
「オンライ
し，授業での協力を通して友達を作りたいです」のよう
に，対面授業（登校することによる授業以外の時間の直
ン授業はやりやすいですが，やっぱり対面で授業がした
に，対面授業（登校することによる授業以外の時間の直
接交流の機会も含むと考えられる）を望む声も聞かれた．
いし，授業での協力を通して友達を作りたいです」のよ
接交流の機会も含むと考えられる）
を望む声も聞かれた．
図 10 のアンケートと同時に自由記述形式で遠隔授業
（オ
うに，対面授業（登校することによる授業以外の時間の
図
10 のアンケートと同時に自由記述形式で遠隔授業
（オ
ンライン授業）
について尋ねたところ，
「遠隔授業は自分
直接交流の機会も含むと考えられる）を望む声も聞かれ

図９ オンライン授業／対面授業のメリット
図９ オンライン授業／対面授業のメリット（アンケート結果）
（中間アンケート）
図９ オンライン授業／対面授業のメリット（アンケート結果）

ンライン授業）
について尋ねたところ，
「遠隔授業は自分
のペースで進めることができたのでよかった」（同主旨
た．図10のアンケートと同時に自由記述形式で遠隔授業
のペースで進めることができたのでよかった」（同主旨
の回答多数），
「遠隔授業の方が移動などに時間がかから
（オンライン授業）について尋ねたところ，
「遠隔授業は

アンケート結果（図９）から，受講生がオンデマンド型
アンケート結果（図９）から，受講生がオンデマンド型
のオンライン授業のメリットである「自分のペースで学
アンケート結果（図９）から，受講生がオンデマンド

の回答多数）
，
「遠隔授業の方が移動などに時間がかから
ないのでやりやすかったです」
，
「遠隔授業にとても満足
自分のペースで進めることができたのでよかった」
（同
ないのでやりやすかったです」
，
「遠隔授業にとても満足
している」
，
「とてもわかりやすく遠隔でもやりやすかっ
主旨の回答多数）
，「遠隔授業の方が移動などに時間がか

のオンライン授業のメリットである「自分のペースで学
習できる」
点を高く評価（94.1％が肯定的回答）したこと
型のオンライン授業のメリットである「自分のペースで
習できる」
点を高く評価（94.1％が肯定的回答）したこと
が分かる．遠隔でない対面授業ならではの「その場で質
学習できる」点を高く評価（94.1％が肯定的回答）した
が分かる．遠隔でない対面授業ならではの「その場で質
問できる」
点も肯定的評価（67.1％）ではあるが，評価ポ
ことが分かる．遠隔でない対面授業ならではの「その場
問できる」
点も肯定的評価（67.1％）ではあるが，評価ポ
イントの平均値を比較すると（それぞれメリットが異な
で質問できる」点も肯定的評価（67.1％）ではあるが，
イントの平均値を比較すると（それぞれメリットが異な
るので単純比較はできないが），これらのメリットにつ
評価ポイントの平均値を比較すると（それぞれメリット
るので単純比較はできないが），これらのメリットにつ
いては，オンライン授業の方が有意（p<0.00001）に評価
が異なるので単純比較はできないが）
，これらのメリッ
いては，オンライン授業の方が有意（p<0.00001）に評価
が高かった．
トについては，オンライン授業の方が有意（p<0.00001）
が高かった．
図 10 は，同じ授業の最終回（オンライン授業７週の後
に評価が高かった．
図
10 は，同じ授業の最終回（オンライン授業７週の後
の対面授業８週目）にとったアンケートの結果で，オン
図10は，同じ授業の最終回（オンライン授業７週の後
の対面授業８週目）にとったアンケートの結果で，オン
の対面授業８週目）にとったアンケートの結果で，オン
ラインと対面のどちらが良いかを問うたものである．対
面授業期間も WebClass での出席管理や課題提出は継続

している」
，
「とてもわかりやすく遠隔でもやりやすかっ
たです」，
「これからも対面と遠隔を使いわけていくとい
からないのでやりやすかったです」
，
「遠隔授業にとても
たです」
，
「これからも対面と遠隔を使いわけていくとい
いと思う」など，概ねオンライン授業に肯定的な意見が
満足している」
，「とてもわかりやすく遠隔でもやりやす
いと思う」など，概ねオンライン授業に肯定的な意見が
聞かれ，今後もオンライン授業と対面授業の併用を望む
かったです」
，「これからも対面と遠隔を使いわけていく
聞かれ，今後もオンライン授業と対面授業の併用を望む
声もあった．
といいと思う」など，概ねオンライン授業に肯定的な意
声もあった．
なお，名古屋文理大学では，本報告とは別に，遠隔授業
見が聞かれ，今後もオンライン授業と対面授業の併用を
なお，名古屋文理大学では，本報告とは別に，遠隔授業
実施後に大規模な学生アンケートが実施され学科ごとに
望む声もあった．
実施後に大規模な学生アンケートが実施され学科ごとに
集計されているが，情報メディア学科では，遠隔授業に
なお，名古屋文理大学では，本報告とは別に，遠隔授
集計されているが，情報メディア学科では，遠隔授業に
対する学生評価は概ね高い評価であった．
業実施後に大規模な学生アンケートが実施され学科ごと
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的な回答をし，肯定的な意見は２年生以上ではさらに高
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としている．この報告では，遠隔授業に対する否定

コロナウイルス感染者数の増加（感染拡大第２波）が見
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れ，情報メディア学科の夏季休業期間の集中講義は，再

かった』としている．この報告では，遠隔授業に対する
った』としている．この報告では，遠隔授業に対する否定
的意見や障壁についても検討した上で，『今後の大学教

られ，情報メディア学科の夏季休業期間の集中講義は，
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着き，感染防止対策の下で対面授業が実施される中，学
生が大人数集合するのを避けるため，例年は大教室に一
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索し，それを支える体制も強化すべき』と提唱している12)．
オンライン授業と対面授業の融合は，①科目によって

堂に集めて行っていた次年度の演習募集ガイダンスは，

オンラインを主とする科目と，対面を主とする授業を設

すべてオンライン動画配信に切り替えて実施した（図

定して開講する．②ひとつの科目の中でオンライン実施

12）．学生は，ガイダンス動画をいつでもどこでも何度

回と対面実施回を組み合わせる．③ひとつの授業を対面

でも閲覧できるメリットがあったと考えられる．

実施とオンライン中継（リアルタイム）のどちらでも受
－ 43 －

講できるようにする．④ひとつの授業を対面実施と授業
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