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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 
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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。 
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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  

－ 50－
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・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。 
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・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）：■■■■■@okinawa-nurs.ac.jp 
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・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） 

■■■■■@okinawa-nurs.ac.jp  

－ 51－


