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　2019年末からの新型コロナウイルス禍によって、人々

の対面での接触が大きく制約されることとなりました。それ

に伴って、オン・キャンパスでの教育研究活動を基本とし

てきた世界の大学も、危機に直面することとなりました。自

然あふれる広大な伊都キャンパスをメイン・キャンパスとし

て構える九州大学もまた、この大きなうねりから逃れること

は許されず、2019年度学位記授与式は代表者のみの出

席に変更、2020年度入学式は中止、春学期からは遠隔

授業を原則とする等の苦渋の選択を重ねてきました。

表紙の写真は、緊急事態宣言下における人影まばらで

静まりかえった伊都キャンパスの風景を切り取ったもの

です。その後、コロナ禍は沈静化と再燃を繰り返し、その

都度、本学における教学方針の修整が重ねられてきま

した。

　本報告書は、コロナ禍における九州大学の教学を支

えるために奮闘した各部局・部署の記録です。2020年初

春から2021年初夏までの期間に、本学の各部局・部署

が何を経験し、そこからどのような成果と課題を導き、何を

展望しているのかを、教職員83人の協力を得て、インタ

ビュー形式で聴き取りました。インタビューから浮かび上

がったのは、伊都・大橋・筑紫・馬出4キャンパスのそれぞ

れの部局・部署において、学生の生活と学びを守り、研究

大学としての教育研究の質の高さを維持・発展させてい

くことに、教職員が一丸となって、創意工夫を凝らして取り

組んでいる、生き生きとした奮闘ぶりでした。とりわけ、同じ

敷地内に九州大学病院をもつ馬出病院キャンパスでは、

医療現場の緊張感が極まるなかで、医療従事者を着実

に育成することに研ぎ澄まされた集中力を発揮していまし

た。「予測不可能な時代を生きる人材」の育成が期待さ

れている大学（中央教育審議会、2018年）にふさわしい、

本学の耐性と底力が発揮された一年半だったと言える

でしょう。

　その一方で、コロナ禍は、政府や大学が真っ向から取

り組むことを先延べしてきたいくつかの課題を露呈させま

した。例えば、コロナ禍においては、従来通り、授業科目の

シラバスに記載した授業計画に沿って授業を実施するこ

とは、実質的に不可能になりました。その際、「授業科目

の到達目標の達成」を最終目標として教育の質を損なう

ことなく、どこまで柔軟に授業計画を変更して良いのかに

ついての明確な指針はなく、各教員の判断に基づいて

「柔軟に」対処せざるを得ませんでした。予期せぬ事態

に柔軟に対応するために、個々の授業科目を担当する教

員に付託された責任と権限、より中・長期的な計画の中

で、授業科目のまとまりとしての教育課程（学位プログラ

ム）の質を確保する考え方や仕組みに関する共通理解

形成は、今後の課題として残されています。

　コロナ禍においては、従来通り、対面で試験を実施する

ことが難しくなったため、成績評価の客観性を確保する懸

命な努力の一環として、多くの教員がレポート課題などを

例年よりも多く課しました。その結果として、学生は過剰な

授業時間外学修を余儀なくされたことが推察されていま

す。この問題は、教員が「授業科目の到達目標の達成」を

最終目標として、「平均的な学生の学修時間」に基づいて

「学習量（workload）」を計算して授業を設計したり、教

員間で授業内容の調整を行ったりする習慣を、必ずしも厳

密に形成してこなかった課題もあらわにしました。

　コロナ禍においては、従来通り、教員の目の前にいる学

生の反応を見ながら理解度を推察し、丁寧に授業を進

めることが難しくなりました。それを補う方法として、多くの

教員が大学の情報基盤として整備されてきたオンライン

会議システム（Microsoft Teams等）や学習支援システ

ム（Moodle）を使いこなすだけでなく、様々なオンライン・

アプリケーションを駆使して、双方向性を再現する独自の

努力を繰り広げてきました。この一年余りで、大学教職員・

学生の教学に係るITリテラシーは一気に高まったと言え

るでしょう。そして、汗を流して獲得されたこのスキルは、

今後、対面授業に対する制約が解消されていったとして

も、忘れ去られるのではなく、日常的に活用され続けること

が予想されます。このことは、学生の主体的な学びとして

の「アクティブ・ラーニング」が、流行の教育ジャーゴンで

はなく、教員間の暗黙の了解の中で、長きにわたって実

際に大切にされてきた、教学における中核的な価値であ

ることを再認識させることになったと言えるでしょう。遠隔

授業という文脈の中で学生の主体的な学びを支える新

たなスキルを武器に、講義・演習・実験・実習科目をいかに

設計し、教育資源配分の最適化を図りながら、学びの時

間と空間の自由化を実現し、大学の教育研究機能の高

度化を推進していくかについての議論を深め、大学教育

の新しい形を模索していかなければなりません。

コロナ禍は、教育研究活動の表舞台に立つ教員だけ

によって推進されているのではなく、そのための制度設

計、環境整備、情報発信・普及を担う職員の、連携のとれ

た機動力と細やかな配慮なくして実現することは不可能

であることに、改めて気付かせてくれました。前例のない

事態への待ったなしの対応を迫られる中で、大学の各部

署においては、部長職の毅然とした態度のもとに現場裁

量が発揮され、新しいルールや仕組みが整備され、既存

の制度の柔軟な運用が断行されていきました。そして、そ

の枠組みの中で、新たな問題への対処と、通常業務の

遂行が並行して粛 と々進められました。新しい事態に対

処する中では、必ず課題や失敗が発生しますが、その背

後には数知れない成果や成功があることを、教員や学生

はついつい見過ごしてしまいがちです。その了見の狭さ

自体も懐に収めて、大学の日常を支えている職員の活躍

が輝いた一年でもありました。

このように、コロナ禍は、大学に多くの学びと気付きをもた

らしました。何よりも大切なのは、この経験を風化させること

なく、Beyondコロナ時代の大学が新しく、より豊かなものに

なるように、大学の教育研究活動の在り方、組織の在り

方、教員と職員と学生の在り方と相互の関係性、情報基

盤や環境整備の在り方を考え直し、総合的・有機的に整

合させていくための英知を結集することだと言えます。

この壮大な課題は、今後、何年もかけて取り組んでい

かなければならないものです。その際、本報告書が、本学

教職員にとって、コロナ禍における学びや気付きを思い起

こし、今後を展望する手掛かりとなれば幸いです。同時

に、本学の大切なステークホルダーである学生、卒業生、

及び一般社会の皆様には、本報告書を通して、本学学

生の学びを守るために一丸となって取り組んだ私たち教

職員の真心をご理解いただき、大学の教育研究活動の

高度化に向けて、共に励んでいただけることを切に願っ

ております。本学においてコロナ禍を共に凌いだ学生を対

象とした調査は、引き続きの課題としたいと思います。コロ

ナ禍は簡単に収束することはなさそうですが、この経験か

ら学び、より豊かな大学の将来を築いていくことができるこ

とを祈念して、本報告書の巻頭言といたします。

　2021年7月
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生の学びを守るために一丸となって取り組んだ私たち教

職員の真心をご理解いただき、大学の教育研究活動の

高度化に向けて、共に励んでいただけることを切に願っ

ております。本学においてコロナ禍を共に凌いだ学生を対

象とした調査は、引き続きの課題としたいと思います。コロ
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教授 木村 政伸

非常時でも教育目標はぶれない

─対面授業が制限される中で、どの

ようにアクティブ・ラーナーの育成に取

り組まれたのでしょう。

木村●私が統括する基幹教育セミ

ナーは、約2,600人の学生を対象に、

約120人の教員が分担して実施する

授業科目です。アクティブ・ラーニング

を導入し「大学では何を学ぶのか」と

いった問いをもとに、学生一人一人が

自らの将来像を具体化していくことを

目指しています。コロナ禍でオンライン

による授業を余儀なくされた当初、教

員のオンライン・スキルには個人差があ

りましたが、教育目標は変えない大方

針のもとに、教育方法について試行錯

誤を重ね、本学の学習支援システム

であるMoodleをベースにしたオンデ

マンド型授業とリアルタイムのライブ型

授業の方法を例示したFDを実施しま

した。その成果として、学生同士の交

流ができないなどいくつか課題が残っ

たものの、独自に取ったアンケートで

は、予想以上に学生の評価が高くて

驚きました。

角●私が統括する課題協学科目は、

後期開講なので、前期の間に遠隔・

対面どちらの方法でも実施できるよう

に準備をしました。各担当教員が自ら

の専門分野に則して課題を設定する

という授業科目の性質上、共通の方

法を提案することは難しかったのです

が、Moodleとオンライン会議システム

のチャット機能を使ってディスカッショ

ンする方法を例示することができまし

た。結局、課題協学科目は対面で実

施できることになりましたが、教室での

密を避けるために、1クラス50名の学

生を中教室2つに分散させ、片方の

教室で教員が話し、もう片方の教室

にその内容をオンライン会議システム

を使って配信する方法を採りました。

大学に学生を集めることの意義

─遠隔授業を実施する中で、その可

能性と限界について、どのようなこと

をお考えになられましたか。

古屋●遠隔授業が始まった今、考え

なくてはいけないのは大学とはどういう

場で、学生に何を与えるのかだと思い

ます。すでにMOOCなどで素晴らしい

授業が視聴できますので、知識を身に

付けるだけならば、遠隔授業で構わ

ないのかもしれない。だからこそ、大学

に学生を集めることの意義は何か、改

めて考え直す必要があります。実験は

分かりやすい例です。大学には実験

器具があり、実験に取り組む場があ

り、そこで教員と学生が意見を交換で

きることが、対面授業で実験を行う意

義を支えているのだと思います。

山田●私が統括する自然科学総合

実験は、緊急事態宣言の発出を受け

て、春学期は完全に遠隔授業で実施

する方針が決まりましたので、対面で

実験をすることができなくなりました。そ

こで急遽、担当教員に協力してもらっ

て、オンデマンド課題を作成し、その教

育効果が対面授業に匹敵するよう

様々な工夫を加えました。例えば、力

学の振り子の実験は、従来の対面授

業では、実験室で振り子を観察しなが

らストップウォッチで測った平均値から

重力加速度を計算で求めますが、遠

隔授業では、振り子の動画を見ながら

ストップウォッチで計測するという新し

い方法を編み出しました。同様に、生

物では機能遺伝子の情報をダウン

ロードして配列を整え、アミノ酸に変換

して分子系統樹を作成し、考察すると

いう方法をとりました。その他、説明動

画をつくったり、実験過程を動画で

撮ったりと試行錯誤しながら、オンデ

マンド型の課題をつくりました。

古屋●面白い試みですね。では自分

の手を動かして実験するのと実験動

画を見て解析するのはどう違うのか。

それは失敗があるかどうかです。実験

は成功ばかりではありません。その必

ずしもうまくいかないという経験が、そ

の先の新しいアイディアにつながった

り、うまくいかない理由を考えたりする

良い機会になるのです。これは実際

に自分の手を動かさないと経験できな

いことですよね。オンライン教材でどれ

だけ教育効果を高めたとしても「直接

やってみる」のと「間接的にしかできな

い」、この二つには違いがあると感じ

ています。

山田●そうですね。オンデマンド型の

課題はリアルな場での実験に肉薄す

る精度の高いものでしたが、確かに、

オンデマンド型の課題は対面の実験

に適わないことも痛感しました。例え

ば、遠隔授業だと学生の実験を見な

がらすぐそばでアドバイスをしたり指摘

したりすることはできません。実験中の

そういったコミュニケーションが、学生

にとっていかに役に立っていたかがよ

く分かりました。

遠隔授業のメリットを活かしながら
より豊かな大学生活を目指して

─コロナ禍の経験を経て、どのような

基幹教育を展望していらっしゃいま

すか。

山田●遠隔授業がスタートし、今まで

経験がなかったことに挑戦すること

で、たくさんの気付きがありました。例

えば、レポートの提出にはMoodleを使

うこと、学生たちが使い慣れている

チャットでコメントを残すことなど、便利

な機能は、対面授業に戻っても活用し

続けようと思います。

角●教員の出張時に遠隔で授業が

できれば良いですよね。学生にとって

も、曜日によっては全ての授業を自宅

から受けられるよう時間割を組むこと

ができれば、オンラインのメリットをうまく

活かすことができると思います。

古屋●大学に学生を集めることの意

義を熟慮しながら教育を設計してい

けば、受講生が非常に多い講義科目

など、遠隔授業を導入するメリットは大

きいと思います。一方で、大学生活に

おいて重要な位置を占める課外活動

が制限される中で、学生の心のケア

にも配慮していきたいと思っています。

木村●確かに、遠隔授業に取り組む

中で、反転授業など、これまでFDを通

して知識として知っていた教育の方

法を実践し、スキルアップする機会を

得ました。一方で、学生の反応を見な

がら授業をつくるという観点からは、

やはり物足りなさを感じます。学生から

も「対面の方が面白い」「他の学生と

コミュニケーションが取れるし、分から

ないことがあればすぐ近くの人に聞け

る」といった声があがっています。仲

間づくりやサークル活動を含め、大学

生活の豊かさをどう守っていくか、検

討していかなければならないでしょう。

教員も学生もこの経験を良い方向へ

活かしていけたらと思います。

4 5

遠隔授業が始まり
コロナ禍で問われる大学の真価

基幹教育院は新入生に大学での「考え方の伝達」と、

「アクティブ・ラーナーの育成」を中核的な役割の一つに掲げています。

対面での授業の機会が制約される中、どんな工夫をして学びの場をつくっていたのか。

そして、今後の「基幹教育」のあり方とは。基幹教育院の4名の先生方に伺いました。

教授 角 俊雄
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教授 小黒 康正

関係者の連携・協力のもとで
実現した外国人教員の招聘

─学務委員会委員長として、コロナ

禍における文学部・人文科学府の教

育をどのように舵取りしてこられたの

でしょう。

小黒●2020年度学務委員会は、授業

日程の変更、ガイダンス・オリエンテー

ションの遠隔実施に始まり、授業科目

の開講学期の変更をはじめとする

新型コロナウイルス感染症への対応

に明け暮れました。加えて、外国人教

員招聘の苦労もありました。例えば、

私の所属する独文学講座では、2020

年4月1日着任予定で、ドイツからウ

ルリヒ・ヨハネス・バイル教授を招聘

する準備をしておりましたが、春先か

ら状況は厳しさを増し、何度も来日を

延期せざるを得ない状況が続きまし

た。しかしながら、独文学講座では、

外国人教員による講義が、教育課

程で重要な位置を占めています。バ

イル先生ご本人、ミュンヘンの日本

領事館、九大人事部と何度も連絡

を取り合い、警戒緩和期のわずかな

タイミングを見計らって入国を果たし

ていただきました。羽田空港から入

国後、二週間のホテル滞在を経て、

12月第1週に来福、第2週からやっと

遠隔授業を始めることができました。

この間、福岡大学人文学部に無理

をお願いして、元同僚のアンドレ・ライ

ヒャルト先生に非常勤講師として、本

学の授業科目をご担当いただけたこ

とに心より感謝しています。

オンライン対策チーム（QOS）の
リーダーシップのもとに遠隔授業
を推進

─情報化委員会の委員長として、ど

のように遠隔授業のための環境整

備を進められたのでしょう。

岩﨑●清水和裕研究院長の英断の

もと、上山あゆみ副研究院長をトップ

に、情報化委員会の委員と若手教員

から構成される、文学部・人文科学府

オンライン対策チーム（QOS）が3月末

に立ち上がり、最前線に立って遠隔

授業化を進めてきました。具体的な活

動としては、他部局の情報を収集しな

がら、遠隔授業の実施方針の作成

（教員用）、受講指針の掲示（学生

用）、Moodle活用指針の作成、学生

の通信環境の調査などの運用サポー

トを行うとともに、学生からのメールによ

る相談への個別対応に当たりました。

学生からの相談内容としては、履修

登録や出席に関する事柄が多かった

です。学生や先生方の協力のもとに、

なんとか遠隔授業を軌道に乗せるこ

とができ、やりがいのある仕事となりま

した。講義や演習を遠隔授業で実施

できたことは、個人としても、非常に助

かりました。私は実は、難聴を発症して

おり、教室での対面授業の場合、学

生の声が聴き取りづらく感じています。

遠隔授業ではヘッドフォンが使えます

ので、問題なく学生と会話し、不安なく

授業を進めることができました。遠隔

授業にはそういうメリットもありますの

で、私が担当する授業科目では、今後

も積極的に導入する予定です。

慎重に守り抜いた演習と
フィールドワーク

─考古学講座で必須のフィールド

ワークは、どのように実現されたので

しょう。

辻田●遺跡の発掘調査を実施する

実習科目についてお話しします。例年

は4月から4カ月かけて、測量の技術

や遺物の実測の基礎を学びます。し

かしながら、2020年度は、行動指針

が緩和される6月下旬までは、休講に

せざるを得ませんでした。結局、対面

授業が可能となってからの7月以降

の5、6回分の授業の中で凝縮して、

学びを進めることになりました。例年と

は違う形となりましたが、それでも対面

で実施できたことは、本当によかった

と思います。

　例年9月には、嘉穂郡桂川町にあ

る6世紀の前方後円墳の発掘調査

を、地元の教育委員会と合同で実施

しています。飯塚市のビジネスホテル

に泊まり込んで合宿方式で実施する

フィールドワークです。このフィールド

ワークをどのようにして実施できるか、

直前まで熟慮しました。8月の時点で

清水研究院長に相談し、学務委員

会でも検討していただいた結果、合

宿方式ではなく、バスをチャーターし

て九大から飯塚に毎日、二週間、学

生を通わせる形で実施できることにな

りました。学生には負担をかけました

が、幸いクラスターが発生することもな

く、無事、例年通りの発掘調査を行

い、調査結果を地元の方に公開する

現地説明会も実施することができまし

た。このような試行錯誤を経て、後期

以降も、講義は遠隔授業で行いなが

ら、実習は対面授業で続けています。

遠隔授業が普及する中で
九大の強みを研ぎ澄ます

─遠隔授業が普及する中で、教育

資源の共有が進むと考えられます。

その中で何にこだわり、何を大切にし

ていかれますか。

小黒●質の高い教育を提供すること

です。国内の他大学から外国人教員

を招聘するという考え方もあります。分

野によってはそれで問題ない場合も

ありますが、独文学講座の場合、該当

する外国人教員は国内に多くいるわ

けではありません。教育の質の保証を

前提に考えた場合、やはり本国で活

躍されている先生をお呼びしたいとい

う思いがあります。そうした観点から、

バイル先生が、予定通り来日できない

と分かった時点で、本国から遠隔授

業を行ってもらえないか、打診しました

が、本学側の雇用契約の関係で難し

いのが現状でした。今後、より柔軟な

対応ができるようになることを願ってい

ます。

岩﨑●私が担当する日本史学でも、

考古学のように自治体の図書館で取

り組む整理事業に学生を連れて行く

などのフィールドワークを行いますし、

古い書き付けなどの歴史資料を演習

で活用したりもします。2020年度は、

デジタル化された画像資料や文献を

活用して、演習を実施することができ

ました。一方で、歴史資料をデジタル

化することについては、慎重に行うべ

きだと考えます。質の高い教育や研

究を行うには、実物を見るのが大切だ

からです。九州大学附属図書館付設

記録資料館は、全国有数の資料保存

機関です。私の専門分野である江戸

時代だけでも、10万件を超える資料が

保存されています。この貴重な資料を、

教育や研究に効果的に活用すること

は、九大の強力な武器だと考えます。

辻田●講義を遠隔授業で実施する

ことに、技術的な面では大きな問題は

ないことが分かった一年だったと思い

ます。一方で、演習でのディスカッショ

ンやディベート、実習を遠隔授業で実

施することには限界があります。大学

の教育の魅力は、教員と学生の質の

高い対話と実習の機会を提供できる

こと。その価値を最大化することが、

大学としてのアイデンティティを確か

なものにすることと深くつながっている

と感じています。
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九大のアイデンティティを
最大限に活かして
コロナ禍を乗り切る

学外での演習やフィールドワークが欠かせない「人文科学研究院」。

コロナ禍で学生にも教員にも移動規制がかかる中、学生たちの学びをどのように誘導したのか。

現場の最前線に立って対応された先生方に話を伺いました。
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教授 小黒 康正
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教授 田上 哲

准教授 佐々木 玲仁

ヒトに関わる学問分野の教育を
遠隔化する困難

―遠隔授業化に向けて、特にご苦労

されたのはどんなことですか? 

田上●九州大学全体としての方針が

定まらず、気を揉みました。どのような方

法で授業を実施するのか、どのオンライ

ン会議システムを使うのかが明確では

なく、準備のための初動が遅れました。

2020年4月に緊急事態宣言が発令さ

れてからは、ツールの使い方を覚えな

がら具体的に授業を実施していくため

の準備を進め、5月に授業が始まってか

らは、いろいろな問題にその都度対応

しながら、自転車操業的に対応しなけ

ればなりませんでした。教員も学生も本

当に大変だったと感じています。教務

委員長としては、時間割の調整にも苦

労しました。例えば、学校現場での

フィールドワークなど、対面でしか実施

できない授業科目については、先の見

通しがないまま、前期から後期に後ろ

倒しにしましたが、だんだんと深刻な状

況に陥っていきました。

佐々木●オンライン会議システムの選

定について、教員は「学生に良い授業

を届けたい」と、ただそれだけを望んで

いるのですが、大学本部からは欲しい

サポートをなかなか得ることができな

かったと感じています。また秋学期に

は、大学本部から、積極的な対面授業

の推進が依頼されましたが、私自身は

感染リスクが下がっているとは感じてい

ませんでしたので悩みました。私が担

当する実習科目「心理アセスメント（観

察、面接及び心理検査などを通して人

格の特性を捉えるための演習）」は、対

面でしか成り立たないため、前期から

後期に移動しましたが、後期になっても

状況はあまり改善しませんでしたので、

結局、遠隔で実施しました。とはいえ、

例えば、検査に必要な道具は、実際に

現物に触れられないとどうしようもない部

分があります。質問紙などは全て学生

一人一人に郵送して届けましたが、高

価な道具はそうすることができませんし、

使い方も個別に説明することができま

せん。また、心理アセスメントは、「どうい

う場にいるか」という環境もセットで検査

を行うので、それを教えるために場を共

有することが不可欠なのです。この点

は、今も解決できていない課題です。

江口●私が担当する教職課程では、

例年、教職課程の4年生が、前期に教

育実習とその事前指導、後期に教職

実践演習を行いますが、2020年度はス

ケジュール全体が玉突き的に遅れたた

め、年間を通してずっと大変でした。ま

ず、2020年3月末の時点では、学生の

教育実習先の高校の状況が不透明

でしたので、高校側に確認しながら、事

前指導の時期や方法を検討しなけれ

ばなりませんでした。結局、高校は4月

から遠隔で開校することになりましたの

で、本学の授業が開始する5月に先

だって、何らかの方法で事前指導を実

施しなければならなくなりました。そこで、

教材をMoodleコースに掲載するオン

デマンド型の事前指導の体制を整えま

した。結局、教職課程の学生120名のう

ち、前期に教育実習に出掛けられたの

は7名に留まりました。そのような状況の

中で、7月には対面授業が可能になりま

したので、防疫対策を十分に講じた上

で、対面での事前指導も実施すること

にしました。全体説明では、学生を大教

室2つに分散させ、学習指導案と模擬

授業を作成するグループワーク（5コ

マ）では、教室を20部屋準備して実現

することができました。後期の教職実践

演習は、高校の先生をゲストスピーカー

に招いて教育現場の実際について学

ぶ授業科目です。教育実習に出掛け

ているために参加できない学生が少な

くありませんでした。そうした学生のため

に、高校の先生方にはオンデマンド教

材を作成していただいたのですが、児

童・生徒の写真などを含む資料をオン

ラインで配付してよいのかなど、様々な

調整が必要で大変でした。さらに、学

生の模擬授業に対する指導を遠隔で

実施するためのスケジュールや使用す

るオンライン会議システムの調整にも手

間取りました。模擬授業についても、教

育実習に出掛けているためにライブ型

で実施できない学生については、事前

に収録した記録を提出させ、それに対

する指導も録画することで対応しまし

た。結局、最終的に全てが終了したの

は、2021年2月末でした。

遠隔化によって広がる選択肢

―遠隔授業化を実現して、得られた

メリットはありましたか?

佐々木●どのようにすれば遠隔でもイ

ンタラクションを起こせるか、その段取り

や枠組みなどのノウハウを蓄積できた

ことは良かったと感じています。また、イ

ンタラクションを引き出すために、学生に

毎時間、疑問や感想を書いてもらうた

めのフォームを設けたのですが、そのこ

とで、学部で1,000件、大学院で600件

ほどの情報を電子データとして蓄積で

きたので、今後の授業改善に生かすこ

とができると思います。

江口●オンライン会議システムを活用

できるようになったことは、大きな成果で

した。入試やオープンキャンパスに活用

していくことができます。とりわけ教職課

程では、課程認定を受ける上で、専門

性を備えた講師陣の要件を満たす必

要があるのですが、その講師陣による

授業科目を、全学の学生を対象に開

講しなければならない中で、時間割編

成上の制約や非常勤講師を雇用する

ための予算の制約を克服する上で、オ

ンデマンド型の遠隔授業の実施は一

つの積極的な解決策になり得ます。

田上●不登校気味だった学生の中に

は、遠隔授業化によって授業に出席し

やすくなり、単位が取得しやすくなった

場合もあります。学生のニーズへの応

答性の観点から、学習形態の選択肢

として維持していくべきです。ペーパー

レス化の観点からも、学生に自分のデ

バイスを持って出席してもらうことを考え

ています。その際、スマ－トフォンも学習

ツールの一つとして認めていく流れにな

るのではないかと思います。

遠隔授業の中で資料に向かい
自己と対話する

―2021年度はどのように授業を進め

られるご予定でしょう。

佐々木●講義科目については、学生の

質問や感想のレベル自体はとても高

かったと思います。一年間、じっくりと学

びに向き合えたからでしょうか。講義科

目については遠隔授業を積極的に取り

入れながら、心理アセスメントのような道

具を使う実習や、ディスカッションを軸に

した演習などはできるだけ対面で実施

していきたいと思います。

田上●主体的に考えられる学生にとっ

ては、遠隔授業の方が人間関係や周

りの雰囲気に左右されず、学びを深め

やすかったのだと思います。遠隔授業

では、学生個人に声が直接届きます

し、資料と向き合って集中できます。教

材に基づく検討に留まらず、自分ごとと

して自己と深く対話して問題を引き寄

せて考えることができるのだと思いま

す。一方で、教員としては、対面授業の

方が目の前に居る学生が理解できて

いるのか、悩んでいるのかを見極めて、

その反応を受け止めて柔軟に対応す

ることができます。理想的には、対面授

業もライブ配信したり録画したりして、学

生がシラバスを見て選択できるようにし

なければならないと思っています。

江口●私は、知識を伝達する講義科

目は、遠隔授業で問題ないと思います。

ただ、教職課程については、模擬授業

はやはり対面でなくてはいけないです

し、模擬授業に対する指導や、教育実

習に関する注意事項も、対面でないと

なかなか学生に直接響かない、反応

が薄いと、学校現場の実践家教員の

先生方は感じておられます。そうした指

摘をふまえれば、教職課程の科目に

よっては、対面で実施する必要がある

と思います。もちろんコロナ禍の中では

難しいですが、収束することがあれば、

対面授業も大事にしていきたいと思い

ます。
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手探りで始めた
遠隔授業・遠隔による研究指導

─非常時において授業を継続するた

めに大変なご苦労をされた一年だっ

たと思います。2020年1月以降、どの

ような対応をされましたか。

桑原●新型コロナウイルスが流行し

始めた2020年1～3月は、授業形態

や学位審査をどうするかなど、教務関

係で決めることがたくさんありました。

本来ならば教務委員会で決め、教授

会で審議する手続を踏みますが、そ

れではスピードが追いつかないので

学府長・副学府長、教務委員長が集

まった拡大執行部会議を立ち上げて

決定を急ぎました。春学期は本部の

方針に基づいて遠隔授業になりまし

たが、夏学期以降は対面授業と遠隔

授業のハイブリッドで、対面授業の場

合は事前に申請することとし、安全面

に十分配慮しながら実施しました。そ

の中で痛感したのは、教員だけでなく

事務部との連携が決定的に重要だ

ということです。皆さんに協力していた

だけたから、なんとか乗り越えられた

一年でした。

楠見●大学院では、研究を止めるわ

けにはいきません。原則、在宅勤務とし

ながら、まず、研究室のメンバーをオン

ライン会議システムでつなぎ、時間が

重ならないようにシフトを組んだ上で実

験のために大学に来られるようにしま

した。一方、2020年5月からの遠隔授

業化に向け、大人数を対象に相手の

顔が見えない形で、どのように授業を

すれば良いのか想像がつかず、不安

の中準備を進めていました。夏学期に

は、1年生を対象とする基幹教育セミ

ナーを担当しました。1年生は入学し

てから対面授業を全く経験していな

いので、学生グループで話す時間を

多く取れるように工夫しました。学生同

士で話せることが、孤独感を和らげ、

安心させてくれる効果があることを、ひ

しひしと感じました。学生たちの研究

活動で最も支障が出たのは、フィール

ド調査ができないことでした。その間

は、オンライン会議システムを使って

データ解析の指導をすることにしまし

た。例年、学生たちはフィールドに出る

のは好きですが、データ分析は後回し

になりがちです。外出自粛期間中は、

データ分析に集中することができたの

で、結果的に例年よりも効率的に指導

できたこともあります。

阿部●私も基幹教育セミナーを遠隔

授業で行いましたが、学生からは、教

員とコミュニケーションが取れたことで

ストレスが軽減されたという声が上

がっていました。遠隔授業でも方法を

工夫すれば、効果を上げられるところ

があると思います。直接会うことができ

なくてもオンライン上で会話やチャット

など言葉を交わせるだけでも心理的

に支えられるのです。大学院の授業

では、渡日できず中国から受講する学

生さんがいました。Zoomのアクセスに

制限があるということで、平等性の観

点からZoomだけで授業を実施する

のではなく、オンデマンド型の教材も準

備して皆がアクセスできるように配慮

しました。

広がる遠隔授業の可能性と
克服しがたい課題

─今回の経験からどのような教訓を

導かれ、今後どのように生かしたいと

お考えですか？

桑原●オンライン会議システムを使っ

た授業のノウハウを蓄積することがで

きましたので、継承していきたいと思い

ます。地球社会統合科学府の必修科

目に課題解決型のPBL（Pro j e c t 

Based Learning）科目があります。対

面授業を前提とした授業科目です

が、遠隔でもZoomのブレークアウト

ルーム機能を用いることで、予想して

いた以上にスムーズにできました。討

議や質疑応答も活発に行われまし

た。通信環境や資料の共有などいく

つかクリアすべき課題はありますし、

1対1で実施できればより良い質疑応

答ができただろうという課題は残って

いますが、オンライン会議システムを

使ってPBL科目も実施できることが分

かったのです。このことは、留学生が

多い私たちの学府にとって大きな意

味があります。遠隔授業と対面授業を

融合させていけば、良い教育が実現

できると実感しました。研究指導はや

はり対面が大事です。より深く面白い

内容を展開しようと思うと、教員と学生

がお互いの顔を見て議論を深めてい

くことが重要です。今年は実験も十分

にできなかったので、学生の成長とい

う観点からはやはり制約があったと言

わざるを得ません。

楠見●遠隔授業を行う環境が、年度

初めには全く整っていませんでした。ま

た、オンライン会議システムを使って入

試をするために必要な有線LANが

教室で使えなかったり、既にある高性

能のオンライン会議システムや機材

が、どの範囲で使えるのか分からな

かったりと、環境を整えることに手間取

りましたので、設備の情報を整理して

おく必要があります。この一年間は教

員と事務部、皆がスキルを出し合っ

て、助け合って乗り切りましたが、今後

は各々の役割を明確にして、体制とし

て整えていけると良いと思います。遠

隔授業については学生の顔を見て理

解しているのかどうかを確かめなが

ら、かつヒントをあげながら授業を進め

にくい点は、やはり克服しがたい課題

だと感じます。夏の基幹教育セミナー

では、複数の先生方が作成した教材

を供覧してくださったのは大変ありが

たかったです。今後もそれぞれの先

生が作っておられる教材を公開し、お

互いに活用できるようになると便利だ

と思います。研究指導については、研

究室でSlackなどを使っていつでもコ

ミュニケーションできる環境を整えるこ

とができました。これは今後も続けてい

きたい取組の一つです。学部生・院生

だけでなく共同研究をしている学外の

先生方との情報共有が円滑になった

ことも利点でした。

阿部●対面授業の方が学生にとって

は学べることが多いと思っていました

が、遠隔授業だからこそ良かったと感

じる発見もありました。学生自身がオン

ライン上で表現したり対話したりする

経験を通じて、学びにつながったとい

う声も聞きました。オンライン世代で慣

れている学生にとってはオンライン上

でのやりとりが効果的な場面もあると

実感しています。

─より質の高い教育を実施するため

に組織的に取り組まれていることは

ありますか？

桑原●オンデマンド型の教材や動画

など、コロナ禍で作成したデータ財産

を、まずは学府で持ち寄って使えるよう

にしようと動いています。部局以外にも

様々なデータ財産があると思うので、

共有できればより良い授業のヒントに

なるでしょう。この一年で感じたことは、

職域を越えた連携が非常に大事だと

いうことです。今後も全体で力を合わ

せてより良い授業を追求していければ

と思います。
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手探りで始めた
遠隔授業・遠隔による研究指導

─非常時において授業を継続するた

めに大変なご苦労をされた一年だっ
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安心させてくれる効果があることを、ひ
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考えなければ解けない
試験問題を用意する

─遠隔授業に移行するに当たって、

どのような工夫をされましたか？

野々村●遠隔授業が始まった当初は、

授業の準備にずいぶん苦労しました。

講義・演習（ゼミ）科目については、従来

の対面形式で実施してきたことをどのよ

うに遠隔授業として実現するかについ

て悩んでいたときに、ある先生から「授

業をオンライン化するためのポイント」と

いう専門家が発信している資料を紹介

していただきました。「同じ形ではなくて

も同じ価値を追求する」「完璧であろう

と思わない」という内容を見て、気持ち

が楽になりました。徐々に慣れてきて、事

前に資料をアップロードして学生が予

習できるようにしておき、授業では議論を

展開するという形式で進めることができ

ました。教員にとっても学生にとっても、

早めの努力が必要になりましたが、今ま

でよりも考察を深められるようになったと

思います。遠隔に慣れている学生さん

の提案を生かしながら形を作っていきま

したので、学生さんの自信にもつながっ

たと思います。会議や研究会は、オンラ

イン会議システムを使用して、効率的に

進められたと思います。研究指導は、遠

隔では厳しく、少人数の学生を大学に

呼んで対面で指導することもありまし

た。入試については、各専攻の自助努

力に任されていました。手作りになって

しまったので、全学的なガイドラインを夏

頃に準備していただけていれば、より良

い形で具体化できたのではないかと思

います。想定外のことばかりでしたが、

部局の組織力で乗り越え、その中で議

論が深まったと感じています。

山本●オンライン会議システムについて

は、大学本部の側でも試行錯誤があ

り、手間取りましたが、学習支援システム

Moodleについては、以前から使ってい

たので、それほど苦労しませんでした。

私が気になったのは、学生の通信環境

の状況でした。インターネット契約をして

いない場合、携帯電話から接続するこ

とになりますので、通信料が掛かります。

パワーポイント資料を授業中に投影す

ると通信料がかさんでしまうので、事前

にダウンロードできるようにして、授業中

は手元の資料を見ながら音声だけ聞

いてもらう、といった工夫をしました。研

究指導に関しては、学生を対象とした

実験を密閉された空間で行うことが多

いので、研究が進みづらくなりましたが、

遠隔で実施できるように、ツールを開発

していきました。入試委員としてオープン

キャンパスを担当しましたが、これも部局

の自助努力に任されていましたので、苦

労しました。オープンキャンパスに関する

大学のホームページが完成したのが、

予約締切りから二週間前でしたので

予約をほとんど受け付けられなく、2回

目を開催することになりました。オープン

キャンパスは遠隔で実施しましたが、

例年とは異なり個別相談という形での

実施となりました。

黒瀬●私が担当する建築学科では、

建築士の受験資格に対応したカリ

キュラムであることもあり、早い時期か

ら遠隔授業の準備を始めました。他

大学の状況も含めて、教員同士で情

報を共有して進められたので良かっ

たです。研究室の学生とは、2020年

4月からずっとオンライン会議システム

Zoomを使って連絡を取っていました。

研究の進捗も大切ですが、まずは学生

たちが元気に過ごせているか、今の環

境に不安はないか、一人一人確かめ

ながら過ごすことができました。建築の

学生は、週に3～4日学校に来ているの

が常だったので、何気ないコミュニケー

ションをどのように続けていくかに配慮

しました。例えば、私が担当する講義

科目ではある街の写真を見せて「どん

な特徴があるか」「どこに心地良さを

感じるか」と質問を投げ掛けて学生た

ちに答えてもらうといった対話形式を

とっています。遠隔授業でも発言しや

すいように「今日は五十音順でこの辺

を当てます」と予告しておいて、その通

り当てていくなどの工夫をしました。建

物の設計をする演習科目では、オンラ

インホワイトボードを使って、学生の図

面に教員が補助線を書き込み、対面

に近い指導を続けることができました。

しかし、模型の製作など対面授業でし

か実現できないポイントも見えてきまし

た。街に足を運んで、その土地の人の

話を聞いたり、街の様子を観察したり

するフィールドワークでは、少人数で遠

くから観察するけれど現地の人との会

話は控え、どうしても話がしたいときは

直接接触するのではなく、電話やメー

ルでコンタクトするというルールを設け

て実施しました。その際に大事だと感

じたのは、教員が決めたルールを学生

に与えるのではなく、教員が心配して

いる内容を伝え、どうすればその課題

を乗り越えられるかについて教員と学

生が一緒に考えることです。学生個人

の行動をコントロールはできませんが

「この方法は大丈夫」「これはリスクが

高い」と判断するための基準を共有で

きたことが良かったと思います。試験に

関しては、感染防止や不正防止の対

策も必要でしたが、改めて「考える力」

を問う問題を準備することを重視しまし

た。大学の試験として大事なことは何

だろうと、教員の間で本質的な議論を

重ねました。

遠隔授業化の中で
九大の価値を守り、高める

─様々な工夫を通して、遠隔授業の

可能性を追求してこられました。今後

の大学教育について、どのように展望

していらっしゃいますか。

黒瀬●教員も学生も柔軟性を高め、遠

隔で問題がない部分は遠隔で進めて

いけば良いと思います。遠隔授業は、自

由度が高いので、社会人も参加しやす

いメリットもあります。ただし、その際、ディ

スカッションの密度を高めないと、九大に

入った意味が問われることになります。ま

た、対面でしかできないことを切り分け、

充実させていかなければなりません。そ

のような整理をすれば、大学における学

びの新しい可能性が生まれるのではな

いかと思います。

山本●遠方からでも参加できることが、

遠隔授業のメリットです。しかし、学生に

とっては、同級生と会えないこと、コミュ

ニケーションが取りにくいことは問題で

す。これをどう補っていくかを考えていか

なければなりません。

野々村●九大に来た意味としては、最

終的に論文を一つ書き上げるという部

分があります。研究指導では、論文の

探し方から始まり、資料の探し方、資料

を読んで論文に仕上げていく方法など

を一つ一つ教えていくのですが、それを

遠隔で実施するのは難しく感じました。

研究指導を行うときの人数についても、

教員と学生の一対一が良いときもあれ

ば、そうではないほうが良いときもありま

す。こうした丁寧な研究指導を守ってい

くことが、九大の価値を下げない上で大

切なことだと思います。

学生が緩やかにまとまって
過ごせる居場所を確保する

─九大の価値を高めていくという観点

から、キャンパス環境の整備について、

どのようにお考えでしょうか。

黒瀬●これから遠隔授業と対面授業

を組み合わせていくことになりますが、中

途半端なハイブリッド化はせずに、例え

ば曜日によって対面授業中心、遠隔授

業中心とメリハリをつけていくことが大

事だと思います。学生がキャンパスに来

る曜日は、教員も終日、学内にいて学生

に直接会えるようにすると良いと思いま

す。大学の設備に関しては学生の居場

所を確保することが重要です。学生が

自由に立ち寄って、仲間の存在を感じ

たり、遠隔授業に集中して参加できる空

間が必要です。せっかくキャンパスに来

たら友人にも会いたいでしょうから「あそ

こに行ったら誰かに会える」というホー

ムベースのような場所があると良いで

しょう。建築学科では、そうした居場所と

して、製図室を感染リスクを抑える観点

から授業時間内に限ってですが、開放

しています。また、多くの学生が自由に自

習できる場所としては、図書館がありま

す。このように、学生が良い刺激を受け

られるコミュニティに帰属できることが、

九大に来る価値の大きな部分を占めて

いると思います。学生が緩やかにまと

まって過ごせる場所を増やす観点から

考えると、伊都キャンパスには密になら

ずに集まれて、車も入ってこない屋外空

間がたくさんあります。そうした場所に

テーブルや椅子を設置して、学生が学

んだり集まったりできる居場所をつくりた

いですね。出し入れや管理が大変なの

ですが、その辺りはおおらかに実験しな

がら、キャンパスの魅力を高めていくこと

ができれば良いと思います。
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人間と環境を一体的に捉えることに都市・建築学、人間科学、教育学のアプローチから迫る

文理融合型の学際的大学院である人間環境学府では、コロナ禍における大学における学びの変化を
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考えなければ解けない
試験問題を用意する

─遠隔授業に移行するに当たって、

どのような工夫をされましたか？

野々村●遠隔授業が始まった当初は、

授業の準備にずいぶん苦労しました。

講義・演習（ゼミ）科目については、従来

の対面形式で実施してきたことをどのよ

うに遠隔授業として実現するかについ

て悩んでいたときに、ある先生から「授

業をオンライン化するためのポイント」と

いう専門家が発信している資料を紹介

していただきました。「同じ形ではなくて

も同じ価値を追求する」「完璧であろう

と思わない」という内容を見て、気持ち

が楽になりました。徐々に慣れてきて、事

前に資料をアップロードして学生が予

習できるようにしておき、授業では議論を

展開するという形式で進めることができ

ました。教員にとっても学生にとっても、

早めの努力が必要になりましたが、今ま

でよりも考察を深められるようになったと

思います。遠隔に慣れている学生さん

の提案を生かしながら形を作っていきま

したので、学生さんの自信にもつながっ

たと思います。会議や研究会は、オンラ

イン会議システムを使用して、効率的に

進められたと思います。研究指導は、遠

隔では厳しく、少人数の学生を大学に

呼んで対面で指導することもありまし

た。入試については、各専攻の自助努

力に任されていました。手作りになって

しまったので、全学的なガイドラインを夏

頃に準備していただけていれば、より良

い形で具体化できたのではないかと思

います。想定外のことばかりでしたが、

部局の組織力で乗り越え、その中で議

論が深まったと感じています。

山本●オンライン会議システムについて

は、大学本部の側でも試行錯誤があ

り、手間取りましたが、学習支援システム

Moodleについては、以前から使ってい

たので、それほど苦労しませんでした。

私が気になったのは、学生の通信環境

の状況でした。インターネット契約をして

いない場合、携帯電話から接続するこ

とになりますので、通信料が掛かります。

パワーポイント資料を授業中に投影す

ると通信料がかさんでしまうので、事前

にダウンロードできるようにして、授業中

は手元の資料を見ながら音声だけ聞

いてもらう、といった工夫をしました。研

究指導に関しては、学生を対象とした

実験を密閉された空間で行うことが多

いので、研究が進みづらくなりましたが、

遠隔で実施できるように、ツールを開発

していきました。入試委員としてオープン

キャンパスを担当しましたが、これも部局

の自助努力に任されていましたので、苦

労しました。オープンキャンパスに関する

大学のホームページが完成したのが、

予約締切りから二週間前でしたので

予約をほとんど受け付けられなく、2回

目を開催することになりました。オープン

キャンパスは遠隔で実施しましたが、

例年とは異なり個別相談という形での

実施となりました。

黒瀬●私が担当する建築学科では、

建築士の受験資格に対応したカリ

キュラムであることもあり、早い時期か

ら遠隔授業の準備を始めました。他

大学の状況も含めて、教員同士で情

報を共有して進められたので良かっ

たです。研究室の学生とは、2020年

4月からずっとオンライン会議システム

Zoomを使って連絡を取っていました。

研究の進捗も大切ですが、まずは学生

たちが元気に過ごせているか、今の環

境に不安はないか、一人一人確かめ

ながら過ごすことができました。建築の

学生は、週に3～4日学校に来ているの

が常だったので、何気ないコミュニケー

ションをどのように続けていくかに配慮

しました。例えば、私が担当する講義

科目ではある街の写真を見せて「どん

な特徴があるか」「どこに心地良さを

感じるか」と質問を投げ掛けて学生た

ちに答えてもらうといった対話形式を

とっています。遠隔授業でも発言しや

すいように「今日は五十音順でこの辺

を当てます」と予告しておいて、その通

り当てていくなどの工夫をしました。建

物の設計をする演習科目では、オンラ

インホワイトボードを使って、学生の図

面に教員が補助線を書き込み、対面

に近い指導を続けることができました。

しかし、模型の製作など対面授業でし

か実現できないポイントも見えてきまし

た。街に足を運んで、その土地の人の

話を聞いたり、街の様子を観察したり

するフィールドワークでは、少人数で遠

くから観察するけれど現地の人との会

話は控え、どうしても話がしたいときは

直接接触するのではなく、電話やメー

ルでコンタクトするというルールを設け

て実施しました。その際に大事だと感

じたのは、教員が決めたルールを学生

に与えるのではなく、教員が心配して

いる内容を伝え、どうすればその課題

を乗り越えられるかについて教員と学

生が一緒に考えることです。学生個人

の行動をコントロールはできませんが

「この方法は大丈夫」「これはリスクが

高い」と判断するための基準を共有で

きたことが良かったと思います。試験に

関しては、感染防止や不正防止の対

策も必要でしたが、改めて「考える力」

を問う問題を準備することを重視しまし

た。大学の試験として大事なことは何

だろうと、教員の間で本質的な議論を

重ねました。

遠隔授業化の中で
九大の価値を守り、高める

─様々な工夫を通して、遠隔授業の

可能性を追求してこられました。今後

の大学教育について、どのように展望

していらっしゃいますか。

黒瀬●教員も学生も柔軟性を高め、遠

隔で問題がない部分は遠隔で進めて

いけば良いと思います。遠隔授業は、自

由度が高いので、社会人も参加しやす

いメリットもあります。ただし、その際、ディ

スカッションの密度を高めないと、九大に

入った意味が問われることになります。ま

た、対面でしかできないことを切り分け、

充実させていかなければなりません。そ

のような整理をすれば、大学における学

びの新しい可能性が生まれるのではな

いかと思います。

山本●遠方からでも参加できることが、

遠隔授業のメリットです。しかし、学生に

とっては、同級生と会えないこと、コミュ

ニケーションが取りにくいことは問題で

す。これをどう補っていくかを考えていか

なければなりません。

野々村●九大に来た意味としては、最

終的に論文を一つ書き上げるという部

分があります。研究指導では、論文の

探し方から始まり、資料の探し方、資料

を読んで論文に仕上げていく方法など

を一つ一つ教えていくのですが、それを

遠隔で実施するのは難しく感じました。

研究指導を行うときの人数についても、

教員と学生の一対一が良いときもあれ

ば、そうではないほうが良いときもありま

す。こうした丁寧な研究指導を守ってい

くことが、九大の価値を下げない上で大

切なことだと思います。

学生が緩やかにまとまって
過ごせる居場所を確保する

─九大の価値を高めていくという観点

から、キャンパス環境の整備について、

どのようにお考えでしょうか。

黒瀬●これから遠隔授業と対面授業

を組み合わせていくことになりますが、中

途半端なハイブリッド化はせずに、例え

ば曜日によって対面授業中心、遠隔授

業中心とメリハリをつけていくことが大

事だと思います。学生がキャンパスに来

る曜日は、教員も終日、学内にいて学生

に直接会えるようにすると良いと思いま

す。大学の設備に関しては学生の居場

所を確保することが重要です。学生が

自由に立ち寄って、仲間の存在を感じ

たり、遠隔授業に集中して参加できる空

間が必要です。せっかくキャンパスに来

たら友人にも会いたいでしょうから「あそ

こに行ったら誰かに会える」というホー

ムベースのような場所があると良いで

しょう。建築学科では、そうした居場所と

して、製図室を感染リスクを抑える観点

から授業時間内に限ってですが、開放

しています。また、多くの学生が自由に自

習できる場所としては、図書館がありま

す。このように、学生が良い刺激を受け

られるコミュニティに帰属できることが、

九大に来る価値の大きな部分を占めて

いると思います。学生が緩やかにまと

まって過ごせる場所を増やす観点から

考えると、伊都キャンパスには密になら

ずに集まれて、車も入ってこない屋外空

間がたくさんあります。そうした場所に

テーブルや椅子を設置して、学生が学

んだり集まったりできる居場所をつくりた

いですね。出し入れや管理が大変なの

ですが、その辺りはおおらかに実験しな

がら、キャンパスの魅力を高めていくこと

ができれば良いと思います。
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教授 福元 圭太

遠隔授業への移行の苦しみ

─遠隔授業化をどのように受け止め

られましたか。

阿部●私は、言語文化研究院の教

務委員長、及びドイツ語科の教務委

員として、コロナ禍を経験しました。そ

の中で、ドイツ語科6名の意見の取りま

とめにかなり苦労しました。2020年3月

ごろは、教員によって危機感や考え方

が、かなり異なっていました。また、私は

ZoomやMoodleを使ったことがなく、

遠隔授業も初めての経験でした。まず

は、例年の対面授業をいかに遠隔化

するかに注力し、何とか対面授業とほ

ぼ同じようなレベルの遠隔授業ができ

るようになりました。

福元●私もドイツ語科の教員ですが、

2020年3月の時点では、あまり危機感

がなく、対面授業を維持するべきだと

主張していました。しかし、やはり遠隔

授業に転換することになりましたので、

私も初めてMoodleに習熟しなくては

ならなくなりました。パンデミックに限ら

ず、地震や災害が起きたときのために

も、日頃から危機管理をしておかなくて

はならないことを学びました。

土屋●私は英語科の教員として、自

分が担当する基幹教育科目の遠隔

授業化の準備をする傍ら、学術英語

カリキュラムの調整係を担当していま

した。技術面でも授業内容の面でも、

当初の計画で遠隔授業を実施するこ

とに自信がないとの声があったので、

英語科の専任教員がサポートに入っ

てバックアップすることになりました。や

はり、遠隔授業化にはエネルギーを要

して、大変でした。

コミュニケーションの壁と
学生の孤独

─遠隔授業ではどのようなご苦労が

ありましたか。

福元●私は、週4回、ドイツ語の授業

をオンデマンド型で実施しました。オン

ライン用自習教材CALL（Computer 

Assisted　Language　Learning）を

ベースに、補足説明を加え、練習問題

等を配付しました。課題を出すと、学

生から課題提出のメールが毎週80通

以上届きますので、その整理と確認に

は膨大な時間を要しました。作成した

教材を改善しながら使えば、来年度も

同じことできるだろうと思います。しか

し、外国語教育というコミュニケーショ

ン能力が大切な分野において、遠隔

授業は本来あるべき形ではないと考

えます。10月からは、防疫対策を万全

にして、対面授業に切り替えることが

できました。これについては、「九大の

新入生が初登校」という内容でテレビ

局の取材を受けました。遠隔授業と

比べて、学生とのコミュニケーションが

格段に取りやすく、フィードバックも丁

寧にできましたので、対面授業のあり

がたみを痛感しました。学生アンケート

でも、対面授業の方が断然楽しかっ

たという意見が多かったです。

土屋●英語の授業でも、課題の確認

やフィードバックにかなりの労力を費や

しました。特に、自由記述の課題の場

合、文章を一つ一つ読み解かなけれ

ばなりません。この効率化は、今後の

大きな課題です。また、私は学生の状

況を確認するために、毎回必ず授業

前と授業後にアンケートをとっていた

のですが、「クラスメートと会う機会が

ない」「寂しい」という意見が非常に

多くありました。そこで、私が担当する

学術英語科目では、学生同士の英語

によるディスカッションの時間を大幅に

増やしたり、アンケートに「気になること

や、授業に関係すること、関係しない

こと何でもいいので、一言書いてくださ

い」という欄を設け、その記述を（匿名

で）共有したりして、学生の孤独にケ

アすることを心掛けました。そのような

意味でも、対面授業に戻ってほしいと

思いますが、その場合、防疫対策の

観点から学生同士のディスカッション

をどれほど実施できるのかという別の

問題もあります。

─どのようなことを課題として感じ、

2021年度をどのように展望してい

らっしゃいますか。

阿部●遠隔では学生の理解度が汲

み取りにくい点が、大きな課題です。

対面授業では、学生に質問をすると、

その場でいろいろな知識を総合して、

何らかの発話をします。教員は、解答

の完全さや戸惑ったりしている様子か

ら、理解度を判断します。しかし、オン

ラインですと、学生は十分な時間を

とって、教科書を参照したり、辞書を引

いたりして、ほぼ完璧な解答を導くこと

ができますので、どのくらい本当に理

解できているのか掴みにくいという問

題があります。

福元●遠隔授業で最も悩ましいと感

じたのが、成績評価です。試験も遠隔

で実施する場合、課題提出型になっ

てしまいますが、それでは成績に余り

差が付きません。冬学期の途中に感

染状況が悪化し、対面授業から遠隔

授業中心に戻った際には、学生と話

し合ったうえで、成績評価の基準の比

重を、試験から平常点にシフトさせまし

た。2021年度は、対面授業を軸にす

ることを考えていますが、CALL教材

ではなく、DVDがついている別の教

材を使って、オンラインによる遠隔授業

にも対応できるような設計を検討して

います。

阿部●2020年度に手探りでマスター

したMoodleを活用しながら、対面授

業と遠隔授業を並行して実施できる

ように、感染状況に応じてすぐに切り

替えられるように、可能な限り不断にレ

ベルアップしながら、質の高い授業を

提供していきたいと考えています。
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教授 福元 圭太

遠隔授業への移行の苦しみ

─遠隔授業化をどのように受け止め

られましたか。

阿部●私は、言語文化研究院の教

務委員長、及びドイツ語科の教務委

員として、コロナ禍を経験しました。そ

の中で、ドイツ語科6名の意見の取りま

とめにかなり苦労しました。2020年3月

ごろは、教員によって危機感や考え方

が、かなり異なっていました。また、私は

ZoomやMoodleを使ったことがなく、

遠隔授業も初めての経験でした。まず

は、例年の対面授業をいかに遠隔化

するかに注力し、何とか対面授業とほ

ぼ同じようなレベルの遠隔授業ができ

るようになりました。

福元●私もドイツ語科の教員ですが、

2020年3月の時点では、あまり危機感

がなく、対面授業を維持するべきだと

主張していました。しかし、やはり遠隔

授業に転換することになりましたので、

私も初めてMoodleに習熟しなくては

ならなくなりました。パンデミックに限ら

ず、地震や災害が起きたときのために

も、日頃から危機管理をしておかなくて

はならないことを学びました。

土屋●私は英語科の教員として、自

分が担当する基幹教育科目の遠隔

授業化の準備をする傍ら、学術英語

カリキュラムの調整係を担当していま

した。技術面でも授業内容の面でも、

当初の計画で遠隔授業を実施するこ

とに自信がないとの声があったので、

英語科の専任教員がサポートに入っ

てバックアップすることになりました。や

はり、遠隔授業化にはエネルギーを要

して、大変でした。

コミュニケーションの壁と
学生の孤独

─遠隔授業ではどのようなご苦労が

ありましたか。

福元●私は、週4回、ドイツ語の授業

をオンデマンド型で実施しました。オン

ライン用自習教材CALL（Computer 

Assisted　Language　Learning）を

ベースに、補足説明を加え、練習問題
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「遠隔」という
コミュニケーションの壁を
乗り越える

生きたコミュニケーションが欠かせない言語文化教育をコロナ禍の中でどう展開されたのか。

九州大学基幹教育の言語文化教育（英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、中国語、韓国語の教育）を

主だって担当する言語文化研究院の先生方に伺いました。

言語文化研究院

准教授 土屋 智行
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混乱の最中
急務となった特別対応

─2020年、新型コロナウイルスの流

行によって通常の業務に加え、特別

な業務が増えたと思います。どんな対

応をされたか、詳しく教えてください。

井上●2020年は普段の業務に加え

てコロナ禍の特別対応が増えました。

私は人文社会科学系全ての学生の

コロナ対応の窓口を担当しています。

学生から体調不良の連絡等があった

場合には、学生の行動履歴を確認し、

保健所の指導に沿って学生に自宅待

機を求めたり、経過観察をしたりしてい

ました。2020年2月までは対岸の火事と

いう印象でしたが、2020年3月になると

学位記授与式があるので本格的に対

策が必要になりました。2020年4～5月

に緊急事態宣言が発令されると外部

からの電話もシャットアウトして質問は

メールで受け付けるようになりました。

2020年6月下旬から授業が対面に

なったときは、学生の中にも感染者・接

触者が出てその対応に追われていた

気がします。その後の対応において

も、学生に連絡を取らなくてはいけな

いけれど、なかなか連絡がつかない。

無症状の学生は対応してくれるけど、

症状が出ている学生は家にいてもな

かなか連絡が取れず、そこが苦労し

ました。

池田●私は新型コロナウイルスに感

染・接触した教職員の連絡窓口をして

いましたが、教職員の方からは学生ほ

どは頻繁に連絡はありませんでした。

その代わりに、コロナ禍による特別な

業務は複数ありました。例えば、通常

業務で担当している教授会のオンラ

イン開催です。一例を挙げると、経済

の教授会は2020年3月が対面で開

催した最後の会となり、緊急事態宣

言が発令されてからはオンライン開催

を導入しました。他には、当初は書面

回議で様子を見る判断をした部局が

あったり、感染状況によってオンライン

と対面のハイブリッドで開催する部局

もあり、と多種多様な状況でした。

迫矢●私は普段は教務全般、先生方

の授業関係の対応をしていますが、こ

こ一年は遠隔授業への対応が主な

業務でした。職員は在宅勤務となり、

学生とのやり取りはメールがメインで

す。学生は人数が多い分、その連絡

対応に時間を割いていました。

身体と心
学生の健康を守るために

─コロナ禍の業務において特に

苦労したことや大変だったことは？

井上●九州大学の学生が新型コロ

ナウイルスに感染した場合は行動履

歴調査票に記入してもらうことになっ

ています。何日何時、誰と会って、マス

クはつけていたかどうか。細かく記入

してもらい新型コロナウイルス危機対

策本部に提出します。その後、コロナ

対策本部から学生への質問事項が

届きます。中には何度も同じことを聞

かれることで気分を害した学生もいた

でしょう。プライバシーに配慮しながら

情報を集めることが苦労した部分

だったと思います。

迫矢●学生が精神的にダメージを受

けて休学を検討しているという報告も

あります。自宅にいて鬱 と々して休学し

た学生もいると聞いています。私たち

がいちばん心配していたのは新入生

です。ただでさえ学生生活に慣れて

いないのに、いきなり授業がオンライン

になって、先生や同級生とも対面で会

えない状況で大丈夫かなと心配して

いました。

オンラインで学ぶ環境を整える

─オンラインツールの利用が始まり、

どんな変化がありましたか。

迫矢●遠隔授業で特に難しかったの

は人数が多いクラスです。Microsoft 

Teamsは一度の参加者が100名を超

えると回線が遅くなり、「授業にならな

い」という状況があったと聞いています。

池田●教授会も同じく、オンライン開催

をすると「通信環境がいつ途切れる

か」と気が抜けない状態でしたね。ま

た、オンラインだから発言しやすくなっ

た方、反対にオンラインだから発言し

にくくなった方、どちらもいらっしゃるよう

です。オンラインだと周りの雰囲気が

見えないのでいつまで話し続けて良い

のか、司会進行の「そろそろ次の話題

にいきますよ」という視線が分かりにく

いわけです。そういった空気感を読み

取ったり伝えたりするのが遠隔会議の

難しい部分ですね。オンラインツールで

も「挙手」ができるので、何か発言があ

ればそれをルールにすれば良いので

すが、場の雰囲気があまり分からない

ので対面ほどスムーズに進行するの

が難しいところです。

迫矢●「2020年度後期からは対面授

業」という方針がありましたが、対面に

すると感染リスクがあるので参加でき

ないという学生も出てきます。すると先

生がその一人のために個別対応をし

ないといけません。遠隔と対面のハイ

ブリッドを確立するためには環境と設

備を整えないといけないでしょう。

池田●今回のような非常時には各部

局に授業の実施方法や会議の開催

方法などにある程度の裁量が認めら

れているのはありがたいことでした。

ただ今後は、部局の垣根を越えて情

報を共有することが大切なように思い

ます。それにより、大学全体を見通す

ことができ、お互いに良い部分を取り

入れながら迅速な対応ができると思

います。
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With＆Beyondコロナの
大学の在り方
この経験を糧に必要な準備とは

学生や先生たちの相談窓口として業務を遂行する人文社会科学系事務部。

コロナ禍において普段とは違った特別対応が必要な場面が多くありました。

そこで学んだ気付きや発見、教訓について伺いました。
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教授 尾上 哲治

教授 木村 崇

講義科目はオンデマンド型から
ライブ型へ
こだわり続けた実験・実習科目での
対面実施

─遠隔授業実施への初動と、そこから

見えてきた課題についてお聞かせく

ださい。

尾上●2020年4月13日に大学の行動

指針が段階4（制限大）へと引き上げ

られた後、遠隔授業を実施するため

に、学生に対してネットワーク環境の

アンケートを実施しました。地球惑星科

学部門の場合、ホームルーターという

通信速度が不十分な機器を使ってい

る学生が2年生では4割、3年生では

5割に達していましたのでMicrosoft 

TeamsやSkype for Businessといっ

たオンライン会議システムには対応で

きないことが分かりました。当時、大学

からは3種類の遠隔授業の方法が提

案されました。一つはオンライン会議シ

ステムを使ってリアルタイムで授業を実

施するライブ型、二つ目は事前に録画

した授業を配信する遠隔映像配信、

三つ目は事前に作成した教材を掲示

して、学生が各自閲覧するオンデマン

ド型です。学生のネットワーク環境から

考えると、選択肢はオンデマンド型だ

けでした。講義科目についてはオンデ

マンド教材を作成し、対面授業が必

須なフィールドワークについては、前期

は全て中止しました。後期は、部門内

の安全管理委員会が作成したガイド

ラインに沿って、対面でのフィールド

ワークを実施することができました。選

択科目の海外フィールドワークは、残

念ながら実施できませんでした。

大場●化学部門でも、前期はオンデ

マンド型授業を中心に、一部の先生は

ライブ型授業を実施していましたが、

大きな問題はなかったようです。後期

からは、ライブ型授業が増えました。

その授業を録画し、欠席した学生も後

で視聴できるようになったのは良かっ

た点です。実験科目に関しては、動画

を見るだけでは身に付かないので後

期からは原則、対面で実施しました。

木村●物理学部門でも前期は実験

科目を中止し、後期にまとめて開講しま

した。実験機器を増やして、密にならな

いように工夫しながら、比較的柔軟に

対応できたと思います。より悩ましかっ

たのは試験です。試験を遠隔で実施

するとどうしても評価が曖昧になってし

まい、頑張っている学生を公正に評価

できない。大学院試験も同様です。試

験は広い会場を借りて対面で実施す

べきです。

大場●遠隔授業を実施するようになっ

て、中間層が若干減って成績下位の

学生が少し増えたという印象を持って

います。2年生から専攻教育が始まり、

学問の基盤がつくられます。二極化し

て取り残されている学生がいたとした

ら、研究室に配属されたときに影響が

顕在化することが予想されます。慎重

に見守っていく必要があります。

大学本部は、部局の判断を助ける
ためのガイドラインを速やかに

─前例のない事態に対応する中で、

どのようなことにお困りになりましたか。

木村●これまで経験のない事態に対

処するために、各部局でそれぞれに

新しいルールを作らなければなりませ

んでした。その際、どこまで現場で決め

て良いのか、判断に迷うことが多かっ

たです。大学本部には、速やかに、あ

る程度の指針を出してほしいと思いま

す。例えば、遠隔で実施する試験につ

いて、大学としてのガイドラインを決め

て、その大枠に沿って各部局で具体

的な実施方法を決められると良いと思

います。教育企画委員会や各部局の

教務委員会での議論についても、もっ

と互いに情報共有できると良いと思い

ます。

大場●部局で検討するに当たって

は、状況が十分に理解できていない

場合も少なくありません。必要な情報

提供も含めて、部局の判断を助ける

ためのガイドラインを出してほしいと思

います。また、新型コロナウイルス危機

対策本部や授業等の在り方検討WG

など、様々な出所からの情報が錯綜

することもあったので、一本化してほし

いと感じました。

尾上●感染者が出た場合の対応方

針も、各部局で決めているのが現状で

す。これでは責任の所在が曖昧に

なってしまいます。大学としての統一的

な方針が必要です。

大場●2020年秋に開催された学会

では、座席にバーコードが付されてい

て、誰がいつどこに座ったかが、データ

で把握されていました。例えば、こうし

た全学的な安全対策があっても良い

のではないでしょうか。

尾上●今後は、一部の学生は遠隔

で、一部の学生は対面で授業を受講

するハイフレックス型の授業を実施し

ていく必要がありますが、どのような方

法で実施するかについても、大学とし

てのガイドラインはまだありません。授業

等の在り方検討WGの提言には、学生

が基礎疾患を持っている場合、遠隔で

参加して良いことが示されていますが

教員についての言及はありません。多く

の教員が対面での授業実施を希望し

ているところですが、基礎疾患を持つ

ためそれができない教員への大学とし

ての配慮がない点は、気掛かりに思い

ます。

大学に来て対面で学ぶことが
大学教育の意義

─遠隔授業が普及した後の大学教

育の在り方について、どのようにお考

えでしょうか。

木村●やはり、対面授業を大切にす

べきだと思います。学生の反応を見な

がら授業を調整するのが、本来あるべ

き丁寧な教育です。遠隔授業だとどう

しても学生の状況が分かりづらいで

す。学生はなかなか声を出してくれな

いし、チャット機能に対応していると、

時間がかかってしまいます。対面授業

なら、授業の後にも、学生が先生に質

問しやすい環境を作ることができます。

大場●通信容量を気にしなくて良け

れば、遠隔授業でも参加している学生

全員がビデオをオンにして顔を映せ

ば、学生が聞いているか、理解してい

るかを把握することができます。研究

室のセミナーでは、全員が顔を映して

いるので、むしろ普段よりも個人の状

況が分かりやすいと感じます。

尾上●私は、オンデマンド教材をたくさ

ん用意しましたが、学生に伝わってい

るのか、伝わっていないのかが把握で

きませんでした。授業は学生の反応を

見ながら進めるのが基本です。実験

科目は対面授業でなければ教えられ

ないことがあります。特に野外実習は

遠隔授業では絶対に不可能です。そ

ういう意味で、大学に来て対面で学ぶ

ことが大学教育の意義だと思います。
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迅速に整えた学生への
連絡用Moodleコース

─コロナ禍への対応に向けた初動に

ついてお聞かせください。

中條●生物学科には教育支援室とい

う組織があり、私を含めて5名の教員が

学生の教育支援に当たっています。コ

ロナ禍への対応も、部門長と教務委員

長と連携しながら、この組織で対応して

きました。2020年1月から3月にかけては、

卒業論文の発表会を実施しました。そ

の時点ではそれほど危機感はありませ

んでしたが、2021年度の対応について

混乱を招かないように早めの準備を心

掛けました。数学科の前例を参考に、生

物学科の学生向けの教務関係連絡用

のMoodleコースを作りました。それが

2020年3月28日のことです。まず、文部科

学省や日本学生支援機構が発表して

いる学生への経済支援制度について

調べ、熊本大学が公表している情報へ

のリンクをMoodleコースに掲載しまし

た。熊本大学の初動が早かったのは、

過去の地震の経験があったからだと思

います。このMoodleコースにアクセスす

るためには、SSO-KID（九州大学全学

共通ID）をアクティブにする必要があり

ます。ところが、2020年4月6日に遠隔で

実施された新入生向けPC講習会で、

SSO-KIDをまだアクティブにしていない

新入生が、生物学科では2割に及ぶ

（全学では8％程度）ことが分かりました。

そこで、4月7日には学生にメールと電

話で個別に連絡を取り、次の4点を指

示しました。学生証の受渡しの中止、

健康診断の中止、4月14日に予定され

ていた対面でのガイダンスの中止、そ

してSSO-KIDをアクティブにしてMoodle

コースにアクセスすることです。Moodle

コースで連絡が取れるようになった学生

には、ガイダンス資料の郵送先を照会し、

4月24日に遠隔で実施するガイダンスへ

の参加に必要なSkype　for　Business

の使い方を説明しました。また、齋藤部門

長から新入生に向けての言葉を送りま

した。学生を生物学に誘う内容が、やさ

しい言葉で記されていました。

石原●九州大学では、2020年5月に遠

隔授業を開始するまで、1カ月間の準備

期間がありました。その点は、授業の質を

保証する観点から幸いでした。ただ、そ

の間、学生は1カ月も自宅待機しなければ

なりませんでしたので、各教員が推薦図

書を2～3冊紹介しました。授業を開始す

るまでの間、学生に学問への興味を育ん

でもらうことが狙いでした。一方で、私は

大学院のシステム生命科学府の副学府

長としても教務を担当していますが、シス

テム生命科学府の場合、もともと馬出

キャンパス、伊都キャンパス、天草臨海実

験所等をつないで遠隔授業を実施して

いたので大きな問題はありませんでした。

時間割も、留学推奨時期だった夏学期

に春学期の授業科目を移すことで対応

できました。

遠隔授業の質を評価する難しさと
見えてきた課題

─遠隔授業を進める中でどのような

ことに気付かれましたか。

廣島●遠隔授業の実施方法は教員に

よって様々です。例えば、教材のPDF

ファイルをMoodle上に置いておき、随時

質問を受け付けるオンデマンド型授業

を採用する教員もいれば、事前に収録

した動画を授業時間内に配信して質問

を受け付けるライブ型授業を採用する

教員もいます。何が良い授業かは、教員

の価値観によりますので一概には言えま

せんが、個人的にはPDFを共有するだ

けの授業は良くないと思います。特に数

学科の場合、資料を見るだけでは理解

しづらく、教員が板書しながら解説する

ことが重要なので、対面か、対面に近づ

けた授業を実施する必要があると思い

ます。対面の場合、板書を間違えれば

学生が指摘してくれますし、分かりにくい

箇所があれば学生が質問してくれます。

そうした双方向のコミュニケーションが

重要なのだと、遠隔授業を実施して改

めて感じました。

中條●教育効果は学生の学習スタイ

ルにも依存します。資料を読むだけでは

理解できない学生がいる一方で、自分

のペースで学べる方がより理解の深ま

る学生もいます。だから、教育効果を判

断するのはとても難しいのです。また、

遠隔授業と対面授業では成績評価の

方法も異なるので、同等の教育効果が

あるかどうかを厳密に判断するための

術もありません。その一方で、遠隔授業

は他の教員も授業を視聴することがで

きますので、客観的な判断ができるとい

うメリットがあります。私は、通信容量を

調査する目的で基幹教育科目を含め

て、ほぼ全ての教員の授業を視聴しま

した。同僚による授業の相互評価を

行っていくことで、教育効果を高めてい

くことができるかもしれません。

廣島●遠隔授業の成績評価をどのよう

に行っていくかについては、海外なども

含めて情報収集に努めました。遠隔で

実施する試験に関する学生へのアン

ケート調査では、「自分自身はフェアに

取り組んでいるけれど、不正をしている

学生がいると思う」と、多くの学生が考

えていることが分かりました。教員の側

ではカンニングを防止する方策を講じる

必要がありますが、学生の側で試験の

公平性について不安を感じているので

あれば、そうした試験はそもそも実施す

べきではないと思います。

石原●2020年9月に対面で実施した試

験の平均点は例年よりも高い結果でし

た。試験問題の半分はあらかじめ提示し

てある問題から選択して出問すること

で、経年比較が可能なように設計してい

ます。平均点が高かった理由は、通常は

試験期間中に他の試験と同時期に実

施するところ、この時は単独で実施し、勉

強する時間が十分にあったためだと思

います。その一方で、表面的な内容に留

まっている解答が例年より多かったような

気がします。高校までとは異なる大学で

の学びの特徴は、知識を身に付けること

に加えて知識を活用する方法や学ぶ方

法にあります。遠隔授業においても対面

授業と同様に、学生が大学ならではの

学びを深められるように改善を重ねていく

しかないと思います。

学生の横のつながりを
強めるための工夫

─今後の課題と展望について、お聞

かせください。

中條●授業に関しては、ノウハウが蓄積

できましたので、今後はその質を高めて

いけば良く、それほど心配していません。

2020年度に痛感したのは、学生の横の

つながりの大切さです。特に1年生は、学

科の活動も課外活動もなかったので、大

学はどういう場所なのかがまだ理解でき

ていないのではないかと思います。オンラ

インお茶会なども試みましたが、上手くい

きませんでした。ですので、オリエンテー

ションは対面で実施して、横のつながり、

上級生とのつながりも生まれるように工夫

したいと考えています。教員と学生のつ

ながりについては、比較的上手くいったと

思います。生物学科では、学生からの相

談窓口を一本化していますが、2020年の

相談件数は例年よりも多かったと思いま

す。履修する授業科目の選び方といった

比較的相談に乗りやすいものもあれば、

「学校を辞めたい」「休学したい」「やる

気がなくなってどうにもならない」という深

刻な相談もありました。特に他県出身の

1年生にとっては、外出自粛で誰とも会え

ず、知り合いもいない場合が多かったの

で、当然の悩みだと思います。生物学科

では、2020年後期は実習だけでなく、多く

の授業科目を対面に切り替えました。そ

れは、教育効果の観点からだけでなく、

学生のメンタル面を考慮した上での判断

です。

石原●生物学科では、公式チャンネルと

して、Moodleコースに加えてSlackも用い

て連絡事項を伝達しています。学生のコ

ミュニケーションツールとしてはLINEも取

り入れ、いつでもチャット形式で会話でき

る環境にしました。この仲間内のLINEに

ついては、参加は任意で学生に管理を

任せています。他方、大学からの教員・

学生への情報伝達の方法は、改善す

べき点が多いと思います。情報の受け手

の目線に立って、速やかに必要な情報を

アナウンスしてほしいと思います。

　今回については、各教員が知恵を

絞って、一所懸命対応してくださったと思

います。学生もよく対応しました。しかし、

今後、コロナ禍に限らず同様のことがま

た起きるでしょう。危機管理の観点から、

今回の教訓を生かして、マニュアルを用

意しておく必要があります。その際、各部

局の教員は、所属する部局についてしか

状況が分からないので、全体を俯瞰した

情報共有が不可欠です。
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迅速に整えた学生への
連絡用Moodleコース

─コロナ禍への対応に向けた初動に

ついてお聞かせください。

中條●生物学科には教育支援室とい

う組織があり、私を含めて5名の教員が

学生の教育支援に当たっています。コ

ロナ禍への対応も、部門長と教務委員

長と連携しながら、この組織で対応して

きました。2020年1月から3月にかけては、

卒業論文の発表会を実施しました。そ

の時点ではそれほど危機感はありませ

んでしたが、2021年度の対応について

混乱を招かないように早めの準備を心

掛けました。数学科の前例を参考に、生

物学科の学生向けの教務関係連絡用

のMoodleコースを作りました。それが

2020年3月28日のことです。まず、文部科

学省や日本学生支援機構が発表して

いる学生への経済支援制度について

調べ、熊本大学が公表している情報へ

のリンクをMoodleコースに掲載しまし

た。熊本大学の初動が早かったのは、

過去の地震の経験があったからだと思

います。このMoodleコースにアクセスす

るためには、SSO-KID（九州大学全学

共通ID）をアクティブにする必要があり

ます。ところが、2020年4月6日に遠隔で

実施された新入生向けPC講習会で、

SSO-KIDをまだアクティブにしていない

新入生が、生物学科では2割に及ぶ

（全学では8％程度）ことが分かりました。

そこで、4月7日には学生にメールと電

話で個別に連絡を取り、次の4点を指

示しました。学生証の受渡しの中止、

健康診断の中止、4月14日に予定され

ていた対面でのガイダンスの中止、そ

してSSO-KIDをアクティブにしてMoodle

コースにアクセスすることです。Moodle

コースで連絡が取れるようになった学生

には、ガイダンス資料の郵送先を照会し、

4月24日に遠隔で実施するガイダンスへ

の参加に必要なSkype　for　Business

の使い方を説明しました。また、齋藤部門

長から新入生に向けての言葉を送りま

した。学生を生物学に誘う内容が、やさ

しい言葉で記されていました。

石原●九州大学では、2020年5月に遠

隔授業を開始するまで、1カ月間の準備

期間がありました。その点は、授業の質を

保証する観点から幸いでした。ただ、そ

の間、学生は1カ月も自宅待機しなければ

なりませんでしたので、各教員が推薦図

書を2～3冊紹介しました。授業を開始す

るまでの間、学生に学問への興味を育ん

でもらうことが狙いでした。一方で、私は

大学院のシステム生命科学府の副学府

長としても教務を担当していますが、シス

テム生命科学府の場合、もともと馬出

キャンパス、伊都キャンパス、天草臨海実

験所等をつないで遠隔授業を実施して

いたので大きな問題はありませんでした。

時間割も、留学推奨時期だった夏学期

に春学期の授業科目を移すことで対応

できました。

遠隔授業の質を評価する難しさと
見えてきた課題

─遠隔授業を進める中でどのような

ことに気付かれましたか。

廣島●遠隔授業の実施方法は教員に

よって様々です。例えば、教材のPDF

ファイルをMoodle上に置いておき、随時

質問を受け付けるオンデマンド型授業

を採用する教員もいれば、事前に収録

した動画を授業時間内に配信して質問

を受け付けるライブ型授業を採用する

教員もいます。何が良い授業かは、教員

の価値観によりますので一概には言えま

せんが、個人的にはPDFを共有するだ

けの授業は良くないと思います。特に数

学科の場合、資料を見るだけでは理解

しづらく、教員が板書しながら解説する

ことが重要なので、対面か、対面に近づ

けた授業を実施する必要があると思い

ます。対面の場合、板書を間違えれば

学生が指摘してくれますし、分かりにくい

箇所があれば学生が質問してくれます。

そうした双方向のコミュニケーションが

重要なのだと、遠隔授業を実施して改

めて感じました。

中條●教育効果は学生の学習スタイ

ルにも依存します。資料を読むだけでは

理解できない学生がいる一方で、自分

のペースで学べる方がより理解の深ま

る学生もいます。だから、教育効果を判

断するのはとても難しいのです。また、

遠隔授業と対面授業では成績評価の

方法も異なるので、同等の教育効果が

あるかどうかを厳密に判断するための

術もありません。その一方で、遠隔授業

は他の教員も授業を視聴することがで

きますので、客観的な判断ができるとい

うメリットがあります。私は、通信容量を

調査する目的で基幹教育科目を含め

て、ほぼ全ての教員の授業を視聴しま

した。同僚による授業の相互評価を

行っていくことで、教育効果を高めてい

くことができるかもしれません。

廣島●遠隔授業の成績評価をどのよう

に行っていくかについては、海外なども

含めて情報収集に努めました。遠隔で

実施する試験に関する学生へのアン

ケート調査では、「自分自身はフェアに

取り組んでいるけれど、不正をしている

学生がいると思う」と、多くの学生が考

えていることが分かりました。教員の側

ではカンニングを防止する方策を講じる

必要がありますが、学生の側で試験の

公平性について不安を感じているので

あれば、そうした試験はそもそも実施す

べきではないと思います。

石原●2020年9月に対面で実施した試

験の平均点は例年よりも高い結果でし

た。試験問題の半分はあらかじめ提示し

てある問題から選択して出問すること

で、経年比較が可能なように設計してい

ます。平均点が高かった理由は、通常は

試験期間中に他の試験と同時期に実

施するところ、この時は単独で実施し、勉

強する時間が十分にあったためだと思

います。その一方で、表面的な内容に留

まっている解答が例年より多かったような

気がします。高校までとは異なる大学で

の学びの特徴は、知識を身に付けること

に加えて知識を活用する方法や学ぶ方

法にあります。遠隔授業においても対面

授業と同様に、学生が大学ならではの

学びを深められるように改善を重ねていく

しかないと思います。
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─今後の課題と展望について、お聞

かせください。

中條●授業に関しては、ノウハウが蓄積

できましたので、今後はその質を高めて

いけば良く、それほど心配していません。

2020年度に痛感したのは、学生の横の

つながりの大切さです。特に1年生は、学

科の活動も課外活動もなかったので、大

学はどういう場所なのかがまだ理解でき

ていないのではないかと思います。オンラ

インお茶会なども試みましたが、上手くい

きませんでした。ですので、オリエンテー

ションは対面で実施して、横のつながり、

上級生とのつながりも生まれるように工夫

したいと考えています。教員と学生のつ

ながりについては、比較的上手くいったと

思います。生物学科では、学生からの相

談窓口を一本化していますが、2020年の

相談件数は例年よりも多かったと思いま

す。履修する授業科目の選び方といった

比較的相談に乗りやすいものもあれば、

「学校を辞めたい」「休学したい」「やる

気がなくなってどうにもならない」という深

刻な相談もありました。特に他県出身の

1年生にとっては、外出自粛で誰とも会え

ず、知り合いもいない場合が多かったの

で、当然の悩みだと思います。生物学科

では、2020年後期は実習だけでなく、多く

の授業科目を対面に切り替えました。そ

れは、教育効果の観点からだけでなく、

学生のメンタル面を考慮した上での判断

です。

石原●生物学科では、公式チャンネルと

して、Moodleコースに加えてSlackも用い

て連絡事項を伝達しています。学生のコ

ミュニケーションツールとしてはLINEも取

り入れ、いつでもチャット形式で会話でき

る環境にしました。この仲間内のLINEに

ついては、参加は任意で学生に管理を

任せています。他方、大学からの教員・

学生への情報伝達の方法は、改善す

べき点が多いと思います。情報の受け手

の目線に立って、速やかに必要な情報を

アナウンスしてほしいと思います。

　今回については、各教員が知恵を

絞って、一所懸命対応してくださったと思

います。学生もよく対応しました。しかし、

今後、コロナ禍に限らず同様のことがま

た起きるでしょう。危機管理の観点から、

今回の教訓を生かして、マニュアルを用

意しておく必要があります。その際、各部

局の教員は、所属する部局についてしか

状況が分からないので、全体を俯瞰した

情報共有が不可欠です。
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ガイダンス中止や学年暦変更による
試行錯誤

─コロナ禍の学生支援業務に立ちは

だかった課題を教えてください。

左●新入生への配付物をどう渡す

か、をとても悩みました。通常は対面の

新入生ガイダンスがあり、配付物はそ

こで全て渡し、新入生がしなければな

らない手続を説明できるのですが、ガ

イダンスの対面開催は中止となり、遠

隔での開催が決まりました。遠隔での

開催には、Moodleを利用することもあ

り、まずは学生に学生証を配付し、

SSO-KID（九州大学全学共通ID）を

有効化してもらう作業が必要です。問

題なのは、学生証に個人情報が含ま

れるので、受渡しを慎重に行う必要が

ある点でした。結局は学科事務室と

相談して、郵送ではなく、学科事務室

から渡してもらうことになりました。そし

て、次に問題になったのは学生が学

生証を受け取った後に、SSO-KIDを

有効化できているかどうかの確認作

業です。その部分についても学科事

務室と相談し、作業が完了したら学

生にメールするように指示を出しても

らったり、情報基盤室に有効化が終

わっているかの確認を取ったりして、

新入生ガイダンスの遠隔での開催で

学生が参加できる状況を作ることが

できました。実際のガイダンスについて

はMoodleがとても活躍しました。特に

生物学科では、新入生用のガイダン

スのページをMoodle内に作成し、そ

の中で新入生とやりとりができたので、

学生のネット環境についてここで実態

調査ができて良かったと思いました。

中野●私は、緊急事態宣言が発令さ

れる前の段階では、「とにかく得体の

知れない怖いものがやってきそうだ」と

いう不安を抱いていたのを覚えていま

す。対応方法の正解が示されないまま

最大の注意を払いながら業務に当

たっていたのですが「何も起きませんよ

うに」と常に祈る気持ちでした。2020年

4月に入ってからは、感染の状況や対

応方法について情報が入ってきたこと

もあり、少し落ち着いて対応できていた

かと思います。それでも5月にかけては

学年暦の変更があり、方針も日々刻々

と変化する中で、事務としては早急の

対応が求められました。しかも、前例が

ないため試行錯誤を重ねる必要があ

り、一つ一つ丁寧に対応していくことは

非常に大変な作業でした。遠隔授業

の実施については、学生個々の設備環

境の違いがあったとしても、公平で、か

つ経済的にも負担をかけない実施が

必要だと考えていましたので、その点

を考慮しながら慎重に進めたのを覚え

ています。

福里●私からは授業や学生について

話したいと思います。2020年4月に緊

急事態宣言が発令され学年暦の変

更があり、授業が全て遠隔に切り替わ

ることになりましたが、遠隔授業の実

績がなく「遠隔授業って何だろう？」

「Zoomとは？」「Skype　for　Business

とは？」という感じでしたので、基本的な

ノウハウを身に付けることから始める必

要がありました。遠隔授業のツールに

詳しい先生方からはアドバイスをいた

だけるのですが、学生たちへの周知も

含め、果たしてスムーズに遠隔授業を

実施することができるのか確証が持て

ませんでした。遠隔授業に詳しい先生

方を中心に導入の仕方を相談しなが

ら進めたのですが、不安な思いを抱き

ながらスタートを切ったように思います。

授業が始まってからは、教育効果など

についてアンケートで授業の進み具合

や学生の授業への参加状況などを確

認しながら見守っていました。後期にな

ると、学生のメンタル面や生活面につ

いて情報が得られるようになったので、

授業よりも学生のフォローに視点が

移った気がします。先生からは「学生

がクラスメイトに接することができないた

め、周りに少し聞けば解決できることが

解決できず、最初の時点でつまずいて

いるようだ」ということでした。学習の到

達度や理解度に差が生まれ始めてい

るという声も耳にするようになりました。

その問題に関しては、各学科の修学指

導の先生が成績指導などを含め一手

に引き受けてくださるので、必要に応じ

て面談を実施するなど、コロナ禍という

特別な状況であっても通常と変わりな

いサポートを実施いただいていました。

不正行為を懸念した
対面試験の実施

─定期試験や入試についてはどのよ

うに対応されたのでしょうか。

福里●2020年8月の学期末試験では、

不正行為などを懸念して対面での実

施を希望する先生がいらっしゃったた

め、試験のほとんどを対面で実施した

学科もあります。まだまだ警戒期ではあ

りましたので、対面で実施しなければな

らない理由を申告していただき、学部長

が必ず確認し、全体の科目でどのくら

いの対面試験の実施なら密にならない

か、という点からご判断いただきました。

左●対面の試験に関しては、私のほう

には学生や学生の親御さんから「新

型コロナウイルスへの感染が心配」と

いった声が届いていました。

中野●この頃は大学院入試があった

時期でもあります。大学院入試には面

接が必須なので、受験者にはキャンパ

スに来てもらわないといけない一方で、

九州大学としてのガイドラインがまだ作

られてなく、よりどころのない状況でし

た。結果的には、文科省のガイドライン

をもとに看護師にも相談をしつつ、「体

温37.5度以上の方は参加を控えてもら

う」などと手探りで入試のガイドラインを

作成しました。

福里●2021年1月頃は、新型コロナウ

イルスがさらに猛威を振るい始めた頃

でもありましたが、遠隔での授業や感

染対策について慣れてきた時期でもあ

りました。そんな中で「学期末試験は遠

隔で実施しましょう」と提案したと思い

ます。学科の特性を鑑みながら遠隔で

の実施や対面試験ではない別の評価

方法に切り替えることとなりました。学

部入試については、大学共通テスト実

施のガイドラインを参考に実施し、その

後の一般選抜、総合型、面接を伴うも

のなどそれぞれの入試形態に合わせ

ガイドラインを個別にアレンジして実施

していきました。これは通常業務に加え

ての懸案事項だったので非常に時間

を要したところです。

緊急時のフロー改善と
これからの在り方

─コロナ禍で得た教訓と今後の大学

の在り方についてご意見をお聞かせ

ください。

福里●従来の学部入試は、インフルエ

ンザの疑いがある場合や体調不良の

場合に対してのフローが明確化されて

いませんでした。この点はコロナ禍に

よって、正確なフローが学内で確認で

きたので良かったと思います。今後の

対応にも生かしていきたいところです。

また、学務の事務に関しては、自宅から

学務情報システムCampusmateの操

作ができず、在宅勤務が現実的でな

いことも分かりました。コロナ禍に限ら

ず、事件や事故が起きた際に学生の

連絡先を知りたくても大学に来なけれ

ば把握できないからです。今後の課題

として、システムの改修が必要だと感じ

ています。

左●九州大学のホームページに新型

コロナウイルスに関する情報のページ

ができる以前は、情報の変更について

メールで追いきれない場面がいくつか

ありました。また、他部局がどう対応して

いるかが把握できなかったために悩み

が大きくなる部分もありましたので、今

後は大学で統一して情報を管理・共

有できるような仕組みになればと思って

います。

中野●遠隔授業を通じて、更なる可能

性も見えてきました。理学部では、現

在、対面授業をそのままオンラインで配

信するハイフレックス式の授業を試行

的に導入しています。これは、システム

生命科学府の学生が伊都と馬出の両

方のキャンパスに通っているため、既に

導入されていた遠隔授業システムの一

部を流用したものです。設備があった

ので実現できている部分がありますが、

学生が対面と遠隔、どちらでも臨場感

を持って受けられる状況を作り、キャン

パスに来られる人もそうでない人も共存

できる環境づくりを目指していけたら良

いのではないかと考えています。
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新たなガイドラインと
フローの策定で見えてきた
コロナ禍の教場の在り方

日々、状況が変化する中で学生と教員から逐一、対応を求められた「理学部等事務部 教務課」。

新入生ガイダンスや入試対応、その他、学生支援など大学に欠かせない業務をどう転換し、乗り越えたのか。

当時を振り返っていただきました。
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ガイダンス中止や学年暦変更による
試行錯誤

─コロナ禍の学生支援業務に立ちは
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開催には、Moodleを利用することもあ
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有効化してもらう作業が必要です。問

題なのは、学生証に個人情報が含ま

れるので、受渡しを慎重に行う必要が
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教授 伊藤 隆司 教授 新納 宏昭

見込みなく止めるよりも
今できることをやりましょう

─授業開始を一日も遅らせることなく、

いち早く遠隔授業を開始された医学部

医学科。舞台裏について、お聞かせく

ださい。

伊藤●九州大学病院から学生の立ち

入り禁止が通達された2020年3月第一

週は、5年生の病院実習の最終週でし

た。病院側には、学生が医療現場に立

ち入らない方法で実習を継続できるよう

にお願いする一方で、医学科側では、

直ちに遠隔授業に向けての準備に着

手しました。大学本部からは春学期の

開始を遅らせる方針が示されましたが、

医学科のカリキュラムの過密さに鑑み

て、一時もスケジュールを遅らせることは

できません。まず、病院と医学部に分散

している教室のネット環境を把握し、使

用するオンライン会議システムについて

検討しました。医学研究院の若手教員

と医学学生係が中心となって、複数の

システムを比較したところ、音声や映像

の質、板書の見やすさからZoomを使

用することに決定しました。Zoomの使

用について、セキュリティ上の懸念か

ら、大学本部のサポートを得ることがで

きませんでした。反対するよりも、どうす

ればリスクを下げられるかについて、専

門家のサポートが欲しかったところで

す。次に、学生向けと教員向けのマ

ニュアルを作成し、2020年3月30日と31

日には模擬授業を実施し、4月1日の授

業開始に間に合わせることができまし

た。自ら家電量販店にウェブカメラを購

入しに行くなど、奔走してくれた若手教

員の機動力の賜です。一方で、遠隔授

業を行うことに抵抗感をお持ちの教員も

いらっしゃいました。授業開始に当たっ

ては、遠隔授業を実施するかどうかも含

めて、各教員の自由裁量を認めた上

で、「初めての取組なので完璧にはい

きません」「見込みなく止めるよりは、今

できることをやりましょう」と呼び掛けな

がら、私や若手教員、医学学生係の

担当者が遠隔授業の現場に立ち合

い、発生するトラブルに一つ一つ対処

していきました。

どうしても、遠隔では
伝えきれない部分がある

─病院の緊張感が極まる中で、臨床実

習はどのように実現されたのでしょう。

新納●授業科目のうち、講義について

は2020年4月1日から遠隔授業の形で

始められましたが、実習については開

始が遅れてしまいました。当時はまだ、

PCR検査をはじめ、感染予防対策をど

うすれば良いかも分からない状況でし

た。万が一、クラスターが発生した場

合、病院機能が麻痺してしまいます。病

院での実習は、中止せざるを得ない状

態が続いていましたが、遠隔授業の体

制が整った2020年4月20日から、6年生

の診療参加型臨床実習（Clinical　

Clerkship／クリニカルクラークシップ）

を開始しました。Clinical　Clerkshipと

は、学生が患者を受け持ち、病歴を

聴き取り、診察をするといった一連の

鑑別診断に、指導医とディスカッション

を深めながら取り組む臨床実習です。

遠隔で実施するのは初めての挑戦で

す。Zoomのブレイクアウトルーム（少人

数のミーティング室）機能を活用したり、

臨床現場や実技をイメージできる教材

を用意したり、各教員が試行錯誤しな

がら進めました。6年生は研修先を決め

る医師臨床研修医マッチングや医師

国家試験を控えていましたので、立ち

止まる余地はありませんでした。

伊藤●6年生のClinical　Clerkshipで

は4つの科を回ります。最初の3科は遠

隔となりましたが、最後の科を回る2020

年7月頃には、新型コロナウイルス感染

者の発生状況がある程度、落ち着いて

いたので、対面で実施することができま

した。6年生の実習を8月上旬に終えた

翌週からは、5年生の実習も開始するこ

とができました。5年生は、夏休みがなく

なってしまいましたが、仕方のないことで

す。臨床実習を受け入れる科の中に

は、「どうしても、遠隔では伝えきれない

部分がある」と声を上げる科もありまし

たので、原則は遠隔としつつも、必要な

場合は、感染防止に十分に配慮した

上で、対面での実施を認める方針とい

たしました。2020年9月以降、2年生の

解剖学の実習も始めることができまし

た。医学教育の中で、最も重要な実習

の一つです。どうにか対面で実施した

いとの想いで、防護服や保護メガネなど

の装備を充実させました。また、1学年

120名ほどが同時に着替えるロッカー室

での密を回避するため、ロッカーを廊下

に移動しました。こうして実施できたもの

の、担当教員によると、例年と比べて学

生の「手際が良くなかった」とのことでし

た。専攻教育が始まってからの半年間

は遠隔授業だったため、互いに協力し

て何かをする経験を持たないまま、解剖

実習に取り組むことになってしまったか

らだと感じています。

新納●最善を尽くして実施した実習で

すが、十分に育てられなかった部分が

あったとしたならば、その後の様々な経

験の中で、総合的に補完していかなけ

ればならないと考えています。

遠隔では対面のように
模擬患者と目線を合わせられない

─医学生は、医師国家試験の前にも、

3つの医療系大学間共用試験に臨ま

なければなりません。その準備には、ど

のように取り組まれたのでしょう。

新納●医学教育では、C l i n i c a l 

Clerkshipに参加する要件として、知識

を問う多肢選択筆記試験（CBT）と技

能・態度を問う客観的臨床能力試験

（OSCE）に合格しなければなりません。

そして、2020年度からは診療参加型

臨床実習終了後の客観的臨床能力

試験（Post-CC　OSCE）も始まりました。

コロナ禍で特に苦慮したのは、実践の

技術や患者への対応を評価する

OSCEです。Post-CC　OSCEについて

は、時間をかけて調整を試みましたが、

大勢の学生を受け入れるのが難しい

病院側の状況に鑑み、医療系大学間

共用試験実施評価機構と協議した上

で、中止せざるを得ないという判断をし

ました。一方で、OSCEは5年生への進

級要件となる必須のものです。病院とは

異なる施設を使用して、座席間隔を広

げたり、部屋数を増やしたりと、様 な々感

染防止対策を工夫して実施しました。

OSCEの身体診察の模擬患者役につ

いては、例年は学生（2年生）に頼んで

いますが、今年は教員が勤めました。医

療面接の模擬患者役については、例

年通りボランティアの方にお願いし、オン

ライン会議システムを使って実施しまし

た。事務部が綿密に準備して実現でき

たのですが、模擬患者役の方からは、

「かなり良いけど、何か違う」との指摘を

いただきました。オンライン会議システム

のカメラの目線と、画面の目線は違うの

で、対面の場合のようにしっかりと目線を

合わせて話せないのが、違和感の原因

だと思われます。例年、学生は模擬患

者とのコミュニケーションの訓練を1～1.5

カ月重ねて試験に臨むのですが、今年

はそれが十分にできなかったので、学生

側の負担も、さぞ大きかったことと思いま

す。医療従事者にとって、患者とのコミュ

ニケーションや医療現場における多職

種連携のためのチームワーク力は、必

須です。その訓練を十分にできなかった

学生が医師国家試験に合格して、医

師として現場に出ることになった場合、

問題なく行動できるのか、注意深くフォ

ローしていく必要があります。

学生の対面で授業を受ける
権利を守る

─With＆Beyondコロナの医学教育

について、どのような展望をもたれて

いらっしゃいますか。

伊藤●医学科では、学生と教員を対象

としたアンケートを実施しました。遠隔授

業に対する学生の評価は、比較的高

いようです。遠隔授業は自由な環境で

受講できますし、教室よりもスライドが見

やすいなどメリットもあるためでしょう。遠

隔での講義と対面での実習を両立さ

せるためには、実習のために大学に来

た学生が遠隔授業も受けられるように

教室を準備し、対面と遠隔のハイブリッ

ド化を進めていく必要があります。2021

年度は、学生に対面で授業を受ける権

利を与える予定です。例えば、奇数日に

は学生番号が奇数番号の学生を、偶

数日には偶数番号の学生が登校しても

良いとします。学生ごとに状況は異なる

ため、あくまで権利で強制ではありませ

ん。学生も教員も状況に対する感じ方

は異なることが分かりましたので、できる

だけ多様な要望に応えられるように、工

夫していくつもりです。コミュニケーション

が苦手な学生からは、仲の良い学生と

ノートを見せ合ったり、一緒に勉強したり

することができない遠隔授業は辛いと

聞いています。合理的配慮を要する学

生への、きめ細かな対応も検討していき

たいと考えています。
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見込みなく止めるよりも
今できることをやりましょう

─授業開始を一日も遅らせることなく、

いち早く遠隔授業を開始された医学部

医学科。舞台裏について、お聞かせく

ださい。

伊藤●九州大学病院から学生の立ち

入り禁止が通達された2020年3月第一

週は、5年生の病院実習の最終週でし

た。病院側には、学生が医療現場に立

ち入らない方法で実習を継続できるよう

にお願いする一方で、医学科側では、

直ちに遠隔授業に向けての準備に着

手しました。大学本部からは春学期の

開始を遅らせる方針が示されましたが、

医学科のカリキュラムの過密さに鑑み

て、一時もスケジュールを遅らせることは

できません。まず、病院と医学部に分散

している教室のネット環境を把握し、使

用するオンライン会議システムについて

検討しました。医学研究院の若手教員

と医学学生係が中心となって、複数の

システムを比較したところ、音声や映像

の質、板書の見やすさからZoomを使

用することに決定しました。Zoomの使

用について、セキュリティ上の懸念か

ら、大学本部のサポートを得ることがで

きませんでした。反対するよりも、どうす

ればリスクを下げられるかについて、専

門家のサポートが欲しかったところで

す。次に、学生向けと教員向けのマ

ニュアルを作成し、2020年3月30日と31

日には模擬授業を実施し、4月1日の授

業開始に間に合わせることができまし

た。自ら家電量販店にウェブカメラを購

入しに行くなど、奔走してくれた若手教

員の機動力の賜です。一方で、遠隔授

業を行うことに抵抗感をお持ちの教員も

いらっしゃいました。授業開始に当たっ

ては、遠隔授業を実施するかどうかも含

めて、各教員の自由裁量を認めた上

で、「初めての取組なので完璧にはい

きません」「見込みなく止めるよりは、今

できることをやりましょう」と呼び掛けな

がら、私や若手教員、医学学生係の

担当者が遠隔授業の現場に立ち合

い、発生するトラブルに一つ一つ対処

していきました。

どうしても、遠隔では
伝えきれない部分がある

─病院の緊張感が極まる中で、臨床実

習はどのように実現されたのでしょう。

新納●授業科目のうち、講義について

は2020年4月1日から遠隔授業の形で

始められましたが、実習については開

始が遅れてしまいました。当時はまだ、

PCR検査をはじめ、感染予防対策をど

うすれば良いかも分からない状況でし

た。万が一、クラスターが発生した場

合、病院機能が麻痺してしまいます。病

院での実習は、中止せざるを得ない状

態が続いていましたが、遠隔授業の体

制が整った2020年4月20日から、6年生

の診療参加型臨床実習（Clinical　

Clerkship／クリニカルクラークシップ）

を開始しました。Clinical　Clerkshipと

は、学生が患者を受け持ち、病歴を

聴き取り、診察をするといった一連の

鑑別診断に、指導医とディスカッション

を深めながら取り組む臨床実習です。

遠隔で実施するのは初めての挑戦で

す。Zoomのブレイクアウトルーム（少人

数のミーティング室）機能を活用したり、

臨床現場や実技をイメージできる教材

を用意したり、各教員が試行錯誤しな

がら進めました。6年生は研修先を決め

る医師臨床研修医マッチングや医師

国家試験を控えていましたので、立ち

止まる余地はありませんでした。

伊藤●6年生のClinical　Clerkshipで

は4つの科を回ります。最初の3科は遠

隔となりましたが、最後の科を回る2020

年7月頃には、新型コロナウイルス感染

者の発生状況がある程度、落ち着いて

いたので、対面で実施することができま

した。6年生の実習を8月上旬に終えた

翌週からは、5年生の実習も開始するこ

とができました。5年生は、夏休みがなく

なってしまいましたが、仕方のないことで

す。臨床実習を受け入れる科の中に

は、「どうしても、遠隔では伝えきれない

部分がある」と声を上げる科もありまし

たので、原則は遠隔としつつも、必要な

場合は、感染防止に十分に配慮した

上で、対面での実施を認める方針とい

たしました。2020年9月以降、2年生の

解剖学の実習も始めることができまし

た。医学教育の中で、最も重要な実習

の一つです。どうにか対面で実施した

いとの想いで、防護服や保護メガネなど

の装備を充実させました。また、1学年

120名ほどが同時に着替えるロッカー室

での密を回避するため、ロッカーを廊下

に移動しました。こうして実施できたもの

の、担当教員によると、例年と比べて学

生の「手際が良くなかった」とのことでし

た。専攻教育が始まってからの半年間

は遠隔授業だったため、互いに協力し

て何かをする経験を持たないまま、解剖

実習に取り組むことになってしまったか

らだと感じています。

新納●最善を尽くして実施した実習で

すが、十分に育てられなかった部分が

あったとしたならば、その後の様々な経

験の中で、総合的に補完していかなけ

ればならないと考えています。

遠隔では対面のように
模擬患者と目線を合わせられない

─医学生は、医師国家試験の前にも、

3つの医療系大学間共用試験に臨ま

なければなりません。その準備には、ど

のように取り組まれたのでしょう。

新納●医学教育では、C l i n i c a l 

Clerkshipに参加する要件として、知識

を問う多肢選択筆記試験（CBT）と技

能・態度を問う客観的臨床能力試験

（OSCE）に合格しなければなりません。

そして、2020年度からは診療参加型

臨床実習終了後の客観的臨床能力

試験（Post-CC　OSCE）も始まりました。

コロナ禍で特に苦慮したのは、実践の

技術や患者への対応を評価する

OSCEです。Post-CC　OSCEについて

は、時間をかけて調整を試みましたが、

大勢の学生を受け入れるのが難しい

病院側の状況に鑑み、医療系大学間

共用試験実施評価機構と協議した上

で、中止せざるを得ないという判断をし

ました。一方で、OSCEは5年生への進

級要件となる必須のものです。病院とは

異なる施設を使用して、座席間隔を広

げたり、部屋数を増やしたりと、様 な々感

染防止対策を工夫して実施しました。

OSCEの身体診察の模擬患者役につ

いては、例年は学生（2年生）に頼んで

いますが、今年は教員が勤めました。医

療面接の模擬患者役については、例

年通りボランティアの方にお願いし、オン

ライン会議システムを使って実施しまし

た。事務部が綿密に準備して実現でき

たのですが、模擬患者役の方からは、

「かなり良いけど、何か違う」との指摘を

いただきました。オンライン会議システム

のカメラの目線と、画面の目線は違うの

で、対面の場合のようにしっかりと目線を

合わせて話せないのが、違和感の原因

だと思われます。例年、学生は模擬患

者とのコミュニケーションの訓練を1～1.5

カ月重ねて試験に臨むのですが、今年

はそれが十分にできなかったので、学生

側の負担も、さぞ大きかったことと思いま

す。医療従事者にとって、患者とのコミュ

ニケーションや医療現場における多職

種連携のためのチームワーク力は、必

須です。その訓練を十分にできなかった

学生が医師国家試験に合格して、医

師として現場に出ることになった場合、

問題なく行動できるのか、注意深くフォ

ローしていく必要があります。

学生の対面で授業を受ける
権利を守る

─With＆Beyondコロナの医学教育

について、どのような展望をもたれて

いらっしゃいますか。

伊藤●医学科では、学生と教員を対象

としたアンケートを実施しました。遠隔授

業に対する学生の評価は、比較的高

いようです。遠隔授業は自由な環境で

受講できますし、教室よりもスライドが見

やすいなどメリットもあるためでしょう。遠

隔での講義と対面での実習を両立さ

せるためには、実習のために大学に来

た学生が遠隔授業も受けられるように

教室を準備し、対面と遠隔のハイブリッ

ド化を進めていく必要があります。2021

年度は、学生に対面で授業を受ける権

利を与える予定です。例えば、奇数日に

は学生番号が奇数番号の学生を、偶

数日には偶数番号の学生が登校しても

良いとします。学生ごとに状況は異なる

ため、あくまで権利で強制ではありませ

ん。学生も教員も状況に対する感じ方

は異なることが分かりましたので、できる

だけ多様な要望に応えられるように、工

夫していくつもりです。コミュニケーション

が苦手な学生からは、仲の良い学生と

ノートを見せ合ったり、一緒に勉強したり

することができない遠隔授業は辛いと

聞いています。合理的配慮を要する学

生への、きめ細かな対応も検討していき

たいと考えています。
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病院地区へのプレッシャーと
向き合う

─病院地区独自で大変だった、と感

じることがあれば教えてください。

田中●病院地区の医歯薬保健の部

局の病院実習をする学生には、ワクチ

ン接種を毎年実施しているのですが、

そのスケジュール調整に苦労しまし

た。麻しん、風疹、水疱癒、ムンプス、そ

れからB型肝炎のワクチンです。2020

年度は4月の時点で抗体検査・ワクチ

ン接種が全て中止になり、再開の時期

が見通せませんでした。大学など他の

教育機関、病院など、至る所で集団検

診等が一斉に中止になりましたので、

再開する時期・機関も集中し、集団予

防接種を請け負う外注先が手一杯で

なかなか新しいスケジュールを組めま

せんでした。2020年の実施は、半年遅

れでなんとかギリギリ次年度につなげ

ることができました。

　それと、病院実習には必須であるX

線検査が学生定期健康診断中止に

伴い実施できずにいたのですが、学

生支援課の尽力により学外で受診さ

せることができたのが幸いでした。

─大学病院が敷地内にあるキャンパ

スなので、感染拡大の情報には敏感

だったのではないでしょうか。

田代●医学部の場合、患者さんやそ

のご家族の方と対面で接する機会が

あります。患者さんの中には基礎疾患

を抱えた方もいらっしゃるので、特に臨

床実習の実施に関しては一番の問

題でした。当時、福岡県ではまだそこ

まで感染者が多く出ていなかったと思

いますが、2020年2月末から3月初旬

には、実習や講義への対応や課外活

動の制限に関する動きが始まりまし

た。特に課外活動については活動の

自粛や禁止等厳しく対応しました。

2020年秋ぐらいから全学公認サーク

ルでは制限の緩和をし始めましたが、

医学部公認サークルでは再開の見

送り等独自の基準で設定していきまし

た。課外活動ではマスクを着用せず

に活動するものや接触の伴うスポーツ

など様々です。また、活動が終わった

後にも食事や会話など仲間と楽しみ

たい気持ちになると思います。しかし

ながら、会食など楽しい時間を過ごし

た次の日に実習で病院に入るという

状況は、万が一のことを想定するとや

はり問題ではないかということもあり、

厳しめの対応を取りました。

田中●病院地区では医学部以外に

医学部保健学科・歯学部独自の公認

サークルもあります。病院地区の課外

活動施設をサークル活動にどこまで

解放するか伊都地区の状況を見な

がら検討しました。当時は「病院地区

で感染者を出すわけにはいかない、ま

してやクラスターなんてもってのほか」

というプレッシャーがある中、2020年の

4月と5月は我々事務部職員も九大病

院は立入禁止となっていましたし、特

に体育館は患者さんのリハビリで使う

場面もあるので、早くから病院地区の

課外活動施設は使用中止となってい

ました。

─授業に関することでその様子や苦

労した点などありましたらお聞かせく

ださい。

田代●2020年3月初めに九大病院

側から「学生実習の受入れを一時中

止します」と連絡が来ました。それは

実習期間が残り一週間くらいの時期

でした。最後の週に診療科を回る予

定だった学生は対面実習が中止に

なったため、急遽、代替となる課題を

実施するなどによる対応で乗り切った

感じでした。また、同じ頃には、「4月以

降の授業などをどのようにするか」と

いった検討が始まり、教務委員会での

議論で遠隔システムの導入の話が出

ました。具体的に検討を進め、機能

面、費用面等から、オンライン会議シス

テムZoomの導入案がまとまり、医学

研究院執行部会議において、早急な

検討・了承をいただきました。Zoomラ

イセンスの費用や、講義室に設置する

オンラインシステム用PCやウェブカメ

ラなどの購入予算も措置していただ

き、早い段階から準備を整えることが

できました。2020年4月から5月にかけ

ては、学内外の病院での対面による

臨床実習は全て中止となり、講義科目

以外でもZoomを活用した指導や専

門の遠隔ツールを利用したりしました。

なお、2020年度後期の授業では、解

剖学実習や法医学など遠隔による実

施が難しいものは、グループ分けでの

実施や前後左右の距離を空けた座

席での講義など一部対面による実施

としました。

村瀬●大学院の授業については、医

学学生係が環境を整えたものを私た

ちが引き継いで対応する形でした。た

だ、授業を受講する学生が医師とし

て勤務していることも多い博士課程

は、夜間開講で最長21時40分（7時

限）まで授業がある日があり、遠隔授

業で不具合が起きたときにすぐにサ

ポートに入れるように事務が待機（勤

務）している必要がありましたので、そ

れに関しては大変だと感じました。他

には、成績書類の関係で、博士課程

の評価をレポートにより行う科目もあり、

100名を超える受講者から、レポートを

一度事務へ提出してもらい先生方へ

お渡しするという作業が増えました。

新たな業務が発生したことは大変だ

と感じました。

─遠隔授業実施で、先生方や学生

たちから何か意見がありましたか？

田代●先生方からは、「遠隔授業で

は学生の顔が見えないので理解度が

分かりづらい」という意見が上がって

いました。一方で、学生たちにとって

は、遠隔授業になったことで通学の負

担が減ったことや、資料の確認がしや

すいことに対して良い評価を得ること

もありました。特に、資料については、

講義室において大型スクリーンで見る

のではなく、自分のパソコン画面で見

る方がより鮮明であり、学習しやすく

なった部分はあったようです。また、今

まで授業後に質問する際には順番待

ちで先生を捕まえないといけなかった

ので質問者も数名程度だったのが、

遠隔授業に変わるとチャット機能の利

用などにより、質問をする学生が増え

たという話を聞きました。

─試験の実施ではどのような対応を 

されたのでしょうか？

田代●学部の対面試験では、一教

室の試験収容人数を通常より減らし、

人同士の間隔を空けて実施しました。

しかし、その場合は通常より実施会場

を増やす必要があり、試験監督者の

負担が増えていたと思います。授業・

試験においては、様々な質問や要望

等が教員から寄せられますが、教務

委員会審議では間に合わないもの

は、執行部会議で迅速に判断してい

ただくことがありました。

村瀬●大学院入試は学部入試よりも

早い時期に実施されます。8月には修

士課程、専門職課程、9月に博土課

程があるのですが、試験をどのように

実施するかを先生方と検討したとこ

ろ、2020年実施の入試では、密になら

ないように部屋数を十分に確保した

上で、科目により実施形態を若干変更

し、対面での実施を決定しました。次

年度も同様の状況であれば、同じ対

応で実施することになると思います。

病院地区に通う学生として
自覚ある行動を求め続ける

─学生を対応する中で何か感じたこ

とはありましたか？

村瀬●大学院生の留学生の中では、

帰国困難者の問題がありました。学

生本人も事務も、初めて経験する手

続なので、結構煩雑な作業になってし

まったと思っています。関係した方々

の負担が大きかったという記憶が残っ

ています。

田代●原則遠隔授業ですが、対面に

よる臨床実習等の再開に伴い、一部

の学生が通学するようになってからは、

「大学に通学する場合には健康観察

票を提出すること」「（提出は求めない

が）毎日の行動履歴も控えておくこと」

を指導しました。最初の頃は真面目に

検温など実施してくれていましたが、コ

ロナ禍での生活が続くと、一部の学生

においては健康観察（検温）を行うこと

自体が形骸化されているのではない

かと感じることがありました。

今回の学びや発見を
次年度に生かしていく

─今後に向けての課題はありますか？

田代●2020年度末に教員と学生に対

して遠隔授業に関するアンケートを実

施し、2021年度の対応を検討し始めま

した。課題の一つに教室の収容人数

のことがあります。基幹教育科目では

講義室の収容人数を減らし対面授業

を再開するそうですが、医学部はほぼ

必修科目となり、一学年全員（約120～

130名）が間隔を空けて着席可能とな

る講義室はほとんどありません。そこ

で、遠隔授業は原則のまま継続します

が、学生番号の偶数と奇数で学生を

分け、対面による授業参加も可能とす

るような案も検討しているところです。

課長補佐   田中 紀代美 医学学生係長   田代 正治 大学院係長   村瀬 和久
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キャンパスだけではない
病院地区だからこそ
より厳しい対応を選択する

敷地内に大学病院があり、人の出入りが多い病院キャンパス。コロナ禍

で、より厳しい対応を迫られる中の取組を、医系学部等事務部学務課全

体に関しては田中課長補佐から、医系学部・府での事務に関しては田代

係長と村瀬係長から伺いました。
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病院地区へのプレッシャーと
向き合う

─病院地区独自で大変だった、と感

じることがあれば教えてください。

田中●病院地区の医歯薬保健の部

局の病院実習をする学生には、ワクチ

ン接種を毎年実施しているのですが、

そのスケジュール調整に苦労しまし

た。麻しん、風疹、水疱癒、ムンプス、そ

れからB型肝炎のワクチンです。2020

年度は4月の時点で抗体検査・ワクチ

ン接種が全て中止になり、再開の時期

が見通せませんでした。大学など他の

教育機関、病院など、至る所で集団検

診等が一斉に中止になりましたので、

再開する時期・機関も集中し、集団予

防接種を請け負う外注先が手一杯で

なかなか新しいスケジュールを組めま

せんでした。2020年の実施は、半年遅

れでなんとかギリギリ次年度につなげ

ることができました。

　それと、病院実習には必須であるX

線検査が学生定期健康診断中止に

伴い実施できずにいたのですが、学

生支援課の尽力により学外で受診さ

せることができたのが幸いでした。

─大学病院が敷地内にあるキャンパ

スなので、感染拡大の情報には敏感

だったのではないでしょうか。

田代●医学部の場合、患者さんやそ

のご家族の方と対面で接する機会が

あります。患者さんの中には基礎疾患

を抱えた方もいらっしゃるので、特に臨

床実習の実施に関しては一番の問

題でした。当時、福岡県ではまだそこ

まで感染者が多く出ていなかったと思

いますが、2020年2月末から3月初旬

には、実習や講義への対応や課外活

動の制限に関する動きが始まりまし

た。特に課外活動については活動の

自粛や禁止等厳しく対応しました。

2020年秋ぐらいから全学公認サーク

ルでは制限の緩和をし始めましたが、

医学部公認サークルでは再開の見

送り等独自の基準で設定していきまし

た。課外活動ではマスクを着用せず

に活動するものや接触の伴うスポーツ

など様々です。また、活動が終わった

後にも食事や会話など仲間と楽しみ

たい気持ちになると思います。しかし

ながら、会食など楽しい時間を過ごし

た次の日に実習で病院に入るという

状況は、万が一のことを想定するとや

はり問題ではないかということもあり、

厳しめの対応を取りました。

田中●病院地区では医学部以外に

医学部保健学科・歯学部独自の公認

サークルもあります。病院地区の課外

活動施設をサークル活動にどこまで

解放するか伊都地区の状況を見な

がら検討しました。当時は「病院地区

で感染者を出すわけにはいかない、ま

してやクラスターなんてもってのほか」

というプレッシャーがある中、2020年の

4月と5月は我々事務部職員も九大病

院は立入禁止となっていましたし、特

に体育館は患者さんのリハビリで使う

場面もあるので、早くから病院地区の

課外活動施設は使用中止となってい

ました。

─授業に関することでその様子や苦

労した点などありましたらお聞かせく

ださい。

田代●2020年3月初めに九大病院

側から「学生実習の受入れを一時中

止します」と連絡が来ました。それは

実習期間が残り一週間くらいの時期

でした。最後の週に診療科を回る予

定だった学生は対面実習が中止に

なったため、急遽、代替となる課題を

実施するなどによる対応で乗り切った

感じでした。また、同じ頃には、「4月以

降の授業などをどのようにするか」と

いった検討が始まり、教務委員会での

議論で遠隔システムの導入の話が出

ました。具体的に検討を進め、機能

面、費用面等から、オンライン会議シス

テムZoomの導入案がまとまり、医学

研究院執行部会議において、早急な

検討・了承をいただきました。Zoomラ

イセンスの費用や、講義室に設置する

オンラインシステム用PCやウェブカメ

ラなどの購入予算も措置していただ

き、早い段階から準備を整えることが

できました。2020年4月から5月にかけ

ては、学内外の病院での対面による

臨床実習は全て中止となり、講義科目

以外でもZoomを活用した指導や専

門の遠隔ツールを利用したりしました。

なお、2020年度後期の授業では、解

剖学実習や法医学など遠隔による実

施が難しいものは、グループ分けでの

実施や前後左右の距離を空けた座

席での講義など一部対面による実施

としました。

村瀬●大学院の授業については、医

学学生係が環境を整えたものを私た

ちが引き継いで対応する形でした。た

だ、授業を受講する学生が医師とし

て勤務していることも多い博士課程

は、夜間開講で最長21時40分（7時

限）まで授業がある日があり、遠隔授

業で不具合が起きたときにすぐにサ

ポートに入れるように事務が待機（勤

務）している必要がありましたので、そ

れに関しては大変だと感じました。他

には、成績書類の関係で、博士課程

の評価をレポートにより行う科目もあり、

100名を超える受講者から、レポートを

一度事務へ提出してもらい先生方へ

お渡しするという作業が増えました。

新たな業務が発生したことは大変だ

と感じました。

─遠隔授業実施で、先生方や学生

たちから何か意見がありましたか？

田代●先生方からは、「遠隔授業で

は学生の顔が見えないので理解度が

分かりづらい」という意見が上がって

いました。一方で、学生たちにとって

は、遠隔授業になったことで通学の負

担が減ったことや、資料の確認がしや

すいことに対して良い評価を得ること

もありました。特に、資料については、

講義室において大型スクリーンで見る

のではなく、自分のパソコン画面で見

る方がより鮮明であり、学習しやすく

なった部分はあったようです。また、今

まで授業後に質問する際には順番待

ちで先生を捕まえないといけなかった

ので質問者も数名程度だったのが、

遠隔授業に変わるとチャット機能の利

用などにより、質問をする学生が増え

たという話を聞きました。

─試験の実施ではどのような対応を 

されたのでしょうか？

田代●学部の対面試験では、一教

室の試験収容人数を通常より減らし、

人同士の間隔を空けて実施しました。

しかし、その場合は通常より実施会場

を増やす必要があり、試験監督者の

負担が増えていたと思います。授業・

試験においては、様々な質問や要望

等が教員から寄せられますが、教務

委員会審議では間に合わないもの

は、執行部会議で迅速に判断してい

ただくことがありました。

村瀬●大学院入試は学部入試よりも

早い時期に実施されます。8月には修

士課程、専門職課程、9月に博土課

程があるのですが、試験をどのように

実施するかを先生方と検討したとこ

ろ、2020年実施の入試では、密になら

ないように部屋数を十分に確保した

上で、科目により実施形態を若干変更

し、対面での実施を決定しました。次

年度も同様の状況であれば、同じ対

応で実施することになると思います。

病院地区に通う学生として
自覚ある行動を求め続ける

─学生を対応する中で何か感じたこ

とはありましたか？

村瀬●大学院生の留学生の中では、

帰国困難者の問題がありました。学

生本人も事務も、初めて経験する手

続なので、結構煩雑な作業になってし

まったと思っています。関係した方々

の負担が大きかったという記憶が残っ

ています。

田代●原則遠隔授業ですが、対面に

よる臨床実習等の再開に伴い、一部

の学生が通学するようになってからは、

「大学に通学する場合には健康観察

票を提出すること」「（提出は求めない

が）毎日の行動履歴も控えておくこと」

を指導しました。最初の頃は真面目に

検温など実施してくれていましたが、コ

ロナ禍での生活が続くと、一部の学生

においては健康観察（検温）を行うこと

自体が形骸化されているのではない

かと感じることがありました。

今回の学びや発見を
次年度に生かしていく

─今後に向けての課題はありますか？

田代●2020年度末に教員と学生に対

して遠隔授業に関するアンケートを実

施し、2021年度の対応を検討し始めま

した。課題の一つに教室の収容人数

のことがあります。基幹教育科目では

講義室の収容人数を減らし対面授業

を再開するそうですが、医学部はほぼ

必修科目となり、一学年全員（約120～

130名）が間隔を空けて着席可能とな

る講義室はほとんどありません。そこ

で、遠隔授業は原則のまま継続します

が、学生番号の偶数と奇数で学生を

分け、対面による授業参加も可能とす

るような案も検討しているところです。
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で、より厳しい対応を迫られる中の取組を、医系学部等事務部学務課全

体に関しては田中課長補佐から、医系学部・府での事務に関しては田代

係長と村瀬係長から伺いました。

医系学部等事務部 学務課

医
系
学
部
等
事
務
部
学
務
課



教授 諸隈 誠一

教授 藤淵 俊王

ワーキンググループの立ち上げと
病院キャンパスの連携

─緊急事態宣言発令前の初動の対

応についてお聞かせください。

諸隈●パンデミックが疑われ始めて

からすぐ、遠隔授業が必要になると

予想されたため、部門長のご指示に

より、2020年3月19日にワーキンググ

ループが立ち上がりました。同グルー

プでは遠隔授業に向けてどのような

取組が必要になるのかを協議し、対

応する部署を割り当てました。同時に

病院キャンパス内の他学科、教員間

の情報共有や他大学の事例を入手

するなどして、準備を進めていきまし

た。例年、4月の年度始めには、学生

たちを集めてガイダンスを開催してい

ます。2020年度は、遠隔授業にしても

問題ないかを判断する場として、この

ガイダンスを遠隔で実施しました。特

に大きな問題は起きなかったため、

2020年5月の連休明けから遠隔授業

を開始しました。遠隔授業に関する指

針も作成しました。

藤淵●遠隔授業では使い勝手の良さ

と、経験者の多さから、主にオンライン

会議ツールZoomを採用しました。ま

ず、学生に先だって教員がある程度の

使い方を身に付けられるよう、Zoomで

会議を開いたり、マニュアルを作成した

りしました。先行してZoomを採用して

いた医学科のガイダンスに参加させて

いただいたり、薬学部や歯学部と情報

交換したりするなど、病院キャンパスの

横のつながりが強まりました。また、学

生によってネット環境が異なることから、

数回にわたってアンケート調査を実施

しました。大半の学生からは「対応でき

る」と回答を得ましたが、実際に遠隔

授業を実施してみて、本当に問題が

起こらなかったのか、細かな部分はこ

れから検証していく予定です。

医療従事者としての自覚を育てる

─実験・実習にはどのように取り組ま

れたのでしょうか。

藤淵●2020年度は、4年生の臨地実

習の開始が5月から7月に延期されま

した。また、近隣の病院での実習は取

り止め、代わりに九州大学病院で数

週間に及ぶ実習を行いました。その

際、九州大学が今どのような状況なの

かを学生たちに何度も伝えました。そ

の上で、検温で一定以上の熱のある

学生とそのグループは実習を取り止め

ることとしました。万が一、感染した状

態で実習すると、多くの部署に迷惑が

掛かるからです。将来、医療従事者と

なる彼らに医学生としての自覚を持

ち、しっかりと感染対策してもらうため

です。2020年9月に入り行動指針段

階2・制限（小）になると、アルコール消

毒剤を各所に配置し、検温やマスク

の着用など感染対策を徹底した上

で、実験・実習を中心とした対面授業

を再開しました。

諸隈●医療従事者としての自覚を育

てる場面は、例年以上にあったと思い

ます。高齢者が孤立してしまったり、妊

婦さんの大切な情報源である母親学

級が中止になったり、コロナ禍ではい

ろいろなところに大きな影響が出まし

た。医療現場の今について、学生等と

共有しながら学びを進めました。

コロナ禍で顕在化した
教育の課題

─遠隔授業を進める中で気付かれた

課題があればお聞かせください。

藤淵●遠隔授業の実施に当たり、学

習効果が例年と変わらないよう、スライ

ドや動画を用意したり振り返り学習を

加えたりと、各教員が工夫をしました。

しかしその結果、各教員が設定した

課題の総和が例年以上に膨大とな

り、学生には負担を掛けてしまったよう

にも感じます。今後はこのようなことが

起こらないよう教員間の連携をより密

にして、学生の課題の量を管理する

必要があるでしょう。また、例年の実習

では、人数が多くても全ての学生が十

分なレベルに達するまで丁寧に実施

しますが、2020年は感染対策のため

実習にかけられる時間が制約され、ど

うしても例年通りの水準まで実施でき

ないことがありました。そこは少し残念

なところです。足りていない部分につ

いては他の授業科目の中で補強する

などして、卒業までに期待するレベル

を達成できるよう、これから十分にサ

ポートしていくことになるかと思います。

諸隈●試験には意外なほど差が現

れました。これまでは講義形式の評価

は、試験を実施していましたが、2020

年度はレポート形式に変更しました。

そうすると、○×のテストでは正解でき
ても、レポートでは内容を理解して具

体的に記述することができない学生

が少なくないことが明らかになりまし

た。そこに気が付くことができたのは

収穫です。今後の改善に生かしたい

と思います。ただ、1学年だけでも相当

な人数がいるため、それだけの数の

レポートを読むのには苦労しました。

知識を伝達するオンデマンド教材
と考える力を育む対面授業

─遠隔授業のメリットと、今後の大学

教育の在り方についてどのように

お考えですか。

諸隈●医学の知識には暗記すべき

ものが多くあります。その点、何度も視

聴できるオンデマンド型教材は魅力

的です。基本的な知識内容は変わり

ませんので。質の高いオンデマンド教

材を一度作成すれば、繰り返し使える

ので教員の負担軽減にもつながるは

ずです。そして、考える力を身に付け

る教育に、より多くの時間を使えるよう

になると良いと思います。

藤淵●遠隔授業を実施してみて、対

面授業での学生とのコミュニケーション

の大切さに改めて気付かされました。

遠隔授業では、どうしても学生の顔が

見えづらく、どこまで理解していて、何

を理解していないのかを把握するの

が難しいのです。対面授業の強み

は、学生たちの理解度を確認しながら

授業を進められることでしょう。そして、

学生が何かへの興味を示したとき、次

に何を学ぶべきかについてアドバイス

して、新しい挑戦へ誘うことのできる点

にあります。そして、ディスカッションを

通して、知識を理解するだけでなく、

考える力も身に付けさせられる点にあ

るでしょう。
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「考える力」を養い
未来の医療従事者を守り、育てる

ひっ迫する九州大学病院の医療現場を目の前にしながら、

医療従事者の育成に取り組まれた医学部保健学科の先生方に

当時の状況や課題を振り返っていただきました。
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が難しいのです。対面授業の強み
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実習や試験に間に合わせるため
遠隔化の準備を急ぐ

─新型コロナウイルスが流行し始め

た頃、どのような対応をされましたか？

　1～4月は卒業式・入学式のシーズ

ンです。通常ならたくさんの学生が大

学に集まる時期ですが、2020年は学

生が学校にできるだけ来ないように対

策をしなくてはいけませんでした。その

ために、特に準備が必要だったのは

遠隔授業に関することです。2020年3

月に保健学科内に遠隔講義ワーキン

ググループが立ち上がり、Zoomのライ

センス契約や使い方の案内、ガイドラ

インの作成といった準備を急ぎました。

遠隔授業を始めるに当たって、学生

には通信環境を調査するアンケートを

実施しました。2020年4月初めに1回目

を実施し、デバイスに関する情報を調

査。2回目のアンケートでは動画の視

聴ができるかどうかなど、より詳しい環

境を確認しました。その後、遠隔授業

に関する教員向けの説明会を実施

し、学生にも接続テストを行いました。

これにかかる学生への周知などを、保

健学科の先生方にもお力添えいただ

きました。当初、保健学科では春学期

を2020年4月15日から開始する予定

で準備を進めていましたが、折しも緊

急事態宣言が発出され、やむなく全学

同様5月7日開始へ変更しました。この

間、時間割と同時限で担当教員と全

受講生によるZoomの接続テスト実施

等、入念な準備の時間につながったと

思います。

万が一に備え
できる限りの先手を打っておく

─業務の中で最も大変だったことは

何ですか？

　大変だったのは、新型コロナウイル

スに感染した疑いがある学生への対

応でした。罹患している可能性のある

学生は、体調が悪かったりしてスムー

ズに連絡を取ることができませんでし

た。学生との連絡自体が難しかったた

め、報告が必要な情報（行動履歴な

ど）の収集に時間と手間がとてもかか

りました。

─感染対策にはどのように取り組ま

れていましたか？

　実験や実習は夏学期以降に後ろ

倒しにするという方針で、学生には大

学に出て来ないように注意喚起をして

いました。2020年5月以降、講義室の

予約兼使用記録簿を作成して全教

職員とリアルタイムで共有できるように

し、3専攻（看護、放射、検査）に講義

室を割り当てて管理するようにしまし

た。夏学期からは感染対策を徹底し

た上で、対面の実験・実習を実施した

ので学生はそのために大学に来ます

が、同日に遠隔授業があった場合は、

大学内のどこかで受講する必要が生

じてきます。そのとき、各専攻に割り当

てられた教室で受講することで万が

一、感染者が出たときには感染経路

をすぐに確認できるようにしたのです。

幸い検査結果が陽性の学生はおら

ず、使用記録が使われることはありま

せんでした。

─万が一に備えての記録だったので

すね。また、保健学では病院等での

実習の機会もあると思いますが、その

点について何か例年と違うところは

ありましたか？

　大学院修士課程の助産師コース

では、1人10症例の分娩実習をする

必要があるというかなり実践的な内容

を学ぶコースです。このコースの実習

では、PCR検査で陰性が確認できな

いと受入れができない実習先がありま

した。また、看護学科の訪問看護ス

テーションにおける実習先も同様の施

設がありました。これは例年にない対

応ではありましたが、学外施設との連

絡自体は通常時もこなしていた業務

の一つであったため、大きな負担には

感じませんでした。それに、かねてより

何か問題が生じれば教職協働で対

応する流れがあったので、コロナ禍で

の実習先からの急な要請にも、スムー

ズに応えられたのだと感じています。

その他の課題として、九大病院内で

の実習の際の昼食スペースの確保問

題がありました。実習期間中に学生が

安全に昼食をとれる場所に関して、教

員から多くの問合せがありました。講

義室等のスペースには限りがあります

ので、現在も悩ましい問題です。

学生が通いやすく
受講しやすい環境のために

─時間割についてはどのように工夫

されましたか？

　春・夏学期に実施できなかった学

外実習などを後ろ倒しにしたので、

2020年8月下旬から時間割の検討が

始まりました。まずは、秋・冬学期の授

業の時間割の部屋割りや遠隔と対面

の連動性を確認するため、授業の実

施形態を教員に調査しました。どの授

業が遠隔なのか、対面なのか、あるい

はハイブリッドなのかを把握することに

よって、たとえば、1コマのためだけに

学生が大学に来ないといけないような

状況になっている場合には、それを教

員に伝え、遠隔に変更できないかを検

討してもらい、感染を防止するだけで

なく、学生に負担が掛からないようにし

ました。

─今後に向けて取り組んでいること

はありますか？

　対面授業を増やしていく場合の課

題について考えています。ソーシャル

ディスタンスを確保しながら授業がで

きるスペースが現時点では十分にあり

ません。しかし、この問題は今すぐには

どうしようもないことです。そこで考える

べきは対面と遠隔、どちらも取り入れ

たハイブリッド型授業の環境を整備す

ることが必要だと思っています。Wi-Fi

の拡充や大講義室用のカメラやマイ

クなどの設備を整えることで、遠隔で

受講する学生にとっても臨場感のあ

る授業を届けられれば良いと思ってい

ます。
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学内の安全を確保しながら
授業の質を担保するため
力を尽くした一年間

医学部保健学科の教務全般を担当する「保健学学生係」では、学外の施設との連絡や厚生関係、証明書発行業務

など多岐にわたる業務を担当されています。コロナ禍においてはどのようなご苦労があったのか。

中村係長にお話を伺いました。

医系学部等事務部 学務課（保）
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きました。当初、保健学科では春学期

を2020年4月15日から開始する予定

で準備を進めていましたが、折しも緊

急事態宣言が発出され、やむなく全学

同様5月7日開始へ変更しました。この

間、時間割と同時限で担当教員と全

受講生によるZoomの接続テスト実施

等、入念な準備の時間につながったと

思います。

万が一に備え
できる限りの先手を打っておく

─業務の中で最も大変だったことは

何ですか？

　大変だったのは、新型コロナウイル

スに感染した疑いがある学生への対

応でした。罹患している可能性のある

学生は、体調が悪かったりしてスムー

ズに連絡を取ることができませんでし

た。学生との連絡自体が難しかったた

め、報告が必要な情報（行動履歴な

ど）の収集に時間と手間がとてもかか

りました。

─感染対策にはどのように取り組ま

れていましたか？

　実験や実習は夏学期以降に後ろ

倒しにするという方針で、学生には大

学に出て来ないように注意喚起をして

いました。2020年5月以降、講義室の

予約兼使用記録簿を作成して全教

職員とリアルタイムで共有できるように

し、3専攻（看護、放射、検査）に講義

室を割り当てて管理するようにしまし

た。夏学期からは感染対策を徹底し

た上で、対面の実験・実習を実施した

ので学生はそのために大学に来ます

が、同日に遠隔授業があった場合は、

大学内のどこかで受講する必要が生

じてきます。そのとき、各専攻に割り当

てられた教室で受講することで万が

一、感染者が出たときには感染経路

をすぐに確認できるようにしたのです。

幸い検査結果が陽性の学生はおら

ず、使用記録が使われることはありま

せんでした。

─万が一に備えての記録だったので

すね。また、保健学では病院等での

実習の機会もあると思いますが、その

点について何か例年と違うところは

ありましたか？

　大学院修士課程の助産師コース

では、1人10症例の分娩実習をする

必要があるというかなり実践的な内容

を学ぶコースです。このコースの実習

では、PCR検査で陰性が確認できな

いと受入れができない実習先がありま

した。また、看護学科の訪問看護ス

テーションにおける実習先も同様の施

設がありました。これは例年にない対

応ではありましたが、学外施設との連

絡自体は通常時もこなしていた業務

の一つであったため、大きな負担には

感じませんでした。それに、かねてより

何か問題が生じれば教職協働で対

応する流れがあったので、コロナ禍で

の実習先からの急な要請にも、スムー

ズに応えられたのだと感じています。

その他の課題として、九大病院内で

の実習の際の昼食スペースの確保問

題がありました。実習期間中に学生が

安全に昼食をとれる場所に関して、教

員から多くの問合せがありました。講

義室等のスペースには限りがあります

ので、現在も悩ましい問題です。

学生が通いやすく
受講しやすい環境のために

─時間割についてはどのように工夫

されましたか？

　春・夏学期に実施できなかった学

外実習などを後ろ倒しにしたので、

2020年8月下旬から時間割の検討が

始まりました。まずは、秋・冬学期の授

業の時間割の部屋割りや遠隔と対面

の連動性を確認するため、授業の実

施形態を教員に調査しました。どの授

業が遠隔なのか、対面なのか、あるい

はハイブリッドなのかを把握することに

よって、たとえば、1コマのためだけに

学生が大学に来ないといけないような

状況になっている場合には、それを教

員に伝え、遠隔に変更できないかを検

討してもらい、感染を防止するだけで

なく、学生に負担が掛からないようにし

ました。

─今後に向けて取り組んでいること

はありますか？

　対面授業を増やしていく場合の課

題について考えています。ソーシャル

ディスタンスを確保しながら授業がで

きるスペースが現時点では十分にあり

ません。しかし、この問題は今すぐには

どうしようもないことです。そこで考える

べきは対面と遠隔、どちらも取り入れ

たハイブリッド型授業の環境を整備す

ることが必要だと思っています。Wi-Fi

の拡充や大講義室用のカメラやマイ

クなどの設備を整えることで、遠隔で

受講する学生にとっても臨場感のあ

る授業を届けられれば良いと思ってい

ます。
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学内の安全を確保しながら
授業の質を担保するため
力を尽くした一年間

医学部保健学科の教務全般を担当する「保健学学生係」では、学外の施設との連絡や厚生関係、証明書発行業務

など多岐にわたる業務を担当されています。コロナ禍においてはどのようなご苦労があったのか。

中村係長にお話を伺いました。

医系学部等事務部 学務課（保）

医
系
学
部
等
事
務
部
学
務
課（
保
）

保健学学生係長  中村 晃子



教授 山田 健一 教授 小柳 悟

講義科目の遠隔授業化
試験の対面実施

─病院キャンパスでは、全学に先駆け

て、いち早く遠隔授業を開始されまし

た。薬学部では、どのような考えのもと

で、どのように準備を進めてこられたの

でしょう。

山田●薬学部は、2020年4月15日に前

期授業を開始しました。その背景には、

薬剤師国家試験に向けて授業を遅ら

せられない事情がありました。3月中に何

度も教務委員会を開催して、準備を進

めました。情報係の小柳先生を中心に、

遠隔授業のマニュアルを作成し、教員

や学生に周知し、レクチャーも行っていた

だいた結果、春・夏学期を無事、遠隔授

業で乗り切ることができました。

小柳●どのオンライン会議システムを使

用するかを決定する際には、苦労しまし

た。大学本部からは、Zoomのセキュリ

ティ上の課題が指摘されていましたが、

他大学の取組も参考にしながら、使いや

すさを優先しました。遠隔会議の環境整

備については、コロナ禍以前より検討と

準備を進めていましたので、この機会に

一気に進めることができました。

濵瀬●遠隔授業では、オンデマンド型

の教材を一方向で配信する方法よりも、

ライブ型の双方向性を確保した方法が

良いと思います。私の場合、例年通り黒

板に板書している様子を配信し、TAな

どの学生数名にビデオ・カメラをオンにし

てもらうことで、学生の反応を見ながら

授業を進めました。九大生のバックグラ

ンドと理解度を把握した上で授業を進

めない限り、九大の教員が授業をする

意味はないと思います。一方、試験につ

いては、客観性や公正性を確保する観

点から、遠隔で実施してよいものか、教

授会で議論を重ねました。教員が目指

す教育が学生に実際に届いているの

か、その成果はしっかりと評価しなけれ

ばなりません。そうした考えから、薬学部

では原則、試験は対面で実施する方

針をとっています。教室での密を避ける

ため、試験会場は、学生80名に対して2

教室から3教室に増やして、分散して実

施しました。

稲富●薬学学生係では、試験日時を調

整して、教室を確保する必要がありまし

た。簡単ではありませんでしたが、最終

的にはうまく調整することができました。

山田●学生の学びの状況としては、対

面で実施した試験の平均点、追試・再試

験の割合から、例年と概ね同程度を達

成することができていると考えています。

町田●薬学学生係では、入学式や新

入生オリエンテーションなどに加えて、入

試も担当しています。大学院入試では、

民間の英語力測定試験を採用してい

るのですが、コロナ禍で実施されなかっ

たため、対応に苦慮しました。留学生の

入学者選抜試験は、遠隔では実施しま

せんでしたので、残念ながら、来日でき

ず受験できなかった留学生もいました。

教育内容を厳選して実現した
対面での実習

─薬学教育で重要な位置を占める実

習は、どのように実現されたのでしょう。

山田●講義科目は遠隔授業化を進めま

したが、実験・実習は対面で実施するこ

とにこだわりました。3年生の学生実習

は、例年は各研究室で通年実施してい

ますが、2020年度春・夏学期は対面授

業ができませんでしたので、7月以降、半

分の期間で組み直さなければなりません

でした。また、実習室での密を避けるた

め、学生80名を2グループに分け、実習と

座学を交互に実施しました。

濵瀬●自分の手を動かし、自分の目で

変化を見ることが、実習科目のポイントで

す。半分の期間に半分の人数で実施す

るので、実質的に実習に取り組める時間

は、例年の4分の1程度でした。必須の

内容に絞り込み、厳選して取り組みまし

た。十分に実施できなかった部分につい

ては、4年生で各研究室に配属されたの

ちにトレーニングを積む中で、補っていけ

ると考えています。

遠隔化によって気付かされた
新しい可能性

─遠隔授業化の可能性について、ど

のように受け止められましたでしょうか。

濵瀬●遠隔授業化は、今までできな

かったことについて、追加のオプションを

与えてくれました。例えば、薬学部の教

室に大型スクリーンと遠隔会議システム

が導入されたことで、海外にいらっしゃる

先生を講師としてお招きしやすくなった

のは、大きなメリットです。薬学部国際

コースでは留学が必須ですが、2020年

度は、海外渡航自体が制限されました。

そこで、代わりに学部内留学を始めまし

た。国際コースの学生（2年生）が、英語

を流暢に話せる留学生（院生）に2週間

張り付き、英語のみで研究活動に参加

して、単位を取得します。日本人学生に

とっては、日本に居ながら留学ができ、留

学生にとっては、大学の役に立てている

という実感が得られるので、双方にとって

良い経験となりました。最後の講演会で

は遠隔でたくさんの外国人の先生に御

参加いただきました。

山田●遠隔授業化によって、企業で活

躍する社会人や他大学の先生方も、講

師としてお招きしやすくなりました。

小柳●遠隔授業は、メンタルヘルス上の

理由で対面授業が苦手な学生に、授業

を受けるチャンスを開いてくれました。授

業の録画を視聴して、復習することもで

きます。教員にとっても、特に医療系分野

では学会が週末に開催されますので、

週末の出張の負荷や時間的拘束が大

幅に減りました。遠隔化によって、今まで

気付かなかった新しい可能性が見えて

きたと感じています。

稲富●遠隔授業化によって、学習支援

システムMoodleの活用が進み、先生

方のITリテラシーが一気に高まりまし

た。事務としても、先生方とITを活用し

た連携を深めることができ、とても助かり

ました。

非常事態下で顕在化した
きめ細かな指導の重要性

─次に、課題や今後の展望について

お聞かせください。

小柳●薬剤師国家試験の合格率につ

いて、九大は例年、非常に高い水準を

維持してきましたが、昨年は若干、成績

が芳しくありませんでした。九大病院や

市中の薬局での実習スケジュールの組

み直しをはじめ、未曾有の事態への対

応に追われて、普段できていた学生へ

の個別指導が手薄になってしまったこと

が原因かもしれません。今年は早い段

階で学生の到達度を確認して、十分な

備えをする予定です。

町田●学生系事務職員の重要な役割

の一つは、窓口で学生の顔を見て対話

し、学びや生活をきめ細かくサポートして

いくことです。どうすれば学生が大学に

来て、対面で学べるかという想いで感染

予防対策を充実させてきました。

稲富●遠隔授業に合う学生と、合わな

い学生がいます。対面授業が苦手なた

め遠隔授業化によって進級できた学生

がいる一方で、鬱症状を訴えている学

生もいます。

山田●2021年度からは、対面授業を遠

隔配信するハイフレックス型授業を基本

とします。感染リスクについては、教員・学

生それぞれの受け止め方が違います。

友人関係が確立されている程度や、学

びの段階によっても、対面授業に対する

ニーズは異なります。ハイフレックス型の

授業を実施することで、教員側の負担

は増えますが、対応していかなければな

らないと思います。

濵瀬●ハイフレックス型の授業では、教

員は対面での授業をしながら、オンライン

会議システムにも対応しなければなりま

せん。それをサポートするTAの存在は

不可欠なので、TA制度の拡充に期待

します。学生の研究環境の整備も重要

です。感染予防対策については、研究

スペースにパーティションを設けたり、飲

食を禁止したりして、各研究室で工夫し

ているところです。研究室での密を避け

るため、研究室に来て良い時間帯にシ

フト制を導入しましたが、結果的に学生

の研究時間は減ってしまっています。対

面での学会が開催されなくなったことで、

研究発表のトレーニングの機会も減って

しまいました。他大学との合同セミナーを

開催するなど、対策を検討していく必要

があります。

山田●九州大学としての教育と研究の

質を確保できるように、ニューノーマルを

模索していきます。

教授 濵瀬 健司
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緊急事態においても
九州大学としての
研究と教育の質を守る

薬剤師の育成を目指す臨床薬学科、創薬研究の担い手の育成を目指す創

薬科学科の教育をどのように推進してこられたのか、薬学研究院の先生方と

教員及び学生を支えた薬学学生係の職員の方々にお話を伺いました。

薬学研究院 医系学部等事務部 学務課（薬）

薬
学
研
究
院
・
医
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学
部
等
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）

教授  山田 健一

薬学学生係長  町田 修次 薬学学生係主任  稲富 智子

教授  濵瀬 健司 教授  小柳 悟



教授 山田 健一 教授 小柳 悟

講義科目の遠隔授業化
試験の対面実施

─病院キャンパスでは、全学に先駆け

て、いち早く遠隔授業を開始されまし

た。薬学部では、どのような考えのもと

で、どのように準備を進めてこられたの

でしょう。

山田●薬学部は、2020年4月15日に前

期授業を開始しました。その背景には、

薬剤師国家試験に向けて授業を遅ら

せられない事情がありました。3月中に何

度も教務委員会を開催して、準備を進

めました。情報係の小柳先生を中心に、

遠隔授業のマニュアルを作成し、教員

や学生に周知し、レクチャーも行っていた

だいた結果、春・夏学期を無事、遠隔授

業で乗り切ることができました。

小柳●どのオンライン会議システムを使

用するかを決定する際には、苦労しまし

た。大学本部からは、Zoomのセキュリ

ティ上の課題が指摘されていましたが、

他大学の取組も参考にしながら、使いや

すさを優先しました。遠隔会議の環境整

備については、コロナ禍以前より検討と

準備を進めていましたので、この機会に

一気に進めることができました。

濵瀬●遠隔授業では、オンデマンド型

の教材を一方向で配信する方法よりも、

ライブ型の双方向性を確保した方法が

良いと思います。私の場合、例年通り黒

板に板書している様子を配信し、TAな

どの学生数名にビデオ・カメラをオンにし

てもらうことで、学生の反応を見ながら

授業を進めました。九大生のバックグラ

ンドと理解度を把握した上で授業を進

めない限り、九大の教員が授業をする

意味はないと思います。一方、試験につ

いては、客観性や公正性を確保する観

点から、遠隔で実施してよいものか、教

授会で議論を重ねました。教員が目指

す教育が学生に実際に届いているの

か、その成果はしっかりと評価しなけれ

ばなりません。そうした考えから、薬学部

では原則、試験は対面で実施する方

針をとっています。教室での密を避ける

ため、試験会場は、学生80名に対して2

教室から3教室に増やして、分散して実

施しました。

稲富●薬学学生係では、試験日時を調

整して、教室を確保する必要がありまし

た。簡単ではありませんでしたが、最終

的にはうまく調整することができました。

山田●学生の学びの状況としては、対

面で実施した試験の平均点、追試・再試

験の割合から、例年と概ね同程度を達

成することができていると考えています。

町田●薬学学生係では、入学式や新

入生オリエンテーションなどに加えて、入

試も担当しています。大学院入試では、

民間の英語力測定試験を採用してい

るのですが、コロナ禍で実施されなかっ

たため、対応に苦慮しました。留学生の

入学者選抜試験は、遠隔では実施しま

せんでしたので、残念ながら、来日でき

ず受験できなかった留学生もいました。

教育内容を厳選して実現した
対面での実習

─薬学教育で重要な位置を占める実

習は、どのように実現されたのでしょう。

山田●講義科目は遠隔授業化を進めま

したが、実験・実習は対面で実施するこ

とにこだわりました。3年生の学生実習

は、例年は各研究室で通年実施してい

ますが、2020年度春・夏学期は対面授

業ができませんでしたので、7月以降、半

分の期間で組み直さなければなりません

でした。また、実習室での密を避けるた

め、学生80名を2グループに分け、実習と

座学を交互に実施しました。

濵瀬●自分の手を動かし、自分の目で

変化を見ることが、実習科目のポイントで

す。半分の期間に半分の人数で実施す

るので、実質的に実習に取り組める時間

は、例年の4分の1程度でした。必須の

内容に絞り込み、厳選して取り組みまし

た。十分に実施できなかった部分につい

ては、4年生で各研究室に配属されたの

ちにトレーニングを積む中で、補っていけ

ると考えています。

遠隔化によって気付かされた
新しい可能性

─遠隔授業化の可能性について、ど

のように受け止められましたでしょうか。

濵瀬●遠隔授業化は、今までできな

かったことについて、追加のオプションを

与えてくれました。例えば、薬学部の教

室に大型スクリーンと遠隔会議システム

が導入されたことで、海外にいらっしゃる

先生を講師としてお招きしやすくなった

のは、大きなメリットです。薬学部国際

コースでは留学が必須ですが、2020年

度は、海外渡航自体が制限されました。

そこで、代わりに学部内留学を始めまし

た。国際コースの学生（2年生）が、英語

を流暢に話せる留学生（院生）に2週間

張り付き、英語のみで研究活動に参加

して、単位を取得します。日本人学生に

とっては、日本に居ながら留学ができ、留

学生にとっては、大学の役に立てている

という実感が得られるので、双方にとって

良い経験となりました。最後の講演会で

は遠隔でたくさんの外国人の先生に御

参加いただきました。

山田●遠隔授業化によって、企業で活

躍する社会人や他大学の先生方も、講

師としてお招きしやすくなりました。

小柳●遠隔授業は、メンタルヘルス上の

理由で対面授業が苦手な学生に、授業

を受けるチャンスを開いてくれました。授

業の録画を視聴して、復習することもで

きます。教員にとっても、特に医療系分野

では学会が週末に開催されますので、

週末の出張の負荷や時間的拘束が大

幅に減りました。遠隔化によって、今まで

気付かなかった新しい可能性が見えて

きたと感じています。

稲富●遠隔授業化によって、学習支援

システムMoodleの活用が進み、先生

方のITリテラシーが一気に高まりまし

た。事務としても、先生方とITを活用し

た連携を深めることができ、とても助かり

ました。

非常事態下で顕在化した
きめ細かな指導の重要性

─次に、課題や今後の展望について

お聞かせください。

小柳●薬剤師国家試験の合格率につ

いて、九大は例年、非常に高い水準を

維持してきましたが、昨年は若干、成績

が芳しくありませんでした。九大病院や

市中の薬局での実習スケジュールの組

み直しをはじめ、未曾有の事態への対

応に追われて、普段できていた学生へ

の個別指導が手薄になってしまったこと

が原因かもしれません。今年は早い段

階で学生の到達度を確認して、十分な

備えをする予定です。

町田●学生系事務職員の重要な役割

の一つは、窓口で学生の顔を見て対話

し、学びや生活をきめ細かくサポートして

いくことです。どうすれば学生が大学に

来て、対面で学べるかという想いで感染

予防対策を充実させてきました。

稲富●遠隔授業に合う学生と、合わな

い学生がいます。対面授業が苦手なた

め遠隔授業化によって進級できた学生

がいる一方で、鬱症状を訴えている学

生もいます。

山田●2021年度からは、対面授業を遠

隔配信するハイフレックス型授業を基本

とします。感染リスクについては、教員・学

生それぞれの受け止め方が違います。

友人関係が確立されている程度や、学

びの段階によっても、対面授業に対する

ニーズは異なります。ハイフレックス型の

授業を実施することで、教員側の負担

は増えますが、対応していかなければな

らないと思います。

濵瀬●ハイフレックス型の授業では、教

員は対面での授業をしながら、オンライン

会議システムにも対応しなければなりま

せん。それをサポートするTAの存在は

不可欠なので、TA制度の拡充に期待

します。学生の研究環境の整備も重要

です。感染予防対策については、研究

スペースにパーティションを設けたり、飲

食を禁止したりして、各研究室で工夫し

ているところです。研究室での密を避け

るため、研究室に来て良い時間帯にシ

フト制を導入しましたが、結果的に学生

の研究時間は減ってしまっています。対

面での学会が開催されなくなったことで、

研究発表のトレーニングの機会も減って

しまいました。他大学との合同セミナーを

開催するなど、対策を検討していく必要

があります。

山田●九州大学としての教育と研究の

質を確保できるように、ニューノーマルを

模索していきます。

教授 濵瀬 健司
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緊急事態においても
九州大学としての
研究と教育の質を守る

薬剤師の育成を目指す臨床薬学科、創薬研究の担い手の育成を目指す創

薬科学科の教育をどのように推進してこられたのか、薬学研究院の先生方と

教員及び学生を支えた薬学学生係の職員の方々にお話を伺いました。

薬学研究院 医系学部等事務部 学務課（薬）
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薬学学生係長  町田 修次 薬学学生係主任  稲富 智子

教授  濵瀬 健司 教授  小柳 悟



教授  岸田 昌浩

教授  髙橋 厚史

─実際に手を動かすことを通して、

知識を活用することを学ばせることに

重きを置く工学教育。遠隔授業化の

中で、学びの質を守るためにどのよう

な工夫をしてこられましたか。

対面と遠隔
両側面で展開されていく授業

岸田●2020年3月当初、九州大学情

報基盤のサーバ容量不足の課題への

対応として、工学部ではオンデマンド

型の遠隔授業の準備を進めました。

録画教材の作成は不慣れでしたの

で、音声の吹き込みや著作権の問題

等への対応に大変苦慮しました。

サーバの増強に伴って、4月頃からは

ライブ型の遠隔授業も可能になりまし

たので、今度は資料の作り直しに手

間取りました。PC画面の増設やヘッド

セット等の機材の準備にも追われまし

た。学習支援システムMoodleの使い

方を覚えたり、オンライン会議システム

の中で学生とコミュニケーションをとる

方法を工夫したり、大変だったことを

思い出します。オンライン会議システム

については、大学本部の方針に沿っ

てMicrosoft　Teamsを使っています

が、使い勝手は余り良くないと感じて

います。

髙橋●遠隔授業化に向けては、学内

の講習会だけではとても理解できず、

工学研究院やシステム情報科学研

究院の詳しい方に尋ねたり、国内外

の他大学の情報も積極的に収集した

りして乗り切りました。結果的に、工学

部は遠隔授業に比較的スムーズに移

行できたのではないかと思います。講

義科目については、遠隔授業は学生

にも教員にも好評です。学生にとって

は、早朝から伊都キャンパスに通学す

る必要がなくなりましたので、1限目の

授業の出席率は良くなりました。教員

の側も、学生はよく質問できているし、

よく理解できていると感じています。

岸田●遠隔授業では、学生が理解

できているのか教員が把握しにくいこ

ともあって、言葉を尽くして繰り返し説

明します。そのためか、学生の理解度

が良くなったと私も感じています。

髙橋●工学部は学生数が多いため、

教室の規模に合わせて学生をグルー

プ分けして、同じ授業を複数回開催し

ています。例えば、機械航空工学科で

は170名の学生を3クラスに分けて、3

人の教員が60名規模の教室で、それ

ぞれ同じ授業を実施しています。遠隔

授業では、講義が最もうまい教員一人

が学生全員に一度に教えることがで

きますので、全体として教育効果は高

くなるはずです。遠隔授業化のメリット

として、積極的に考えて良いのでは

ないかと思います。遠隔授業化を前

提として、時間割をうまく組めば、学生

はもっとハッピーに過ごせます。九大で

は、朝の一斉のバス通学に課題があり

ます。午前中の授業は遠隔化して、

午後にかけて学生が分散して登校

できるようにすれば、解決の大きな糸口

になるはずです。

岸田●コロナ禍はすぐには収束しそう

にありませんし、感染リスクに対する教

職員や学生の感じ方も様々ですの

で、講義科目については、今後も遠隔

授業を積極的に取り入れて、ハイブ

リッド（授業日程によって遠隔・対面を

織り交ぜる）やハイフレックス（同じ授業

時間内に遠隔・対面を併用する）の形

式で実施していくことになるのは、間

違いありません。また、遠隔授業のメ

リットを生かして、九大工学部の教育

をもっと魅力的にすることも可能です。

本学をサポートしてくださるロバート・

ファン博士（シネックス・コーポレーショ

ン）の寄付により、世界の著名人の遠

隔講義を、大学院のカリキュラムに組

み込む準備を進めているところです。

収容定員の課題を解決すれば
対面の試験が実施可能に

岸田●一方で、定期試験は対面で

実施すべきだと、工学部の教員の大

多数が考えていると思います。

髙橋●定期試験の結果によって、希

望する研究室に入れるのか、希望す

る企業への就職の推薦を受けられる

のかが決まります。試験の成績は、学

生の人生を左右する重要なことです。

遠隔では、客観性と公正性を確保し

た成績評価を行うことができません。

「何を見ても良い」試験を実施すると

いう考え方もあり、私も試行錯誤して

いますが、これで良いのかと自問自答

しています。

岸田●教室の収容定員に余裕があ

れば、密を避けながら試験を対面で

実施することができます。この点は、工

学部だけの努力では解決できませ

ん。試験日程の調整にも限界がありま

すので、この課題が解決できない以

上、コロナ禍の一刻も早い収束を願う

他ありません。

工学部では、実験・実習を
100％対面で

髙橋●工学部の実験・実習は、昔の

徒弟制度のように教員や技術職員が

学生に手取り足取り教えることが重要

で、そうすることで教育効果が上がり

ます。学生に一対一で教えるのは遠隔

では難しく、対面でなければできること

が限られています。どうすれば対面で

の実験・実習を実施できるか、工学部

では綿密に議論してきました。マスク

や手洗いなどに加えて、大きな実験

室でも換気を徹底し、学生もフェイス

ガードを着用し交代で機械装置を扱う

ことで、感染予防対策を徹底しまし

た。九州大学の学生は、きちんと説明

すれば理解してルールを守ることがで

きます。当初はかなり神経質になりまし

たが、正しく対処すれば感染は防げる

ことをこの一年間で学びました。工学

部では、今後も実験・実習は100％対

面で実施予定です。

岸田●工学部では、学生が実際に問

題を解きながら理解を深める演習の

授業もあります。学生の反応を見なが

ら、進行具合を調整する必要がある

ので、遠隔での実施は難しく感じてい

ます。例えば、クラス全体に非常に難

しい問題を与える演習の授業では、

従来はTAを学生の側につけて、個

別にヒントを出しながら解かせていく

形式をとっていました。遠隔授業では

こうした個別の指導ができませんので

限界があります。

髙橋●毎年9月に学生を連れて4～5

社ほどを訪問する工場実習は、2020

年度は対面では実施できませんでし

た。しかし、工学部のOB、OGの協力

を得て、遠隔で工場見学を実施する

ことができました。学生にものづくりの

現場を見せることは大変重要ですの

で、実際に訪問できなかったことは残

念でしたが、学生からは「旅費が節約

できた」「これも悪くない」などの声もあ

りました。マイナス面もありますが、プラ

ス面もあったと言えます。

─1学年約800名の学部生を擁する

巨大学部として、工学部の動向は、

全学に大きなインパクトがあります。

その舵取りには、特にご苦労があった

ものと思います。

岸田●本部の方針が決まらなけれ

ば、部局としても動けません。工学部

のような大きな学部を動かすには、時

間がかかります。本部からの早め早め

の案内がなかったことは問題だと感じ

ています。学科や研究室単位なら効

率的に動くこともできますが、対応に差

が出てしまいます。工学部全体として

の動きを取ることはとても難しかったで

す。一方で、大学本部の方針はどうし

ても抽象的になりますので、工学部で

具体的にどのように対応すれば良い

か迷うことが多々ありました。また、感

染者が出たときの対応マニュアルに

ついても､誰を対象に書かれたマニュ

アルなのかが分かりにくかったため､

結局､工学部用のマニュアルを作ら

ねばなりませんでした。本部と部局の

役割や情報の流れを明確にした上で

現場に任せることが、こうした危機対

応では特に大切だと感じました。
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大規模部局としての苦悩
オンラインでの講義
対面での実験・実習と試験

対面での実験・実習等の実施が制限される中で、世界のものづくりを支える中核人材の育成にどのように取り

組んでこられたのか。工学研究院の先生方にお伺いしました。

工学研究院

工
学
研
究
院
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の中で学生とコミュニケーションをとる

方法を工夫したり、大変だったことを

思い出します。オンライン会議システム

については、大学本部の方針に沿っ

てMicrosoft　Teamsを使っています

が、使い勝手は余り良くないと感じて

います。

髙橋●遠隔授業化に向けては、学内

の講習会だけではとても理解できず、
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行できたのではないかと思います。講

義科目については、遠隔授業は学生

にも教員にも好評です。学生にとって

は、早朝から伊都キャンパスに通学す

る必要がなくなりましたので、1限目の

授業の出席率は良くなりました。教員

の側も、学生はよく質問できているし、

よく理解できていると感じています。

岸田●遠隔授業では、学生が理解

できているのか教員が把握しにくいこ

ともあって、言葉を尽くして繰り返し説

明します。そのためか、学生の理解度

が良くなったと私も感じています。

髙橋●工学部は学生数が多いため、

教室の規模に合わせて学生をグルー

プ分けして、同じ授業を複数回開催し

ています。例えば、機械航空工学科で
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にありませんし、感染リスクに対する教

職員や学生の感じ方も様々ですの

で、講義科目については、今後も遠隔
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リッド（授業日程によって遠隔・対面を

織り交ぜる）やハイフレックス（同じ授業

時間内に遠隔・対面を併用する）の形

式で実施していくことになるのは、間

違いありません。また、遠隔授業のメ

リットを生かして、九大工学部の教育

をもっと魅力的にすることも可能です。

本学をサポートしてくださるロバート・
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収容定員の課題を解決すれば
対面の試験が実施可能に

岸田●一方で、定期試験は対面で

実施すべきだと、工学部の教員の大

多数が考えていると思います。

髙橋●定期試験の結果によって、希

望する研究室に入れるのか、希望す

る企業への就職の推薦を受けられる

のかが決まります。試験の成績は、学

生の人生を左右する重要なことです。

遠隔では、客観性と公正性を確保し

た成績評価を行うことができません。

「何を見ても良い」試験を実施すると

いう考え方もあり、私も試行錯誤して

いますが、これで良いのかと自問自答

しています。

岸田●教室の収容定員に余裕があ

れば、密を避けながら試験を対面で

実施することができます。この点は、工

学部だけの努力では解決できませ

ん。試験日程の調整にも限界がありま

すので、この課題が解決できない以

上、コロナ禍の一刻も早い収束を願う

他ありません。

工学部では、実験・実習を
100％対面で

髙橋●工学部の実験・実習は、昔の

徒弟制度のように教員や技術職員が

学生に手取り足取り教えることが重要

で、そうすることで教育効果が上がり

ます。学生に一対一で教えるのは遠隔

では難しく、対面でなければできること

が限られています。どうすれば対面で

の実験・実習を実施できるか、工学部

では綿密に議論してきました。マスク

や手洗いなどに加えて、大きな実験

室でも換気を徹底し、学生もフェイス

ガードを着用し交代で機械装置を扱う

ことで、感染予防対策を徹底しまし

た。九州大学の学生は、きちんと説明

すれば理解してルールを守ることがで

きます。当初はかなり神経質になりまし

たが、正しく対処すれば感染は防げる

ことをこの一年間で学びました。工学

部では、今後も実験・実習は100％対

面で実施予定です。

岸田●工学部では、学生が実際に問

題を解きながら理解を深める演習の

授業もあります。学生の反応を見なが

ら、進行具合を調整する必要がある

ので、遠隔での実施は難しく感じてい

ます。例えば、クラス全体に非常に難

しい問題を与える演習の授業では、

従来はTAを学生の側につけて、個

別にヒントを出しながら解かせていく

形式をとっていました。遠隔授業では

こうした個別の指導ができませんので

限界があります。

髙橋●毎年9月に学生を連れて4～5

社ほどを訪問する工場実習は、2020

年度は対面では実施できませんでし

た。しかし、工学部のOB、OGの協力

を得て、遠隔で工場見学を実施する

ことができました。学生にものづくりの

現場を見せることは大変重要ですの

で、実際に訪問できなかったことは残

念でしたが、学生からは「旅費が節約

できた」「これも悪くない」などの声もあ

りました。マイナス面もありますが、プラ

ス面もあったと言えます。

─1学年約800名の学部生を擁する

巨大学部として、工学部の動向は、

全学に大きなインパクトがあります。

その舵取りには、特にご苦労があった

ものと思います。

岸田●本部の方針が決まらなけれ

ば、部局としても動けません。工学部

のような大きな学部を動かすには、時

間がかかります。本部からの早め早め

の案内がなかったことは問題だと感じ

ています。学科や研究室単位なら効

率的に動くこともできますが、対応に差

が出てしまいます。工学部全体として

の動きを取ることはとても難しかったで

す。一方で、大学本部の方針はどうし

ても抽象的になりますので、工学部で

具体的にどのように対応すれば良い

か迷うことが多々ありました。また、感

染者が出たときの対応マニュアルに

ついても､誰を対象に書かれたマニュ

アルなのかが分かりにくかったため､

結局､工学部用のマニュアルを作ら

ねばなりませんでした。本部と部局の

役割や情報の流れを明確にした上で

現場に任せることが、こうした危機対

応では特に大切だと感じました。
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大規模部局としての苦悩
オンラインでの講義
対面での実験・実習と試験

対面での実験・実習等の実施が制限される中で、世界のものづくりを支える中核人材の育成にどのように取り

組んでこられたのか。工学研究院の先生方にお伺いしました。
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「新型コロナウイルス」の周知と
学生の安否確認

─2020年1月以降、工学部等事務部

では安全のためにどのような対応を

されたか詳しく教えてください。

吉岡●まずは、新型コロナウイルスに

ついて専門の先生から学び、感染予

防のための情報を周知していくことか

ら始めました。その中で消毒液など衛

生用品の確保や、福岡県が制作した

啓発ポスター等を各所に掲示するな

ど、2020年3月頃まで啓発を進めまし

た。またその頃に、特に中国、韓国など

海外に渡航した教員や学生について

全学主導で安否確認システム等を使

い、健康状態などの調査の取りまとめ

もしていました。

村岡●中国は春節の時期で母国に

帰っている留学生が多かったので、安

否確認システム以外にも、学生ポータ

ルなどツールを駆使して今どこにいる

か、武漢に行ったかどうか、といった情

報を押さえることをまず急ぎました。

工藤●新入生向けのオリエンテーショ

ンについては、従来は全て学科ごとに

実施可否を判断していましたが、この

時ばかりは学部として一堂に会しては

実施しない判断を下しています。

新しいスタイルでの学び方・
働き方の導入とルールづくり

─働き方はどのように変化しましたか？

吉岡●緊急事態宣言に入った2020

年4～5月に教職員の在宅勤務が始ま

りました。できるだけ出勤せずに自宅で

できる業務を洗い出し、優先順位をつ

けてやるべきところからオンライン化を

進めました。会議の実施方法について

は、未経験のオンライン会議システムを

総務課関係者が導入。事前に先生方

に操作案内を送り、接続テストを行った

上で会議を実施したので、比較的ス

ムーズに導入できたと思います。また、

できるだけ人の接触を減らすということ

で、部局では建物の入館について、一

部制限を行いました。出入口を一部に

し、「入館証がない人は入れない」と

いった制限を設けるなど、最小限の人

数で施設の維持管理をするように部

局の中でルールづくりをして対応をしま

した。

工藤●授業に関しては、これまではオ

ンライン会議システムをふだんの授業

のために利用することがなかったので

すが、先生方が使いやすさの面から

Zoom利用を強く希望されました。当

時の本学の方針ではZoomは推奨さ

れるシステムではなかったため、授業

の現場と本学の方針との板挟みで、

調整せざるを得ないといったこともあり

ましたが、ライセンスを取得し、遠隔授

業が始まりました。次に、授業中のネッ

トワークがアクセスの集中によりダウン

する懸念があり、遠隔授業初日の1限

の授業のときは特に注意を払っていま

した。また、2020年6月に実施された編

入学入試については、先生方の「学

生の反応や雰囲気を対面で確認し

たい」という意向が強くあったため、感

染防止に最大限に配慮の上で8月に

対面での口頭試問を実施しました。

他にも、大学の行動指針が変更され

るたびに、工学系としての指針を策定

する必要が生じたり、研究指導のため

の学生の研究室への立ち入り、出張、

インターンシップ、就職活動など学生

に関するもの一つ一つに判断が求め

られたりと、判断を迫られる場面が増

えたという記憶が強く残っています。

感染者・濃厚接触者との
スムーズな連絡・状況の把握

─感染症対策の取組について教え

てください。

村岡●2020年8月から学生の感染

者・濃厚接触者が出始めました。健康

管理や状況を把握し、コロナ対策本

部とも情報共有できるよう、Excel様式

を使用し、行動履歴などを対象の学

生にパソコンで入力・送信してもらいま

した。連絡も比較的スムーズに取れま

したし、学生も協力的でしたので、助

かりました。2021年1月までに工学部

だけでPCR検査受診者が100名を超

えましたが、同じように行動

履歴を確認しています。感

染症対策として設置した

サーモグラフィーに学生の

顔写真を登録し、熱が出

た学生が誰かを特定でき

るよう設定しました。4,000

人の学生から、学生番号

を付けたそれぞれの顔写

真をProselfにアップロー

ドしてもらいましたが、こち

らへの対応は大変な作業でした。

吉岡●第2波が少し落ち着いた2020

年9月頃には新型コロナウイルスの

「安全安心プラン」が大学本部で策

定され、各部局に予算が配分された

ので、部局としての感染防止対策方

法を検討する機会を設けました。建物

の入口にサーモグラフィーや消毒液を

設置したり、講義室で離れて座るよう

にソーシャルディスタンスの注意を掲

示するなど、動線を誘導するような取

組も行いました。

今後の危機管理への体制づくり
と業務の見直しのきっかけに

─今回の経験を機に、今後に生かした

いことはどんなことが考えられますか？

吉岡●新型コロナウイルス発生初期

には、緊急時対応の非常に限られた

時間内で、学内の様々な部署が協力

し、大学全体の対応方針や各種マ

ニュアルを作成・集約するという作業

を行っていきました。

今後の危機管理や

緊急の災害などにお

いて、この経験が

ベースとなり大いに

役に立っていくので

はないでしょうか。良

かった点は部局の

運営の在り方そのも

のを見直す機会に

なったことです。必ずしも対面でやらな

くても良い会議や今までは印鑑を押さ

なければならない書類等、細かいもの

がありましたが、この機会に従来の業

務の在り方を見直し、できるだけオンラ

インで対応できる手法をある程度確

立できたと思います。これらの経験は

今後にもつなげられると思います。

工藤●オンライン化が加速したこと

で、事務職員のスキルは確実に向上

したと感じています。一方で、対面で

の授業や試験を実施する際に収容

率に余裕を持たせたり消毒を徹底す

るための調整には苦労しました。仕方

のないことではありますが、条件をクリ

アできる大規模講義室と人手が明ら

かに足りなかったことも事実です。ま

た、対面授業を増やそうとすると、遠

隔授業を大学の教室で受けるために

教室に来た学生の居場所の確保が

できなくなるといった側面もありました。

これらのチェック基準や講義室の稼

働については今後も検討が必要だと

感じています。

村岡●対面でなくても授業料免除や

奨学金の申請も受付が可能になった

のは良かったと思うのですが、その分、

対面対応をなくしたことによって別の業

務が増えたことなど、良い面と悪い面

の両方が浮き彫りになりました。また、従

来窓口で受付をしている業務に関し

て、提出書類の簡略化ができれば、職

員の業務の軽減と効率化にもつながる

のではないでしょうか。 
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学生・教職員全員が
安全に、安心して
過ごせる環境の見直しを

約4,000人もの学生が在籍する「工学部」。

どのようにして感染防止に努めたのか、安全に過ごせるような仕組みづくりを進めたのか、

部局の運営と学生支援を行う3人の職員の方々に、取組について伺いました。
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示するなど、動線を誘導するような取

組も行いました。

今後の危機管理への体制づくり
と業務の見直しのきっかけに
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ニュアルを作成・集約するという作業

を行っていきました。

今後の危機管理や

緊急の災害などにお

いて、この経験が

ベースとなり大いに

役に立っていくので
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運営の在り方そのも
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なったことです。必ずしも対面でやらな

くても良い会議や今までは印鑑を押さ

なければならない書類等、細かいもの

がありましたが、この機会に従来の業

務の在り方を見直し、できるだけオンラ

インで対応できる手法をある程度確

立できたと思います。これらの経験は

今後にもつなげられると思います。

工藤●オンライン化が加速したこと

で、事務職員のスキルは確実に向上

したと感じています。一方で、対面で

の授業や試験を実施する際に収容

率に余裕を持たせたり消毒を徹底す

るための調整には苦労しました。仕方

のないことではありますが、条件をクリ

アできる大規模講義室と人手が明ら

かに足りなかったことも事実です。ま

た、対面授業を増やそうとすると、遠

隔授業を大学の教室で受けるために

教室に来た学生の居場所の確保が

できなくなるといった側面もありました。

これらのチェック基準や講義室の稼

働については今後も検討が必要だと

感じています。

村岡●対面でなくても授業料免除や

奨学金の申請も受付が可能になった

のは良かったと思うのですが、その分、

対面対応をなくしたことによって別の業

務が増えたことなど、良い面と悪い面

の両方が浮き彫りになりました。また、従

来窓口で受付をしている業務に関し

て、提出書類の簡略化ができれば、職

員の業務の軽減と効率化にもつながる

のではないでしょうか。 
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学生・教職員全員が
安全に、安心して
過ごせる環境の見直しを

約4,000人もの学生が在籍する「工学部」。

どのようにして感染防止に努めたのか、安全に過ごせるような仕組みづくりを進めたのか、

部局の運営と学生支援を行う3人の職員の方々に、取組について伺いました。

工学部事務部

総務課 課長補佐  吉岡 晴 教務課 教務係長  工藤 裕一教務課 学生支援係長  村岡 信幸
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遠隔で「音を聴く」訓練を
行うことへの挑戦

─遠隔授業を実施するにあたって、

どんな工夫をされましたか？

　私が担当する授業のなかに「音を

聴く」ことに焦点化した講義・実習科

目「聴能形成」があります。音の違い

に気付くだけでなく、その音響特性を

正確に認識する能力を育てることを

目指しています。遠隔授業への移行

が特に難しかったのが、この「音を聴

く」訓練でした。幸い、サービスを提供

している企業のご厚意で、音を判定

するツールのサブスクリプション費を

無料にしていただけたので、無事、音

源を提示し、欠損なく学生のPCに届

けることができました。この取組につい

ては、日本音響学会2020年秋季研

究発表会において、「オンライン授業

に対応した聴能形成のシステム構築

と運用」として発表しました。コロナ禍

の教育への影響を心配していた卒

業生等からも、好意的な反響がありま

した。遠隔授業だからこそ挑戦してみ

たいこともあります。例えば、学生全員

が同じヘッドフォンをつけて、同じ機種

のパソコンから同じボリューム設定で

再生される音源を聴けば、同じ音圧

を体験できますので、音圧レベルの単

位であるデシベルの絶対値を聴き分

ける訓練をすることができます。教室

での対面授業では、スピーカーからの

距離や座っている位置によって音圧

に違いがあるため、この訓練はできず

にいました。遠隔授業のメリットとして、

学生に教材をはっきりと見せられるこ

とや、録画を提供できることも挙げら

れます。デザイン系の先生等は、絵を

描くときの手元をカメラで映して配信

しています。学生はそれを観て、「そう

いう風に描いているのか」と役立てて

いるそうです。教室での対面授業で

は、近くで見られる学生の数は限られ

ていますが、遠隔授業では全員が見

られるので、そのメリットは大きいで

す。遠隔授業では、「音の伝送」を含

む技術が重要な役割を果たします。

その意味では、僕らの出番です。映

像の先生が選んだカメラと、僕の選ん

だマイクで、臨場感のある最強の遠

隔授業配信システムを作ってみたい

ですね。

対面でしか実現できない体験の
共有・共通の記憶

─遠隔授業も工夫次第で可能性が

大いに広がりますね。一方で、技術

で補うことができない対面授業の要

素とは何でしょう。

　遠隔授業では、目や耳から入る情

報は共有できるとしても、たとえば、手

を叩いてその響き具合で今、同じ部

屋にいますよといった実感を共有する

ことはできません。視聴覚情報ではな

い非言語のコミュニケーションは、場

を共有することで生まれるのです。例

えば、牛も草原で草を食べながら「こ

この草はおいしいね」「ここの草を食

べ終わったから次の場所にいかなく

ちゃね」といった非言語のコミュニ

ケーションを行っていると考えられま

す。逆に、体験の共有・共通の記憶

は、場を共有しなければ生まれない。

授業の後に仲間と反芻する時間が

重要なんだなと思います。だから、僕

はゼミの後に学生と昼食を一緒に食

べて、雑談するようにしているのです。

そうした考えから、遠隔授業の技術

が高度化しても、実習はできる限り対

面でしたいと思っています。例えば、

先の「音を聴く」授業でも、ヘッドフォン

を通して聞こえる音だけでは分からな

いことがあります。教室の後方や壁の

近くなど、居る場所によって聞こえ方

は異なるし、頭の向きによって音色も

異なります。僕は音の再生品質に影

響を及ぼす全てのパラメタをコントロー

ルします。そして、学生には教室でヘッ

ドフォンを着けずに、音の場で聴くこと

を経験させることを通して、イヤートレー

ニングをしたい。音を聴く（聞く）という

行為は、日常の行為です。24時間ずっ

と、ヘッドフォンを着けていることはあり

ませんから。

遠隔によるライブ鑑賞の
臨場感を高める研究の実装

─音響システム性能に関する先生の

ご研究は、With & Beyondコロナ

時代において、ますます重要になって

きますね。

　遠隔でのコミュニケーションの機会

が増えるほど、視聴覚情報だけでな

いコミュニケーションの価値が高まりま

す。実際に会うことの価値が高まるの

です。そうした問題意識から、僕は10

年ほど前から、遠隔によるライブ鑑賞

の臨場感を高める研究に、企業と共

同で取り組んできました。コンサートや

演劇などのイベントのライブ映像を中

継するライブビューイングを鑑賞して

も、寂しいと感じてしまうのは、なぜで

しょう。自分がどんなに感激したかを

会場と共有する手段がないからで

す。そこで参考にしたのが、ある歌劇

の鑑賞マナーです。会場での観劇

中、かけ声は禁止されているけれど

も、拍手はして良いといったものです。

それを援用して、ライブビューイングが

行われている上映会場における音楽

と声と拍手を分離し、拍手しているか

という情報だけを取り出して、上演会

場に伝送する技術を開発し、実証実

験をしました。今後、さらにシステムを

洗練させ、サービスとして社会実装し

ていきたいと考えています。

遠隔の就職活動で首都圏からの
距離のハンデを乗り越える

─企業の採用面接も遠隔化されまし

た。就職担当として、どのように受け

止めていらっしゃいますか。

　僕らが対面授業をしたいのと同じ

ように、企業側も学生に会って、場を

共有することで、学生がどんな人物な

のか見極めたいはずです。一方で、

採用面接の遠隔化は、九大生にとっ

ては、首都圏からの距離を克服でき

るメリットがあります。首都圏への移動

に消耗せずにすむし、経済的負担も

減ります。その分、自分をどうPRできる

か、本質的な選抜になったと思いま

す。芸工生の場合、九大生としてのア

イデンティティをもつ学生と、芸工生と

してのアイデンティティをもつ学生の

二つのタイプがあるようです。後者は、

大橋キャンパスでのサークルに所属

し、芸工祭に熱心な場合が多く、活動

度も高いのですが、彼らの社会はこ

のキャンパスに閉じられている傾向が

見られます。採用面接でも、芸工生目

線で自分について語りがちです。それ

では、全国区に耐えられる自己PRは

できません。そのことに気付き、世界を

広げられた学生は、遠隔での採用面

接でも、首都圏の学生と互角に戦っ

ていけるはずです。

准教授  河原 一彦

准教授 河原 一彦
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ニューノーマルで価値が高まる
音と視覚情報だけでない
「非言語コミュニケーション」

講義だけでなく、演習・実験・実習・実技が特に重要な位置を占める芸術工学の教育。

遠隔授業を進めるにあたって、どのような工夫をされたのか。

スピーカーなどの音響システムの性能評価の専門家である河原先生に、

音響設計の教育現場の経験について伺いました。

芸術工学研究院

芸
術
工
学
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遠隔で「音を聴く」訓練を
行うことへの挑戦

─遠隔授業を実施するにあたって、

どんな工夫をされましたか？

　私が担当する授業のなかに「音を

聴く」ことに焦点化した講義・実習科

目「聴能形成」があります。音の違い

に気付くだけでなく、その音響特性を

正確に認識する能力を育てることを

目指しています。遠隔授業への移行

が特に難しかったのが、この「音を聴

く」訓練でした。幸い、サービスを提供

している企業のご厚意で、音を判定

するツールのサブスクリプション費を

無料にしていただけたので、無事、音

源を提示し、欠損なく学生のPCに届

けることができました。この取組につい

ては、日本音響学会2020年秋季研

究発表会において、「オンライン授業

に対応した聴能形成のシステム構築

と運用」として発表しました。コロナ禍

の教育への影響を心配していた卒

業生等からも、好意的な反響がありま

した。遠隔授業だからこそ挑戦してみ

たいこともあります。例えば、学生全員

が同じヘッドフォンをつけて、同じ機種

のパソコンから同じボリューム設定で

再生される音源を聴けば、同じ音圧

を体験できますので、音圧レベルの単

位であるデシベルの絶対値を聴き分

ける訓練をすることができます。教室

での対面授業では、スピーカーからの

距離や座っている位置によって音圧

に違いがあるため、この訓練はできず

にいました。遠隔授業のメリットとして、

学生に教材をはっきりと見せられるこ

とや、録画を提供できることも挙げら

れます。デザイン系の先生等は、絵を

描くときの手元をカメラで映して配信

しています。学生はそれを観て、「そう

いう風に描いているのか」と役立てて

いるそうです。教室での対面授業で

は、近くで見られる学生の数は限られ

ていますが、遠隔授業では全員が見

られるので、そのメリットは大きいで

す。遠隔授業では、「音の伝送」を含

む技術が重要な役割を果たします。

その意味では、僕らの出番です。映

像の先生が選んだカメラと、僕の選ん

だマイクで、臨場感のある最強の遠

隔授業配信システムを作ってみたい

ですね。

対面でしか実現できない体験の
共有・共通の記憶

─遠隔授業も工夫次第で可能性が

大いに広がりますね。一方で、技術

で補うことができない対面授業の要

素とは何でしょう。

　遠隔授業では、目や耳から入る情

報は共有できるとしても、たとえば、手

を叩いてその響き具合で今、同じ部

屋にいますよといった実感を共有する

ことはできません。視聴覚情報ではな

い非言語のコミュニケーションは、場

を共有することで生まれるのです。例

えば、牛も草原で草を食べながら「こ

この草はおいしいね」「ここの草を食

べ終わったから次の場所にいかなく

ちゃね」といった非言語のコミュニ

ケーションを行っていると考えられま

す。逆に、体験の共有・共通の記憶

は、場を共有しなければ生まれない。

授業の後に仲間と反芻する時間が

重要なんだなと思います。だから、僕

はゼミの後に学生と昼食を一緒に食

べて、雑談するようにしているのです。

そうした考えから、遠隔授業の技術

が高度化しても、実習はできる限り対

面でしたいと思っています。例えば、

先の「音を聴く」授業でも、ヘッドフォン

を通して聞こえる音だけでは分からな

いことがあります。教室の後方や壁の

近くなど、居る場所によって聞こえ方

は異なるし、頭の向きによって音色も

異なります。僕は音の再生品質に影

響を及ぼす全てのパラメタをコントロー

ルします。そして、学生には教室でヘッ

ドフォンを着けずに、音の場で聴くこと

を経験させることを通して、イヤートレー

ニングをしたい。音を聴く（聞く）という

行為は、日常の行為です。24時間ずっ

と、ヘッドフォンを着けていることはあり

ませんから。

遠隔によるライブ鑑賞の
臨場感を高める研究の実装

─音響システム性能に関する先生の

ご研究は、With & Beyondコロナ

時代において、ますます重要になって

きますね。

　遠隔でのコミュニケーションの機会

が増えるほど、視聴覚情報だけでな

いコミュニケーションの価値が高まりま

す。実際に会うことの価値が高まるの

です。そうした問題意識から、僕は10

年ほど前から、遠隔によるライブ鑑賞

の臨場感を高める研究に、企業と共

同で取り組んできました。コンサートや

演劇などのイベントのライブ映像を中

継するライブビューイングを鑑賞して

も、寂しいと感じてしまうのは、なぜで

しょう。自分がどんなに感激したかを

会場と共有する手段がないからで

す。そこで参考にしたのが、ある歌劇

の鑑賞マナーです。会場での観劇

中、かけ声は禁止されているけれど

も、拍手はして良いといったものです。

それを援用して、ライブビューイングが

行われている上映会場における音楽

と声と拍手を分離し、拍手しているか

という情報だけを取り出して、上演会

場に伝送する技術を開発し、実証実

験をしました。今後、さらにシステムを

洗練させ、サービスとして社会実装し

ていきたいと考えています。

遠隔の就職活動で首都圏からの
距離のハンデを乗り越える

─企業の採用面接も遠隔化されまし

た。就職担当として、どのように受け

止めていらっしゃいますか。

　僕らが対面授業をしたいのと同じ

ように、企業側も学生に会って、場を

共有することで、学生がどんな人物な

のか見極めたいはずです。一方で、

採用面接の遠隔化は、九大生にとっ

ては、首都圏からの距離を克服でき

るメリットがあります。首都圏への移動

に消耗せずにすむし、経済的負担も

減ります。その分、自分をどうPRできる

か、本質的な選抜になったと思いま

す。芸工生の場合、九大生としてのア

イデンティティをもつ学生と、芸工生と

してのアイデンティティをもつ学生の

二つのタイプがあるようです。後者は、

大橋キャンパスでのサークルに所属

し、芸工祭に熱心な場合が多く、活動

度も高いのですが、彼らの社会はこ

のキャンパスに閉じられている傾向が

見られます。採用面接でも、芸工生目

線で自分について語りがちです。それ

では、全国区に耐えられる自己PRは

できません。そのことに気付き、世界を

広げられた学生は、遠隔での採用面

接でも、首都圏の学生と互角に戦っ

ていけるはずです。

准教授  河原 一彦

准教授 河原 一彦
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ニューノーマルで価値が高まる
音と視覚情報だけでない
「非言語コミュニケーション」

講義だけでなく、演習・実験・実習・実技が特に重要な位置を占める芸術工学の教育。

遠隔授業を進めるにあたって、どのような工夫をされたのか。

スピーカーなどの音響システムの性能評価の専門家である河原先生に、

音響設計の教育現場の経験について伺いました。

芸術工学研究院
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教授 鵜林 尚靖

対面が不可欠な研究テーマの
設定と実験

─コロナ禍の中で教育を進められる

に当たって、特にご苦労された点につ

いて、お聞かせください。

鵜林●私は情報理工学専攻の教育

を担当していますが、授業科目につい

ては、特に講義科目では、2020年4月

からの遠隔授業化の影響はそれほど

感じていません。というのは、以前から

学習支援システムMoodleを活用し

て出席管理や資料提供、レポート提

出などを行っていたからです。新た

な試みとして実施したのは、ライブ型

で実施した遠隔授業を録画して

Moodle上でも公開することです。研

究室での指導は、ジェットコースターの

ように激変しました。2020年4月から

対面での授業ができなくなりましたの

で、ゼミは遠隔で実施しました。九州

大学の学士課程から修学した修士

1年生と修士2年生については、すで

に研究テーマが定まっていて、学会発

表に向けてまとめる段階でしたので、

大きな問題はありませんでした。つま

り、論文の執筆や発表の指導は、遠

隔でも問題なく実施できることが分か

りました。しかし、学部4年生と他大学

から進学した修士1年生については、

遠隔での指導はかなり難しかったで

す。それは、彼らが研究テーマを新しく

決定する段階にあったからです。論

文執筆のように、内容が決まっている

ものは良いのですが、テーマ設定のよ

うに悩みやすいものは、やはり対面で

の指導が不可欠です。そこで2020年

4～5月は先輩が執筆してきた論文を

読んで、取り組みたいテーマについて

考えるよう指導し、緊急事態宣言が解

除された6月からは、学生が研究室に

来ても良い曜日を割り振り、密にならな

い形で対面の授業を再開しました。

その際、新しくゼミに参加した学部4

年生と他大学から進学した修士1年

生のケアを手厚く実施しました。2021

年1月にまた緊急事態宣言が発出さ

れた頃には、既に研究テーマが定まっ

ていたため、大きな問題なく論文の執

筆や発表の指導を進めることができま

した。

庄山●私は電気電子工学専攻の教

育を担当していますが、可能な部分は

遠隔授業を推進していけば良いと思

います。講義科目などは遠隔授業の

方が良い場面もあります。しかし、実験

については、学生実験などの実験科

目も、研究の一環としての実験につい

ても、遠隔での実施は困難だと感じて

います。例えば学生実験では、学生自

身が実験データを収集することなく、

教員側で実験データを準備して学生

に与え、学生はそのデータを分析し

て、レポートを作成する方法で対処せ

ざるを得なかったのですが悔いが残り

ます。研究における実験については、

文献調査や理論的な解析、コンピュー

タ・シミュレーションなどの部分を先に

進め、対面が可能になってからは感

染予防対策を徹底しながら対面で実

施しました。2020年度に実験が十分

にできなかった点については、2021年

度以降、他の方法で補っていかなけ

ればならないのですが、コロナ禍が長

引いたとすれば、それができなくなって

しまいます。遠隔授業の環境について

は、大学のサーバーを更新して、通信

環境の改善に努めてきたところです

が、更に改善する余地があります。ま

た、学生側の通信環境についても、通

信速度や安定性、静かに受講できる

場所があるかどうか等も含めて、確認

していく必要があります。また今後は、

対面授業と遠隔授業を織り交ぜて実

施していくことになりますが、そのため

には大学でも遠隔授業を受けられる

環境を整えなければ、学生は大学と自

宅との移動を短時間で繰り返さなけ

ればならず実質的に難しくなります。学

生が遠隔授業を受講する教室を準備

したとしても、授業を視聴するだけでな

く質問したり発言したりできるようにする

環境としては課題があります。近距離

で複数のPCのマイクをオンにするとハ

ウリングが発生しやすくなるからです。

再認識した
学生が集うことの大切さ

─遠隔授業化に向けた課題として、

どのようなことをお考えですか。

庄山●遠隔授業になり、大学での活

動や対面授業の意義、学生が集うこ

との大切さを再認識しました。これまで

研究室には当たり前のように学生が

いて、顔を見ながらのコミュニケーショ

ンがとれていました。ところが、研究室

での歓迎会、忘年会、送別会なども全

てなくなりました。なくなってしまうと、そ

れらの大切さがよく分かりました。授業

も、学生の顔を見ながら、理解度を把

握して進めてきたのが、難しくなりまし

た。学生も「自宅に一人でいるとつい

遊んでしまう」「遠隔授業ではモチ

ベーションが上がらない」「生活のリズ

ムを作るのが難しい」など、遠隔授業

への適応に苦しんでいます。試験も、

遠隔で公正に実施することは難しく、

対面での実施が望ましいと思います。

鵜林●システム情報科学府では、

全国の情報系の大学とネットワークを

構築してProject　Based　Learning 

（PBL）を実施する文部科学省プログ

ラムを推進しています。大学では、こう

したPBL等を通して、知識やスキルだ

けでなく人とのコミュニケーションに

よって培われる能力も育成しているの

です。従来のPBLでは、学生が集い、

例えば、ハードウェアを共有して課題

に取り組んできたのですが、コロナ禍

においてはそれができなくなりましたの

で苦心しました。シミュレーターを構築

し、ロボットチャレンジを実施するなど

の工夫をしてきましたが発展途上で

す。もちろん、PBLでも遠隔授業化で

きる部分が少なくないことに気付けた

のは良かった点ですので、今後も継

続して工夫していきたいと思います。

遠隔授業を積極的に取り入れな
がら、対面での研究指導や授業
の質を高める

─今後の大学の在り方を展望してみ

てください。

鵜林●遠隔授業でうまく進められたの

は講義科目です。スムーズに進めら

れ、質問数が多くなった場合もあるほ

どです。これは裏返せば、講義科目は

九州大学の教員が担当しなくても良い

ことを意味します。世界のトップ大学の

教員から提供された質の高いコンテン

ツを単位認定すれば良いといった考え

方もできます。逆に、九州大学の強みを

生かして、質の高いオンデマンド教材

を提供すれば、世界の学生が受講し

てくれることでしょう。だからこそ、対面

での研究指導や実験・実習・演習を大

切にし、九州大学に学生が集うことの

意義を高めていく必要があります。例

えば、工学部の実験、医学部の臨床

実習、農学部の農場体験のように、対

面での指導や体験が不可欠なものを

大切にしていくということではないで

しょうか。今後は遠隔授業を積極的に

取り入れながら、対面での研究指導

や授業の質を高めることで、九州大学

ならではの価値をより高めていく必要

があると考えています。

庄山●遠隔化のメリットとして、学会

や会議に出席するために出張しなくて

良くなり、時間や経費を有効に使える

ようになった点が挙げられます。遠隔

で実施される学会の臨場感が薄れた

という課題は残っていますが、国際学

会に参加しやすくなり、休講もせずに

済みます。遠隔化は、研究力や教育

力の向上にもつながる側面があると

いうこともできます。
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研究院長 中尾 実樹

横方向の情報共有
現場主義の迅速な意思決定

─コロナ禍の一年を振り返り、研究院

長として、副研究院長（学務委員長）と

して、そして学生係長として、それぞれ

の立場から感じられた成果や課題につ

いてお聞かせください。

中尾●研究院長の立場から、様々な

場面での意思決定を現場の教員に任

せて良いか、農学研究院として統一

的な方針を示すべきか、また、大学本

部としての方針決定を待つべきか、判

断に迷うことが何度もありました。例え

ば「2020年度春学期の授業をどうする

か」という声は2020年2～3月の段階で

現場の教員から上がっていたものの、

オンライン会議システムに関する大学

の方針決定を待つ間に、農学研究院

全体としての遠隔授業への対応にば

らつきが生じました。そうした判断の遅

れが、反省点だったと思います。一方

で、感染拡大防止という点について

は、農学研究院としては、大学本部に

よって示された行動制限レベルとの温

度差があり、安全側に振った判断を部

局裁量で行ってきました。「実験科目で

どれぐらいの感染状況になったら対面

授業を止めるべきか」という点につい

ては、今後、リスクとベネフィットのバラン

スをしっかりと考えて、判断基準を設け

ていく必要があります。感染症状が出

た人が治癒して復学する際の取扱い

についても、農学研究院としての考え

方を整理する必要があります。実験・実

習科目については、対面授業が禁止さ

れていた2020年度春学期は実施でき

ませんでしたので、夏学期以降、教育

内容を厳選して実施するスケジュール

を、急遽立てました。具体的にどのよう

に実施したのか、各教員による様々な

工夫や、蓄積されてきたノウハウについ

ては、現在情報収集しているところで

す。今後、横方向で情報共有すること

で、2021年度は現場任せにせず、農

学研究院としての考え方を示し、意思

決定のスピードを上げたいと思います。

部局のレベルだけでなく、大学本部の

レベルでも、そうした横方向の情報共

有を迅速にできるようにしていただきた

いと思います。

飯田●大学本部に求めるのは、部局

の判断を助けるための考え方、強制力

を持たない大きな指針です。各部局

で、現場に合った判断をできることが

重要です。

堀●部局事務部で他部局の情報を

集める際、担当者のネットワークに依存

してしまいます。ネットワークから外れた

部局の情報は、なかなか集めづらいも

のです。ですので、本部で全部局の情

報を集約し、一斉に配信してもらえると

嬉しいなと以前から思っていたところ

です。たとえば、2020年4～5月頃は、ガ

イダンスが中止になったことで学生へ

の事務連絡をどう取れば良いのか、遠

隔授業への対応として学生のネット

ワーク環境をどう把握するのかなど、全

く手探りで進めなければならなかった

のが不安でした。夏の大学院入試も、

検温するのか、発熱者が出たときどう

対応するのかなど、マニュアルがない

手探りの状況で進めなければなりませ

んでした。大学入学者選抜の総合型

選抜については、他部局の取組に関

する情報が、部局判断において大変

参考になりました。

授業のクオリティは下げない

─農学部・生物資源環境科学府とし

て、どのような大きな方針で教育に取

り組んでこられたのでしょう。

飯田●学務委員長として、農学部・生

物資源環境科学府の教育に関する次

の方針を出しました。座学の講義科目

については、オンライン会議システム

Microsoft　TeamsかZoomのどちらか

を使って、「基本的なクオリティを下げな

い」という大方針のもとで、各教員がそ

れぞれで頑張り、試験についても、各教

員に任せるしかありませんでした。私の

場合、いろいろなことを考えなければ解

けないひねった問題を出題し「どんな

資料を見てもいいので60分で解答して

ください」という形で、遠隔で実施しまし

た。一番大変だったのが、実験・実習で

す。先ほど中尾研究院長からお話が

あったように、各教員の工夫や蓄積さ

れてきたノウハウについて、現在情報を

集約しているところですが、大きく分け

て三つのパターンがありました。第一

は、教員がビデオ撮影したオンデマンド

教材を学習支援システムMoodleに登

録し、学生はそれを見てレポートを書く

というパターン。第二は、教員がカメラ

（広角レンズ）を使って実験を撮影しな

がら、リアルタイム配信するパターン。第

三は、中止や延期です。農学部の実験

の中には、時期を移せないものもありま

す。例えば、水産の実験・実習なら魚が

捕れる秋でないといけない、稲の実験・

実習なら稲のある時期でないといけな

いといったように、分野によってそれぞ

れに状況が異なるのです。こうした時

期に依存する実験については、今後、

オンデマンド教材を蓄積していくことに

なると思います。

学生の面倒を見るのは教員の仕事

─「クオリティを下げない」という大方

針のもとで、学生は期待どおりの学び

を達成できましたか。

飯田●成果については現段階ではま

だ分かりません。しかし、教員は力を尽く

しました。毎回Moodleに課題を出し、学

生が提出したレポートを全て確認して、

フィードバックすることを積み重ねてきま

した。学生もよく応えてくれたと思います。

結果として、前よりもよく勉強したでしょ

う。一方で、実験・実習が十分にできな

かったため、学生が器具を使いこなせ

ないのだとすれば、それは当たり前で

す。リカバリーするために、学生たちの

面倒を見るのが教員の仕事です。

中尾●コロナ禍での授業を経て研究

室に配属された卒論生が、例年よりも

著しく劣っているという印象はありませ

ん。研究室の中で、必要なことはしっか

りと教えたり、教え直したりすることは、こ

れまでも常日頃、行ってきたことです。足

りない部分があったとすれば、そうした

形で補っていけば良いと思います。

時間割や教室の変更は
実質的にかなり難しい

─2021年度もコロナ禍で教育を進め

なければなりません。どんな課題を抱え

ていらっしゃいますか。

堀●対面授業を受けるために大学に

来た学生が遠隔授業を受けられるよう

に、情報学習室2室を開放しています

が、十分な席数を確保できているとは

言えません。席の間にパーティションを

設置して対応しています。時間割や教

室の使用に何か大きな変更を加えられ

るかというと、なかなか難しいのが現状

です。農学部では、昔から午前中の1～

2限目が座学の講義科目で、午後から

が実験・実習科目の時間割を組んでき

ました。講義科目と実験・実習科目は連

動していることが多く、順序性があるの

で、時間割の変更はかなり慎重に行う

必要があります。教室は学生定員に基

づいて設計されているので、感染予防

対策の観点から教室定員に対して2/3

の使用率に抑えることは極めて困難で

す。感染状況を鑑みて、特定のクォー

ターに実験・実習科目を集中して実施し

ようとしても、実験室にそんな余裕はあり

ません。学生による選択科目の履修状

況も、年度によって振れ幅があり、予測

が困難です。

中尾●大学本部は「できるだけ対面

で」という基本方針ですので、農学部・

生物資源環境科学府もそれに沿って

スタートを切りました。感染状況が悪化

した場合には、すぐに遠隔にスイッチし

て、滞りなく教育を継続できるように準

備しておく必要があります。今後、同じ

授業を一部の学生は対面で、一部の

学生は遠隔で受講するハイフレックス

型を実施していくことになると思います

が、その場にいる学生と画面越しの学

生の両方向への配慮が必要になるた

め、集中を削がれるという難しさも感じ

ています。

飯田●2020年度は教員も学生も相当

に頑張って、大分慣れました。教材は一

回作り上げれば、更新していけば良い

ので、それほど負担はないと思います。

それに、他の授業科目の工夫やノウハ

ウ、機材の使い方等について、横方向

の情報共有が進めば良いでしょう。大

学が所有する高性能のカメラなどの器

具を、学生係を通して簡単に借りられる

ようになると実験・実習も更に魅力的に

なるのではないかと思います。
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どんな状況下でも
教育の質は落とさない─
コロナ禍の学びを考える

野外での動植物を対象とする実験・実習科目など、特徴的な授業科目を展開している農学部・生物資源環境科学府。

遠隔授業化に向けてどのように奮闘されたかを伺いました。
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研究院長 中尾 実樹

横方向の情報共有
現場主義の迅速な意思決定

─コロナ禍の一年を振り返り、研究院

長として、副研究院長（学務委員長）と

して、そして学生係長として、それぞれ

の立場から感じられた成果や課題につ

いてお聞かせください。

中尾●研究院長の立場から、様々な

場面での意思決定を現場の教員に任

せて良いか、農学研究院として統一

的な方針を示すべきか、また、大学本

部としての方針決定を待つべきか、判

断に迷うことが何度もありました。例え

ば「2020年度春学期の授業をどうする

か」という声は2020年2～3月の段階で

現場の教員から上がっていたものの、

オンライン会議システムに関する大学

の方針決定を待つ間に、農学研究院

全体としての遠隔授業への対応にば

らつきが生じました。そうした判断の遅

れが、反省点だったと思います。一方

で、感染拡大防止という点について

は、農学研究院としては、大学本部に

よって示された行動制限レベルとの温

度差があり、安全側に振った判断を部

局裁量で行ってきました。「実験科目で

どれぐらいの感染状況になったら対面

授業を止めるべきか」という点につい

ては、今後、リスクとベネフィットのバラン

スをしっかりと考えて、判断基準を設け

ていく必要があります。感染症状が出

た人が治癒して復学する際の取扱い

についても、農学研究院としての考え

方を整理する必要があります。実験・実

習科目については、対面授業が禁止さ

れていた2020年度春学期は実施でき

ませんでしたので、夏学期以降、教育

内容を厳選して実施するスケジュール

を、急遽立てました。具体的にどのよう

に実施したのか、各教員による様々な

工夫や、蓄積されてきたノウハウについ

ては、現在情報収集しているところで

す。今後、横方向で情報共有すること

で、2021年度は現場任せにせず、農

学研究院としての考え方を示し、意思

決定のスピードを上げたいと思います。

部局のレベルだけでなく、大学本部の

レベルでも、そうした横方向の情報共

有を迅速にできるようにしていただきた

いと思います。

飯田●大学本部に求めるのは、部局

の判断を助けるための考え方、強制力

を持たない大きな指針です。各部局

で、現場に合った判断をできることが

重要です。

堀●部局事務部で他部局の情報を

集める際、担当者のネットワークに依存

してしまいます。ネットワークから外れた

部局の情報は、なかなか集めづらいも

のです。ですので、本部で全部局の情

報を集約し、一斉に配信してもらえると

嬉しいなと以前から思っていたところ

です。たとえば、2020年4～5月頃は、ガ

イダンスが中止になったことで学生へ

の事務連絡をどう取れば良いのか、遠

隔授業への対応として学生のネット

ワーク環境をどう把握するのかなど、全

く手探りで進めなければならなかった

のが不安でした。夏の大学院入試も、

検温するのか、発熱者が出たときどう

対応するのかなど、マニュアルがない

手探りの状況で進めなければなりませ

んでした。大学入学者選抜の総合型

選抜については、他部局の取組に関

する情報が、部局判断において大変

参考になりました。

授業のクオリティは下げない

─農学部・生物資源環境科学府とし

て、どのような大きな方針で教育に取

り組んでこられたのでしょう。

飯田●学務委員長として、農学部・生

物資源環境科学府の教育に関する次

の方針を出しました。座学の講義科目

については、オンライン会議システム

Microsoft　TeamsかZoomのどちらか

を使って、「基本的なクオリティを下げな

い」という大方針のもとで、各教員がそ

れぞれで頑張り、試験についても、各教

員に任せるしかありませんでした。私の

場合、いろいろなことを考えなければ解

けないひねった問題を出題し「どんな

資料を見てもいいので60分で解答して

ください」という形で、遠隔で実施しまし

た。一番大変だったのが、実験・実習で

す。先ほど中尾研究院長からお話が

あったように、各教員の工夫や蓄積さ

れてきたノウハウについて、現在情報を

集約しているところですが、大きく分け

て三つのパターンがありました。第一

は、教員がビデオ撮影したオンデマンド

教材を学習支援システムMoodleに登

録し、学生はそれを見てレポートを書く

というパターン。第二は、教員がカメラ

（広角レンズ）を使って実験を撮影しな

がら、リアルタイム配信するパターン。第

三は、中止や延期です。農学部の実験

の中には、時期を移せないものもありま

す。例えば、水産の実験・実習なら魚が

捕れる秋でないといけない、稲の実験・

実習なら稲のある時期でないといけな

いといったように、分野によってそれぞ

れに状況が異なるのです。こうした時

期に依存する実験については、今後、

オンデマンド教材を蓄積していくことに

なると思います。

学生の面倒を見るのは教員の仕事

─「クオリティを下げない」という大方

針のもとで、学生は期待どおりの学び

を達成できましたか。

飯田●成果については現段階ではま

だ分かりません。しかし、教員は力を尽く

しました。毎回Moodleに課題を出し、学

生が提出したレポートを全て確認して、

フィードバックすることを積み重ねてきま

した。学生もよく応えてくれたと思います。

結果として、前よりもよく勉強したでしょ

う。一方で、実験・実習が十分にできな

かったため、学生が器具を使いこなせ

ないのだとすれば、それは当たり前で

す。リカバリーするために、学生たちの

面倒を見るのが教員の仕事です。

中尾●コロナ禍での授業を経て研究

室に配属された卒論生が、例年よりも

著しく劣っているという印象はありませ

ん。研究室の中で、必要なことはしっか

りと教えたり、教え直したりすることは、こ

れまでも常日頃、行ってきたことです。足

りない部分があったとすれば、そうした

形で補っていけば良いと思います。

時間割や教室の変更は
実質的にかなり難しい

─2021年度もコロナ禍で教育を進め

なければなりません。どんな課題を抱え

ていらっしゃいますか。

堀●対面授業を受けるために大学に

来た学生が遠隔授業を受けられるよう

に、情報学習室2室を開放しています

が、十分な席数を確保できているとは

言えません。席の間にパーティションを

設置して対応しています。時間割や教

室の使用に何か大きな変更を加えられ

るかというと、なかなか難しいのが現状

です。農学部では、昔から午前中の1～

2限目が座学の講義科目で、午後から

が実験・実習科目の時間割を組んでき

ました。講義科目と実験・実習科目は連

動していることが多く、順序性があるの

で、時間割の変更はかなり慎重に行う

必要があります。教室は学生定員に基

づいて設計されているので、感染予防

対策の観点から教室定員に対して2/3

の使用率に抑えることは極めて困難で

す。感染状況を鑑みて、特定のクォー

ターに実験・実習科目を集中して実施し

ようとしても、実験室にそんな余裕はあり

ません。学生による選択科目の履修状

況も、年度によって振れ幅があり、予測

が困難です。

中尾●大学本部は「できるだけ対面

で」という基本方針ですので、農学部・

生物資源環境科学府もそれに沿って

スタートを切りました。感染状況が悪化

した場合には、すぐに遠隔にスイッチし

て、滞りなく教育を継続できるように準

備しておく必要があります。今後、同じ

授業を一部の学生は対面で、一部の

学生は遠隔で受講するハイフレックス

型を実施していくことになると思います

が、その場にいる学生と画面越しの学

生の両方向への配慮が必要になるた

め、集中を削がれるという難しさも感じ

ています。

飯田●2020年度は教員も学生も相当

に頑張って、大分慣れました。教材は一

回作り上げれば、更新していけば良い

ので、それほど負担はないと思います。

それに、他の授業科目の工夫やノウハ

ウ、機材の使い方等について、横方向

の情報共有が進めば良いでしょう。大

学が所有する高性能のカメラなどの器

具を、学生係を通して簡単に借りられる

ようになると実験・実習も更に魅力的に

なるのではないかと思います。
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野外での動植物を対象とする実験・実習科目など、特徴的な授業科目を展開している農学部・生物資源環境科学府。

遠隔授業化に向けてどのように奮闘されたかを伺いました。
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教授（副研究院長） 谷本 潤 准教授 池谷 直樹

遠隔授業化は教員が教え方
学生が学び方を見直す機会

─コロナ禍における教育と研究指導

を振り返って、どのように感じていらっ

しゃいますか？

谷本●新型コロナウイルス感染症は、

いまだ治療法が確立されていない伝

染病です。私たちには、超音速旅客

機やステルス艦など最先端の技術が

あるにもかかわらず、未知の病に襲わ

れると数百年前の天然痘やペストのと

きと同じ対処しかできないのは皮肉で

す。しかし、過去と決定的に異なるの

は、たとえ人と人とのフィジカル・コンタク

ト（対面の接触）が封鎖されても、バー

チャルな世界でつながることで日常生

活をある程度維持できた点です。その

効率がどうだったのかは、現段階では

分かりませんし、皆がそれぞれにフラス

トレーションを抱えているのだと思いま

すが、大学関係者は意外とそれなりに

慣れて、全体として上手に対処してこ

られたのではないかと感じています。

池谷●私は准教授として2020年度に

着任したばかりで、授業を単独で担当

するのは初めてにもかかわらず、いきな

り遠隔授業の形式になり戸惑いまし

た。ただ、実際に経験してみると、遠隔

授業ならではのメリットもあったと思い

ます。例えば、これまでの対面授業で

は教員が板書した内容のノートへの

記録は、学生に任されていましたが、

遠隔授業では資料や授業の録画を

後から配信することができますので、

学生が自らにとって一番効率の良い

方法で学べるようになりました。教員に

とっては教え方を、学生にとっては学

び方について考える良いきっかけに

なったのだと感じています。一方、研究

指導に関しては研究室に配属された

ばかりの修士1年生と、どのように研究

するのかをすでにある程度理解して

いる修士2年生とでは、かなり差があっ

たように思います。1年生は教員とのコ

ミュニケーションが十分取れない状況

で、在宅で研究しなければなりません

でした。研究の入り口での指導、学習

環境の提供の観点からは課題があり

ました。

対面ならではの部分を充実させる
ことが競争力を高める

─遠隔化のメリットを生かした今後の

大学教育の在り方とは、どのようなも

のでしょう。

谷本●大学が対面で実施してきた教

育を、遠隔でどれほどカバーできたの

かを考えると必ずしも十分ではないの

でしょう。大学教育は、教員と学生が

交わることで、その価値が発揮されま

す。私の授業もオンデマンドで視聴す

れば、内容の8割は伝わるはずです

が、残りの2割は教室で学生の顔を見

ながら、たまには冗談を言いながら伝

えなければ学生には届きません。人が

集まることで伝えられることがあり、そ

れこそが大切な部分なのです。

池谷●学生が大学に来ることの意義

は、授業で知識や考え方を学ぶだけ

でなく、教員にやる気を出してもらえた

り、学び方のヒントをもらえたりすること

にもあります。遠隔授業では教員の

パーソナリティがそぎ落とされてしまう

ので、そうした大切なことが伝わりませ

ん。質の高いオンデマンド教材を作成

するのは大変な作業なので、同じよう

な科目を担当する教員同士が協力し

て準備するのが良いと思います。しか

し、それだけではYouTubeを見て勉

強するのと同じで、大学で学ぶことの

意味がありません。学生にとってテレビ

を見るような感覚で質の高いオンデマ

ンド教材で勉強し、かつそこに登場す

る教員たちと普段から研究室で触れ

合える機会があることが理想的なの

ではないでしょうか。

谷本●大学も学習塾のように知識の

伝達については遠隔授業を積極的に

取り入れるべきです。理系の学問分野

では、標準的な教え方が確立された

基礎的な知識内容が多くあります。学

生にとって極めて重要な学びですの

で、質の高いオンデマンド教材を蓄積

していくことの意味は大きいです。しか

し、研究大学には知識の伝達だけで

はないミッションがあります。それは対

面でないと伝わらない2割の部分であ

り、それを充実させることが、九州大学

が世界のトップ大学と競っていく上で

重要な課題です。

池谷●これまでも、どの教員も教科書

を上手に取り入れてきました。自ら執筆

した場合もあれば、他の教員が執筆し

たものを取り入れている場合もありま

す。遠隔授業のオンデマンド教材も同

様で、自分で制作するにせよ、他の教

員が制作したものにせよ、良いものを

選択すれば良い。重要なのは、教科

書やオンライン教材を学生に丸投げ

するのではなく、学生が「教科書を読

むよりもオンデマンド教材の方が分かり

やすい」「授業に出た方が、噛み砕い

て説明してくれて分かりやすい」と感じ

てくれるような授業を提供していくこと

です。質の高いオンデマンド教材を効

率的に活用することができれば、授業

やそのための準備に費やす時間を削

り、研究や研究指導に割り振ることが

できます。ただ、質の高いオンデマンド

教材を作成するためには撮影や編集

の専門的な技術が必要です。将来的

には、教員に必須のスキルになるのか

もしれませんが最初は技術的なサポー

トが必要です。今は、自ら撮影した動画

をそのままアップロードしていますが、高

いクオリティを求められるのであれば、

専門の技術で制作する必要があるで

しょう。また、大学側の技術的サポートと

して希望するのは、動画を共有するた

めの場所の確保です。今は、個人アカ

ウントのストレージに動画をアップロード

し、そのURLを学生に共有していま

す。大学側で十分なストレージを準備

して、そこにアップロードすれば自動的

に共有URLが設定されるような仕組み

が必要だと思います。

長い目で見れば
チームで動く事務部の遠隔化は
デメリットが大きい

─事務部では、前例のない事態への

臨機応変な対応を迫られた一年だっ

たと思います。遠隔化のもとで、どの

ように切り抜けられたのでしょうか。

内田●コロナ禍において、事務部で

は様々な対応をしてきました。例えば、

奨学金の申請のように、これまで学生

が窓口まで来ないと処理できなかっ

た手続を遠隔でも対応できるようにし

ています。うまく仕組み作りができたも

のもありますが、全体として事務部の

負担は大幅に増えました。また、留学

生に関わる出入国の手続については

国からの情報が断片的・段階的で、

対応に苦慮しています。一年間の経

験を通して、関係各所と調整を重ね

てきたことで、最近は比較的スムーズ

に実施できていると思います。先が見

通せない状況ですが、学生関連事

務を遅滞なく取り組んでいくよう心掛

けています。

太田●2020年3月以降、「キャンパス

内に立入り禁止」という想定外の対応

を求められました。大学本部からは職

員から感染者が出ても業務に支障が

ないよう、人員を二つのグループに分

けて、同じ業務に取り組むような指示

もありましたが、そもそも係長と係員が

一人ずつしかいない状況では、なかな

か困難でした。各人が感染に気をつ

けることで、結果的にこれまで感染者

は出ていませんが、事務体制につい

て常にどうあるべきなのかを考えておく

必要があります。在宅勤務により、職

員の勤務管理も難しくなりましたし、業

務の進め方や人材育成の観点から

長い目で見ると課題があると感じてい

ます。事務部の業務は主にチームで

動きます。在宅勤務では、いろいろなノ

ウハウや考え方をうまく伝承することが

できません。私の場合、飲みニケーショ

ンも含めて様々な非公式な場面で上

司に教わったことが大きな財産になっ

ています。部下が孤立し、十分に育た

ないとすれば、それは将来大きな損失

にもつながります。もちろん、会議を遠

隔化することで筑紫キャンパスから伊

都キャンパスに移動しなくても良くなっ

た点等メリットもあります。しかし、会議

の前後にいろいろな人と話し合うこと

で得られる情報もあります。このように、

分断されてしまうフラストレーションを感

じながら、日々変わる状況に対して、そ

の都度、最善の選択を心掛けてきた

一年でした。
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遠隔化の中で研究大学としての
ミッションを研ぎ澄ます

筑紫キャンパスに位置する「総合理工学府」は物質・環境・エネルギーを教育・研究テーマとする学際系大学院で、

全国の大学や高専、企業、海外から、多様な分野、国際、年齢層の大学院生が集い学んでいます。

コロナ禍の経験を4名の教職員に伺いました。

総合理工学研究院　 筑紫地区事務部 教務課
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教授（副研究院長） 谷本 潤 准教授 池谷 直樹

遠隔授業化は教員が教え方
学生が学び方を見直す機会

─コロナ禍における教育と研究指導

を振り返って、どのように感じていらっ

しゃいますか？

谷本●新型コロナウイルス感染症は、

いまだ治療法が確立されていない伝

染病です。私たちには、超音速旅客

機やステルス艦など最先端の技術が

あるにもかかわらず、未知の病に襲わ

れると数百年前の天然痘やペストのと

きと同じ対処しかできないのは皮肉で

す。しかし、過去と決定的に異なるの

は、たとえ人と人とのフィジカル・コンタク

ト（対面の接触）が封鎖されても、バー

チャルな世界でつながることで日常生

活をある程度維持できた点です。その

効率がどうだったのかは、現段階では

分かりませんし、皆がそれぞれにフラス

トレーションを抱えているのだと思いま

すが、大学関係者は意外とそれなりに

慣れて、全体として上手に対処してこ

られたのではないかと感じています。

池谷●私は准教授として2020年度に

着任したばかりで、授業を単独で担当

するのは初めてにもかかわらず、いきな

り遠隔授業の形式になり戸惑いまし

た。ただ、実際に経験してみると、遠隔

授業ならではのメリットもあったと思い

ます。例えば、これまでの対面授業で

は教員が板書した内容のノートへの

記録は、学生に任されていましたが、

遠隔授業では資料や授業の録画を

後から配信することができますので、

学生が自らにとって一番効率の良い

方法で学べるようになりました。教員に

とっては教え方を、学生にとっては学

び方について考える良いきっかけに

なったのだと感じています。一方、研究

指導に関しては研究室に配属された

ばかりの修士1年生と、どのように研究

するのかをすでにある程度理解して

いる修士2年生とでは、かなり差があっ

たように思います。1年生は教員とのコ

ミュニケーションが十分取れない状況

で、在宅で研究しなければなりません

でした。研究の入り口での指導、学習

環境の提供の観点からは課題があり

ました。

対面ならではの部分を充実させる
ことが競争力を高める

─遠隔化のメリットを生かした今後の

大学教育の在り方とは、どのようなも

のでしょう。

谷本●大学が対面で実施してきた教

育を、遠隔でどれほどカバーできたの

かを考えると必ずしも十分ではないの

でしょう。大学教育は、教員と学生が

交わることで、その価値が発揮されま

す。私の授業もオンデマンドで視聴す

れば、内容の8割は伝わるはずです

が、残りの2割は教室で学生の顔を見

ながら、たまには冗談を言いながら伝

えなければ学生には届きません。人が

集まることで伝えられることがあり、そ

れこそが大切な部分なのです。

池谷●学生が大学に来ることの意義

は、授業で知識や考え方を学ぶだけ

でなく、教員にやる気を出してもらえた

り、学び方のヒントをもらえたりすること

にもあります。遠隔授業では教員の

パーソナリティがそぎ落とされてしまう

ので、そうした大切なことが伝わりませ

ん。質の高いオンデマンド教材を作成

するのは大変な作業なので、同じよう

な科目を担当する教員同士が協力し

て準備するのが良いと思います。しか

し、それだけではYouTubeを見て勉

強するのと同じで、大学で学ぶことの

意味がありません。学生にとってテレビ

を見るような感覚で質の高いオンデマ

ンド教材で勉強し、かつそこに登場す

る教員たちと普段から研究室で触れ

合える機会があることが理想的なの

ではないでしょうか。

谷本●大学も学習塾のように知識の

伝達については遠隔授業を積極的に

取り入れるべきです。理系の学問分野

では、標準的な教え方が確立された

基礎的な知識内容が多くあります。学

生にとって極めて重要な学びですの

で、質の高いオンデマンド教材を蓄積

していくことの意味は大きいです。しか

し、研究大学には知識の伝達だけで

はないミッションがあります。それは対

面でないと伝わらない2割の部分であ

り、それを充実させることが、九州大学

が世界のトップ大学と競っていく上で

重要な課題です。

池谷●これまでも、どの教員も教科書

を上手に取り入れてきました。自ら執筆

した場合もあれば、他の教員が執筆し

たものを取り入れている場合もありま

す。遠隔授業のオンデマンド教材も同

様で、自分で制作するにせよ、他の教

員が制作したものにせよ、良いものを

選択すれば良い。重要なのは、教科

書やオンライン教材を学生に丸投げ

するのではなく、学生が「教科書を読

むよりもオンデマンド教材の方が分かり

やすい」「授業に出た方が、噛み砕い

て説明してくれて分かりやすい」と感じ

てくれるような授業を提供していくこと

です。質の高いオンデマンド教材を効

率的に活用することができれば、授業

やそのための準備に費やす時間を削

り、研究や研究指導に割り振ることが

できます。ただ、質の高いオンデマンド

教材を作成するためには撮影や編集

の専門的な技術が必要です。将来的

には、教員に必須のスキルになるのか

もしれませんが最初は技術的なサポー

トが必要です。今は、自ら撮影した動画

をそのままアップロードしていますが、高

いクオリティを求められるのであれば、

専門の技術で制作する必要があるで

しょう。また、大学側の技術的サポートと

して希望するのは、動画を共有するた

めの場所の確保です。今は、個人アカ

ウントのストレージに動画をアップロード

し、そのURLを学生に共有していま

す。大学側で十分なストレージを準備

して、そこにアップロードすれば自動的

に共有URLが設定されるような仕組み

が必要だと思います。

長い目で見れば
チームで動く事務部の遠隔化は
デメリットが大きい

─事務部では、前例のない事態への

臨機応変な対応を迫られた一年だっ

たと思います。遠隔化のもとで、どの

ように切り抜けられたのでしょうか。

内田●コロナ禍において、事務部で

は様々な対応をしてきました。例えば、

奨学金の申請のように、これまで学生

が窓口まで来ないと処理できなかっ

た手続を遠隔でも対応できるようにし

ています。うまく仕組み作りができたも

のもありますが、全体として事務部の

負担は大幅に増えました。また、留学

生に関わる出入国の手続については

国からの情報が断片的・段階的で、

対応に苦慮しています。一年間の経

験を通して、関係各所と調整を重ね

てきたことで、最近は比較的スムーズ

に実施できていると思います。先が見

通せない状況ですが、学生関連事

務を遅滞なく取り組んでいくよう心掛

けています。

太田●2020年3月以降、「キャンパス

内に立入り禁止」という想定外の対応

を求められました。大学本部からは職

員から感染者が出ても業務に支障が

ないよう、人員を二つのグループに分

けて、同じ業務に取り組むような指示

もありましたが、そもそも係長と係員が

一人ずつしかいない状況では、なかな

か困難でした。各人が感染に気をつ

けることで、結果的にこれまで感染者

は出ていませんが、事務体制につい

て常にどうあるべきなのかを考えておく

必要があります。在宅勤務により、職

員の勤務管理も難しくなりましたし、業

務の進め方や人材育成の観点から

長い目で見ると課題があると感じてい

ます。事務部の業務は主にチームで

動きます。在宅勤務では、いろいろなノ

ウハウや考え方をうまく伝承することが

できません。私の場合、飲みニケーショ

ンも含めて様々な非公式な場面で上

司に教わったことが大きな財産になっ

ています。部下が孤立し、十分に育た

ないとすれば、それは将来大きな損失

にもつながります。もちろん、会議を遠

隔化することで筑紫キャンパスから伊

都キャンパスに移動しなくても良くなっ

た点等メリットもあります。しかし、会議

の前後にいろいろな人と話し合うこと

で得られる情報もあります。このように、

分断されてしまうフラストレーションを感

じながら、日々変わる状況に対して、そ

の都度、最善の選択を心掛けてきた

一年でした。
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教授 藤田 敏之

プロジェクト・チーム・ラーニングの
遠隔化

―遠隔授業の取組を振り返って、どの

ように受け止めていらっしゃいますか。

元村●全体としては、うまくいったと思

います。統合新領域学府　ユーザー感

性学専攻では、PTL（Project　Team 

Learning）という演習科目が必修で

す。対面授業を前提としていますので、

ほとんどの教員が中止、もしくは後期へ

延期することにしましたが、私が担当し

ているPTLに関しては、全て遠隔に切

り替えて実施しました。内容は、学術的

な研究成果のアウトリーチ活動です。

せっかくなら、遠隔を楽しめるようにと、

新しい研究会の形を模索しました。結

果的に、多くの人が参加してくれて、良

かったと思っています。

藤岡●私はライブラリーサイエンス専

攻の教務委員長として、遠隔授業に

向けた環境整備や学生の接続環境

の調査から、一つ一つ手探り状態で

進めてきました。結果的に、特にトラブ

ルなくできたと思います。ライブラリーサ

イエンス専攻のPTLでは、各教員が2

回ずつ授業を担当しますので、私の1

回目はオンデマンド教材を視聴させて

学生に課題を解かせ、2回目はその課

題について議論するというスタイルを採

りました。少人数の授業なので、ディス

カッションもそれほど難しくなく、意見も

ちゃんと出て、コミュニケーション上の問

題もありませんでした。学生による授業

評価アンケートでも、毎年秋に実施す

る教員と学生の意見交換の場（ラウン

ドテーブル）でも、学生からの大きな不

満はありませんでした。修士2年生（10

名）からは、遠隔授業によって就職活

動を効率的に進められたといった肯定

的な意見も聞かれました。

遠隔授業では代替できない学びと
学生へのケア

―遠隔授業化の中で見えてきた課題

として、どのようなことをお考えですか。

藤田●私はオートモーティブサイエン

ス専攻の専攻長ですが、オートモー

ティブサイエンス専攻では、自動車メー

カーやその関連会社に、毎年8月のお

盆明けから1カ月以上実習に行くイン

ターンシップ科目が必修です。派遣先

を決めるのは、専攻長の仕事です。例

年、スムーズに決まるのですが、2020

年度はインターンシップを中止にする企

業が多く、難航しました。多方面の先

生の協力を得て、代わりの派遣先を概

ね確保することができましたが、それで

も数人があぶれてしまいました。そうし

た学生には、短期間のインターンシップ

機会を用意し、大学でもフォローして、

なんとか成果発表することができました

が、やはり、インターンシップ科目は対面

での学びが基本です。

　入試に関しては、従来どおり、書類

による一次審査と対面の面接による

二次審査の方法で実施しました。面

接なら遠隔でも可能なのかもしれませ

んが、専攻で検討した結果、外国にい

る学生を除き、原則対面で3回実施す

ることになりました。幸い、感染者が出

ることはありませんでしたが、この方法

がベストだったのかどうかは、検証が

必要です。

藤岡●ライブラリーサイエンス専攻も、

情報の扱い方を研究する学問です

ので、図書館での対面の学びを遠隔

に置き換えることはできないと考えて

います。

元村●遠隔授業では、合間のオフ時

間を共有しにくい点が、大きな課題で

す。対面授業であれば、授業とプライ

ベートの合間の時間があって、その間

にコミュニケーションが生まれますが、

遠隔授業だとオフ時間がありません。

特に、九州大学の学部からではなく、

他大学から進学してくる学生が2、3名

いますが、彼らにとっては遠隔が初対

面です。ゼミで学生がワイワイと楽しく

していても、新入生にとっては気まずく

て、緊張する場に捉えられていたよう

です。遠隔では空気感が伝わりませ

ん。そういう意味で、学生のメンタルヘ

ルスの問題は軽視できません。学生が

ウイルスに感染して重症化するリスク

と、メンタルが弱るリスクのバランスにつ

いては、今後も検討していく必要があ

ります。

藤田●確かに、学生のメンタルヘルス

は心配でした。帰国できず、家にこもっ

てしまう留学生のケースもありました。

元村●学生のモチベーションの違い

によって、教育格差が広がる心配もあ

ります。遠隔授業でも、モチベーション

の高い学生なら、オンデマンド教材を

繰り返し視聴したりして、自主的に学ぶ

ことができるのですが、サボりたい学生

なら、ビデオもマイクもオフにしてやり過

ごすことが可能です。

遠隔授業が開く
大学の新しい可能性

―遠隔授業のメリットとデメリットを踏

まえて、今後、どのような大学教育の

在り方を展望していらっしゃいますか。

藤田●このコロナ禍が収束したとして

も、遠隔授業の選択肢は残すべきだと

感じます。遠隔化によって、結果として

は時間を効率的に使い、研究時間も

多く確保することができました。

藤岡●ライブラリーサイエンス専攻で

は、今後、社会人学生が増えてくること

を期待しています。その観点から、時

間や空間に縛られず参加できる遠隔

授業は大きな可能性を秘めています。

コロナ禍を機に、各教員が遠隔授業

のスキルをマスターできたことは、良

かったと思っています。

元村●遠隔授業でいろいろな選択肢

が広がりましたが、その分、対面で実

施する教育の価値について考えてい

く必要があります。オンデマンド教材

で、知識を一方的に伝達するのでは

なく、学生の理解度に合わせて授業を

進められることが重要です。コミュニ

ティーとしての大学の役割も大切にし

なければなりません。大学は専門性を

持った人が集まる場所であり、新しい

アイデアもオフの場で生み出されること

が多いと思います。リアルな場で学生

がいろいろと話し合えるのが、大学の

かけがえのない価値だと思います。加

えて、統合新領域学府の学際系大学

院としての特色は、大橋キャンパス、伊

都キャンパス、博物館などとキャンパス

が分散していることです。それを遠隔

授業の導入によって統合できたこと

は、大学院としてとても良かったことだ

と思います。
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広がる遠隔授業の可能性と
守るべき大学の役割

座学に加え、インターンシップや演習科目にも力を入れている学際系大学院の統合新領域学府における

遠隔授業の取組と、今後の展望について、3名の先生にお伺いしました。

統合新領域学府

統
合
新
領
域
学
府

教授  藤田 敏之（経済学研究院）教授  藤岡 健太郎（大学文書館） 助教  元村 祐貴（芸術工学研究院）



教授 藤田 敏之

プロジェクト・チーム・ラーニングの
遠隔化

―遠隔授業の取組を振り返って、どの

ように受け止めていらっしゃいますか。

元村●全体としては、うまくいったと思

います。統合新領域学府　ユーザー感

性学専攻では、PTL（Project　Team 

Learning）という演習科目が必修で

す。対面授業を前提としていますので、

ほとんどの教員が中止、もしくは後期へ

延期することにしましたが、私が担当し

ているPTLに関しては、全て遠隔に切

り替えて実施しました。内容は、学術的

な研究成果のアウトリーチ活動です。

せっかくなら、遠隔を楽しめるようにと、

新しい研究会の形を模索しました。結

果的に、多くの人が参加してくれて、良

かったと思っています。

藤岡●私はライブラリーサイエンス専

攻の教務委員長として、遠隔授業に

向けた環境整備や学生の接続環境

の調査から、一つ一つ手探り状態で

進めてきました。結果的に、特にトラブ

ルなくできたと思います。ライブラリーサ

イエンス専攻のPTLでは、各教員が2

回ずつ授業を担当しますので、私の1

回目はオンデマンド教材を視聴させて

学生に課題を解かせ、2回目はその課

題について議論するというスタイルを採

りました。少人数の授業なので、ディス

カッションもそれほど難しくなく、意見も

ちゃんと出て、コミュニケーション上の問

題もありませんでした。学生による授業

評価アンケートでも、毎年秋に実施す

る教員と学生の意見交換の場（ラウン

ドテーブル）でも、学生からの大きな不

満はありませんでした。修士2年生（10

名）からは、遠隔授業によって就職活

動を効率的に進められたといった肯定

的な意見も聞かれました。

遠隔授業では代替できない学びと
学生へのケア

―遠隔授業化の中で見えてきた課題

として、どのようなことをお考えですか。

藤田●私はオートモーティブサイエン

ス専攻の専攻長ですが、オートモー

ティブサイエンス専攻では、自動車メー

カーやその関連会社に、毎年8月のお

盆明けから1カ月以上実習に行くイン

ターンシップ科目が必修です。派遣先

を決めるのは、専攻長の仕事です。例

年、スムーズに決まるのですが、2020

年度はインターンシップを中止にする企

業が多く、難航しました。多方面の先

生の協力を得て、代わりの派遣先を概

ね確保することができましたが、それで

も数人があぶれてしまいました。そうし

た学生には、短期間のインターンシップ

機会を用意し、大学でもフォローして、

なんとか成果発表することができました

が、やはり、インターンシップ科目は対面

での学びが基本です。

　入試に関しては、従来どおり、書類

による一次審査と対面の面接による

二次審査の方法で実施しました。面

接なら遠隔でも可能なのかもしれませ

んが、専攻で検討した結果、外国にい

る学生を除き、原則対面で3回実施す

ることになりました。幸い、感染者が出

ることはありませんでしたが、この方法

がベストだったのかどうかは、検証が

必要です。

藤岡●ライブラリーサイエンス専攻も、

情報の扱い方を研究する学問です

ので、図書館での対面の学びを遠隔

に置き換えることはできないと考えて

います。

元村●遠隔授業では、合間のオフ時

間を共有しにくい点が、大きな課題で

す。対面授業であれば、授業とプライ

ベートの合間の時間があって、その間

にコミュニケーションが生まれますが、

遠隔授業だとオフ時間がありません。

特に、九州大学の学部からではなく、

他大学から進学してくる学生が2、3名

いますが、彼らにとっては遠隔が初対

面です。ゼミで学生がワイワイと楽しく

していても、新入生にとっては気まずく

て、緊張する場に捉えられていたよう

です。遠隔では空気感が伝わりませ

ん。そういう意味で、学生のメンタルヘ

ルスの問題は軽視できません。学生が

ウイルスに感染して重症化するリスク

と、メンタルが弱るリスクのバランスにつ

いては、今後も検討していく必要があ

ります。

藤田●確かに、学生のメンタルヘルス

は心配でした。帰国できず、家にこもっ

てしまう留学生のケースもありました。

元村●学生のモチベーションの違い

によって、教育格差が広がる心配もあ

ります。遠隔授業でも、モチベーション

の高い学生なら、オンデマンド教材を

繰り返し視聴したりして、自主的に学ぶ

ことができるのですが、サボりたい学生

なら、ビデオもマイクもオフにしてやり過

ごすことが可能です。

遠隔授業が開く
大学の新しい可能性

―遠隔授業のメリットとデメリットを踏

まえて、今後、どのような大学教育の

在り方を展望していらっしゃいますか。

藤田●このコロナ禍が収束したとして

も、遠隔授業の選択肢は残すべきだと

感じます。遠隔化によって、結果として

は時間を効率的に使い、研究時間も

多く確保することができました。

藤岡●ライブラリーサイエンス専攻で

は、今後、社会人学生が増えてくること

を期待しています。その観点から、時

間や空間に縛られず参加できる遠隔

授業は大きな可能性を秘めています。

コロナ禍を機に、各教員が遠隔授業

のスキルをマスターできたことは、良

かったと思っています。

元村●遠隔授業でいろいろな選択肢

が広がりましたが、その分、対面で実

施する教育の価値について考えてい

く必要があります。オンデマンド教材

で、知識を一方的に伝達するのでは

なく、学生の理解度に合わせて授業を

進められることが重要です。コミュニ

ティーとしての大学の役割も大切にし

なければなりません。大学は専門性を

持った人が集まる場所であり、新しい

アイデアもオフの場で生み出されること

が多いと思います。リアルな場で学生

がいろいろと話し合えるのが、大学の

かけがえのない価値だと思います。加

えて、統合新領域学府の学際系大学

院としての特色は、大橋キャンパス、伊

都キャンパス、博物館などとキャンパス

が分散していることです。それを遠隔

授業の導入によって統合できたこと

は、大学院としてとても良かったことだ

と思います。
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広がる遠隔授業の可能性と
守るべき大学の役割

座学に加え、インターンシップや演習科目にも力を入れている学際系大学院の統合新領域学府における

遠隔授業の取組と、今後の展望について、3名の先生にお伺いしました。

統合新領域学府
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教授  藤田 敏之（経済学研究院）教授  藤岡 健太郎（大学文書館） 助教  元村 祐貴（芸術工学研究院）



障害のある学生の
受講環境を守るために

─コロナ禍は、障害をもつ学生と、彼

らの支援に当たるインクルージョン支

援推進室にとってどのようなご経験

だったのでしょう。

　キャンパスライフ・健康支援センター

（CHC）インクルージョン支援推進室で

は、全学の障害をもった学生・教職員

の支援を行っています。コロナ禍にお

いては、提供できる支援やそのための

体制の整備など、手探りで進めなけれ

ばならないことばかりで、本当に大変な

一年でした。特に、遠隔授業での合理

的配慮は、全く経験がありませんでし

たので、他大学との情報共有をしなが

ら進めました。もともと、対人関係にスト

レスがあったり、移動が困難であったり

するために、合理的配慮の一環として

遠隔授業を要望する学生はいたので

すが、対応してくださる教員は限定的

でした。それが、コロナ禍によって一気

に標準になったわけで、そのことで助

かった障害学生も少なくありません。そ

の一方で、遠隔授業に適応しにくい障

害学生もいます。例えば、遠隔授業で

は、ある程度PCの操作ができなければ

なりませんし、Microsoft 　Teams、

Skype　for　Business、Zoomといった

様々なオンライン会議システムを使いこ

なさなければなりません。授業科目によっ

てオンデマンド型・ライブ型・ハイブリッド

型と方法は様々ですし、レポートの提出

期限や提出方法も異なります。複雑な

情報や時間のマネジメントが苦手な学

生にとっては、簡単に適応できる環境で

はありません。対面授業なら、友達に

ちょっとしたことを聞くことで解決できて

いたことでも、コロナ禍ではハードルが

高くなりました。そうした学生への合理

的配慮を、どのように届けていくかに苦

心しました。

　まず、合理的配慮への申請は、授業

が始まる前に、インクルージョン支援推

進室が窓口となって相談に応じるので

すが、コロナ禍では学生に直接会うこ

とができません。インクルージョン支援

推進室の業務は、在宅でできない緊

急かつ守秘義務が課せられる業務に

該当しますので、在宅期間中もスタッフ

は原則毎日出勤しましたが、大学にい

る短い時間に電話やオンライン会議シ

ステムで学生からの相談を受け付け、

学生の状況のアセスメントを実施して、

手続を進めなければならないのが非

常に大変でした。深刻な精神状態に

陥っている学生もいましたので、様々な

制約の中でも、専門家が細心の注意

を払って慎重に対応するように心掛け

ました。

　私たちの取組については、情報共

有の取組、障害者支援の重要な担い

手であるピア・サポーター学生の活動、

遠隔型オープンキャンパスにおける受

験者への情報保障（動画の音声情報

への字幕の付与、フォントや色の工夫

による見やすさへの配慮等）、遠隔相

談体制の整備の観点から、次の報告

書にまとめています。

●下中村武・鈴木大輔・田島晶子・今村栞・

川口智也・横田晋務・田中真理「オンライン

環境における障害学生支援の実践」『基幹

教育紀要』第7巻（2021年3月）155-174頁。

　また、障害学生にとっての遠隔授業

のメリット・デメリットと合理的配慮の在り

方については、次の論文にまとめていま

すので、ご覧ください。

●横田晋務・田島晶子・中野光里・田中真

理「オンライン授業は障害のある学生に対

する有効な学習形態となりうるのか?」『基幹

教育紀要』第7巻（2021年3月）67-84頁。

合理的配慮は障害学生にとっての
教育のインフラ

─遠隔教育の提供に当たっては、本

学教員の一人一人が懸命な努力を展

開しましたが、合理的配慮の観点か

ら、どのような課題があったでしょう。

　「非常時におけるプリズム効果」は、

災害時によく見られる現象ですが、コ

ロナ禍においても顕在化しました。緊

急時に余裕がなくなると、平時には潜

在化している無意識のバイアスが一

気に顕在化する現象です。例えば、

「合理的配慮なんてどうでもいい」と

思っている教職員がいたとしても、日常

的にはそれほど明確に現れません。と

ころが、緊急時には「そんな小さなこと

は後回しでいい」と、パッと顕在化した

りします。実際、多くの大学で「遠隔授

業でそれどころじゃありません。障害学

生の合理的配慮どころではありませ

ん」という声が聞かれたということで

す。そうした状況を受けて、2020年5月

には「全国高等教育障害学生支援

協議会」の石川代表理事から適切な

配慮を呼び掛ける声明文が発出され

ています。

　このようなプリズム効果によって、弱

い人の立場は非常時に一層弱くなりま

す。インクルージョン支援推進室には、

私を含め3名のスタッフが東日本大震

災を経験しています。震災の時も、障

害者の死亡率が圧倒的に高かったの

は、非常時に取り残されることが多い

弱者だからです。

　合理的配慮は、障害学生にとって

教育のインフラです。評価を甘くすると

か、下駄を履かせるとかいうことではな

く、スタートラインに立てないマイナス

を、プラスマイナスゼロにするもので

す。教育の基盤を整えることが合理的

配慮です。そのことが正しく認識され

ていないと、合理的配慮は後回しに

なってしまうのだと思います。

教育のユニバーサルデザイン
としての遠隔授業

─コロナ禍の経験から展望する今後

の合理的配慮の在り方について、どの

ようなことを考えていらっしゃいますか。

　遠隔授業は、もともと合理的配慮の

一環として、多くの学生が希望してい

たものです。それが一気に標準となっ

た今、学習形態の一つの選択肢、教

育のユニバーサルデザインの枠組み

の中に位置づけていくことが重要で

す。学習ゴールは一つでも、そこに到

達する学習形態とか、教育方法は複

数あるという発想をもつことです。それ

は、就労において精神障害の方や肢

体不自由の方が、合理的配慮の一環

として要請してきた時短勤務や在宅

勤務が、働き方や生活様式の見直し

の中で、広く定着してきたのと同じでは

ないでしょうか。その意味で、障害学生

から要望される合理的配慮は、ソー

シャル・イノベーションにつながるという

ことができます。
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合理的配慮から
ソーシャル・イノベーションへ

コロナ禍という非常時において、本学における障害をもつ学生の学びはいかに守れたのか。

専門家として陣頭に立って奮闘された田中真理先生にお話を伺いました。
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教授  田中 真理（基幹教育院）



障害のある学生の
受講環境を守るために

─コロナ禍は、障害をもつ学生と、彼

らの支援に当たるインクルージョン支

援推進室にとってどのようなご経験

だったのでしょう。

　キャンパスライフ・健康支援センター

（CHC）インクルージョン支援推進室で

は、全学の障害をもった学生・教職員

の支援を行っています。コロナ禍にお

いては、提供できる支援やそのための

体制の整備など、手探りで進めなけれ

ばならないことばかりで、本当に大変な

一年でした。特に、遠隔授業での合理

的配慮は、全く経験がありませんでし

たので、他大学との情報共有をしなが

ら進めました。もともと、対人関係にスト

レスがあったり、移動が困難であったり

するために、合理的配慮の一環として

遠隔授業を要望する学生はいたので

すが、対応してくださる教員は限定的

でした。それが、コロナ禍によって一気

に標準になったわけで、そのことで助

かった障害学生も少なくありません。そ

の一方で、遠隔授業に適応しにくい障

害学生もいます。例えば、遠隔授業で

は、ある程度PCの操作ができなければ

なりませんし、Microsoft 　Teams、

Skype　for　Business、Zoomといった

様々なオンライン会議システムを使いこ

なさなければなりません。授業科目によっ

てオンデマンド型・ライブ型・ハイブリッド

型と方法は様々ですし、レポートの提出

期限や提出方法も異なります。複雑な

情報や時間のマネジメントが苦手な学

生にとっては、簡単に適応できる環境で

はありません。対面授業なら、友達に

ちょっとしたことを聞くことで解決できて

いたことでも、コロナ禍ではハードルが

高くなりました。そうした学生への合理

的配慮を、どのように届けていくかに苦

心しました。

　まず、合理的配慮への申請は、授業

が始まる前に、インクルージョン支援推

進室が窓口となって相談に応じるので

すが、コロナ禍では学生に直接会うこ

とができません。インクルージョン支援

推進室の業務は、在宅でできない緊

急かつ守秘義務が課せられる業務に

該当しますので、在宅期間中もスタッフ

は原則毎日出勤しましたが、大学にい

る短い時間に電話やオンライン会議シ

ステムで学生からの相談を受け付け、

学生の状況のアセスメントを実施して、

手続を進めなければならないのが非

常に大変でした。深刻な精神状態に

陥っている学生もいましたので、様々な

制約の中でも、専門家が細心の注意

を払って慎重に対応するように心掛け

ました。

　私たちの取組については、情報共

有の取組、障害者支援の重要な担い

手であるピア・サポーター学生の活動、

遠隔型オープンキャンパスにおける受

験者への情報保障（動画の音声情報

への字幕の付与、フォントや色の工夫

による見やすさへの配慮等）、遠隔相

談体制の整備の観点から、次の報告

書にまとめています。

●下中村武・鈴木大輔・田島晶子・今村栞・

川口智也・横田晋務・田中真理「オンライン

環境における障害学生支援の実践」『基幹

教育紀要』第7巻（2021年3月）155-174頁。

　また、障害学生にとっての遠隔授業

のメリット・デメリットと合理的配慮の在り

方については、次の論文にまとめていま

すので、ご覧ください。

●横田晋務・田島晶子・中野光里・田中真

理「オンライン授業は障害のある学生に対

する有効な学習形態となりうるのか?」『基幹

教育紀要』第7巻（2021年3月）67-84頁。

合理的配慮は障害学生にとっての
教育のインフラ

─遠隔教育の提供に当たっては、本

学教員の一人一人が懸命な努力を展

開しましたが、合理的配慮の観点か

ら、どのような課題があったでしょう。

　「非常時におけるプリズム効果」は、

災害時によく見られる現象ですが、コ

ロナ禍においても顕在化しました。緊

急時に余裕がなくなると、平時には潜

在化している無意識のバイアスが一

気に顕在化する現象です。例えば、

「合理的配慮なんてどうでもいい」と

思っている教職員がいたとしても、日常

的にはそれほど明確に現れません。と

ころが、緊急時には「そんな小さなこと

は後回しでいい」と、パッと顕在化した

りします。実際、多くの大学で「遠隔授

業でそれどころじゃありません。障害学

生の合理的配慮どころではありませ

ん」という声が聞かれたということで

す。そうした状況を受けて、2020年5月

には「全国高等教育障害学生支援

協議会」の石川代表理事から適切な

配慮を呼び掛ける声明文が発出され

ています。

　このようなプリズム効果によって、弱

い人の立場は非常時に一層弱くなりま

す。インクルージョン支援推進室には、

私を含め3名のスタッフが東日本大震

災を経験しています。震災の時も、障

害者の死亡率が圧倒的に高かったの

は、非常時に取り残されることが多い

弱者だからです。

　合理的配慮は、障害学生にとって

教育のインフラです。評価を甘くすると

か、下駄を履かせるとかいうことではな

く、スタートラインに立てないマイナス

を、プラスマイナスゼロにするもので

す。教育の基盤を整えることが合理的

配慮です。そのことが正しく認識され

ていないと、合理的配慮は後回しに

なってしまうのだと思います。

教育のユニバーサルデザイン
としての遠隔授業

─コロナ禍の経験から展望する今後

の合理的配慮の在り方について、どの

ようなことを考えていらっしゃいますか。

　遠隔授業は、もともと合理的配慮の

一環として、多くの学生が希望してい

たものです。それが一気に標準となっ

た今、学習形態の一つの選択肢、教

育のユニバーサルデザインの枠組み

の中に位置づけていくことが重要で

す。学習ゴールは一つでも、そこに到

達する学習形態とか、教育方法は複

数あるという発想をもつことです。それ

は、就労において精神障害の方や肢

体不自由の方が、合理的配慮の一環

として要請してきた時短勤務や在宅

勤務が、働き方や生活様式の見直し

の中で、広く定着してきたのと同じでは

ないでしょうか。その意味で、障害学生

から要望される合理的配慮は、ソー

シャル・イノベーションにつながるという

ことができます。
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合理的配慮から
ソーシャル・イノベーションへ

コロナ禍という非常時において、本学における障害をもつ学生の学びはいかに守れたのか。

専門家として陣頭に立って奮闘された田中真理先生にお話を伺いました。

CHC インクルージョン支援推進室
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教授  田中 真理（基幹教育院）



外国と日本との危機感の温度差

─国境を越えた人の移動が凍結され

ました。本学の留学にとってどのよう

にインパクトがあったのでしょうか。

肥後●コロナ禍における留学生セン

ターの教員12名の奮闘を思い出す

と、感慨無量になります。私の主な担

当であるJTWプログラム（Japan　in 

Today’s　World）は、本学の主要な

海外協定校に本籍を置く学生を一年

間、交換留学生として受け入れ、英語

で現代日本文化社会事情を教え、研

究指導するプログラムですが、2020年

1～3月の緊急事態宣言発令前は、

2019年10月に開始したプログラム第

26期の最中に当たりました。JTWは

通常50～60名の参加学生がおり、欧

州からの参加生が多いのですが、特

にフランスの学生たちは12月末頃から

落ち着きを失い

始め、1月第1週

頃からバタバタと

帰国してしまいま

した。それでも、約

半分の留学生が

残って、4月の緊

急事態宣言を九州大学で迎え、5月か

らは学生寮から遠隔授業を受けなけ

ればならなくなりました。日本文化に憧

れ、はるばる日本まで来た留学生たち

に、遠隔で教えなければならなかった

のです。JTWが非常に重視している

のが、課外活動で取り組む体験学習

です。日本人学生サポーターと一緒に

様々な研修旅行に出掛けたり、地域交

流などをしたりして、日本の文化社会を

直接体験する活動です。それがある

からこそ、留学生はわざわざ日本、その

中でも東京ではなくこの九州まで来る

のです。それができなくなったことは、プ

ログラムの運営上、大きな打撃でした。

そんな中でも、即席で多様なオンライ

ン・イベントを企画しました。また日本政

府の特別定額給付金に申請するため

のオンラインワークショップを実施して、

九州大学緊急学生支援金と合わせて

全員が受け取ることができました。

斉藤●私は、外国人留学生に対する

日本語コースを担当しています。本学

には、約2,500名の留学生が在籍して

おり、そのうち600～700名が日本語

コースを受講しています。一週間あた

り60～70コマの授業科目を専任教員

6名と非常勤講師25名で分担して開

講しています。

ところが、多く

の留学生が来

日できなくなっ

たわけですか

ら、非常勤講

師の雇用を維

持しながら必

要な授業科目を開講する苦労がありま

した。非常勤講師を対象とした遠隔授

業の研修も大変でした。

生田●私は本学学生の外国大学へ

の短期留学のコーディネートを担当し

ています。ちょうど、2020年2月22日から

3月5日は、本学とASEAN有力大学が

共同で開催するAsTW（ASEAN　in 

Today’s　World）が予定されていまし

た。日本政府や本学の新型コロナウイ

ルス感染症への対応方針が定まって

いない時期であったため、多くが現場

裁量に任され、危機管理の観点からと

ても難しい判断を強いられました。結

局、予定通り決行し、感染者を出すこと

なく無事終了できたので良かったので

すが、対応方針には改善すべき点が

多くあったと思います。また、4～5月に

は海外留学している本学学生を帰国

させなければなりませんでした。全学の

海外派遣担当教員は私一人でしたの

で、マンパワー的に限界があり、非常に

苦しい時期でした。

木下●私は、アジア太平洋カレッジ

（College　of　Asia　Pacific）という、本

学学生のための2週間前後の短期留

学プログラムを担当しています。ハワイ

大学等の海外大学の参加者と共に英

語による授業を受け、ディスカッションを

中心とした授業で自分の考えを述べ、

自主的に学習をするプログラムです。

諸外国の大学が留学生の受入れを

停止して遠隔授業に切り替える中、本

学ではなかなか方針が定まらず、現場

任せでしたので、実施の可否も含め

て、かなりの不安を抱えながら手探りで

取り組んでいました。

コロナ禍の中でも旺盛な
国際的学びへの関心

─海外渡航ができない中、学生の留

学モチベーションは変わりましたか？

生田●学業を続けること自体の不安

や、就職活動が難航するこのご時世

に留学を希望して良いのかという不安

の中で、苛立ちを抱えている学生もい

ます。その一方で、2021年度に交換留

学を希望する学生は72名と大変多く、

留学への関心が高まっていると感じる

こともあります。例えば、私が担当してい

る「世界が仕事場」という授業科目は、

世界の第一線で活躍している日本人

（国連職員、研究者、NPO代表、起業

家、ジャーナリストなど）を講師として招

き、それぞれの仕事や生き様を語って

いただくもので、グローバル社会での生

き方について学

生がヒントを得る

ことを目的として

います。遠隔授

業として実施し

た基幹教育総

合科目（選択）で

あるにもかかわらず、400名近く（内、大

学院生68名）の受講がありました。受

講理由として、「グローバル化や海外

に興味がありながら自分が取り残され

てしまう気がしてしまい、もっと様々な世

界を見てみたい」といった声が上がっ

ていました。春休みに開講した集中講

義「留学準備のための特別英語」も、

86名もの受講者がいました。

海外留学とは自分のコンフォート
ゾーンを出て裸になって学び
人として成長すること

─遠隔化によって今後、留学はどのよ

うに変化していくとお考えでしょうか。

肥後●遠隔化の利点は間違いなくあ

ります。例えば、わざわざ遠方に移動し

なくても、会議や打ち合わせができるよ

うになったため、業務の効率は上がりま

した。しかしながら、海外留学は、遠隔

授業でも実施できる「国際的な学び」

とは一線を画します。海外留学をする

ということは、単に外国語で異文化を

学ぶことではなく、自分の居心地のよい

コンフォートゾーンを出て、自分の母語、

ライフスタイル、友達、家族といった、自

分を守ってきてくれた全ての文化的資

源から離れて、裸になり無防備になっ

た上で、留学先の環境に身を置きなが

らその国や社会のことを学び、人として

成長することにその意義があります。こ

の本質を見据え、遠隔による国際的な

学びと安易に混合することなく、パンデ

ミックの中でどこまでブレずに実現でき

るのか議論をする必要があります。

木下●留学することの意義は、学生

がまっさらな状態で異文化社会に飛び

込み、自分の力で生活基盤から構築

し、留学先の大学に通い、交友関係を

広げ、様々な試練を経験しながら、単

位や学位を取得していくことです。遠

隔化が進むことで、全世界とつないだ

ウェビナーなど、国際的な広がりのある

学びを実現する可

能性は広がってい

くでしょう。しかし、そ

れはあくまでも、留

学の意義を補完す

るサプリメントだと

思います。今後、遠

隔化によって国際

的な学びの機会が増えたとしても、そ

れは留学経験のエッセンスを代替でき

るものではありませんので、実際に現地

へ行くという従来の留学は必ず守って

いきたいと思います。

斉藤●本学で学ぶ外国人留学生の

留学経験についても同じことが言えま

す。体験学習ができないことへのフォ

ローも大切ですが、留学生と日本人学

生、留学生同士の交友関係も大切に

していきたいと思います。これは留学生

たちの心のケアの問題にもつながりま

す。留学生は体験学習の中で日本人

学生と、日本語コースの中で他部局か

ら来た留学生との交流を広げていた

のですが、コロナ禍ではそれが大きく

制限されてしまったのです。留学生セ

ンターの提供している体験学習や日本

語コースは、九大の留学生を精神的

に支えることにも役に立っていたのだと

実感しました。だからこそ、簡単に遠隔

授業に切り替えるとは言えません。

肥後●コロナ禍は、留学生センターに

とっても、本学の国際教育の取組全体

にとっても試練です。しかしこの経験を

通して、自分たちの取組の核は何なの

か、何が一番大事なのか、その意義を

再認識する機会になりました。しかしそ

れは、留学生センターが単独で追求で

きることではありません。九州大学の国

際化は、留学生センターのような一部

の国際教育・研究スペシャリスト部署に

任せるのではなく、大学全体が取り組

むミッションとして再定義し、それをしっ

かりと永続的に支えうる事務組織を

伴った体制の中で推進していく必要が

あります。

教授 肥後 裕輝 准教授 生田 博子

准教授 木下 博子

准教授 斉藤 信浩
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Beyondコロナにおける
国際的な学びの在り方

国境を越えた移動が中断されたコロナ禍において大学教育の国際化をどのように推進し、Beyondコロナをいかに展

望するのか。九州大学で学ぶ外国人留学生に対する日本語・日本文化の教育、本学から外国大学への留学を希望す

る学生への準備教育・指導、本学全体の国際戦略促進とグローバル人材育成に取り組む留学生センターの先生方に

伺いました。

留学生センター

留
学
生
セ
ン
タ
ー

教授  肥後 裕輝 准教授  斉藤 信浩 准教授  生田 博子 准教授  木下 博子



外国と日本との危機感の温度差

─国境を越えた人の移動が凍結され

ました。本学の留学にとってどのよう

にインパクトがあったのでしょうか。

肥後●コロナ禍における留学生セン

ターの教員12名の奮闘を思い出す

と、感慨無量になります。私の主な担

当であるJTWプログラム（Japan　in 

Today’s　World）は、本学の主要な

海外協定校に本籍を置く学生を一年

間、交換留学生として受け入れ、英語

で現代日本文化社会事情を教え、研

究指導するプログラムですが、2020年

1～3月の緊急事態宣言発令前は、

2019年10月に開始したプログラム第

26期の最中に当たりました。JTWは

通常50～60名の参加学生がおり、欧

州からの参加生が多いのですが、特

にフランスの学生たちは12月末頃から

落ち着きを失い

始め、1月第1週

頃からバタバタと

帰国してしまいま

した。それでも、約

半分の留学生が

残って、4月の緊

急事態宣言を九州大学で迎え、5月か

らは学生寮から遠隔授業を受けなけ

ればならなくなりました。日本文化に憧

れ、はるばる日本まで来た留学生たち

に、遠隔で教えなければならなかった

のです。JTWが非常に重視している

のが、課外活動で取り組む体験学習

です。日本人学生サポーターと一緒に

様々な研修旅行に出掛けたり、地域交

流などをしたりして、日本の文化社会を

直接体験する活動です。それがある

からこそ、留学生はわざわざ日本、その

中でも東京ではなくこの九州まで来る

のです。それができなくなったことは、プ

ログラムの運営上、大きな打撃でした。

そんな中でも、即席で多様なオンライ

ン・イベントを企画しました。また日本政

府の特別定額給付金に申請するため

のオンラインワークショップを実施して、

九州大学緊急学生支援金と合わせて

全員が受け取ることができました。

斉藤●私は、外国人留学生に対する

日本語コースを担当しています。本学

には、約2,500名の留学生が在籍して

おり、そのうち600～700名が日本語

コースを受講しています。一週間あた

り60～70コマの授業科目を専任教員

6名と非常勤講師25名で分担して開

講しています。

ところが、多く

の留学生が来

日できなくなっ

たわけですか

ら、非常勤講

師の雇用を維

持しながら必

要な授業科目を開講する苦労がありま

した。非常勤講師を対象とした遠隔授

業の研修も大変でした。

生田●私は本学学生の外国大学へ

の短期留学のコーディネートを担当し

ています。ちょうど、2020年2月22日から

3月5日は、本学とASEAN有力大学が

共同で開催するAsTW（ASEAN　in 

Today’s　World）が予定されていまし

た。日本政府や本学の新型コロナウイ

ルス感染症への対応方針が定まって

いない時期であったため、多くが現場

裁量に任され、危機管理の観点からと

ても難しい判断を強いられました。結

局、予定通り決行し、感染者を出すこと

なく無事終了できたので良かったので

すが、対応方針には改善すべき点が

多くあったと思います。また、4～5月に

は海外留学している本学学生を帰国

させなければなりませんでした。全学の

海外派遣担当教員は私一人でしたの

で、マンパワー的に限界があり、非常に

苦しい時期でした。

木下●私は、アジア太平洋カレッジ

（College　of　Asia　Pacific）という、本

学学生のための2週間前後の短期留

学プログラムを担当しています。ハワイ

大学等の海外大学の参加者と共に英

語による授業を受け、ディスカッションを

中心とした授業で自分の考えを述べ、

自主的に学習をするプログラムです。

諸外国の大学が留学生の受入れを

停止して遠隔授業に切り替える中、本

学ではなかなか方針が定まらず、現場

任せでしたので、実施の可否も含め

て、かなりの不安を抱えながら手探りで

取り組んでいました。

コロナ禍の中でも旺盛な
国際的学びへの関心

─海外渡航ができない中、学生の留

学モチベーションは変わりましたか？

生田●学業を続けること自体の不安

や、就職活動が難航するこのご時世

に留学を希望して良いのかという不安

の中で、苛立ちを抱えている学生もい

ます。その一方で、2021年度に交換留

学を希望する学生は72名と大変多く、

留学への関心が高まっていると感じる

こともあります。例えば、私が担当してい

る「世界が仕事場」という授業科目は、

世界の第一線で活躍している日本人

（国連職員、研究者、NPO代表、起業

家、ジャーナリストなど）を講師として招

き、それぞれの仕事や生き様を語って

いただくもので、グローバル社会での生

き方について学

生がヒントを得る

ことを目的として

います。遠隔授

業として実施し

た基幹教育総

合科目（選択）で

あるにもかかわらず、400名近く（内、大

学院生68名）の受講がありました。受

講理由として、「グローバル化や海外

に興味がありながら自分が取り残され

てしまう気がしてしまい、もっと様々な世

界を見てみたい」といった声が上がっ

ていました。春休みに開講した集中講

義「留学準備のための特別英語」も、

86名もの受講者がいました。

海外留学とは自分のコンフォート
ゾーンを出て裸になって学び
人として成長すること

─遠隔化によって今後、留学はどのよ

うに変化していくとお考えでしょうか。

肥後●遠隔化の利点は間違いなくあ

ります。例えば、わざわざ遠方に移動し

なくても、会議や打ち合わせができるよ

うになったため、業務の効率は上がりま

した。しかしながら、海外留学は、遠隔

授業でも実施できる「国際的な学び」

とは一線を画します。海外留学をする

ということは、単に外国語で異文化を

学ぶことではなく、自分の居心地のよい

コンフォートゾーンを出て、自分の母語、

ライフスタイル、友達、家族といった、自

分を守ってきてくれた全ての文化的資

源から離れて、裸になり無防備になっ

た上で、留学先の環境に身を置きなが

らその国や社会のことを学び、人として

成長することにその意義があります。こ

の本質を見据え、遠隔による国際的な

学びと安易に混合することなく、パンデ

ミックの中でどこまでブレずに実現でき

るのか議論をする必要があります。

木下●留学することの意義は、学生

がまっさらな状態で異文化社会に飛び

込み、自分の力で生活基盤から構築

し、留学先の大学に通い、交友関係を

広げ、様々な試練を経験しながら、単

位や学位を取得していくことです。遠

隔化が進むことで、全世界とつないだ

ウェビナーなど、国際的な広がりのある

学びを実現する可

能性は広がってい

くでしょう。しかし、そ

れはあくまでも、留

学の意義を補完す

るサプリメントだと

思います。今後、遠

隔化によって国際

的な学びの機会が増えたとしても、そ

れは留学経験のエッセンスを代替でき

るものではありませんので、実際に現地

へ行くという従来の留学は必ず守って

いきたいと思います。

斉藤●本学で学ぶ外国人留学生の

留学経験についても同じことが言えま

す。体験学習ができないことへのフォ

ローも大切ですが、留学生と日本人学

生、留学生同士の交友関係も大切に

していきたいと思います。これは留学生

たちの心のケアの問題にもつながりま

す。留学生は体験学習の中で日本人

学生と、日本語コースの中で他部局か

ら来た留学生との交流を広げていた

のですが、コロナ禍ではそれが大きく

制限されてしまったのです。留学生セ

ンターの提供している体験学習や日本

語コースは、九大の留学生を精神的

に支えることにも役に立っていたのだと

実感しました。だからこそ、簡単に遠隔

授業に切り替えるとは言えません。

肥後●コロナ禍は、留学生センターに

とっても、本学の国際教育の取組全体

にとっても試練です。しかしこの経験を

通して、自分たちの取組の核は何なの

か、何が一番大事なのか、その意義を

再認識する機会になりました。しかしそ

れは、留学生センターが単独で追求で

きることではありません。九州大学の国

際化は、留学生センターのような一部

の国際教育・研究スペシャリスト部署に

任せるのではなく、大学全体が取り組

むミッションとして再定義し、それをしっ

かりと永続的に支えうる事務組織を

伴った体制の中で推進していく必要が

あります。

教授 肥後 裕輝 准教授 生田 博子

准教授 木下 博子

准教授 斉藤 信浩
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Beyondコロナにおける
国際的な学びの在り方

国境を越えた移動が中断されたコロナ禍において大学教育の国際化をどのように推進し、Beyondコロナをいかに展

望するのか。九州大学で学ぶ外国人留学生に対する日本語・日本文化の教育、本学から外国大学への留学を希望す

る学生への準備教育・指導、本学全体の国際戦略促進とグローバル人材育成に取り組む留学生センターの先生方に

伺いました。

留学生センター

留
学
生
セ
ン
タ
ー

教授  肥後 裕輝 准教授  斉藤 信浩 准教授  生田 博子 准教授  木下 博子



できるだけ平時と同様のことを
学生のためにやってあげたい

─学生の学びと生活を支える最前線

である学務部の責任者として、難しい

判断を迫られる場面がいくつもあった

のではないか思います。何を指針に、どの

ように切り抜けてこられたのでしょうか。

　「感染症から身を守ること」、その根

底は誰もが同じでした。しかし、置かれ

ている立場によって考え方は様々でし

た。どれも間違いではないので、それら

をどう治めるか、苦労しました。たとえ

ば、対面授業を導入するのか、入学式

を実施するのか、卒業式を挙行するの

か、入試は従来通りの方法で実施す

るのか、合格発表をするのか。正解が

分からない中で、他大学の状況も踏ま

えつつ、「社会からの目」にも配慮しな

がら、「学生は何を望むのか」「できる

だけ平時と同様のことを学生のために

やってあげたい」という基本方針のもと

で判断し、合意を取り付け、決定・遂行

してきました。学務部の職員が、よく頑

張ってくれました。学務系の業務は、平

時には、ルーチンとして実施する業務

が多いのですが、このような非常事態

時には新たに制度設計しなければな

らないことがたくさんあり、職員一人一

人が自分なりに考えて、積極的に動くこ

とが求められました。職員の企画力の

評価の場としては、面白い一年でした。

　「大学生にとっての一年間」の重み

は、大人とは比べものになりません。

キャンパスで過ごすことができなかった

その貴重な一年間について、「新型コ

ロナウイルスのために我慢せよ」とは

軽々には言えないはずです。そうした

思いを指針に、物事を進めてきました。

2020年2月25,26日の令和2年度前期

入試、2020年3月8日の合格発表を「例

年通り実施したい」と強く主張したの

も、同じ理由です。受験生はこの日、こ

の瞬間のために頑張ってきたのです。

感染リスクを抑えるために、入試につい

ては、消毒液やマスクが足りない状況

下で、いろいろなアイデアを出しながら

準備しました。合格発表については、

屋外の会場に受験生・保護者のみが

来場して良いように制限すると同時に、

従来は1時間ずらしていたホームペー

ジでの合格発表を同時実施すること

で、来場者を減らす工夫をして断行し

ました。2020年9月の新入生歓迎式の

実施については、反対意見も多くて壁

が高かったのですが、出席した新入生

から感謝の言葉があり、在校生のチア

リーダーも貴重な活動の場を得られた

と喜んでくれました。令和3年度入試に

ついても、受験生は通常の入試のため

に勉強をしてきているのですから、でき

るだけ通常の入試をしたいという考え

のもとで、新型コロナウイルスの感染状

況次第で受験生が動けなくなることも

想定しながら、アドミッションセンターや

部局と連携して、総合型・学校推薦

型・一般選抜のそれぞれについて取り

組んでいるところです。

新入生への特別な配慮：1年生全
員を対象に実施した遠隔模擬授業

─コロナ禍において、遠隔授業の導

入が一気に進みました。そのために、

とりわけキャンパスに登校できないま

ま大学での学びを始めなければなら

なかった新入生のために、どのように

条件整備を進められたのでしょう。

　2020年3月17日の役員懇談会の時

点では、令和2年度春学期を4月15日

から対面授業の形で開始する予定

でしたが、その後急遽、5月の連休明

けから遠隔授業の形で開始すること

に決定しました。遠隔授業では、学習

支援システムMoodleの活用が不可

欠です。本学の2年生以上は、すでに

Moodleを活用する経験を経ています

が、入学したばかりの1年生は、Moodle

を使ったことがありません。自宅等から

インターネットにアクセスできるかどうか

分かりません。そもそも大学で授業を受

けた経験もありません。そこで、4月の最

終週に、1年生全員を対象に2日間に

わたって、二つの遠隔会議システム

Microsoft　Teams（1日目）とSkype 

for　Business（2日目）、及びMoodleを

使った模擬授業を実施しました。当時

の安浦理事（情報担当）の呼び掛け

のもとに、情報系の先生方が素晴らし

い機動力をもって、学務部学務企画課

と連携して準備を進めてくださいまし

た。模擬授業当日には、クラス担当の

先生方にアクセスできていない学生に

直接連絡を取っていただくことで、1年

生全員が確実に遠隔授業に参加でき

るように徹底しました。このようにして、

春学期開始前に、遠隔授業の準備を

整えられたことは大きな成果だったと

思います。

誠心誠意、学生の生活を支える

─学生への経済支援、生活支援、心

のケアをはじめ、学生の日々の生活を

支えるのも学務部の業務です。コロ

ナ禍においては、想定を超える取組が

必要だったのではないでしょうか。

　経済支援に関しては、政府からの

学生支援緊急給付金、本学独自の緊

急学生支援金と緊急授業料免除と

いった10億円規模の業務が、通常の

奨学金業務の上に新たに発生しまし

た。そのため、学務部内で特命チーム

を結成して、制度設計・審査・支給業

務の一切について機動力をもって対

応を行った事業もあります。生活支援

に関しては、学生に食事を提供する生

協の機能を、経営面と両立させなが

ら、どのように維持できるのか、生協の

理事長と相談を重ねてきました。とく

に、年間ミールカードを契約している学

生のために、なんとか食事を提供した

い。そのために、食堂の周りにテントを

張ることも考えましたが、現在のところ、

弁当を提供して、各自、教室で食べて

もらう方法をとっています。学生の心の

ケアとしては、とくに新入生を対象とし

た相談窓口を、2020年4月20日に開設

しました。「新入生の皆さんが困ってい

ること、不安なこと、相談したいことの

相談窓口」というタイトルで、学生ポー

タルから一斉メールを送信しました。

「学務部長をしています川原と申しま

す。合格発表のときにハンドマイクで話

していたのが私です」といった自己紹

介から始め、「基幹教育の必修関係と

ガイダンス関係の動画を見て分からな

い場合」の連絡先、「学生生活ガイダ

ンスを見ても分からない場合」の連絡

先などを示しました。先に話した遠隔

模擬授業についても、このポータルか

ら連絡しました。授業内容に関しては、

学部学科の先生に直接聞きたいこと

があるだろうと思い、学部学科の連絡

先等も記載するとともに、学務部の相

談用メールアドレスも複数設けました。

学務部に届いたメールについては、該

当する学部学科、必要に応じてキャン

パスライフ・健康支援センターにつなぎ

ました。「どこに相談すればいいんだろ

う」と悩む学生さんには、川原宛のアド

レスに連絡できるようにもしました。この

メールアドレスは、今も毎朝確認してい

ます。相談の中には、第二志望で入っ

た新入生から、「私の選択は間違って

いたんじゃないか。私は立ち止まるべき

でしょうか、それともこのまま流されてみ

るのが人生でしょうか」といった進路の

悩みに関する相談が届いたこともあり

ました。このメールを、該当する学部学

科にお届けしたところ、先生から、涙が

出るような丁寧なお返事を学生さんに

返していただきました。こういう素晴らし

い先生方のためにも頑張ろうと思え

た、励みになる経験でした。

　「学生は何を望むのか」「できるだけ

平時と同様のことを学生のためにやっ

てあげたい」という基本方針のもとに、

学務部一丸となって取り組んできた一

年でした。そうした中で、今後の課題も

見えてきています。たとえば、職員の服

務について、在宅勤務ができる職員と

できない職員の間での不協和音が顕

在化してきています。在宅勤務も含め、

学務部と部局の学務関係部署がこれ

からも一丸となって、学生さんの学びと

生活を守る良い仕事を続けていくため

に、ここまでの検証を行うとともに、

With & Beyondコロナも見据えた対

応を、行っていく必要があります。
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非常事態の最中
学生の「いつも通り」を
守るために力を尽くす

コロナ禍によって非常事態に陥った2020年。

学生たちの「安全」と「学生生活」をどのように守っていくか。

本学の教育・学生支援・入試等に係る全学的な業務を

所掌する学務部のトップとして考え抜き、奮闘し続けた

学務部・川原部長（当時）にお話を伺いました。

部長  川原 弘一

学務部

学
務
部



できるだけ平時と同様のことを
学生のためにやってあげたい

─学生の学びと生活を支える最前線

である学務部の責任者として、難しい

判断を迫られる場面がいくつもあった

のではないか思います。何を指針に、どの

ように切り抜けてこられたのでしょうか。

　「感染症から身を守ること」、その根

底は誰もが同じでした。しかし、置かれ

ている立場によって考え方は様々でし

た。どれも間違いではないので、それら

をどう治めるか、苦労しました。たとえ

ば、対面授業を導入するのか、入学式

を実施するのか、卒業式を挙行するの

か、入試は従来通りの方法で実施す

るのか、合格発表をするのか。正解が

分からない中で、他大学の状況も踏ま

えつつ、「社会からの目」にも配慮しな

がら、「学生は何を望むのか」「できる

だけ平時と同様のことを学生のために

やってあげたい」という基本方針のもと

で判断し、合意を取り付け、決定・遂行

してきました。学務部の職員が、よく頑

張ってくれました。学務系の業務は、平

時には、ルーチンとして実施する業務

が多いのですが、このような非常事態

時には新たに制度設計しなければな

らないことがたくさんあり、職員一人一

人が自分なりに考えて、積極的に動くこ

とが求められました。職員の企画力の

評価の場としては、面白い一年でした。

　「大学生にとっての一年間」の重み

は、大人とは比べものになりません。

キャンパスで過ごすことができなかった

その貴重な一年間について、「新型コ

ロナウイルスのために我慢せよ」とは

軽々には言えないはずです。そうした

思いを指針に、物事を進めてきました。

2020年2月25,26日の令和2年度前期

入試、2020年3月8日の合格発表を「例

年通り実施したい」と強く主張したの

も、同じ理由です。受験生はこの日、こ

の瞬間のために頑張ってきたのです。

感染リスクを抑えるために、入試につい

ては、消毒液やマスクが足りない状況

下で、いろいろなアイデアを出しながら

準備しました。合格発表については、

屋外の会場に受験生・保護者のみが

来場して良いように制限すると同時に、

従来は1時間ずらしていたホームペー

ジでの合格発表を同時実施すること

で、来場者を減らす工夫をして断行し

ました。2020年9月の新入生歓迎式の

実施については、反対意見も多くて壁

が高かったのですが、出席した新入生

から感謝の言葉があり、在校生のチア

リーダーも貴重な活動の場を得られた

と喜んでくれました。令和3年度入試に

ついても、受験生は通常の入試のため

に勉強をしてきているのですから、でき

るだけ通常の入試をしたいという考え

のもとで、新型コロナウイルスの感染状

況次第で受験生が動けなくなることも

想定しながら、アドミッションセンターや

部局と連携して、総合型・学校推薦

型・一般選抜のそれぞれについて取り

組んでいるところです。

新入生への特別な配慮：1年生全
員を対象に実施した遠隔模擬授業

─コロナ禍において、遠隔授業の導

入が一気に進みました。そのために、

とりわけキャンパスに登校できないま

ま大学での学びを始めなければなら

なかった新入生のために、どのように

条件整備を進められたのでしょう。

　2020年3月17日の役員懇談会の時

点では、令和2年度春学期を4月15日

から対面授業の形で開始する予定

でしたが、その後急遽、5月の連休明

けから遠隔授業の形で開始すること

に決定しました。遠隔授業では、学習

支援システムMoodleの活用が不可

欠です。本学の2年生以上は、すでに

Moodleを活用する経験を経ています

が、入学したばかりの1年生は、Moodle

を使ったことがありません。自宅等から

インターネットにアクセスできるかどうか

分かりません。そもそも大学で授業を受

けた経験もありません。そこで、4月の最

終週に、1年生全員を対象に2日間に

わたって、二つの遠隔会議システム

Microsoft　Teams（1日目）とSkype 

for　Business（2日目）、及びMoodleを

使った模擬授業を実施しました。当時

の安浦理事（情報担当）の呼び掛け

のもとに、情報系の先生方が素晴らし

い機動力をもって、学務部学務企画課

と連携して準備を進めてくださいまし

た。模擬授業当日には、クラス担当の

先生方にアクセスできていない学生に

直接連絡を取っていただくことで、1年

生全員が確実に遠隔授業に参加でき

るように徹底しました。このようにして、

春学期開始前に、遠隔授業の準備を

整えられたことは大きな成果だったと

思います。

誠心誠意、学生の生活を支える

─学生への経済支援、生活支援、心

のケアをはじめ、学生の日々の生活を

支えるのも学務部の業務です。コロ

ナ禍においては、想定を超える取組が

必要だったのではないでしょうか。

　経済支援に関しては、政府からの

学生支援緊急給付金、本学独自の緊

急学生支援金と緊急授業料免除と

いった10億円規模の業務が、通常の

奨学金業務の上に新たに発生しまし

た。そのため、学務部内で特命チーム

を結成して、制度設計・審査・支給業

務の一切について機動力をもって対

応を行った事業もあります。生活支援

に関しては、学生に食事を提供する生

協の機能を、経営面と両立させなが

ら、どのように維持できるのか、生協の

理事長と相談を重ねてきました。とく

に、年間ミールカードを契約している学

生のために、なんとか食事を提供した

い。そのために、食堂の周りにテントを

張ることも考えましたが、現在のところ、

弁当を提供して、各自、教室で食べて

もらう方法をとっています。学生の心の

ケアとしては、とくに新入生を対象とし

た相談窓口を、2020年4月20日に開設

しました。「新入生の皆さんが困ってい

ること、不安なこと、相談したいことの

相談窓口」というタイトルで、学生ポー

タルから一斉メールを送信しました。

「学務部長をしています川原と申しま

す。合格発表のときにハンドマイクで話

していたのが私です」といった自己紹

介から始め、「基幹教育の必修関係と

ガイダンス関係の動画を見て分からな

い場合」の連絡先、「学生生活ガイダ

ンスを見ても分からない場合」の連絡

先などを示しました。先に話した遠隔

模擬授業についても、このポータルか

ら連絡しました。授業内容に関しては、

学部学科の先生に直接聞きたいこと

があるだろうと思い、学部学科の連絡

先等も記載するとともに、学務部の相

談用メールアドレスも複数設けました。

学務部に届いたメールについては、該

当する学部学科、必要に応じてキャン

パスライフ・健康支援センターにつなぎ

ました。「どこに相談すればいいんだろ

う」と悩む学生さんには、川原宛のアド

レスに連絡できるようにもしました。この

メールアドレスは、今も毎朝確認してい

ます。相談の中には、第二志望で入っ

た新入生から、「私の選択は間違って

いたんじゃないか。私は立ち止まるべき

でしょうか、それともこのまま流されてみ

るのが人生でしょうか」といった進路の

悩みに関する相談が届いたこともあり

ました。このメールを、該当する学部学

科にお届けしたところ、先生から、涙が

出るような丁寧なお返事を学生さんに

返していただきました。こういう素晴らし

い先生方のためにも頑張ろうと思え

た、励みになる経験でした。

　「学生は何を望むのか」「できるだけ

平時と同様のことを学生のためにやっ

てあげたい」という基本方針のもとに、

学務部一丸となって取り組んできた一

年でした。そうした中で、今後の課題も

見えてきています。たとえば、職員の服

務について、在宅勤務ができる職員と

できない職員の間での不協和音が顕

在化してきています。在宅勤務も含め、

学務部と部局の学務関係部署がこれ

からも一丸となって、学生さんの学びと

生活を守る良い仕事を続けていくため

に、ここまでの検証を行うとともに、

With & Beyondコロナも見据えた対

応を、行っていく必要があります。
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非常事態の最中
学生の「いつも通り」を
守るために力を尽くす

コロナ禍によって非常事態に陥った2020年。

学生たちの「安全」と「学生生活」をどのように守っていくか。

本学の教育・学生支援・入試等に係る全学的な業務を

所掌する学務部のトップとして考え抜き、奮闘し続けた

学務部・川原部長（当時）にお話を伺いました。

部長  川原 弘一

学務部

学
務
部



式典開催の是非
初めての遠隔授業の
本格実施に向けてのあゆみ

─学位記授与式の開催と入学式の中

止はどのように決断されたのでしょうか。

庄司●学位記授与式は卒業生・修了

生にとって最後の式典です。全国的に

中止する大学が多い中、本学では開

催することを基本路線に、総長を始め

とする先生方と話合いを重ね、人数を

制限して実施しました。その結果、代

表挨拶した全ての学生が開催への感

謝を述べてくれたのに加え、メディアに

も好意的に受け止めてもらえたので、

実施して良かったと思っています。一

方、入学式は本学史上初の中止の判

断をせざるを得ない結果となりました。

新入生については、卒業生・修了生と

は違い、日を改めて歓迎式ができると

いう判断がありました。

遠隔化に向け授業日程・形態の
あり方を模索

─遠隔授業を導入する背景にはどの

ような動きがあったのでしょう。

庄司●遠隔授業の実施に向けた準

備のため、本来、4月から開始される授

業日程を5月からに繰り下げました。当

時、一部の先生方の間では「遠隔の

授業で大丈夫なのか」と困惑する雰

囲気がありましたが、次第にご理解い

ただけました。遠隔化を進める上で、

情報系の先生方が積極的・自発的に

ご協力くださったおかげで、大きな混

乱もなくプロセスに入れたのはありがた

かったですね。限られた時間の中、会

議や打合せなどもなく、ほぼメールベー

スで遠隔化に向けたインフラとマニュ

アルの整備を進めてくださいました。本

学が持つ人的リソース、情報インフラ

の基盤が、適切に機能した結果だと

思います。

黒添●本学では、以前から学生のパ

ソコン必携化やLMS（学習管理シス

テム）、Moodleなどの導入を進めてい

て、これらが遠隔授業の実施に当

たってとても役立ちました。また、

Moodleのほかにも、学内の至るところ

で全国の大学に先んじて様々なシス

テムが導入されており、今回のコロナ

禍でそれらが活躍した事例は多々

あった印象です。それらシステムを全

国の大学に先んじて導入してきた実

績を、大学として誇って良いのではな

いでしょうか。

対面で手続できない状況に
コンビニの証明書発行で対応

─新入生の入学後の手続については

どのように対応されたのでしょう。

黒添●大学に入学すると多くの手続

で学生証の提示が必要になってきま

す。しかし、入学式が中止され、新入生

たちが大学に来られなくなったことで、

学生証が配付できませんでした。その

状況には、幸いにも本学で2020年4月

から証明書をコンビニエンスストアで発

行できるシステムを導入しており、大学

に来なくとも、学生証の代わりになる在

学証明書をコンビニエンスストアで発

行してもらうことで、うまく対処できたと

思います。

コロナ禍で日本に入国できない
留学生の救済制度

─留学生への対応について教えてく

ださい。

蔵本●政府が出入国を規制したこと

で、入学を予定していた留学生たちが

日本に来られなくなりました。そうなると、

授業を受けられない期間の授業料が

問題として挙がりました。授業料等の

取扱いについて、財務部や教務担当

と協議し、入学を一旦取り消して状況

が落ち着いてから再度入学の手続を

とる方針を立て、新型コロナ危機対策

本部会議に了承をもらい対応しまし

た。また、在学生に対しては、これまで

は休学の理由として今回のような感染

症は認められていませんでしたが、こち

らも同会議にて緊急避難的に「その他

特別の事情」として認める方針にしま

した。学内の関係部署が前向きに検

討してくれたので、対応できたのだと思

います。

生活が困窮する学生たちに
一律3万円を独自支援

─学生への経済支援についてはいか

がでしょうか。

蔵本●九州大学独自の支援として、

2020年6月ごろ、1万8,000人の学生を

対象に一律3万円を支給しました。ま

た、文科省から学生たちに10万円（状

況によっては20万円）を給付することに

なりましたが、これは、経済支援の担当

部署に業務が集中していたので業務

を分散するため、部門でチームを作り、

対処しました。

緊急事態で気付いた大切なもの

─コロナ禍で得た教訓や課題につい

てご意見をお聞かせください。

庄司●コロナ禍を通して、学内の意思

決定のプロセスの明確化が必要だと

感じました。最初は新型インフルエンザ

に倣って対応を進めていましたが、求

められるスピード感が全く異なり、結局

そのまま活用できたのは、公休の取扱

いなど、ごく一部だけでした。既存の危

機管理関係のマニュアルや対応指針

の中には、役割を終えていると感じるも

のもあります。現在、学内において、より

網羅的で総括的なコロナ対応の部署

の設置を検討しています。そこを中心

に、今回の一連の対応を踏まえて、うま

く意思決定がなされる仕組みが作られ

るものと考えています。今後、我々の後

輩が同じような状況に置かれたときに、

安心して対応を進めることができる後

ろ盾になるものを期待します。

　また、本学の学位記授与式の実施

は好意的に伝えてもらえたものの、全国

の大学関係者が、学生の状況を過剰

に、大学の対応を不当に伝えるメディア

に困惑し、不安をあおられたのではない

でしょうか。これまでもメディアが扱う大

学や学生関係の報道には問題意識を

持っていました。全国の大学全体とし

て、メディアの在り方を問いてもいいの

ではないか、と強く思うようになりました。

それが、学生や大学関係者がより安心

して教育研究活動に打ち込める環境

作りにつながるものと考えています。

蔵本●新入生たちは最初のクラス会

で、初めて自分のクラスの他の学生た

ちと顔を合わせます。その際に、クラス

の代表者などを決めるのですが、今年

はその機会が失われました。クラスに

よっては遠隔で開催したところもありま

す。ただ、多くのクラスではいまだに学

生同士の交流が少なく、音頭を取れる

学生がいない状況です。そこで、大学

生協に協力を仰ぎ、遠隔での交流会

を開催してもらいました。しかし、この交

流会がどれほど学生たちに波及した

のかは若干の疑問が残ります。今後も

学生が孤立しないよう、学生支援課と

意見交換しながら企画を検討したり、

音頭を取れる学生を探したりしていき

たいと思います。

黒添●先ほど説明したとおり本学で

は他大学に先駆け様々なシステムを

導入してきましたが、実はMoodleにつ

いては別部署が導入・管理していて

当課ではその詳細をほとんど把握して

いない状況でした。遠隔授業をより効

果的に実施するためには、Moodleと

他のシステムの連携が重要になりま

す。また、教育改革を進めるに当たっ

ては、各システムで得られる教育デー

タの活用が重要であり、そのためにも

連携が重要になります。そのことを考

えると、やはり管轄外のシステムであっ

ても詳細を把握するよう努める必要が

あり、その点は課題であると感じまし

た。忙しいので仕方ない部分はあるも

のの、せっかくあるシステムなのでどう

いうふうに連携させられるのか、現場と

して検討する必要があるのではない

かと考えさせられました。
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学生を守るために
未曾有の事態に
団結して立ち向かう

式典や事務手続など学生に関わる業務全般を管轄している学務企画課では、

緊急事態宣言後、大学としての迅速な判断が委ねられました。

遠隔授業に向けてのあゆみや経済支援、そこから見えてきた課題について振り返ります。

課長  庄司 祐介 総務係長  蔵本 武史 企画調査係長  黒添 俊英

学務部 学務企画課
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本格実施に向けてのあゆみ

─学位記授与式の開催と入学式の中

止はどのように決断されたのでしょうか。

庄司●学位記授与式は卒業生・修了

生にとって最後の式典です。全国的に

中止する大学が多い中、本学では開

催することを基本路線に、総長を始め

とする先生方と話合いを重ね、人数を

制限して実施しました。その結果、代

表挨拶した全ての学生が開催への感

謝を述べてくれたのに加え、メディアに

も好意的に受け止めてもらえたので、

実施して良かったと思っています。一

方、入学式は本学史上初の中止の判

断をせざるを得ない結果となりました。

新入生については、卒業生・修了生と

は違い、日を改めて歓迎式ができると
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庄司●遠隔授業の実施に向けた準

備のため、本来、4月から開始される授

業日程を5月からに繰り下げました。当

時、一部の先生方の間では「遠隔の

授業で大丈夫なのか」と困惑する雰

囲気がありましたが、次第にご理解い

ただけました。遠隔化を進める上で、

情報系の先生方が積極的・自発的に

ご協力くださったおかげで、大きな混

乱もなくプロセスに入れたのはありがた

かったですね。限られた時間の中、会

議や打合せなどもなく、ほぼメールベー

スで遠隔化に向けたインフラとマニュ

アルの整備を進めてくださいました。本

学が持つ人的リソース、情報インフラ

の基盤が、適切に機能した結果だと

思います。

黒添●本学では、以前から学生のパ

ソコン必携化やLMS（学習管理シス

テム）、Moodleなどの導入を進めてい

て、これらが遠隔授業の実施に当

たってとても役立ちました。また、

Moodleのほかにも、学内の至るところ

で全国の大学に先んじて様々なシス

テムが導入されており、今回のコロナ

禍でそれらが活躍した事例は多々

あった印象です。それらシステムを全

国の大学に先んじて導入してきた実

績を、大学として誇って良いのではな

いでしょうか。

対面で手続できない状況に
コンビニの証明書発行で対応

─新入生の入学後の手続については

どのように対応されたのでしょう。

黒添●大学に入学すると多くの手続

で学生証の提示が必要になってきま

す。しかし、入学式が中止され、新入生

たちが大学に来られなくなったことで、

学生証が配付できませんでした。その

状況には、幸いにも本学で2020年4月
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行できるシステムを導入しており、大学

に来なくとも、学生証の代わりになる在
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行してもらうことで、うまく対処できたと
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─留学生への対応について教えてく

ださい。

蔵本●政府が出入国を規制したこと

で、入学を予定していた留学生たちが

日本に来られなくなりました。そうなると、

授業を受けられない期間の授業料が

問題として挙がりました。授業料等の

取扱いについて、財務部や教務担当

と協議し、入学を一旦取り消して状況

が落ち着いてから再度入学の手続を

とる方針を立て、新型コロナ危機対策

本部会議に了承をもらい対応しまし

た。また、在学生に対しては、これまで

は休学の理由として今回のような感染

症は認められていませんでしたが、こち

らも同会議にて緊急避難的に「その他

特別の事情」として認める方針にしま

した。学内の関係部署が前向きに検

討してくれたので、対応できたのだと思

います。

生活が困窮する学生たちに
一律3万円を独自支援

─学生への経済支援についてはいか

がでしょうか。

蔵本●九州大学独自の支援として、

2020年6月ごろ、1万8,000人の学生を

対象に一律3万円を支給しました。ま

た、文科省から学生たちに10万円（状

況によっては20万円）を給付することに

なりましたが、これは、経済支援の担当

部署に業務が集中していたので業務

を分散するため、部門でチームを作り、

対処しました。

緊急事態で気付いた大切なもの

─コロナ禍で得た教訓や課題につい

てご意見をお聞かせください。

庄司●コロナ禍を通して、学内の意思

決定のプロセスの明確化が必要だと

感じました。最初は新型インフルエンザ

に倣って対応を進めていましたが、求

められるスピード感が全く異なり、結局

そのまま活用できたのは、公休の取扱

いなど、ごく一部だけでした。既存の危

機管理関係のマニュアルや対応指針

の中には、役割を終えていると感じるも

のもあります。現在、学内において、より

網羅的で総括的なコロナ対応の部署

の設置を検討しています。そこを中心

に、今回の一連の対応を踏まえて、うま

く意思決定がなされる仕組みが作られ

るものと考えています。今後、我々の後

輩が同じような状況に置かれたときに、

安心して対応を進めることができる後

ろ盾になるものを期待します。

　また、本学の学位記授与式の実施

は好意的に伝えてもらえたものの、全国

の大学関係者が、学生の状況を過剰

に、大学の対応を不当に伝えるメディア

に困惑し、不安をあおられたのではない

でしょうか。これまでもメディアが扱う大

学や学生関係の報道には問題意識を

持っていました。全国の大学全体とし

て、メディアの在り方を問いてもいいの

ではないか、と強く思うようになりました。

それが、学生や大学関係者がより安心

して教育研究活動に打ち込める環境

作りにつながるものと考えています。

蔵本●新入生たちは最初のクラス会

で、初めて自分のクラスの他の学生た

ちと顔を合わせます。その際に、クラス

の代表者などを決めるのですが、今年

はその機会が失われました。クラスに

よっては遠隔で開催したところもありま

す。ただ、多くのクラスではいまだに学

生同士の交流が少なく、音頭を取れる

学生がいない状況です。そこで、大学

生協に協力を仰ぎ、遠隔での交流会

を開催してもらいました。しかし、この交

流会がどれほど学生たちに波及した

のかは若干の疑問が残ります。今後も

学生が孤立しないよう、学生支援課と

意見交換しながら企画を検討したり、

音頭を取れる学生を探したりしていき

たいと思います。

黒添●先ほど説明したとおり本学で

は他大学に先駆け様々なシステムを

導入してきましたが、実はMoodleにつ

いては別部署が導入・管理していて

当課ではその詳細をほとんど把握して

いない状況でした。遠隔授業をより効

果的に実施するためには、Moodleと

他のシステムの連携が重要になりま

す。また、教育改革を進めるに当たっ

ては、各システムで得られる教育デー

タの活用が重要であり、そのためにも

連携が重要になります。そのことを考

えると、やはり管轄外のシステムであっ

ても詳細を把握するよう努める必要が

あり、その点は課題であると感じまし

た。忙しいので仕方ない部分はあるも

のの、せっかくあるシステムなのでどう

いうふうに連携させられるのか、現場と

して検討する必要があるのではない

かと考えさせられました。
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学生を守るために
未曾有の事態に
団結して立ち向かう

式典や事務手続など学生に関わる業務全般を管轄している学務企画課では、

緊急事態宣言後、大学としての迅速な判断が委ねられました。

遠隔授業に向けてのあゆみや経済支援、そこから見えてきた課題について振り返ります。

課長  庄司 祐介 総務係長  蔵本 武史 企画調査係長  黒添 俊英

学務部 学務企画課
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変化した環境に合わせた
個別の学生対応

─コロナ禍によってイレギュラーな対応

が多かったことと思います。急激に環境

が変化したことで学生との対応で苦労

されたことはありましたか？

吉川●入学式が中止になったことで

2,800人近くいる新入生たちに、学生

証の配付を一度に終わらせることがで

きませんでした。2020年5月に緊急事

態宣言が解かれ学生が大学に通学

できるようになってから、窓口で個別に

配付した数は2千数百人でした。それ

でも全員に配り終えることができなかっ

たため、配付できていない新入生たち

には、10月に開催した新入生歓迎式

で配付しました。また、学生に必要な書

類を提出してもらう際に、個別に指示を

する必要がありました。連絡方法につ

いては、以前から利用していた電話や

メール、学生ポータルシステムを利用し

たので、連絡自体はスムーズにできまし

た。しかし、書類によっては個人情報が

含まれるものや押印・サインされた原本

提出の必要なものがあります。その場

合は、学生に郵送するように指示した

り、先にメールでデータを送りその後で

窓口まで提出するように指示したり、と

必要な書類によって個別に対応しなけ

ればなりませんでした。また、学生から

メールでデータを送ってもらうときには、

学生本人の認証として、全学基本メー

ルを使用することや、データ保管にセ

キュリティ対策がされているオンライン

ストレージProselfを利用し、パスワード

設定をするように、など細かく指示し、

慎重に情報管理をしながら進める必

要がありました。

コロナ禍をきっかけに
やり方を見直し始めた健康診断

─学生支援課では学生の健康管理も

業務の一つとのことですが、コロナ禍で

はどのような状況でしたか？

吉川●毎年実施している学生の健康

診断についてですが、2020年度は変

化する新型コロナウイルスの感染状況

に翻弄され、直前に延期したり中止し

たり、また検討して中止・・・・・・などと、何

度も同じことを繰り返すような状況でし

た。健康診断は、学生の健康管理の

基本であり、各種病気の早期発見に

は欠かせません。特に、結核のような感

染症のリスクもあるので早期発見でき

ることが理想です。しかし、2020年度は

入学時や新学期時に健康診断を実

施できなかったため、急遽、Webによる

問診を実施し、学生たちの健康状態を

把握できるようにしました。次年度以降

は、この経験を生かして検査項目の見

直しや、Web事前予約システムを導入

するなど、コロナ禍でも対応できるように

準備したいと思っています。

合理的配慮が必要な学生たちへの
支援体制

─身体的・精神的に障害を持つ学生

の支援・相談はどのような変化があり

ましたか。

藤本●2020年4月以降、学生は大学

に来られなかったため、相談はメール

や電話で対応していました。以前から

メールや学生ポータルシステムを活用

していたことから、問合せ対応につい

ては緊急事態宣言の発令前と大きな

変更点はありませんでした。授業にお

ける合理的配慮に関しては、遠隔授

業になったことで、学生への合理的配

慮の実施につながった点もありまし

た。これまで、発達障害や心の病気な

ど様々な理由から授業に出席できな

い学生たちからは「教室に行くことが

できない」などの悩みや欠席時の情

報提供を求め、「授業の資料が手元

に欲しい」などの要望が多くありまし

た。それが、遠隔授業になったことで

教室に行く必要がなくなり、また、同時

にMoodle等に事前に資料がアップ

ロードされることが増えたため結果的

にそういった要望を満たせたのかなと

思います。一方で、先生方は授業で

何をするのか考えるのが大変だと思

います。教科書の内容を伝えるだけで

なく、専門的な知識を遠隔授業によっ

てどう伝えていくかが課題となってい

ると思います。

大学の行動指針が大原則。
安心・安全な活動の模索

─サークルについては緊急事態宣言

下で活動が制限されました。課外活

動の面ではどのような対応をされまし

たか。

東●2020年3月の終わりに、県から不

要不急の外出自粛要請が出されたこ

とを受け、各サークルに自粛要請をし

ました。その後、国から緊急事態宣言

が発令されてからは全面禁止とし、し

ばらく活動できない期間が続きました。

2020年6月25日に大学の行動指針が

「レベル2」に引き下げられた段階で、

サークルの個人練習を許可しました。

ただ、自粛期間に学生たちの体力が

低下していると考えられたため、一斉

に全面再開するのではなく段階的な

再開としました。団体練習について

は、サークルごとに競技団体のガイド

ラインに沿った感染症対策を策定し

てもらい、その対策を確認した後に

2020年7月20日に再開としました。活

動再開に当たっては大学の行動指

針を大原則とした上で、コロナ対策本

部と協議しながら進めてきました。

─サークル活動再開の際に特に配

慮されたことや大変だったことはあり

ますか？

東●個人練習を再開した時点では、

活動施設に名簿と検温機を設置して、

活動前に利用メンバーの記名と検温

を実施していました。その後の団体活

動の再開では、サークルごとに活動計

画を提出してもらったので、書類の確

認作業をしなければならず、それが大

変でした。しかし、活動計画や記録が

あることで、万が一、感染者が発生し

た際は感染ルートを追いかけることが

できるようになりましたので、良かったと

思います。

利用が集中する時間に
求められる、環境整備

─学生寮での対応に

ついて、お聞きしたいと

思います。

小椎葉●当初、学生寮

に特化した予防策は見

当たらず、試行錯誤して

いました。本学の学生寮

は一部を除き、キッチン

とお風呂、トイレが個別

に付いているワンルーム

マンション型ですが、多く

の学生たちが暮らす空

間のため、クラスターが発生するリスク

を考え、どう対策すべきかを検討してい

ました。

─学内の食堂や売店の課題はありま

すか？

小椎葉●対面授業が再開されると、

キャンパス内に教職員や学生が増え

てきました。そうなると、お昼の時間帯に

は、どうしても食堂に人が集まります。そ

こで、食堂の委託業者と協力をして、

パーテーションを設けたり、座席数を減

らしたりして（逆に室外席は増やした）、

感染予防の対策を行いました。しかし、

こちらでいくら感染対策をしたとしても、

やはり、教職員・学生たち一人一人の

協力は欠かせません。安心・安全な環

境を守っていくためには、教職員も学

生も力を合わせていく必要があると

思っています。
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安心・安全な学生活動を模索し
コロナ禍に兆しを見出す

学生生活をサポートする「学生支援課」では、コロナ禍での健康管理や課外活動、

その他、学内で過ごす厚生についての対応が急務でした。

激動の現場から打ち出した対応策とその課題を振り返ります。

学生支援係長  吉川 恵美子 専門職員  藤本 裕二 厚生係長  小椎葉 裕二 課外活動支援係長  東 優希

学務部 学生支援課
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変化した環境に合わせた
個別の学生対応

─コロナ禍によってイレギュラーな対応

が多かったことと思います。急激に環境

が変化したことで学生との対応で苦労

されたことはありましたか？

吉川●入学式が中止になったことで

2,800人近くいる新入生たちに、学生

証の配付を一度に終わらせることがで

きませんでした。2020年5月に緊急事

態宣言が解かれ学生が大学に通学

できるようになってから、窓口で個別に

配付した数は2千数百人でした。それ

でも全員に配り終えることができなかっ

たため、配付できていない新入生たち

には、10月に開催した新入生歓迎式

で配付しました。また、学生に必要な書

類を提出してもらう際に、個別に指示を

する必要がありました。連絡方法につ

いては、以前から利用していた電話や

メール、学生ポータルシステムを利用し

たので、連絡自体はスムーズにできまし

た。しかし、書類によっては個人情報が

含まれるものや押印・サインされた原本

提出の必要なものがあります。その場

合は、学生に郵送するように指示した

り、先にメールでデータを送りその後で

窓口まで提出するように指示したり、と

必要な書類によって個別に対応しなけ

ればなりませんでした。また、学生から

メールでデータを送ってもらうときには、

学生本人の認証として、全学基本メー

ルを使用することや、データ保管にセ

キュリティ対策がされているオンライン

ストレージProselfを利用し、パスワード

設定をするように、など細かく指示し、

慎重に情報管理をしながら進める必

要がありました。

コロナ禍をきっかけに
やり方を見直し始めた健康診断

─学生支援課では学生の健康管理も

業務の一つとのことですが、コロナ禍で

はどのような状況でしたか？

吉川●毎年実施している学生の健康

診断についてですが、2020年度は変

化する新型コロナウイルスの感染状況

に翻弄され、直前に延期したり中止し

たり、また検討して中止・・・・・・などと、何

度も同じことを繰り返すような状況でし

た。健康診断は、学生の健康管理の

基本であり、各種病気の早期発見に

は欠かせません。特に、結核のような感

染症のリスクもあるので早期発見でき

ることが理想です。しかし、2020年度は

入学時や新学期時に健康診断を実

施できなかったため、急遽、Webによる

問診を実施し、学生たちの健康状態を

把握できるようにしました。次年度以降

は、この経験を生かして検査項目の見

直しや、Web事前予約システムを導入

するなど、コロナ禍でも対応できるように

準備したいと思っています。

合理的配慮が必要な学生たちへの
支援体制

─身体的・精神的に障害を持つ学生

の支援・相談はどのような変化があり

ましたか。

藤本●2020年4月以降、学生は大学

に来られなかったため、相談はメール

や電話で対応していました。以前から

メールや学生ポータルシステムを活用

していたことから、問合せ対応につい

ては緊急事態宣言の発令前と大きな

変更点はありませんでした。授業にお

ける合理的配慮に関しては、遠隔授

業になったことで、学生への合理的配

慮の実施につながった点もありまし

た。これまで、発達障害や心の病気な

ど様々な理由から授業に出席できな

い学生たちからは「教室に行くことが

できない」などの悩みや欠席時の情

報提供を求め、「授業の資料が手元

に欲しい」などの要望が多くありまし

た。それが、遠隔授業になったことで

教室に行く必要がなくなり、また、同時

にMoodle等に事前に資料がアップ

ロードされることが増えたため結果的

にそういった要望を満たせたのかなと

思います。一方で、先生方は授業で

何をするのか考えるのが大変だと思

います。教科書の内容を伝えるだけで

なく、専門的な知識を遠隔授業によっ

てどう伝えていくかが課題となってい

ると思います。

大学の行動指針が大原則。
安心・安全な活動の模索

─サークルについては緊急事態宣言

下で活動が制限されました。課外活

動の面ではどのような対応をされまし

たか。

東●2020年3月の終わりに、県から不

要不急の外出自粛要請が出されたこ

とを受け、各サークルに自粛要請をし

ました。その後、国から緊急事態宣言

が発令されてからは全面禁止とし、し

ばらく活動できない期間が続きました。

2020年6月25日に大学の行動指針が

「レベル2」に引き下げられた段階で、

サークルの個人練習を許可しました。

ただ、自粛期間に学生たちの体力が

低下していると考えられたため、一斉

に全面再開するのではなく段階的な

再開としました。団体練習について

は、サークルごとに競技団体のガイド

ラインに沿った感染症対策を策定し

てもらい、その対策を確認した後に

2020年7月20日に再開としました。活

動再開に当たっては大学の行動指

針を大原則とした上で、コロナ対策本

部と協議しながら進めてきました。

─サークル活動再開の際に特に配

慮されたことや大変だったことはあり

ますか？

東●個人練習を再開した時点では、

活動施設に名簿と検温機を設置して、

活動前に利用メンバーの記名と検温

を実施していました。その後の団体活

動の再開では、サークルごとに活動計

画を提出してもらったので、書類の確

認作業をしなければならず、それが大

変でした。しかし、活動計画や記録が

あることで、万が一、感染者が発生し

た際は感染ルートを追いかけることが

できるようになりましたので、良かったと

思います。

利用が集中する時間に
求められる、環境整備

─学生寮での対応に

ついて、お聞きしたいと

思います。

小椎葉●当初、学生寮

に特化した予防策は見

当たらず、試行錯誤して

いました。本学の学生寮

は一部を除き、キッチン

とお風呂、トイレが個別

に付いているワンルーム

マンション型ですが、多く

の学生たちが暮らす空

間のため、クラスターが発生するリスク

を考え、どう対策すべきかを検討してい

ました。

─学内の食堂や売店の課題はありま

すか？

小椎葉●対面授業が再開されると、

キャンパス内に教職員や学生が増え

てきました。そうなると、お昼の時間帯に

は、どうしても食堂に人が集まります。そ

こで、食堂の委託業者と協力をして、

パーテーションを設けたり、座席数を減

らしたりして（逆に室外席は増やした）、
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安心・安全な学生活動を模索し
コロナ禍に兆しを見出す

学生生活をサポートする「学生支援課」では、コロナ禍での健康管理や課外活動、

その他、学内で過ごす厚生についての対応が急務でした。

激動の現場から打ち出した対応策とその課題を振り返ります。

学生支援係長  吉川 恵美子 専門職員  藤本 裕二 厚生係長  小椎葉 裕二 課外活動支援係長  東 優希
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コロナ禍で急増した
郵送手続にかかるコスト

─学生との事務手続は遠隔でどの

ようにして進められたのでしょうか。

杉山●例年、1月から3月は、授業料免

除や奨学金など経済支援の申請に関

する説明会を開催していました。2020

年度は新型コロナウイルスの影響から

一堂に会しての説明会は取り止める

こととなり、学生に経済支援について

のマニュアルを配付しました。経済支

援の募集では対面でのやり取りを避

けるために、窓口の前に受付ボックス

を配置したほか、メールでの受付も実

施しました。しかし、申請には書類の原

本や押印がどうしても必要です。そこ

で、実家に帰省していて窓口に来られ

ない学生に対しては、記録が残る郵

便としてレターパックを活用しながらや

り取りをしました。本学には、奨学金を

利用している学生が約4,000名いま

す。郵送の手続に人員が取られたこと

はもちろん、レターパックの購入額は

100万円近くにのぼり、経費の増大は

避けて通れないものでした。授業料免

除に関しては、以前から独自に申請シ

ステムを採用しています。今後は窓口

に学生が来られなくても活用できるよ

う、改良していきたいと思っています。

遠隔地での申請手続の難しさ
効率化に向けた課題

─遠隔での申請手続についての課題

を教えてください。

杉山●国の「学びの継続」のための

『学生支援緊急給付金』や全国各地

でコロナ基金が設立されたことを受け

て、本学でも学業継続給付金の制度

を立ち上げて支給を開始しました。申

請に関する学生との連絡の取り辛さ

は、コロナ禍以前からの課題です。こ

れまでも、学生ポータルシステムや全学

基本メール、ホームページなどを活用し

て、授業料免除や奨学金の連絡をし

ていましたが、これらは学生側からの

反応がないと既読されているかが分

かりません。特に院生は、各研究室で

独自にメールアドレスを配付していた

り、個人でフリーメールを使用していた

りするため、それらを経由しないとこちら

からの情報発信をあまり確認してもらえ

ません。学部生はもちろん、院生にも確

実につながれる連絡手段を構築して

いくことがこれからの課題です。

遠隔化で見えてきた
地方の就活生のメリット

─学生の就職活動はどのように支援

されたのでしょうか。

今城●2020年3月までは就職支援の

講座を対面で開講していましたが、4月

はすべて中止になり、5月末から少しず

つ遠隔で再開をしました。就職相談

は、4月半ばから7月半ばまで全て遠隔

に切り替えて、2021年1月現在は対面

と遠隔を併用しています。今でこそ、就

活は遠隔が一般的になりつつあります

が、当初はまだ慣れていなかったため

苦労しました。ただ悪いところばかりで

はなく、遠隔を導入したことでのメリット

もあります。例えば、これまでキャンパス

ごとに分けて実施していた講座を遠隔

で一元化したことで、学生全員が一度

に参加できるようになりました。また、遠

隔面接を実施する企業が増えたこと

で、地方の学生にとって就職先の選択

肢が広がりました。最近は遠隔面接の

コツを紹介する講座や、遠隔でのグ

ループディスカッションを練習する講座

に力を入れています。

学生がふだん目にしている
SNSツールを活用しての
情報発信

─コロナ禍における就職支援の課題

とは。

今城●やはり学生に対する情報の周

知徹底です。こちらからどれほど講座

の情報を発信したとしても、学生がそ

れに気付かなければ講座には参加し

てくれません。これまでは学内の掲示

板や食堂のトレイにお知らせを掲示し

ていたので、メールを見逃した学生が

いたとしても確認できる手段がありまし

た。掲示板の前を通りかかった学生が

「講座があるんだ！」と気付いて参加し

てくれていたわけです。しかし、新型コ

ロナウイルスの影響で大学に来られな

いとなると、学生は掲示板や食堂の

トレイを見ることができません。そのた

め、確実に見てもらえるような新たなシ

ステムの構築が必要になりました。本

学ではメールや掲示、ホームページの

ほか、2019年末からSNSのTwitter

を活用しています。現在、500名ほどの

学生が登録していて、Twitterから最

新情報を見てくれている状況です。

　例年、就職の相談件数は冬にかけ

て増える傾向にあるのですが、2020

年度は減少しています。教室に来て

いれば周りの学生が就職活動をして

いる様子を見るので、「自分もそろそろ

就活を始めないと」と危機感を覚えら

れますが、コロナ禍で大学に来る機会

が減ったことで周りの就活の状況が

分からずに、気持ちを切り替えられて

いない学生が多いのでしょう。一方で

就活に積極的な学生は、何も言わなく

ても必要な情報を集め、就職情報会

社の講座を受けるといった具合に自

分たちで進めています。今後は就活

に消極的な学生をどう拾い上げるか

が課題です。
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混乱の最中
学生たちの不安を
少しでも払拭するために

2020年、コロナ禍により九州大学内ではどんな問題が起こり、各部署ではどんな対応が求められたのか。

就職活動や授業料免除・奨学金の相談窓口となっている「キャリア・奨学支援課」のお二人に話を聞きました。

学務部 キャリア・奨学支援課
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在宅勤務への移行で混乱する
現場をICTで支援する

─コロナ禍において情報システム部

ではどのような対応をされたか、教え

てください。

横山●事務ICT支援グループは大学

の事務をICTで支援するのが主な業

務です。2020年1月頃から新型コロナ

ウイルスがニュースになり始めたときに

は、今後、情報システム部として何がで

きるのかを検討しました。たとえば、在

宅勤務に向けた環境整備です。事務

では本学の営業秘密や学生の個人

情報などを取り扱うことがあるため、学

外から閲覧する際には非常にセキュ

アな接続が求められます。そのため、多

要素認証に対応した、Microsoft　365

を活用してセキュリティを担保しました。

その後、政府から緊急事態宣言が発

令されると、本格的に在宅勤務が始ま

りました。私たちはコロナ禍以前から、

コミュニケーションツールMicrosoft 

Teamsの全学展開に向けて検証をし

ていたり、担当している業務の課題管

理にプロジェクト管理ツールBacklog 

を使用していたため、在宅勤務でも業

務上のコミュニケーションを継続するこ

とができたのですが、事務用LANを利

用しなければならない学務部や人事

部、財務部など、他の部署では状況が

異なりましたので所管部署の業務が

継続できるよう、学務情報システムをは

じめとする業務システムに関しては、

コロナ禍にあってもシステムの運用・稼

働が止まらないよう支援しました。

　2020年の半ばでコロナ禍対応には

ある程度目途は付いていましたが、動

作環境が異なる各業務システムに対

して、整備を進めていた事務用テレ

ワークシステムを調整・接続するととも

に、職員への操作説明をできるだけ分

かりやすい文章にまとめることは、実際

大変でした。

在宅勤務で求められる
セキュアな接続を考える

─セキュリティの管理についてはどの

ような工夫をされましたか。

尾花●認証基盤事業室では主に

SSO-KID（九州大学全学共通ID）の

発行や認証サーバーの管理を担当し

ています。通常、新規にIDが必要な教

職員及び申請者に対して、SSO-KIDが

書かれたカード（SSO-KIDカード）を送

付し、利用者側でIDの有効化を行い

ます。しかし、4月初めから在宅勤務の

体制となったことで、送付方法の見直

しが必要となりました。 

　自宅まで郵送するとなると、各サービ

スの利用開始が遅れ業務に支障をき

たします。そのため、暫定的に学内オン

ラインストレージやメール利用による通

知を行うことで、新規ユーザが在宅勤

務に必要な全学基本メール等のサー

ビスを遅滞なく利用できるように対応し

ました。

　また、在宅勤務では、学内アクセス

に限定されたサービスを利用できない

状態でしたが、サービス側からの要望

によりShibboleth認証を提供したこ

とで、本学の構成員が自宅から対象

サービスに安全にアクセスできるように

なりました。特に学生支援金支給シス

テムのようなコロナ禍関連サービスに

ついては、迅速にShibboleth認証を

適用しました。その後、全学認証基盤

システムの老朽化に伴い、2020年6月

にシステム更新を予定していたのです

が、遠隔授業の影響が少ない夏季休

業期間（2020年9月）に実施時期を変

更したことで、特に問題なく更新を行え

ました。

授業の遠隔化に向けて
学生たちとテストを実施

─学生サポートの面ではどのような

取組をされましたか？

橋倉●教育支援担当として、主に情

報統括本部教育基盤事業室が本学

構成員に提供する教育用ICT環境

の運用管理をしています。本学では学

生もPC必携のため、例年、入学シーズ

ンには新入生に対してPC設定講習

会を実施しているのですが、今年度は

コロナ禍の影響で2020年2月末頃に

中止を決定しました。新入生には、Web

ページ上に用意したマニュアルを見て

自宅で設定してもらうことにしたものの、

中にはスムーズに設定できない学生も

います。そこで、メール問合せ窓口を開

設したところ、150件ほどの問合せがあ

りました。その後、2020年3月初めに、4

月以降の授業が遠隔になる可能性が

高いことが分かり、そこに向けて準備

を始めました。具体的には200名以上

の学生たちに協力してもらい、コミュニ

ケーションツールSkype　for　Business

やeラーニングシステムMoodleを使用

した遠隔授業のテストを実施しました。

また、2020年4月には遠隔授業講習会

をはじめ、教職員のために各ツールの

使い方や授業で想定される著作権問

題などオンライン関連の講習会が開催

されました。

急激な変化に対応できた一方で
いまだ残された課題

─コロナ禍によって新しく取り入れた

こと、そしてこれから取り組むべき課

題についてお聞かせください。

横山●今回、在宅勤務を経験して、人

事部は今後も一部で取り入れていくこ

とを検討しています。それを受けて私た

ちも、以前から導入を進めている事務

用テレワークシステムの利便性向上に

向けて動いているところです。今回の

テレワークシステムの導入に当たり大

変だったのは、在宅勤務に馴染みにく

い他の部署の不都合を想像すること

でした。それは事務ICT支援グループ

の職員の多くはこれまで他の部署の業

務を経験したことがないためですが、こ

のような困難な状況に直面し、今あるリ

ソースで解決を図ってきたことで、職員

の対応力は向上したように思います。

橋倉●新型コロナウイルス感染対策

に関する業務では、問合せ対応が最も

負担の大きいところでした。2020年3

月末に遠隔授業のQ&A用のメールア

ドレスを用意したのですが、8月までに

1,900件を超えるメールのやり取りがあ

りました。事前にFAQをまとめておくと、

問い合わせる前に疑問点を解消でき

たと思います。新入生のPC設定作業

については、類似した内容の質問が

寄せられることはある程度予想してい

たため、LINEを活用して、質問に対

して近い回答を自動で返せるシステム

を整備しています。コストはかかりまし

たが、このような仕組みは今後も積極

的に活用するべきだと考えています。

尾花●今後は効率面やコロナ禍での

在宅勤務を考慮し、SSO-KIDの申請

処理などMicrosoft　365等のオンライン

環境を活用した方法への切り替えを

検討しています。しかし、現状のやり方

を変えるとしても、決裁までの流れやセ

キュリティ対策など整理するべきことが

まだ残されている状況ですので、まず

はシステム化に当たり処理フローの作

成や必要なコストを調査していきます。
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コロナ禍で在宅勤務や遠隔授業へと移行した九州大学ではどのような問題が起こり、対応してきたのか。
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休館中も図書館サービスを
継続する

─コロナ禍において一時は休館せざ

るを得なかった図書館。その期間はど

のように機能していたのでしょうか。

野原●2020年4月は、福岡県の要請

に応じて短縮開館、緊急事態宣言の

発令後は休館することになりました。毎

年、3月頃から新入生に向けたウォーク

ラリーなどの企画を仕掛けているので

すが2020年は入学式も中止となり授

業も遠隔に切り替わったので、新しく九

大生になった方に向けて図書館のこと

を発信できず、とても残念でした。

星子●例年4月に学部1年生を対象

に開催する「レポートの書き方講座」も

対面では実施できなくなり、急遽動画

を撮影し、2020年5月1日にeラーニン

グ教材として公開しました。授業もオン

ライン主体となったため、電子ブックを

紹介するウェブ上の学習ガイドを公開

したり、学習相談用の質問フォームを

図書館ウェブサイト上に開設したりと、

学生たちが自宅にいながら図書館の

サービスを活用できる

よう整備しました。図

書館内で学習相談を

はじめとする授業外

学習支援を行う図書

館TA（Cuter）も、5月

から在宅で勤務を始

めました。

野原●休館中は授業

開始に合わせて本や

論文コピーの郵送サービス、資料の電

子化リクエストへの対応を開始しまし

たが、職員がほぼ在宅勤務なので対

応できるキャパシティが限られていま

す。本の郵送貸出サービスは、限られ

たマンパワーを卒論や修論・博論の執

筆と授業用の教材提供に優先的に投

入するため、やむなく学部1～3年生は

対象外としました。開館を再開した当

初は閲覧席を閉鎖し、事前予約制で

滞在時間を30分に限定して利用して

もらいました。2020年9月からは閲覧席

の一部利用を再開し、就職活動のオン

ライン化が進んでいたので、オンライン

面接に使える個室も準備しました。

星子●図書館の使い方を授業等の

一環として説明するオンデマンド講

習会では、各先生方のご希望を伺い

つつ、授業の実施方式に応じた資料

提供や動画配信を行っています。ま

た、来日予定の留学生を対象にした

オンライン図書館ツアーや、図書館TA

（Cuter）が企画する学生向けイベント

「Cuter Café」のオンライン開催など、

図書館に来館できない学生を対象と

した情報発信に努めています。2020

年12月には、感染防止を考慮した相

談手順や、サービス中止の基準を定

めた上で、図書館TA（Cuter）による

対面での学習相談を再開しました。コ

ロナ禍を機に、オンラインと対面を併用

したハイブリッドな学習支援体制を構

築することができたと考えています。

新しい学びの形に沿った
新しい図書館の姿

─コロナ禍によって得られた成果はあ

りますか？

野原●この一年で、自宅で使える電子

コンテンツの情報を充実させたり、各種

イベントをオンラインで実施したりする

体制は整ってきました。ウェブ上での貴

重資料の展示にもチャレンジし、良い

経験になったと思っています。新しいこ

とヘチャレンジするハードルが下がった

のも良かったです。「こういう事態には、

こういうサービスが必要」というのが分

かり、システムに必要な仕様を洗い出

せたのも成果の一つです。

松石●私の部署はデータベースや電

子ジャーナルなどを提供しており、対面

サービスが主となる星子さんや野原さ

んに比べるとコロナ禍で急に対応すべ

きことは少なかったのですが、図書館

が開いていないことにより冊子を利用

できない代替として、特に電子ブックへ

のニーズが従来よりも高まりました。ま

た、国内の電子ブックの使い勝手の悪

さやコンテンツの少なさなどについて再

認識することもあり、今後更に使いやす

く、便利にコンテンツを提供していくこと

ができればと考えています。

野原●今回、休館期間があったことで

大学にとって図書館が欠かせない存

在だと改めて実感しています。休館中

には学生たちから「いつ頃開館します

か」という問合せが多数届きました。自

宅でも学習ができるのに図書館で勉

強がしたい。そんな気持ちが伝わって

きました。

松石●図書館は学習している姿を

「見る」場でもあり、「見られる」場でも

あると思います。九州大学の図書館は

大きな吹き抜けがあり、端っこで勉強し

ている人、一人で静かに勉強している

人、頑張っているそれぞれの姿が見え

る設計になっています。膨大な量の資

料があって、たくさんの人がここで勉強

をしている。入った瞬間に「大学の図

書館ってすごい」と思わせてくれます。

自宅ではなく図書館で勉強したいとい

う気持ちはきっとそんな図書館が持つ

存在感なのだと思います。

今まで以上に図書館を
活用してもらうため

─今後、九州大学の図書館が取り組

むべき課題は？

星子●感染拡大状況を踏まえると、

2021年度も引き続きオンラインでの

サービスを提供していくことになると

思います。eラーニング教材やウェブ

学習ガイドの充実に一層力を入れて

いきたいです。また、コロナ禍において

学びの方向性に迷う学生を応援でき

るような、様々なイベントを図書館TA

（Cuter）と共に企画していきたいと考

えています。

野原●図書館ウェブサイト等で情報を

発信しているつもりでも、それがユー

ザーに適切に届いていないのかもしれ

ないと感じることがあります。学生に訴

求しやすいSNSを使うなど、コロナ禍に

関わらず、図書館を知ってもらって活

用してもらうための工夫をしていきたい

と考えています。
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コロナ禍でも知へのアクセス。
新しい学びの形に沿った
学習支援サービス構築

学習の場として教員や学生たちに活用されてきた図書館。

コロナ禍によって更なる可能性が芽生えています。

図書館サービスを企画・実施する野原さん、講習や相談等の学習支援を行う星子さん、

電子ブックやジャーナルの契約を担う松石さんの3名にお話を聞きました。
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と考えています。
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コロナ禍でも知へのアクセス。
新しい学びの形に沿った
学習支援サービス構築

学習の場として教員や学生たちに活用されてきた図書館。

コロナ禍によって更なる可能性が芽生えています。

図書館サービスを企画・実施する野原さん、講習や相談等の学習支援を行う星子さん、

電子ブックやジャーナルの契約を担う松石さんの3名にお話を聞きました。
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eリソース課 eリソース管理係長

松石 健祐
利用者サービス課 サービス企画係長

野原 ゆかり
学術サポート課 学習・研究支援係長

星子 奈美
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3/17
入学式の中止を決定

3/23
学位記授与式を各学部
の総代学生のみの出席
に変更して実施

4/3
春学期の授業実施方針
通知
（原則遠隔で授業を実施）

4/13
行動指針　段階4
【制限（大）】を通知
（遠隔授業による科目のみの
  開講、課外活動の全面禁止）

5/7
春学期スタート

5/18
行動指針　段階3【制限（中）】を通知
（一部の対面授業可、対面での課外活動は原則停止）

5/27
夏学期授業実施方針を通知
（対面授業の実施を可）

6/25
行動指針　段階2【制限（小）】を通知
（対面と遠隔授業の併用、課外活動の自粛）

8/6
行動指針　段階3【制限（中）】を通知
（5/18に同じ）

8/24
秋学期の授業実施方針を通知
（対面の範囲拡大）

9/1
行動指針　段階2【制限（小）】を通知
（6/25に同じ）

9/8 
対面授業実施のチェックリストを通知

10/1 
秋学期開始

10/20 
行動指針　段階1.5【一部制限】を通知
（対面と遠隔授業の併用、感染拡大防止に最大限の配慮を
  した上で課外活動を許可）

11/2 
冬学期の授業実施方針を通知
（積極的な対面授業の推進を依頼）

大学の授業及び課外活動と
感染防止対策との両立を
より積極的に進める

一般入試の実施

学位記授与式については
保護者等家族の来場を不可
学士課程は二部構成で実施
各学部・研究室等で実施の式典は
一部中止や形を変えての実施

【九州大学新型コロナウイルス特設ページ】
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/crisismanagement/
riskmanagement/coronavirus/

2021.1以降2020.9‒12
警戒緩和期
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本資料は、コロナ禍における教育に関する事柄を中心に九州大学及び国内外の動向をまとめたものです。
本資料中の時期の名称に独特の表現を使用していますが、これらは、取材対象者の記憶喚起を目的として
教育改革推進本部で作成した資料に使用したものです。
［例］ 緊急事態宣言発出前（2020.1-3）の時期を「プレ緊急事態宣言期」と表現

コロナ禍における
九州大学及び国内外の動向

2020.1‒3
プレ緊急事態宣言期

2020.4
緊急事態宣言期

2020.5‒8
前期授業実施期
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4/7 
政府から「緊急事態宣言」の発出

1/14 
WHO
新型コロナウイルスを確認
1/30 
国際的な「緊急事態」を宣言
2/27 
安倍首相
全国すべての小中高校に
臨時休校要請の考えを公表
3/24 
東京オリンピック・
パラリンピックの延期を決定

5/4 
政府「緊急事態宣言」5月31日まで延長を決定
5/14 
福岡県に対する政府の緊急事態宣言及び
福岡県による大学等に対する休業要請解除
5/25 
緊急事態の解除宣言、約1カ月半ぶりに全国で解除
6/19
令和3年度大学入学共通テストを
3日程で実施することを文部科学大臣会見で発表
6/28 
世界の感染者1,000万人を超える
8/11 
世界の感染者2,000万人を超える

9/9 
世界の製薬会社など9社が
新型コロナウイルス ワクチン開発で“安全最優先”を宣言
12/8 
英国での開始を皮切りに
世界でのワクチン接種が本格化
内閣府から、行政手続等における
押印見直し方針が発出され検討が始まる

新型コロナウイルス ワクチン接種始まる
（2/17　医療従事者約4万人先行開始）

文科省から、令和3年度の大学等における
授業の実施と新型コロナウイルス感染症へ
の対策等に係る留意事項が通知され、十分
な感染対策を講じた上での面接授業実施
等の動き

新型コロナウイルス変異株の感染拡大

巻末資料
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用語集遠隔授業の種類
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授業の時間割に沿って、学生がオンライン会議システム等を利
用して受講する形態です。
教員が無人の教室や研究室、自宅等からオンラインで授業の
配信を行い、学生は同じ時間にその授業に参加し、映像の視
聴、ディスカッションの実施などを通じて、学習を行います。時
間割で決まった時間に授業が行われることで、学生に継続的
に学習を行うきっかけを与えることが可能です。

1. リアルタイム型（ライブ型）授業

学生が自分の都合の良い時間・場所でインターネット上に置か
れた講義ビデオや講義資料等を用いて受講する形態です。
eラーニングプラットフォームMoodle等を利用し、教員が用意した
教材をもとに学生が個別に学習します。学生は、自分の学習の
ペースに合わせて、授業を自由に受講することが可能です。

2. オンデマンド型授業

一つの授業科目の中で、上記の遠隔授業と対面授業を併用する
形態です。
授業の特徴や学習目標を考慮して、最適と考えられる組合せ
を使うことになります。例えば、8回にわたる授業のうち、受講
生同士の顔合わせとしての初回や、実習のように対面が望まし
い回を対面で実施し、それ以外はオンラインで実施するなどが
考えられます。

3. ハイブリッド（ブレンディッド）型授業

同じ内容の授業を、対面とオンラインで同時に行う授業方法
です。
教員は対面で授業を行い、学生は自身の状況に応じて対面授
業を受講するか、同期双方向型の遠隔授業を受講するかを選
ぶことができます。音響設備をはじめとする教室環境の設定が
必要であり、教室と対面の両方の学生に注意しながら授業を
行わなければならない教員の負荷も高い方法ですが、学生が
受講形態を選ぶことができる点や、対面授業の実施が不可能
になった場合にも、遠隔のみの授業への移行が容易である点
がメリットと言えます。

4. ハイフレックス型授業

九州大学が想定している二つの基本的な遠隔授業の「リアルタイム型授業」と「オンデマンド型授業」及び、

その発展型としての「ハイブリッド型授業」と「ハイフレックス型授業」について、紹介します。
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ウェビナー
ウェビナーとは「ウェブ」と「セミナー」を組み合わせた造
語で、オンライン上で行うセミナーのこと。

AsTW ［エイエスティーダブリュー］
九州大学とASEAN加盟国の有力大学が共同で開催す
る、英語によるASEANと東アジア、及びアジア言語文化
を学ぶ短期留学プログラム（ASEAN in Today’s World）
のこと。

FD ［エフディー］
ファカルティ・ディベロップメント（Faculty　Development）
のこと。教員が授業内容・方法を改善し向上させるため
の組織的な取組の総称。

Cuter Café ［キューター カフェ］
図書館TA（Cuter）が各人の興味・関心に基づき企画す
る、サイエンスカフェ形式のシリーズイベントのこと。

クリニカルクラークシップ
学生が医療チームの一員として実際の診療に参加し、
より実践的な臨床能力を身に付ける臨床参加型実習
のこと。

合理的配慮 ［ごうりてきはいりょ］
社会的障壁を除去するための調整や変更のこと。

CALL ［コール］
コンピュータを活用した外国語教育（Computer Assisted 
Language Learning）のこと。

JTW ［ジェイティーダブリュー］
九州大学への短期受入プログラムの一つで、海外の本
学との学生交流協定校から選抜・派遣された学部留学
生を中心に、一学期または一年間英語による授業や自
主研究を中心に専門教育を行うコース（Japan in Today’s 
World）のこと。

Shibboleth認証 ［シボレスにんしょう］
Webのオンライン情報への個別アクセスに対して、個人
情報を保護する方法で、個人情報に基づきアクセスを許
可するSAMLのフェデレーション認証方式のソフトウェア
のこと。Shibboleth（ソフトウェア）を用いた認証を、
Shibboleth（シボレス）認証と呼ぶ。

事務用テレワークシステム ［じむようテレワークシステム］
事務用業務システムを利用するため、九州大学情報シ
ステム部情報企画課が九州大学の事務職員向けに用
意したテレワークシステム（環境）のこと。

新型コロナウイルス危機対策本部
［しんがたコロナウイルスききたいさくほんぶ］

新型コロナウイルス感染症の危機対策を講ずるため、九
州大学危機管理規則に基づき設置され、情報の収集・
提供、対策の決定・実施等、新型コロナウイルス感染症
の危機対策に必要な業務を担う。本冊子では略称として
「コロナ対策本部」を併せて使用。

Zoom ［ズーム］
Zoomビデオコミュニケーションズが提供するオンライン
会議システムのこと。

図書館TA（Cuter） ［としょかんティーエイ（キューター）］
図書館職員と協働して、全学生を対象とする正課外での
学習等の教育支援業務を行う大学院生のこと。九州大
学のティーチング・アシスタント（TA）制度が定める3つの
TA階層のうち、中位のアドバンスド・ティーチング・アシ
スタント（ATA）に当たる。

PTL ［ピーティーエル］
専門分野を異にする複数の教員と学生が、共通のテー
マをもとに共同して取り組むチームラーニングの演習
（Project Team Learning）のこと。

PBL ［ピービーエル］
学習者が協働しながら、複雑な不良構造化問題を理解
したり、解決したりする、学習への能動的なアプローチ
（Project/Problem Based Learning）のこと。

Microsoft Teams ［マイクロソフト ティームズ］
マイクロソフト社が開発したオンライン会議システムの
こと。

MOOC ［ムーク］
大規模公開オンライン講座（Massive　Open　Online 
Courses）のこと。オンラインで無料提供される大学レベ
ルの授業。

Moodle ［ムードル］
オープンソースのeラーニングプラットフォームのこと。

上記の用語の定義は、以下の文書等および学内教職員への聞き取りを参考にして作成されています。
・『高等教育に関する質保証関係用語集第5版』　・『大学辞典』　・『学士課程教育の構築に向けて（答申）用語解説』
・『新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて（答申）用語集』　・『2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）用語解説』

【九州大学におけるオンライン授業に向けた準備状況】
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/38956/九州大学におけるオンライン授業実施に向けた準備状況.pdf
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料
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企画
教育改革推進本部
新型コロナウイルス危機対策本部

監修
深堀 聰子（副理事・教育改革推進本部 教授）
山本 千春（学務部学務企画課 職員）
渕上 佑子（教育改革推進本部 テクニカルスタッフ）

インタビュー原稿の編集
◆教員インタビュー担当
深堀 聰子（副理事・教育改革推進本部 教授）
◆職員インタビュー担当
長沼 祥太郎（教育改革推進本部 講師）

編集後記

　新型コロナワクチン接種の普及によって、平常を取

り戻せていけるのではないかという期待とは裏腹に、

この編集後記を記述する今、日本はコロナ禍の第5

波に見舞われています。

　本報告書は、本学教職員が、Beyondコロナ時代

の大学教育を展望する際に、コロナ禍における学び

や気付きを思い起こす手掛かりを残すことを意図し

て、そして本学のステークホルダーである学生、卒業

生、一般社会の皆様が、私たちの真心と志を理解し、

共に励んでいただけることを願って取りまとめまし

た。残念ながら、コロナ禍を巡る奮闘は、まだまだ続

きそうです。しかし、本学の教職員は既にBeyondコ

ロナの大学教育を見据え、新たな展望に向けて議

論と準備を進めています。必ず、本学の耐性と底力

を発揮しながら、明らかになった課題を一つ一つ克服

し、より自由闊達で学修者本位な大学に成長できるは

ずです。長引く奮闘による疲弊感を連帯感によって

リセットし、粘り強く取り組んでいけることを願っており

ます。教育改革推進本部でも、そのプロセスをサポー

トしていけるように、努力を続けますので、ご協力くだ

さいますよう、お願いいたします。

　最後に、本報告書の作成に当たって、コロナ禍の

渦中においても、本インタビューに寛大にご協力くださ

いました教職員の皆様に、ここに記して、心より感謝

申し上げます。

　2021年8月

深堀 聰子

　大学事務の方々のコロナ禍における対応をヒアリ

ングするという仕事は、私には当初非常に難しい仕

事に思えました。私自身は教員であり、事務の方に日

頃からお世話になってはいるものの、大学事務の運

営体制・業務内容についてはほとんど無知であり、

どのようにヒアリングを展開していけばよいのか手探

りだったためです。実際、的外れな質問をしたことも

あったように思います。そのような手探りのヒアリングの

中で見えてきたのは、大学という組織において、大学

の顔として表に立つことの多い教員や学生の裏側

で、事務の方々が必死に汗を流し、走り回り、知恵を

絞って支えてくださっていることでした。そして、多く

の事務の方が、今回の経験を糧に今後のより良い大

学の形を思い描かれていた姿が大変印象的でし

た。このような事務の方に支えられた「強靭な」大学

に所属できることを誇りに思うとともに、今回のヒアリ

ング協力者の皆様に改めて感謝を申し上げたいと

思います。ありがとうございました。

　2021年8月

長沼 祥太郎

Beyondコロナに向けて 九州大学のコロナ禍における教育の記録
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