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要旨 

 新型コロナ感染症ウイルス（COVID-19）の拡大により、緊急事態宣言が発出され、2020（令和 2）年度に

続き 2021（令和 3）年度においても大学は対面授業が困難となりオンライン授業をせざるを得なくなった。

2020（令和 2）年度は、入学間もない 1年生に対し、学生が所有するスマートフォンでのオンライン授業を展

開した。2021（令和 3）年度は、学生にタブレット PC である iPad を所有してもらい、まだ慣れない iPad を活

用してのブレンド型オンライン授業を展開した。本稿では、ブレンド型オンライン授業は、情報処理教育に

効果があるかを学生の小テスト結果や試験結果及びアンケートから分析を行った。ブレンド型オンライン授

業は情報処理教育に効果があることが分かった。しかし、課題も見つかった。 

 

 

Ⅰ．はじめに 

世 界 的 な 新 型 コ ロ ナ 感 染 症 ウ イ ル ス

（COVID-19,coronavirus disease 2019）の拡大

によって、2020 年 4 月緊急事態宣言が発出さ

れると、大学は学生に対し大学キャンパス内へ

入ることを禁じ、大学で対面授業ができないこと

になった。大学の授業形態が大きく変わったの

である。これまで大学では対面授業が主で、学

生は嫌が上でも教室に赴き授業を受講する形

態を取っていた。しかし、2020 年度に続き 2021

年度においても緊急事態宣言が発出され、当

たり前であった対面授業ができなくなり、インタ

ーネット回線を介して受講するオンライン授業

が採り行われることになった。 

オンライン授業とは、インターネットに接続さ

れたパソコンやタブレット PC、スマートフォンを

使用して、教員の行う授業を学生が受講する

授業である。 

学生が家庭にいながら対面授業と同じように

授業を受講するためにはインターネットを利用

するしかない。しかし、2020（令和 2）年の初め

てのオンライン授業当初は、学校はじめ、教員

の多くがどのようにしてインターネットを介して授

業を採り行うか戸惑っていたのが現状であった。

多くの学校は、オンライン授業へのハード面で

の準備、とりわけビデオ会議システムの導入や

ソフト面での準備に ICT 関係に明るい講師によ

る研修会を催し対処しようと準備を進めた。行

政も、オンライン授業を進めるための設備「学生

がいつでも・どこでも・誰でも学修できるよう、デ

ジタル技術を活用した遠隔授業等を積極的に

活用できる環境を整備するための補助金」 (1)を

出して支援した。一方、難題は家庭での学生

にとって必要なインターネット環境である。学生

の中には自宅外通学をしている学生がいる。必

ずしも Wi-Fiが使える環境にはなく、スマホでの

携帯通信回線のみの学生もいて通信環境は

決して公平なものではない。また、ビデオ会議

システムを活用するには、Web カメラやマイクが

必要であり、搭載されていない PC には新たに
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設置する必要が出て来る。まして、PC やノート

PC を持たない学生もいるという状況である。レ

ポートを作成するソフトやアプリについても必要

となる。インターネット回線を介したオンライン授

業を採り行うには、学校だけでなく学生のインタ

ーネット環境並びにハード面での設備が整わな

ければ実施することは困難である。簡単に実施

できる問題ではない。オンライン授業を採り行う

のにはこのように学校、教員、学生のインターネ

ット環境が整って初めて授業が成り立つのであ

る。2020 年度はそのようなハードな面での環境

整備に追われ、オンライン授業を試行錯誤しな

がら臨んだ年であった。そして、また迎えた

2021 年の緊急事態宣言下でのオンライン授業

となったのである。 

このような環境下、オンライン授業について、

碇邦生（2020）は、「学習効果という面でオンラ

インは対面式に引けをとらないどころか、長じて

いるところもあることがわかる。特に、思考力や

認知能力を高める訓練では、オンラインの方が

良い効果をもたらす傾向が強い。」 (2)と評価して

いる。また、中村哲之（2021）は、「今後新型コ

ロナ感染症の問題が解決された後においても、

効果的な学習効果を得るために積極的にオン

ライン教材を活用するという選択肢が生じる可

能性を示唆する」 (3)「オンライン教材は対面授

業の代替という考えではなく、対面授業を補完

するものであるという認識が今後は重要となっ

ていくに違いない。」 (4)とオンライン授業につい

て評価するとともに今後に向けてオンライン授

業の活用についての重要性を述べている。そし

て、徳橋曜・笹田茂樹（2021）は、「今後は対面

授業を絶対視するのではなく，多様な授業形

態を考えていかなければならないであろう。」 (5)

とし、大学の教育におけるオンライン授業を通し

て学生からのアンケート結果を踏まえ述べてい

る。 

このように、2020（令和 2）年、2021（令和 3）

年の 2 年間オンライン授業に取り組んできて、

オンライン授業について一定の成果をもたらし

た学校も出て来ている。 

オンライン授業とはどのような授業なのか、一

律の授業形態なのかを簡単に観て行く。 

オンライン授業の方法としては、大きくは「リア

ルタイム型授業」「オンデマンド型授業」の 2 つ

がある。この他、「ブレンド型授業」「ハイフレック

ス型授業」を取り入れている学校もある。 

リアルタイム型授業とは、Teams や Zoom、

Google Meet などのビデオ会議システムを使っ

て、教員と学生がリアルタイムに双方向でやりと

りをしながら展開する授業である。この授業形

態を取る授業の 1 つに、実技授業がある。作業

や動きに対し教員が学生に声掛けやチャット画

面からアドバイスをするといった授業である。ま

た、演習や講義授業においてもその場で考え

そして表現をする授業や学生間でのコミュニケ

ーションや意見交換が必要な授業、質疑応答

や学生からの質問に学生・教員が応答する授

業に向いている授業形態である。 

オンデマンド型授業とは、教員が準備してお

いた教材なり映像を、学生がインターネットを介

して受け取るなり視聴して、課された課題に取り

組み、課題を提出する授業方法である。この授

業形態を取る授業の 1 つに実技授業がある。

教員が対面授業での授業さながらをビデオで

撮影をして、また教員が模範的な動きなり音声

をビデオで撮影・録音をしておきインターネット

を介して学生に視聴してもらう。そして、それに

ついての課題を課し、課題を提出してもらうと言

った授業形態である。 

ブレンド型授業とは、「授業の目的ならびに

期待する学習効果を考慮して、異なる授業形

態を組み合わせる方法」 (6)である。利点としては、

「授業目的に合わせて対面、オンラインを選択

するため、教育効果が高くなる」 (7)と言われてい

る授業形態である。 

 ハイフレックス型授業とは、「同じ授業を「同時

配信授業」と「対面授業」と「オンデマンド授業」

の 3 つのパターンで実施する方法」 (8)である。

利点としては、「学生は受講スケジュールや体



3 

 

調など、自身の状況に応じて受講手段を柔軟

に選択することができる。」 (9)という授業形態で

ある。 

A 企業が大学におけるオンライン授業の実

施を調査している。その調査によると、「導入時

期は「2020 年 3 月以前」の 4.2％に対し「2020

年 4 月～5 月」は 93.7％と急増しており、新型

コロナウイルスの感染拡大を機にオンライン授

業への移行が一気に進んだ様子が読み取れま

す。」 (10)と記している。このデータは、大学が 1

科目でもオンライン授業を導入していればカウ

ントしていると解釈ができ、それぞれの大学がオ

ンライン授業をどの程度の割合で実施している

かは定かでない。しかしながら急増していること

はうかがえるデータである。 

また、B 社の調査によると、「2020 年 5 月 12

日時点で、オンライン授業を実施するとした大

学は全体で 708 校（66.2%）と増進し、6 割以上

の大学がオンライン授業へと切り替え、実施し

ている」(11)と記している。 

文部科学省（文科省）は、2020（令和 2）年

12 月、「大学における後期等の授業の実施状

況に関する調査」 (12)を発表した。その調査の概

要を見ると、調査対象校 377 校中 187 校

49.6％が、後期授業を授業全体の半分未満を

対面授業で実施していると回答している。つま

り、半分以上はオンライン授業を実施していると

するデータである。 

 これらのデータから推察できることは、2020

（令和 2）年 4 月から月日が経過するごとに多く

の大学がオンライン授業を導入し、実施してい

ることである。 

 このようにオンライン授業が実施されている大

学が多くなる中、本学は、保育教諭を育成する

短期大学で実習も多く、できるだけ対面授業を

望む学校である。しかし、緊急事態宣言の発出

や解除によりやむなく授業形態を見直さなけれ

ばならず、全授業 15 回のうち 9 回（6 割）がオ

ンライン授業に、残り 6 回（4 割）が対面授業の

ブレンド型オンライン授業となった。対面授業に

ついては、前期授業が始まった初め 3回（2割）

と前期授業終盤の 3 回（2 割）と分散する授業

となった。これは、授業が始まってすぐ緊急事

態宣言が発出され、緊急にオンライン授業に切

り替えたため、また授業の終盤で緊急事態宣

言が解除となったことが要因である。 

このような授業形態を取って来たが、何より

懸念されることは教育効果である。本校は、保

育教諭を育成する短期大学である関係上、対

面授業が主であった授業形態が、オンライン授

業へと今まで経験しなかった授業形態に代わ

った。 

本稿は、オンライン授業においてリアルタイム

型授業が多い本校の授業の中にあって、 ICT

活用講座 A という情報処理科目が採ったオン

デマンド型オンライン授業と対面授業のブレン

ド型オンライン授業は教育効果があるかの分析

を試みた。 

 

Ⅱ．方法  

 姫路日ノ本短期大学で前期に開講されてい

る ICT 活用講座 A について、2019（令和元）年

の対面授業での小テスト結果と 2020（令和 2）

年及び 2021（令和 3）年度のブレンド型オンライ

ン授業での小テスト結果と比較する。 

 

1．実施科目・調査対象者  

 実施科目：ICT 活用講座 A（前期） 

 調査対象者：2019（令和元）年  1 年 43 名

（対面授業） 

2020（令和 2）年 1 年 47 名 2 年 9 名  

      計 56 名（ブレンド型オンライン授業） 

2021（令和 3）年 1 年 38 名 2 年 5 名  

計 43 名（ブレンド型オンライン授業） 

 

2．授業展開方法  

ICT 活用講座 A は、「短大生のためのスマ

ホ・タブレット・パソコンの基礎知識」（津田敏著）

というテキストを使用し、対面授業の際は、テキ

ストでの講義の他にパソコンでの調べ学習やプ
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ロジェクタを使用してビジュアルな画像による説

明を行って来た。3 回の授業が終わると 4 回目

の授業のはじめに Microsoft の Excel で作成し

た 5 択 20 問の小テストをして、知識等の定着

確認を図って来た。定着度が低いセクションに

ついては再度講義をし、また調べさせるようにし

て定着を図った。2021（令和 3）年からは、授業

の終わる 15 分前に Google Classroom に

Google form で作成した「理解度チェック」を用

意し、学生の iPad で回答提出させるようにした。

この理解度チェックは、チェックをすることにより

学生自らが理解できているかを確認でき、理解

できていない事柄への復習につなげ、ひいては

小テストの点数アップにつながるねらいで実施

するようにした。 

2020（令和 2）年、2021（令和 3）年のオンライ

ン授業においては、対面授業で行っていたテ

キストによる講義をオンデマンド型動画配信に

よって授業を展開した。動画は、ビデオカメラを

三脚に装着し、白板を使用しながら ICT 活用

講座 A の対面授業に近くなるように授業展開

場面を撮影した。そして、その撮影したビデオ

をスマートフォンでもインターネットを介して視聴

できるように軽い容量に編集をして動画配信を

した。 

学生は、Google Classroom の「ICT 活用講

座 A」のクラスに参加して、初めに Google form

で作成されている出席簿をチェック入力するよ

うにした。次に、トピックの「課題」に保存してあ

る各回の動画をオンデマンド型で視聴した。動

画視聴時間は、

平 均 30 分間

（20 分間から 40

分間）で収まる

ようにした。（図 1） 

視聴後、視聴

した内容に基づ

いて Google ドキュメントで作成した課題に取り

組み、インターネットを介して提出するようにし

た。（図 2）課題作成時間は、およそ 30 分間を

想定し課題を作成した。 

 質問については、ビ

デオ会議システムの

Google Meet を使い、

質問ができるようにした。

質問内容は、動画内

容、課題についての質

問とした。 

学生の課題提出に

ついての確認は、「採

点」タブでした。教員

用 Google Classroom

では「ストリーム」「授業」

「メンバー」「採点」タブ

があり、「採点」タブで

提出の有無や提出物

の表示、返却ができる

ようになっているので

容易に確認ができた。 

学生は、課題を提出した後、Google Form で

作成をした「理解度チェック」（図 3）に挑み、提

出すれば終了退出可能とした。 

 

Ⅲ．小テスト比較  

ICT 活用講座 A は、情報処理についての基

礎知識、活用について修得する授業である。

情報処理の基礎と言っても、用語や活用がか

なりの量あり、英語の単語も多く出て来る。日常

的に使用する用語もあるが多くは情報処理の

専門用語である。保育教諭をめざす学生にとっ

ては従的科目であるが、情報処理は現在の社

会あるいは保育教諭が働く現場において必要

不可欠なツールであり必要な基礎知識である。

これらを学生に理解してもらい、知識や活用力

を養ってもらい定着させる必要がある。そこで、

ICT 活用講座 A の授業では、3 回に一度の小

テストを実施し、定着を図っている。 

ここに、2019（令和元）年の対面授業を履修

した学生と 2020（令和 2）年、2021（令和 3）年

の対面授業とオンデマンド型オンライン授業の

図 1：オンデマンド動画配信  

 
出所：津田作成  

図 2：課題  

 
出所：津田作成  

図 3：理解度チェック 

 
出所：津田作成  
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ブレンド型オンライン授業を履修した学生の小

テスト結果（平均値）を比較した表がある。（表 1） 

小テストの条件であるが、テキストは同じもの

を使用し、小テスト範囲、内容もほぼ同じであっ

た。 

2019（令和元）年の小テスト結果を観ると、こ

の年の学生は、対面授業で履修し、授業形態

としては質問もしやすく、情報処理の知識や活

用力も定着しやすい環境にあったが、比較した

3 年の内での平均値が最も低く、特に第 2 回目

の小テストは 66.0 点と第 1 回・第 3 回の小テス

トより 6 点以上も低かった。 

2020（令和 2）年の小テスト結果から伺い知る

ことができるのは、対面授業で始まった授業が

4 回目から緊急事態宣言が発出されオンライン

授業になった。Wi-Fi 環境が整っていない学生

や PC がなくスマートフォンで受講した学生もい

た。決して安定した環境での履修ではなく、オ

ンデマンド配信の動画視聴もところどころ途切

れたり、ストップする環境での履修であった。し

かし、3 年間の比較では一番安定した小テスト

結果となっている。 

2021（令和 3）年の小テスト結果からは、2020

（令和 2）年同様、授業が 4 回目からオンライン

授業となった。2020（令和 2）年の学生と違う点

は、学生全員がタブレット PC である iPad を所

有し、オンライン授業を履修できたことである。

また、ほとんどの学生が、インターネット環境が

整っていることであった。小テスト結果を見ると、

第 3 回目が 67.2 点と第 2 回目の小テスト結果

と 4.4 点の差があり、第 1 回目とでは 9.4 点の

差となっている。なぜこれほどの差が出たのか

の事由としては、対面授業が復活したが、警報

が発令され臨時休校があり、また時間割調整

等もなり、授業が 1 か月近くなく、授業が再開さ

れた日に小テストがあったこともあり、学習に対

する意欲と小テストに対する構えが学生になか

ったと推察できるのである。 

次に、3 年間の 3 回の小テストの得点別人数

を表にしたものを観る。（表 2） 

2019（令和元）年の点数別人数を観ると、3

回とも 1 桁の人数でかろうじて第 3 回の 90 点

以上が 13 名と 2 桁の人数である。59 点以下が

3 回に渡り 2 桁の人数であり多いことが分かる。 

2020（令和 2 年）は、80 点以上、90 点以上

の人数が多く中でも第 3 回の 80 点以上は 41

名と全体の 71.9％と高い数値を示している。59

点以下も 3 回とも 1 桁で第 3 回の小テストは 1

名であった。 

2021（令和 3）年は、第 1 回は 80 点以上が

25 名と多かったが、2 回、3 回と落ち気味の傾

向を示した。第 3 回は、59 点以下が 2 桁の数

値であった。しかし、落ちて来ているが、2019

表 1：2019 年～2021 年小テスト比較（平均値） 
 

 
出所：津田作成  

2019年 2020年 2021年

72.1 76.0 76.6

2019年 2020年 2021年

66.0 76.3 71.6

2019年 2020年 2021年

73.3 86.4 67.2

第1回小テスト

第2回小テスト

第3回小テスト

表 2：2019 年～2021 年小テスト点数別比較  

 
出所：津田作成  

2019年 第1回小テスト 第2回小テスト 第3回小テスト

90点以上 8 9 13

80点以上 9 4 3

70点以上 8 4 9

60点以上 7 7 5

59点以下 10 17 10

2020年 第1回小テスト 第2回小テスト 第3回小テスト

90点以上 9 19 27

80点以上 20 10 14

70点以上 14 8 9

60点以上 7 12 1

59点以下 6 7 1

2021年 第1回小テスト 第2回小テスト 第3回小テスト

90点以上 15 4 5

80点以上 10 8 8

70点以上 5 15 7

60点以上 3 4 8

59点以下 7 6 11
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（令和元）年と比べると 2021（令和 3）年の方が

低い点数の 60 点以下において人数は少ない

ことが分かる。 

このように 3 年間の小テスト結果を見る限り、

対面授業とブレンド型オンライン授業とは差が

見受けられないことが分かる。 

 

Ⅳ．結果  

1．前期試験の結果  

 3 年間の情報処理教育である ICT 活用講座

A の小テストの結果は、対面授業とブレンド型

オンライン授業とは差はないようであった。しか

し、半期 15 回を受講しての理解度、達成度、

修得度等総合的な教育効果を判断するのは

定期試験である前期試験である。 

 前期試験は、5択問題を 100問とした。スマー

トフォン、タブレット、パソコンのハードウェア、周

辺装置、ネットワークの基礎知識、活用につい

てである。 

2019（令和元）年から 2021（令和 3）年の 3回

の前期試験結果（平均値）の比較である。（表 3） 

前期試験の結果は、2019 年は、72.5 点、2020

年は 76.1 点、2021 年は 75.0 点であった。大き

な差はないが、対面

授業であった 2019年

が、ブレンド型オンラ

イ ン 授 業 で あ っ た

2020 年、2021 年より

低い結果であった。

平均値の高い 2020

年とでは 3.6 点の差があった。 

 次に 3 年間の点数別比較をする。（表 4） 

対面授業であった 2019（令和元）年の点数

別人数と率を観ると、59 点以下が最も多く 15

名 34.9％、次いで 90 点以上が 13 名 30.2％と

高得点と低得点とに集まった形となった。59 点

以下は 3 年間の中でワーストトップ、90 点以上

は 3 年間の中で最下位であった。 

ブレンド型オンライン授業であった 2020（令 

和 2）年は、90 点以上が 27 名 48.2％、80 点以

上が 12 名 21.4％と 80 点以上で 39 名 69.6％

となり、高い値を示した。90 点以上は、2019 年

の人数で 2 倍以上、率で 1.6 倍になっている。 

同じくブレンド型オンライン授業であった

2021（令和 3）年は、90 点以上がトップで 14 名

32.6％、80 点以上は 9 名 20.9％と高得点に集

まった。2020 年ほどではないが高得点の者が

多いことが分かる。 

 この 3 年間を比較すると、2020（令和 2）年が

良く、次いで 2021（令和 3）年が続き、ブレンド

型オンライン授業が対面授業であった 2019（令

和元）年より良い成績であることが読み取れた。

つまり、総合的に判断ができる前期試験におい

て、対面授業と比べても遜色がない値が出て

おり、ブレンド型オンライン授業は情報処理教

育において教育効果があると言えるのではない

かということがである。 

 

2．授業アンケート結果  

 ここまでは、小テストや前期試験と言った成績

による比較で分析をして来た。ここからは、学生

の声による分析を試みる。 

 2019（令和元）年の対面授業を履修した学生

の ICT 活用講座 A の授業評価アンケートであ

る。（表 5） 

「6 授業内容に興味を持てた」は、「強く思う」

が 68.8％、「そう思う」が 25.0％と合計で 93.8％

とかなり高い値であった。次に、「7 授業内容が

よく理解できた」は、「強くそう思う」が 68.8％、

「そう思う」が 18.8％と合計で 87.6％であった。

そして、「10学生が積極的に発言や質問をする

表 3：2019 年～2021 年前期

試験（平均値）比較  

2019 年  72.5 

2020 年  76.1 

2021 年  75.0 

出所：津田作成  

表 4：2019 年～2021 年前期試験点数別比較  

 
出所：津田作成  

人数 率 人数 率 人数 率

90点以上 13 30.2 27 48.2 14 32.6

80点以上 7 16.3 12 21.4 9 20.9

70点以上 4 9.3 7 12.5 5 11.6

60点以上 4 9.3 2 3.6 7 16.3

59点以下 15 34.9 8 14.3 8 18.6

2019年 2020年 2021年
前期試験



7 

 

ことができた」は、「強くそう思う」が 62.5％、「そう

思う」が 6.3％で合計 68.8％であった。最後に

学生にとって満足した授業であったかを図る

「14 この授業を受けて満足した」は、「強くそう

思う」75.0％、「そう思う」18.8％で合計 93.8％で

あった。 

次いで、2020（令和 2）年のオンデマンド型オ

ンライン授業と対面授業のブレンド型オンライン

授業を履修した学生の授業評価アンケートで

ある。（表 6） 

「6 授業内容に興味を持てた」は、「強く思う」が

68.4％、「そう思う」が 21.1％と合計で 89.5％で

あった。次に、「7授業内容がよく理解できた」は、

「強くそう思う」が 68.4％、そう思う」が 21.1％と

合計で 89.5％であった。そして、「10 学生が積

極的に発言や質問をすることができた」は、「強

くそう思う」が 47.4％、「そう思う」が 26.3％で合

計 73.7％であった。最後に学生にとって満足し

た授業であったかを図る「14 この授業を受けて

満足した」は、「強くそう思う」84.2％、「そう思う」

10.5％で合計 94.7％であった。 

 そして、2021（令和 3）年のオンデマンド型オン

ライン授業と対面授業のブレンド型オンライン

授業を履修した学生の授業評価アンケートで

ある。（表 7） 

「6 授業内容に興味を持てた」は、「強く思う」

が 34.1％、「そう思う」が 43.9％と合計で 78.0％

であった。次に、「7授業内容がよく理解できた」

は、「強くそう思う」が 34.1％、「そう思う」が

34.1％と合計で 68.2％であった。そして、「10学

生が積極的に発言や質問をすることができた」

は、「強くそう思う」が 26.8％、「そう思う」が

24.4％で合計 51.2％であった。最後に学生に

とって満足した授業であったかを図る「14 この

授業を受けて満足した」は、「強くそう思う」

34.1％、「そう思う」39.0％で合計 73.1％であっ

た。 

 この 3 年間の学生の授業評価アンケートを比

較すると、まず「6 授業に興味を持てた」で、

2019 年の対面授業を履修した学生は、93.8％

と最も高い値を示している。ブレンド型オンライ

ン授業を履修した 2020 年の学生は 89.5％、

2021 年の学生は 78.0％であった。次に、「7 授

業内容がよく理解できた」は、ブレンド型オンラ

イン授業を履修した 2020 年の学生が 89.5％と

高い値を示し、次いで 2019 年の学生の 87.6％、

2021 年の学生は 68.2％であった。そして、「10

学生が積極的に発言や質問をすることができ

た」は、ブレンド型オンライン授業を履修した

2020 年の学生が 73.7％でトップであった。次い

表 5：2019 年学生授業評価アンケート  

 
出所：津田作成  

表 6：2020 年学生授業評価アンケート  

 
出所：津田作成  

表 7：2021 年学生授業評価アンケート 

 
出所：津田作成  
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で対面授業を履修した 2019 年の学生の

68.8％、であった。ブレンド型オンライン授業を

履修した 2021 年の学生は、51.2％と低い値で

あった。「14 この授業を受けて満足した」は、ブ

レンド型オンライン授業を履修した 2020 年の学

生が 94.7％とトップであったが、対面授業を履

修した 2019 年の学生も 93.8％と拮抗した値で

あった。2021 年の学生は、73.1％であった。 

 これら 3 年間の学生による授業評価アンケー

トから、ブレンド型オンライン授業においても対

面授業においても大きくは学生の評価に差が

ないことが分かった。 

 

3．オンデマンド型オンライン授業アンケート結

果 

 小テスト結果、前期試験結果、学生の授業評

価アンケートから分析を進めて来た。2019（令

和元）年は対面授業で、2020（令和 2）年はオ

ンデマンド型オンライン授業を行ったが、これに

ついてのアンケートを取ることはできなかった。

よって、オンデマンド型オンライン授業について

の学生のアンケートは 2021（令和 3）年のみで

あるので比較分析は出来ないが、学生の声とし

て参考に取り上げる。（表 8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まず、オンデマンド授業については、「良い」

が 56.3％、「まあ良い」が 18.8％、合計で

75.1％の評価であった。映像視聴の長さにつ

いては、「良い」が 18.8％、「まあ良い」が 34.4％、

計は 53.2％であった。オンデマンドの授業につ

いては 7.5 割の学生が認めつつ、平均 30 分の

映像を視聴するのは 5 割強の学生しかよしとし

ていないことが分かった。視聴時間の長さを

40％の学生が普通としていることからもうかがえ

る値である。映像を視聴した後、課題をするが

それについては、「良い」が 50.0％、「まあ良い」

が 21.9、計 71.9％であった。課題の量は、「良

い」が 28.1％、「まあ良い」が 15.6％、計 43.7％

であった。量についても課題は良いが量につい

ては認めていないことが分かる。理解度チェック

をするようにしたが、それについては、「良い」が

40.6％、「まあ良い」が 28.1％、計 68.7％と認め

ることに多少のためらいがあるようであった。オ

ンデマンド授業は分かりやすいかは、「分かる」

が 34.4％、「まあ分かる」が 37.5％、計 71.9％

であった。オンデマンド授業は理解できるかに

ついては、「できる」が 34.4％、「まあできる」が

40.6％、計 75.0％であった。分かりやすさ、理

解できるはともに 7 割強であり、オンデマンド授

業は評価されていることが伺えた。これは、映像

の視聴回数にも関係するのではないかと質した

ところ、2 回が 46.9％、3 回以上は 18.8％と合

計で 65.7％あり、2 回以上の視聴をすることに

より、分かる・理解への試みをしていることが分

かった。オンデマンド授業とリアルタイム授業で

の分かりやすさを質したところ、オンデマンド授

業が 53.1％、リアルタイム授業は 21.9％でオン

デマンド授業の方が分かりやすいとのことであっ

た。このことは、同じオンライン授業であれば複

数回の視聴をして分かる・理解するという試み

ができるオンデマンド授業の方よいという判断で

あったのではないかと推察できるのである。学

生の意見でもオンデマンド型は分からなければ

何回も視聴できると述べているがその思いから

オンデマンド授業を選んだと推察できる。オン

表 8：2021 年学生オンデマンド型オンライン授業アンケート  

 
出所：津田作成  
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デマンド授業と対面授業の分かりやすさについ

ては、対面授業が 43.8％、オンデマンド授業が

34.4％で対面授業の方を学生は選んでいる。

このことは、やはり意見にもあったが、対面授業

に比べオンデマンド授業は質問がしづらいとい

うことが要因の一つではないかと推察されるの

である。 

 このように初めてのオンデマンド授業について

並びにリアルタイム授業や対面授業について

学生からアンケートを取ったが、オンデマンド授

業に対する否定的な思いはないようであった。

多くの大学等においてオンライン授業は 2020

（令和 2）年から実施されているが、平林信隆

（2021）は「オンライン授業の効率性のメリットが

自宅学習の孤独感というデメリットを超えること

で、オンライン授業内容の理解が促進され、継

続的にオンライン授業を望む意欲につながる」
(13)として、そのためには「学生に対して情報技

術が取得できるような IT の環境を提供し、活用

できる環境を整備すること、さらにビデオ会議シ

ステムなどを活用したグループティスカッション

や学生や教員との交流会を通じて、孤独感を

緩和することもオンライン授業の効果を出すた

めには重要なことである。」 (14)とオンライン授業

での教育効果を上げる提言をしている。また、

文科省の政策・審議会報告 (15)によると、「学生

からはオンラインの方がかえって発言しやすい

という声がある」「動画を配信するオンデマンド

型のオンライン授業についても、「学生が自分

の好きなペースで学習でき、復習もしやすい。」

と評価する大学が多かった。」「学びの準備的

な部分はオンライン授業とし、重要な部分を対

面授業にするといった教育のポイントを絞る方

向性が見えた」と大学向けの調査からの評価と

して挙げている。 

もちろん、良好な評価ばかりではなく、課題も

多くある。文科省の政策・審議会報告 (16)は、

「実験・実習・実技系科目への対応は９割以上

の大学が困っていた。」「「学生の通信環境・

ICT（情報通信技術）スキル」や「学生の学ぶ意

欲・メンタルケア」「オンライン授業の導入で、出

席率やリポート提出率が上がった一方、ウェブ

会議システム Zoom などに不慣れな一部の学

生は課題に手間や時間を要している。」等を挙

げている。また、宮崎耕（2012）は、「オンライン

授業受講生のオフラインでの自主的グループ

学習活動に教員が介入し、アクティブラーニン

グの要素を付加すれば、より高い教育効果と学

習成果を得られることは確実である。」 (17)とオン

ライン授業の更なる教育効果の可能性を示唆

している。 

 

Ⅴ．おわりに 

 ICT 活用講座 A と言う情報処理教育を 2019

（令和元）年は対面授業で、2020（令和 2）年、

2021（令和 3）年はオンデマンド型オンライン授

業と対面授業のブレンド型オンライン授業を行

って来た。この 3 年間の小テスト結果や前期試

験を、また学生の授業評価アンケートによりブレ

ンド型オンライン授業は情報処理教育に効果

があるかを分析した。結果、ブレンド型オンライ

ン授業は対面授業と大差ない教育効果がある

ことが分かった。しかし、課題も多いことも判明

した。ここにオンデマンド型オンライン授業を受

講した学生のアンケートから課題を抽出したも

のを記す。 

 

・質問したいが多くの人がMeetでするので中々

できなかった。 

・オンデマンド授業を受講して、わからないとこ

ろの解決が難しい。 

・たまに映像が止まり分かりづらい時があった。 

・対面より集中ができなかった。 

・とても眠たくなった。 

 

 学生からのオンデマンド型オンライン授業の

課題として、疑問、質問に対する解決策、イン

ターネット環境の解決方法、家庭でリラックスし

た姿勢での受講の集中力持続の解決方法等

が挙がっていた。 
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 また、オンデマンド型オンライン授業を行うに

際し、他の科目との兼ね合いもあり、対面授業

と同じように、時間割に沿った時間帯で開始し、

出席を取り、映像、課題、理解度チェックと進

み終了した。しかし、オンデマンド型オンライン

授業は、時間を制限しなくとも、いつでもどこで

も学習を可能にしても教育効果を上げることが

できるのではないか。また、課題提出や小テスト

は限られた時間帯でなくても実施することがで

き、定期試験さえ制限したものにすれば教育効

果の判断はできるのではないか。つまり、オンデ

マンド型オンライン授業と対面授業をミックスし

たブレンド型オンライン授業は、授業のあり方、

出席のあり方、成績評価のあり方について改善

する余地をはらんでいることを示唆している。今

後の課題として進めて行くことを頭に置き終わり

とする。 
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