
 

・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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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。 

\\172.16.1.4\共有フォルダ\● WEB バインダー ●\④ 学内委員会・専門部会\④ 教務委員会\〇新型コロナウイルス感染

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

－ 43－
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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

－ 44－
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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 

－ 46－


