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本稿は、2021年8月31日にオンラインで行なわれた駒澤大学グローバル・メディア・スタディー
ズ（GMS）学部専任教員による座談会の記録を補筆、再構成したものである。この座談会は、当
学部が2021年度に設立15周年を迎えることから、この15年間をふりかえりつつ、現在直面してい
る新型コロナウィルス感染症（Covid-19）のパンデミック下において、オンライン授業の全面展開
など新たな工夫をどのように行なっているかを共有するために行なわれたものである。参加者は
五十音順（敬称略）に、青柳、アシュウェル、阿部、石川、梅田、ウルフ、絹川、高、芝崎、杉森、
西岡、朴、服部、平井、星野、本田、山口、吉田、リンスキーの19名である。

1　15年間の振り返り

服部：この座談会は、学部のFD研修会兼学部創設15周年イベントとして開催します。まず、こ
の15周年ということで、学部ができて以来の15年間をふりかえった上で、Covid-19の感染拡大に対
してどのように対応したか、そこから何を学べるかという話をしていきたいと思います。

1.1 GMS学部の15年

山口：山口です。当学部の開設の経緯やその後の経緯については、10周年のときに一度まとめら
れています（各務 2016）ので、それをもとに、学部開設の2006年度からの15年間を、社会の動き
やメディアの変化などと併せてふりかえってみたいと思います。

当学部の設置方針は、2004年に策定された「駒澤大学21世紀プラン」から出たものです。その
中で短期大学部を廃止して新学部を作ることになったわけですが、検討の際、次の3つの特徴を持
つことが求められました。

①既存の駒澤大学の学部学科とは重複しない特徴をもつこと
②卒業後の進路（就職活動）に困らない学生を育成すること
③国際感覚に優れた学生を輩出すること

これをもとに検討を行った結果、最終的に2案が残りました。「英語コミュニケーション学部」と
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「グローバル・メディア・スタディーズ学部」です。そのうち後者が採用されたのは、社会との繋
がりを重視するという観点から、今後メディアが重要になっていくという方向性を評価したもので
あろうと思われます。

当初の設立の趣旨を抜粋しますと、以下のようなくだりがあります。

我が国の大学・大学院教育は大きな変革の時を迎えている。少子化問題で大学経営の危機が叫ばれる

一方で、日本の独自性を備え海外で活躍する人材の不足が深刻化している。経済・社会のグローバル化

が加速度的に伸展するなかで、高度化、複雑化する諸問題の解決に取り組むための人材は特に不足して

いる。……

政府は我が国の新産業創造戦略の骨格において、戦略7分野を取り上げた。① 世界との競争をどう勝

ち抜くか、② 少子高齢化、環境問題など、社会の要請にどう応えるか、③ 過疎化など、地域の低迷をど

う脱するかという視点からの検討結果である。中でも、厳しい国際競争を生き抜く先端的な新産業分野

として、燃料電池、情報家電、ロボット、コンテンツの4分野があげられた……

グローバル・メディア・スタディーズ学部は、世界的に評価される魅力的な情報の中身を、言語と情報

技術を駆使して自由に創造し、世界のメディアを通して、グローバルに発信できる人材輩出をめざす。

グローバルに活躍するためのツールとして必須である語学力、コミュニケーション能力、クリティカル・

シンキング力、プレゼンテーション力、ディベート力等を培うための独自プログラムを備え、卒業後に

は世界で通用する人材を育成する。

「グローバル」「情報技術」という、当学部の2つの方向性がこの中にあらわれています。これを
受け、学部のコンセプトは次のようなものとなりました。

①『学際学部であること』
②『グローバル人材を育成すること』
③『メディアを軸とすること』

さらに2016年、10周年に際して、「Be Different, Be Global」というキャッチフレーズを採択して
います。

2006年度に開設された後、2010年度には外部との連携をさらにすすめ研究活動を活発にしてい
くという目的で、GMSラボラトリを開設しました。さらにその後、大学院設置の機運が高まり、
2013年度には修士課程、2015年度には博士課程が開設され、2021年度の現在に至ります。

1.2 社会の変化

どの時代でも「現代は激動の時代」などといいますが、この15年もまた「激動の時代」でした。
中でも、情報技術、メディアの技術の発達と普及に駆動された大きな変化が注目されます（表1）。
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表 1 ：社会・メディアの変化とGMS学部

GMS学部 社会 メディア
2004 駒澤大学21世紀プラン Facebookサービス開始
2005 YouTubeサービス開始
2006 GMS学部開設 MeToo運動始まる ソフトバンク、携帯電話事業参

入
2007 twitterサービス開始／ iPhone発売
2008 リーマンショック
2009 新型インフルエンザ パンデミ

ック宣言
2010 GMSラボラトリ設置 アラブの春、中国GDP世界第

2位に
2011 東日本大震災・福島原発事故 地上アナログテレビジョン放送

終了／ LINEサービス開始
2013 大学院GM研究科（修士）

開設
BlackLivesMatter運動始まる

2014 IS、イスラム国家の樹立を宣
言
香港雨傘運動

2015 大学院GM研究科（博士）
開設

シャルリー・エブド襲撃事件

2016 学部設立10周年 Brexit英国民投票
米トランプ政権誕生

"post truth"、Cambridge Analytica
事件

2018 フランス黄色いベスト運動
MeToo関連でハーヴェイ・ワ
インスティーン逮捕

EU GDPR導入／漫画村閉鎖

2019 「令和」へ改元 ネット広告費がテレビ広告費を
上回る
リクナビ内定辞退率予測販売事
件

2020 COVID-19 パンデミック宣言
香港国家安全維持法成立
全米でBLM運動と暴動が多数
発生

5Gサービス開始

2021 学部設立15周年 TOKYO2020開催

当学部が創設された2年後の2008年にはリーマンショックがありました。2010年ぐらいにアラブ
の春が始まり、中東から北アフリカにかけての地域のいくつかの国で大きな政治的社会的変化があ
って、その後2014年ごろにはいわゆるISが台頭してきます。一方で、中国がGDP世界第2位の経済
大国になる、英国がEUから離脱、難民を数多く受け入れた欧州で社会問題が発生するなど、この
15年で世界情勢は大きく変化しています。

この間、日本は経済成長のきっかけをつかみきれずにいました。2011年には東日本大震災と福島
第一原発事故が発生しています。そのあと政権が変わって経済政策が転換され、東京オリンピック
も開催されましたが、諸外国の成長から取り残された状況が続いています。

注目すべきは、こうした社会の動きの中に、メディアの影響を強く受けているものがいくつも
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みられることです。アラブの春、香港の民主化運動、フランスの黄色いベスト運動、MeToo運動や
BLMなど、モバイル端末やソーシャルメディアを駆使して人々が情報を共有していったことから、
大きな社会変化を引き起こしていきました。

一方、フランスの週刊新聞「シャルリー・エブド」が掲載漫画を理由にテロリストの襲撃を受け
たほか、テロ組織「IS」がソーシャルメディアを通じて構成員を欧米などからも集めたこと、米大
統領選挙や英EU離脱国民投票などでのフェイクニュースの蔓延、Qアノン支持者などによる米国
連邦議会議事堂襲撃事件など、ソーシャルメディアの力が悪い方に用いられたケースも少なからず
みられました。2020年にはCovid-19のパンデミックが起きたわけですが、やはりソーシャルメディ
アにおいて、デマや反ワクチン、ノーマスクの呼びかけなどが行われています。

この15年で、メディア環境も激変しました。2004年、2005年にはFacebookとYouTubeがサービス
開始、当学部開設の2006年にはソフトバンクがボーダフォンの事業を買い取って携帯電話事業に進
出しました。翌2007年にはツイッターがサービス開始、iPhone発売もこの年です。このとき初めて
そのスマートフォンと今呼ばれてるジャンルの商品が世の中に登場し、ソーシャルメディアもスマ
ートフォンで使われるものとなっていきました。

情報技術の活用も進んでおり、マイクロターゲティング技術を用いたマーケティング活動が普及
しました。そうした技術は同時に、有権者に対するプロパガンダに利用されたケンブリッジアナリ
ティカの事件にもつながっています。就活サービスのリクナビが登録者の情報を解析して内定辞退
率を予測、同意なしに企業に販売していた事件もこうした流れの中にありますが、一方で個人情報
の保護へ向けた動きもあり、EUでは2018年に一般データ保護規則（GDPR）が導入されています。

社会におけるメディアの役割は増大し続けており、世界の動きや社会のあり方をメディアの動き
を通して捉えていくという当学部のコンセプトは基本的にまちがってはいなかったのだろうと思い
ます。おかげさまで、これまでのところ、卒業生たちは情報通信だけではない、いろいろな業種に
就職しています。

1.3 Change Agentとしてのパンデミック

世界の多くの大学、学部と同様、当学部も2020年に発生した新型コロナウィルス感染症（Covid-19）
のパンデミック発生により、大きな影響を受けました。最も大きな変化は、この2年ほどの間に、
オンライン授業の導入が一気に進んだことです。もちろん大学における授業にもさまざまな形態が
あり、対応が比較的容易なものもそうでないものもありますが、各教員がそれぞれの担当科目にお
いて、さまざまな工夫を行ない、多くを乗り越えてきました。

歴史を振り返ってみますと、パンデミックはしばしば大きな歴史の転換点になってきました。14

世紀にヨーロッパの人口の1/3が亡くなったといわれるペスト（いわゆる「黒死病」）は、その後の
農奴解放や宗教改革を促進したともいわれます（中村 1977、石坂 2014）。16世紀の天然痘はイン
カ帝国の滅亡につながり、20世紀初頭のインフルエンザ（いわゆる「スペイン風邪」）は第一次世
界大戦の終結を早め、また第二次世界大戦の遠因ともなりました（McNeill 1976、石 2020、Barro

他2020）。
これらのパンデミックはいわば「change agent」として機能したということですが、おそらく

Covid-19もそうなるでしょう。学校におけるオンライン授業や職場でのテレワークの普及は、単に
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それ自体だけの変化にとどまらず、物理的場所や直接的な接触にとらわれない社会のあり方を模索
する動きにつながっていくものと思われます。

2　当学部におけるコロナ下での実践

Covid-19の感染者が日本国内で初めて確認されたのは2020年1月16日でした。最初に中国で確認
されたこともあり、同1月21日、文部科学省から各大学に対し、中国への渡航や中国からの入国な
どに対する注意喚起がなされましたが、みるみるうちに感染者数が増え、2020年4月7日には駒澤
大学が立地する東京都において、最初の緊急事態宣言が発令されました。感染の中心となったのは
人口も多い大都市、中でも東京都であり、都内では2022年1月23日までに3回の緊急事態宣言が発
令され、累計で463,147人が陽性と判明し、3,184人が死亡しています1 （表2）。

2.1 本学のコロナ対応

感染拡大を受け、本学では2020年度前期授業は開始を約1 ヶ月遅らせ、その間にオンライン授業
の準備を進めました。感染状況の推移をみながら臨機応変に対応していく方針をとり、後期からは
履修者の少ない一部科目から対面授業を再開、2021年度は原則対面授業とし、一部大人数科目でオ
ンライン授業としたほか、オンラインで出席したい学生の意向を可能な限り考慮する方針となりま
した。

2021年夏にはデルタ株が感染のピークを迎え、秋以降はオミクロン株の感染が拡大したことも
あり、駒澤大学ではさまざまな感染予防の取り組みを行ないましたが、2022年1月22日時点で教職
員合計455人の陽性者が確認されています。しかし多くは授業のない期間であり、学内でのクラス
ター発生などは起きていません。

当学部は以前より、全学生がPCを活用する前提でカリキュラムが構成され、LMSなどインター
ネットを活用した授業展開を行なっていたため、オンライン授業の実施自体にはさほど大きな支障
はありませんでした。しかしそれでも、効果的なオンライン授業の方法や、ネットワークへの負荷
を減らす配信方法など、各教員がさまざまな試行錯誤を行いました。今回の座談会は、そうした情
報の共有を行なうことも大きな目的の1つです。

1  東京都 新型コロナウィルス感染症対策サイト
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/
2022年1月23日閲覧
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表 2 ：Covid-19対応の推移

年月日 国及び東京都の対応等 駒澤大学の対応
2020年1月 1/16 感染者が日本国内で初めて確認

1/21 文科省より大学へ注意喚起 入試対応につき検討
2020年2月 WHO、正式名称を「COVID-19」と命名

全国の小中高、特別支援学校に3月2日から
春休みまで臨時休校を要請

学生・教職員に中国渡航中止や日本への早期
帰国を要請

2020年3月 WHO、Covid-19の流行を「パンデミック」
と宣言

2020年4月 緊急事態宣言 2020/4/7 ～ 5/25 4/15 （お知らせ）令和2年度前期授業について
原則オンライン授業の方針決定

2020年5月 2020年度前期授業開始
5/1 学長メッセージ「新型コロナウイルス感染
症防止に係る学生支援について」
学生1名あたり5万円の緊急修学支援金支給を
決定

2020年6月 6/8 学長メッセージ「新型コロナウイルス感染
症対応におけるオンライン授業の現状と展望」

2020年8月 8/6 学長メッセージ「新型コロナウイルス感染
症蔓延下における大学教育の模索と進路」

2020年9月 9/16 学長メッセージ「後期授業withコロナへ
の激励と支援について」
原則オンライン、一部少人数科目につき対面
授業を併用

2021年1月 緊急事態宣言 2021/1/8 ～ 3/21
2021年2月 医療従事者対象のワクチン優先接種開始
2021年3月 3/16 学長メッセージ「令和3年度の授業につい

て」
200名未満科目は原則対面授業

2021年4月 4/12 65歳以上対象の一般接種開始
まん延防止等重点措置 2021/4/12 ～ 4/24
緊急事態宣言 2021/4/25 ～ 6/20

4/15 学長メッセージ「東京都「まん延防止等
重点措置」に係る駒澤大学の対応について」
対面授業でも半分以下をオンライン授業とす
ることを可能に
4/24 緊急事態宣言発令に伴う本学の対応につ
いて ～学生の皆さまへ～」
緊急事態宣言中はオンライン授業継続可能に

2021年5月 5/8 学長メッセージ「緊急事態宣言延長に伴う
本学の対応について ～学生の皆さまへ～」
5/31 学長メッセージ「6月1日以降の授業につ
いて」
6月以降段階的に対面授業再開を決定

2021年6月 まん延防止等重点措置 2021/6/21 ～ 7/11
2021年7月 緊急事態宣言 2021/7/12 ～ 9/30 7/9 学長メッセージ「7月12日以降の授業等に

ついて」
後期も授業方針を継続

2021年8月 8/20 学長メッセージ「自己防衛・自己管理の
徹底を」

「緊急事態宣言」および「まん延防止等重点措
置」が東京都に適用されている期間について
オンラインでの授業も認める

2021年9月 本学におけるワクチン職域接種開始
2021年10月 本学におけるワクチン職域接種終了
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2.2 各分野での取り組み

服部：2020年度は前期授業開始を約1か月間遅らせ、5月8日からオンライン授業で開始となりまし
た。それから後期に入ってハイブリッド授業（対面授業とオンライン授業を組み合わせた授業スタ
イル）などいろいろなやり方が出てきて、今年度につながっています。そういった中で、学部の情
報分野、英語分野、メディア分野（情報分野、英語分野以外）の各分野の教員がそれぞれの担当科
目において、あるいはゼミや新入生セミナーなどいろいろなタイプの科目において、どういう形で
授業を行ったのかについて情報共有したいと思います。

①情報分野
石川：情報分野です。私は去年から今年にかけて試行錯誤しつつ、学生のアンケートも参考にして、
ほぼ全部Google Meetを使ってオンライン授業で行いました。学生アンケートをみる限り、やり方
について特に不満はなかったようです。

IT分野には実習系の科目があります。たとえば「コンピュータワークショップ」ではプログラミ
ングの授業があります。私はJavaを教えていますが、Google Meetで完全オンラインで授業をやっ
てみたら何とかできたというのが実感です。資料を全てPDF形式でネットにアップしたうえで、半
分講義、半分実習という形式で行いました。講義の部分についてはPowerpointを使うことでそれほ
ど難しくなくできましたが、実習系はやはり難しかったです。とはいえ単位の取得率は悪くなかっ
たので、うまくいったのかなと思っています。

Javaは最初にインストールしなければならず、ここをクリアしないと先に進めません。Macと
Windowsでちがうというのも問題で、Javaのインストールについてはかなり細かい資料をつくりま
した。また、作ったプログラムを実行するとどうなるかを画面上で見せなければいけないわけです
が、それは自分のPC全画面を共有して、そこで実際にこのプログラムを動かすとどうなるかを見
せました。

学生も、わからないことがあるときは学生側から画面を共有してきて「こうやったらこうなるん
ですがどうしたらいいでしょう」というかたちで質問するなど、うまく対応してくれました。

②メディア分野
星野：メディア分野です。メディア分野は人によりさまざまなのですが、たとえば自分が担当して
いる選択必修の「マクロ経済分析基礎」では、対面授業をそのままオンデマンド動画にして配信し
ました。2020年4月に急にコロナ対応が必要になったわけですが、世間では「オンライン授業ばか
りでは大学で学ぶ価値がない」とか「オンライン授業なら授業料を下げろ」などという意見が出て
いたこともあり、それまでの対面授業からレベルを下げたくなかったのです。それで対面授業と基
本的には同じことをやりました。

コロナ以前の対面授業のときから、毎回演習問題を出して復習させるといったことはやっていま
したので、それをそのままオンラインでも引き継ぎました。おかげで過去の蓄積がそのまま活かせ
ました。対面授業では、学生との双方向のやりとりにクリッカーなどを使ったアンケートを行ない、
その場で回答を共有したりしていたのですが、オンデマンド動画だとそれができません。そこで1
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回前の授業で、次の授業の導入部で使えそうな質問をアンケートとして出し、正解かどうかにかか
わらず得点を与えます。次の回でその結果を示しながら本題につなげていくというやり方をとりま
した。テレビの料理番組で、時間節約のため事前に下準備しておいた材料を使ったりしますが、あ
れと似ています。工夫次第で対面授業と同じことができるということです。

授業では、スライドに板書するスタイルをとりました。対面授業でもPowerpointのスライドに手
書きしていき、学生はそれを聞きながらあらかじめ配っておいたレジュメの穴埋めをしていくとい
うスタイルでやっていたのですが、それをオンデマンド動画でも同じようにやったわけです。もち
ろん使う機材は変えましたが、対面からオンラインになっても、私としてはやったことに差異はあ
りませんでした。

学生アンケートでは、動画であったとしても、ただ聞いてるだけでは集中力がもたないという意
見がありました。一方、スライドに板書するスタイルだと、学生も聞きながらいっしょに手を動か
していくので、90分の動画でも飽きないようです。もともと対面授業での工夫があったので、それ
をオンラインにもっていくことができたということです。

服部：オンデマンドにしたのは何か理由がありますか。

星野：ライブ配信ではその時間に出てくることが実際には難しいのではないかと思いました。なら
ば事前に動画を作っておこうということです。1限科目なら9時から私がしゃべるわけですが、それ
も前もって作っておいて前日にアップしておけば、やる気がある学生は前日から受けられます。「新
入生セミナー」など、グループワークを行なう科目やゼミなどではライブ配信でやるわけですが、
普通の授業であればオンデマンド動画の方がいいと思います。

もう1つの理由は、その方が動画の質もいいということです。教場に行ってしゃべりながら配信
するやり方ですと、途中で休憩を入れないと動画が分割しにくいという欠点があります。学生アン
ケートでも、動画が小分けされているのがよかったという意見がけっこうありました。教員からす
れば、録画されているのだから再生を一時停止すればいいじゃないかと思うわけですが、学生側は
そうは思わないようで、授業1回90分が1本の動画になっていると疲れてしまう。それが4分割され
ていると休憩できてよかったという意見でした。

対面授業が再開された後は教場に行ってしゃべるわけですが、それでも途中で動画を区切るよう
にしました。録画に失敗することもありうるので、そうしたリスクを考えれば、やはり小分けにし
た方がリスク分散になるかと思います。

③英語分野
ウルフ：英語分野です。英語分野では同じ科目を多くの非常勤教員が担当しますので、アシュウェ
ル先生が学生のためのガイドラインを作りました。たとえば、質問したいときはどうすればいいの
か、ブラウザはChrome推奨とか、静かな環境で受けてくださいとか、常識的なことですが、オン
ライン授業を受けるうえでのルールを統一したわけです。

非常勤教員はコンピュータのスキルがさまざまで、授業支援システム（Moodle）やGoogle Meet

の使い方について資料を作りました。Google Meetは当初、Zoomのようなブレイクアウト ルーム
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の機能がなかったので、グループワーク用の会議室をすべて個別に作っておいて、グループワーク
のときにはグループごとにどの会議室に入ればいいかを指示するなど、細かく説明しました。後に
Google Meetにもブレイクアウト セッションの機能が入ったので少し楽になりましたが。

服部：英語科目でのペアワークやグループワークはスムーズにできましたか。

ウルフ：学生からは、グループワークで他のメンバーが話さない場合が困るとの相談を受けました。
グループの中で一番英語ができる学生ばかりが話すことになってしまいます。対策として、英語で
のディスカッションの際の、使える表現のリストを作りました。たとえば、発言の意味を確認した
いときはどう言えばいいのか、もっとゆっくり話してほしいときには何と言えばいいのかといった
表現のリストです。また、グループワーク終了後にグループの代表に報告してもらうようにすると、
もっとスムーズになりますね。

服部：英語の授業は、ハイブリッド授業ではやらなかったのですか。

ウルフ：全部ライブ配信で90分、時間通りにやっていました。

2.3 実習系科目での取り組み

服部：もう少し深掘りしていきたいと思います。まず実習系科目についてですが、梅田先生、R（統
計ソフト）を使って授業をされてるかと思いますが。

梅田：基本的にはオンデマンド形式で行いました。いいところも悪いところもあって、学生からは、
今までは授業でこちらがしゃべったことを一度しか聞くことができなかったけれども、オンデマン
ド形式であればわからないところを何度も見ることができ、逆にわかってしまったところは飛ばす
ことができる、そういった点でよかったというようなことを言われました。

また実習系ですと、たとえば、実際にどういうふうに動かしていくのかが見えにくいところはあ
ります。ExcelでもRでも、実際にコードを打ったり動かしたりしているところを動画で撮る、特に
Excelですと画像を動画で取れますので、それを動画にしたものを、オンデマンドの授業のところ
に貼り付けました。話した内容や、既に書かれたコードなどの終わった作業を見せるだけではなく、
どのように動かしていくのかがわかるように動画で見せるところ、かなり好評でした。

質問については、ふだんあまりメールを使っていない学生がいますが、LINEアカウントを用意
してそちらでも質問を受け付けるようにしたところ、課題などに関してはそこでやりとりするとい
うこともありました。

ただ授業をやってみて思うのは、授業の内容自体はコロナ前と同じでしたが、どうしても細かい
ところ、痒いところに手が届いていないのか、できる学生は非常によくできるのですが、かなり苦
戦している学生も例年よりやや多いという印象があったことです。「R」などは最初のとっつきに
くいところで隣にいて操作を手伝うとかそういったことができなかったので、そのあたりは課題が
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残ったという感想です。
服部：やはりオンデマンド形式は実習系ですと見返せるというのが大きいかもしれませんね。同じ
実習でも1年生を中心とした「情報リテラシー」は私も、吉田先生も担当されてると思うんですけど、
吉田先生、けっこう難しかったところもあるのではと思いますが、1年生にいきなりオンライン授
業を受けさせるという点でいかがでしたか。
吉田：以前、1年生は対面授業にすべきだと教授会で申し上げたと思いますが、その後どうなった
かをご報告しますと、まず、初回は対面授業にしました。1年生については最初は対面授業が必要
だと思います。履修者全員を集めて、まずGoogle Meetの使い方その他を教えました。2回目以降は
自由に、教場に来てもオンラインでもどちらでもよいという形式にしました。

結果的には、画面共有を利用すればかなり実習もできるなという印象です。こちらから画面共有
をして、操作をていねいに説明するというのをライブでやりました。同時にそれを録画して、それ
を事後すぐアップしたわけです。学生たちはその録画が大変役立ったようです。学生たちは実習の
授業で私が操作した内容を見返しながら同じことを再現するということをやっていたようで、「ど
うしても先生のいう通りにやってみたが同じ画面になりません」という質問もありましたので、や
はり実習系の授業ではライブであっても録画は必ず行なうべきと考えます。ゼミでも同様で、人工
知能のプログラミングなどをさせるのですが、操作した内容を録画しておかないと、もう1回やろ
うとしてもなかなかできない。

難しかったのは、学生に起こっているトラブルを把握することでした。質問をしてくる学生も何
がわからないのかわかっていないので、PC画面のスクリーンショットや動画を撮る、それができ
なかったらスマホでPC画面を撮るなどしてそれを送りあうようにしました。それを見れば問題が
だいたい特定できるのでかなり解決できます。ただこれは教場で対面でやっていれば一瞬で解決す
る問題であるわけで、その意味ではロスだといえます。
服部：「情報リテラシー」だと1クラスの履修者が約40 ～ 50人と多いので、TA、SAの学生に助け
られたという印象があります。スマホで参加している学生は完全にTAにお任せにするといったこ
ともできました。その意味で、オンライン授業の活用に際しては、TAやSAを充実させてほしいと
思います。

平井先生は授業のコンテンツに工夫があったと思いますが、何か共有できるものがあれば、お話
しください。

平井：私は2020年度に、ゼミでも講義でも実習でもいろいろな実験をしました。対面授業のほか、
たまにVR空間で授業やったり。いろいろやってみて一番手応えを感じたのは、講義形式では、学
生の反応をリアルタイムに反映させてそれに答えていくような、双方向型になるべく近い形式のオ
ンライン授業です。学生アンケートでの反響もよかったです。CommentScreen 2というサービスを
使って、スライドを映しつつ学生が自由にコメントを打っていくとそのコメントがニコニコ動画の
ように流れるというものですが、それを使ってみたらけっこう盛り上がってよかったです。それで
2021年度の講義形式のオンライン配信は全部それでやりました。

ただ各学期半分までがオンライン授業で残りは対面授業で行なわなければならないという制約
2  https://commentscreen.com/
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があったので、前期の後半は対面授業としたのですが、学生からはオンラインの方がよかったとい
う意見が多かったです。対面授業をやっても、教場には100人の受講者のうち3人しか来ないという、
かなり効率の悪いハイブリッド授業でした。私は教場に行って、学生もその3人は教場にいるわけ
なので、演習ではその3人のところを見回るわけですが、残りの90人くらいは家から受けていたり
して、質問もしづらくなってしまいます。もし完全にオンライン授業でもいいということになれば、
後期はオンラインにしたいと思います。

服部：私もハイブリッド授業をやりましたが、学生はほとんど来ないですね。やはりオンラインで
受けられるならオンラインで受講する学生の方が多かったです。教場に行っても1人か2人。これな
らわざわざ教場に行く意味があるのか、研究室から発信した方がいいんじゃないかという気もしま
した。

青柳先生、今年度着任でいきなりオンライン授業ということで苦労されたのではと思いますがい
かがでしたか。

青柳：着任当初からオンライン授業だったわけですが、それ以前のふだんの状況がわからないので、
いわば「正解」がわからない状態でのスタートという意味でちょっと苦しかったです。ただ前任校
でも2020年度後半から、別のシステムでしたがオンライン授業をやっていたので、まったく何もわ
からないという状況ではありませんでした。

本学学生のITリテラシーは高いという印象を受けました。「新入生セミナー」で、Google Meetの
ブレイクアウト セッションを使ったグループワークをやってみたりしましたが、皆さん問題なく
こなせていて、学生のスキルが思ったより高くて助かったという感想です。

2.4 新入生セミナー

服部：「新入生セミナー」の話題が出たので、他に担当された先生方にも聞いてみたいと思います。
「新入生セミナー」は1年生の必修ではないものの必ず履修するという科目ですが、学生はオンライ
ンで受けてたんですか？対面ですか？

石川：僕は最初からオンラインでやりました。おそらく彼らは高校時代からオンライン授業を経験
していて慣れているのではないかと思います。最初からGoogle MeetのURLを示したらほとんど全
員が入ってこれましたし、「C-Learning」での出席確認も問題なくできました。その意味ではみん
なITリテラシーが高いと思います。

自己紹介も、Powerpointで作ったプレゼン資料のファイルを送ってもらってこちらでそれを共有
しながら自己紹介をしてもらうという形式でやってみたところ、みんなちゃんと資料を作れていた
し、はきはき話していました。学生によっては対面よりもオンラインの方が話しやすいという学生
もいて、これは新しい発見でした。対面でみんなの前で自己紹介するよりオンラインで自己紹介す
る方が心理的なハードルが低いというか、やりやすかったようで、質問に対してもうまくやりとり
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できていました。

服部：青柳先生はほぼ全てオンラインでしたか。

青柳：いえ、前半はオンライン、後半はハイブリッド形式にしましたが、後半も学生は教場にはあ
まり来ませんでした。

服部：どんどん減っていきますね。最後の方は来ても1人2人。

梅田：私も2021年度前期の後半はハイブリッド形式でやったのですが、私のところは意外と多く、
10人ぐらいは来ていました。質問に対してすぐにフィードバックが受けられるところがよかったの
かと思います。逆にオンデマンドの方がいまいちだったのかもしれませんが。

服部：高先生も「新入生セミナー」を担当されていますね。

高：「新入生セミナー」はGoogle Meetを使ったのですが、苦戦しました。Google Meetを使ってグ
ループワーク分けしたときに、毎回ランダムに人数を指定して入室させるのではなく、最初から前
半、後半のグループを指定する方法をとったのですが、Google Meetではそういう指定がうまくで
きず、なんでこんなに不便なのかと思いました。42人いるので、入力するだけでも10分間使ってし
まいます。確かGoogle Meetは自分のアカウント名を勝手に変えられないんですよね。

服部：そうです。大学のメールアドレスを使っているので。

高：Zoomだったら例えば最初のアルファベットの前に1をつけてもらったりすればいいのですが、
それができないので苦戦しました。ただ全体的には、幸いなことに担当したクラスの新入生たちが
すごく優秀な方々ばかりで助かりました。2021年度前期後半、対面形式で発表してもらったときも
ほとんど全員が出席していて、対面形式の方がやりやすかったという声を聞きました。

服部：昨年度「新入生セミナー」を担当しましたが、昨年度は完全にオンラインだったのでまった
く学生と直接会うことがなく、今でも誰が受けてたのかわからないのですね。その意味で今年度は
昨年度よりよかったのではないかと思います。

高：授業の方は、後半、対面授業に切り替わったときに教場に来る学生がすごく少なくてさびしか
ったのですが、「新入生セミナー」や「演習」のときはほとんどの学生が対面授業に参加してくれ
ました。先ほど平井先生がおっしゃった「CommentScreen」のようなサービスは学生も好きなので、
そういうものを入れるとみんな飛びつくかもしれませんね。

服部：リンスキー先生とは毎年「新入生セミナー」どうしようかと話してるんですが、いかがでし
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たか？

リ ン ス キ ー： 大 変 で し た。This term, I met the first few times to the students because I thought it 

was important to meet face to face; and also, it helped them to become familiar with the university. And 

thereafter I gave them assignments on-demand, using on-demand classes.  I took attendance every week, 

and the attendance was good. Generally, they submitted the assignments on time, all of them. 

So, in a way, for me, Covid-19 was a blessing because I thought it was beneficial.  I gave slides to the 

students not only to 新入生セミナー students but to all students. Accompanying slides were notes. I made 

notes for them, which I don't ordinarily do and I felt that for me it was a positive experience. They weren't 

all negative. 

And so hopefully I can use some of these experiences when we return to face-to-face classes next term. I 

thought it was positive in many respects, a positive experience for me.  And I hope that it was the same for 

the students too.

服部：今年度は対面授業ができたのですね。

リンスキー : Yes, this term we could meet face to face some of the classes, 

服部：最初の数回ですね。

リンスキー : Hmmm. But for the others we did on-demand. 

2.5 オンライン授業の詳細

服部：平井先生、オンライン授業ではけっこう意見が出ましたか？

平井：例えば「おはようございます」と言うと「おはようございます」と返してくれたり、ちょっ
とだけ雑談ができたりするので、空気が和らぐというか、学生も前のめりになってくれる印象を受
けました。

服部：オンラインだと思う質問がしやすいのかしづらいのか、ちょっとよくわからないというとこ
ろもあって、なかなか難しかったですけど。

石川：Javaの実習などではみんな質問しないとわからないと言うのですが、講義型の授業だと質問
しにくいようで、質問がある学生は最後まで残っていたりしました。Google Meetでのオンライン
授業でも、最後まで残って1人か2人になったらやっと質問してくる。そのへんは日本人のカルチャ
ーかもしれません。本当は、みんながいる場で質問してもいいのではないかと思うのですが。
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服部：なかなか質問はしづらい環境だったかもしれませんね。確かに、授業が終ってから少しオン
ラインで話を聞いてあげるとけっこう長く残って話をしてる学生もいました。

石川：授業終わってから残って話を聞いてあげると残る学生はいますね。

服部：後ろの時間を気にせずに話せるといいようですね。

石川：そういうのはリアルタイム配信のいい点だろうと思います。

服部：山口先生はどんな形でやられたんですか。

山口：私の場合、大人数科目があったのでストリーミングでやったんですが、代わりに授業支援シ
ステムのチャットを同時にオープンしていました。話しながらチャットで別の会話をするわけです。
少人数科目では前期後半から原則対面授業に変えましたが、同時配信か事後に録画公開をするとア
ナウンスしてあったせいか、実際に教場に来る学生はほとんどいなかったですね。どちらも、だい
たい授業を2分割して1つはオンデマンド配信で事前に公開、当日に残りをリアルタイム配信でやる
形式です。

オンデマンド動画とリアルタイム配信の組み合わせでよかったのは、内容を分けることができた
ということです。オンデマンド動画は使いまわしたいので一般的な内容、たとえば理論の説明など
として、リアルタイム配信の方では直近のニュースなどをふまえたアドホックな話題を取り入れる
ようにしていました。

これまで「90分」という枠の中ですべて話そうとしていたことの一部をオンデマンド動画にふり
わけることで、より詳しい説明ができるようになったのもメリットだと思います。先にオンデマン
ド動画を見てもらうのでいわゆる反転授業のような形式になりますし、文科省の求める「予習、復
習と合わせて1単位45時間」という学修時間に近付くことにもなります。また。同じ内容でもオン
デマンド動画にすると間をとらずにすむので時間が短くなるということもあります。その分、これ
まで省略していた部分の資料を作ったりするのでよけいに時間がかかりますが。

服部：オンデマンドの授業は準備が大変だとよく言われましたが、阿部先生はオンデマンドで授業
をされていたと聞いています。1回の授業に対する時間のかけ方は違っていたのでしょうか？

阿部：私は英語での授業と日本語での授業がありましたが、学生の顔がオンデマンドだと見えにく
いことがあったので、できるだけ時間をかけて学生に質問してもらえるような構成を対面のとき以
上に心がけました。

質問するというのは学生にとって勇気がいることであり、インタラクティブな授業ではなかなか
質問しづらいとか、「こんにちは」ぐらいならできるけど質問となると「こんな質問でいいのか」とか、
英語の授業だと英語ができないと恥ずかしくて質問できないとか、さまざまなことを考えている学
生がいるのではないか。なるべく学生をencourageするような工夫はいつも以上に心がけました。
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たとえば英語でパワーポイントを使いながらしゃべってると、聞く方も疲れてしまいます。対面
授業であれば、学生がついてきていないようすがみえたら日本語で補助したりするのですが、オン
デマンドの教材だとそれが難しいので、スライドで話す内容をまず日本語で簡単に説明する、その
あとに英語で説明していくということをしました。

今年度は、大学入学後一度も教員の顔を見ていない2年生もいます。音声SNSアプリ「Clubhouse」
がはやっていたということもあったので、補助教材として週に1回、毎週5分間ぐらい土曜日に、聞
かなくても聞いてもいいですよというふれこみで「Weekend Radio」という配信を行ない、その週
の授業の内容の意図や次週の予告などを話していました。どれだけその学生が聞いていたかはわか
りませんが、学生アンケートの中には補助教材がよかったと言ってくださる学生もいたので、後期
もオンラインの間はそうした工夫を続けていきたいと思います。

服部：補助教材はライブでやったんですか。

阿部：それもオンデマンドですね。ただ通常の授業でのパワーポイントを使って5分ぐらいその授
業のことを日本語で話したり、ちょっと小ネタを挟んでみたり、そういったものを作っていました。

服部：参考になりますね。授業以外で話す機会はなかなかありませんからね。

絹川：対面授業では黒板を使っていたので、昨年度は黒板に書いていた内容をPCで読めるものに
転換するということで、資料の用意でほとんど時間を使ってしまいました。今年度はそれがあるの
でオンラインのライブ授業をふつうにやることができました。

服部：数式というか、数字を扱う授業は学生さんもなかなか苦手意識が高いと思いますが、それは
やはり対面でもオンラインでもなかなか変わらない感じなのでしょうか。

絹川：対面授業のときは、教場に来ている学生に、ノートに計算を書かせていたのですが、オンラ
インではそれができないので、こちらで小テストを作ってやらせました。ただ、中学レベルで数学
を挫折している学生も少なくないので、そこからやらないとなかなか改善は難しいと感じています。

服部：となるとオンライン教材ですかね。

山口：基礎的な科目をオンラインにして繰り返し見られるようにしようというのは学部の中期計画
の中に入れていますね。ただ数学への苦手意識は根が深いので、なかなか難しい問題ですね。

2.6 コロナと留学

服部：杉森先生は留学の事前準備や事後ふりかえりの科目「Study Abroad」を担当しておられますが、
2020年度以降、海外に行きづらくなっている中で、何かケアはされましたか。
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杉森：外国人留学生や帰国生が対象の「日本事情」では、最初に私がちょっと講義をしたりテー
マを与えたりした後、毎回ちがうグループで議論してもらい、そのあと全体発表とそれに対する
Q&Aとかをやっていました。課題として何を学んだかを出してもらいます。日本から海外に留学
する学生向けの「Study Abroad」の方も似たような形式です。

服部：「Study Abroad」は、今年海外に行きづらい状況の中で学生の反応はどうでしたか？

杉森：例年、計画を立てる授業があって、行けない状況ですとどうしてもそのあたりがアバウトに
なってしまいがちですが、行けるようになったら何をどうするという形で計画を立ててもらいまし
た。あとはオンライン留学ですね。実際に経験した学生の発表や、あるいはこれからオンライン留
学に参加したいという学生の計画などです。それなら確実にコロナ禍であってもできるので、そう
したことをやっている学生もいました。

服部：オンライン留学は受講生の中では多いんですか？

杉森：1クラス約30名のうち2名程度で、それほど多くはありません。しかししばらくこの状況が続
くのであれば、今後増えていく可能性は高いと思います。業者や団体がプログラムの紹介をしてく
れますが、その中にはオンライン留学を扱う業者もいて、学生はかなり興味をもって聞いていたよ
うです。まずはオンライン留学に参加して、その後実際の留学に行きたいという学生もちらほらい
ました。

服部：オンライン留学はニーズはありそうなんですね。

杉森：実際の留学を完全に代替できるものではありませんが、こういった状況の中で、将来的に正
規の留学に行くための準備としてニーズがあると思います。

服部：現在学部で検討中のコース制の中でもオンライン留学は関係してきそうですね。

2.7 オンライン授業とシステム

服部：本多さんは今年度から助手として着任されたわけですが、コロナ禍の中でいろいろ工夫をさ
れていると思います。業務の中で難しかったところはありますか？

本多：助手の業務では履修訂正など履修に関するものが多くて、時期によっては部屋が混雑してし
まうのがこわかったです。換気などは気をつけていましたが、自分でウェブサイトを作ったり、ち
ょっとしたプログラムを書いて予約システムを作り、バーコードを貼り出したりするなど、なるべ
く部屋に来る学生がかぶらないように、多くても2人しか来ないような工夫をしていました。
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服部：その予約システムは今でも使っているのですか？

本多：はい。今でも履修以外の相談などでちょくちょく予約が入ります。基本的に皆さんはメール
で事前に連絡してくるので、その際にこの予約システムで予約するようにと案内していました。自
分で予約がかぶらないように管理するのは大変なので。

服部：オンラインの授業で多かった質問は何かありますか？

本多：担当する「コンピュータワークショップ」自体はまだこれから始まるものなので、実際には
まだやっていません。

服部：学部の授業が全部オンラインになっていた時期に多かった質問はありますか。

本多：「場所がわかりません」という質問が多かったですね。

服部：教場の場所ですか？

本多：オンラインの教場の場所、つまりURLがわからないということです。基本的には授業支援シ
ステムなどを見てくださいと案内することが多かったですね。

服部：一番大事なところだと思うのですが意外に知らないのですね。

本多：数自体はそれほど多くはなかったです。授業自体に関する質問はそれほど多くはなくて、相
対的に多かったのがそれだということで。

服部：そうした情報は授業支援システムで伝えられるはずですが、アナウンスのやり方など気を付
けていかないといけないということですね。

絹川：教務部長として、授業支援システムのことでひとつ皆さんにお伺いしたいことがあります。
全学的にはLMSはこれまで当学部の授業支援システムと同じMoodleを使っていましたが、それが
来年度からWebClassに変わります。来年度は移行期間としてC-LearningとWebClassの2つ、再来年
度からはWebClass1本になります。GMS学部は現在、学部独自でMoodleを「授業支援システム」と
して使っていますが、来年度以降どうしたいですか。

山口：授業支援システムは、システムダウンがありました。ああした事態で教員に対応してもらう
のは非常に負担がかかりますし、リスクも高いと思うので、学部独自のものを自分たちで運用する
現在の方式ではなく、大学全体のものを利用して保守は総合情報センターに任せる方がいいのでは
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ないかと思います。

ウルフ：新しいLMSを使うのであれば、新しいものには英語のインターフェースもほしいです。
非常勤教員が困りますので。

服部：正直どのツールでもいけると思いますが他の方は。

石川：今のままの方が楽なので、現在使っているものと新しく導入するものを併用しつつ徐々に移
行していくのがよいのではないでしょうか。システムダウンはありましたがそれ以外では困ってい
ないし、学生も慣れているので。

本多：移行してくれた方がうれしいです。はらはらするので。

絹川：考慮すべきは教員よりも学生にとってどうかということです。システムが複数あると混乱す
る、というのがそもそもシステム統合の出発点でした。移行期間は1年しかありませんが、いきな
り変わるのではなく1年間バッファを作っています。再来年度以降も授業支援システムを続けるの
かについては、学生の立場からすると1つにしておくのがいいのではないかと思います。

服部：GM大学院研究科長の西岡先生、大学院も来年からプロジェクト制に変わると思うのですが、
大学院の立場から、オンラインの授業はいかがでしたか。

西岡：本当はもっとオンライン授業を取り入れていきたいと思っています。大学院では対話的な授
業も多いのですが、オンラインの方がやりとりがしやすいという学生もいますし、社会人の学生も
いたりするので、そうした学生が通いやすいという意味でもオンライン授業にはメリットがありま
す。今度どのように進めていくか、皆さんのご意見を聞く機会を作りたいと思っています。

服部：大学院では履修者の人数が200人とか絶対ありえないですしね。

西岡：はい。少人数だからこそ対面でやるよさもあるのですが、選べるということも大事ですし、
柔軟にやれる体制をぜひ大学側に求めていけたらと思います。

学部で担当している授業では、対面授業をライブ配信しつつ同時に録画してオンデマンド動画と
して公開するということをしていたのですが、そのときに使っていた会議用のマイクが途中であま
りうまく使えなくなりました。「eMeet」というのを使っていて、少人数のときはよかったのですが、
大きな教室だとあまりうまく機能していないように思えました。もし皆さん使ってるものがあって
いいのがあったら教えてください。

服部：私も会議用マイクを買ったのですが、うまく使えずに結局お蔵入りしています。後期はもう
1回チャレンジしようかなと思ってはいますが。
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高：教務部で貸し出し用にたくさん用意しているようです。多くの先生からの要望があったようで
す。教務部に聞いてみてはいかがでしょうか。

山口：会議用マイクは音を拾える範囲が限られているので、人数が多かったり、感染防止のために
離れて座っていたりすると、あまりうまく声を拾えないかもしれません。私のゼミでも「eMeet」
を使っていましたが、人数がそれほど多くなかったので、うまく使えました。

西岡：ゼミでは大丈夫だったのですが、大人数で100人ぐらいの教場で、実際には2、3人しか来て
いませんでしたが。今後たくさん学生が来るようになったときも使えるようなマイクがあれば、授
業しながら録音して、ライブして、あとで録画をアップできるので。

山口：大きな教場ですと、1つのマイクでは難しいかもしれませんが、複数の会議用マイクを使う
とお互いの音を拾いあったりしておかしくなりがちなので、厳しいのではないかと思います。役所
の会議のように、個々の席にマイクを設置しておいて、発言のときだけボタンを押してしゃべると
いったスタイルならできなくはないでしょうが。

西岡：今後試行錯誤してみることにします。

山口：授業支援システムの話に戻りますが、学部独自でMoodleを運用していたのはFaculty Moodle

をどうするかという問題があったからだと記憶しています。学生向けのLMSをWebClassに移行し
たときにFaculty Moodleをどうするかという問題があるかと思いますが、たとえば学部教授会向け
枠を1つ空けてくれるようなことはあり得るのでしょうか。

服部：どうなんでしょう。他の学部から学部事務室に対して、どうやって教授会資料管理している
かと問い合わせを受けたことがあるようですが、学部は独自にサーバを立ててますと回答したそう
です。他の学部でも同様の問題があるのかもしれません。

山口：学部事務室のGoogleアカウントがあるので、そのアカウントのGoogleドライブに全部まとめ
て入れたらいいのではないかと前々から思っていました。

吉田：吉田です。教授会向けに現在の学部独自のMoodleを使い続けることはできます。WebClass

は総合情報センターの管轄になるのですが、サービスの内容はその業者との契約によります。自由
に大学側がコマ、授業を作れるようになれば、教授会向けのコマをWebClassの中に作って、今ま
でと同じように教授会資料をそこで保管、利用することもできるかもしれませんが、契約によるの
でまだなんともいえません。

教授会資料の保存ということでは、Googleドライブに集約するという方法もありますし、これか
ら新しいグループウェアを利用することもできます。今までのKONMAのように面倒くさいことを



Journal of Global Media Studies   Vol. 30

―  20  ―

　P.20　　［２校］　Journal of Global Media Studies   Vol. 30

しなくてもグローバルに使えるようになりますから、そこに集約するという方法がいいかなという
ふうに思います。データはGoogleドライブに置いて、新しいグループウェアからリンクを張るとい
うようなことも現実的なのではないかと思います。検索用にWordファイルも一緒に置いておけば、
検索性も向上します。あとは、Faculty Moodleを使い続けるか、新しいシステムに乗り換えていくか、
学部での判断ですね。乗り換えるにしても、並行しつつ乗り換えていくのが現実的だろうと思いま
す。

服部：来年に向けて、議論が必要ですね。

3 オンライン授業をどう活用していくか

朴先生と芝崎先生、何かご意見はありますか。

朴：昨年度は在外研究で学外におりましたので、今年度オンライン授業をやってみて思ったことで
すが、海外に留学できない学生が多いということで、今年度、英語の教材を一部使っているのですが、
英語の教材を使っても当学部の多くの学生は問題ないということがわかりました。また、私は大人
数の授業を担当していて、学外の一般企業の方を呼んでお話しをしてもらっているのですが、前よ
りもむしろオンライン授業での方が学生の集中度が高いということを確認しています。これはオン
ライン講義の成果だと思います。

服部：ゲストに来ていただく授業を多く実践されているかと思いますが、ゲストも問題なくオンラ
イン対応できているということですか。

朴：今まで、一般企業の方をゲストとしてお招きする際は、本学まで足を運ぶために半日くらい時
間をあけていただく必要があったわけですが、オンラインになると参加しやすくなったということ
はあります。後期からまた寄付講座が始まるのですが、そういうこともやりやすいですね。

芝崎：これまでいろいろな指摘がありましたが私も概ね同じ意見です。たとえばゲストの話もその
通りで、かなり選択肢が広がりました。ビジネスの方はもちろんですが、地方の大学の研究者や、
NGOなど実践をしている方などを気軽に呼べますし、比較的高齢の方々の経験を若者にシェアす
ることもできます。オンラインですと、たとえば私が論文で研究対象として取材した、80歳近い人
に出てもらったりできるわけです。そうすると全然リアリティが違って、私が書いたものなんてみ
んな吹っ飛んでしまうわけですが、そういう人に触れる機会を比較的簡単に作れるというのはよい
と思います。

授業に関しては、皆さんの工夫を聞いてなるほどと勉強させられるところがとても多かったで
す。私は「新入生セミナー」も含めてオンデマンドでやったのですが、工夫次第である種のバーチ
ャルな臨場感を出すこともできるということがわかって、とても参考になりました。
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服部：手書きで書かせる授業をされているかと思いますが、書いたものを写メする感じですか？

芝崎：まずそのやり方を覚えてもらうところからですね。皆さんよく御承知の通りでスマホは機能
が充実しているので、そこさえクリアできればみんな書いて出してくるので私のダウンロードファ
イルが大変なことになるわけですが。逆に好きなときに聞きながら書いて出せるというところで疑
似的な臨場感を出そうとしています。

服部：そろそろ時間なので、まとめとして今後についてですが。

山口：現時点では、どんどん移り変わっていく感染状況への対応に追われている部分が大きく、大
学教育の次の姿がこれだというものはまだはっきりとはみえていない状況かと思います。今考えて
ることが全部そのままコロナ後にも通用するとは限りません。

しかし、コロナ以前から大学教育における情報技術の活用は一貫した方向性であり、今回のパン
デミックが終息した後でも、それが加速されることはあっても停滞や逆戻りは考えにくいと思いま
す。もちろん、なんでもオンライン、オンデマンドにすればいいという話ではなく、適切に組み合
わせていくという話ですが、その最適なやり方は、教える内容やカリキュラムとの整合性、各教員
のスタイルや学生のニーズなど、さまざまな要因によって異なるはずです。

今回の座談会では、先生方の情報共有により、単にオンライン授業を何割といったおおざっぱな
話ではなく、よりきめ細かな工夫による改善の余地が随所にあることがわかりました。中でも、新
しいメディア技術を積極的に活用していくことで開かれる可能性は、今後も大学教育のあり方を大
きく変えていくことになるでしょう。「メディア」を学部名にもつ当学部では、これまでの工夫の
成果を活かしつつ、さらに試行錯誤を重ねてよりよい教育を実現していくことを、他学部以上に求
められていると思います。

服部：以上で、15周年の記念とFD研修を終わりにします。ありがとうございました。
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