
食堂前には
手洗い場と
消毒液を設置
しました。

遠隔と対面を
併用した

フレキシブルな
学びを
行います。

教員や職員は
もちろん、学生にも
マスク着用への
協力を呼びかけ
ています。

PC教室を
事前予約制に
することで、
安全管理を
徹底。

ソーシャル
ディスタンスを
促す張り紙で、
蜜状態を回避
します。

複数箇所に
アルコール消毒液
を設置。手指の
消毒を推奨して
います。

入学生
オリエンテーションの
受付では、間隔を
空けて並ぶように
配慮しました。

教室では、
十分にスペースを
確保して

授業を受けて
います。

部活動
では、お互いに
適切な距離を保ち
ながら、声を出さずに
練習に励んで
います。

就職活動の
面談でも

飛沫感染予防
対策のパネルを

設置。

キーボード
使用後は、

次の利用者のために、
消毒を徹底して
います。

PC利用の際も、
他の利用者と
座席間隔を空けて

着席して
います。

〒870-0397 大分県大分市一木1727 http://www.nbu.ac.jp
TEL.097-524-2700

遠隔授業・

感染対策

総特集！

Withコロナ時代の
新しい「学び」のスタイルへ。



新型コロナウイルス
感染症の

これまでの
動き

遠隔授業への道のり「新型コロナウイルス
感染症対策本部」を
設置

2/ 20

 日本国内初の
感染確認

1/ 16

本学の動き

国内外の動き

月3
月4

月5
月6

月7
月8

月9

月1
月2

　新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るっ
ています。当初は、若者が罹患しても重症化は
少ないと言われていましたが、感染拡大とともに
事態は深刻化し、多くの学生を預かる文理学園
では、この事態を重く受け止め、状況を注視しな
がら策を講じてきました。遠隔授業をはじめとす
る、人命と安全を最優先した学生生活へと移行
するにあたり、私たち教職員はいくつもの課題と
向き合っています。「遠隔授業で学生一人ひとり
に、本当に向き合えるだろうか」、「授業だけに限
らず、学生の様々なシグナルをしっかりと受け取
ることができるだろうか」、そして何より「本学の
特色である人と人との繋がりから生まれる『人
間力』が養えるだろうか」と。
　何度も議論を重ねながら私たちは「新しい学
びのカタチ」のために創意工夫や努力を惜しま
ずに、この危機に向き合っています。先生方は
限られた環境の中で、充実した内容の講義を展

　日本文理大学では、令和2年

2月20日に学長を本部長と

し、「新型コロナウイルス感

染症対策本部」を設置し、

新型コロナウイルス感染症に

迅速かつ柔軟に対応する体

制を整えました。学生・教職員

の安全確保を最優先し、遠隔

授業への取り組みをスタート。

今後も、対面、遠隔、それぞれ

の授業形態の強みを生かしな

がら、より効果的な学習方法を

検討すると同時に「学生の

主体的な学びをどう生み出し

ていくのか」という課題解決に

挑戦し続けます。

開することに全力を尽くしています。コロナ禍に
おける学生の心身のケアに努めるべく、職員に
よる相談サポート体制も万全を期しています。在
学生の皆さんは、思わぬ事態により通常のキャ
ンパスライフとは違う日常に多少の戸惑いもあっ
たようですが、特に大きな問題もなく１年の前期
の授業を無事に終えることができ、安堵しており
ます。
　これも学生はもとより、保護者・関係者の皆様
による、本学の教育研究活動に対するご理解と
ご協力をいただいた賜物であると、心より感謝
申し上げます。今後は、一刻も早い社会の正常
化を願うと共に、引き続き学生の人命と安全を
最優先に考え、持ち得る力をいかんなく発揮し
た教育活動を展開して参ります。

コロナ禍と向き合う。

令和２年９月吉日

学校法人文理学園 理事長
日本文理大学 学長 菅 貞淑

大分県初（大分市）の
感染者を確認

大分市内医療機関にて
クラスター（集団感染）発生

3/ 3

3/ 20 ～ 25

  ７都府県に「緊急事態宣言」

「緊急事態宣言」全国に拡大

4/ 7

4/ 16

「緊急事態宣言」
全国で解除

5/ 25

 世界の感染者
1000万人を超える

6/ 28

世界の感染者
2000万人を超える

8/ 11
 WHO「パンデミックは加速し続けている」

7/ 27

卒業式中止決定

学外活動（正課・正課外）を原則禁止

入学式・スタートアップセミナー
中止決定

在学生オリエンテーション中止決定

3/ 3

3/ 3～ 

3/ 30

3/ 30

「遠隔授業を用いた
単位認定ガイドライン」の策定

「遠隔授業に関する方針」等に
ついてを通知

4/ 16

4/ 20

学内入構制限
（入構時受付）を開始

遠隔授業にて前期開講
（4/6より延期）

強化クラブの少人数での
練習を再開
（以降、順次緩和）

5/ 1

5/ 7

5/ 8

一部科目の
対面授業を開始

「新しい生活様式」の
実践について通知

6/ 11～ 

6/ 23

学外活動（正課・正課外）、
インターンシップを再開

7/ 1

本学独自の
「感染警戒地域」を
設定（随時更新）

「令和２年度後期
オリエンテーション」
及び「令和２年度 
後期授業方針」を
決定

8/ 6

8/ 28

前期終了
9/ 4

遠隔授業の実施

座 学 実 習

インターネット整備環境の確認
グーグルやマイクロソフト
アカウント取得

学生の準備

教員・キャンパス内の準備
Wi-Fiやソフトウェアの環境を整備
教職員のグーグルや
マイクロソフトアカウント取得
資料作成

研修会 意見
交換会

リハー
サル

21



クラスごとに
異なる指導方法

■ ICTツール支援者
■ 教授者
■ 採点者
■ 作問者

教育の質保証

共通教材・
共通シラバス

役割分担

チーム
ティーチング

共通の指導方法

3 44

SNSのグループトークで
さらに学べる場を提供

SNSのグループトーク機能で講義中
だけでなく講義時間外でも、学生同士
がコミュニケーションをとりながら、お互
いに教え合うようになりました。

各学科にて、10～20名の学生を専門の教員が担当する「ゼミ
ナール」科目では、各担当教員がそれぞれの専門性に合った
ツールを用いて授業を行いました。経営経済学科「ゼミナール
ⅡA」のあるクラスでは、Zoomを用いたライブ配信に加え、ブレ
イクアウトルーム機能も活用しました。この機能を用いて5名程
度の少人数グループに分けることで、学生がより発言しやすく、
学生同士が教え合い、議論できる環境を設定しました。また、ペ
ンタブレットとワンノートを組み合わせることで、ホワイトボードを
活用しているのと同様に、学生からの質問等に対しても即座に
手書きで対応できるだけでなく、自動で数式の解説も確認する
ことが可能となりました。学生が主体的に学ぶこと、より理解を
深めることにつながるように、各担当教員は工夫を凝らしてい
ます。

多様なツールを用いて
学生の学びを深める

お疲れ様です。この問題、
毎年テストに出るので大事なんですが、
解けていますか？

ちゃんと解けました！

なんとか解けましたが
△を使った方法がイマイチです。

事
例02 ゼミ等少人数授業

ゼミナールⅡA（経営経済学部）科目

Q. 「ゼミ」や「研究室」単位での講義はどのように進んでいますか？

ペンタブレットを用いて、
手書きで質問等に即座
に対応。

現在は、授業を円滑に進
めるために各グループの
リーダー学生たちとグ
ループワークの進め方を
確認する場を設けてい
る。また、個別質問にも対
応している。

ワンノートでは、ペンタブ
レットで手書きした数式が
自動的にグラフ化し、解
説も表示される。

6月11日からは感染症対策を行いながら対面講義を一部
再開。通学に不安な学生もいるため、遠隔授業も併用。

2020年6月16日大分合同新聞 朝刊
（C）大分合同新聞社

複数教員によるチーム制 学生と教員の双方向授業

国語や数学などの「基礎学力講座」は、共通教材・共通シラバス
で複数教員が担当していますが、教員によって指導方法に違い
が生まれていました。一方で学生側は、それぞれが得意とする分
野、学力、スピード感などの違いがあり、いかに受講学生全員の基
礎学力の底上げ、定着を行っていくかが課題でした。そこで遠隔
授業導入を機に担当教員がチームを組んで学生の理解度を
チェックするなど、指導方法や評価方法を改善。教員全員で情報
を共有しながら授業を進めていくことで個別指導に近い形でのラ
イブ授業による大人数講義を行いました。また教員間の情報共有
により必要な個別指導や補習も組めるような体制も整えました。さ
らに、毎回の授業を録画し、一定期間閲覧できるようにしているた
め、自分の弱点部分を繰り返し聴講することが可能になり、対面授
業と同等以上の学習効果があがっています。

遠隔授業では複数教員によるチーム
ティーチングが行われています。メインの
教員が遠隔で講義している間、他の教員
がチャットを活用しながら学生からの質問
に即座に対応するようにしています。

1回の授業（90分間）を遠隔で視聴すること
は、集中力が続かず、疲れるものです。オムニ
バス形式の授業では、教員が協力して事前
に短編の授業動画を制作し、複数の動画と
ライブ配信を組み合わせるスタイルをとって
いる授業もあります。例えば、学生が1本目の

ライブ配信とチームティーチングで
質の高い、新しい学習スタイルを実現

新しい時代の教育手法の確立へ

事
例01 教養授業

基礎学力講座（工学部）科目

Q. 大人数が受講する授業は、今、
どんなスタイルで実施しているのですか？

共通教材・
共通シラバス

授業動画を視聴し、質問や確認を記入した
レポートを教員へ送信します。その後、2本目
の授業動画を視聴している間に、教員が学
生の意見を集約し、教員のコメントとともに
フィードバックするなど様々な工夫を凝らし、
双方向授業に努めています。

遠隔
授業

手書きの数式

解説

グラフ



新型コロナウイルスの

感染防止
対策

6

課外活動・キャンパス内での
感染防止に関して

部活動 就職活動

団結力を高めて
強いチームへと進化

学生は、各部の指導者からリモートで指導を受
けて自室で自主トレーニングをしています。他にも
食事の画像をマネージャーに送り、評価とアドバ
イスを受けます。練習ができない状況でも連帯
感が生まれ、コロナ禍で日々の暮らしを意識する
ようになったという声もあります。

部活動や人間力育成センターなどの、課外活動での取り組み、

キャンパス内での新型コロナウイルス対策について紹介します。

エリア拡大、他業種に挑戦
遠隔こそのメリットも

企業の採用活動において、対面に頼らずオ
ンラインで完結するリモート面談や説明会が
実施されており、大学では面接のための環境
を提供しています。遠隔地の企業にもアプ
ローチしやすくなり、業界を拡げた就職活動も
可能になりました。

人間力育成センター 学内の感染対策

オンラインツールを活用し
フレキシブルに対応

プロジェクトリーダーとの定例ミーティングや、行
政・地域の方々との活動計画立案の際に、リ
モート会議を導入しています。学生たちは、デジ
タル化が進むこれからの社会に臨機応変に対
応し、前向きに取り組む力を身につけることがで
きます。

持ち込まない・拡げない
徹底的なウイルス感染予防

パソコンルームや学生食堂などの学内各所に、
消毒液や飛沫防止パネルを設置し、ソーシャル
ディスタンスを保てるよう配慮しています。教職員
の検温や体調管理、県外出張の自粛、来訪者に
対しては、守衛室でマスクのチェックと検温を行う
など安心に学べる環境づくりに努めています。

事
例03 演習形式授業

ロボットプロジェクト基礎１科目

工学部の3学科共通科目『ロボットプロジェクト基礎1』で
は、通常は複数教員が担当し、約20名の学生がグループ
ワークで工学の基礎である「仮説・実験・検証」に取り組
みます。遠隔授業では、いかに対面授業と同様の内容で
実施するかの検討を重ね、手元を映し出すカメラと
Google Meetを活用したライブ配信を行いました。授業
では身近なツールを用いて『振動の共振現象』を実験。
学生は自宅でこの実験を再現し、レポートを作成しまし
た。その後、実験結果を元にMicrosoft Teamsを用い
てグループワークを行いました。授業中はチャット機能も
用いて意見交換を行うことができます。担当教員は、学生
たちは音声よりも文字チャットの方が質問しやすいのか、
活発な意見交換ができたと振り返っています。

ライブ配信とチャット機能で
実験中も即座に対応する

5

Q. 実験や実習形式の授業は
どのように行われましたか？

大学院生・上位学
年の学生が実験、
グループワーク等を
サポート。

Google Classroomにク
ラスを作成し、受講学生
の出席登録や講義資料
の提供を行った。

サッカー部のリモートトレーニング指導 企業とのリモート面談

地域の方とのオンラインミーティング 学生食堂に設置したパーテーション

チャットでのやり取りを含めて
全授業を録画し、後日の振り
返りや復習のために受講者
限定で公開している。

実験の様子を動画で配信 身近な実験ツールやアプリを活用 チャットや映像記録で復習を可能に

実験の様子をライブ配信することで、目の
前で見ているような感覚で受講できます。
欠席や授業中の通信障害にも対応でき
るよう、動画配信サイトに全コンテンツの
記録を残しています。

「振動の共振現象」の実験では、手軽
に入手可能なペットボトル、水、そしてス
マホの計測アプリを利用して実験を行
い、学生が自宅で実験に取り組めるよ
う工夫しました。

チャット機能を活用したリアルタイムでの
質疑に加え、チャットのやり取りまで含め
た全映像を記録しています。映像を共
有することで、授業時間以外でも振り返
り、復習を可能にしました。
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