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系統講義におけるリモート環境での効果的な方法については十分に検
研究の目的

討されていない．本研究では，障害の生理学と病理学に関する系統講義
において，完全なリモート環境における授業と筆記試験を実践し，有効
な方法論や課題点を明らかにすることを目的とした．
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実践の目的

Web 授業による障害の基礎知識（生理学・病理学）の習得

実践者名
対象者
実践期間

第一著者と同じ
信州大学教育学部「知的障害児の心理・生理・病理」2020 年度受講学生
55 名
2020 年 4 月～8 月
「知的障害児の心理・生理・病理」の授業において，Web 会議（Zoom）

実践研究の
方法と経過

による同期型講義と音声スライドによる非同期型学習を合わせたブレン
ド型リモート授業を実施した．さらに授業の評価として，Zoom 会議場
での筆記試験を実施した．これらの方法の有効性と課題について，受講
学生へのアンケート調査から検討した．
本研究で実施したブレンド型授業構成の評価は高く，リモート環境に

実践から
得られた
知見・提言

おける有効な授業方法であった．筆記試験についても評価が高く，学生
の学習への動機づけともなっていた．なお，同期型授業および非同期型
学習のより効果的な方法，筆記試験における機器操作の困難など，リモ
ート授業およびオンライン筆記試験それぞれについて，いくつかの今後
に向けた検討課題が明らかとなった．
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１．はじめに
2020 年初頭から始まった COVID-19 の急速な拡大によって，国内外ともに生活様式の
大幅な変更を余儀なくされた（Dhawan 2020）
．一方で，急速に発展してきたリモートワ
ークシステムが，この未曽有の状況における強力な支援ツールとなっている．大学教育に
おいても，Web ビデオ会議や e-learning を活用した授業改善が積極的に試みられている
（Crawford, et al 2020；春田ほか 2020）
．その中で，従来型の系統学習に関する対応の
検討が必要である．系統学習は，学問・科学・技術の成果としての知識を短期間に習得さ
せられる方法であり，その結果は試験等を用いて評価される（早坂 2012）
．医学教育など
人命に関わる分野では，学生自身も系統講義の必要性が高いと感じており（田辺・高橋
1996）
，この点は病理的機制のある子どもへの対応を必要とする特別支援教育の学生教育
においても同様である（小原ほか 2015）
．だが，リモート授業での系統講義には，疲労へ
の対応や適切な学習評価などの課題がある．本研究では，特別支援教育の系統講義におい
て，Web 会議システム（Zoom）による同期型講義と非同期型学習を組み合わせたブレン
ド型リモート授業の試みを行った．また，Zoom を利用したオンライン筆記試験を試みた．
これらの方法の有効性と課題について，受講学生へのアンケート結果から考察した．
２．
「知的障害児の心理・生理・病理」について
本科目は，特別支援学校教員免許状の選択必修科目（特別支援教育コースの学生は必修
科目）であり，主に 2 年次に履修する．著者は，脳障害の背景となる脳の解剖学と生理学，
知的障害を含めた障害全般の病理学的原因論，知的障害の主要な原因疾患の医学的知識に
ついての講義を担当している．他の特別支援教育の応用講義や演習，臨床実習の土台とな
る，障害の基礎知識の系統講義科目である．
３．方法
2.1 受講学生
2020 年度前期「知的障害児の心理・生理・病理」の受講学生 55 名であった．
2.2 リモート授業の方法
(1) 授業の構成
2020 年度前期授業は，COVID-19 感染リスクの制約により，原則として全ての講義形
式授業をリモート授業で実施する必要があった．リモート授業での主な講義方法には，同
期型の講義を実施する方法と，非同期型のオンデマンド教材による e-learning が挙げられ
る．非同期型にはさらに講義動画を用いる方法，テキストや PPT 資料を用いて課題学習
を課す方法などがある．このうち，リモートでの同期型講義や講義動画による非同期学習
の問題として，PC を通した講義の視聴は通常の対面よりも小さな範囲内の人や情報に注
．さらに，全ての授業がオンラインで提供され
意を向けるため疲労しやすい（田村 1994）
る場合，学生は 1 日の中で複数の同期型授業を受講する可能性があるため，講義や動画の
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長時間視聴は健康への影響が大きいと考えられた．他方，非同期型授業については，学生
の自主的な取り組みが強く求められる．多くの授業で非同期型が導入された場合，自己管
理の負担と課題の量的負担が従来の履修と比べて大きくなると思われた．そこで本実践で
は，リモート授業のブレンド型を試みた．インストラクチャー主導プログラムと自己学習
のブレンドモデル（バーシン 2006）とし，Zoom を利用した同期型講義と，自動再生の
音声スライドを使用した非同期型学習を，授業時間中と授業時間後に短時間ずつ分けて構
成した（図 1）
．また，講義ノートの作成作業における画面や音声への注意による負担を軽
減するため，講義ノート用の PDF ファイルを信州大学 eALPS システム（Moodle 使用，
本稿では eALPS と記載する）に掲載し，学生は印刷して授業に参加した（図 2）
．
(2) 同期型授業
初学者にとって具体的なイメージが困難な専門用語や図表の解説について，同期型の講
義を行った．同期型授業ではスライドを画面共有する方法もあるが，遠隔講義における学
習への影響として，教員の指示動作の重要性が報告されている（坂本ほか 2008；上野ほ
か 2018）
．そこで，Zoom の仮想背景機能を活用した．PPT スライドを JPEG 画像に変
換保存したものを仮想背景とし，受講学生には教員の Zoom 画面を固定表示されるように
して提示した．スライドの解説では，教室での対面授業と同じように，スライドへの視線
や指さし，ジェスチャーを行った（図 2）
．また，チャットや口頭による質疑応答のやりと
り，必要に応じてホワイトボードでの板書による解説も行った．
授業時間中の学習
同期型
導⼊

仮想背景を使った講義

5分

20-30分

⾮同期型
⾳声スライドA視聴＋課題
（＋休憩）
30-40分

仮想背景を使った講義
(スライドAの補⾜含む）

(スライドは15-20分）

授業時間外の学習（⾮同期型）

同期型

まとめ

⾳声スライドB視聴

⾳声スライドBの課題

5分

15-20分

次回授業までに提出

20-30分

図１ 授業の主な構成

図２ 講義ノート

図３ Zoom の仮想背景を利用した同期型授業
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(3) 非同期型授業
音声解説付きの PPT スライドを作成した．音声解説付き PPT は学生の満足度が高いこ
とが報告されている（森川ほか 2007）
．本授業では，学生の PPT の操作スキルが視聴に
影響しないこと，また学生が集中してノートテイクや課題を行うことをねらいとして，自
動で音声再生が行われ，
音声終了の数秒後に自動で次のスライドに切り替わるものとした．
作成した音声スライドは eALPS に登録し，学生は任意にダウンロードして使用した．
2.3 オンライン筆記試験
本授業では，通常の対面授業に近い形態での成績評価の試みとして，紙媒体による筆記
試験を Zoom 上で実施した．この試みのねらいのひとつは，学生が遠隔の状況下であって
も大学で受ける授業や試験に近い学習の実感を得ること，もうひとつは，教育学部の学生
が将来教員となった際，同様な対面授業の制約条件が生じた場合でも可能な筆記試験方法
を実体験的に提案すること，であった．オンライン筆記試験の手続きは，北京大学の事例
を参考に，次のように行った（註 1）
．①事前に解答用紙を PDF で配布し，学生は試験当
日までに印刷した（図 4）
．②試験問題は，学生が解答中に PC や携帯端末を操作すること
を避けるため，教員が Zoom の画面共有により提示した．全ての試験問題を 1 枚のスライ
ド内に集約して表示するように作成し，スライドの移動を不要とした．また，画面につい
て，眼への負担が少なくまた視認性の高い表示方法とするため，視覚障害者等への支援方
法を参考に，背景を黒，文字を白または黄とした（図 5）
．③不正行為の監視方法として，
Web カメラを手元までの上半身を映すように調整してもらい，Zoom で録画を行った．こ
れにより，解答中に PC 操作や携帯端末による情報の取得・交換が行われなかったことを
確認した．自作ノートや資料の使用は紙媒体に限り許可された．④学生は，解答終了後，
教員にチャットを用いて終了報告を行い，直後にスマートフォンによって解答用紙を撮影
し教員にメール送信した．⑤教員が解答の受信を確認した後，試験会場から退室した．通
信量を考慮し，
1 回の試験時間を 40 分として，
中間試験と期末試験の 2 回に分け実施した．

図４ 解答用紙

図５ 試験問題のレイアウト
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自宅の WiFi が不安定な学生は大学の WiFi 室を利用できるようにし，さらに事前申請が
あれば教室での受験を可能としたが，全員が 2 回とも自宅から受験した．10 分以上の接続
不良があった場合は追試験で対応することとしたが，追試験となった学生はいなかった．
2.4 アンケート調査による授業評価
授業期間の終了後，受講学生を対象に，授業および試験の方法の評価に関するアンケー
ト調査を実施した．Google フォームを用いて実施し，匿名回答とした．実施の前に，文書
と口頭でアンケートの目的および参加の可否による不利益がないことを説明し，同意した
受講学生のみがアンケートに回答した．アンケートの質問項目は，①オンラインでの授業
方法（同期型，非同期型）に関する項目，②オンライン筆記試験に関する項目，とし，そ
れぞれ選択回答式の質問と，任意の自由記述式の質問から構成されていた．なお，選択回
答式の質問のうち全員に回答を求めるものについて，
回答が困難な場合は回答不要とした．
３．アンケート調査の結果と考察
3.1 アンケートの回収率
受講学生 55 名中 49 名がアンケートに回答した（回収率 89.1%）
．全員に回答を求める
選択回答式の質問のうち，1 名が未回答のものが 2 項目あり，それら以外は全て 49 名全員
の回答が得られた．
3.2 授業方法について
(1) 授業形態
ブレンド型（
「同期型と非同期型の組み合わせ」
）が 67.3%（33 名）であった（図 6）
．
同期型は，
直接の解説や質疑による専門知識の理解しやすさや集中のしやすさがあること，
加えて非同期型があることで，同期型による疲労が軽減されることや授業後の自習がしや
すいこと，が主な理由として挙げられた．森川らは，医学部の授業において教室での対面
授業と e-learning によるブレンド型授業の学生満足度が高かったことを報告している（森
川ほか 2004）
．本研究では同期型授業もリモート対面によって実施しているが，同様の効
果があったといえる．

図６ 内容習得のための望ましい授業形態（49 名）
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表１ 同期型の時間配分や疲労
（回答任意，22 名が回答）
カテゴリ

件数

配慮があった

9

／授業形態 など
休憩がよかった／時間配

その他

3

映像の乱れ／問題なし

疲労した

図７ 同期型のスライド呈示方法（48 名）

回答内容

10 ⽬の負担／休憩の取り⽅

分／⾮同期 など

(2) 同期型授業の方法
「方法による違いはないと思う」が 50%（24 名）で最も多く，
「仮想背景」は 23.5%（11
名）
，
「スライドの画面共有」は 29.4%（13 名）だった（図 7）
．画面共有がよいと感じた
理由は全て，教員によって仮想背景の一部が隠れたためであった．一方で仮想背景がよい
と感じた理由は，教員や指示を見られる，対面授業に近い，が多かった．仮想背景の短所
と長所が挙げられたといえ，いずれも坂本ほか（2008）と一致する．スライドが遮られな
いような表示を行うことで有用な方法になる可能性が考えられるが，学生は他の授業での
経験からスライドの画面共有を評価しているとも思われるため，結論として仮想背景使用
の意義は明らかではない．半数は方法による違いがないとの回答のため，教員がやりやす
い方法を選択してよいといえる．疲労や時間配分に関しては，10 名から疲労に関する回答，
9 名からはその配慮があったとする回答がみられた（表 1）
．いずれの回答からも，休憩を
適切に取り入れるなど，同期型授業の時間は特に考慮する必要があると思われた．
(3) 非同期型授業の方法
望ましい非同期型授業の方法として，
「音声スライド」が 42.9%（21 名）
，
「授業者によ
る講義動画」が 40.8%（20 名）であった（図 8）
．その他の方法では，色々な方法の組み
合わせが挙げられた他，音声スライドの改善方法が挙げられていた．講義動画は，音声ス
ライドと比べて撮りなおしの負担が大きい，
あるいは編集作業が必要となる可能性がある．
音声スライドは，スライドごとに録音を行うため，これらの負担が小さい．また，データ
量が同じ長さの講義動画より小さくオフラインで利用しやすい．ただし，再生する PC の
仕様による影響を受ける可能性がある点に注意が必要である．視聴時の聞き直しに関して
は，講義動画を用いても同じはずだが，現代の学生は動画の操作に慣れているため，音声

図８ 非同期型の方法（49 名）
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スライドより扱いやすいと感じているかもしれない．いずれにしても，系統講義の非同期
型授業では，音声スライドまたは講義動画が学生にとって望ましい方法と思われた．
3.3 オンライン筆記試験について
(1) 試験による評価の妥当性
実施した試験の成績評価方法としての妥当性について，
「妥当」が 94.2%（46 名）
，
「他
の方法が適当」が 6.1%（3 名）であった（表 2）
．また，妥当と答えた回答者 46 名に，本
筆記試験を行う望ましい会場について質問した結果，48.9%（23 名）が「違いがない」だ
った．他の方法が適当と答えた 3 名からは，1 名から Google フォーム等による試験，1 名
からレポートが挙げられた．筆記試験で学習成果を発揮できたかについては，91.8%（45
名）はある程度発揮できたとし，
「あまり発揮できなかった」が 8.2%（4 名）だった（図
9）
．発揮できなかった理由について，3 名は資料を持ち込み可能だったためとしている．
本授業の試験では，
不正行為の監視が難しいことから紙媒体のノートを使用可能としたが，
例えば Google フォーム等でのオンライン入力方式でも不正行為の問題は生じる．後に掲
載した自由記述には，
試験のためのノート作成が知識の習得に役立ったという意見もあり，
ノート使用については今後の検討課題といえる．もう 1 名は「全ての試験に共通する発揮
の難しさ」という回答だった．系統講義一般についての本試験方法の有用性として「有用」
と「どちらかといえば有用」の合計が 47 名（95.8%）であり，本試験方法が評価されてい
ると思われる（図 10）
．学生が教員となった際に，本試験の方法は参考となるかもれない．
表２ オンライン筆記試験の妥当性（49 名）
妥当性

より望ましい実施⽅法
（より望ましい実施形態）

妥当

46(93.9%)

オンライン(今回の⽅法)

18(38.3%)

教室での試験

6(12.8%)

違いはない

（より望ましい評価⽅法）
他の⽅法が適当

3(6.1%)

Googleフォーム等の試験
レポート

プレゼン等

その他・未回答

図９ 学習成果発揮の実感（49 名）

23(48.9%)
1(33.3%)

1(33.3%)
0

1(33.3%)

図１０ 系統講義におけるオンライン
筆記試験の有用性（48 名）
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(2) オンライン筆記試験の手続きや呈示方法への評価
図 11 に，オンライン筆記試験の方法上の工夫についてよかった点への回答数および回
答率を示した．
「問題の画面呈示方法」が 71.4%（35 名）で最も高く，また「筆記による
解答」が 69.4%（34 名）で次に高かった．学生の解答作業における問題は少なかったと考
えられる．また，不正監視のための「録画機能の活用」は半数の学生が評価しており，適
正な試験が行われたことを評価していると思われた．残りの半数についてだが，その中に
は，後に掲載した自由記述においてカメラ調整の困難さを記述した学生が全員含まれてい
た．評価しなかった学生の一部は，カメラ調整の問題を感じていたかもしれない．録画自
体に問題を感じたか，カメラ操作の問題だったかについて，今後の検討が必要である．
「解
答提出方法」についても 46.9%（23 名）であり，半数近くは今回行った写真提出による方
法を評価しているが，よりよい方法を検討する必要があるかもしれない．
問題の画面呈示方法の詳細について，レイアウトは 100%，文字のサイズは 96.2%（50
名）が「見やすかった」という回答であった．背景と文字の色については，7.7%（3 名）
が「どちらかといえば白背景黒文字」だったが，
「見にくかった」という回答はなかった（表
3）
．先にも述べたが，問題の呈示方法は回答には影響しなかったといえる．背景と文字色
は視覚障害者の見やすさを参考にしたが，本試験においても有効だったといえる．
任意回答の自由記述については，18 名からの回答があった（表 4）
．回答から，2020 年
度前期の履修科目を通してオンライン筆記試験による方法はなかったことが推察された．
試験の実施方法についてはいくつかの課題が残されたが，学習への動機づけとして有効だ
ったと思われた．解答提出者への受け取りの連絡方法については，試験を継続中の学生に
影響しないよう改善が必要である．

図１１ オンライン筆記試験の方法上の工夫についてよかった点（49 名）
表３ 試験問題画面の見やすさ（49 名）
⾒やすかった

⾒にくかった
(⾊)どちらかといえば⽩背景⿊⽂字
の⽅が⾒やすそう

レイアウト

⽂字サイズ

0

2 (4.1%)

49 (100%)
-
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⾊

47 (95.9%)

45 (91.8%)

-

4 (8.2%)

0

表４ オンライン筆記試験の感想（回答任意，18 名が回答）
・ 同期型のテストをやったのはこの授業だけでした。新しくて⾯⽩かったです。こういう授業が増えて
ほしいです。

・ 新たな試験⽅法でしたが、安⼼して取り組むことができました。
・ オンラインでもしっかりテストができるのだなと思いました

・ ネット環境が⼼配ではあるが、オンライン授業の中有⽤な試験⽅法であったと思う。

・ （オンラインのためか分かりませんが…）問題が説明などレジュメを⾒るのではなく⾃分でさらに再
構成するものであったため、知識の確認に役⽴ちました。

・ 新しいと思った。持ち込みありだったので必死にノートを作り勉強した。

・ テストは持ち込み可能であったが、それを頭に叩き込むか込まないかの違いで、知識を定着できてい
るなと感じたのは今回の授業の⽅が多く感じた。

・ イーアルプスのフォーラムでテストを受けたが、タイピングが遅い上に誤字が多いので筆記ではしな
いようなミスにおびえてしまいやりにくかった。筆記の良さを改めて感じた。

・ Googleフォームを活⽤すれば持ち込みは可能にしなくてもいいのかなと感じたけど、テストを受け
る⾝とすれば持ち込み可能の⽅がありがたいと思いました。

・ スライドが⾒やすく、解答しやすかったです。

・ 他の授業の課題が多すぎたのでありがたかったです。プリントが⾒られる点。
・ 他の講義のレポートが⼤変だったので、テストだったことがよかった。
・ レポートよりテストの⽅が勉強するので知識はつくのかなと思いました
・ ズームの操作が少し不安でしたがなんとかできました。

・ surfaceだとカメラの⾓度を下に向けづらいため、試験中のカメラの⾓度を⼯夫する必要があると
思った。

・ パソコンが、⾃⽴しないので、⼿をうつすのは困難である

・ 試験そのものよりテスト環境（カメラなど）を整えることに⼿間が⽣じている。

・ 試験中に先⽣が受け取った名前を呼ぶのが少し気になりました。集中しにくかったです。チャットで
受け取りの連絡を⼊れれば良いのではないかと思いました。

５．おわりに―特別支援教育領域からみたリモート授業の展望―
本授業の受講学生から，授業期間中に一時期入院していたが，リモート授業のおかげで
概ね履修計画通りに授業に参加できた，という報告があった．特別支援教育では，以前か
ら特に入院児等の病弱教育において，リモートワークシステムによる授業実践や地域校交
流が研究・開発されてきた（滝川ほか 2013）
．例えば大城は，入院児が前籍校への参加の
実感を得るための遠隔支援の方法などを実践から提案している（大城 2017）
．全ての人が
感染リスクに脅かされる現在の状況は，
病虚弱者が社会的レベルに拡大した状況ともいえ，
病弱教育が蓄積してきた成果が全ての子どもに対する教育の質保障に活かされるのではな
いかと思われる．一方で，本実践研究をはじめとした現在の社会的な取り組みが，病弱教
育のユニバーサルデザインにも貢献してゆくことが期待される．今後ますます双方の教育
研究が接近してゆくことを願いたい．
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