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はじめに 

目に見えない感染症と立ち向かったわが大学の軌跡 

学長  神里 みどり 

 このような SFのような事態を誰が予想したであろうか？ 今となっては当たり前の日

常になってしまったが、2020 年の始まりは、100 年に一度の災禍と言われる新型コロナ

ウイルス感染症の脅威で、これまでの私たちの日常を一変させ、新たな世界に突入した。 

 2020年 4月 1日の新学期の開始、それはまさに道なき道をゆく新たな教育展開の始ま

りであった。大学は学生が集まって学びを集う場、しかし、感染予防のために集ってはい

けない場になってしまった。どのような事態になっても学生の学びを止めることはでき

ない。過去の歴史からも戦時下であっても教育は続けられてきた。これまでの大学での学

習環境が集わない学習形態、接触しない学習形態に大きく変更された。瞬く間に大学とい

う建物空間がゴースト化してしまった。 

わが大学は、看護の人材育成を目指す大学である。看護は直接触れ合って、対面で会話

をして、ケアを学ぶ実践的な学問である。それを全面オンラインのみの遠隔教育、さらに

感染状況を配慮しての対面とオンラインを併用したハイブリット型で行う必要があっ

た。これまでの教育方略を覆す発想の転換を余儀なくされたのである。脱皮しない蛇は滅

びるといわれるが、ものの見事に新たな学習形態と教育形態が教員によって再構築され

た。その教員の底力には、ただただ敬意を表するしかない。通常の２～３倍の時間をかけ

て作り上げられた新たな教育方略は、創造性豊かな内容で、学生の思考過程に役立つのは

もちろんであるが新たな発見につながった。もちろん、遠隔教育の限界もあるが、逆にハ

イブリットのメリットも浮き彫りになり、今後の教育方略の改善に活かせる手がかりを

みつけることができた。 

本稿で、コロナ禍での 2 年間の教育実践の方略と地域貢献の実績を各教員に簡潔にま

とめていただいた。本来ならば１枚にまとめられる内容ではないが、紙面には、各教員の

創意工夫された教育や地域貢献のエッセンスが述べられている。その叡智を次の世代に

引き継ぐ手段としてこの企画は素晴らしく、企画を担当した紀要編集部会長、ならびに多

忙な中、執筆していただいた教員の皆様には心より感謝をしたい。 

そして、もう一つ感謝したいのは初代学長が本学のミッションとして遠隔教育を重要

視し、大学として大学院教育や継続教育で、遠隔教育を発展させてきたことである。この

長年の実績のおかげで、遠隔教育への導入も他大学に比べてハードルが低く、適時に対応

できたのではと自負している。改めてこの大学を作り上げてきた先人たちの力に感謝の

意を表したい。まさに、大学は 1日にして成らず、である。これまで培ってきた叡智のレ

ンガを積み上げながら新たな教育・地域貢献に繋げていってほしいと願っている。 

最後に、多忙な中で、初のホテル療養支援や保健所支援、入院待機ステーション開設支

援、ワクチン接種の協力支援など、多くの教員が地域の中で尽力していただいた。そして

何度も口にするが、ある保健所の所長が声を振り絞って語った言葉が忘れられない。「涙

がでるぐらい大学の支援はありがたかった」と。この言葉は、皆さんの協力の賜物であ

り、一生の宝として私の胸に刻まれている。この紙面を借りて、全教職員にお礼を申し上

げたい。みんなで力をあわせて立ち向かったこの軌跡を一生忘れることはない。 
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県内外の Covid-19 の動きと本学の動向 

看護学部長 賀数いづみ 

教育上の課題と工夫 

 今年度、沖縄県では令和３年 4 月 12 日（月）～5 月 22 日（土）にまん延防止重点措置、

5 月 23 日（日）～9 月 30 日（木）緊急事態宣言、2022 年 1 月 9 日（日）～2 月 20 日（日）

にまん延防止重点措置が発出されている。直近での県内の新規感染は、年末から瞬く間に感

染の急拡大が起こり、全国に先駆けて第 6 波が到来した。沖縄県のまん延防止等重点措置は

2 月 20 日で終了したが、全国では現時点で 31 都道府県がまん延防止等重点措置の 3 月 6 日

までの延長が決定されている。沖縄県内では 2 月 26 日現在、新規感染者数は 854 人と前週

を上回り、今後の感染拡大や新年度への影響が懸念される。 

さて、大学での教育活動は、前年度に引き続き今年度も Covid-19 の感染拡大に関連して､

教育活動の変更を余儀なくされた。入学式の中止に始まり、新入生ガイダンスは基本的感染

対策を徹底し、3 密を避け実施、在校生ガイダンスは遠隔対応となった。新学期に伴う各種

イベント（教科書販売・ユニフォーム採寸、PC 貸与等）も時間を分散しての対応となった。 

授業については、助産関連科目の履修生は一部対面授業、１年次、2 年次は原則対面授業

と一部遠隔授業のハイブリッド方式、3 年次は 1 週間に 1 日午後からの対面授業、4 年次は

演習のみ対面授業とするなど分散しての登校となった。前期の期末試験は原則対面実施とし

たが、感染拡大の懸念から急遽、遠隔試験へ変更せざるを得ない状況であった。実習につい

ては、前年度は 7 月までの臨地実習を中止したが､今年度の方針としては受け入れ施設から

の中止要請がない限り､臨地実習の可能性を模索した。臨地実習は学生へ注意事項の周知（別

紙参照）と実習施設の受け入れ条件（ワクチン接種､実習開始前の PCR 検査の陰性確認、実

習前 2 週間の健康観察＆行動観察、毎日の健康観察等）に対応し、実習時間や期間短縮など

調整を重ねて臨地実習と学内実習を組み合わせて実施した。新規感染者の急拡大で施設から

実習中止の申し入れのあった科目は学内実習で登校者数の制限や学内の滞在時間制限、昼食

の機会を減らすなど、遠隔実習を組み合わせて実施した。3 年次の臨地実習では感染状況が

落ち着いた時期（11 月～12 月）の１～2 クール目は臨地実習が可能であった。しかし、年明

けの感染の急拡大によって 3 クール目（1 月）は演習・実習ともに完全遠隔対応で、教員の

工夫がさらに求められる状況となり、遠隔での看護技術体験の課題が浮き彫りとなった。4

クール目は学内と遠隔実習の組み合わせての実施となった。 

後期の期末試験は原則対面実施としたが、遠隔試験の実施可能な科目は遠隔試験を実施し

た。技術試験については内容の変更調整等も行われた。まん延防止等重点措置の終了後の 3

年次の集中講義は、オンデマンドと対面授業を組み合わせ、試験も対面で実施している。 

With コロナに向けて 

 昨年度から 2 年目の Covid-19 対応であり、学内の教職員・学生の基本的感染予防対策は

ある程度徹底されており、体調不良や家族内感染の疑いのある場合の事前の連絡体制も徹底

していると思われる。今後も Covid-19 の感染は続くと予測されるが､基本的感染対策を徹底

しながら可能な教育活動の模索を継続していくことが求められる。今後の課題は、講義資料

等の配布でありペーパーレス化の検討も必要だと考える。 
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臨臨地地実実習習・・学学内内実実習習・・演演習習開開始始ににああたたっっててのの注注意意事事項項  

臨地実習・学内実習・演習（以下：実習と表示する）開始にあたり、注意事項を下記にとり
まとめています。なお、感染状況の変化に応じて内容については変更の可能性があります。 

１１．．実実習習前前、、実実習習中中、、実実習習後後のの学学生生のの対対応応  
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い。原原則則ババイイトト等等はは禁禁止止すするる。。県外への移動歴がある場合、その後 2週間は自宅待機

する。県県外外かかららのの渡渡航航者者とと接接触触をを避避けけるるななどど、、自自分分自自身身、、同同居居家家族族もも含含めめ注注意意すするる。。 
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＊＊＊＊実習停止期間は、公欠扱いとする。補習実習等については、科目担当者が協議の上、 

学生の不利益にならない形（学内補習実習等）で行う。 

 
実習停止中は、実習担当教員へ毎日、体調報告を行う   

 

実習 2週間前からの行動自粛／日々の健康管理と行動記録 

（■朝・夕の体温チェック、■自覚症状の記録、■手洗い、■うがい） 

発熱・症状が出現 
自分に自覚症状は無いが、濃厚接触者の疑いがある 

（同居する家族が感染したなど） 

実習担当教員・学務課へ連絡 
 実習停止＊＊＊＊ 

（発症から 5日または症状消失後 2日
のどちらか長い期間） 

実習停止＊＊＊＊ 2週間の予定 
（オンラインで参加できる学内実習のみ参加可） 

症状がよくならない 
または、悪化する。 

濃濃厚厚接接触触者者確確定定  
⇒実習担当教員へ状況
を速やかに報告 

医療機関 
受診 

PPCCRR検検査査実実施施  
⇒実習担当教員へ状
況を速やかに報告 

別紙 
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本学における新型コロナウィルス感染症への対策について 

学生部長 金城忍 

ワクチン接種に向けての経緯 

沖縄県では，2020（令 2）年 2月 1日にダイヤモンドプリンセス号の乗客を乗せたタク

シー運転手が SARS-CoV-2に罹患したことが判明したのが 2月 14日であった。その後，

m-RNA ワクチンの開発が進み，2021（令 3）年 4月，本大学もワクチン接種に向けて他
大学のワクチン接種に向けた情報収集に取りかかった。その結果，沖縄県内の看護系大学

３校のうち，本大学以外は既に接種に向けて進んでいることが判明した。接種に向けて進

める根拠となったものが，令和 3年 2月 16日に厚生労働省健康局健康課長より発表され

た「接種順位が上位に位置づけられる医療従事者等の範囲について（健健発 0216第 1号）」
であった。そこで本大学は沖縄県保健医療部と相談し，「看護学生臨地実習受入医療機関

の長」宛てに看護学生のワクチン接種に向けての協力依頼の文書を発送してもらった。 

そこで学長の指示の元，本大学の臨地実習を受け入れている総合病院に接種が可能かど

うかの確認を行った。しかしほとんどの実習施設では，自施設の職員の接種が済んでいな

いことから，本大学の学生や教職員の接種は難しい状況であった。そのような状況下で，

沖縄県立南部医療センター・こども医療センターや那覇市立病院からワクチン接種受入

を承諾してもらえた。さらに学長の強いリーダーシップの元，学生全ての接種が可能とな

った。また，当初ワクチン接種を予定していたが，接種当日，体調不良のため接種が行え

ない学生に対して，コンベンションセンターで接種が受けられる，という沖縄県医療福祉

部からの連絡が入り，１回目の接種を 6 月下旬，２回目接種が７月下旬に実施すること

となった。 

そのように接種が進んでいく中で，学生の方から副反応出現時の対応についての問い合

わせがあった。そこで危機管理運営委員会を開催し，厚生労働省から既に報告されていた

副反応の出現率，症状等を参考に，副反応が出現した際には公欠扱いで対応する，という

ことを定めた。その結果，多くの学生から接種後の副反応の報告があり，公欠扱いで対応

することが可能となった。 

このように，約９割以上の学生がワクチンを接種した後，オミクロン株の流行が始ま

り，本大学では３回目のワクチン接種を取りまとめて実施はしないが，接種を推奨する，

ということで，令和 4年 3月 7日現在，本大学の学生の約 23％が３回目のワクチン接種

を終えている。 

Withコロナに向けて 

 ワクチン接種は「感染を予防する」のではなく，「感染による症状の劇症化を抑える」

ものである。そのため，有事には，感染予防行動の，三密を避ける，マスクを着用する，

手指消毒を行う，換気を行う，などを遵守していくことが必要である。一方，感染拡大が

ある程度収まってきた平時では，各自が常に自分自身の体調管理を行いながら，規則正し

い食生活，運動・睡眠など，自らの免疫力を高める行動が重要となる。 
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本学における健康診断実施に向けての支援について 

学生部長 金城忍 

健康診断実施に向けて 

令和 3年度の定期健康診断は， 5/19（木）に 2年次，4年次，別科助産専攻科，教職員

を対象に，そして 5/28（金）に 1 年次と 3 年次を対象に実施が予定されていた。その時

期の沖縄県内では，コロナ新規感染者数が 5/17（月）は 59名， 5/18（火）は 168名であ

った。そのような状況であったが，5/19（木）の健康診断は予定通り実施された。そこで

登校時に教育棟入り口で一人一人，体温測定を行い，発熱症状のある学生を把握した。そ

の結果，体温が 37℃を超える学生が 4名みられ，その学生はその日の健康診断は受診せ

ずに，5/28（金）の受診を案内後，帰宅させた。その日の健康診断の受付終了時刻は 15時

30分であったものの，15時には全ての予定者が健診を終了しており，健康診断の流れは

スムーズに進んだ。しかし，健診会場の教室や廊下では学生同士が近寄って会話を行って

いたことから，三密を回避する手段を講じなければならなかった。 

その後，沖縄県内のコロナ新規感染者数は，5/21（金）は 207名，5/22（土）は 231名

と，2日間連続過去最多を更新し，曜日最多が 7日間連続更新していた。さらに沖縄県は

5/23（日）から緊急事態宣言を発令し，本大学も翌日の 5/24（月）からは全学年遠隔授業

に変更となった。そのため，5/28（金）に予定していた 1年次と 3年次を対象とした健康

診断は延期が決定した。 

延期が決定した後，保健業務専門員（保健室）の先生を中心に学務課職員や学生部長で，

1年次と 3年次の健康診断スケジュールが立案された。スケジュールは，1時間毎に 3年

次は 1つのグループ，20名，1年次は 2つのグループ，40名の学生が健康診断を受ける

ように時間を設定した。さらに学生部長を中心に，１年次部会長，3年次部会長の協力の

下，三密回避に向けて「8 月 30 日（月）の健康診断時の感染予防対策について」という

マニュアルを作成した（別紙資料 1，別紙資料 2）。そのマニュアルでは，学内の地図に，

健康診断を受診する学生の動線を明記し，学年の担当教員が所定の位置で学生同士が 2m

の間隔を確保しているか，会話をせずに並んでいるか，などを確認した。実際に 2ｍの間

隔を保持し，無言で健診を受けていた。また健康診断時，布マスクやウレタンマスクを着

用している学生に対しては，大学の方から不織布マスクを配布し，交換してもらう，など

の対策も講じた。このような状況下で，保健業務専門員（保健室）の先生，学務課職員，

そして各年次部会の先生方が一致団結し，無事，健康診断を遂行することができた。 

Withコロナに向けて 

 感染予防行動として，「三密を避ける」がある。スーパーコンピューター富岳によるシ

ミュレーションの結果，不織布マスクを装着しても，50 ㎝以内で会話を行うと，約３割

の感染が生じる可能性があることが判明している。このことも常に念頭に置きながら，各

自が自身の感染予防行動に責任を持つことが必要かと考える。 

－ 5－



資料１ 2021年 8月 30日（月）の健康診断時の感染予防対策について 

健康診断時に感染予防対策として，約２mの間隔を開ける，大きな声での会話はせず，会話は控えめに

する，を徹底的に行ってもらいます。学生の動線を説明します。 

学生は，一旦，ラーニングコモンズに集まり，整理券を受け取り，体温測定を行います。さらに，不織布マ

スクを装着していない学生は，教職員から不織布マスクを受け取り，マスクを交換します。その後，整理券

の順番通り，足の絵が貼られている位置に並び，順次，１階のロビーに移動します。なお，足の絵は約２m

の間隔を開けて貼り付けています。渡り廊下については，それ以上の間隔を開けて貼り付けています。 

ロビーで受付を終えたら，向かって左側のドアからレントゲン車に乗り込みます。レントゲン撮影後は，守

衛室，学生会室前を通過し，教育棟に入棟し，階段に向かい，足の絵が貼られている位置に並びます。 

講義室８で聴力検査を終えた学生は，順次，講義室７，６，５，４と移動し，最終チェックで問診票を提出

し，図書館側の階段を使用して，１階に下りて，速やかに帰宅してもらいます。 

１年次学生は，講義室３で「ユニフォーム受け渡し」があるので，実習着を受け取り後，図書館側の階段

を使用して１階に下り，速やかに帰宅してもらいます。 

上記流れで学生は健診を受けますが，見取り図で丸付の番号を記した箇所に，教職員を配置し，感染予

防対策を講じます。以下に，それぞれの役割を記します。 

①（担当：支援員）：ラーニングコモンズに来室した学生に整理券を渡す。また，中にいる学生が大きな声で

会話をしていないか，会話は控えめにしているかを見守る。ラーニングコモンズの部屋の中から見える

位置に，一人の学生が立って並ぶ場所を設けるので，その場所から学生が移動したら，整理券で次の

番号を持っている学生をそこへ移動するように伝える。その際，自分の前に立っている学生が移動した

ら，速やかに前の立ち位置まで移動するように伝える。 

②（担当：事務局）：ラーニングコモンズに来室した学生が整理券を受け取った後，体温測定を行い，測定

結果を名簿に記録する。また，中にいる学生が大きな声で会話をしていないか，会話は控えめにしてい

るかを見守る。 

③（担当：年次部会）：渡り廊下にて，会話をせずに，足の絵が貼られている位置に適切に並んでいるかを

見守る。守れていない学生には，その都度，口頭で注意し，行動修正を行わせる。 

④（担当：年次部会）：１階ロビーにて，会話をせずに，足の絵が貼られている位置に適切に並んでいるか

を見守る。守れていない学生には，その都度，口頭で注意し，行動修正を行わせる。 

⑤（担当：年次部会）：１階から２階に向かう階段や講義室８に向かう間，会話をせずに，足の絵が貼られて

いる位置に適切に並んでいるかを見守る。守れていない学生には，その都度，口頭で注意し，行動修

正を行わせる。 

⑥（担当：支援員）：講義室４〜７で密になって座っていないか，会話は控えめにしているかを見守る。守れ

ていない学生には，その都度，口頭で注意し，行動修正を行わせる。 

⑦（担当：支援員）：健診を終えた学生が階段を下ってきた際には，速やかに帰宅するように声をかける。 

金城（未）：レントゲン車から学生が出てきたら，外で並んでいる学生に声をかけ，受付を行うように伝え

る。随時，健診場所を巡回して，感染予防対策が遵守されているかを確認する。 

学生部長：健診場所を巡回し，感染予防対策が遵守されているかを確認する。また人員不足の場所があ

った場合，その場所の役割を遂行する。 
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資料１ 2021年 8月 30日（月）の健康診断時の感染予防対策について 

健康診断時に感染予防対策として，約２mの間隔を開ける，大きな声での会話はせず，会話は控えめに

する，を徹底的に行ってもらいます。学生の動線を説明します。 

学生は，一旦，ラーニングコモンズに集まり，整理券を受け取り，体温測定を行います。さらに，不織布マ
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講義室８で聴力検査を終えた学生は，順次，講義室７，６，５，４と移動し，最終チェックで問診票を提出

し，図書館側の階段を使用して，１階に下りて，速やかに帰宅してもらいます。 
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上記流れで学生は健診を受けますが，見取り図で丸付の番号を記した箇所に，教職員を配置し，感染予

防対策を講じます。以下に，それぞれの役割を記します。 
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⑥（担当：支援員）：講義室４〜７で密になって座っていないか，会話は控えめにしているかを見守る。守れ

ていない学生には，その都度，口頭で注意し，行動修正を行わせる。 
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金城（未）：レントゲン車から学生が出てきたら，外で並んでいる学生に声をかけ，受付を行うように伝え

る。随時，健診場所を巡回して，感染予防対策が遵守されているかを確認する。 

学生部長：健診場所を巡回し，感染予防対策が遵守されているかを確認する。また人員不足の場所があ

った場合，その場所の役割を遂行する。 
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学生への新型コロナワクチン接種支援 

成人保健看護 准教授 赤嶺伊都子 

教育上の課題と工夫 

新型コロナウィルス感染症流行により、全国と同様に本学においても臨地実習施設か

らの実習受入停止や制限などにより、学内実習や遠隔実習、実習プログラムの変更など実

習方法・内容の変更・工夫が余儀なくされた。厚生労働省は、国が進める新型コロナワク

チン予防接種体制を構築し、医療従事者等へのワクチン接種の推進に呼応して、医学生や

看護学生など医療機関で実習を行う学生については、実習先の医療機関の判断で医療従

事者向けのワクチンの優先接種の対象になる、と通知した（厚生労働省健康局、令和 3年
2月 16日付）。令和 3年 5月に本学の実習施設の協力により、本学学生および看護教員は
「医療従事者等優先接種予定者」として新型コロナワクチン接種を受けられることにな

り、本学の実習施設である沖縄県立南部医療センター・こども医療センターで実習予定の

学生、実習引率教員が接種対象となった。 

6月初旬に私は、学部長の指示により学部リーダー（別科助産リーダーは西平朋子先生）
として学生のワクチン予防接種支援を担うことになった。当該施設ではワクチン接種予

定の本学教員が、ワクチン筋肉注射を担当することを条件としていた。加えて予診票（当

日病院で記入）、10分間隔での接種会場への誘導調整、学生への注意事項等の周知、ワク
チン接種後の観察・対応など、これら全てを本学に割り当てられた１時間枠で、対象学生

と教員全員が円滑に終了できるように、入念な事前の準備・調整が必要であった。そこ

で、教員の担当割り振りや関係者との調整など事前の準備を進めた。筋肉注射のシミュレ

ーションによる教員への事前研修と当日の注射担当のとりまとめを栗原幸子先生が担当

し、9人の教員が注射担当者として事前研修に参加した。会場受付、学生誘導、予診票担
当など接種対象の教職員 13人全員が役割を担い、対象学生が円滑にワクチン接種できる
ように支援を行った。接種日当日（1回目接種：6月 11日、2回目接種：7月 2日）に学
生は、指定の時間・場所に集合し、体温チェックの後に、教員および看護部や事務方の誘

導・指示のもと、受付から問診票記入、医師の診察後にワクチン接種、接種後の観察まで、

円滑に進めることができ、対象学生全員のワクチン接種が終了した。 

今回、多くの関係者の協力のもとに、対象学生（1回目：69人、2回目：62人）と対象
教職員が無事にワクチン接種を受けることができた。学生の新型コロナウワクチン接種

が進んだことにより、後学期 10月の実習から、制限があるものの多くの実習施設で臨地
実習を行うことができた（2022 年 1 月に急速な感染拡大により再度臨地実習中止となっ
た）。ちなみに今回紹介した施設でのワクチン接種以外に、他 1施設においても本学学生
への集団ワクチン接種が行われた。 

Withコロナに向けて 

 令和 4 年 2 月時点において、新型コロナウィルス感染症流行の収束の目途は立ってお
らず、今後も臨地実習への影響がつづくことが予測される。実習施設によっては、新型コ

ロナワクチン接種を 2 回終了していることが実習受け入れの条件であったり、PCR 検査
結果の報告を義務付けている実習施設もある。今後も実習施設と連携し、教員および大学

として必要な学生支援について継続して考えていくことが求められる。 
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コロナ禍における図書館運営 
屋良 百合（附属図書館） 

教育上の課題と工夫 

 コロナ禍の中であっても、学習や研究を進めるためには図書館にある資料は必要不可

欠である。新型コロナウイルス感染症の蔓延状況に合わせ、休館中を含め、図書館では

様々な対応をしてきた。 

１．座席数の削減、アルコール等の設置 

  閲覧席を 5 割、ラーニングコモンズを 3 割削減し、さらに食事をとることが可能な

ラーニングコモンズにはアクリルパネルを設置した。 

２．図書館利用制限（主な対応） 

 （１）休館：令和 2年 4月 13日～5月 13日、8月 1日～9月 27日 

    休館中は、学内利用者については、メールや電話での予約による図書貸出や文

献複写に対応し、図書館入口にて非対面にて提供した。 

 （２）短縮開館（8：30～19：00）：令和 2年 5月 14日～5月 31日 

    学年ごとに利用場所のゾーニングを行い、接触を避けるよう配慮した。 

 （３）学外者の利用制限：休館、短縮開館中 

および令和 2年 9月 27日～令和 3年 10月 31日 

    学外者へのサービスは、休館および短縮開館中を含めすべて停止していたが、

利用要望が多かったため、令和 3 年 4月 1日よりメール・電話による図書の貸出

予約に対応した。文献複写は病院図書室を通した ILLのみ対応した。 

 （４）通常開館：令和 3年 11月 1日～ 

    座席数の削減は継続。グループ学習室のグループでの利用は禁止。 

    学外利用者は、カウンターで受付し、短時間での利用を呼び掛けた。 

３．学外からの電子リソースへのアクセス方法の広報 

  令和 2年度はメールマガジン、令和 3年度は図書館ミニレターを配信し、学外からの

データベースや電子コンテンツの利用方法や図書館の情報を周知するよう努めた。 

表１）図書館の利用状況の変化 

年度 
年間利用者数 

(人) 

貸出冊数 

(冊) 

ILL複写件数 RemoteXs* 

ログイン回数 依頼 受付 

令和元年 60,435  12,674  121 422 195 

令和 2年 28,238  7,253 176 528 2,414 
令和 3年 
（～12月） 23,001  7,114 191 597 2,388 

* 学外から契約データベース等にアクセスするためのリモートアクセスサービス 

Withコロナに向けて 

コロナ禍により、全国的に図書館のデジタル化が急速に進んでおり、当館でも電子リ

ソースの充実を図っている。また、研究成果や大学の情報のオープン化が求められてい

るため、機関リポジトリへの積極的な登録を呼び掛け、利用促進に向けての情報発信や、

講習会等を企画・実施する必要がある。 
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ロナワクチン接種を 2 回終了していることが実習受け入れの条件であったり、PCR 検査
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 2020-2021年度英語授業展開 

山城 綾子（英語Ⅱ） 

教育上の課題と工夫 

 2020-2021 年度新型コロナウイルス感染拡大の状況下で実施した教養科目・英語 II の教

育上の課題と工夫について報告する。後期に開講される英語 II は医療英語をコアとして

学習している。大学の授業方針による対面授業期間は eLearning を自宅学習し、反転授業

で対面授業を実施した。遠隔授業へ切り替わった期間は eLearning を授業時間内に自宅学

習し、その内容を評価対象とした。eLearning では 1) Listening, 2) Reading, 3) Vocabulary の

3 サブコースで構成されている。Listening は聴き取りと発話中心で、Vocabulary, Speed 

Listening, Dictation, Utterance Voice Recording, Role Play などを学習する。Reading はスキル

を通して読む速度を上げて、文全体の内容を把握できるよう Skimming, Vocabulary, 

Grammar, WPM (words per minute)の演習を行う。Vocabulary では、Online Flash Cards for 

Medical Vocabulary, Word Roots and Combining Forms, Spelling を学ぶことで綴りから意味を

推測できるようになる。一方、反転授業では、2020 年度は Listening, Reading, Reading 

Comprehension を実施、2021 年度は Listening, Reading, Medical Vocabulary, Nursing English 

Conversation Work を行った。 Listening は各指定 Unit を学習し Dictation で復習した。

Reading は各指定 Unit を学習し、医療用語を中心に Vocabulary の復習と Writing で文法事

項を確認した。 Medical Vocabulary では医療用語の構成要素であるラテン語及びギリシャ

語に由来する語の構成要素と、語根、連結母音、接頭辞、接尾辞のルールを学んだ。 Nursing 

English Conversation Work では看護英語表現を Dialog 形式で Role Play, Quick Response を

通して学んだ。eLearning を併用することで対面授業と遠隔授業のいずれにも対応が可能

であったが、新型コロナウイルス感染予防策として LL 教室の学生数を半数に入室制限し

たこと、翌年度は様々な要因で LL 教室更新工期の遅延があり LL 機器の利用ができず演

習量が減少したことで難しい授業展開であった。 

With コロナに向けて 

LL 教室の機材更新で座席数を約 40 名から約 20 名収容へ減らし、卓上幅と奥行きを広

げ、ヘッドセット機器収納位置を変更するなど、今後に向けて十分な間隔を確保した。ま

た、ミニモニターを各座席へ設置することでどの位置からもメインスクリーンの内容を

確認できるようにした。対面授業では 20 名教育の実施、eLearning の充実、Zoom や対面

でネイティブスピーカーによる演習量の確保を計画している。 
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習量が減少したことで難しい授業展開であった。 

With コロナに向けて 

LL 教室の機材更新で座席数を約 40 名から約 20 名収容へ減らし、卓上幅と奥行きを広

げ、ヘッドセット機器収納位置を変更するなど、今後に向けて十分な間隔を確保した。ま
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社会学オンライン・グループワークの課題と合理化の試み 

山口賢一（社会学） 

教育上の課題と工夫 

コロナウィルス感染拡大の影響で、社会学の授業をオンライン配信せざるを得ない状況

が生まれた。教育上の一番大きな課題は、遠隔でグループワークを正常に機能させる方法

であった。社会学の授業では、抽象的なコンセプトや理論を「理解」して、具体的な事例

についてクラスメイトと話し合いながら「応用」する場としてグループワークが有用であ

る。少人数を対象とした対面授業であれば、グループワークのファシリテーションを通し

て教員がこの「理解」と「応用」をサポートし、授業内プレゼンテーションなどのアウト

プットから学習状況の確認が可能である。遠隔授業ではこのファシリテーションと学習

状況確認の手段が制限されるため、本年度の授業では、学習到達目標の明確化とフィード

バック・ツールの開発により、グループワーク学習を合理化することに努めた。 

学習到達目標の明確化については、ベンジャミン・ブルームのタキソノミー（記憶、理

解、応用、分析、評価、創造）を例示しながら、社会学コンセプトの理解と応用までを学

習レベルのゴールとして定めた。具体的なコンセプトとしては、ライト・ミルズが提唱し

た「社会学的想像力」の理解と応用を本授業の最終目標とし、各授業では「規範」や「逸

脱」といった社会学の基礎コンセプトを応用した社会事象や問題についての考察をグル

ープワークの課題とした。また、グループワークの結果をレポート形式で提出させること

により、受講生がコンセプトをしっかりと理解し、適切に応用できているのか確認するこ

とができた。 

従来の対面授業では、カナダ・サスカチュワン大学のジョン・トンプソン元教授が開発

したフィードバック・ツール「One Minute Memo」を利用して、受講生個々の学習状況、

疑問、意見を汲み取っていた。遠隔授業では、特にグループワークの学習状況を確認する

ために、個々の受講生からではなく、グループごとに学習状況と疑問点、メンバーの役割

をまとめてレポートできる様式を作成した。学習状況と疑問点を記述するためには、グル

ープメンバーが意見を出し合い、話し合い、ポイントを整理する必要がある。設問に回答

するだけでなく、学習内容と疑問点についてグループでリフレクトするプロセスは受講

生の学びに有用であったと考えている。また、疑問点については、翌回の授業でまとめて

紹介し回答することで、受講生全体の復習の機会とした。 

Withコロナに向けて 

グループワーク合理化の試みは、教員として目指してきたディスカッションを中心とし

た自由で想像力溢れるクラスルーム作りからは逆行している部分もある。しかし、到達目

標の明確化とグループワークのフィードバック様式によるアウトプットの焦点化は、特

に大人数を対象とした授業では有効な教育手法となり得る。コロナ禍で思考錯誤しなが

ら生み出した合理化ツールを活用しながら、今後も学生にとって有効な授業の形態を模

索していきたい。 
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グループ演習における学習成果物の作成・発表および解説の効率化 

渡久山朝裕（人間関係論） 

教育上の課題と工夫 

【課題】 

 講義・演習科目「人間関係論」ではカウンセリング理論を学んだ後、講師が準備した架

空事例でグループ演習を行い、会話中の 5場面における望ましい応答（受容、繰返し、支

持、明確化、質問）を検討させる。1コマの授業時間中において、グループ内で検討され

た最も望ましい応答を文書にまとめさせ、それを提示しながら発表を行わせ、その文書を

講師に提出させるという一連の演習計画がある。学生達が議論を深め、学習成果をグルー

プ間で共有し、それに対して講師がていねいに解説を加えるというそれぞれの時間を１

コマの中でいかに効率よく確保するかは、学習効果を高めるためにも重要な課題である。 

【工夫】 

1. ペーパーレスによる時間の短縮 

全学生にノートパソコンが配布され、講義室で Wi-Fiがつながり、Office365というア

プリケーションのツールが自由に使える環境が整ったため、ペーパーレスの授業が実現

できた。これまでは各グループメンバーが発言した意見や考察を、一人の書記担当が文章

にまとめ、発表用および提出用として紙の上に清書していた。しかし、Office365 の

SharePointを活用し、講師があらかじめ準備しておいた６つの各グループ毎のWordドキ

ュメントページに各グループの複数メンバーが各自のパソコンからアクセスし、同時に

文章を入力することができるようになった。これにより学習成果物の作成が効率化され、

作業時間が短縮された。 

2. SharePointを活用した効率的発表と解説 

6グループがWordドキュメントで作成したそれぞれの学習成果物は講師のパソコンの

SharePoint内にあるため、どの学生のパソコンからでもそれを開いたり、スクロールした

りできた。従って、そのパソコンの画面を大型スクリーンに映しだし、ドキュメントを他

のグループに示しながら、各グループが居るその場で発表ができた。つまり、清書した紙

を書画カメラで撮す必要が無く、そのための移動も不要となり、そうして省かれた時間を

発表に回すことができた。 

さらに講師が解説を行う場合にも、SharePoint内にある各グループの学習成果物を開い

たり、差し替えたり、複数表示したり、文字を拡大したり、色をつけて強調したりするな

どパソコン上ならではの機能が自在に使えたため、教育効果も高められたと考える。 

3. 学習成果物の提出と活用 

 各グループが発表の際に提示した学習成果物は既に講師の SharePoint 内にあるため、

あらためて提出する必要は無く、これも省力化できた点であった。それに学生は自分のグ

ループだけでなく、他のグループの成果物もダウンロードし、個人のパソコンに保存する

ことができたので、復習する際の参考資料として活用させることができた。 

Withコロナに向けて 
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ュメントページに各グループの複数メンバーが各自のパソコンからアクセスし、同時に

文章を入力することができるようになった。これにより学習成果物の作成が効率化され、

作業時間が短縮された。 
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のグループに示しながら、各グループが居るその場で発表ができた。つまり、清書した紙

を書画カメラで撮す必要が無く、そのための移動も不要となり、そうして省かれた時間を

発表に回すことができた。 

さらに講師が解説を行う場合にも、SharePoint内にある各グループの学習成果物を開い
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 上記の工夫はコロナ禍による対面演習中止の状況では、Zoomや Teamsなどの breakout 

room を併用して実施することができる。コロナ関連だけでなく大雨や台風等で自宅待機

を余儀なくされた学生や、離島と本島で分かれて実習を行っている学生達がそれぞれの

場所からアクセスし、演習や発表を行う際にも活用できる。 
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コロナ禍だからこそ教育的な対話 

金城芳秀 （看大ゼミⅠ, 疫学・保健医療情報， 保健医療情報演習など）  

教育上の課題と工夫 

ゼミナールⅠは「ティップス先生からの７つの提案」と「ポジデビ（positive deviant, 

positive deviance）」を基盤に、身近な問題とその解決法をグループワークのテーマに取り

上げてきた。疫学と保健医情情報は、講義と演習がセットになっており、演習はプレゼン

テーションおよびレポート（グループおよび個人）で評価してきた。その際、ゼミⅠは報

告・連絡・相談（ほうれんそう）、疫学は確認・連絡・報告（かくれんぼう）をMicrosoft 

365の Office Formsで展開してきた。これらは、初学者である 1年生を対象として、情報

リテラシーにはじまり、疫学、公衆衛生、保健統計、統計学を学ぶ科目である。 

 これまでも、「リーダー的な人に頼った」「メンバーが非協力的」「一人で空回り」「バラ

バラ感」など、仲間づくりを兼ねたグループワークの難しさがみられた。そこに、ウェブ

会議システム（Zoom）を導入しながらの授業展開が求められた。Zoomのブレイクアウト

ルームも〔参加者によるルーム選択を許可〕が追加されてから敷居が無くなった。また、

Forms や OneDriveの設定も、学生の反応から回答期間やアクセス権を適宜修正していく
方法に変更した。 

 遠隔講義では、学生側はマイクミュート、ビデオ停止を基本としていたため、学生の反

応の代わりに、自分自身の表情がよく分かってしまった。COVID-19の感染拡大に応じて、

啓発ポスターや動画コンテンツを授業中に紹介するなど、例年になく YouTube の視聴を
推奨した。学内では、2つの教室を同時利用して、研究室から講義の配信を行った。この

ような人数制限による 3 密防止、手指消毒の徹底が図られ、さらにアクリルパネルの仕

切りと黙食、課外活動の休止など、様々な感染拡大防止対策がとられた。 

止むを得ず期末試験は遠隔実施となり、Formsの条件設定を事前告知した。試験時間は
45 分、50 問中 30 問を成績評価に用いるとした（最終的に正解率の高い問題と低い問題

を評価から外すため）。問題とその選択肢（四肢択一）はシャッフル表示され、送信後に

点数がメール送信される設定とした。試験開始時刻の同時アクセスによるネットワーク

負荷の増加、中途の操作ミスを想定して、Forms上［一人につき一つの回答］とはせず、
複数回の送信可とし、開始時刻と終了時刻は自動記録されることを説明した。このような

試験環境でも、学生からはカンニング防止の点から仕方ないとの理解が得られた。 

Withコロナに向けて 

Withコロナは、むしろ Zoom の活用を積極的に行う。講義録も学生プレゼンテーショ

ンも動画で残せるという魅力がある。オフィースアワーは現実的ではなく、メールでの Q 

& Aが代替となっていたが、対話ツールとしても Zoomは有用である。気づかされた学生

の漠然とした不安感と孤独感、これに伴うストレスを軽減するためには、たとえ遠隔で

も、学生間、学生教員間の対話の機会を増やしていく必要がある。この授業時間外の対話

機会は、コロナ禍がもたらした教育学習環境と捉えることができる。この 2020 年から

2021年は、教育的に“対話”することの重要性を再認識する期間となった。 
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& Aが代替となっていたが、対話ツールとしても Zoomは有用である。気づかされた学生

の漠然とした不安感と孤独感、これに伴うストレスを軽減するためには、たとえ遠隔で

も、学生間、学生教員間の対話の機会を増やしていく必要がある。この授業時間外の対話

機会は、コロナ禍がもたらした教育学習環境と捉えることができる。この 2020 年から

2021年は、教育的に“対話”することの重要性を再認識する期間となった。 

 

授業の遠隔化は良い経験であった 

佐伯 宣久（人体の構造と機能・疾病論） 

教育上の課題と工夫 

「人体の構造と機能」ならびに「疾病論」は、医学部教育の基礎医学（解剖学・組織学・

生理学・生化学）と臨床医学（内科学・外科学・その他）にそれぞれ相当する科目である。

看護学部においてこれらの科目の授業を行う上で大事なことは２つあると考える。一つ

は限られた授業時間の中で看護師を志す学生に提供すべき知識や概念は何かを整理する

ことである。「人体」「疾病論」の授業はこれらの知識や概念の Introductionが主な内容と

なっており、学生は授業後の自己学習によりそれらを理解し記憶することが期待される。 

もう一つの大事なことは紹介する知識や概念をわかりやすく解説することである。基

本的な事項に絞ってはいるものの「人体」「疾病論」の情報量は多い。理解困難な情報を

大量に浴びせられては、自信喪失と科目に対する拒否感情につながってしまうことはあ

きらかである。私の授業の全科目に共通する裏テーマは“人体や疾患について学ぶことは

楽しい”と学生に感じていただくことである。どの職業にも言えることではあるが、大学

で学べることは基本的かつ限定的なことであり、卒業後の勉強はより重要である。学生に

は“生理学”や“疾患”について負の感情を持つことなく向き合えば何とかなると感じてほ

しい。 

わかりやすい授業を設計するにあたり現在はよい教科書が多数ある。私が学生のころ

は教科書と言えばやたら文字ばかりが並んでいたものだが、現在はイラストや写真が豊

富な教科書が主流である。これらにある図や写真を使ってわかりやすいスライドを作成

している。学会などで字が小さく見づらいスライドを出され聴く気が失せることがたび

たびある。そのようなことがないよう、原則として１スライド１テーマ、大きな絵と大き

な字のスライド作成を心がけている。そのため、１回の授業では 100-120枚のスライドを

準備することとなる。 

 以上のような授業デザインとなっている「人体」「疾病論」については、授業の遠隔化

を迫られたことで特に負の影響はなく、むしろ授業のあり方に発見をもたらしたと考え

ている。たとえば、授業は毎回録画を撮り授業後に受講生が視聴できるようにした。これ

については好評だったと聞いている。リラックスできる環境でくり返し視聴できるし、途

中で pauseを入れながらじっくり受講できるからであろう。 

Withコロナに向けて 

令和２・３年度は授業時間を設定してのオンライン参加の授業を実施した。次年度は授

業を録画してオンデマンドで視聴する授業を行う予定である。授業の時間や場所を設定

しないことは教員と受講生の双方にメリットがある。自分の生活スタイルなどに合わせ

て時間の使い方を工夫できるからである。私としては研究時間の捻出に繋げたいと考え

ている。また、昨今の大学教育に求められている学生のアクティブラーニングの要素を取

り入れた授業にも繋がるものである。なかなか勉強に手が付けられない学生も出てくる

ことと思うが、進捗管理を工夫してオンデマンドでの効果的な授業を提供したい。 
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看護の初学者への看護技術演習と実習 

栗原幸子（生活援助・療養援助技術Ⅰ、生活援助・療養援助技術実習） 

教育上の課題と工夫 

 基礎看護では、主に 1・2年次学生の演習・実習を担当している。看護の初学者である

彼らは、看護の実践現場や対象者のイメージが乏しく、また、看護や看護技術の学び方に

ついても学習途上である。今回の遠隔演習や学内実習においても、看護の具体的なイメー

ジを描きながら原理原則を学んでいけるよう、授業方法を工夫した。 

 1年次後期開講の「生活援助・療養援助技術Ⅰ」は、入学後初めて看護技術を学修する科

目である。遠隔演習となった際には、まず、対面演習の時と同様に、各技術の目的・行動

のポイント・根拠を整理する『Skill note』の作成を課題とした。対面演習の場合は、この

後、Skill note に基づいて技術演習を行う。そして学生たちは、手順を追うだけでは看護
技術にならないこと、対象や状況に合わせた応用が求められること、応用するためには根

拠を押さえた学修が重要であることに気づいていく。遠隔でも同様の学習体験が必要と

考え、Skill note に記載した内容をバーチャル空間で実施してみる「アバター形式」での

演習を行った。具体的には、実習室の映像をビデオカメラで投影し、web 会議システム
（Zoom）を用いて学生へ LIVE配信した。そして、学生が看護者役の教員に指示を出し、

教員が学生の分身（アバター）として、技術を実施した。受講した学生たちからは、「間

接的に技術を行った感じを味わった」「リモートでも実際に演習を行っている感覚に近づ

いた」という感想があった。一方で「言葉で伝えるのは難しい」「見るのと実際に行うの

では違うと思う」といった意見も聞かれた。 

2年次後期開講の「生活援助・療養援助技術実習」は、初めて患者を受け持ち、看護過

程を展開する科目である。学内実習では、実際の病院のイメージをもってもらうため、実

習施設に協力いただいて、オンラインで病院オリエンテーションを行った。また、実習病

院で使用されている物に倣って、診療記録・看護記録・体温表など多様な資料で構成され

た電子カルテを作成した。模擬患者のカルテ情報は実習期間中毎日更新し、臨地での実習

時と同様に、学生は毎朝電子カルテから情報収集を行い、患者の状態をアセスメントし

た。実習後半は、立案した看護計画に基づいて、シミュレーターや患者役の学生に看護技

術を実施し、実施後のカンファレンスで評価をした。このように看護の現場を模して、情

報収集・アセスメント・計画立案・実施・評価の一連の看護過程展開を行った。学生たち

は、情報を丁寧にアセスメントし、必要な看護（ケア）を見いだせていた。しかし、対象

の反応・状況を見定めながらコミュニケーションをとることや、状態の変化に合わせて計

画を修正することは、実際の患者が不在の学内実習では限界を感じるところであった。 

Withコロナに向けて 

 実習室での演習や臨地での実習が行えないことから、必要に迫られて行った「アバター

形式」の演習、電子カルテ等を利用した模擬患者の看護過程展開であったが、これらの授

業方法ゆえに得られた学習効果もあったと考える。今後、通常の演習・実習が行えるよう

になった際にも、今回取り組んだ授業方法を取り入れ、学習効果を高めていきたい。 
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看護の初学者への看護技術演習と実習 

栗原幸子（生活援助・療養援助技術Ⅰ、生活援助・療養援助技術実習） 

教育上の課題と工夫 

 基礎看護では、主に 1・2年次学生の演習・実習を担当している。看護の初学者である

彼らは、看護の実践現場や対象者のイメージが乏しく、また、看護や看護技術の学び方に

ついても学習途上である。今回の遠隔演習や学内実習においても、看護の具体的なイメー

ジを描きながら原理原則を学んでいけるよう、授業方法を工夫した。 

 1年次後期開講の「生活援助・療養援助技術Ⅰ」は、入学後初めて看護技術を学修する科

目である。遠隔演習となった際には、まず、対面演習の時と同様に、各技術の目的・行動

のポイント・根拠を整理する『Skill note』の作成を課題とした。対面演習の場合は、この

後、Skill note に基づいて技術演習を行う。そして学生たちは、手順を追うだけでは看護
技術にならないこと、対象や状況に合わせた応用が求められること、応用するためには根

拠を押さえた学修が重要であることに気づいていく。遠隔でも同様の学習体験が必要と

考え、Skill note に記載した内容をバーチャル空間で実施してみる「アバター形式」での

演習を行った。具体的には、実習室の映像をビデオカメラで投影し、web 会議システム
（Zoom）を用いて学生へ LIVE配信した。そして、学生が看護者役の教員に指示を出し、

教員が学生の分身（アバター）として、技術を実施した。受講した学生たちからは、「間

接的に技術を行った感じを味わった」「リモートでも実際に演習を行っている感覚に近づ

いた」という感想があった。一方で「言葉で伝えるのは難しい」「見るのと実際に行うの

では違うと思う」といった意見も聞かれた。 

2年次後期開講の「生活援助・療養援助技術実習」は、初めて患者を受け持ち、看護過

程を展開する科目である。学内実習では、実際の病院のイメージをもってもらうため、実

習施設に協力いただいて、オンラインで病院オリエンテーションを行った。また、実習病

院で使用されている物に倣って、診療記録・看護記録・体温表など多様な資料で構成され

た電子カルテを作成した。模擬患者のカルテ情報は実習期間中毎日更新し、臨地での実習

時と同様に、学生は毎朝電子カルテから情報収集を行い、患者の状態をアセスメントし

た。実習後半は、立案した看護計画に基づいて、シミュレーターや患者役の学生に看護技

術を実施し、実施後のカンファレンスで評価をした。このように看護の現場を模して、情

報収集・アセスメント・計画立案・実施・評価の一連の看護過程展開を行った。学生たち

は、情報を丁寧にアセスメントし、必要な看護（ケア）を見いだせていた。しかし、対象

の反応・状況を見定めながらコミュニケーションをとることや、状態の変化に合わせて計

画を修正することは、実際の患者が不在の学内実習では限界を感じるところであった。 

Withコロナに向けて 

 実習室での演習や臨地での実習が行えないことから、必要に迫られて行った「アバター

形式」の演習、電子カルテ等を利用した模擬患者の看護過程展開であったが、これらの授

業方法ゆえに得られた学習効果もあったと考える。今後、通常の演習・実習が行えるよう

になった際にも、今回取り組んだ授業方法を取り入れ、学習効果を高めていきたい。 

引用文献：宮里澄子,牧内忍,知念真樹,長濱直樹.(2020). 第 52回沖縄県公衆衛生学会抄録

集. https://koeikyo.com/opha-abstracts/#i-2 

コロナ禍における地域保健看護実習Ⅱでの遠隔実習、学内・ハイブリッド 

実習の取り組み 

知念真樹（地域保健看護実習Ⅱ） 

教育上の課題と工夫 

 2020年度の地域保健看護実習Ⅱは、遠隔実習と学内・ハイブリッド実習の組み合わせで

実施された。地域保健看護実習Ⅱは、1クール 3週間の 3クール実施される。同年度は、A

クールは遠隔実習、B・Cクールは学内・ハイブリッド実習となった。ここでは、実習目標
のうち特に学んでほしい「地域、個人・家族の健康課題を明らかにし、公衆衛生看護活動

と関連づけて説明できる。」「地域、個人・家族の健康問題の解決や健康増進に向けた公衆

衛生看護活動を実施できる。」の 2つの目標に対し、学生が、可能な限り通常の実習と近い

体験と実施ができるよう、工夫したことについて取り上げる。 

実習のスケジュールは、学生全員が体験できるよう、在宅での自己学習の時間も勘案し

ながら教員が組み立てた。また、市町村の了解がいただける場合は、市町村オリエンテー

ションや健康教育は、 Zoomで市町村と繋ぎ実施し、可能な限り、学生が、市町村の保健
師から情報やアドバイスがもらえるよう配慮した。 

 家庭訪問は、母子、成人、高齢者、障害者で各 3 事例ずつ準備をし、同じ市町村の学生

で事例が重ならないよう配慮して 2 回実施した。実施の場も、実際の自宅へ訪問している

気分が味わえるよう、地域・老年の実習室と１Fの男子職員の休憩室を利用し、できるだけ

事例の家の状況に似せるよう小道具を設置し実施した。訪問 1回目と 2回目の間に、事例

検討会を持ち、アドバイスを 2 回目の訪問に生かせるようにした。また、事例検討会のメ

ンバーとなっている学生の家庭訪問にその他のメンバーを Zoomでオブザーバー参加させ
ることで、学びの幅を広げるよう工夫した。健康相談では、母子保健手帳交付時の面接、

特定保健指導、高齢者の基本チェックリストの面接を実施した。母子保健手帳と基本チェ

ックリストについては、事前に事例を伝えず実施することで、現場の保健師の対応と近い

体験ができるようにした。また、特定保健指導は事前に事例を伝えて実施したが、Zoomで

の実施であるため、学生が手元に台本を準備して実施している様子がうかがえた。健康教

育は、現場の保健師に直接、もしくは録画を見てもらいコメントをもらうようにした。一

部の学生は、Zoomを通して直接地域住民へ健康教育を実施することができた。地域組織と

保健師との連携では、難病相談支援センター「アンビシャス」、と相談支援事業所「ウェー

ブ」の方に Zoomで 1時間ずつ講話していただき、学生の学びが深まるようにした。 

 遠隔実習、学内・ハイブリッド実習の利点は、実施場面の共有の容易さ、実際の実習で

は担当できない事例の体験、学生達の課題（コミュニケーションの課題と看護技術の未熟

さ）に教員が気づけたことである。 

Withコロナに向けて 

 COVID-19の蔓延下での実習は、教員にとっても示唆に富んだものだった。制限された中

でも内容を工夫することで、学生の学びがある程度は確保されること報告されている（宮

里ら, 2020）。また、学生の技術的に未熟な部分が確認でき、次年度の演習で強化すべきこ

とが明らかになった。COVID-19の蔓延で普及した Zoomは、Afterコロナでも離島と本島

の市町村を繋いで事例検討会を行うなど、学生の学びを広がるために活用していきたい。 
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臨地の映像を取り入れた学内実習（2020年度精神保健看護実習Ⅰ）への取り組み 

上里さとみ（精神保健看護実習Ⅰ） 

教育上の課題と工夫 

【課題】コロナにより、実習Ⅰは 6 施設中 3 施設が受け入れ不可となった。精神障害者

を地域生活で支える総合支援法のサービス体系について体験することができない、当事

者と触れ合って学ぶことができない等の課題がでた。 

【今今回回のの実実習習のの概概要要】 

5日の実習期間を、臨地実習 2日、学内実習 2日として、学生をローテ―トした。最終

日は通常の実習同様、学内でまとめを行った。 

【工工夫夫ししたたこことと】 

はじめに通常の実習目標を、今回の実習に沿うよう 5 つの実習到達目標に組み立て直

した。臨地実習は通常の実習とほぼ同様のスケジュールであった。学内実習では、実習施

設・活動の紹介映像や、支援の工夫・当事者の感想などのインタビューを撮影し、臨地で

の学びに近づけるようにした。 

また、教育教材・ドキュメント番組など映像を多く取り入れて、精神に障害を持つ人の

地域生活と支援の仕組みを実感できるよう工夫した。映像の使い方では、課題を与えて映

像を視聴させ、グループワーク（GW）で課題に沿ったディスカッションをさせ、結果を

ジグソー法で他のグループと共有させて、学生ひとりひとりが他のグループに発信でき

るようにした。  

臨地実習では当事者と話し合う機会がつくれないため、対面での交流会を企画した。学

生たちに事前に地域生活の映像を見せて、質問を準備してもらって交流会に臨ませた。 

【実実習習のの展展開開】 

学内先行の学生：学生は、各施設の映像を視聴し GW で施設の感想を共有。当事者の語

りや支援者の工夫のインタビュー映像を視聴し、目的・活用について GWを行った。2日
目の終わりに、臨地で聞きたいこと、見たいことの計画を立てて 3・4日目に臨んだ。当

事者・支援者との交流会後に、健康な面と支援が必要な面を GW で整理した。 

臨地先行の学生：学生は、臨地で活動や支援の様子を観察することから始めた。終了後に

各施設の映像を視聴し、自分たちが体験した実習施設はサービス体系のどこに位置づけ

られるのかを確認し、体験した活動及び支援の場面と映像での支援者や当事者の発言を

関連付けてとらえ、施設の目的・活用について GWを行った。当事者・支援者との交流

会後は、臨地実習での体験と合わせて健康な面と支援が必要な面を整理した。 

最終日のまとめ：実習施設ごとに、障害者総合支援法によるサービス間の連携についてデ

ィスカッションし、精神障害を含めた地域包括ケアシステムについてイメージさせた。 

Withコロナに向けて 

ジグソー法の活用で、個々の学生が協力し合いながら知識を共有し、主体的に意見表出

ができ満足感につながっていたことから、ジグソー法を含むアクティブラーニングによ

る授業方法を継続して取り入れていく。 

実習施設の映像を取り入れることで、全学生が総合支援法のサービス体系全体に触れ

ることができた。通常の実習や演習でも実習施設の映像の使用を検討していく。 
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臨地の映像を取り入れた学内実習（2020年度精神保健看護実習Ⅰ）への取り組み 

上里さとみ（精神保健看護実習Ⅰ） 

教育上の課題と工夫 

【課題】コロナにより、実習Ⅰは 6 施設中 3 施設が受け入れ不可となった。精神障害者

を地域生活で支える総合支援法のサービス体系について体験することができない、当事

者と触れ合って学ぶことができない等の課題がでた。 

【今今回回のの実実習習のの概概要要】 

5日の実習期間を、臨地実習 2日、学内実習 2日として、学生をローテ―トした。最終

日は通常の実習同様、学内でまとめを行った。 

【工工夫夫ししたたこことと】 

はじめに通常の実習目標を、今回の実習に沿うよう 5 つの実習到達目標に組み立て直

した。臨地実習は通常の実習とほぼ同様のスケジュールであった。学内実習では、実習施

設・活動の紹介映像や、支援の工夫・当事者の感想などのインタビューを撮影し、臨地で

の学びに近づけるようにした。 

また、教育教材・ドキュメント番組など映像を多く取り入れて、精神に障害を持つ人の

地域生活と支援の仕組みを実感できるよう工夫した。映像の使い方では、課題を与えて映

像を視聴させ、グループワーク（GW）で課題に沿ったディスカッションをさせ、結果を

ジグソー法で他のグループと共有させて、学生ひとりひとりが他のグループに発信でき

るようにした。  

臨地実習では当事者と話し合う機会がつくれないため、対面での交流会を企画した。学

生たちに事前に地域生活の映像を見せて、質問を準備してもらって交流会に臨ませた。 

【実実習習のの展展開開】 

学内先行の学生：学生は、各施設の映像を視聴し GW で施設の感想を共有。当事者の語

りや支援者の工夫のインタビュー映像を視聴し、目的・活用について GWを行った。2日
目の終わりに、臨地で聞きたいこと、見たいことの計画を立てて 3・4日目に臨んだ。当

事者・支援者との交流会後に、健康な面と支援が必要な面を GW で整理した。 

臨地先行の学生：学生は、臨地で活動や支援の様子を観察することから始めた。終了後に

各施設の映像を視聴し、自分たちが体験した実習施設はサービス体系のどこに位置づけ

られるのかを確認し、体験した活動及び支援の場面と映像での支援者や当事者の発言を

関連付けてとらえ、施設の目的・活用について GWを行った。当事者・支援者との交流

会後は、臨地実習での体験と合わせて健康な面と支援が必要な面を整理した。 

最終日のまとめ：実習施設ごとに、障害者総合支援法によるサービス間の連携についてデ

ィスカッションし、精神障害を含めた地域包括ケアシステムについてイメージさせた。 

Withコロナに向けて 

ジグソー法の活用で、個々の学生が協力し合いながら知識を共有し、主体的に意見表出

ができ満足感につながっていたことから、ジグソー法を含むアクティブラーニングによ

る授業方法を継続して取り入れていく。 

実習施設の映像を取り入れることで、全学生が総合支援法のサービス体系全体に触れ

ることができた。通常の実習や演習でも実習施設の映像の使用を検討していく。 

 

 

実習を意識した演習の継続に向けて 

知念久美子（周産期保健看護演習） 

教育上の課題と工夫 

周産期保健看護演習の目標は、①紙上事例を通して看護計画が立案できる ②産婦・褥

婦・新生児に必要な基本的な母性看護技術を習得することです。COVID-19の第 6波を受

け、1月から演習を遠隔で行うことになり、演習内容を見直す必要が生じた。その際、「周

産期保健看護特有の学習内容を優先する」と「実習を意識した演習を行うこと」を重視し

演習内容を見直した。「周産期保健看護特有の学習内容を優先する」に関しては、子宮復

古の観察と母乳育児支援、沐浴といった 3 つの母性看護技術に焦点をあてた演習内容の

見直しを行った。その結果、遠隔でも学生が主体的に演習に参加する工夫と教材の工夫の

2点が課題として挙がった。 

課題の工夫として、①遠隔でも実際に学生が看護技術を行うこと ②教材の工夫とし

て家にあるものを活用することに取り組んだ。①遠隔でも実際に学生が看護技術を行う

ことに関しては、遠隔演習では図書館で調べものをする時間が少ない、教員から直接指導

が得られないことなどを考慮し、看護技術に関する資料の事前配布や活用できるWEBサ
イト、eBOOKなどの紹介をした。また、沐浴の動画を作成し何度でも見られるようにし

た。技術演習の時には、教員が学生のアバターとなり、学生の指示に従って行動すること

で、学生が考えている行動（腹部を触る手の当て方な

ど）がわかり、細かい技術指導を行うことが出来た。②

教材の工夫として、バスタオルを活用した赤ちゃん人

形を学生に作成してもらった。バスタオルを活用する

ことで新生児の大きさや定頸していない感じが再現で

き、家でも出来る新生児の技術練習に活かすことがで

きた。また、画面越しであるが、授乳の指導や沐浴の技

術試験でも自分で作成した人形で行った。実際の新生

児の重さを再現できなかった点は欠点であるが、何度

でも家で技術を練習する機会になっていた。 

 

 

 

 

Withコロナに向けて 

 COVID-19感染拡大により演習や実習が遠隔になり、多くの変更と工夫が求められた。

今回の遠隔演習で工夫したバスタオルで作る人形や作成した動画などは、今後の演習で

も事前学習やオンデマンド教材として活用する。また、対面や遠隔、オンデマンドといっ

た形態のメリットを活用した演習の展開を今後検討する。 

＜写真１＞バスタオル 2枚と輪ゴム 13本で作った赤ちゃん人形（紙
に目・鼻・口を書いてもらい赤ちゃんの顔を作ってもらいました） 
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小児保健看護演習での取り組み 

山本真充（小児保健看護演習） 

教育上の課題と工夫 

小児保健看護演習（3 年後期、1 単位）は、臨地実習前の 1 週間に 15 コマの授業が 4
クールにわたり展開される。内容は主に看護過程の展開方法と小児看護技術の学習であ

る。COVID-19の流行に伴い、2022年 1～2月は実習を含め全ての授業を全面遠隔とする
大学の方針のもと本科目も遠隔対応が求められた。学生の学びの保障と学習の促進のた

めに実施した 3つの取り組みについて報告する。 
11．．双双方方向向性性をを維維持持すするるたためめのの工工夫夫：遠隔授業には主に Zoom を利用した。2022 年 1 月
の演習では、授業中、授業後の質問は Zoomのチャット機能やメールを利用するよう学生

に呼びかけたが、なかなかリアクションは得られなかった。そこで 2月の演習では、授業
中は小児保健看護Ⅱで活用しているリアルタイムアンケートシステムを、また授業後は

Formsを活用した。いずれも無記名での回答を可能とした。学生の質問は主に課題の進め

方についてで、演習後のアンケートや実習後の面談で、「いつでも質問することができる

のがよかった」との評価が多数あった。また、演習中のレポート課題は、担当教員の協力

を得て、できる限り早くフィードバックした。この点についても、「記録物にコメントを

くれてオンライン上でも細かく指導してくれた」「関連図や SOAPを提出後に先生からの

返信があり、できている所とできていない所の確認ができた」等、肯定的な評価を得た。 
22．．遠遠隔隔シシミミュュレレーーシショョンン学学習習：本科目では学生の能動的学習を促進するために、これま
でもシミュレーション学習を取り入れてきた。学習効果や学生の満足度の高い学習方法

のため、遠隔でもシミュレーション学習を実施すべく次のように計画した。まず、実際に

学生に実施してもらわなければ取り扱うことが難しい内容は除外する等、学習目標を再

検討した。実施にあたっては、特にプレブリーフィングに十分な時間をかけ、設定された

状況や参加方法を学生がイメージできるよう工夫した。さらに通常はシミュレーション

の実施者は学生 1名であったが、遠隔での難しさや緊張感を考慮し 2名での実施とした。
デブリーフィングには 1 月はオンラインホワイトボードを利用したが、不具合を生じる
学生が多かったため 2月は PowerPointを利用した。学生からは、「どう動けばいいのか事
前に分かって良かった」「1人よりも心強かった」等の肯定的な評価があった。 
33．．技技術術演演習習ににつついいてて：希望する学生に対して春季休暇中に技術の学習機会を計画し、学
生の学習機会を保障するようにした。遠隔授業となった学生の約 1/3が参加予定である。 

Withコロナに向けて 

学生・教員間の双方向のやり取りは、学生の学習へのモチベーションに関わることを改

めて実感した。授業方法にかかわらず学生とのコミュニケーションを大切に授業展開し

ていきたい。また遠隔シミュレーション学習については、これまで指導者講習会等に継続

参加してきたことで、急な変更にも対処できた。教員への継続的な教育方法の FDも重要
である。 

 

コロナ禍におけるハイブリッド実習（遠隔・学内実習）の取り組み 

謝花小百合（クリティカル緩和ケア実習） 

教育上の課題と工夫 

コロナ禍の影響で従来の臨地実習が不可能となった際も、実習目標は落とさずに教育

の質の担保をするようにと本学から教育方針が出された。 

2020～2021年度の 2年間、4年次のクリティカル緩和ケア実習（1クール 2週間：3ク

ール実施）は、遠隔と学内実習を組み合わせたハイブリット実習に取り組んだ。工夫した

点は以下の通りである。遠隔実習として、①多様なメディアの活用（学生の周手術期の患

者の理解を深めた上での看護計画の立案）、②Zoomを用いての医療専門職との質疑応答、

③学生と教員のカンファレンスでの丁寧な振り返りを行った。 

学内実習として、①病棟実習のように、事例※を用いて学内実習を展開した。 

※事例： 50歳代、男性、ストマ造設術を受ける患者・家族の設定を行った。患者の情

報として手術 2日前、手術中、手術直後、手術後１日目～5日目の経過記録と患者情報シ
ートを作成した。 

 

１．遠隔実習：①手術内容や患者の病態の理解の促進のため、eLearning を活用した。ス

トマ造設患者の手術の映像の視聴、ストマ造設する患者の心理社会的な問題に対する看

護師の関わりの映像を視聴することで学生が周手術期の患者・家族の状況の理解を促し

た。学生は配布された事例の情報を基に、データベース、アセスメント、看護計画立案を

行った。②実習病棟との協働で、遠隔でも病棟の状況がわかるような動画等の作成を実習

予定であった施設へ依頼し、学生はその映像を視聴後に Zoomで医師、看護師、ソーシャ
ルワーカーとの対話・質疑応答の時間を設けた。③Zoomを活用してのグループカンファ

レンスを毎日実施し、学生の疑問あるいは学生間での情報の共有、学びの振り返りを行い 

２．学内実習：D．コルブの経験学習理論を基にシミュレーションを活用した学内実習を

実施した。その際に、全ての学生がシミュレーションを体験できるように工夫した。一人

の学生の持ち時間を 30分で設定した。その内容は、計画の報告（5分）、看護計画の実施

（10分）、SBARを用いての報告（5分）、デブリーフィング（10分）で組み立てた。 

学生の評価として、「手術前・手術中の映像を視聴することにより、周手術期の患者の

イメージができた」、「実際に専門職からの体験談などを聞けて学びが深まった」、「同一事

例であるが、学生によってアセスメントや患者（モデル人形）への声かけ、看護ケアのや

り方が異なっており、他学生の観察をすることで理解が深まった」などがあった。一方、

患者や家族の心理社会的な側面に関して、「情報を捉えるのが難しい」との意見もあった。 

Withコロナに向けて 

コロナ禍の影響で、臨地実習の代替案としてのハイブリット実習から学んだことは、学

生が学びを深めるために、どのようにしたらいいのかを教員は考え、制限がある中でも、

環境や教育方法を工夫することで学生の学びが深まることがわかった。より、効果的な教

育を行うためには、学生からの評価を取り入れるなど教育と研究をリンクさせ、看護教育

の質の保証を行いたい。 
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小児保健看護演習での取り組み 

山本真充（小児保健看護演習） 

教育上の課題と工夫 

小児保健看護演習（3 年後期、1 単位）は、臨地実習前の 1 週間に 15 コマの授業が 4
クールにわたり展開される。内容は主に看護過程の展開方法と小児看護技術の学習であ

る。COVID-19の流行に伴い、2022年 1～2月は実習を含め全ての授業を全面遠隔とする
大学の方針のもと本科目も遠隔対応が求められた。学生の学びの保障と学習の促進のた

めに実施した 3つの取り組みについて報告する。 
11．．双双方方向向性性をを維維持持すするるたためめのの工工夫夫：遠隔授業には主に Zoom を利用した。2022 年 1 月
の演習では、授業中、授業後の質問は Zoomのチャット機能やメールを利用するよう学生

に呼びかけたが、なかなかリアクションは得られなかった。そこで 2月の演習では、授業
中は小児保健看護Ⅱで活用しているリアルタイムアンケートシステムを、また授業後は

Formsを活用した。いずれも無記名での回答を可能とした。学生の質問は主に課題の進め

方についてで、演習後のアンケートや実習後の面談で、「いつでも質問することができる

のがよかった」との評価が多数あった。また、演習中のレポート課題は、担当教員の協力

を得て、できる限り早くフィードバックした。この点についても、「記録物にコメントを

くれてオンライン上でも細かく指導してくれた」「関連図や SOAPを提出後に先生からの

返信があり、できている所とできていない所の確認ができた」等、肯定的な評価を得た。 
22．．遠遠隔隔シシミミュュレレーーシショョンン学学習習：本科目では学生の能動的学習を促進するために、これま
でもシミュレーション学習を取り入れてきた。学習効果や学生の満足度の高い学習方法

のため、遠隔でもシミュレーション学習を実施すべく次のように計画した。まず、実際に

学生に実施してもらわなければ取り扱うことが難しい内容は除外する等、学習目標を再

検討した。実施にあたっては、特にプレブリーフィングに十分な時間をかけ、設定された

状況や参加方法を学生がイメージできるよう工夫した。さらに通常はシミュレーション

の実施者は学生 1名であったが、遠隔での難しさや緊張感を考慮し 2名での実施とした。
デブリーフィングには 1 月はオンラインホワイトボードを利用したが、不具合を生じる
学生が多かったため 2月は PowerPointを利用した。学生からは、「どう動けばいいのか事
前に分かって良かった」「1人よりも心強かった」等の肯定的な評価があった。 
33．．技技術術演演習習ににつついいてて：希望する学生に対して春季休暇中に技術の学習機会を計画し、学
生の学習機会を保障するようにした。遠隔授業となった学生の約 1/3が参加予定である。 

Withコロナに向けて 

学生・教員間の双方向のやり取りは、学生の学習へのモチベーションに関わることを改

めて実感した。授業方法にかかわらず学生とのコミュニケーションを大切に授業展開し

ていきたい。また遠隔シミュレーション学習については、これまで指導者講習会等に継続

参加してきたことで、急な変更にも対処できた。教員への継続的な教育方法の FDも重要
である。 

 

コロナ禍におけるハイブリッド実習（遠隔・学内実習）の取り組み 

謝花小百合（クリティカル緩和ケア実習） 

教育上の課題と工夫 

コロナ禍の影響で従来の臨地実習が不可能となった際も、実習目標は落とさずに教育

の質の担保をするようにと本学から教育方針が出された。 

2020～2021年度の 2年間、4年次のクリティカル緩和ケア実習（1クール 2週間：3ク

ール実施）は、遠隔と学内実習を組み合わせたハイブリット実習に取り組んだ。工夫した

点は以下の通りである。遠隔実習として、①多様なメディアの活用（学生の周手術期の患

者の理解を深めた上での看護計画の立案）、②Zoomを用いての医療専門職との質疑応答、

③学生と教員のカンファレンスでの丁寧な振り返りを行った。 

学内実習として、①病棟実習のように、事例※を用いて学内実習を展開した。 

※事例： 50歳代、男性、ストマ造設術を受ける患者・家族の設定を行った。患者の情

報として手術 2日前、手術中、手術直後、手術後１日目～5日目の経過記録と患者情報シ
ートを作成した。 

 

１．遠隔実習：①手術内容や患者の病態の理解の促進のため、eLearning を活用した。ス

トマ造設患者の手術の映像の視聴、ストマ造設する患者の心理社会的な問題に対する看

護師の関わりの映像を視聴することで学生が周手術期の患者・家族の状況の理解を促し

た。学生は配布された事例の情報を基に、データベース、アセスメント、看護計画立案を

行った。②実習病棟との協働で、遠隔でも病棟の状況がわかるような動画等の作成を実習

予定であった施設へ依頼し、学生はその映像を視聴後に Zoomで医師、看護師、ソーシャ
ルワーカーとの対話・質疑応答の時間を設けた。③Zoomを活用してのグループカンファ

レンスを毎日実施し、学生の疑問あるいは学生間での情報の共有、学びの振り返りを行い 

２．学内実習：D．コルブの経験学習理論を基にシミュレーションを活用した学内実習を

実施した。その際に、全ての学生がシミュレーションを体験できるように工夫した。一人

の学生の持ち時間を 30分で設定した。その内容は、計画の報告（5分）、看護計画の実施

（10分）、SBARを用いての報告（5分）、デブリーフィング（10分）で組み立てた。 

学生の評価として、「手術前・手術中の映像を視聴することにより、周手術期の患者の

イメージができた」、「実際に専門職からの体験談などを聞けて学びが深まった」、「同一事

例であるが、学生によってアセスメントや患者（モデル人形）への声かけ、看護ケアのや

り方が異なっており、他学生の観察をすることで理解が深まった」などがあった。一方、

患者や家族の心理社会的な側面に関して、「情報を捉えるのが難しい」との意見もあった。 

Withコロナに向けて 

コロナ禍の影響で、臨地実習の代替案としてのハイブリット実習から学んだことは、学

生が学びを深めるために、どのようにしたらいいのかを教員は考え、制限がある中でも、

環境や教育方法を工夫することで学生の学びが深まることがわかった。より、効果的な教

育を行うためには、学生からの評価を取り入れるなど教育と研究をリンクさせ、看護教育

の質の保証を行いたい。 
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の教材作成プロセスから―, 日本ルーラルナーシング学会第 16回学術集会(WEB). 

 

島嶼実習施設との協働による「生活者の視点」を学ぶ教材作成 

―高齢者の退院支援の事例検討から― 

山口初代（老年保健看護実習Ⅱ） 

教育上の課題と工夫 

老年保健看護領域は、大学が推進する島嶼環境を生かして学ぶ臨地実習に 2008年か

ら取り組み、特に「生活者の視点」を強化してきた。しかし、2020年、COVID-19の感

染拡大に伴う緊急事態措置として、沖縄県は島嶼への往来自粛を要請し、島嶼における

臨地実習が展開できない状況が継続している。 

代替策を模索するなか、実習連絡調整会議で「コロナ禍で学生の学びを確保するため

に実習施設と大学とで協働できること」が話し合われた際、公立久米島病院の副院長兼

看護部長（津波勝代氏）より、遠隔実習の協力の申出があった。そこで、久米島病院看

護師（以下、看護師）および老年保健看護教員（以下、教員）の双方の学びとなること

も意図し、支援に課題を感じている事例の検討を 4年次 老年保健看護実習Ⅱに取り入

れた（下表）。選定された事例は、退院後の生活支援が必要な事例であった。事前準備

は、看護師に支援経過を語ってもらった後、看護師と教員が「事例は退院後どこでどの

ように暮らしたいのか、そのときの課題は何か、課題に対して何をしたか、対象の反応

はどうだったのか」の討議を重ね、教材作成をした。島嶼実習施設の看護師の参加によ

る事例検討（5クール）に 4年次全学生が参加した。学生は、「公的サービスが限られる

と自己決定が脅かされやすいと思っていたが、創意工夫次第で自己決定は支えられる」

と学びを語っていた。看護師は、「新しい発想の提案をもらい、実際に支援に取り入れ

たい」と学びを語っていた。教員は、「教材作成を通して、生活者の視点は、公的サー

ビスや生活を支える家族だけの調整でなく、身近な他者とその思いを細やかに捉えた具

体的支援が学べる」ことを報告した（田場ら,2021）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Withコロナに向けて 

島嶼実習施設との協働で作成した教材は、高齢者の退院支援の事例であり、新たな教材

として活用できる。同時に、島嶼実習施設の看護師は、学生実習に関与することでケアの

学びを得ていたことから、学生実習における多様な協働のあり方を模索する必要がある。 

各クールの遠隔実習の流れ※

① 事例の選定（退院後の生活支援が必要な事例）

② 教材作成（看護師に支援経過を語ってもらった後、看護師と教員が
「事例は退院後どこでどのように暮らしたいのか、そのときの課題
は何か、課題に対して何をしたか、対象の反応はどうだったのか」
を繰り返し討議し、全体像・援助の方針・看護問題を整理）

③ 教材をもとに、必要な情報についてのグループ討議

④ 討議内容をもとにオンラインで看護師に質疑

⑤ 質疑応答を受け、課題を解決するための強みを活かした目標とその
具体策についてのグループ討議

⑥ オンラインで目標とその具体策の発表

⑦ 発表された目標と具体策の実行可能性について助言・指導

※１クールあたり、学生は2～3グループの10～16名であり、5クール繰り返された

遠隔実習
当日

（1日）

事前準備
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れた（下表）。選定された事例は、退院後の生活支援が必要な事例であった。事前準備
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③ 教材をもとに、必要な情報についてのグループ討議

④ 討議内容をもとにオンラインで看護師に質疑

⑤ 質疑応答を受け、課題を解決するための強みを活かした目標とその
具体策についてのグループ討議

⑥ オンラインで目標とその具体策の発表

⑦ 発表された目標と具体策の実行可能性について助言・指導

※１クールあたり、学生は2～3グループの10～16名であり、5クール繰り返された
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当日

（1日）
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2021年新型コロナウィルス感染症まん延期における「在宅保健看護実習」の実際 

佐久川政吉（「在宅保健看護実習」科目習責任者） 

教育上の課題と工夫 

本学は統合カリキュラムであり、在宅看護学に関しては各専門科目で教授され、実習

（訪問看護ステーション）のみ 4年次後学期（9月第 4週～10月第 4週）に「在宅保健

看護実習」（１単位）を展開している。その目的は「生活機能障害を持ち、在宅で生活し

ている対象者の健康問題を総合的に理解し、具体的な支援技術を学習すること」である。 

 COVID-19 の新規感染者の発生が止まらない 2020 年度は、学生が地域（自宅訪問等）

に出ることは中止し、実習指導者を学内に招聘し実習を補ってもらった。学内実習の振り

返り科目責任者として、パンデミック下の 1年目は、感染対策等を含めて未知数であり、

学生や対象者、実習指導者等への感染のリスクを考えると、学内実習は止むを得なかっ

た。2021 年度は、感染状況や大学の方針、実習先の方針・対策等を総合的に判断して、

可能な限り在宅の現場で実習を展開させたいと考えていた。 

 2021年の 9月～10月、学生にも陽性者が発生する等、COVID-19の拡大は収まらない

中で迎えた。前年度（流行 1年目）と異なっていたのは、学生のほとんどは 2回目のワク

チン接種を終えていたこと、実習先での感染対策が構築されていたことであった。実習前

の段階で、①離島（久米島・宮古島：12 人）は渡航制限が出ているため実習先を沖縄本

島内に変更、②通常の感染予防対策で受け入れる実習先、③条件付き（実習前週の金曜日

に PCR 検査の陰性）で受け入れるステーション、④利用者の了解が得られないことを理

由に学生をまったく受け入れられない（1ヶ所：4人）または人数を 3人から 2人配置（１

ヶ所：2 人）に変更、に分かれた。学生 18人分の代替の実習先を探す必要性に迫られ、

既存の実習先での増員と新規の実習先の確保に臨んだ。その際、実習を直接担当する教員

（基礎、成人、老年、精神、小児保健看護）には、実習先との事前調整の手間や学生数や

学生の変更をお願いし、理解をいただき実習を展開することができた。在宅保健看護実習

の期間は、学生 1人のみ発熱があり（PCR検査は陰性）、次のクールに振り分けた以外は、

感染者を出さずに、実習展開は予定通りに自宅訪問等が出来た。 

 実習終了後の学生の評価（回答者数 13人）では、問い「受け持った患者の看護を中心

に実習できた」では、「非常に当てはまる」69.3%と「かなり当てはまる」30.7%、「患者と

のコミュニケーションを深めながら実習を展開していた」では、「非常に当てはまる」

69.3%、「かなり当てはまる」23.0%等で、肯定的な評価であった。  

Withコロナに向けて 

今後、新たな感染症が流行していても、パンデミック下の危機的な状況でない限り、大

学の教職員、学生、実習先の専門職者と一緒に感染対策・予防を徹底して、訪問対象者が

安心した中で、安全に実習が展開できるように、これまでの知見と経験知を基盤に進めて

いく必要がある。 
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コロナ禍における統合科目の教育実践 

賀数いづみ（卒業演習・看護統合実習・看護卒業論文/看護総合演習） 

教育上の課題と工夫 

 ここでは教務委員長を科目責任として助教以上の教員が担当する統合科目について述

べる。令和 3年度は前年度の経験から、対面・遠隔教育のハイブリッド方式で準備対応を

想定した。卒業演習は 3 回の筆記試験と 1 回の技術試験から構成される。まず、筆記試

験の第 1回目は前年度同様に 5月、2回目、3回目は例年通り 9月と 12月に実施した。9
月は緊急事態宣言下であったため、遠隔での試験となった。公正な実施に向けて試験監督

教員が Zoom画面を観察、学生は試験中、Zoom画面のビデオを ONにして Formsに回答

する方式とした。特にトラブルなく試験の実施ができた。12 月は対面試験を実施し、事

前の体調管理、検温、マスク着用、入室時の手指消毒、黙食などの基本的感染対策の徹底

により、トラブルなく終了した。 

 技術試験は、試験課題を統一して実施した前年度の方法にするか、コロナ禍以前の領域

別の課題試験とするか、ぎりぎりまで教務委員会で議論を重ねた結果、課題統一により試

験終了時間を統一できることから、試験課題を統一しての実施とした。技術試験課題のシ

ナリオや試験会場の設定は、4年次のレディネスや前年度学生からの意見を活かし、改善

した。実施時期が 7 月末であるため、感染対策及び暑さ対策の観点から学生を 2 グルー

プに分けて集合時間を変更して、試験終了後の拘束時間の短縮を図る工夫をした。また、

暑い廊下での誘導係や待機室の担当教員も前半・後半の交代制に一部変更するなど、教員

の拘束時間を短縮する工夫も行った。技術試験をトラブルなく円滑に終えることができ

たのは、前年度の検討経緯をふまえ対面試験実施に向けて準備及び当日の運営に尽力し

た関係者、そして 4 年生の感染対策の徹底によるものである。コロナ禍前の領域別課題

による技術試験の実施ができなかった課題も残るが、学生の拘束時間の短縮などの柔軟

な対応は今後の実施に活かすことができると考える。 

 看護統合実習はコロナの新規陽性者数が落ち着いた時期であったこともあり、実習時

間や期間の制限の調整及び実習施設の新規開拓により全員、臨地実習ができた。施設によ

っては新型コロナワクチンの接種、実習開始前の PCR検査の陰性確認、実習前 2週間の
健康観察と行動観察、実習期間中の毎日の健康観察などが条件とされた。 

 看護卒業論文／看護総合演習は、看護統合実習の経験を通し、事例や課題への取組等に

ついて元文献を活用し、看護実践を振り返る。今年度は学生全員が看護統合実習の実体験

を通して、論文にまとめることができた。また、前年度と同様に対面・遠隔のハイブリッ

ドで学習成果発表会を開催し、例年より施設から多くの参加を得たが、3年次の参加者数

はあまり増えていないのが課題である。 

Withコロナに向けて 

 コロナ禍での統合科目の課題や工夫は、今後の教育改善に活かせることが多くあると

考える。従来、当然のように学生の拘束時間を決めていたが、方法論の工夫によって学生

の拘束時間の短縮ができたことから、多様で柔軟な教育方法の実践は、新たな教育の質の

向上につながると期待する。 
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コロナ禍における統合科目の教育実践 

賀数いづみ（卒業演習・看護統合実習・看護卒業論文/看護総合演習） 

教育上の課題と工夫 

 ここでは教務委員長を科目責任として助教以上の教員が担当する統合科目について述

べる。令和 3年度は前年度の経験から、対面・遠隔教育のハイブリッド方式で準備対応を

想定した。卒業演習は 3 回の筆記試験と 1 回の技術試験から構成される。まず、筆記試

験の第 1回目は前年度同様に 5月、2回目、3回目は例年通り 9月と 12月に実施した。9
月は緊急事態宣言下であったため、遠隔での試験となった。公正な実施に向けて試験監督

教員が Zoom画面を観察、学生は試験中、Zoom画面のビデオを ONにして Formsに回答

する方式とした。特にトラブルなく試験の実施ができた。12 月は対面試験を実施し、事

前の体調管理、検温、マスク着用、入室時の手指消毒、黙食などの基本的感染対策の徹底

により、トラブルなく終了した。 

 技術試験は、試験課題を統一して実施した前年度の方法にするか、コロナ禍以前の領域

別の課題試験とするか、ぎりぎりまで教務委員会で議論を重ねた結果、課題統一により試

験終了時間を統一できることから、試験課題を統一しての実施とした。技術試験課題のシ

ナリオや試験会場の設定は、4年次のレディネスや前年度学生からの意見を活かし、改善

した。実施時期が 7 月末であるため、感染対策及び暑さ対策の観点から学生を 2 グルー

プに分けて集合時間を変更して、試験終了後の拘束時間の短縮を図る工夫をした。また、

暑い廊下での誘導係や待機室の担当教員も前半・後半の交代制に一部変更するなど、教員

の拘束時間を短縮する工夫も行った。技術試験をトラブルなく円滑に終えることができ

たのは、前年度の検討経緯をふまえ対面試験実施に向けて準備及び当日の運営に尽力し

た関係者、そして 4 年生の感染対策の徹底によるものである。コロナ禍前の領域別課題

による技術試験の実施ができなかった課題も残るが、学生の拘束時間の短縮などの柔軟

な対応は今後の実施に活かすことができると考える。 

 看護統合実習はコロナの新規陽性者数が落ち着いた時期であったこともあり、実習時

間や期間の制限の調整及び実習施設の新規開拓により全員、臨地実習ができた。施設によ

っては新型コロナワクチンの接種、実習開始前の PCR検査の陰性確認、実習前 2週間の
健康観察と行動観察、実習期間中の毎日の健康観察などが条件とされた。 

 看護卒業論文／看護総合演習は、看護統合実習の経験を通し、事例や課題への取組等に

ついて元文献を活用し、看護実践を振り返る。今年度は学生全員が看護統合実習の実体験

を通して、論文にまとめることができた。また、前年度と同様に対面・遠隔のハイブリッ

ドで学習成果発表会を開催し、例年より施設から多くの参加を得たが、3年次の参加者数

はあまり増えていないのが課題である。 

Withコロナに向けて 

 コロナ禍での統合科目の課題や工夫は、今後の教育改善に活かせることが多くあると

考える。従来、当然のように学生の拘束時間を決めていたが、方法論の工夫によって学生

の拘束時間の短縮ができたことから、多様で柔軟な教育方法の実践は、新たな教育の質の

向上につながると期待する。 

 

コロナ禍におけるオンライン実習への取り組み 

西平朋子（別科専攻専攻） 

教育上の課題と工夫 

2019 年の 12 月に武漢で確認された新型コロナウィルス感染症は瞬く間に全世界に広

がり、その影響を受け、本学でも 2020年 4月から急遽オンラインでの授業が開始となっ

た。今回は別科助産専攻で実施したオンラインでの実習（NICU実習、離島実習、ウィメ
ンズ・ヘルス実習）のうち、ウィメンズ・ヘルス実習について報告する。 

実実習習オオリリエエンンテテーーシショョンンとと事事前前学学習習のの工工夫夫 

 「実習の手引き」を基に「オンライン実習の手引き 教員用・学生用」の 2種類を作成

し、「実習展開を可視化」した。さらに事前学習を提示し、その成果を学生間で共有する

時間を設け、実習への動機付けを行った。臨地実習は、助産師教育の中で実践能力の基礎

を学ぶ重要な科目として位置づけられる。学内で学んだ知識・技術を臨地実習でどのよう

に活用するのか（使う）を学生自身が気づくことで当該実習に必要な看護技術をイメージ

する力も育ち、さらなる動機付けにつながると考える。 

設設定定上上のの工工夫夫 

 「より実践の場に近づけた実習にする」方法について科内で検討を重ね、実習施設への

協力を依頼した。その結果、実習施設の構造や機能、対象の特徴等が示されている DVD

に加えケア展開に必要な問診表およびクリニカルパスなどを快く提供していただいた。 

実習内容では、病棟の日課と合わせたスケジュールの組み立てにする、患者役の教員や

模型にはモニター類や栄養チューブ等を装着する、など実際の療養環境をイメージでき

るような設定を行った。教員は学生から実習当日の朝に Forms で提出された記録内容を

確認し、場面ごとにケアを実施する学生を選定し、「学生全員が参加できる」ように意識

した。さらに PC・ビデオ・教員個人の iPhone を活用し、学生のケア場面を「参加者全員

で共有できる」よう工夫を行った。カンファレンスでは、国家試験の 1か月前ということ

もあり、知識と技術および根拠を結びつけるような発問を心がけ、「学生と教員間の双方

向になるようなディスカッション」を心がけた。 

オオンンラライインン実実習習のの利利点点おおよよびび課課題題 

  学生の思考過程を確認しながら実習を展開できること、失敗してもやり直しができる

ことなどが挙げられる。病棟や場面の設定など、ハード面はある程度まで臨床実習に近づ

けることが可能と考えるが、一方で実際の場面で生じる感情（不安や葛藤など）や緊張感

を体験させるという点では限界（難しさ）もあった。さらに 6人の教員がそれぞれの役割

を担いながら進めるためマンパワーも必要である。  

学学生生のの意意見見 

「環境を捉え、ケアにつなげることの大切さ」「普段は考えない部分についてディスカ

ッションを通して具体的に考えることができた」など肯定的な意見が多かった。また、実

習記録の課題では、「臨床にでた時～」や「助産師として～」と記されており、助産師と

して勤務している自己を想像しながら実習に取り組んでいる学生の成長もみてとれた。 
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Withコロナに向けて 

  今後は、オンライン実習で得た学生の声を活かし、様々な状況下でも教育の質を担保で

きる実習内容の検討が重要となる。改めて COVID-19がもたらしたものを考えてみると、

「前例がなければ作ればよい。制約がある中で智慧と工夫を出し合うことで新たな教育

の創造につながる」という発見が挙げられる。 
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Withコロナに向けて 

  今後は、オンライン実習で得た学生の声を活かし、様々な状況下でも教育の質を担保で

きる実習内容の検討が重要となる。改めて COVID-19がもたらしたものを考えてみると、

「前例がなければ作ればよい。制約がある中で智慧と工夫を出し合うことで新たな教育

の創造につながる」という発見が挙げられる。 

 

 

大学院生の論文指導は空白を埋めるだけでは足りない 

金城芳秀（特別研究 I, 課題研究など） 

教育上の課題と工夫 

 これまでは 3 分野 6 領域のそれぞれにおいて、１対１の個人指導または領域抄読会を

活用した論文指導が行われてきた。他領域の教員が論文内容に関わるのは、研究計画検討

会または研究結果検討会の機会からである。研究指導教員と院生の関係性は多少なりと

も論文の完成度に影響を及ぼすことが課題の一つであった。ところが、コロナ禍では膝を

突き合わせて指導する機会は自ずと遠ざかった。社会人・院生の勤務部署によっては、部

外者との接触を極力避けるために、論文指導もオンライン上での展開に切り換えざるを

得なかった。 

これまでも県内離島在の社会人・院生とは、テレビ会議システム（Polycom）やスカイ
プ（Skype）を用いて、学内教室からサテライト教室に配信する方法が展開されてきた。

これがウェブ会議システム（Zoom）の導入で、個人単位の参加形式となり、場所（教室）

の制約が取り払われていった。研究指導においても、「画面共有」が「複数の参加者で同

時に共有可能」であり、遠隔といえども自由度が格段に増した。たとえ教員が接続の詳細

を分からなくても、院生が操作できると中断も起こらない。コロナ禍の現状と課題の情報

交換は、授業開始前はアイスブレイキングになり、授業終了後のそれは、院生の過酷な勤

務に敬意を払う機会となり、電源を切ってもしばらく余韻が残った。 

 臨地実習先と研究フィールドの確保では、少なからず感染拡大の影響を受け続けた。他

施設での実習展開を自施設に切り換えた場合、足元を見直す機会となった。同時にベンチ

マーキングの視点は弱くなった。研究会、講演会、学会なども、次々にオンライン開催と

なり、旅費の出費はほぼ無くなった。さらに、データ収集としての面接調査では、感染防

止対策を気にせず、地理的制約もなく、時間的ロスが抑えられるオンライン・インタビュ

ーが好都合でもあった。 

 このように院生にとっては、コロナ禍の影響はあまりない教育学習環境のように思え

たが、意外にも修了院生の振り返りでは、異口同音ながら「後輩にはできるだけ対面授業

を！」との声が上がった。教室内で起こる相互作用をオンライン上で展開するには、何か

が欠けているのかも知れない。コロナ禍のオンラインでは、脱線して横道にそれることが

私の場合は確実に減った。 

Withコロナに向けて 

 大学院の特徴の一つは、ディスカッションの面白さにある。院生は主体的に学ぶ姿勢が

強く、ディスカッションが活かされたときの展開は楽しい。だからこそ、グループ・ダイ

ナミックスを活かす工夫が必要である。一方、オンラインという選択肢が加わった論文指

導では、空白を埋めるだけでは足りない。研究指導教員は「正確に記述する」にむけて、

ある意味では「空白を埋めたがる」存在である。そこには研究指導補助教員または副査が

もたらす余白が必要である。余白の存在は、院生が詳細な問いを立て、答えを分けていく

のに不可欠と思われる。そこはアフターコロナでも変わらない。 
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新型コロナウイルス感染症軽症者の宿泊療養施設における支援活動 

宮里智子（基礎看護） 

支援の経緯と実績 

新型コロナウイルス感染症は、パンデミックを引き起こし、入院患者数を増加させ、重

症患者等に対する入院医療の提供に支障をきたすという重大な事態を引き起こした。厚

生労働省は、医療資源の確保のために、新型コロナウイルス感染症の軽症者等について自

治体の研修施設等や民間の宿泊施設での宿泊療養を実施する方針を示した（厚生労働省, 

2020）。本学は、2020年 4月 13日に、沖縄県から、療養施設への看護教員の派遣の要請

を受けた。看護活動への参加希望者による看護チームを編成し、療養施設での研修とミー

ティングを経て、4月 17日から宿泊療養施設での支援を開始した。同時に、大学内に現

場を支援する「現場支援プロジェクト」を含む危機管理対策組織を立ち上げ、看護人材ト

レーニングチームによる研修を開催し、宿泊療養施設で支援を行う交代要員を育成する

など、大学全体で支援活動を支える体制をとった（図）。 

宿泊療養施設

での支援は、5月

15日までの33日
間行われ、述べ

13 名の看護教員

が参加した。看

護教員は、沖縄

県職員や感染管

理認定看護師、

ホテル従業員と

ともに、感染予

防対策において

必要な助言を受けな 

がら、試行錯誤を重ね、療養者の支援の方法を見つけ出し、健康観察や療養者の困りごと

が解決され生活できるよう手助けをする支援を行った。宿泊療養支援は、支援のために沖

縄県が採用した看護師へと活動を引き継ぎ、活動を終了した。 

宿泊療養施設は、新型コロナウイルスという未知のウイルスに感染した療養者が、行動

に制限を受けながら生活する場であったことから、療養支援における活動は、療養者の心

情に配慮しつつ、療養者が困ることなく生活できるよう手助けをする看護活動だったと

いえる。また、看護チームや多職種をウイルス感染の危険から守り、安全を維持しながら

行われた活動であったと考える。 

Withコロナに向けて 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大という緊急時に、大学が一丸となって取り組ん

だ支援活動は、大学による地域貢献のひとつのモデルになるのではないか。この経験をこ

れからの地域貢献に活かしたい。 

図 危機管理対策組織 
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沖縄県立看護大学からの保健所支援について 

知念真樹（地域保健看護領域） 

支援の経緯と実績 

2019 年 12 月に中国の武漢で確認された新型コロナウイルス感染症は、2020 年 1 月に
は、日本でも最初の患者が発生した。沖縄県でも、2020年 3月に初の患者を確認後、2021

年 8月には、10万人当たりの新規感染者数が 256.09人と日本国内最悪の状況となった。

新規感染者の増加を受け、県内の教育研究機関は、有志ボランティアでの保健所への応援

を、2020年の 9月頃から実施していた。本学での組織的な応援派遣は、2021年 2月の第
3 波から開始された。2021 年 6 月には、沖縄県より正式な保健所支援依頼があり、沖縄

県立看護大版の「新型コロナウイルス感染症対策に係る保健所の保健業務の支援要綱」を

作成し、保健所への応援派遣体制を整備した（図１）。保健所への応援派遣は、業務の一

環として取り扱い、旅行命令を出して派遣先で応援業務を行った。派遣先での職員の出退

勤の管理や健康管理については、Formsを用いて実施した。 

2021年 2月の第 3波から第 6波までの本学の保健所支援状況を表１に示す。 

学内では、学部長を担当窓口として派遣のスケジュールの調整が行われた。その際、保

健所が終日勤務できる職員を希望していたため、半日勤務を希望する者はリストから外

した。特に、多くの応援が必要な患者急増時は、業務内容を選んで半日勤務希望者の派遣

を保健所と検討する必要があった。 

応援派遣にむけて、先に派遣された地域保健看護領域教員が現場で受けたオリエンテ

ーションの内容を、他の派遣者へ事前に伝達した。また、保健所での本学職員向けのサポ

ートを職員同士で担うことで応援派遣者が応援に入りやすく、かつ、保健所の受援負担を

できるだけ減らせるよう工夫した。 

保健所での業務は、表 1にも示すように、就業制限とその解除、接触者の健康相談、濃

厚接触者 PCR検査受診調整、健康観察、パソコンへの患者情報入力等多岐にわたってい

た。また、新規患者数の増減に伴い国・保健所の対応が日々変化する状況を、その日の現

場に派遣された者がメールで変更点や応援内容等について情報共有を図っており、有効

な情報共有の仕組みだったと考える。 

表1　新型コロナウイルス感染症蔓延時の保健所支援の概要

派遣期間 派遣保健所
派遣
日数

派遣
実数

延べ
人数

派遣時の業務内容

中部保健所
(2/6-4/3）

7 2 8
健康観察と健康相談、積極的疫
学調査

南部保健所
(2/9-2/17)

5 1 5
濃厚接触者PCR受診調整、健康観
察・健康相談

第４波
6/9-6/18

那覇市保健所 8 8 16 積極的疫学調査

第5波
8/4~8/22

南部保健所 19 11 35

積極的疫学調査、就業制限説
明、入院勧告の支援業務、その
他（保健所との調整により支援
する必要がある業務）

那覇市保健所
(1/8-1/19)

8 6 14
就業制限、パソコンへの患者情
報入力

南部保健所
(1/20-1/31)

12 12 32
就業制限、就業制限解除、接触
者の健康相談

中部保健所
(1/8-1/31)

19 3 29
就業制限解除、就業制限解除、
接触者の健康相談

第3波
2/6-4/3

第6波
1/8-1/31

派遣調整

応援派遣

図1　保健所への応援派遣体制
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事務局長
（応援派遣体制整備）

沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部

派遣依頼

派遣調整

事前オリエンテーション

情報共有情報共有

那覇市保健所、南部保健所、中部保健所

派遣調整
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Withコロナに向けて 

 今後、感染症による応援派遣だけでなく、自然災害による応援派遣も起こりうると予想

される。今回の応援体制をもとに有事に活用できるよう、記録し残しておくことは大切だ

と考える。 
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Withコロナに向けて 

 今後、感染症による応援派遣だけでなく、自然災害による応援派遣も起こりうると予想

される。今回の応援体制をもとに有事に活用できるよう、記録し残しておくことは大切だ

と考える。 

 

 

コロナ禍の学生による保健所でのボランティア活動 

佐久川政吉、山口初代、德田晶子（地域協働連携センター運営委員会） 

支援の経緯と実績 

学生ボランティアの課外活動の窓口であり、地域貢献の推進を役割にしている地域協

働連携センター運営委員会では、コロナ禍の 2021年夏、学生による保健所でのボランテ

ィア活動を企画し実施した。学生には、夏期休暇中である 8月 18日から 9月 15日（土・

日を含む）の期間、3つの時間帯（午前、午後、１日）を提示し、南部保健所におけるボ

ランティアを募集した。期末試験終了直後の急な募集にもかかわらず、最終的には、実数

で 48名（1年次：7名、2年次：12名、3年次：25名、4年次：4名）、延べ 94名の学生

が参加した。 

電話が鳴りっぱなしで、電話口でのやり取りが四方八方から聞こえる現場の片隅で、学

生ボランティアの主な内容は、保健師や事務職の業務の手伝いで、自宅療養者への名前書

きや書類の折り込み・郵送手配、就業制限解除予定者のカルテ探し、健康観察票の差し込

み、書類のコピー、ファイルの整理等、地味な手間のかかる作業であった。学生が手間の

かかる作業を担うことにより、保健師や事務職は、事務処理の手間が軽減され、本来の業

務である自宅療養者への健康観察や積極的疫学調査等に専念しやすくなっていた。そこ

には、学生、専門職、事務職など、多様な立場の人たちが同じゴールに向かって、自らの

できる役割を推進する協働連携の姿がみえていた。 

ボランティア終了後のアンケート（forms、無記名）では、28名から回答が得られた（以

下の文は筆者により一部修正）。「現場では業務量が多く、想像以上に人手が足りていない

現状がわかった。一つひとつは簡単な作業でも、量が多いとかなり時間がかかってしまう

ため、保健師等が業務に集中するためにも、学生ボランティアの力が必要だと強く感じ

た」、「保健所内での膨大な量の業務の手伝いをすることで、少しでも役に立つ事が出来て

いたら嬉しい」、「保健師の専門的な知識・経験を活かした電話での対応を聞いて、保健師

の仕事のやりがいや重要性を理解することに繋がった」、「ボランティアに参加すること

で、保健所の大変さを本当の意味で知ることができた。そのことにより、自分自身がより

一層感染症対策に取り組むことができた」、「講義の中で保健師について学んだ際、一人で

仕事を果たしているイメージがあったが、今回のボランティア活動を通して、実際に保健

師の仕事を見て、互いに相談したり確認しあったり、作業を分担するなど、連携していた

ため保健師のイメージが変わった」、「コロナ禍で入学し、大学生という実感もなく大学生

活がなんとなく過ぎ、何ひとつ出来ていないと感じていた。しかし、今回、大学生らしい

ことをしたいと思いボランティアに参加することで、夏休みに目的を持って活動できた

ため、充実した時間を過ごすことができた」等の所感があった。学生はボランティアとし

て、最前線の保健所内に入り保健師等の業務を間近にすることで、コロナウイルスの恐ろ

しさや自ら感染予防を徹底することの重要性に気づき、臨地実習が学内実習に代替する

ことが多かったため、実際の現場に入ることで、保健師の業務や公衆衛生活動の一部を垣

間見ることができ、専門性を学ぶ機会になっていた。人生で遭遇することが稀なパンデミ

ック下でのボランティア体験を一つの財産として、未来を担う看護専門職者としての成

長の糧になることを願っている。 
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新型コロナワクチン職域接種支援 in 沖縄大学 

上原和代（小児保健看護）、宮國友美（別科助産専攻）、望月花（精神保健看護） 

支援の経緯と実績 

2021 年 8 月 7日とその 4週後の 9月 4 日、沖縄大学での新型コロナワクチン職域接種

が行われました。私はその支援のため看護師として、宮國友美先生、望月花先生と共に赴

きました。沖縄大学は、1961 年、琉球政府時代に沖縄で最初の私学の四年制大学として

設置されました。設置者の嘉数昇氏は戦後 GHQ統治下の状況を憂い、沖縄の青年たちの

教育の機会均等を掲げて高等学校、大学設置に私財を投じられたそうです（沖縄大学ホー

ムページより）。沖縄大学と本学との距離は 900m、とても近い大学ですが、隣町の国場の

丘の上にある大学の敷地に足を踏み入れるのは初めてでした。 

日本における新型コロナワクチンの職域接種は 2021年 6月 21日から開始されました。

職域接種の流れは、国への申請から接種翌日までに大きく 10のステップがあり、申請前

の準備として医療従事者を含む人員確保、場所・動線確認といったマニュアル整備があり

ます。神里学長が 6 月の大学コンソーシアム沖縄の会議の席で本学の地域貢献として看

護職を派遣する準備がある、と伝えられたことが今回の支援のきっかけと聞いています。 

私たちが実際に関わったのは、10 のステップの終盤、3 日前のリハーサルと接種当日

でした。リハーサル会場では前日に Zoom 会議でお会いした養護教諭の平良先生が笑顔

で迎えてくださり、課長から直接感謝の言葉をいただき、応援の医師と簡単な打ち合わせ

ができました。会場は天井が高い学生会館で接種前後の待機場所と接種レーンが 5 つ。

事前に基礎看護の栗原先生から三角筋への筋肉注射の手ほどきを受けてはいたものの、

緊急対応可能な壁際の第 1 レーンはベテラン看護師が対応すると聞いて、心底ほっとし

ました。当日、モデルナ社製のワクチンのシリンジへの吸い上げ作業を、県や看護協会経

由で支援に入っている看護師たちと一緒に行いました。NICUで働いていたにもかかわら

ず大人視力（巷でいう老眼）が始まっている私（たち、笑）にとって 1つのバイアルから

10 本のツベルクリン用シリンジにきっちり 0.5cc ずつ吸い上げるのは少し大変でした。

モデルナの 3 回目接種では 0.25cc を 15 人分！！とのことで･･･この作業はぜひ遠慮した

いと思います。そうこうしている間に接種開始時刻となり、たくさんの学生さんや教職員

が来場し、次々休む間もなく三角筋に接種。流れ作業の中でも、20 歳を超えている方に

は今日はお酒を飲まないで、いかにも体育会系な方には今日の運動は避けて大人しくし

てね、23G 針でも骨にあたってしまいそうなやせた方には深さを加減しながら食事はた

べてきた？気分は大丈夫？･･･と短時間ながら、久しぶりに直接ケアの楽しさも実感でき

ました。今回の支援が若者の接種率アップに微力ながらお役に立てていれば幸いです。 

With コロナに向けて 

3 月現在、日本の職域接種は 1,2 回を合わせて 1977 万回、職域での 3 回目接種は 2 回

目から 8 か月あけることを条件に、今月から順次開始となっています。沖縄県立看護大

学の看護教員としてコロナ禍で地域に貢献できることがあれば今後も協力していきたい

と思います。貴重な機会をくださった皆様、ありがとうございました。 
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新型コロナワクチン職域接種支援 in 沖縄大学 

上原和代（小児保健看護）、宮國友美（別科助産専攻）、望月花（精神保健看護） 

支援の経緯と実績 

2021 年 8 月 7日とその 4週後の 9月 4 日、沖縄大学での新型コロナワクチン職域接種

が行われました。私はその支援のため看護師として、宮國友美先生、望月花先生と共に赴

きました。沖縄大学は、1961 年、琉球政府時代に沖縄で最初の私学の四年制大学として

設置されました。設置者の嘉数昇氏は戦後 GHQ統治下の状況を憂い、沖縄の青年たちの

教育の機会均等を掲げて高等学校、大学設置に私財を投じられたそうです（沖縄大学ホー

ムページより）。沖縄大学と本学との距離は 900m、とても近い大学ですが、隣町の国場の

丘の上にある大学の敷地に足を踏み入れるのは初めてでした。 

日本における新型コロナワクチンの職域接種は 2021年 6月 21日から開始されました。

職域接種の流れは、国への申請から接種翌日までに大きく 10のステップがあり、申請前

の準備として医療従事者を含む人員確保、場所・動線確認といったマニュアル整備があり

ます。神里学長が 6 月の大学コンソーシアム沖縄の会議の席で本学の地域貢献として看

護職を派遣する準備がある、と伝えられたことが今回の支援のきっかけと聞いています。 

私たちが実際に関わったのは、10 のステップの終盤、3 日前のリハーサルと接種当日

でした。リハーサル会場では前日に Zoom 会議でお会いした養護教諭の平良先生が笑顔

で迎えてくださり、課長から直接感謝の言葉をいただき、応援の医師と簡単な打ち合わせ

ができました。会場は天井が高い学生会館で接種前後の待機場所と接種レーンが 5 つ。

事前に基礎看護の栗原先生から三角筋への筋肉注射の手ほどきを受けてはいたものの、

緊急対応可能な壁際の第 1 レーンはベテラン看護師が対応すると聞いて、心底ほっとし

ました。当日、モデルナ社製のワクチンのシリンジへの吸い上げ作業を、県や看護協会経

由で支援に入っている看護師たちと一緒に行いました。NICUで働いていたにもかかわら

ず大人視力（巷でいう老眼）が始まっている私（たち、笑）にとって 1つのバイアルから

10 本のツベルクリン用シリンジにきっちり 0.5cc ずつ吸い上げるのは少し大変でした。

モデルナの 3 回目接種では 0.25cc を 15 人分！！とのことで･･･この作業はぜひ遠慮した

いと思います。そうこうしている間に接種開始時刻となり、たくさんの学生さんや教職員

が来場し、次々休む間もなく三角筋に接種。流れ作業の中でも、20 歳を超えている方に

は今日はお酒を飲まないで、いかにも体育会系な方には今日の運動は避けて大人しくし

てね、23G 針でも骨にあたってしまいそうなやせた方には深さを加減しながら食事はた

べてきた？気分は大丈夫？･･･と短時間ながら、久しぶりに直接ケアの楽しさも実感でき

ました。今回の支援が若者の接種率アップに微力ながらお役に立てていれば幸いです。 

With コロナに向けて 

3 月現在、日本の職域接種は 1,2 回を合わせて 1977 万回、職域での 3 回目接種は 2 回

目から 8 か月あけることを条件に、今月から順次開始となっています。沖縄県立看護大

学の看護教員としてコロナ禍で地域に貢献できることがあれば今後も協力していきたい

と思います。貴重な機会をくださった皆様、ありがとうございました。 

沖縄県 COVID-19入院待機ステーションでの看護支援 

伊良波 賢（基礎看護） 

支援の経緯と実績 

 国内では 2021年 4月から 6月上旬にかけて、 COVID-19 の第 4波が到来し、とくに

大阪や札幌において医療提供体制の逼迫が起こった。沖縄県における第 4 波の到来は大

阪や札幌から数週間遅れ、5月中旬から急激に患者数が増加し、大阪や札幌のように本県

においても医療提供体制が逼迫した。入院病床の逼迫を受け、県外事例で見られた搬送困

難事例の発生、医療管理下に置かれず在宅で死亡する事例が予想されたため、支援体制の

強化と効率的な医療提供体制の確保が求められ、県内にも入院待機ステーションが設置

されることが決定した。そこで沖縄県感染症対策課から本学へ支援要請があり、私が学外

応援業務を担うこととなり、第 4波（期間：6/9～6/23）と第 5波（期間：8/1～9/18）の計
2回、64日間、看護統括として業務に携わることになった。 

 入院待機ステーションとは、災害時の仮設救護所のようなものである。「トリアージ」、

「サポート」、「バッファー」という 3つの役割機能を理解し、周知浸透させながら、様々

な背景を持ち県内外から応援にかけつけた看護師へ忙しい中でもやりがいを持てるよう

な関わりを続けていくことを意識し看護統括業務を行っていた。看護業務の実際として

は、夕方から朝方にかけて患者を受け入れ、療養上の世話を行いながら、酸素投与を中心

とした呼吸管理、輸液、内服薬投与、患者の訴えを聞き、代弁者となって調整担当者へ伝

えること、そして日中に自宅や病院等へ退所させていくことであった。感染者数の推移や

逼迫している業務への応援など、その時々に応じて看護業務も少しずつ変化させながら

対応していた。私自身もスタッフと同様に感染区域であるレッドゾーンで看護業務を行

いながら、いかにスムーズに業務が遂行できるか、患者と勤務者の安全を守れるかとスタ

ッフと共に試行錯誤しながら働く毎日であった。 

看護統括業務の多くを占めていたのは、看護師確保とその調整であった。施設を立ち上

げるにあたって、何人の看護師が必要か、必要病床を運用するためにはあと何人いればよ

いかと県庁担当者と調整を行い、開所後は毎日追加されていく志願してきた看護師への

オリエンテーションと勤務調整に追われていた。県内外の DMAT、陸上自衛隊看護班、病

院事業局、沖縄県看護協会、民間病院で勤務する看護師の時間外での応援や看護師派遣会

社等の協力を得て、第 4 波と第 5 波をなんとか凌ぐことができた。このような施設の開

設と運用は、看護師だけではなく県庁担当者をはじめとして、本当に多くの方々の働きの

上に成り立つものであると痛感させられた。私と関わって下さった皆様に、厚く御礼を申

し上げるとともに、ここでの貴重な経験を今後の看護実践に反映させていきたいと考え

る。 

Withコロナに向けて 

 新興感染症によるパンデミックは、地震や天災のようにひとつの災害であるという認識

が重要だと考える。日頃からの備えが重要であり、感染予防行動もそのひとつにあたるの

ではないだろうか。今回の経験で、多くの方々と関わることができた。次の災害に備え

て、スムーズに連携が行えるよう、日頃の何気ないコミュニケーションを大切にし、互い

の顔が見える関係性を築いていきたいと考える。 
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コロナ禍における看護大学生による不登校支援の意義 

鈴木 ミナ子（小児保健看護）・島袋久良々（那覇市立与儀小学校） 

支援の経緯と実績 

コロナ禍における長引く自粛生活や度重なる休校により、全国的に小・中学校の不登校

児童の割合が増加している。令和２年度文部科学省の調査によると、小・中学校における

不登校児童生徒数は１９万人を超えており、８年連続で増加傾向にある。また、コロナ禍

の影響は学生たちの講義や実習、ボランティアなどの課外活動にも大きな影響を与えて

いる。特に、小児保健看護においては実習を通して子どもと接する機会が少なくなり、一

部の学生たちは子どもと接することなく卒業することを余儀なくされるであろう。この

ような現状を受け、地域協働連携センター運営委員会では地域での不登校児童の支援の

必要性と学生の学びの場の確保をマッチングさせ、小学校と大学が連携し互いに課題解

決を目指すという趣旨のもと、本支援を企画し実施した。 

筆者は本支援計画における企画案を作成し地域協働連携センター運営委員会長へ提

出、了承が得られた後、養護教諭とともに内容の検討を行った。その後、学校長と教頭か

ら企画案の了承を得て、具体的な実施に至った。養護教諭により対象児童を選定し、大学

ではボランティア活動や子どもの支援に興味がある学生に対して筆者が個別に声掛けを

行った。対象児童とその保護者には、養護教諭から支援内容・個人情報の保護に対する説

明を行い、同意書への署名を頂いた。学生には筆者が説明を行い、個人情報保護に関する

誓約書に署名を得た。養護教諭と筆者で学生と児童の背景を踏まえたマッチングを行い

両者立会いの下、学生と児童の面談を行い、具体的な支援がスタートした。2021年 11月

から支援がスタートし、途中、コロナ感染者増加による活動停止を余儀なくされたが、ま

ん延防止等重点措置解除後、再スタートした。2022 年 3 月対象児童の卒業をもって今年

度の支援活動が終了、各学生８回ずつ、のべ 16回支援を行った。 

支援終了後は、Formsに支援日、活動内容を記録する設定を行った。学生による支援内

容は、おしゃべりや傾聴、遊びや学習支援で、基本的に児童の意向に沿った支援であっ

た。学生の記録から、子どものネガティブな発言への対処や特性への対応に迷いを感じて

いる様子が見られた。学生の記載に気になる箇所があれば、筆者は個人面談を行うか、メ

ール等で連絡を取り、学生の不安解消に努めた。支援日に児童が登校しない場合もあった

が、養護教諭は学生との情報共有や他の保健室登校児童と関わる機会が持たせるなどの

工夫を行っていた。学生は今回の支援を通して、悩みながらも子どもの立場や状況に共感

し、不登校支援の難しさとともに子どもとの関わり方を学んでいる様子が支援記録や個

人面談から読み取れた。 

Withコロナに向けて 

今回はコロナ禍における２名の学生のみの支援活動であったため、実際に支援できた

不登校・登校しぶりがある児童は 3名のみであった。今後は、支援を必要としている児童

に対して必要な支援が行き届くような協働連携の仕組みを構築したいと考える。 
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おわりに 
パンデミックのポジティブな影響を生かして前進したい 

附属図書館長・前学生部長 佐伯 宣久 

 令和 2 年 2 月に国内に新型コロナウイルス感染が拡大し始めてから約 2 年となる。毎

年流行してきたインフルエンザとは桁違いの致死率となり、国内外において多数の死者

が出てしまうこととなった。ご冥福をお祈りしたい。 

 本稿を執筆している現時点においてもパンデミックは終息も収束もしておらず、沖縄

県内でも毎日数百人の新規感染者が出ている状況である。今後事態が好転するのかどう

かもわからず死者も増え続けている中、パンデミックの影響をポジティブに捉えようと

する姿勢はもしかすると不謹慎かもしれない。しかしながら、人は未来のことを考え行動

すべきと考えることから、本特集の最後の頁であえて良い影響についてまとめてみたい。 

 一言でいえばそれは、概して日本人は保守的で変化を好まないあるいは変化に不安を

感じる国民であるが、パンデミックによる“そうせざるを得ない状況”は江戸時代末期の

黒船のような環境的圧力になった、ということである。これにより様々な固定観念や前例

踏襲的に当たり前に行われてきた活動に変化が生じた。 

本学の教育について言えば、まず授業形態に対する考え方が変わった。遠隔やオンデマ

ンドの授業は他大学の一部では導入されていたものの、本学においては授業や演習・実習

は対面で出席することが前提とされ、期末試験の受験要件にもなっている。ところが遠隔

授業を行ってみると、少なくとも座学を中心とする科目については対面に相当する教育

効果が得られることがわかってきた。決められた時間に決められた教室に集まらなくて

も、授業は成立するものとなったわけである。 

とはいうものの、実習はやはり現場に身を置き、実際の患者やその家族、医療従事者と

いっしょに時間と空間を共有しながら学ぶことが大切であることが改めて認識されるこ

ととなった。やはり臨床実践は教室よりも現場で学ぶことのほうがはるかに大きい。しか

しながら、本来現場で行われるはずの実習を教室という仮想空間で行うことを迫られた

ことで、一つ大切な収穫があった。学生が臨地実習で学ぶべき minimum requirementとは

何か、教員が考え様々な工夫を行ったことである。臨地実習が可能となった後にも、効果

的な実習に向けての検証や改善の努力が継続されるものと期待される。 

そして、非集合、非接触での活動が推奨されたことが、対面で授業を行うこと、さらに

は人と人が会うことや集まることの意義について考える大切な機会となった。よい例は

卒業式である。感染のリスクが多少はあることが認識されてはいながらも、皆で一同に集

まり卒業生・修了生の門出を祝うことを重要と考え、本学では集合しての卒業式を挙行し

た。対面することでどのような正の効果があるのか、どのような活動において対面が必要

なのかなど、対面して活動することの意味を考えることは、授業の形態や質ばかりでな

く、学生と教員の関わり方の改善にもつながるはずである。 

ポジティブな影響として最後にあげたいのは学術情報のデジタル化及び情報通信技術

(ICT)活用の促進である。これは日本社会全体について言えることでもあるが、本学の教

育面においても学生によるパソコンなどの活用が促進され、情報の生成や伝達において

デジタル化が進んだ。おそらく現在は学生の自宅の Wi-fi 環境も充実しているはずであ
る。このような変化は学生に多様な学修手段と情報源の広がりをもたらすはずである。 
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令和４年度がどのような年になるかについては見通しがつかず楽観的にもなれない

が、パンデミックがさらに長期化したとしても、よりよい未来とするために我々の活動が

続いていくことは間違いない。 
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「資料集」



 

令和４年度がどのような年になるかについては見通しがつかず楽観的にもなれない

が、パンデミックがさらに長期化したとしても、よりよい未来とするために我々の活動が

続いていくことは間違いない。 

遠隔授業を実施する際の基本ルール（教員用） 

沖縄県立看護大学 教務委員会 

2020年 4月 24日作成、2022年 3月 16日更新 

 

本通知は、本学の 2020 年度以降の科目において遠隔授業を行う際の基本的なルールを示すことを

目的としています。遠隔授業*1には、同時双方向型（テレビ会議方式等）とオンデマンド型（インター

ネット配信方式、課題提出等）があります。なお、学生個々のインターネット環境支援、授業に利用

可能な教材やアプリケーション、それらの利用方法等は UNIVERSAL PASSPORT（以下、UNIPA）や大学

メール等で随時、情報共有しています。また、授業材料の著作権については、授業目的公衆送信補償

金等管理協会*2より 2020年度は無償、2021年度より有償となっています（本学登録済）。 

*1 文科省、大学における多様なメディアを高度に利用した授業について、資料 6より抜粋 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/043/siryo/__icsFiles/afieldfile/2018/09/10/1409011_6.pdf 

 *2 授業目的公衆送信補償金等管理協会、補償金の「無償」による認可申請 https://sartras.or.jp/（4/24検索） 

 

１．授業開始前 

・遠隔授業で使用するアプリの事前登録など、履修生へ必要な作業を依頼します。 

・使用アプリは Office365,UNIPA(クラスプロファイル),Zoom(法人契約版)を推奨します。 

・授業で利用するメールアドレスは学生・教員ともに原則、－@okinawa-nurs.ac.jp です。

通知方法は UNIPAや office365Outlookなどを利用し科目で統一してください。 

・遠隔授業で使用する資料は授業前日の 21 時までに履修生が入手できるよう PDF 等で通知

します。また、希望者には来学時に紙面で受け取れるよう工夫して下さい。 

・同時双方向型の場合は前日までに履修生へ授業開始時刻、リンク、ID、PW を通知します。

また、授業開始までに履修生全員が参加できるよう、招待・許可等の手続きに必要な時間

帯を前倒しで確保して下さい。授業終了後、履修生は退出と次授業への参加のため一定時

間が必要です。授業終了時刻を超過しないでください。 

・作成した授業資料（音声・動画含む）の保存先はセキュリティの観点からも、大学の契約

する PCやアプリ（UNIPAクラスプロファイル、office 365 One Drive、Zoomなど）として

下さい。Zoom クラウドは法人共有で容量限度があるため不要なデータは随時移動下さい。 

 

２．授業時 

・同時双方向型の場合は、チャット、小テストや課題の提出など工夫して出席確認をします。

授業への参加方法は適宜指示を明確にして下さい。授業時（特に開始前後）は可能な限り

補助者をおき、入退室管理を依頼します。通信回線不良等で受講できなかった場合に備え、

授業の録画を保存し、状況に応じて再受講を認めて下さい。 

・オンデマンド型の場合は、授業動画等の公開期間や課題の提出期限などを設け、履修生の

学習の進捗管理をします。 

・自宅や研究室で授業を録画および同時中継する場合は、履修生が集中して受講できるよう、

環境音（窓を閉める,来客は控えてもらうなど）、背景（十分な明るさ,カメラへの逆光を避

ける）、自身の身だしなみ、カメラの前から動かない、マイクの設定等に配慮してください。 

 

３．授業終了後 

・完全に接続を終了してから別業務へ。（雑談をうっかり配信しない） 

・適宜、受講生へ接続状態や技術的な改善点について意見収集する。 

以上 

※本ルールは随時更新予定です。ご意見は教務委員へお願いします。 
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遠隔授業を行う際の基本ルール（教員用） 

同時双方向型授業 毎回チェックリスト 

教務委員会 

2020年 4月 24日 作成 

2022年 3月 16日 更新 

１） 事前 

☐ 使用するアプリケーションを最新版に更新しました。 

☐ 学生へ授業開始時刻、参加受付開始時刻を事前に通知しました。 

☐ 学生へ必要な資料を授業前日の 21時までに送付しました。 

２） 当日 

☐ 授業開始時刻よりも前に余裕をもって参加受付を開始しました。 

（80名の必修科目では 15分程度、できれば補助者をおきます） 

☐ カメラ、マイク、背景、身だしなみなど授業配信環境に配慮しました。 

☐ 授業の録画をオンにし、授業を開始しました。 

☐ 授業の最初に、学生の受信状況を確認し、可能な範囲で改善しました。 

  （開始時は学生のカメラとマイクを OFFにしておくと、スムーズです） 

☐ 学生の出席および理解度の確認を何らかの方法で行いました。 

 例）Zoomの入退室記録、チャット（1人 1発言）、小テストや課題の提出、 

☐ グループ活動が活性するよう工夫し、公正な評価方法を学生へ伝えました。 

☐ 授業終了時刻を超過しませんでした。（続けて授業がある場合は 10分前終了） 

☐ 授業終了後、録画を保存し、アプリケーションを完全に終了しました。 

３）授業後 

☐ 遅刻、欠席の学生から、通信回線不良など本人に責任のない理由の申し出が

あった場合、該当回の授業録画の視聴を許可するなど授業を保障しました。 
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☐ 授業の録画をオンにし、授業を開始しました。 

☐ 授業の最初に、学生の受信状況を確認し、可能な範囲で改善しました。 
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 例）Zoomの入退室記録、チャット（1人 1発言）、小テストや課題の提出、 

☐ グループ活動が活性するよう工夫し、公正な評価方法を学生へ伝えました。 

☐ 授業終了時刻を超過しませんでした。（続けて授業がある場合は 10分前終了） 

☐ 授業終了後、録画を保存し、アプリケーションを完全に終了しました。 

３）授業後 

☐ 遅刻、欠席の学生から、通信回線不良など本人に責任のない理由の申し出が

あった場合、該当回の授業録画の視聴を許可するなど授業を保障しました。 

遠隔授業を行う際の基本ルール（教員用） 

オンデマンド型授業 毎回チェックリスト 

教務委員会 

2020年 4月 24日 作成 

2022年 3月 16日 更新 

１） 事前 

☐ カメラ、マイク、背景、身だしなみなど環境に配慮し、録音・録画しました。 

☐ 安全な場所に授業データ（音声・動画、資料）を保存しました。  

 例）クラスプロファイル、office365 OneDrive／Stream、Zoomのクラウドなど 

☐ 学生へは授業前日の 21時までに受講方法、保存先、ダウンロードの際の 

注意点を伝えました。 

例）公開期間、提出期限、SNSでの共有や別サイトへのアップロードの禁止など 

２） 公開期間 

☐ 公開期間に合わせて授業コンテンツをアップロードまたは有効化しました。 

☐ 学生の出席、理解度の確認を何らかの方法で行いました。 

   例）指定期間内の小テスト（Forms）、授業で話した内容に基づく課題提出など 

☐ 公開期間終了後、授業コンテンツの閲覧範囲や保存方法を修正しました。 

例）公開終了日を事前設定した場合は不要、Zoomクラウドから個人 PCへ移動 

３）授業後 

☐ 学生の学習進捗状況を定期的に確認しました。 

☐ 課題の未提出など進捗が十分でない学生へ連絡をとり、対応しました。 

☐ 開講期間中、教員・学生および学生間の双方向でのやり取りができる場を 

提供しました。 

例）定期的に同時双方向型の授業回をもつ、Formsなどで意見収集するなど 
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遠隔での期末試験を行う際の基本ルール（教員用） チェックリスト 

教務委員会 

2020年 4月 24日 作成 

2022年 3月 16日 更新 

 

学内利用制限期間であっても学期末試験は原則、対面試験を行います。

諸事情（クラスター発生など）により遠隔試験を行う場合は、学年の交差がなく、時間

的余裕のある試験時間割とします。遠隔試験の際には、以下の点を確認ください。 

１） 事前 

☐ 遠隔で実施可能な試験方法を設定しました。新規の方法は試行しました。 

試験方法は選択式、記述式、レポート、口頭試問、技術があります。選択式で時

間内に完了しない問題数とする場合は意図を伝えて下さい。試験中の監視を

する場合は履修生のストレスを考慮したカメラ配置、端末を複数持っているこ

とを事前に確認します。答案の提出方法は、メールよりも Forms、Teamsな

ど完了通知があり、履修生が使い慣れたものとします。試験中のトラブル連絡

先（メール・電話の両方）を決定します。 

☐ 不正行為防止策を十分検討しました。 

資料閲覧可で監視をしない場合でも集合しての受験は許可されません。 

☐ 試験方法を授業最終回または試験一週間前を目安に履修生へ通知しました。 

２） 当日 

☐ 試験開始前に、試験方法、トラブル連絡先、試験心得および履修規定第 10条 

「不正行為をした場合は当該学期に履修した科目の成績がすべて無効となりま

す」を口頭で伝えました。 

☐ 主試験監督、補助者をおき複数名で試験を開始、出席確認をしました。 

☐ 試験中のトラブルに個別に対応し、履修生に不利益がないよう、対処しました。 

☐ 試験終了後、試験の完了・試験結果の通知時期と方法・解答解説の方法などを 

履修生へ通知しました。 

３）事後 

☐ 不正行為があった場合は教務委員会へ報告し、規定に沿って対処しました。 

☐ 追試験を行う場合、本試験と同等かつ公平な方法で対応しました。  
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遠隔での期末試験を行う際の基本ルール（教員用） チェックリスト 

教務委員会 

2020年 4月 24日 作成 

2022年 3月 16日 更新 

 

学内利用制限期間であっても学期末試験は原則、対面試験を行います。

諸事情（クラスター発生など）により遠隔試験を行う場合は、学年の交差がなく、時間

的余裕のある試験時間割とします。遠隔試験の際には、以下の点を確認ください。 

１） 事前 

☐ 遠隔で実施可能な試験方法を設定しました。新規の方法は試行しました。 

試験方法は選択式、記述式、レポート、口頭試問、技術があります。選択式で時

間内に完了しない問題数とする場合は意図を伝えて下さい。試験中の監視を

する場合は履修生のストレスを考慮したカメラ配置、端末を複数持っているこ

とを事前に確認します。答案の提出方法は、メールよりも Forms、Teamsな

ど完了通知があり、履修生が使い慣れたものとします。試験中のトラブル連絡

先（メール・電話の両方）を決定します。 

☐ 不正行為防止策を十分検討しました。 

資料閲覧可で監視をしない場合でも集合しての受験は許可されません。 

☐ 試験方法を授業最終回または試験一週間前を目安に履修生へ通知しました。 

２） 当日 

☐ 試験開始前に、試験方法、トラブル連絡先、試験心得および履修規定第 10条 

「不正行為をした場合は当該学期に履修した科目の成績がすべて無効となりま

す」を口頭で伝えました。 

☐ 主試験監督、補助者をおき複数名で試験を開始、出席確認をしました。 

☐ 試験中のトラブルに個別に対応し、履修生に不利益がないよう、対処しました。 

☐ 試験終了後、試験の完了・試験結果の通知時期と方法・解答解説の方法などを 

履修生へ通知しました。 

３）事後 

☐ 不正行為があった場合は教務委員会へ報告し、規定に沿って対処しました。 

☐ 追試験を行う場合、本試験と同等かつ公平な方法で対応しました。  

 

 

遠隔授業を受講する際の基本ルール（学生・保護者用） 

沖縄県立看護大学 教務委員会 

2020年 4月 24日作成 

2022年 3月 16日更新 

 

本通知は、本学の 2020 年度以降の科目において遠隔授業を行う際の基本的なルールを示すことを

目的としています。遠隔授業には、同時双方向型（テレビ会議）およびオンデマンド型（録画・録音

された授業の視聴、課題提出等）があります。遠隔授業で配布されたコンテンツ（動画、資料等）は

当該科目の受講のためだけに活用することを目的としています。 

皆皆ささんんがが無無断断でで SSNNSSへへ共共有有すするる、、別別ササイイトトににアアッッププロローードドししてて再再配配布布すするるここととはは（（悪悪意意ががななくくててもも））

違違法法です。なお、学生個々のインターネット環境への大学の対応、在宅学習に利用可能な学習用コン

テンツ等は随時、UNIVERSAL PASSPORT（以下、UNIPA）や大学メール等で随時情報提供しています。 

遠隔授業への参加にあたり配慮が必要な学生は事前に学務課へご相談ください。 

 

１．授業開始前 

・自宅のインターネット環境を整えて下さい。自宅以外での受講は原則、禁止です。 

（モバイルWi-Fiの貸出、教室利用の申請は学務課にて受け付けています。） 

・個人の PC や端末にて学内 Wi-Fi を利用する場合は学務課で事前申請が必要です。

その際は、大学からの貸与 PCは回収されます。 

・教員からの依頼を受け各自、遠隔授業で使用するアプリなどの登録をして下さい。 

・登録メールアドレスは原則、学籍番号@okinawa-nurs.ac.jpを利用して下さい。 

なお、本人確認のためハンドルネームは利用せず、原則、学籍番号と氏名が表示され

るよう、設定してください。 

・授業資料や授業の参加リンクの案内等は授業前日の 21 時までに UNIPA や大学メ

ールOutlookより配信されますが、ご自身でもスケジュール管理をお願いします。 

・授業参加のための ID,PW,リンクなどを他者（SNS含む）へ伝えることは禁止です。 

・同時双方向型授業の開始直前はアクセスの殺到が予想されます。時間に余裕をもって

参加手続きをして下さい。 

 

２．授業時 

授業の方法はシラバスと初回オリエンテーションにて確認します。県内の感染拡大状

況等により、開講期間中に授業方法が変更になる場合があります。普段からメールや

UNIPA 掲示板、各科目のクラスプロファイルにて情報収集をして下さい。同じ科目で

も対面授業、同時双方向型、オンデマンド型の授業形態が組み合わされて展開すること

があります。 

同時双方向型の場合 

・出欠確認のため、教員の指定する方法で応答してください。 

授業開始前の自由なチャット等は許可しますが、授業中のチャット（私語）、アクセスし

たままでの離席、食事をしながらの受講は慎んでください。カメラのオン・オフ、マイ

クのミュート、質問の方法などは教員の指示を確認してください。 

・貸与 PC、個人 PC、スマホ等、受講の端末はいずれも許可されます。Zoom 中に文書

作成が必要な場合もあります。（2021後学期学生調査では、平均 1.6端末利用）。 
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・参加の際は環境音（窓を閉める，周囲の方の協力）、背景（十分な明るさ,カメラへの逆

光を避ける，プライバシー）、カメラに映る自身の身だしなみ、授業に集中できる環境

かを確認してください。イヤホンを利用するなど周囲への配慮もお願いします。 

・グループワークでは、カメラやマイクをオンにしてディスカッションに参加することが

求められます。通信環境が整わずグループワークに支障がある場合は、事前に科目の

教員へ相談し、教室利用を申請してください。正当な理由がなく、グループワーク中

もミュートやカメラオフで反応がない場合は減点されることがあります。 

・カメラオンの授業風景等のスクリーンショットや画像の SNS 等へのアップは違法です。

お互いのプライバシーを危険にさらさないよう、厳に慎んでください。 

・通信回線不良等で受講できなかった場合は当日中に教員へメール等で連絡ください。 

授業録画を配信するなど、不利益のないように授業保障します。 

オンデマンド型の場合 

・教員の指定する方法で授業動画の視聴、課題の作成・提出をしてください。 

・動画の公開期間や課題の提出期限などがあります。計画的に受講してください。 

 

３．授業終了後 

・教員から退室許可が指示されたら、接続を終了してください。 

・接続状態や技術的な改善点のため意見収集が度々あります。ご協力ください。 

 

4．学期末試験について 

・授業が遠隔で展開されている場合も、期末試験は原則、対面で行います。2 週間前に

時間割を通知しますので来学準備、リスクのある行動の自粛をお願いします。講内で

は一人一人が感染予防行動を守ることが重要です。なお、やむを得ない理由で遠隔

試験へ変更となる場合は速やかに通知します。 

・学生自身が新型コロナウイルス陽性、濃厚接触者または発熱・症状がある場合は、科目

の教員および学務課へ連絡ください。申請により追試験が保証されます。 

・各科目の期末試験の方法は授業の最終回または試験一週間前をめどに通知されます。

試験方法をよく確認し、必要な準備を整えてください。 

【遠隔試験での注意点】 

・遠隔試験は必ず自宅にて一人で受験してください。 

・遠隔試験中のトラブル発生時は履修生に不利益のないよう個別に対応します。 

・遠隔試験においても原則、再試験（成績不良者向け）は行いません。 

・遠隔試験に際して履修生にお願いしたいことは不正行為をしないことです。 

不正行為があった場合は対面での試験同様、本学履修規程第 10 条に基づき当該

学期のすべての科目の成績が無効となります。協力者においても同様に処分されます。 

不正行為とは例えば、資料閲覧不可試験での資料閲覧、レポート試験の剽窃行為

（友達のレポートやネットのコピペ）、受験者のなりすまし、集合しての回答や回答の共

有などです。他大学においても遠隔試験ではインターネットを介した集団での不正行

為が起こりやすいことが報告されています。 

遠隔での試験実施が公正に行われるかどうかは履修生一人一人の倫理観にかかっ

ています。将来の医療人として適切な判断と行動をお願いします。 

 
以上 

※本ルールは随時更新されます。最新版はUNIPA掲示板等でお知らせします。 
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・参加の際は環境音（窓を閉める，周囲の方の協力）、背景（十分な明るさ,カメラへの逆

光を避ける，プライバシー）、カメラに映る自身の身だしなみ、授業に集中できる環境

かを確認してください。イヤホンを利用するなど周囲への配慮もお願いします。 

・グループワークでは、カメラやマイクをオンにしてディスカッションに参加することが

求められます。通信環境が整わずグループワークに支障がある場合は、事前に科目の

教員へ相談し、教室利用を申請してください。正当な理由がなく、グループワーク中

もミュートやカメラオフで反応がない場合は減点されることがあります。 

・カメラオンの授業風景等のスクリーンショットや画像の SNS 等へのアップは違法です。

お互いのプライバシーを危険にさらさないよう、厳に慎んでください。 

・通信回線不良等で受講できなかった場合は当日中に教員へメール等で連絡ください。 

授業録画を配信するなど、不利益のないように授業保障します。 

オンデマンド型の場合 

・教員の指定する方法で授業動画の視聴、課題の作成・提出をしてください。 

・動画の公開期間や課題の提出期限などがあります。計画的に受講してください。 

 

３．授業終了後 

・教員から退室許可が指示されたら、接続を終了してください。 

・接続状態や技術的な改善点のため意見収集が度々あります。ご協力ください。 

 

4．学期末試験について 

・授業が遠隔で展開されている場合も、期末試験は原則、対面で行います。2 週間前に

時間割を通知しますので来学準備、リスクのある行動の自粛をお願いします。講内で

は一人一人が感染予防行動を守ることが重要です。なお、やむを得ない理由で遠隔

試験へ変更となる場合は速やかに通知します。 

・学生自身が新型コロナウイルス陽性、濃厚接触者または発熱・症状がある場合は、科目

の教員および学務課へ連絡ください。申請により追試験が保証されます。 

・各科目の期末試験の方法は授業の最終回または試験一週間前をめどに通知されます。

試験方法をよく確認し、必要な準備を整えてください。 

【遠隔試験での注意点】 

・遠隔試験は必ず自宅にて一人で受験してください。 

・遠隔試験中のトラブル発生時は履修生に不利益のないよう個別に対応します。 

・遠隔試験においても原則、再試験（成績不良者向け）は行いません。 

・遠隔試験に際して履修生にお願いしたいことは不正行為をしないことです。 

不正行為があった場合は対面での試験同様、本学履修規程第 10 条に基づき当該

学期のすべての科目の成績が無効となります。協力者においても同様に処分されます。 

不正行為とは例えば、資料閲覧不可試験での資料閲覧、レポート試験の剽窃行為

（友達のレポートやネットのコピペ）、受験者のなりすまし、集合しての回答や回答の共

有などです。他大学においても遠隔試験ではインターネットを介した集団での不正行

為が起こりやすいことが報告されています。 

遠隔での試験実施が公正に行われるかどうかは履修生一人一人の倫理観にかかっ

ています。将来の医療人として適切な判断と行動をお願いします。 

 
以上 

※本ルールは随時更新されます。最新版はUNIPA掲示板等でお知らせします。 

2022 年 3 月教務委員会、上原  
遠隔授業・試験の授業形態調査（教員調査） 

1 
 

令和 3 年度後期開講科目の新型コロナウイルス感染拡大に伴う授業方法の実態調査結果 

 
１．調査期間：2021 年 2 月 25 日～3 月 7 日 
２．調査対象：令和 3 年度後期開講科目（講義 15，演習 14、実習 12 科目、計 41 科目） 
３．調査方法：科目責任者による調査票への直接入力 
４．調査項目：1）各授業回の提供方法、2）授業で使用したツール、3）授業の実施上の課題 

4）期末試験方法、5）期末試験の実施上の課題 
５．結果：回答数（率）40/41（97.6％）、後学期の授業進行の概要は以下のとおり。 

5 月 23 日（日）より継続していた沖縄県の緊急事態宣言は 9 月 30 日に解除となり、後学
期は本学の感染症拡大防止の活動指針がレベル 2（流行警戒期）で学年毎の分散登校にて開
始された。 2 年次 4 年次は臨地実習（2 年 9～11 月、4 年 8～11 月）、3 年次は後期前半より
遠隔授業、11 月より臨地実習が予定されていた。年末年始のオミクロン株の感染爆発により
1 月 9 日（日）より県内はまん延防止等重点措置地域となり、講義・演習・実習は完全遠隔、
2 月は学内実習が一部認められたが、県内の感染者数は下げ止まりの状況であった。後学期
中の授業及び期末試験の実施状況については以下のとおり。詳細は下記の元データを参照。 
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拡大対策 2020-\新型コロナウイルス感染拡大に伴う授業形態調査\2021 調査\授業方法調査 2021\後期 2021 

 

1）各授業回の提供方法 
授業回毎の提供方法をたずねたところ、実習（ローテーション展開の 3 年次演習含む）を

除く講義、演習科目の授業提供回数は合計 487 回（クラス別授業は合わせて 1 回とする）で、
授業方法は多いものから、対面のみ 258 回（53.0％）、遠隔（同時双方向型）177 回（36.3％）、
対面・遠隔併用 26 回（5.3％）、遠隔（オンデマンド型）16 回（3.3％）、課題レポート 10 回
（2.1％）であった（表 1）。年明けのまん延防止等重点措置下でレベル 4（感染蔓延期）にお
いても対面授業が継続されたのは英語Ⅱ、日本語表現法、医療と倫理であった。 

実習科目についてはワクチン接種が進んだことで臨地実習の受け入れが進んだものの、9
月末までは緊急事態宣言にて受け入れ施設の変更・縮小があり多くの科目で臨地と学内の組
み合わせ実習となった。また、臨地では半日の受け入れが多かった。1 月以降は学内構成員に
感染者が散髪し全面遠隔実習へ移行、2 月は感染防止策を講じながら学内実習が認められた。
なお、PCR 検査については後援会から継続的に費用補助がされた（表 2）。 
 
表 1 講義・演習科目の授業提供方法（授業回毎）※ローテーション演習を除く 

 

合計 （％）
レポート 10 2.1
同時双方向型 177 36.3
オンデマンド型 16 3.3
対面・遠隔併用 26 5.3 講義合計
対面のみ 258 53.0 487

授業提供方法
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表２ 実習科目の展開状況 
学学年年  科科目目名名  展展開開  

2年次 

生活援助・療養援助 
技術実習 

受け入れ施設減にて学内・臨地の組み合わせ実習 
9月は臨地 3日、10月以降は臨地 8日（通常） 

精神保健看護実習Ⅰ 学内 4日、臨地 1日。対象者とは Zoomでインタビュー 
周産期保健看護実習Ⅰ 学内 3日、臨地 2日。臨地は密を避けて時差実習 
小児保健看護実習Ⅰ 9月は施設見学と全面学内。10月～学内 3日、臨地 1～2日 
成人保健看護実習Ⅰ 学内 3日、臨地 2日。施設の変更調整が必要だった。 

3年次 

精神保健看護演習 
同実習Ⅱ 

11－12月は通常演習実習。1月は完全遠隔演習実習。 
2月の実習は 4日間学内半日実習を組み合わせた。 

周産期保健看護演習 
同実習Ⅱ 

11－12月は通常演習実習。1月は完全遠隔演習実習。 
2月の実習は 6日間学内実習を組み合わせた。 

小児保健看護演習 
同実習Ⅱ 

11－12月は通常演習、実習は臨地 5日、学内 5日。 
1-2月は完全遠隔演習、実習とした。 

成人保健看護演習 
同実習Ⅱ 

11－12月は通常演習実習。1月は完全遠隔演習実習。 
2月の実習は 6日間学内半日実習を組み合わせた。 

4年次 
地域保健看護実習Ⅱ 対面・遠隔実習の併用。地域により受け入れ状況に差があった。 
在宅保健看護実習 学内 1日、臨地 4日（通常）、新規実習施設を開拓した。 
看護統合実習 受け入れ施設及び時期により展開は様々であった。 

 
2）授業で使用したツール 
遠隔授業で使用頻度の高かったツールを 3 つまでたずねたところ、最も多かったのは

Zoom35 件（39.3％）、次いで Forms20 件（22.5％）、その他の office365 12 件（13.5％）、UNIPA11
件（12.4％）であった。メールは平時より授業連絡等で利用しているため遠隔授業ツールの選
択肢に含めなかった。Zoom は同時双方向授業に最適でかつ、実習科目においてもグループカ
ンファレンスや個別指導に利用されるため利用頻度が高いと推測された。2021 年度 4 月より
アカウント数増となっており、費用対効果についても検討する必要がある。一方、UNIPA は導
入 2 年目で利用を推奨しているが、ローテーションの演習・実習での利用はしにくい。学生調
査では講義科目の授業資料や授業動画リンク、お知らせの一括管理が便利との意見であったた
め、履修生が一斉に同プログラムで学習が進められる科目での利用を促進する。 
表３ 遠隔授業での利用ツール 

 

授業での使用ツール 合計 ％
UNIPA 11 12.4
Zoom 35 39.3
Forms 20 22.5
Teams 4 4.5
その他のoffice365 12 13.5
その他のツール 7 7.9

合計 89 100
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3）授業の実施上の課題 
これまでの調査で毎回挙がっていた、学内の感染対策や公欠補講対応等については意見がな

かった。教員が捉えた講義・演習における遠隔授業の実施上の課題は予定していた授業を展開
するには大学貸与 PC の性能が不十分であることである。学生調査でも改善してほしいことの
1 位であり、貸与 PC の契約切れ（2023 年 3 月）後の対応を検討しておく必要がある。また、
遠隔授業における非常勤講師 A の遠隔授業ツールの利用範囲は専任教員と同等が望ましい
（office365、UNIPA）。実習科目については科目の途中で展開方法が変更となった場合の教員
の柔軟な対応を相互に学ぶこと、学生の学習経験の差に科目ごとに対応する必要がある（表 4）。 
表 4 授業の実施上の課題 
方法 課題 分類 
講義 
演習 

・大学貸与 PCでは予定していた e-learningが十分操作できなかった。 
・〃では、オンラインホワイトボードを使った遠隔演習ができなかった。 
・〃では、OneDriveからのデータのダウンロードに時間がかかりすぎた。 
・非常勤講師と学生が直接やり取りできる方法が欲しい。 

・貸与 PCの 
スペック 

・非常勤講師 A 
の操作範囲  

実習 ・実習先の受け入れ中止と新規開拓に難渋 
・実習展開の度々の変更、学内実習への変更によりマンパワー不足、 
担当科目の重複によるオンデマンド対応 
・半日実習の中での個別指導の難しさ 
・遠隔実習での技術指導の難しさ 
・学内実習と臨地実習の学生との学びの差をどう埋めるか 

・with コロナの
実習展開の柔軟
な対応と学びの
保障 

 
4）期末試験方法 

2020 年度の遠隔試験で生じた不正行為を受け、本学の期末試験の方針は原則対面試験であ
る。2 月の期末試験期間は県内の感染者数の下げ止まりが予想され、実施方法は科目に委ねら
れた。結果、遠隔試験 14 件（58.3％）、対面試験 6 件（25％）、レポート（長期）4 件（16.7％）
であった。試験中の資料閲覧は「可」「不可」が半々、試験中の監視は「あり」「なし」は 5：4
であった。遠隔試験の利用ツールは Forms が最多で、監視には主に Zoom が利用された。学生
調査では不正行為は防げない旨の意見が 2 件寄せられたが、事実は特定できていない。 
表 5 期末試験の方法 

 

期末試験方法 合計 資料閲覧 合計 通信利用ツール合計
レポート（長期） 5 可 13 Forms 12 あり 15
記述式（試験時間内） 5 不可 13 Teams 0 なし 12
選択式（試験時間内） 5 計 26 UNIPA 1 計 27
選択・記述併用（試験時間内） 6 Zoomのみ 2
口頭試問 0 メール 1
技術試験（対面） 2 対面試験 6
技術試験（遠隔） 2 その他 2
その他 3 なし 2
なし 26 計 26

「なし」を除く、計 28

試験中の監視の有無
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3）授業の実施上の課題 
これまでの調査で毎回挙がっていた、学内の感染対策や公欠補講対応等については意見がな

かった。教員が捉えた講義・演習における遠隔授業の実施上の課題は予定していた授業を展開
するには大学貸与 PC の性能が不十分であることである。学生調査でも改善してほしいことの
1 位であり、貸与 PC の契約切れ（2023 年 3 月）後の対応を検討しておく必要がある。また、
遠隔授業における非常勤講師 A の遠隔授業ツールの利用範囲は専任教員と同等が望ましい
（office365、UNIPA）。実習科目については科目の途中で展開方法が変更となった場合の教員
の柔軟な対応を相互に学ぶこと、学生の学習経験の差に科目ごとに対応する必要がある（表 4）。 
表 4 授業の実施上の課題 
方法 課題 分類 
講義 
演習 

・大学貸与 PCでは予定していた e-learningが十分操作できなかった。 
・〃では、オンラインホワイトボードを使った遠隔演習ができなかった。 
・〃では、OneDriveからのデータのダウンロードに時間がかかりすぎた。 
・非常勤講師と学生が直接やり取りできる方法が欲しい。 

・貸与 PCの 
スペック 
・非常勤講師 A 
の操作範囲  

実習 ・実習先の受け入れ中止と新規開拓に難渋 
・実習展開の度々の変更、学内実習への変更によりマンパワー不足、 
担当科目の重複によるオンデマンド対応 

・半日実習の中での個別指導の難しさ 
・遠隔実習での技術指導の難しさ 
・学内実習と臨地実習の学生との学びの差をどう埋めるか 

・with コロナの
実習展開の柔軟
な対応と学びの
保障 

 
4）期末試験方法 

2020 年度の遠隔試験で生じた不正行為を受け、本学の期末試験の方針は原則対面試験であ
る。2 月の期末試験期間は県内の感染者数の下げ止まりが予想され、実施方法は科目に委ねら
れた。結果、遠隔試験 14 件（58.3％）、対面試験 6 件（25％）、レポート（長期）4 件（16.7％）
であった。試験中の資料閲覧は「可」「不可」が半々、試験中の監視は「あり」「なし」は 5：4
であった。遠隔試験の利用ツールは Forms が最多で、監視には主に Zoom が利用された。学生
調査では不正行為は防げない旨の意見が 2 件寄せられたが、事実は特定できていない。 
表 5 期末試験の方法 

 

期末試験方法 合計 資料閲覧 合計 通信利用ツール合計
レポート（長期） 5 可 13 Forms 12 あり 15
記述式（試験時間内） 5 不可 13 Teams 0 なし 12
選択式（試験時間内） 5 計 26 UNIPA 1 計 27
選択・記述併用（試験時間内） 6 Zoomのみ 2
口頭試問 0 メール 1
技術試験（対面） 2 対面試験 6
技術試験（遠隔） 2 その他 2
その他 3 なし 2
なし 26 計 26

「なし」を除く、計 28

試験中の監視の有無
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⑤期末試験の実施上の課題 
・非常勤講師の作成した Google Form で試験を行ったが学生への周知期間が短く、トラブルが
生じた。 

・同居者の発熱について前日に連絡があり追試験対応した。 
・遠隔授業のため県外の実家に戻っていた学生へ対面試験について説明し、来学受験した。 
旅費、宿泊費、PCR 検査費など費用がかかると苦情があった。 

・遠隔授業のため県外の実家に戻っていた学生に対応するため、予定していた技術試験を全員
レポートに変更した。 

・昨年度は Forms に記述問題を含めたが、記述問題をワードにしてメール添付にした。トラブ
ルはなかった。 

・遠隔での技術試験を Zoom で実施。教員の人手が対面より増え、試験項目を減らし対応した。 
・筆記、レポート、技術試験を組み合わせて実施。遠隔対応に合わせて調整した。 
・卒業演習の技術試験は 2 年続けて感染防止をテーマに統一して実施した。 
・統合試験は 9 月（第 2 回）のみ Forms に載せ替えて遠隔実施、その他は対面で実施した。 
 
６．次学期へ向けての提案 ※教務委員会で意見収集 
・・ZZoooomm 契契約約のの継継続続  

コロナ感染症の終息が見通せない中、Zoom 契約の継続が必要である。費用対効果を正
確に測るにはアカウント数に対する実際の利用状況など別途調査が必要である。 

・・UUNNIIPPAA のの活活用用ののたためめのの工工夫夫  
UNIPA は掲示登録、成績入力・公開等で学務課では活用しているが、後期科目での利用
は 12.2％（前期 25％）の利用率であった。2 月の教務委員会主催の教育活動報告では機
能や活用例を紹介した。講義科目で活用できそうだが、ローテーションのある演習・実
習では不向き。学生の意見ではメールが五月雨式に届くよりも科目ごとに整理されたク
ラスプロファイルが使いやすい等の意見もあり、講義科目から利用範囲を拡大していく
のはどうか。UNIPA からスマホへの通知機能の改善を学務課経由で業者へ依頼する。 

・期期末末試試験験方方法法はは大大学学のの方方針針をを明明確確にに伝伝ええ、、試試験験時時間間割割はは 22 週週前前、、方方法法はは 11 週週前前通通知知すするる 
期末試験期間の 2 週前に学務課より試験時間割が公表されたものの、科目に試験方法を
委ねたため、科目ごとの試験方法の学生への通知は遅れたと思われる。また、遠隔授業
期間に県外へ帰省した学生への対応が科目によって異なり科目に委ねることでの弊害も
ある。①対面試験の方針を教員だけでなく学生へも明確に伝えること、②試験方法の通
知期限を 2 週前に行うために方針の決定はそれより早く行うこと、③試験方法を科目に
委ねた場合は学年毎に試験方法を取りまとめ科目責任者へ通知すること、を提案する。 

・・88 割割以以上上ののワワククチチンン接接種種率率のの集集団団ででのの適適正正なな授授業業形形態態のの検検討討ととデデーータタ収収集集  
学生の 2 回目ワクチン接種率は 8 割を超え、後期の対面授業や臨地実習の実施が緩和さ
れる要因となった。3 回目ワクチン接種については学生委員会で随時収集中であるが前
期実習も近づき、実習受け入れ条件に関連するため全数調査が必要である。前期授業を
対面で行う場合は開始 2 週前を目安に学生へ方針の通知が必要であるが間に合わない場
合は遠隔授業を並行して準備する。                    以上 
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⑤期末試験の実施上の課題 
・非常勤講師の作成した Google Form で試験を行ったが学生への周知期間が短く、トラブルが
生じた。 

・同居者の発熱について前日に連絡があり追試験対応した。 
・遠隔授業のため県外の実家に戻っていた学生へ対面試験について説明し、来学受験した。 
旅費、宿泊費、PCR 検査費など費用がかかると苦情があった。 

・遠隔授業のため県外の実家に戻っていた学生に対応するため、予定していた技術試験を全員
レポートに変更した。 

・昨年度は Forms に記述問題を含めたが、記述問題をワードにしてメール添付にした。トラブ
ルはなかった。 

・遠隔での技術試験を Zoom で実施。教員の人手が対面より増え、試験項目を減らし対応した。 
・筆記、レポート、技術試験を組み合わせて実施。遠隔対応に合わせて調整した。 
・卒業演習の技術試験は 2 年続けて感染防止をテーマに統一して実施した。 
・統合試験は 9 月（第 2 回）のみ Forms に載せ替えて遠隔実施、その他は対面で実施した。 
 
６．次学期へ向けての提案 ※教務委員会で意見収集 
・・ZZoooomm 契契約約のの継継続続  

コロナ感染症の終息が見通せない中、Zoom 契約の継続が必要である。費用対効果を正
確に測るにはアカウント数に対する実際の利用状況など別途調査が必要である。 

・・UUNNIIPPAA のの活活用用ののたためめのの工工夫夫  
UNIPA は掲示登録、成績入力・公開等で学務課では活用しているが、後期科目での利用
は 12.2％（前期 25％）の利用率であった。2 月の教務委員会主催の教育活動報告では機
能や活用例を紹介した。講義科目で活用できそうだが、ローテーションのある演習・実
習では不向き。学生の意見ではメールが五月雨式に届くよりも科目ごとに整理されたク
ラスプロファイルが使いやすい等の意見もあり、講義科目から利用範囲を拡大していく
のはどうか。UNIPA からスマホへの通知機能の改善を学務課経由で業者へ依頼する。 

・期期末末試試験験方方法法はは大大学学のの方方針針をを明明確確にに伝伝ええ、、試試験験時時間間割割はは 22 週週前前、、方方法法はは 11 週週前前通通知知すするる 
期末試験期間の 2 週前に学務課より試験時間割が公表されたものの、科目に試験方法を
委ねたため、科目ごとの試験方法の学生への通知は遅れたと思われる。また、遠隔授業
期間に県外へ帰省した学生への対応が科目によって異なり科目に委ねることでの弊害も
ある。①対面試験の方針を教員だけでなく学生へも明確に伝えること、②試験方法の通
知期限を 2 週前に行うために方針の決定はそれより早く行うこと、③試験方法を科目に
委ねた場合は学年毎に試験方法を取りまとめ科目責任者へ通知すること、を提案する。 

・・88 割割以以上上ののワワククチチンン接接種種率率のの集集団団ででのの適適正正なな授授業業形形態態のの検検討討ととデデーータタ収収集集  
学生の 2 回目ワクチン接種率は 8 割を超え、後期の対面授業や臨地実習の実施が緩和さ
れる要因となった。3 回目ワクチン接種については学生委員会で随時収集中であるが前
期実習も近づき、実習受け入れ条件に関連するため全数調査が必要である。前期授業を
対面で行う場合は開始 2 週前を目安に学生へ方針の通知が必要であるが間に合わない場
合は遠隔授業を並行して準備する。                    以上 
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新型コロナウイルス対策に関連した本学の遠隔授業および試験に関するアンケート 
2021後学期報告 

 
Ⅰ．調査概要 
調査目的：遠隔授業および試験を経験した学生の状況を把握し次年度以降の遠隔授業 

および試験の改善に資する情報を教員へ提供する。 
調査対象：看護学部生 1~4年次（320人） 
回収方法：office365Forms 
回収期間：2022年 2月 18日（金）～2月 28日（月） 
 
Ⅱ．結果・分析 
1．回収状況 
全体 105人（32.8％）※参考： 2021年度前期 55.9％、2020年度後期 53.4％ 
1年次 37人（46.3％）、2年次 26人（32.5％）、3年次 25人（31.3％）、4年次 17人（21.3％） 

2．学習環境 
 学習場所は自宅（家族と同居）86.2％、自宅（一人暮らし）17.1％。利用端末は複数回
答で多いものから、大学貸与 PC55.2％、個人 PC45.7％、スマホ 37.1％、その他の個人端
末 21.0％で平均 1.6 端末/人を利用し受講した（2020 年度同様）。申請による教室利用は
９人（8.6％）、フリーWi-Fiスポット利用は 0人であった。通信障害の経験は「なし～数
回の授業で 1回程度」としたのは 97人（92.3％）、8人（7.6％）は毎回の授業で 1回以上
トラブルがあった（前期より増も全員改善済）。84人（80％）は同居家族の理解が得られ
たが、3人（2.9％）はあまり得られなかった、と回答した。経済的な状況は、16人（15.2％）
で通信料が高くなり、学期中に追加で必要となった費用の合計は 0～1 万円未満 68 人
（64.8％）、1~3万円未満 17人（16.1％）、7万円以上 11人（10.5％）であった。 

3．遠隔授業の満足度  
遠隔授業の受講のしやすさは同時双方向型で上昇傾向であった（表 1）。「受講しにくか
った理由」は主に、集中力が維持できない、画面を見続けて疲労、授業資料の印刷にお金
と時間がかかる、であった。同時双方向型では、Zoomリンクの通知方法がバラバラ、グ
ループ学習がしづらいなど（11件）。オンデマンド型では、わからないときに質問できな
い、通信状況によって動画が止まってしまう（2件）、があった。 
表 1 授業方法別「受講しやすかった」回答率 （％、経年変化） 

授業方法／調査学期 今学期 2021前 2020後 2020前 

同時双方向型 86.0 78.0 84.0 70.5 

オンデマンド型 89.0 89.0 94.0 94.0 

 対面授業との比較において、遠隔授業（同時双方向・オンデマンド含む）に「同等」「対
面よりよい」と回答した割合が 6割を超えた項目は 12項目中 8項目で、それぞれ経年的
に増加傾向であった（表 2）。 
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表 2 授業方法別「対面と同等」+「対面より良い」回答率 （％、経年変化） 

授業方法／調査学期 今学期 2021前 2020後 2020前 

受講しやすさ 82.0 73.0 72.0 64.0 

授業の理解度 85.0 70.0 84.0 75.0 

授業後の満足感 86.0 81.0 85.0 72.0 

一方、3割以上が遠隔授業に否定的な回答であったのは、気が散りやすい 43％、授業資
料が利用しにくい 41％、授業後の疲労 34％、予習復習の作業量・時間がかかる 34％であ
った。遠隔授業期間においても資料の受け取りのための来学許可や郵送対応は引き続き必
要である。遠隔授業のメリットは、時間のロスが少ない、いつでも・どこでも・くりかえ
し受講できる、リラックスできる、の順であった。デメリットはグループワークの制限、
気が散る、学習環境が不十分、であった（複数回答、4割以上の項目を多い順に表示）。 
その他、授業に関する自由記述では、貸与 PCスペックの改善・不具合への時間外対応、
授業資料の紙面受け取り、自己学習のため Zoom授業含めの録画と事後配信、通信障害時
の対応方法の統一などがあった（8件） 

4．遠隔での演習・実習 
 遠隔演習・実習を経験した者は 74.3％で、技術習得への不安、グループ課題への参加の
偏り、カメラオンで長時間の実習参加の負担、臨地実習と学内実習の内容の差（クールで
方法が異なる場合）、複雑なプログラムで混乱、言葉で先生に指示して実習するのが難し
い、など困難さ（12件）の一方、カメラ越しに技術がよく見られた、遠隔でも工夫があり
良く学べたなど、肯定的な意見も多かった（８件）。クールごとの習得内容の差や技術学習
などの科目の到達目標に沿った授業保障が必要である。科目ごとへのコメントは別途通知 

5．遠隔での期末試験 
 後期末試験は沖縄県の新型コロナウイルス蔓延防止等重点措置期間の解除前週にあた
り、感染者数の減少傾向の中、科目によって対面または遠隔での試験となることが 2週前
に学務課より学生へ通知された。学生が希望した期末試験の実施方法は、対面と遠隔の組
み合わせ 46人（46％）、遠隔のみ 41人（41%）、対面のみ 11人（11％）であった。 
遠隔試験に向けた環境の整えは「概ね整えられた」12％を含めると全員ができた（表 3）。
事前通知・当日の試験対応が「適切でない」とした理由は、事前説明の不足 7人、通知の
遅さ 4人、自由記述では頻回な訂正メールへの苦情、離島や県外学生への配慮、遠隔試験
を学外で集合して受験するなど一部で不正行為があった可能性が 2件報告され、不正行為
を完全に防止するのは困難であること、対面試験の実施を求める意見があった。 
表 3 期末試験の準備が「十分整えられた」、事前通知等が「適切だった」回答率 （％、経年変化） 

授業方法／調査学期 今学期 2021前 2020後 2020前 

自宅での遠隔受験の準備 88.0 66.0 72.0 58.0 

事前通知～試験当日対応 92.0 60.0 93.0 82.0 
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表 2 授業方法別「対面と同等」+「対面より良い」回答率 （％、経年変化） 

授業方法／調査学期 今学期 2021前 2020後 2020前 

受講しやすさ 82.0 73.0 72.0 64.0 

授業の理解度 85.0 70.0 84.0 75.0 

授業後の満足感 86.0 81.0 85.0 72.0 

一方、3割以上が遠隔授業に否定的な回答であったのは、気が散りやすい 43％、授業資
料が利用しにくい 41％、授業後の疲労 34％、予習復習の作業量・時間がかかる 34％であ
った。遠隔授業期間においても資料の受け取りのための来学許可や郵送対応は引き続き必
要である。遠隔授業のメリットは、時間のロスが少ない、いつでも・どこでも・くりかえ
し受講できる、リラックスできる、の順であった。デメリットはグループワークの制限、
気が散る、学習環境が不十分、であった（複数回答、4割以上の項目を多い順に表示）。 
その他、授業に関する自由記述では、貸与 PCスペックの改善・不具合への時間外対応、
授業資料の紙面受け取り、自己学習のため Zoom授業含めの録画と事後配信、通信障害時
の対応方法の統一などがあった（8件） 

4．遠隔での演習・実習 
 遠隔演習・実習を経験した者は 74.3％で、技術習得への不安、グループ課題への参加の
偏り、カメラオンで長時間の実習参加の負担、臨地実習と学内実習の内容の差（クールで
方法が異なる場合）、複雑なプログラムで混乱、言葉で先生に指示して実習するのが難し
い、など困難さ（12件）の一方、カメラ越しに技術がよく見られた、遠隔でも工夫があり
良く学べたなど、肯定的な意見も多かった（８件）。クールごとの習得内容の差や技術学習
などの科目の到達目標に沿った授業保障が必要である。科目ごとへのコメントは別途通知 

5．遠隔での期末試験 
 後期末試験は沖縄県の新型コロナウイルス蔓延防止等重点措置期間の解除前週にあた
り、感染者数の減少傾向の中、科目によって対面または遠隔での試験となることが 2週前
に学務課より学生へ通知された。学生が希望した期末試験の実施方法は、対面と遠隔の組
み合わせ 46人（46％）、遠隔のみ 41人（41%）、対面のみ 11人（11％）であった。 
遠隔試験に向けた環境の整えは「概ね整えられた」12％を含めると全員ができた（表 3）。
事前通知・当日の試験対応が「適切でない」とした理由は、事前説明の不足 7人、通知の
遅さ 4人、自由記述では頻回な訂正メールへの苦情、離島や県外学生への配慮、遠隔試験
を学外で集合して受験するなど一部で不正行為があった可能性が 2件報告され、不正行為
を完全に防止するのは困難であること、対面試験の実施を求める意見があった。 
表 3 期末試験の準備が「十分整えられた」、事前通知等が「適切だった」回答率 （％、経年変化） 

授業方法／調査学期 今学期 2021前 2020後 2020前 

自宅での遠隔受験の準備 88.0 66.0 72.0 58.0 

事前通知～試験当日対応 92.0 60.0 93.0 82.0 

 

2022年 3月教務委員会、上原 
遠隔授業に関する学生調査（後期） 

3 
 

6．大学の改善策の効果 （数値後の→は 2021年度前期からの割合の変化を示す） 
 2020 年度より継続している通信支援について、モバイル Wi-Fi を「利用した」5 人
（6％→）。2021 年度新規で開始した個人端末での学内 WIFI 利用を「申請・利用した」
12人（14％↑）、「申請したいが方法が分からない」11人（13%↓）、「知らなかった」12
人（14%↓）、必要なかった 49人（58％）で利用、認知度が若干上昇したものの引き続
き周知が必要である。学内インターネット回線の改善で「授業に支障ない」32人（38％
↑）、図書館・ラーニングコモンズを「必要に応じて利用できた」47人（57%↓）、大学
が案内する PCR検査費用などの経済的支援を「利用した」31人（38％↑）であった。
個人 PCのWi-Fi登録が増加する一方、図書館利用率が低下した（遠隔期間中のWEB利
用増はなかった）。UNIPAの活用状況については別紙参照 
大学に求める設備の改善点は、貸与 PC のスペックの改善 69 人（65.7％→）、遠隔教
材の充実 34 人（32.3％→）、学内 Wi-Fi の通信速度の改善・電源の増設 32 人（32.4％
↑）、経済的支援 26人（24.8％→）であった。貸与 PCでは Zoom受講時に追加のアプ
リを起動できない状況である。学生からは推奨 PC の性能を表示して自費購入を促して
はどうか、貸与 PC 台数を減らして PC 購入の費用補助に充てるのはどうか、など意見
があった。 

7．学生の変化 
 学生の遠隔スキルはコロナ前と比べ「向上し受講に十分」38人（45％↑）、「受講に支障
ない」41人（50％→）合わせて 96％で 2021年度後学期と同等まで回復した。1年次のス
キルアップが推測される。学生の心身・生活の変化について「生活が不規則」「やる気が出
ない」「疲れやすい」の順に多く、2020年前期より継続的に不調が報告された（表 4）。 
「心身に不調はない」25人（25％↑）、「生活リズムに変化なし」23人（21.9％→）は 1/4
程度で、多くの学生が心身の不調を１つあるいは重複して抱えていることが推測される。 
遠隔期間中に学生が心がけた行動は、早寝早起き、睡眠時間の確保、朝着替えて授業を
受ける、朝ご飯を食べる、運動するなど規則正しい生活の実践と、課題の期限内提出、課
題はその日に取り組む（ためない）、授業開始 15分前に Zoom入室、学習の電子化など、
学習面の両面で、コロナ禍での学生生活を維持する行動が見られた。 
表 4 学生の心身と生活の変化、回答率 （％、経年変化） 

学生の心身の状態 今学期 2021前 2020後 2020前 

生活が不規則 28.6 29.6 20.5  

やる気が出ない 23.8 32.0 22.8  

疲れやすい 20.0 27.4 22.8  

些細なことが不安 9.5 27.4 17.5  

眠れない 6.6 10.6 10.0  

 
以上  
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Ⅲ．状況毎の改善提案 
教務委員会承認後、3月の教職員連絡会議で周知した後に学生へ以下を通知・掲示します。
→は前年度後学期からの変化、本文中の下線を中心に反映させています。 

 状況 大学の対応／学生への依頼 
遠
隔
授
業
・演
習
・実
習 

 

・1回の授業で 1回の通信障害（7.6％）↑ 

・家族の理解が得られない（3％）→ 

・遠隔授業は受講しやすい（82％）↑ 

・遠隔授業は対面と同等/満足（87％）→ 

【自由記述】 

・技術を対面で学習する機会が欲しい 

・資料やリンクの送り方を統一してほしい。 

・授業録画を授業後にすべて公開してほしい。 

・通信障害は全員改善済。自宅で学習環境が整わない 

場合は学内教室の利用が可能です、要申請。（学務課） 

・学期中に習得が不十分となった技術については学習機

会を科目ごとに設けます。 

・授業資料やリンクの送付方法は科目で統一するよう、 

教員へ周知します。大学は UNIPAを推奨しています。 

・授業録画は授業内容によって提供できる/できないがあり

ます（著作権や個人情報保護等）。要望は教員へ周知済 

【同時双方向型授業（Zoom等）について】 

・グループ活動がしにくい、課題への取り組み

が偏るのに評価が同じで不公平。 

【オンデマンド型授業について】 

・質問しにくい。ダウンロードに時間かかる。 

・グループワークでは各自、積極的な参加を期待します。 

教員へは公平な評価方法の検討を促しています。 

・オンデマンドの場合の質問方法を明示すること、ダウンロ

ードよりストリーミング（Zoom録画リンク、office365 

stream）を利用するよう教員へ周知します。 

・授業資料が利用しにくい（41％）↓ 

・授業に関する通知（UNIPAとOutlookの併

用）が受け取りやすかった（54％） 

・UNIPAはスマホへの通知機能がなく、 

ログインが度々求められ使いにくい。 

・授業資料は引き続きデータと紙面で準備し、来学許可、 

必要に応じて郵送対応します。授業資料については

UNIPA クラスプロファイルへの保存を推奨します。 

・重要なお知らせは UNIPA と大学メールへ同時配信。 

・UNIPAは PCから利用、スマホ対応ではありません。 

遠
隔
試
験 

・対面/遠隔試験がよい（46％、最多） 

・遠隔試験の環境を整えられた（100％）→ 

・試験方法の通知/当日対応はおおむね適切

（92％）↑ 

【自由記述】 

・試験に関する訂正メールが多く困った。 

・履修科目のうち 1科目だけ対面だったので来

学。離島や県外学生へ配慮してほしい。 

・不正行為の可能性に関する情報 2件 

・本学の期末試験は対面を基本としています。 

1 月以降の感染者急増で、２０２１年度後期科目は 6割

が遠隔試験となりました。 

 （遠隔 59％、対面 25％、レポート 16％） 

・試験時間割は２週前、試験方法は 1週前に通知します。 

・不正行為については厳正に対処し、その期の全ての 

科目が不可となります（履修規定第 10条不正行為）。 

遠隔試験で資料閲覧が許可された場合も集合しての回答

は不正行為です。不正行為が防止され公正な試験が行わ

れるよう、教員も試験方法を検討します。学生の皆さんは科

目ごとの受験方法を守り、適正な試験実施に協力下さい。 

2022年 3月教務委員会、上原 
遠隔授業に関する学生調査（後期） 
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学
内
環
境 

・貸出用モバイルWiＦi利用（6％）→ 

・個人 PCの学内WiＦi利用・希望（27％）↑ 

・大学設備の改善の希望は、 

１位：貸与 PCのスペック向上（70％） 

２位：遠隔教材の充実（32％） 

・図書館、ラーニング利用（57％）↓ 

・学内WiFiの個人端末の利用申請は随時、学務課にて 

受け付中。申請後、貸与 PCは返却となります。 

・貸与 PC のスペックの改善にはリース期間と大きな費用

が伴うため継続検討中です（利用期間～2023.3月）。 

・図書館棟は感染対策を実施し開館しています。ウェブで

のサービスも拡充中。どうぞご利用ください。 

経
済
面 

・PCR検査費用の支援を利用（38％）↑ 

・通信費が高くなった（15％）→ 

・日本学生支援機構が行う緊急給付金等は随時、UNIPA

でお知らせしています。PCR 検査費用助成は後援会の支

援により継続します。申請はどちらも学務課へ。 

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス 

・やる気が出ない（24％）↓ 

・生活が不規則（29％）→ 

・疲れやすい（20％）↓ 

・些細なことが不安（9.5%）↓ 

・眠れない（6.6%）↓ 

・心身に不調なし（25％）→ 

・リズムに変化なし（22％）→ 

・コロナ 2 年目が終わり、多くの皆さんで心身の状態は不

調が続いているようです。クラスメイトも同様に悩みなが

ら遠隔授業や自粛生活を工夫して過ごしています。積極

的に仲間とコミュニケーションをとり、学習の進捗確認や

情報交換をしましょう。 

・ワクチン接種が済んだ学生さんはボランティア活動を再

開しています。オンラインでの県内外、国外の学生間交

流、就職情報も随時 UNIPA掲示板等で案内中。 

・学生委員会、年次部会では感染対策をしつつ皆さんが学

生生活を楽しめるようサポートします。心配事は一人で抱

えず保健室・学生相談員・クラス担任へ連絡下さい。 

・コロナワクチン接種は強制ではありません。しかし現状と

して一部の実習施設でワクチン未接種者の受け入れ不

可となっており、大学は未接種者を受け入れる代替施設

等を準備し対応しています。ワクチン未接種の学生は学

生委員会が行う接種状況調査の際に自己申告下さい。 

また、3回目接種済報告をメールで受け付中です。 

学生部長（金城）：shinobu-k@okinawa-nurs.ac.jp 

日
常
生
活 

・多くの学生が自粛生活の中、生活リズムを整

え、工夫して遠隔授業を受講している。 

例）早寝・早起き・朝ごはん 

きちんと着替えてオンライン参加 

運動する（ストレッチ、散歩、ランニング） 

移動時間がなくなり睡眠時間にあてた 

友だちとスケジュール確認 

Zoom授業に 15分、余裕もって参加 

課題はその日に開始！ ためない 

・コロナワクチンの接種について家族と 

大学との間で板挟みになり困っている。 

 
以上 

2022年 3月 16日 教務委員会 掲示 

問い合わせ先：上原（調査担当） 

k-uehara@okinawa-nurs.ac.jp  
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