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　今号では、「コロナ禍における学びとつながり」をテーマに学生座

談会を実施しました。2021年11月頃にはCOVID-19の流行が落ち着

いていたことから、対面実施が叶いました。私自身、座談会の場に立

ち会い、真摯に大学での学びについて考え、語る学生の姿を目の当た

りにし、学生の声に耳を傾けることの意義や可能性を実感しました。

MOVEを手に取ってくださった方も、きっと、彼／彼女らの声から何ら

かの気づきを得られたのではないでしょうか。 （江幡）
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岩崎：先生から提示されたものを読むとか、自分の考えをまとめると

か 、自 分 の 身 の周りの 例 を探してみ るといったことに 、いった ん

Zoomを切って一人で取り組みました。

四日市：なるほど。三瓶さんはどうですか。

三瓶：オンライン授業だといろいろな誘惑があって、集中力が切れや

すいと思います。ただ、集中すると、意外とオンライン授業の方が理

解しやすいと思うことがあります。例えば、先生に質問しやすかった

です。対面授業だと「何か質問ありますか」と先生が言った時、自分だ

け手を挙げて質問するというのはすごくやりにくいです。オンライン

授業だと、顔を見せずにマイクをオンにするだけで質問できるので、

質問をしやすくて、それによって理解が深まる利点がありました。

大城：私も、対面で手を挙げるよりも、Zoomのチャット機能を使う方

が質問しやすいと思います。

四日市：教員の間でも話題になっていたのですが、対面よりもオンラ

インの方が、質問が活発にくるんですよ。そういう意味では、学問を深

めることができるという点で、オンラインは良かったかもしれませんね。

三瓶：1年生の初めの頃に進度が速くて全然理解できなかった授業が

あったのですが、先生がオンライン授業の後に録画したものを配付し

てくれて、すごく理解が進みました。

内山：私もオンデマンドの録画された授業は、何度でも視聴して復習

できる点がすごく良かったと思います。対面授業だと、1回しか聞け

ないので聞き逃してしまったり、自分で考えている間に置いていかれ

てしまったりすることがあります。オンデマンド授業だと、いったん

動画を止めて講義内容を自分の経験などに照らして咀嚼する時間を

とり、自分なりに落とし込んだ上で先に進んでいけるという点がすご

く良いなと思っていました。反対に、話すのがとてもゆっくりな先生も

いらっしゃいます。そうすると、対面だと眠くなってしまう時もあった

のですが、自分で再生速度を1.5倍速とか2倍速に変えて、自分のペー

スに合わせて授業を受けられる点も良かったです。

大城：たしかに、オンデマンド授業は、意欲的な学生にとっては良い

と思うのですが、モチベーションに差が出るかなと思います。「どうせ

録画してくれているし、この授業は出席の確認もないから後から観れ

ばいいや」と思って溜めてしまう人もいるのではないでしょうか。

四日市：演習系の授業について、何か思いつくことはありますか。

内山：私が所属しているゼミではGoogleドキュメントを活用していま

す。Googleドキュメントに、グループごとに話し合った内容をリアル

タイムで書き込んでいきます。そうすると、話し合いの内容を詳細に

クラス全体で共有できます。普段だったら、自分のグループで話した

ことしかよく分からなくて、全体で共有された内容については、かい

つまんで分かりますが、実際にどうしてそういう話になったのかとい

うところまでは把握できません。でも、Googleドキュメントに書き込

まれていると、他のグループでの議論の進捗の詳細まで理解できま

す 。そ ういう工 夫 は すごく良 か った と 思 いま す 。他 の 授 業 で も

Googleスライドを使ってみんなで作業をしたり、Google Jamboard

を使って付 箋 形式で話した内容を貼っていったり。対面授 業しかな

かった時には、そこまでインターネットを 使った学習が進 んでいな

かったので、コロナ禍特有というか、そのおかげで生まれてきた文化

もあるのかなと思いました。

岩崎：授業の話題とは少し離れてしまうかもしれませんが、先生が授

業の最後に「こういうボランティアや留学生サポートの機会があるよ」

と紹介してくださることがありました。対面授業の場合、先生に直接

聞きに行かないといけないので、なんとなく行きづらいですが、オン

ライン授業であれば画面のリンクをクリックするだけなので、ハード

ルが低くて参加しやすいです。自分のやる気のある時にいろいろな活

動に参加できるという点では、オンラインはすごく良かったです。

コロナ禍でいかに学びのモチベーションを維持していたか？

四日市：先ほど、モチベーション

というキーワードが出てきまし

た。皆さん、コロナ禍が長く続く

中 で 、どの ように 学 び の モ チ

ベーションを維持されていまし

たか。

内山：正直、去年（2020年）の4

月頃は、オンデマンド授 業を溜

め込 んでしまうこともありまし

た。友だちと会わずに自宅で受

講していると、切磋琢磨できないし、他の人の学習の進捗状況が分か

四日市：オンライン授業について思っていること、感じていることを教

えてください。

大城：これまで、1時限の授業を

履修したくても、対面授 業だと

早く起きないといけないので、

負担だなと思ってしまうことが

ありました。1時限や5時限がオ

ンライン授業やオンデマンド授

業になると、だいぶ履修しやす

いと感じます。また、オンライン

授 業だと移動時間がないので、

15分 の 休 み 時 間に課 題に取り

組むなど、時間を有効に使えま

す。そこが良かったです。

岩崎：オンライン授業全体の感想としては、緩急がつけにくいのかな

と思います。100分もオンラインで聞く時間が続くと、どうしてもだれ

てしまうところが出てくるように思います。いいなと思った授業スタイ

ルは、冒頭に先生から説明があって、個人の学習タイムをはさんで、

最後に自分の考えなどを共有する時間がある構成でした。そのスタイ

ルが一番、自分としては集中力も続いたし、ただ聞いているだけって

いう時間が短かったので、良かったです。

四日市：個人の学習タイムでは、具体的にどのようなことに取り組まれ

ましたか。

りません。ただ、LINEやZoomなどを使って、友だちとビデオ通話を

始めたことで、一緒に頑張ろうと思えるようになりました。オンライ

ンって、人が周りにいないので、ついだらけちゃったり、お菓子を食べ

ながら授業を受けちゃったりします。けれども、友人が隣で一生懸命

授業を受けている様子が目に入ると「自分もしっかりやらないと」と

いう気になります。ビデオ通話でお互いの姿を見えるようにして勉強

するのはありかなと思います。

三瓶：1年生 だった去年 の 春 学

期は、全部オンライン授 業だっ

たので、全く友だちができなく

て、授 業時間外でも勉強にすご

く取り組みました 。オンライン

だと、周りの状 況が全く分かり

ません。自分はここを全然理 解

できなかったけれど、他の人は

どうなんだろう、もしかしたら割

とすんなり理 解しているかもし

れないって想像した時に、きち

んと全部を理解しないと駄目だなと思うこともありました。対面授業

だと「ここが分からない」っていう声がみんなから聞こえてきます。み

んなが分からないのであれば自分もいいかなと思ってしまいます。だ

から、自主学習をする時間は1年生の時の方が多かったと思います。

内山：頼れる人がいないからこそちゃんとやろう、というような。

三瓶：不安だから勉強しないと、というような思いはありました。

岩崎：私の場合、コロナ禍が始まった頃は本当にモチベーションが低

かったです。異文化コミュニケーション学部では、通常だと2年生で留

学に行くことになるのですが、コロナ禍で自分が思い描いていた計画

が本当に丸潰れになってしまいました。留学に行けるのか行けないの

か、行けないならこちら（日本）で単位を取らないといけないし、行け

るならその分、他のことができる。留学に向き合う時間が、一番モチ

ベーションもメンタルも不安定で、授業も身に入らなくて、友だちも

メンタルブレイクしているから相談する人があまりいませんでした。

四日市：そういう時に、友だち以外に頼れる人は大学にいましたか。

岩崎：本当に辛かった時に、アカデミックアドバイザーの先生との面

談がありました。その先生がこの状況を一般化してくださったことが

良かったかなと思います。「留学に行けなくなってしまったのはあなた

だけではないし、ここで道が閉ざされた訳でもない」と。その言葉を

聞いて、メンタルが浮上しました。

四日市：1年生の大城さんはいかがですか。

大城：案外のびのびと過ごしていました。入学前に、大学に通っている

友だちから、「オンライン授業の場合、1時限に授業があったとしても

5分前に起きて受けられるから楽ではあるよ」という話を聞いていま

した。授業の形態について覚悟はしていました。

四日市：なるほど。たしかに通学が楽という話は聞くことがあります。

ただ、話す相手がいないということで、むしろ大学に行きたいという

意見の方が多くなってきたようにも思います。この点はいかがですか。

大城：私の周りだと、「え、対面に戻るの」という意見の方が多かった

ように思います。私たち（1年生）の代は、春学期の最初の3、4週間く

らいが対面授業で、その後、オンライン授業となって、また対面授業

に戻りました。対面に戻って「（また）1時限から早起きしないといけな

いの」というような人が多かったかもしれないです。

岩崎：私の周りは、対面授業になると喜ぶ人が多かったと思います。1

年生の時には完全に対面授業だったので、そこでできた友だち（クラ

スメート）に会えるというのは、本当にうれしかったです。オンライン

だと、親友には会うけれど、それ以外のクラスメートには会えなかっ

たので。

コロナ禍でいかに人とつながっていたか？

四日市：コロナ禍においては、学生の居場所や人とのつながりの希薄

化の問題などもしばしば指摘されていました。皆さんは、どのように

人とつながっていましたか。

大城：私たち（1年生）の場合、春学期の最初の頃は大学に行くことが

できた時期があったので、今の2年生よりも友だちは作りやすかった

と思います。オンラインだとなかなか連絡先を交換しようとはなりま

せん。でも、対面が最初にあった時に、みんな、ある程度は友だちを

つくっていて、サークルや部活動をやっている人はそこで人間関係が

できていたように思います。

四日市：そうですね。たしかに、今の2年生が1年生だった2020年は最

初からオンラインでした。三瓶さんはその学年ですが、いかがですか。

三瓶：理学部特有の話かもしれませんが、オンラインだったので、ずっ

と実験ができませんでした。それでは良くないということで、1年生の

夏休みに、先生が実験の補講のような機会を設けてくれました。それ

に参加して友だちができました。

四日市：実際に会ったのが大きかったわけですね。やはりそういう関

係は心の支えになりますか。

三瓶：それはあります。やはり、

みんなどのくらい理 解している

かというのは、常日頃から疑問

に思っていました。それに、友だ

ちが い ると「 この 課 題 、どう思

う？」という相談もできます。一

人の時よりストレスは減ったか

なと思います。

岩崎：私の場 合、学 部が少人 数

なので、コロナ以前はみんな友

だちでした。みんなで一緒に授業を受けてプレゼンテーションをする

ようなこともありました。だから、みんな友だちでみんなお互いに知っ

ているというような、心地いい感じでした。でも、コロナになってから

は、周りの友だちも大事だったのですが、あまり会えなくなったし、本

当に仲の良い友だちだけが残りました。

大城：すごく仲の良い友だちだとLINEで「ご飯に行こうよ」とか誘えま

すよね。対面の場合、その場の流れで「お昼、空きコマだから一緒に

食べよう」とかできるのですが、オンラインだとそのような機会がな

いので友だちは減るというか、難しいと思います。

四日市：人とつながるために何か工夫をしていたことはありますか。

内山：演習系の授 業を履修することが一番の工夫であったと思いま

す。対面の時は、どの授業を取っ

ても人と会えるから 、あまり意

識していませんでした 。4 年 で

GLP（グローバル・リーダーシッ

プ・プログラム）の授業を初めて

履 修したのですが 、そもそも 、

これまでGLPの授業があるとい

うことも知りませんでした。RSL

（立教サービスラーニング）の取

り組みも知りませんでした 。け

れど 、人と関 わりたい 、人と関

われる授業はないかという思いからいろいろと調べて、こんなの立教

でやっていたのだと知りました。これだったら誰かと関われるかもと

思って、どんどん履修していきました。学部のゼミも3年生だった去年

は1つしか入っていなかったのですが、4年生の今年は2つ入ってみまし

た。その方がきっと、話す機会とか、人と関わるチャンスが増えると

思ったからです。オンラインになっていなかったら、ここまで演習系

の授業を履修しないまま卒業していたような気もします。

四日市：演習系の科目が、人とつながる機会になっていたわけですね。

内山：ただ、そういった授業の中で、カメラをオンにしていない学生が

いると、話しづらかったです。先生の側も、多分、授業をしていて、学

生の様子が分からないと、本当に分かっているのかなとか、聞いてく

れているのかなと不安になっていらっしゃるのかなと思います。「議論

してください」って言われても、カメラがオフのまま、ただイニシャル

だけが表示されている画面の相手に向かって、「どう思いますか」と

言っても、相手がどう反応しているか分からないから怖いし、聞いてく

れているかも分かりません。だから、カメラはオンにすることを基本

としますと言ってくださる先生は、すごくありがたかったです。

三瓶：たしかにそれはありますね。ブレイクアウトルームに分けられて

「グループで話してください」といった指示を受けた時に、やっぱり、

履修者が多い講義だと、カメラをオンにしない人がいますよね。その

時は少し嫌だと感じました。

四日市：相手の顔が見えることが、直接のコミュニケーションのしやす

さにつながるのですね。

コロナ禍の経験を今後にいかに活かすか？

四日市：最後に、コロナ禍の経験を今後にいかに活かしていけそうか

についての思いを聞かせてください。

大城：私は、コロナ禍で、オンライン授 業が多くなったことで、別の

キャンパスの授業を受けられるようになったり、1時限からの授業を

取りやすくなったり、できることも沢山増えたと思います。それを踏ま

えて、オンラインをもっと日常の中に取り入れていきたいと考えます。

内山：今回のコロナ禍で、情報通信技術というか、インターネットや

PCの使い方を自然と身につけることができました。私は教員志望な

ので、将来、教員としても、Googleドキュメント、Googleスライド、

Google Jamboardなどの技術を使っていけるかなと思います。それ

から、Googleフォームも、すごく活用できるなと思いました。今まで

は授 業 評 価アンケートはあっても授 業の感 想は気 軽に伝えられな

かったように思います。先生の側から、「今の授業の理解度はどれく

らいですか」といった点について、Googleフォームで聞いてくれると、

すごくありがたかったです。私もずっと使っていきたいと思います。

三瓶：私も、オンライン授業を通じて、PCの使い方が分かるようにな

りました。

岩崎：2点あります。1点目はファイルの整理がすごくしやすくなったと

いう点です。これまでは、資料を紙で配ってくださる先生もいますが、

それをなくしてしまったり、1つのファイルにまとめて入れてしまったり

することがありました。それがPCだと、最初に授 業名でフォルダを

作って、そこに資料を入れていけば良いので、すごく分かりやすくなり

ました。電子媒体でメモを取るのも私としては良かった点です。2点目

として、今、私は教育実習を履修していて、将来の1つの道として、日

本語の先生になることを考えています。先生の立場や、まとめる立場

を、オンラインの授業で経験しました。オンラインの中で人をまとめ

ることはすごく大変で、先生の気持ちが本当に分かりました。この経

験は、将来、先生という立場でなくとも、何かをまとめる人や管理する

人になった場合、活きてくるように思います。

四日市：皆さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。

一同：ありがとうございました。

座談会まとめ：助教 江幡 知佳
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人工知能科学研究科 教授

内山 泰伸（うちやまやすのぶ）

　人工知能科学研究科は、2020 年に開設された国内で唯一の人工知能 (AI) に特

化した大学院である。AI テクノロジーとリベラル・アーツの交差点でイノベーションを発

火させることで社会変革をリードできる人材の育成を掲げて、文理共創の教育研究を

展開している。研究科開設に世界がコロナ禍に見舞われたタイミングが重なり、難しい

舵取りを強いられる船出ではあったが、多くの方々に支えられて、どうにか第１期生が

修了する節目を迎えることができた。新しい時代を切り拓こうとする気概を持った AI 人

材を多数、世に送り出せることに、ある程度は時代の要請に応えられたのではと、い

くらか安堵している。

　今、多くの企業が、デジタル技術で業務プロセスひいてはビジネス全体を革新させ

る「デジタル・トランスフォーメーション (DX)」に取り組んでいる。世界で競争する企

業では、デジタル後進国とも言わざるを得ない日本の現状に対する危機意識は相当に

高いものがある。本来、大学教育での対応が望まれるが、それを待てないということ

で自前での DX 人材育成に着手する企業もあれば、途方にくれている企業も多いよう

だ。世界的な潮流として持続可能な社会への変革が急速に推進されるなか、企業も

脱炭素社会の実現といった社会課題に取り組む「サステナビリティ・トランスフォーメーショ

ン (SX)」を DX と並行して進める必要にも迫られている。時代を先導できる高度人材

の育成が急務であり、大学の果たすべき役割は非常に大きいと思う。

　途轍もないスピードで進化している情報・AI・デジタル分野における大学教育は、

文字通りのトランスフォーメーションが必要であるが、人工知能科学研究科はその実践

例を提示する使命があると、個人的な思いを持っている。しかし、独立研究科であり

小さい教員組織なので、オープンな組織運営によって多方面からの協力をえることが

不可欠だと考えている。教員、職員、大学院生がフラットに近い関係で、さらには大

学内外も問わず、ビジョンを共有するあらゆる方々が主体的に教育研究に参加できる

文化を創ることを目指している。非常に有効なアプローチであると実感していて、近い

将来、その成果をお見せできるのではないかと思っている。

　大学において最も大切にすべきは真理を探求する営みであり、時代の流れに左右

されずに、世代を超えて人類が育んだ知識を継承する役割の重要性は論をまたない。

変革すべきことと継承すべきこと、双方を追求することは簡単なことではないが、大学

に身をおくからには、やらねばならないことだろう。

トランスフォーメーションの時代 紫
談
義
縁

―コロナ禍の経験を今後にいかに活かすか？

左から四日市先生、大城さん、三瓶さん、内山さん、岩崎さん左から四日市先生、大城さん、三瓶さん、内山さん、岩崎さん

した（於Zoom）。計33名の皆様にご参加いただきました。

松下先生には、ミックス型授業の実際の様子をご紹介いただきま

した。立教大学池袋キャンパスの教室において、いかにPPTスライ

ド、OHC、および黒板の映像等を切り替えながら授業の様子を配信

するのか、また、DVD等の投影をインターネットの配信ではどのよ

うに行うのか、具体的な機器や操作卓の使い方、留意点などについ

て細かくデモンストレーションしていただきました。

荻村先生には、オンライン授業やミック

ス型授業を実施する過程で感じたそれぞ

れの授業形態の長所や課題、可能性につ

いてご講演いただきました。さらに、荻村先

生が実際に授業内で取られたアンケートの

結果などを用いて、オンライン授業やミッ

クス型授業、対面授業に対する学生の意識

や考えについてご解説いただきました。

両先生とも、ミックス型授業における事前準備や機器操作の習得

について、メディアセンターと連携することの重要性を指摘されて

いました。また、参 加 者アンケートからは、「他 の 教員がどのように

工夫して授業を行なっているのか、どのようなお考えでいるのかを

知ることができ、今後の参考になった」「操作卓型の教室では、かなり

の機能に対応していることがわかった」といったお声を頂きました。

ご登壇、ご参加いただきました皆様に心より御礼申し上げます。

助教　扇原 貴志

開催報告

「コロナ禍の授業実践をどう活かすか―ミックス型授業実践者の経験から―」

秋学期FD講演会

［ 2021年12月15日 ］

お知らせ〈本学教職員向け〉

2020年度春学期以降、大学教育における新型コロナウイルス感

染症の影響は依然として続いているものの、ワクチンの普及や感染

対策の強化等により、対面授業の機会も増えつつあります。今後は、

これまでのコロナ禍におけるオンラインを活用した授業実践経験を

活かしつつ、教育や授業のあり方を検討していく必要があります。

コロナ禍では、その状況や場面に応じて、対面、オンライン、オン

デマンド、ハイブリッド、ミックス（ハイフレックス）など様々な授業

形態が採られてきました。なかでも、ミックス型授業（対面授業とし

て履修する学生とオンライン授業として履修する学生が併存する形

態の授業）については、その実施の難しさがしばしば指摘されます。

その一方で、異なるキャンパスに通う学生の科目履修の促進、海

外大学や遠隔地との同期型授業の展開、様々な事情によりキャンパ

スで受講することができない学生への対応などの観点から、今後も

授業形態の一つとして意義をもつと考えられます。

そこで、これまでミックス型授業を実践してきた松下信之先生（理

学部教授）と荻村慎一郎先生（法学部兼任講師）をお招きし、ミック

ス型授業の実際や意義、課題や可能性についてご講演いただきま

次ページ 学生座談会「コロナ禍における学びとつながり」松下 信之先生の普段の授業の様子

荻村 慎一郎 先生

　  動画『コロナ禍の授業実践をどう活かすか―ミックス型授業実践者の経験から―』
上記FD講演会の動画を公開しました。
ページはこちら  ➡  https://spirit.rikkyo.ac.jp/cdshe/online_class/SitePages/information.aspx#anc07

 ● ミックス型授業における「配信準備サポーター制度」
ミックス型授業の実施において、オンライン配信に要する準備作業を支援するTA・SAの配置が難しい場合は、「配信準備サポーター制度」をご活用ください。
詳細はこちら  ➡  https://spirit.rikkyo.ac.jp/teaching-online/supporter/SitePages/index.aspx

学生の
声

「コロナ禍に観光学を学んで」

　新型コロナウイルス状況下で、私たちの学生生活は大きく変わった。多くの学生で賑わっていたキャンパスは閑散とし、皆で同じ空間を

共有し講義を受けるという機会も減った。世間では、人々に楽しみや安らぎを与えるはずの観光はいつしか「不要不急」とまで言われた。耐

え難い悔しさと、４年間の学びが一瞬にして壊されたような気がした。このような中で、私は観光を学び何になるのだろうか？と幾度も考え

た。自分が将来やりたいことを諦めようともしたが、諦めることができず必死に観光を学んだ。そこで気づいたことは、観光は決して「不要

不急」なものではなく、我々人間にとって「必要不急」なものであるということだ。なぜなら、観光は我々に楽しみを与えるだけでなく、新たな

出会いやその土地への愛着をも生み出すからだ。観光は生活を豊かにし、新たな知見を与えてくれる重要な役割を担っているのである。こ

の春から私は観光業界で働く。もちろん先が見えない状況での就職に不安はある。しかし、この4年間の経験や学びを活かし、観光業界の

再興やさらなる発展のため、自分のできることを全うしたい。残りの学生生活もわずかだが、存分に謳歌し、悔いのないよう過ごしたい。

新座キャンパスから、観光学部観光学科の学生より、
コロナ禍における学びに関するエッセイを寄稿してもらいました。

観光学部観光学科4年　遠藤 健斗



岩崎：先生から提示されたものを読むとか、自分の考えをまとめると

か 、自 分 の 身 の周りの 例 を探してみ るといったことに 、いった ん

Zoomを切って一人で取り組みました。

四日市：なるほど。三瓶さんはどうですか。

三瓶：オンライン授業だといろいろな誘惑があって、集中力が切れや

すいと思います。ただ、集中すると、意外とオンライン授業の方が理

解しやすいと思うことがあります。例えば、先生に質問しやすかった

です。対面授業だと「何か質問ありますか」と先生が言った時、自分だ

け手を挙げて質問するというのはすごくやりにくいです。オンライン

授業だと、顔を見せずにマイクをオンにするだけで質問できるので、

質問をしやすくて、それによって理解が深まる利点がありました。

大城：私も、対面で手を挙げるよりも、Zoomのチャット機能を使う方

が質問しやすいと思います。

四日市：教員の間でも話題になっていたのですが、対面よりもオンラ

インの方が、質問が活発にくるんですよ。そういう意味では、学問を深

めることができるという点で、オンラインは良かったかもしれませんね。

三瓶：1年生の初めの頃に進度が速くて全然理解できなかった授業が

あったのですが、先生がオンライン授業の後に録画したものを配付し

てくれて、すごく理解が進みました。

内山：私もオンデマンドの録画された授業は、何度でも視聴して復習

できる点がすごく良かったと思います。対面授業だと、1回しか聞け

ないので聞き逃してしまったり、自分で考えている間に置いていかれ

てしまったりすることがあります。オンデマンド授業だと、いったん

動画を止めて講義内容を自分の経験などに照らして咀嚼する時間を

とり、自分なりに落とし込んだ上で先に進んでいけるという点がすご

く良いなと思っていました。反対に、話すのがとてもゆっくりな先生も

いらっしゃいます。そうすると、対面だと眠くなってしまう時もあった

のですが、自分で再生速度を1.5倍速とか2倍速に変えて、自分のペー

スに合わせて授業を受けられる点も良かったです。

大城：たしかに、オンデマンド授業は、意欲的な学生にとっては良い

と思うのですが、モチベーションに差が出るかなと思います。「どうせ

録画してくれているし、この授業は出席の確認もないから後から観れ

ばいいや」と思って溜めてしまう人もいるのではないでしょうか。

四日市：演習系の授業について、何か思いつくことはありますか。

内山：私が所属しているゼミではGoogleドキュメントを活用していま

す。Googleドキュメントに、グループごとに話し合った内容をリアル

タイムで書き込んでいきます。そうすると、話し合いの内容を詳細に

クラス全体で共有できます。普段だったら、自分のグループで話した

ことしかよく分からなくて、全体で共有された内容については、かい

つまんで分かりますが、実際にどうしてそういう話になったのかとい

うところまでは把握できません。でも、Googleドキュメントに書き込

まれていると、他のグループでの議論の進捗の詳細まで理解できま

す 。そ ういう工 夫 は すごく良 か った と 思 いま す 。他 の 授 業 で も

Googleスライドを使ってみんなで作業をしたり、Google Jamboard

を使って付 箋 形式で話した内容を貼っていったり。対面授 業しかな

かった時には、そこまでインターネットを 使った学習が進 んでいな

かったので、コロナ禍特有というか、そのおかげで生まれてきた文化

もあるのかなと思いました。

岩崎：授業の話題とは少し離れてしまうかもしれませんが、先生が授

業の最後に「こういうボランティアや留学生サポートの機会があるよ」

と紹介してくださることがありました。対面授業の場合、先生に直接

聞きに行かないといけないので、なんとなく行きづらいですが、オン

ライン授業であれば画面のリンクをクリックするだけなので、ハード

ルが低くて参加しやすいです。自分のやる気のある時にいろいろな活

動に参加できるという点では、オンラインはすごく良かったです。

コロナ禍でいかに学びのモチベーションを維持していたか？

四日市：先ほど、モチベーション

というキーワードが出てきまし

た。皆さん、コロナ禍が長く続く

中 で 、どの ように 学 び の モ チ

ベーションを維持されていまし

たか。

内山：正直、去年（2020年）の4

月頃は、オンデマンド授 業を溜

め込 んでしまうこともありまし

た。友だちと会わずに自宅で受

講していると、切磋琢磨できないし、他の人の学習の進捗状況が分か

四日市：オンライン授業について思っていること、感じていることを教

えてください。

大城：これまで、1時限の授業を

履修したくても、対面授 業だと

早く起きないといけないので、

負担だなと思ってしまうことが

ありました。1時限や5時限がオ

ンライン授業やオンデマンド授

業になると、だいぶ履修しやす

いと感じます。また、オンライン

授 業だと移動時間がないので、

15分 の 休 み 時 間に課 題に取り

組むなど、時間を有効に使えま

す。そこが良かったです。

岩崎：オンライン授業全体の感想としては、緩急がつけにくいのかな

と思います。100分もオンラインで聞く時間が続くと、どうしてもだれ

てしまうところが出てくるように思います。いいなと思った授業スタイ

ルは、冒頭に先生から説明があって、個人の学習タイムをはさんで、

最後に自分の考えなどを共有する時間がある構成でした。そのスタイ

ルが一番、自分としては集中力も続いたし、ただ聞いているだけって

いう時間が短かったので、良かったです。

四日市：個人の学習タイムでは、具体的にどのようなことに取り組まれ

ましたか。

―オンライン授業について感じていることは？

―コロナ禍でいかに学びのモチベーションを
　維持していたか？

りません。ただ、LINEやZoomなどを使って、友だちとビデオ通話を

始めたことで、一緒に頑張ろうと思えるようになりました。オンライ

ンって、人が周りにいないので、ついだらけちゃったり、お菓子を食べ

ながら授業を受けちゃったりします。けれども、友人が隣で一生懸命

授業を受けている様子が目に入ると「自分もしっかりやらないと」と

いう気になります。ビデオ通話でお互いの姿を見えるようにして勉強

するのはありかなと思います。

三瓶：1年生 だった去年 の 春 学

期は、全部オンライン授 業だっ

たので、全く友だちができなく

て、授 業時間外でも勉強にすご

く取り組みました 。オンライン

だと、周りの状 況が全く分かり

ません。自分はここを全然理 解

できなかったけれど、他の人は

どうなんだろう、もしかしたら割

とすんなり理 解しているかもし

れないって想像した時に、きち

んと全部を理解しないと駄目だなと思うこともありました。対面授業

だと「ここが分からない」っていう声がみんなから聞こえてきます。み

んなが分からないのであれば自分もいいかなと思ってしまいます。だ

から、自主学習をする時間は1年生の時の方が多かったと思います。

内山：頼れる人がいないからこそちゃんとやろう、というような。

三瓶：不安だから勉強しないと、というような思いはありました。

岩崎：私の場合、コロナ禍が始まった頃は本当にモチベーションが低

かったです。異文化コミュニケーション学部では、通常だと2年生で留

学に行くことになるのですが、コロナ禍で自分が思い描いていた計画

が本当に丸潰れになってしまいました。留学に行けるのか行けないの

か、行けないならこちら（日本）で単位を取らないといけないし、行け

るならその分、他のことができる。留学に向き合う時間が、一番モチ

ベーションもメンタルも不安定で、授業も身に入らなくて、友だちも

メンタルブレイクしているから相談する人があまりいませんでした。

四日市：そういう時に、友だち以外に頼れる人は大学にいましたか。

岩崎：本当に辛かった時に、アカデミックアドバイザーの先生との面

談がありました。その先生がこの状況を一般化してくださったことが

良かったかなと思います。「留学に行けなくなってしまったのはあなた

だけではないし、ここで道が閉ざされた訳でもない」と。その言葉を

聞いて、メンタルが浮上しました。

四日市：1年生の大城さんはいかがですか。

大城：案外のびのびと過ごしていました。入学前に、大学に通っている

友だちから、「オンライン授業の場合、1時限に授業があったとしても

5分前に起きて受けられるから楽ではあるよ」という話を聞いていま

した。授業の形態について覚悟はしていました。

四日市：なるほど。たしかに通学が楽という話は聞くことがあります。

ただ、話す相手がいないということで、むしろ大学に行きたいという

意見の方が多くなってきたようにも思います。この点はいかがですか。

大城：私の周りだと、「え、対面に戻るの」という意見の方が多かった

ように思います。私たち（1年生）の代は、春学期の最初の3、4週間く

らいが対面授業で、その後、オンライン授業となって、また対面授業

に戻りました。対面に戻って「（また）1時限から早起きしないといけな

いの」というような人が多かったかもしれないです。

岩崎：私の周りは、対面授業になると喜ぶ人が多かったと思います。1

年生の時には完全に対面授業だったので、そこでできた友だち（クラ

スメート）に会えるというのは、本当にうれしかったです。オンライン

だと、親友には会うけれど、それ以外のクラスメートには会えなかっ

たので。

コロナ禍でいかに人とつながっていたか？

四日市：コロナ禍においては、学生の居場所や人とのつながりの希薄

化の問題などもしばしば指摘されていました。皆さんは、どのように

人とつながっていましたか。

大城：私たち（1年生）の場合、春学期の最初の頃は大学に行くことが

できた時期があったので、今の2年生よりも友だちは作りやすかった

と思います。オンラインだとなかなか連絡先を交換しようとはなりま

せん。でも、対面が最初にあった時に、みんな、ある程度は友だちを

つくっていて、サークルや部活動をやっている人はそこで人間関係が

できていたように思います。

四日市：そうですね。たしかに、今の2年生が1年生だった2020年は最

初からオンラインでした。三瓶さんはその学年ですが、いかがですか。

三瓶：理学部特有の話かもしれませんが、オンラインだったので、ずっ

と実験ができませんでした。それでは良くないということで、1年生の

夏休みに、先生が実験の補講のような機会を設けてくれました。それ

に参加して友だちができました。

四日市：実際に会ったのが大きかったわけですね。やはりそういう関

係は心の支えになりますか。

三瓶：それはあります。やはり、

みんなどのくらい理 解している

かというのは、常日頃から疑問

に思っていました。それに、友だ

ちが い ると「 この 課 題 、どう思

う？」という相談もできます。一

人の時よりストレスは減ったか

なと思います。

岩崎：私の場 合、学 部が少人 数

なので、コロナ以前はみんな友

だちでした。みんなで一緒に授業を受けてプレゼンテーションをする

ようなこともありました。だから、みんな友だちでみんなお互いに知っ

ているというような、心地いい感じでした。でも、コロナになってから

は、周りの友だちも大事だったのですが、あまり会えなくなったし、本

当に仲の良い友だちだけが残りました。

大城：すごく仲の良い友だちだとLINEで「ご飯に行こうよ」とか誘えま

すよね。対面の場合、その場の流れで「お昼、空きコマだから一緒に

食べよう」とかできるのですが、オンラインだとそのような機会がな

いので友だちは減るというか、難しいと思います。

四日市：人とつながるために何か工夫をしていたことはありますか。

内山：演習系の授 業を履修することが一番の工夫であったと思いま

す。対面の時は、どの授業を取っ

ても人と会えるから 、あまり意

識していませんでした 。4 年 で

GLP（グローバル・リーダーシッ

プ・プログラム）の授業を初めて

履 修したのですが 、そもそも 、

これまでGLPの授業があるとい

うことも知りませんでした。RSL

（立教サービスラーニング）の取

り組みも知りませんでした 。け

れど 、人と関 わりたい 、人と関

われる授業はないかという思いからいろいろと調べて、こんなの立教

でやっていたのだと知りました。これだったら誰かと関われるかもと

思って、どんどん履修していきました。学部のゼミも3年生だった去年

は1つしか入っていなかったのですが、4年生の今年は2つ入ってみまし

た。その方がきっと、話す機会とか、人と関わるチャンスが増えると

思ったからです。オンラインになっていなかったら、ここまで演習系

の授業を履修しないまま卒業していたような気もします。

四日市：演習系の科目が、人とつながる機会になっていたわけですね。

内山：ただ、そういった授業の中で、カメラをオンにしていない学生が

いると、話しづらかったです。先生の側も、多分、授業をしていて、学

生の様子が分からないと、本当に分かっているのかなとか、聞いてく

れているのかなと不安になっていらっしゃるのかなと思います。「議論

してください」って言われても、カメラがオフのまま、ただイニシャル

だけが表示されている画面の相手に向かって、「どう思いますか」と

言っても、相手がどう反応しているか分からないから怖いし、聞いてく

れているかも分かりません。だから、カメラはオンにすることを基本

としますと言ってくださる先生は、すごくありがたかったです。

三瓶：たしかにそれはありますね。ブレイクアウトルームに分けられて

「グループで話してください」といった指示を受けた時に、やっぱり、

履修者が多い講義だと、カメラをオンにしない人がいますよね。その

時は少し嫌だと感じました。

四日市：相手の顔が見えることが、直接のコミュニケーションのしやす

さにつながるのですね。

コロナ禍の経験を今後にいかに活かすか？

四日市：最後に、コロナ禍の経験を今後にいかに活かしていけそうか

についての思いを聞かせてください。

大城：私は、コロナ禍で、オンライン授 業が多くなったことで、別の

キャンパスの授業を受けられるようになったり、1時限からの授業を

取りやすくなったり、できることも沢山増えたと思います。それを踏ま

えて、オンラインをもっと日常の中に取り入れていきたいと考えます。

内山：今回のコロナ禍で、情報通信技術というか、インターネットや

PCの使い方を自然と身につけることができました。私は教員志望な

ので、将来、教員としても、Googleドキュメント、Googleスライド、

Google Jamboardなどの技術を使っていけるかなと思います。それ

から、Googleフォームも、すごく活用できるなと思いました。今まで

は授 業 評 価アンケートはあっても授 業の感 想は気 軽に伝えられな

かったように思います。先生の側から、「今の授業の理解度はどれく

らいですか」といった点について、Googleフォームで聞いてくれると、

すごくありがたかったです。私もずっと使っていきたいと思います。

三瓶：私も、オンライン授業を通じて、PCの使い方が分かるようにな

りました。

岩崎：2点あります。1点目はファイルの整理がすごくしやすくなったと

いう点です。これまでは、資料を紙で配ってくださる先生もいますが、

それをなくしてしまったり、1つのファイルにまとめて入れてしまったり

することがありました。それがPCだと、最初に授 業名でフォルダを

作って、そこに資料を入れていけば良いので、すごく分かりやすくなり

ました。電子媒体でメモを取るのも私としては良かった点です。2点目

として、今、私は教育実習を履修していて、将来の1つの道として、日

本語の先生になることを考えています。先生の立場や、まとめる立場

を、オンラインの授業で経験しました。オンラインの中で人をまとめ

ることはすごく大変で、先生の気持ちが本当に分かりました。この経

験は、将来、先生という立場でなくとも、何かをまとめる人や管理する

人になった場合、活きてくるように思います。

四日市：皆さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。

一同：ありがとうございました。

座談会まとめ：助教 江幡 知佳

2020年度春学期以降、新型コロナウイルス感染症の拡大は、学生生活のさまざまな側面（授業や課外活動等）に影響を
及ぼしてきました。その只中において、学生はどのように感じながら、学び、他者とつながっていたのでしょうか。学士課
程の各学年から1名ずつ、計4名の学生にお集まりいただき、「コロナ禍における学びとつながり」と題する座談会を11月
26日に開催しました。
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コロナ禍における学びとつながり

異文化コミュニケーション学部３年

法学部国際ビジネス法学科４年

岩崎まりな さん

内山紗緒里 さん

文学部史学科１年

理学部化学科２年

大城　叶愛 さん

三瓶　将弥 さん

文学部史学科准教授 四日市康博 先生 （大学教育開発・支援センター・センター員）

参加学生

聞き手

大城 叶愛さん大城 叶愛さん

四日市 康博先生四日市 康博先生

三瓶 将弥さん三瓶 将弥さん

岩崎 まりなさん岩崎 まりなさん

内山 紗緒里さん内山 紗緒里さん

学生座談
会

―コロナ禍でいかに人とつながっていたか？



岩崎：先生から提示されたものを読むとか、自分の考えをまとめると

か 、自 分 の 身 の周りの 例 を探してみ るといったことに 、いった ん

Zoomを切って一人で取り組みました。

四日市：なるほど。三瓶さんはどうですか。

三瓶：オンライン授業だといろいろな誘惑があって、集中力が切れや

すいと思います。ただ、集中すると、意外とオンライン授業の方が理

解しやすいと思うことがあります。例えば、先生に質問しやすかった

です。対面授業だと「何か質問ありますか」と先生が言った時、自分だ

け手を挙げて質問するというのはすごくやりにくいです。オンライン

授業だと、顔を見せずにマイクをオンにするだけで質問できるので、

質問をしやすくて、それによって理解が深まる利点がありました。

大城：私も、対面で手を挙げるよりも、Zoomのチャット機能を使う方

が質問しやすいと思います。

四日市：教員の間でも話題になっていたのですが、対面よりもオンラ

インの方が、質問が活発にくるんですよ。そういう意味では、学問を深

めることができるという点で、オンラインは良かったかもしれませんね。

三瓶：1年生の初めの頃に進度が速くて全然理解できなかった授業が

あったのですが、先生がオンライン授業の後に録画したものを配付し

てくれて、すごく理解が進みました。

内山：私もオンデマンドの録画された授業は、何度でも視聴して復習

できる点がすごく良かったと思います。対面授業だと、1回しか聞け

ないので聞き逃してしまったり、自分で考えている間に置いていかれ

てしまったりすることがあります。オンデマンド授業だと、いったん

動画を止めて講義内容を自分の経験などに照らして咀嚼する時間を

とり、自分なりに落とし込んだ上で先に進んでいけるという点がすご

く良いなと思っていました。反対に、話すのがとてもゆっくりな先生も

いらっしゃいます。そうすると、対面だと眠くなってしまう時もあった

のですが、自分で再生速度を1.5倍速とか2倍速に変えて、自分のペー

スに合わせて授業を受けられる点も良かったです。

大城：たしかに、オンデマンド授業は、意欲的な学生にとっては良い

と思うのですが、モチベーションに差が出るかなと思います。「どうせ

録画してくれているし、この授業は出席の確認もないから後から観れ

ばいいや」と思って溜めてしまう人もいるのではないでしょうか。

四日市：演習系の授業について、何か思いつくことはありますか。

内山：私が所属しているゼミではGoogleドキュメントを活用していま

す。Googleドキュメントに、グループごとに話し合った内容をリアル

タイムで書き込んでいきます。そうすると、話し合いの内容を詳細に

クラス全体で共有できます。普段だったら、自分のグループで話した

ことしかよく分からなくて、全体で共有された内容については、かい

つまんで分かりますが、実際にどうしてそういう話になったのかとい

うところまでは把握できません。でも、Googleドキュメントに書き込

まれていると、他のグループでの議論の進捗の詳細まで理解できま

す 。そ ういう工 夫 は すごく良 か った と 思 いま す 。他 の 授 業 で も

Googleスライドを使ってみんなで作業をしたり、Google Jamboard

を使って付 箋 形式で話した内容を貼っていったり。対面授 業しかな

かった時には、そこまでインターネットを 使った学習が進 んでいな

かったので、コロナ禍特有というか、そのおかげで生まれてきた文化

もあるのかなと思いました。

岩崎：授業の話題とは少し離れてしまうかもしれませんが、先生が授

業の最後に「こういうボランティアや留学生サポートの機会があるよ」

と紹介してくださることがありました。対面授業の場合、先生に直接

聞きに行かないといけないので、なんとなく行きづらいですが、オン

ライン授業であれば画面のリンクをクリックするだけなので、ハード

ルが低くて参加しやすいです。自分のやる気のある時にいろいろな活

動に参加できるという点では、オンラインはすごく良かったです。

コロナ禍でいかに学びのモチベーションを維持していたか？

四日市：先ほど、モチベーション

というキーワードが出てきまし

た。皆さん、コロナ禍が長く続く

中 で 、どの ように 学 び の モ チ

ベーションを維持されていまし

たか。

内山：正直、去年（2020年）の4

月頃は、オンデマンド授 業を溜

め込 んでしまうこともありまし

た。友だちと会わずに自宅で受

講していると、切磋琢磨できないし、他の人の学習の進捗状況が分か

四日市：オンライン授業について思っていること、感じていることを教

えてください。

大城：これまで、1時限の授業を

履修したくても、対面授 業だと

早く起きないといけないので、

負担だなと思ってしまうことが

ありました。1時限や5時限がオ

ンライン授業やオンデマンド授

業になると、だいぶ履修しやす

いと感じます。また、オンライン

授 業だと移動時間がないので、

15分 の 休 み 時 間に課 題に取り

組むなど、時間を有効に使えま

す。そこが良かったです。

岩崎：オンライン授業全体の感想としては、緩急がつけにくいのかな

と思います。100分もオンラインで聞く時間が続くと、どうしてもだれ

てしまうところが出てくるように思います。いいなと思った授業スタイ

ルは、冒頭に先生から説明があって、個人の学習タイムをはさんで、

最後に自分の考えなどを共有する時間がある構成でした。そのスタイ

ルが一番、自分としては集中力も続いたし、ただ聞いているだけって

いう時間が短かったので、良かったです。

四日市：個人の学習タイムでは、具体的にどのようなことに取り組まれ

ましたか。

―オンライン授業について感じていることは？

―コロナ禍でいかに学びのモチベーションを
　維持していたか？

りません。ただ、LINEやZoomなどを使って、友だちとビデオ通話を

始めたことで、一緒に頑張ろうと思えるようになりました。オンライ

ンって、人が周りにいないので、ついだらけちゃったり、お菓子を食べ

ながら授業を受けちゃったりします。けれども、友人が隣で一生懸命

授業を受けている様子が目に入ると「自分もしっかりやらないと」と

いう気になります。ビデオ通話でお互いの姿を見えるようにして勉強

するのはありかなと思います。

三瓶：1年生 だった去年 の 春 学

期は、全部オンライン授 業だっ

たので、全く友だちができなく

て、授 業時間外でも勉強にすご

く取り組みました 。オンライン

だと、周りの状 況が全く分かり

ません。自分はここを全然理 解

できなかったけれど、他の人は

どうなんだろう、もしかしたら割

とすんなり理 解しているかもし

れないって想像した時に、きち

んと全部を理解しないと駄目だなと思うこともありました。対面授業

だと「ここが分からない」っていう声がみんなから聞こえてきます。み

んなが分からないのであれば自分もいいかなと思ってしまいます。だ

から、自主学習をする時間は1年生の時の方が多かったと思います。

内山：頼れる人がいないからこそちゃんとやろう、というような。

三瓶：不安だから勉強しないと、というような思いはありました。

岩崎：私の場合、コロナ禍が始まった頃は本当にモチベーションが低

かったです。異文化コミュニケーション学部では、通常だと2年生で留

学に行くことになるのですが、コロナ禍で自分が思い描いていた計画

が本当に丸潰れになってしまいました。留学に行けるのか行けないの

か、行けないならこちら（日本）で単位を取らないといけないし、行け

るならその分、他のことができる。留学に向き合う時間が、一番モチ

ベーションもメンタルも不安定で、授業も身に入らなくて、友だちも

メンタルブレイクしているから相談する人があまりいませんでした。

四日市：そういう時に、友だち以外に頼れる人は大学にいましたか。

岩崎：本当に辛かった時に、アカデミックアドバイザーの先生との面

談がありました。その先生がこの状況を一般化してくださったことが

良かったかなと思います。「留学に行けなくなってしまったのはあなた

だけではないし、ここで道が閉ざされた訳でもない」と。その言葉を

聞いて、メンタルが浮上しました。

四日市：1年生の大城さんはいかがですか。

大城：案外のびのびと過ごしていました。入学前に、大学に通っている

友だちから、「オンライン授業の場合、1時限に授業があったとしても

5分前に起きて受けられるから楽ではあるよ」という話を聞いていま

した。授業の形態について覚悟はしていました。

四日市：なるほど。たしかに通学が楽という話は聞くことがあります。

ただ、話す相手がいないということで、むしろ大学に行きたいという

意見の方が多くなってきたようにも思います。この点はいかがですか。

大城：私の周りだと、「え、対面に戻るの」という意見の方が多かった

ように思います。私たち（1年生）の代は、春学期の最初の3、4週間く

らいが対面授業で、その後、オンライン授業となって、また対面授業

に戻りました。対面に戻って「（また）1時限から早起きしないといけな

いの」というような人が多かったかもしれないです。

岩崎：私の周りは、対面授業になると喜ぶ人が多かったと思います。1

年生の時には完全に対面授業だったので、そこでできた友だち（クラ

スメート）に会えるというのは、本当にうれしかったです。オンライン

だと、親友には会うけれど、それ以外のクラスメートには会えなかっ

たので。

コロナ禍でいかに人とつながっていたか？

四日市：コロナ禍においては、学生の居場所や人とのつながりの希薄

化の問題などもしばしば指摘されていました。皆さんは、どのように

人とつながっていましたか。

大城：私たち（1年生）の場合、春学期の最初の頃は大学に行くことが

できた時期があったので、今の2年生よりも友だちは作りやすかった

と思います。オンラインだとなかなか連絡先を交換しようとはなりま

せん。でも、対面が最初にあった時に、みんな、ある程度は友だちを

つくっていて、サークルや部活動をやっている人はそこで人間関係が

できていたように思います。

四日市：そうですね。たしかに、今の2年生が1年生だった2020年は最

初からオンラインでした。三瓶さんはその学年ですが、いかがですか。

三瓶：理学部特有の話かもしれませんが、オンラインだったので、ずっ

と実験ができませんでした。それでは良くないということで、1年生の

夏休みに、先生が実験の補講のような機会を設けてくれました。それ

に参加して友だちができました。

四日市：実際に会ったのが大きかったわけですね。やはりそういう関

係は心の支えになりますか。

三瓶：それはあります。やはり、

みんなどのくらい理 解している

かというのは、常日頃から疑問

に思っていました。それに、友だ

ちが い ると「 この 課 題 、どう思

う？」という相談もできます。一

人の時よりストレスは減ったか

なと思います。

岩崎：私の場 合、学 部が少人 数

なので、コロナ以前はみんな友

だちでした。みんなで一緒に授業を受けてプレゼンテーションをする

ようなこともありました。だから、みんな友だちでみんなお互いに知っ

ているというような、心地いい感じでした。でも、コロナになってから

は、周りの友だちも大事だったのですが、あまり会えなくなったし、本

当に仲の良い友だちだけが残りました。

大城：すごく仲の良い友だちだとLINEで「ご飯に行こうよ」とか誘えま

すよね。対面の場合、その場の流れで「お昼、空きコマだから一緒に

食べよう」とかできるのですが、オンラインだとそのような機会がな

いので友だちは減るというか、難しいと思います。

四日市：人とつながるために何か工夫をしていたことはありますか。

内山：演習系の授 業を履修することが一番の工夫であったと思いま

す。対面の時は、どの授業を取っ

ても人と会えるから 、あまり意

識していませんでした 。4 年 で

GLP（グローバル・リーダーシッ

プ・プログラム）の授業を初めて

履 修したのですが 、そもそも 、

これまでGLPの授業があるとい

うことも知りませんでした。RSL

（立教サービスラーニング）の取

り組みも知りませんでした 。け

れど 、人と関 わりたい 、人と関

われる授業はないかという思いからいろいろと調べて、こんなの立教

でやっていたのだと知りました。これだったら誰かと関われるかもと

思って、どんどん履修していきました。学部のゼミも3年生だった去年

は1つしか入っていなかったのですが、4年生の今年は2つ入ってみまし

た。その方がきっと、話す機会とか、人と関わるチャンスが増えると

思ったからです。オンラインになっていなかったら、ここまで演習系

の授業を履修しないまま卒業していたような気もします。

四日市：演習系の科目が、人とつながる機会になっていたわけですね。

内山：ただ、そういった授業の中で、カメラをオンにしていない学生が

いると、話しづらかったです。先生の側も、多分、授業をしていて、学

生の様子が分からないと、本当に分かっているのかなとか、聞いてく

れているのかなと不安になっていらっしゃるのかなと思います。「議論

してください」って言われても、カメラがオフのまま、ただイニシャル

だけが表示されている画面の相手に向かって、「どう思いますか」と

言っても、相手がどう反応しているか分からないから怖いし、聞いてく

れているかも分かりません。だから、カメラはオンにすることを基本

としますと言ってくださる先生は、すごくありがたかったです。

三瓶：たしかにそれはありますね。ブレイクアウトルームに分けられて

「グループで話してください」といった指示を受けた時に、やっぱり、

履修者が多い講義だと、カメラをオンにしない人がいますよね。その

時は少し嫌だと感じました。

四日市：相手の顔が見えることが、直接のコミュニケーションのしやす

さにつながるのですね。

コロナ禍の経験を今後にいかに活かすか？

四日市：最後に、コロナ禍の経験を今後にいかに活かしていけそうか

についての思いを聞かせてください。

大城：私は、コロナ禍で、オンライン授 業が多くなったことで、別の

キャンパスの授業を受けられるようになったり、1時限からの授業を

取りやすくなったり、できることも沢山増えたと思います。それを踏ま

えて、オンラインをもっと日常の中に取り入れていきたいと考えます。

内山：今回のコロナ禍で、情報通信技術というか、インターネットや

PCの使い方を自然と身につけることができました。私は教員志望な

ので、将来、教員としても、Googleドキュメント、Googleスライド、

Google Jamboardなどの技術を使っていけるかなと思います。それ

から、Googleフォームも、すごく活用できるなと思いました。今まで

は授 業 評 価アンケートはあっても授 業の感 想は気 軽に伝えられな

かったように思います。先生の側から、「今の授業の理解度はどれく

らいですか」といった点について、Googleフォームで聞いてくれると、

すごくありがたかったです。私もずっと使っていきたいと思います。

三瓶：私も、オンライン授業を通じて、PCの使い方が分かるようにな

りました。

岩崎：2点あります。1点目はファイルの整理がすごくしやすくなったと

いう点です。これまでは、資料を紙で配ってくださる先生もいますが、

それをなくしてしまったり、1つのファイルにまとめて入れてしまったり

することがありました。それがPCだと、最初に授 業名でフォルダを

作って、そこに資料を入れていけば良いので、すごく分かりやすくなり

ました。電子媒体でメモを取るのも私としては良かった点です。2点目

として、今、私は教育実習を履修していて、将来の1つの道として、日

本語の先生になることを考えています。先生の立場や、まとめる立場

を、オンラインの授業で経験しました。オンラインの中で人をまとめ

ることはすごく大変で、先生の気持ちが本当に分かりました。この経

験は、将来、先生という立場でなくとも、何かをまとめる人や管理する

人になった場合、活きてくるように思います。

四日市：皆さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。

一同：ありがとうございました。

座談会まとめ：助教 江幡 知佳

2020年度春学期以降、新型コロナウイルス感染症の拡大は、学生生活のさまざまな側面（授業や課外活動等）に影響を
及ぼしてきました。その只中において、学生はどのように感じながら、学び、他者とつながっていたのでしょうか。学士課
程の各学年から1名ずつ、計4名の学生にお集まりいただき、「コロナ禍における学びとつながり」と題する座談会を11月
26日に開催しました。
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コロナ禍における学びとつながり

異文化コミュニケーション学部３年

法学部国際ビジネス法学科４年

岩崎まりな さん

内山紗緒里 さん

文学部史学科１年

理学部化学科２年

大城　叶愛 さん

三瓶　将弥 さん

文学部史学科准教授 四日市康博 先生 （大学教育開発・支援センター・センター員）

参加学生

聞き手

大城 叶愛さん大城 叶愛さん

四日市 康博先生四日市 康博先生

三瓶 将弥さん三瓶 将弥さん

岩崎 まりなさん岩崎 まりなさん

内山 紗緒里さん内山 紗緒里さん

学生座談
会

―コロナ禍でいかに人とつながっていたか？



岩崎：先生から提示されたものを読むとか、自分の考えをまとめると

か 、自 分 の 身 の周りの 例 を探してみ るといったことに 、いった ん

Zoomを切って一人で取り組みました。

四日市：なるほど。三瓶さんはどうですか。

三瓶：オンライン授業だといろいろな誘惑があって、集中力が切れや

すいと思います。ただ、集中すると、意外とオンライン授業の方が理

解しやすいと思うことがあります。例えば、先生に質問しやすかった

です。対面授業だと「何か質問ありますか」と先生が言った時、自分だ

け手を挙げて質問するというのはすごくやりにくいです。オンライン

授業だと、顔を見せずにマイクをオンにするだけで質問できるので、

質問をしやすくて、それによって理解が深まる利点がありました。

大城：私も、対面で手を挙げるよりも、Zoomのチャット機能を使う方

が質問しやすいと思います。

四日市：教員の間でも話題になっていたのですが、対面よりもオンラ

インの方が、質問が活発にくるんですよ。そういう意味では、学問を深

めることができるという点で、オンラインは良かったかもしれませんね。

三瓶：1年生の初めの頃に進度が速くて全然理解できなかった授業が

あったのですが、先生がオンライン授業の後に録画したものを配付し

てくれて、すごく理解が進みました。

内山：私もオンデマンドの録画された授業は、何度でも視聴して復習

できる点がすごく良かったと思います。対面授業だと、1回しか聞け

ないので聞き逃してしまったり、自分で考えている間に置いていかれ

てしまったりすることがあります。オンデマンド授業だと、いったん

動画を止めて講義内容を自分の経験などに照らして咀嚼する時間を

とり、自分なりに落とし込んだ上で先に進んでいけるという点がすご

く良いなと思っていました。反対に、話すのがとてもゆっくりな先生も

いらっしゃいます。そうすると、対面だと眠くなってしまう時もあった

のですが、自分で再生速度を1.5倍速とか2倍速に変えて、自分のペー

スに合わせて授業を受けられる点も良かったです。

大城：たしかに、オンデマンド授業は、意欲的な学生にとっては良い

と思うのですが、モチベーションに差が出るかなと思います。「どうせ

録画してくれているし、この授業は出席の確認もないから後から観れ

ばいいや」と思って溜めてしまう人もいるのではないでしょうか。

四日市：演習系の授業について、何か思いつくことはありますか。

内山：私が所属しているゼミではGoogleドキュメントを活用していま

す。Googleドキュメントに、グループごとに話し合った内容をリアル

タイムで書き込んでいきます。そうすると、話し合いの内容を詳細に

クラス全体で共有できます。普段だったら、自分のグループで話した

ことしかよく分からなくて、全体で共有された内容については、かい

つまんで分かりますが、実際にどうしてそういう話になったのかとい

うところまでは把握できません。でも、Googleドキュメントに書き込

まれていると、他のグループでの議論の進捗の詳細まで理解できま

す 。そ ういう工 夫 は すごく良 か った と 思 いま す 。他 の 授 業 で も

Googleスライドを使ってみんなで作業をしたり、Google Jamboard

を使って付 箋 形式で話した内容を貼っていったり。対面授 業しかな

かった時には、そこまでインターネットを 使った学習が進 んでいな

かったので、コロナ禍特有というか、そのおかげで生まれてきた文化

もあるのかなと思いました。

岩崎：授業の話題とは少し離れてしまうかもしれませんが、先生が授

業の最後に「こういうボランティアや留学生サポートの機会があるよ」

と紹介してくださることがありました。対面授業の場合、先生に直接

聞きに行かないといけないので、なんとなく行きづらいですが、オン

ライン授業であれば画面のリンクをクリックするだけなので、ハード

ルが低くて参加しやすいです。自分のやる気のある時にいろいろな活

動に参加できるという点では、オンラインはすごく良かったです。

コロナ禍でいかに学びのモチベーションを維持していたか？

四日市：先ほど、モチベーション

というキーワードが出てきまし

た。皆さん、コロナ禍が長く続く

中 で 、どの ように 学 び の モ チ

ベーションを維持されていまし

たか。

内山：正直、去年（2020年）の4

月頃は、オンデマンド授 業を溜

め込 んでしまうこともありまし

た。友だちと会わずに自宅で受

講していると、切磋琢磨できないし、他の人の学習の進捗状況が分か

四日市：オンライン授業について思っていること、感じていることを教

えてください。

大城：これまで、1時限の授業を

履修したくても、対面授 業だと

早く起きないといけないので、

負担だなと思ってしまうことが

ありました。1時限や5時限がオ

ンライン授業やオンデマンド授

業になると、だいぶ履修しやす

いと感じます。また、オンライン

授 業だと移動時間がないので、

15分 の 休 み 時 間に課 題に取り

組むなど、時間を有効に使えま

す。そこが良かったです。

岩崎：オンライン授業全体の感想としては、緩急がつけにくいのかな

と思います。100分もオンラインで聞く時間が続くと、どうしてもだれ

てしまうところが出てくるように思います。いいなと思った授業スタイ

ルは、冒頭に先生から説明があって、個人の学習タイムをはさんで、

最後に自分の考えなどを共有する時間がある構成でした。そのスタイ

ルが一番、自分としては集中力も続いたし、ただ聞いているだけって

いう時間が短かったので、良かったです。

四日市：個人の学習タイムでは、具体的にどのようなことに取り組まれ

ましたか。

―オンライン授業について感じていることは？

―コロナ禍でいかに学びのモチベーションを
　維持していたか？

りません。ただ、LINEやZoomなどを使って、友だちとビデオ通話を

始めたことで、一緒に頑張ろうと思えるようになりました。オンライ

ンって、人が周りにいないので、ついだらけちゃったり、お菓子を食べ

ながら授業を受けちゃったりします。けれども、友人が隣で一生懸命

授業を受けている様子が目に入ると「自分もしっかりやらないと」と

いう気になります。ビデオ通話でお互いの姿を見えるようにして勉強

するのはありかなと思います。

三瓶：1年生 だった去年 の 春 学

期は、全部オンライン授 業だっ

たので、全く友だちができなく

て、授 業時間外でも勉強にすご

く取り組みました 。オンライン

だと、周りの状 況が全く分かり

ません。自分はここを全然理 解

できなかったけれど、他の人は

どうなんだろう、もしかしたら割

とすんなり理 解しているかもし

れないって想像した時に、きち

んと全部を理解しないと駄目だなと思うこともありました。対面授業

だと「ここが分からない」っていう声がみんなから聞こえてきます。み

んなが分からないのであれば自分もいいかなと思ってしまいます。だ

から、自主学習をする時間は1年生の時の方が多かったと思います。

内山：頼れる人がいないからこそちゃんとやろう、というような。

三瓶：不安だから勉強しないと、というような思いはありました。

岩崎：私の場合、コロナ禍が始まった頃は本当にモチベーションが低

かったです。異文化コミュニケーション学部では、通常だと2年生で留

学に行くことになるのですが、コロナ禍で自分が思い描いていた計画

が本当に丸潰れになってしまいました。留学に行けるのか行けないの

か、行けないならこちら（日本）で単位を取らないといけないし、行け

るならその分、他のことができる。留学に向き合う時間が、一番モチ

ベーションもメンタルも不安定で、授業も身に入らなくて、友だちも

メンタルブレイクしているから相談する人があまりいませんでした。

四日市：そういう時に、友だち以外に頼れる人は大学にいましたか。

岩崎：本当に辛かった時に、アカデミックアドバイザーの先生との面

談がありました。その先生がこの状況を一般化してくださったことが

良かったかなと思います。「留学に行けなくなってしまったのはあなた

だけではないし、ここで道が閉ざされた訳でもない」と。その言葉を

聞いて、メンタルが浮上しました。

四日市：1年生の大城さんはいかがですか。

大城：案外のびのびと過ごしていました。入学前に、大学に通っている

友だちから、「オンライン授業の場合、1時限に授業があったとしても

5分前に起きて受けられるから楽ではあるよ」という話を聞いていま

した。授業の形態について覚悟はしていました。

四日市：なるほど。たしかに通学が楽という話は聞くことがあります。

ただ、話す相手がいないということで、むしろ大学に行きたいという

意見の方が多くなってきたようにも思います。この点はいかがですか。

大城：私の周りだと、「え、対面に戻るの」という意見の方が多かった

ように思います。私たち（1年生）の代は、春学期の最初の3、4週間く

らいが対面授業で、その後、オンライン授業となって、また対面授業

に戻りました。対面に戻って「（また）1時限から早起きしないといけな

いの」というような人が多かったかもしれないです。

岩崎：私の周りは、対面授業になると喜ぶ人が多かったと思います。1

年生の時には完全に対面授業だったので、そこでできた友だち（クラ

スメート）に会えるというのは、本当にうれしかったです。オンライン

だと、親友には会うけれど、それ以外のクラスメートには会えなかっ

たので。

コロナ禍でいかに人とつながっていたか？

四日市：コロナ禍においては、学生の居場所や人とのつながりの希薄

化の問題などもしばしば指摘されていました。皆さんは、どのように

人とつながっていましたか。

大城：私たち（1年生）の場合、春学期の最初の頃は大学に行くことが

できた時期があったので、今の2年生よりも友だちは作りやすかった

と思います。オンラインだとなかなか連絡先を交換しようとはなりま

せん。でも、対面が最初にあった時に、みんな、ある程度は友だちを

つくっていて、サークルや部活動をやっている人はそこで人間関係が

できていたように思います。

四日市：そうですね。たしかに、今の2年生が1年生だった2020年は最

初からオンラインでした。三瓶さんはその学年ですが、いかがですか。

三瓶：理学部特有の話かもしれませんが、オンラインだったので、ずっ

と実験ができませんでした。それでは良くないということで、1年生の

夏休みに、先生が実験の補講のような機会を設けてくれました。それ

に参加して友だちができました。

四日市：実際に会ったのが大きかったわけですね。やはりそういう関

係は心の支えになりますか。

三瓶：それはあります。やはり、

みんなどのくらい理 解している

かというのは、常日頃から疑問

に思っていました。それに、友だ

ちが い ると「 この 課 題 、どう思

う？」という相談もできます。一

人の時よりストレスは減ったか

なと思います。

岩崎：私の場 合、学 部が少人 数

なので、コロナ以前はみんな友

だちでした。みんなで一緒に授業を受けてプレゼンテーションをする

ようなこともありました。だから、みんな友だちでみんなお互いに知っ

ているというような、心地いい感じでした。でも、コロナになってから

は、周りの友だちも大事だったのですが、あまり会えなくなったし、本

当に仲の良い友だちだけが残りました。

大城：すごく仲の良い友だちだとLINEで「ご飯に行こうよ」とか誘えま

すよね。対面の場合、その場の流れで「お昼、空きコマだから一緒に

食べよう」とかできるのですが、オンラインだとそのような機会がな

いので友だちは減るというか、難しいと思います。

四日市：人とつながるために何か工夫をしていたことはありますか。

内山：演習系の授 業を履修することが一番の工夫であったと思いま

す。対面の時は、どの授業を取っ

ても人と会えるから 、あまり意

識していませんでした 。4 年 で

GLP（グローバル・リーダーシッ

プ・プログラム）の授業を初めて

履 修したのですが 、そもそも 、

これまでGLPの授業があるとい

うことも知りませんでした。RSL

（立教サービスラーニング）の取

り組みも知りませんでした 。け

れど 、人と関 わりたい 、人と関

われる授業はないかという思いからいろいろと調べて、こんなの立教

でやっていたのだと知りました。これだったら誰かと関われるかもと

思って、どんどん履修していきました。学部のゼミも3年生だった去年

は1つしか入っていなかったのですが、4年生の今年は2つ入ってみまし

た。その方がきっと、話す機会とか、人と関わるチャンスが増えると

思ったからです。オンラインになっていなかったら、ここまで演習系

の授業を履修しないまま卒業していたような気もします。

四日市：演習系の科目が、人とつながる機会になっていたわけですね。

内山：ただ、そういった授業の中で、カメラをオンにしていない学生が

いると、話しづらかったです。先生の側も、多分、授業をしていて、学

生の様子が分からないと、本当に分かっているのかなとか、聞いてく

れているのかなと不安になっていらっしゃるのかなと思います。「議論

してください」って言われても、カメラがオフのまま、ただイニシャル

だけが表示されている画面の相手に向かって、「どう思いますか」と

言っても、相手がどう反応しているか分からないから怖いし、聞いてく

れているかも分かりません。だから、カメラはオンにすることを基本

としますと言ってくださる先生は、すごくありがたかったです。

三瓶：たしかにそれはありますね。ブレイクアウトルームに分けられて

「グループで話してください」といった指示を受けた時に、やっぱり、

履修者が多い講義だと、カメラをオンにしない人がいますよね。その

時は少し嫌だと感じました。

四日市：相手の顔が見えることが、直接のコミュニケーションのしやす

さにつながるのですね。

コロナ禍の経験を今後にいかに活かすか？

四日市：最後に、コロナ禍の経験を今後にいかに活かしていけそうか

についての思いを聞かせてください。

大城：私は、コロナ禍で、オンライン授 業が多くなったことで、別の

キャンパスの授業を受けられるようになったり、1時限からの授業を

取りやすくなったり、できることも沢山増えたと思います。それを踏ま

えて、オンラインをもっと日常の中に取り入れていきたいと考えます。

内山：今回のコロナ禍で、情報通信技術というか、インターネットや

PCの使い方を自然と身につけることができました。私は教員志望な

ので、将来、教員としても、Googleドキュメント、Googleスライド、

Google Jamboardなどの技術を使っていけるかなと思います。それ

から、Googleフォームも、すごく活用できるなと思いました。今まで

は授 業 評 価アンケートはあっても授 業の感 想は気 軽に伝えられな

かったように思います。先生の側から、「今の授業の理解度はどれく

らいですか」といった点について、Googleフォームで聞いてくれると、

すごくありがたかったです。私もずっと使っていきたいと思います。

三瓶：私も、オンライン授業を通じて、PCの使い方が分かるようにな

りました。

岩崎：2点あります。1点目はファイルの整理がすごくしやすくなったと

いう点です。これまでは、資料を紙で配ってくださる先生もいますが、

それをなくしてしまったり、1つのファイルにまとめて入れてしまったり

することがありました。それがPCだと、最初に授 業名でフォルダを

作って、そこに資料を入れていけば良いので、すごく分かりやすくなり

ました。電子媒体でメモを取るのも私としては良かった点です。2点目

として、今、私は教育実習を履修していて、将来の1つの道として、日

本語の先生になることを考えています。先生の立場や、まとめる立場

を、オンラインの授業で経験しました。オンラインの中で人をまとめ

ることはすごく大変で、先生の気持ちが本当に分かりました。この経

験は、将来、先生という立場でなくとも、何かをまとめる人や管理する

人になった場合、活きてくるように思います。

四日市：皆さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。

一同：ありがとうございました。

座談会まとめ：助教 江幡 知佳

2020年度春学期以降、新型コロナウイルス感染症の拡大は、学生生活のさまざまな側面（授業や課外活動等）に影響を
及ぼしてきました。その只中において、学生はどのように感じながら、学び、他者とつながっていたのでしょうか。学士課
程の各学年から1名ずつ、計4名の学生にお集まりいただき、「コロナ禍における学びとつながり」と題する座談会を11月
26日に開催しました。
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コロナ禍における学びとつながり

異文化コミュニケーション学部３年

法学部国際ビジネス法学科４年

岩崎まりな さん

内山紗緒里 さん

文学部史学科１年

理学部化学科２年

大城　叶愛 さん

三瓶　将弥 さん

文学部史学科准教授 四日市康博 先生 （大学教育開発・支援センター・センター員）

参加学生

聞き手

大城 叶愛さん大城 叶愛さん

四日市 康博先生四日市 康博先生

三瓶 将弥さん三瓶 将弥さん

岩崎 まりなさん岩崎 まりなさん

内山 紗緒里さん内山 紗緒里さん

学生座談
会

―コロナ禍でいかに人とつながっていたか？
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　今号では、「コロナ禍における学びとつながり」をテーマに学生座

談会を実施しました。2021年11月頃にはCOVID-19の流行が落ち着

いていたことから、対面実施が叶いました。私自身、座談会の場に立

ち会い、真摯に大学での学びについて考え、語る学生の姿を目の当た

りにし、学生の声に耳を傾けることの意義や可能性を実感しました。

MOVEを手に取ってくださった方も、きっと、彼／彼女らの声から何ら

かの気づきを得られたのではないでしょうか。 （江幡）

編

集

後

記
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岩崎：先生から提示されたものを読むとか、自分の考えをまとめると

か 、自 分 の 身 の周りの 例 を探してみ るといったことに 、いった ん

Zoomを切って一人で取り組みました。

四日市：なるほど。三瓶さんはどうですか。

三瓶：オンライン授業だといろいろな誘惑があって、集中力が切れや

すいと思います。ただ、集中すると、意外とオンライン授業の方が理

解しやすいと思うことがあります。例えば、先生に質問しやすかった

です。対面授業だと「何か質問ありますか」と先生が言った時、自分だ

け手を挙げて質問するというのはすごくやりにくいです。オンライン

授業だと、顔を見せずにマイクをオンにするだけで質問できるので、

質問をしやすくて、それによって理解が深まる利点がありました。

大城：私も、対面で手を挙げるよりも、Zoomのチャット機能を使う方

が質問しやすいと思います。

四日市：教員の間でも話題になっていたのですが、対面よりもオンラ

インの方が、質問が活発にくるんですよ。そういう意味では、学問を深

めることができるという点で、オンラインは良かったかもしれませんね。

三瓶：1年生の初めの頃に進度が速くて全然理解できなかった授業が

あったのですが、先生がオンライン授業の後に録画したものを配付し

てくれて、すごく理解が進みました。

内山：私もオンデマンドの録画された授業は、何度でも視聴して復習

できる点がすごく良かったと思います。対面授業だと、1回しか聞け

ないので聞き逃してしまったり、自分で考えている間に置いていかれ

てしまったりすることがあります。オンデマンド授業だと、いったん

動画を止めて講義内容を自分の経験などに照らして咀嚼する時間を

とり、自分なりに落とし込んだ上で先に進んでいけるという点がすご

く良いなと思っていました。反対に、話すのがとてもゆっくりな先生も

いらっしゃいます。そうすると、対面だと眠くなってしまう時もあった

のですが、自分で再生速度を1.5倍速とか2倍速に変えて、自分のペー

スに合わせて授業を受けられる点も良かったです。

大城：たしかに、オンデマンド授業は、意欲的な学生にとっては良い

と思うのですが、モチベーションに差が出るかなと思います。「どうせ

録画してくれているし、この授業は出席の確認もないから後から観れ

ばいいや」と思って溜めてしまう人もいるのではないでしょうか。

四日市：演習系の授業について、何か思いつくことはありますか。

内山：私が所属しているゼミではGoogleドキュメントを活用していま

す。Googleドキュメントに、グループごとに話し合った内容をリアル

タイムで書き込んでいきます。そうすると、話し合いの内容を詳細に

クラス全体で共有できます。普段だったら、自分のグループで話した

ことしかよく分からなくて、全体で共有された内容については、かい

つまんで分かりますが、実際にどうしてそういう話になったのかとい

うところまでは把握できません。でも、Googleドキュメントに書き込

まれていると、他のグループでの議論の進捗の詳細まで理解できま

す 。そ ういう工 夫 は すごく良 か った と 思 いま す 。他 の 授 業 で も

Googleスライドを使ってみんなで作業をしたり、Google Jamboard

を使って付 箋 形式で話した内容を貼っていったり。対面授 業しかな

かった時には、そこまでインターネットを 使った学習が進 んでいな

かったので、コロナ禍特有というか、そのおかげで生まれてきた文化

もあるのかなと思いました。

岩崎：授業の話題とは少し離れてしまうかもしれませんが、先生が授

業の最後に「こういうボランティアや留学生サポートの機会があるよ」

と紹介してくださることがありました。対面授業の場合、先生に直接

聞きに行かないといけないので、なんとなく行きづらいですが、オン

ライン授業であれば画面のリンクをクリックするだけなので、ハード

ルが低くて参加しやすいです。自分のやる気のある時にいろいろな活

動に参加できるという点では、オンラインはすごく良かったです。

コロナ禍でいかに学びのモチベーションを維持していたか？

四日市：先ほど、モチベーション

というキーワードが出てきまし

た。皆さん、コロナ禍が長く続く

中 で 、どの ように 学 び の モ チ

ベーションを維持されていまし

たか。

内山：正直、去年（2020年）の4

月頃は、オンデマンド授 業を溜

め込 んでしまうこともありまし

た。友だちと会わずに自宅で受

講していると、切磋琢磨できないし、他の人の学習の進捗状況が分か

四日市：オンライン授業について思っていること、感じていることを教

えてください。

大城：これまで、1時限の授業を

履修したくても、対面授 業だと

早く起きないといけないので、

負担だなと思ってしまうことが

ありました。1時限や5時限がオ

ンライン授業やオンデマンド授

業になると、だいぶ履修しやす

いと感じます。また、オンライン

授 業だと移動時間がないので、

15分 の 休 み 時 間に課 題に取り

組むなど、時間を有効に使えま

す。そこが良かったです。

岩崎：オンライン授業全体の感想としては、緩急がつけにくいのかな

と思います。100分もオンラインで聞く時間が続くと、どうしてもだれ

てしまうところが出てくるように思います。いいなと思った授業スタイ

ルは、冒頭に先生から説明があって、個人の学習タイムをはさんで、

最後に自分の考えなどを共有する時間がある構成でした。そのスタイ

ルが一番、自分としては集中力も続いたし、ただ聞いているだけって

いう時間が短かったので、良かったです。

四日市：個人の学習タイムでは、具体的にどのようなことに取り組まれ

ましたか。

りません。ただ、LINEやZoomなどを使って、友だちとビデオ通話を

始めたことで、一緒に頑張ろうと思えるようになりました。オンライ

ンって、人が周りにいないので、ついだらけちゃったり、お菓子を食べ

ながら授業を受けちゃったりします。けれども、友人が隣で一生懸命

授業を受けている様子が目に入ると「自分もしっかりやらないと」と

いう気になります。ビデオ通話でお互いの姿を見えるようにして勉強

するのはありかなと思います。

三瓶：1年生 だった去年 の 春 学

期は、全部オンライン授 業だっ

たので、全く友だちができなく

て、授 業時間外でも勉強にすご

く取り組みました 。オンライン

だと、周りの状 況が全く分かり

ません。自分はここを全然理 解

できなかったけれど、他の人は

どうなんだろう、もしかしたら割

とすんなり理 解しているかもし

れないって想像した時に、きち

んと全部を理解しないと駄目だなと思うこともありました。対面授業

だと「ここが分からない」っていう声がみんなから聞こえてきます。み

んなが分からないのであれば自分もいいかなと思ってしまいます。だ

から、自主学習をする時間は1年生の時の方が多かったと思います。

内山：頼れる人がいないからこそちゃんとやろう、というような。

三瓶：不安だから勉強しないと、というような思いはありました。

岩崎：私の場合、コロナ禍が始まった頃は本当にモチベーションが低

かったです。異文化コミュニケーション学部では、通常だと2年生で留

学に行くことになるのですが、コロナ禍で自分が思い描いていた計画

が本当に丸潰れになってしまいました。留学に行けるのか行けないの

か、行けないならこちら（日本）で単位を取らないといけないし、行け

るならその分、他のことができる。留学に向き合う時間が、一番モチ

ベーションもメンタルも不安定で、授業も身に入らなくて、友だちも

メンタルブレイクしているから相談する人があまりいませんでした。

四日市：そういう時に、友だち以外に頼れる人は大学にいましたか。

岩崎：本当に辛かった時に、アカデミックアドバイザーの先生との面

談がありました。その先生がこの状況を一般化してくださったことが

良かったかなと思います。「留学に行けなくなってしまったのはあなた

だけではないし、ここで道が閉ざされた訳でもない」と。その言葉を

聞いて、メンタルが浮上しました。

四日市：1年生の大城さんはいかがですか。

大城：案外のびのびと過ごしていました。入学前に、大学に通っている

友だちから、「オンライン授業の場合、1時限に授業があったとしても

5分前に起きて受けられるから楽ではあるよ」という話を聞いていま

した。授業の形態について覚悟はしていました。

四日市：なるほど。たしかに通学が楽という話は聞くことがあります。

ただ、話す相手がいないということで、むしろ大学に行きたいという

意見の方が多くなってきたようにも思います。この点はいかがですか。

大城：私の周りだと、「え、対面に戻るの」という意見の方が多かった

ように思います。私たち（1年生）の代は、春学期の最初の3、4週間く

らいが対面授業で、その後、オンライン授業となって、また対面授業

に戻りました。対面に戻って「（また）1時限から早起きしないといけな

いの」というような人が多かったかもしれないです。

岩崎：私の周りは、対面授業になると喜ぶ人が多かったと思います。1

年生の時には完全に対面授業だったので、そこでできた友だち（クラ

スメート）に会えるというのは、本当にうれしかったです。オンライン

だと、親友には会うけれど、それ以外のクラスメートには会えなかっ

たので。

コロナ禍でいかに人とつながっていたか？

四日市：コロナ禍においては、学生の居場所や人とのつながりの希薄

化の問題などもしばしば指摘されていました。皆さんは、どのように

人とつながっていましたか。

大城：私たち（1年生）の場合、春学期の最初の頃は大学に行くことが

できた時期があったので、今の2年生よりも友だちは作りやすかった

と思います。オンラインだとなかなか連絡先を交換しようとはなりま

せん。でも、対面が最初にあった時に、みんな、ある程度は友だちを

つくっていて、サークルや部活動をやっている人はそこで人間関係が

できていたように思います。

四日市：そうですね。たしかに、今の2年生が1年生だった2020年は最

初からオンラインでした。三瓶さんはその学年ですが、いかがですか。

三瓶：理学部特有の話かもしれませんが、オンラインだったので、ずっ

と実験ができませんでした。それでは良くないということで、1年生の

夏休みに、先生が実験の補講のような機会を設けてくれました。それ

に参加して友だちができました。

四日市：実際に会ったのが大きかったわけですね。やはりそういう関

係は心の支えになりますか。

三瓶：それはあります。やはり、

みんなどのくらい理 解している

かというのは、常日頃から疑問

に思っていました。それに、友だ

ちが い ると「 この 課 題 、どう思

う？」という相談もできます。一

人の時よりストレスは減ったか

なと思います。

岩崎：私の場 合、学 部が少人 数

なので、コロナ以前はみんな友

だちでした。みんなで一緒に授業を受けてプレゼンテーションをする

ようなこともありました。だから、みんな友だちでみんなお互いに知っ

ているというような、心地いい感じでした。でも、コロナになってから

は、周りの友だちも大事だったのですが、あまり会えなくなったし、本

当に仲の良い友だちだけが残りました。

大城：すごく仲の良い友だちだとLINEで「ご飯に行こうよ」とか誘えま

すよね。対面の場合、その場の流れで「お昼、空きコマだから一緒に

食べよう」とかできるのですが、オンラインだとそのような機会がな

いので友だちは減るというか、難しいと思います。

四日市：人とつながるために何か工夫をしていたことはありますか。

内山：演習系の授 業を履修することが一番の工夫であったと思いま

す。対面の時は、どの授業を取っ

ても人と会えるから 、あまり意

識していませんでした 。4 年 で

GLP（グローバル・リーダーシッ

プ・プログラム）の授業を初めて

履 修したのですが 、そもそも 、

これまでGLPの授業があるとい

うことも知りませんでした。RSL

（立教サービスラーニング）の取

り組みも知りませんでした 。け

れど 、人と関 わりたい 、人と関

われる授業はないかという思いからいろいろと調べて、こんなの立教

でやっていたのだと知りました。これだったら誰かと関われるかもと

思って、どんどん履修していきました。学部のゼミも3年生だった去年

は1つしか入っていなかったのですが、4年生の今年は2つ入ってみまし

た。その方がきっと、話す機会とか、人と関わるチャンスが増えると

思ったからです。オンラインになっていなかったら、ここまで演習系

の授業を履修しないまま卒業していたような気もします。

四日市：演習系の科目が、人とつながる機会になっていたわけですね。

内山：ただ、そういった授業の中で、カメラをオンにしていない学生が

いると、話しづらかったです。先生の側も、多分、授業をしていて、学

生の様子が分からないと、本当に分かっているのかなとか、聞いてく

れているのかなと不安になっていらっしゃるのかなと思います。「議論

してください」って言われても、カメラがオフのまま、ただイニシャル

だけが表示されている画面の相手に向かって、「どう思いますか」と

言っても、相手がどう反応しているか分からないから怖いし、聞いてく

れているかも分かりません。だから、カメラはオンにすることを基本

としますと言ってくださる先生は、すごくありがたかったです。

三瓶：たしかにそれはありますね。ブレイクアウトルームに分けられて

「グループで話してください」といった指示を受けた時に、やっぱり、

履修者が多い講義だと、カメラをオンにしない人がいますよね。その

時は少し嫌だと感じました。

四日市：相手の顔が見えることが、直接のコミュニケーションのしやす

さにつながるのですね。

コロナ禍の経験を今後にいかに活かすか？

四日市：最後に、コロナ禍の経験を今後にいかに活かしていけそうか

についての思いを聞かせてください。

大城：私は、コロナ禍で、オンライン授 業が多くなったことで、別の

キャンパスの授業を受けられるようになったり、1時限からの授業を

取りやすくなったり、できることも沢山増えたと思います。それを踏ま

えて、オンラインをもっと日常の中に取り入れていきたいと考えます。

内山：今回のコロナ禍で、情報通信技術というか、インターネットや

PCの使い方を自然と身につけることができました。私は教員志望な

ので、将来、教員としても、Googleドキュメント、Googleスライド、

Google Jamboardなどの技術を使っていけるかなと思います。それ

から、Googleフォームも、すごく活用できるなと思いました。今まで

は授 業 評 価アンケートはあっても授 業の感 想は気 軽に伝えられな

かったように思います。先生の側から、「今の授業の理解度はどれく

らいですか」といった点について、Googleフォームで聞いてくれると、

すごくありがたかったです。私もずっと使っていきたいと思います。

三瓶：私も、オンライン授業を通じて、PCの使い方が分かるようにな

りました。

岩崎：2点あります。1点目はファイルの整理がすごくしやすくなったと

いう点です。これまでは、資料を紙で配ってくださる先生もいますが、

それをなくしてしまったり、1つのファイルにまとめて入れてしまったり

することがありました。それがPCだと、最初に授 業名でフォルダを

作って、そこに資料を入れていけば良いので、すごく分かりやすくなり

ました。電子媒体でメモを取るのも私としては良かった点です。2点目

として、今、私は教育実習を履修していて、将来の1つの道として、日

本語の先生になることを考えています。先生の立場や、まとめる立場

を、オンラインの授業で経験しました。オンラインの中で人をまとめ

ることはすごく大変で、先生の気持ちが本当に分かりました。この経

験は、将来、先生という立場でなくとも、何かをまとめる人や管理する

人になった場合、活きてくるように思います。

四日市：皆さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。

一同：ありがとうございました。

座談会まとめ：助教 江幡 知佳
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人工知能科学研究科 教授

内山 泰伸（うちやまやすのぶ）

　人工知能科学研究科は、2020 年に開設された国内で唯一の人工知能 (AI) に特

化した大学院である。AI テクノロジーとリベラル・アーツの交差点でイノベーションを発

火させることで社会変革をリードできる人材の育成を掲げて、文理共創の教育研究を

展開している。研究科開設に世界がコロナ禍に見舞われたタイミングが重なり、難しい

舵取りを強いられる船出ではあったが、多くの方々に支えられて、どうにか第１期生が

修了する節目を迎えることができた。新しい時代を切り拓こうとする気概を持った AI 人

材を多数、世に送り出せることに、ある程度は時代の要請に応えられたのではと、い

くらか安堵している。

　今、多くの企業が、デジタル技術で業務プロセスひいてはビジネス全体を革新させ

る「デジタル・トランスフォーメーション (DX)」に取り組んでいる。世界で競争する企

業では、デジタル後進国とも言わざるを得ない日本の現状に対する危機意識は相当に

高いものがある。本来、大学教育での対応が望まれるが、それを待てないということ

で自前での DX 人材育成に着手する企業もあれば、途方にくれている企業も多いよう

だ。世界的な潮流として持続可能な社会への変革が急速に推進されるなか、企業も

脱炭素社会の実現といった社会課題に取り組む「サステナビリティ・トランスフォーメーショ

ン (SX)」を DX と並行して進める必要にも迫られている。時代を先導できる高度人材

の育成が急務であり、大学の果たすべき役割は非常に大きいと思う。

　途轍もないスピードで進化している情報・AI・デジタル分野における大学教育は、

文字通りのトランスフォーメーションが必要であるが、人工知能科学研究科はその実践

例を提示する使命があると、個人的な思いを持っている。しかし、独立研究科であり

小さい教員組織なので、オープンな組織運営によって多方面からの協力をえることが

不可欠だと考えている。教員、職員、大学院生がフラットに近い関係で、さらには大

学内外も問わず、ビジョンを共有するあらゆる方々が主体的に教育研究に参加できる

文化を創ることを目指している。非常に有効なアプローチであると実感していて、近い

将来、その成果をお見せできるのではないかと思っている。

　大学において最も大切にすべきは真理を探求する営みであり、時代の流れに左右

されずに、世代を超えて人類が育んだ知識を継承する役割の重要性は論をまたない。

変革すべきことと継承すべきこと、双方を追求することは簡単なことではないが、大学

に身をおくからには、やらねばならないことだろう。

トランスフォーメーションの時代 紫
談
義
縁

―コロナ禍の経験を今後にいかに活かすか？

左から四日市先生、大城さん、三瓶さん、内山さん、岩崎さん左から四日市先生、大城さん、三瓶さん、内山さん、岩崎さん

した（於Zoom）。計33名の皆様にご参加いただきました。

松下先生には、ミックス型授業の実際の様子をご紹介いただきま

した。立教大学池袋キャンパスの教室において、いかにPPTスライ

ド、OHC、および黒板の映像等を切り替えながら授業の様子を配信

するのか、また、DVD等の投影をインターネットの配信ではどのよ

うに行うのか、具体的な機器や操作卓の使い方、留意点などについ

て細かくデモンストレーションしていただきました。

荻村先生には、オンライン授業やミック

ス型授業を実施する過程で感じたそれぞ

れの授業形態の長所や課題、可能性につ

いてご講演いただきました。さらに、荻村先

生が実際に授業内で取られたアンケートの

結果などを用いて、オンライン授業やミッ

クス型授業、対面授業に対する学生の意識

や考えについてご解説いただきました。

両先生とも、ミックス型授業における事前準備や機器操作の習得

について、メディアセンターと連携することの重要性を指摘されて

いました。また、参 加 者アンケートからは、「他 の 教員がどのように

工夫して授業を行なっているのか、どのようなお考えでいるのかを

知ることができ、今後の参考になった」「操作卓型の教室では、かなり

の機能に対応していることがわかった」といったお声を頂きました。

ご登壇、ご参加いただきました皆様に心より御礼申し上げます。

助教　扇原 貴志

開催報告

「コロナ禍の授業実践をどう活かすか―ミックス型授業実践者の経験から―」

秋学期FD講演会

［ 2021年12月15日 ］

お知らせ〈本学教職員向け〉

2020年度春学期以降、大学教育における新型コロナウイルス感

染症の影響は依然として続いているものの、ワクチンの普及や感染

対策の強化等により、対面授業の機会も増えつつあります。今後は、

これまでのコロナ禍におけるオンラインを活用した授業実践経験を

活かしつつ、教育や授業のあり方を検討していく必要があります。

コロナ禍では、その状況や場面に応じて、対面、オンライン、オン

デマンド、ハイブリッド、ミックス（ハイフレックス）など様々な授業

形態が採られてきました。なかでも、ミックス型授業（対面授業とし

て履修する学生とオンライン授業として履修する学生が併存する形

態の授業）については、その実施の難しさがしばしば指摘されます。

その一方で、異なるキャンパスに通う学生の科目履修の促進、海

外大学や遠隔地との同期型授業の展開、様々な事情によりキャンパ

スで受講することができない学生への対応などの観点から、今後も

授業形態の一つとして意義をもつと考えられます。

そこで、これまでミックス型授業を実践してきた松下信之先生（理

学部教授）と荻村慎一郎先生（法学部兼任講師）をお招きし、ミック

ス型授業の実際や意義、課題や可能性についてご講演いただきま

次ページ 学生座談会「コロナ禍における学びとつながり」松下 信之先生の普段の授業の様子

荻村 慎一郎 先生

　  動画『コロナ禍の授業実践をどう活かすか―ミックス型授業実践者の経験から―』
上記FD講演会の動画を公開しました。
ページはこちら  ➡  https://spirit.rikkyo.ac.jp/cdshe/online_class/SitePages/information.aspx#anc07

 ● ミックス型授業における「配信準備サポーター制度」
ミックス型授業の実施において、オンライン配信に要する準備作業を支援するTA・SAの配置が難しい場合は、「配信準備サポーター制度」をご活用ください。
詳細はこちら  ➡  https://spirit.rikkyo.ac.jp/teaching-online/supporter/SitePages/index.aspx

学生の
声

「コロナ禍に観光学を学んで」

　新型コロナウイルス状況下で、私たちの学生生活は大きく変わった。多くの学生で賑わっていたキャンパスは閑散とし、皆で同じ空間を

共有し講義を受けるという機会も減った。世間では、人々に楽しみや安らぎを与えるはずの観光はいつしか「不要不急」とまで言われた。耐

え難い悔しさと、４年間の学びが一瞬にして壊されたような気がした。このような中で、私は観光を学び何になるのだろうか？と幾度も考え

た。自分が将来やりたいことを諦めようともしたが、諦めることができず必死に観光を学んだ。そこで気づいたことは、観光は決して「不要

不急」なものではなく、我々人間にとって「必要不急」なものであるということだ。なぜなら、観光は我々に楽しみを与えるだけでなく、新たな

出会いやその土地への愛着をも生み出すからだ。観光は生活を豊かにし、新たな知見を与えてくれる重要な役割を担っているのである。こ

の春から私は観光業界で働く。もちろん先が見えない状況での就職に不安はある。しかし、この4年間の経験や学びを活かし、観光業界の

再興やさらなる発展のため、自分のできることを全うしたい。残りの学生生活もわずかだが、存分に謳歌し、悔いのないよう過ごしたい。

新座キャンパスから、観光学部観光学科の学生より、
コロナ禍における学びに関するエッセイを寄稿してもらいました。

観光学部観光学科4年　遠藤 健斗
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　今号では、「コロナ禍における学びとつながり」をテーマに学生座

談会を実施しました。2021年11月頃にはCOVID-19の流行が落ち着

いていたことから、対面実施が叶いました。私自身、座談会の場に立

ち会い、真摯に大学での学びについて考え、語る学生の姿を目の当た

りにし、学生の声に耳を傾けることの意義や可能性を実感しました。

MOVEを手に取ってくださった方も、きっと、彼／彼女らの声から何ら

かの気づきを得られたのではないでしょうか。 （江幡）

編

集

後

記

「MOVE 第27号」
立教 大学 大学教育開発・支援センター TL部会 ニューズレター
2022年3月11日発行
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岩崎：先生から提示されたものを読むとか、自分の考えをまとめると

か 、自 分 の 身 の周りの 例 を探してみ るといったことに 、いった ん

Zoomを切って一人で取り組みました。

四日市：なるほど。三瓶さんはどうですか。

三瓶：オンライン授業だといろいろな誘惑があって、集中力が切れや

すいと思います。ただ、集中すると、意外とオンライン授業の方が理

解しやすいと思うことがあります。例えば、先生に質問しやすかった

です。対面授業だと「何か質問ありますか」と先生が言った時、自分だ

け手を挙げて質問するというのはすごくやりにくいです。オンライン

授業だと、顔を見せずにマイクをオンにするだけで質問できるので、

質問をしやすくて、それによって理解が深まる利点がありました。

大城：私も、対面で手を挙げるよりも、Zoomのチャット機能を使う方

が質問しやすいと思います。

四日市：教員の間でも話題になっていたのですが、対面よりもオンラ

インの方が、質問が活発にくるんですよ。そういう意味では、学問を深

めることができるという点で、オンラインは良かったかもしれませんね。

三瓶：1年生の初めの頃に進度が速くて全然理解できなかった授業が

あったのですが、先生がオンライン授業の後に録画したものを配付し

てくれて、すごく理解が進みました。

内山：私もオンデマンドの録画された授業は、何度でも視聴して復習

できる点がすごく良かったと思います。対面授業だと、1回しか聞け

ないので聞き逃してしまったり、自分で考えている間に置いていかれ

てしまったりすることがあります。オンデマンド授業だと、いったん

動画を止めて講義内容を自分の経験などに照らして咀嚼する時間を

とり、自分なりに落とし込んだ上で先に進んでいけるという点がすご

く良いなと思っていました。反対に、話すのがとてもゆっくりな先生も

いらっしゃいます。そうすると、対面だと眠くなってしまう時もあった

のですが、自分で再生速度を1.5倍速とか2倍速に変えて、自分のペー

スに合わせて授業を受けられる点も良かったです。

大城：たしかに、オンデマンド授業は、意欲的な学生にとっては良い

と思うのですが、モチベーションに差が出るかなと思います。「どうせ

録画してくれているし、この授業は出席の確認もないから後から観れ

ばいいや」と思って溜めてしまう人もいるのではないでしょうか。

四日市：演習系の授業について、何か思いつくことはありますか。

内山：私が所属しているゼミではGoogleドキュメントを活用していま

す。Googleドキュメントに、グループごとに話し合った内容をリアル

タイムで書き込んでいきます。そうすると、話し合いの内容を詳細に

クラス全体で共有できます。普段だったら、自分のグループで話した

ことしかよく分からなくて、全体で共有された内容については、かい

つまんで分かりますが、実際にどうしてそういう話になったのかとい

うところまでは把握できません。でも、Googleドキュメントに書き込

まれていると、他のグループでの議論の進捗の詳細まで理解できま

す 。そ ういう工 夫 は すごく良 か った と 思 いま す 。他 の 授 業 で も

Googleスライドを使ってみんなで作業をしたり、Google Jamboard

を使って付 箋 形式で話した内容を貼っていったり。対面授 業しかな

かった時には、そこまでインターネットを 使った学習が進 んでいな

かったので、コロナ禍特有というか、そのおかげで生まれてきた文化

もあるのかなと思いました。

岩崎：授業の話題とは少し離れてしまうかもしれませんが、先生が授

業の最後に「こういうボランティアや留学生サポートの機会があるよ」

と紹介してくださることがありました。対面授業の場合、先生に直接

聞きに行かないといけないので、なんとなく行きづらいですが、オン

ライン授業であれば画面のリンクをクリックするだけなので、ハード

ルが低くて参加しやすいです。自分のやる気のある時にいろいろな活

動に参加できるという点では、オンラインはすごく良かったです。

コロナ禍でいかに学びのモチベーションを維持していたか？

四日市：先ほど、モチベーション

というキーワードが出てきまし

た。皆さん、コロナ禍が長く続く

中 で 、どの ように 学 び の モ チ

ベーションを維持されていまし

たか。

内山：正直、去年（2020年）の4

月頃は、オンデマンド授 業を溜

め込 んでしまうこともありまし

た。友だちと会わずに自宅で受

講していると、切磋琢磨できないし、他の人の学習の進捗状況が分か

四日市：オンライン授業について思っていること、感じていることを教

えてください。

大城：これまで、1時限の授業を

履修したくても、対面授 業だと

早く起きないといけないので、

負担だなと思ってしまうことが

ありました。1時限や5時限がオ

ンライン授業やオンデマンド授

業になると、だいぶ履修しやす

いと感じます。また、オンライン

授 業だと移動時間がないので、

15分 の 休 み 時 間に課 題に取り

組むなど、時間を有効に使えま

す。そこが良かったです。

岩崎：オンライン授業全体の感想としては、緩急がつけにくいのかな

と思います。100分もオンラインで聞く時間が続くと、どうしてもだれ

てしまうところが出てくるように思います。いいなと思った授業スタイ

ルは、冒頭に先生から説明があって、個人の学習タイムをはさんで、

最後に自分の考えなどを共有する時間がある構成でした。そのスタイ

ルが一番、自分としては集中力も続いたし、ただ聞いているだけって

いう時間が短かったので、良かったです。

四日市：個人の学習タイムでは、具体的にどのようなことに取り組まれ

ましたか。

りません。ただ、LINEやZoomなどを使って、友だちとビデオ通話を

始めたことで、一緒に頑張ろうと思えるようになりました。オンライ

ンって、人が周りにいないので、ついだらけちゃったり、お菓子を食べ

ながら授業を受けちゃったりします。けれども、友人が隣で一生懸命

授業を受けている様子が目に入ると「自分もしっかりやらないと」と

いう気になります。ビデオ通話でお互いの姿を見えるようにして勉強

するのはありかなと思います。

三瓶：1年生 だった去年 の 春 学

期は、全部オンライン授 業だっ

たので、全く友だちができなく

て、授 業時間外でも勉強にすご

く取り組みました 。オンライン

だと、周りの状 況が全く分かり

ません。自分はここを全然理 解

できなかったけれど、他の人は

どうなんだろう、もしかしたら割

とすんなり理 解しているかもし

れないって想像した時に、きち

んと全部を理解しないと駄目だなと思うこともありました。対面授業

だと「ここが分からない」っていう声がみんなから聞こえてきます。み

んなが分からないのであれば自分もいいかなと思ってしまいます。だ

から、自主学習をする時間は1年生の時の方が多かったと思います。

内山：頼れる人がいないからこそちゃんとやろう、というような。

三瓶：不安だから勉強しないと、というような思いはありました。

岩崎：私の場合、コロナ禍が始まった頃は本当にモチベーションが低

かったです。異文化コミュニケーション学部では、通常だと2年生で留

学に行くことになるのですが、コロナ禍で自分が思い描いていた計画

が本当に丸潰れになってしまいました。留学に行けるのか行けないの

か、行けないならこちら（日本）で単位を取らないといけないし、行け

るならその分、他のことができる。留学に向き合う時間が、一番モチ

ベーションもメンタルも不安定で、授業も身に入らなくて、友だちも

メンタルブレイクしているから相談する人があまりいませんでした。

四日市：そういう時に、友だち以外に頼れる人は大学にいましたか。

岩崎：本当に辛かった時に、アカデミックアドバイザーの先生との面

談がありました。その先生がこの状況を一般化してくださったことが

良かったかなと思います。「留学に行けなくなってしまったのはあなた

だけではないし、ここで道が閉ざされた訳でもない」と。その言葉を

聞いて、メンタルが浮上しました。

四日市：1年生の大城さんはいかがですか。

大城：案外のびのびと過ごしていました。入学前に、大学に通っている

友だちから、「オンライン授業の場合、1時限に授業があったとしても

5分前に起きて受けられるから楽ではあるよ」という話を聞いていま

した。授業の形態について覚悟はしていました。

四日市：なるほど。たしかに通学が楽という話は聞くことがあります。

ただ、話す相手がいないということで、むしろ大学に行きたいという

意見の方が多くなってきたようにも思います。この点はいかがですか。

大城：私の周りだと、「え、対面に戻るの」という意見の方が多かった

ように思います。私たち（1年生）の代は、春学期の最初の3、4週間く

らいが対面授業で、その後、オンライン授業となって、また対面授業

に戻りました。対面に戻って「（また）1時限から早起きしないといけな

いの」というような人が多かったかもしれないです。

岩崎：私の周りは、対面授業になると喜ぶ人が多かったと思います。1

年生の時には完全に対面授業だったので、そこでできた友だち（クラ

スメート）に会えるというのは、本当にうれしかったです。オンライン

だと、親友には会うけれど、それ以外のクラスメートには会えなかっ

たので。

コロナ禍でいかに人とつながっていたか？

四日市：コロナ禍においては、学生の居場所や人とのつながりの希薄

化の問題などもしばしば指摘されていました。皆さんは、どのように

人とつながっていましたか。

大城：私たち（1年生）の場合、春学期の最初の頃は大学に行くことが

できた時期があったので、今の2年生よりも友だちは作りやすかった

と思います。オンラインだとなかなか連絡先を交換しようとはなりま

せん。でも、対面が最初にあった時に、みんな、ある程度は友だちを

つくっていて、サークルや部活動をやっている人はそこで人間関係が

できていたように思います。

四日市：そうですね。たしかに、今の2年生が1年生だった2020年は最

初からオンラインでした。三瓶さんはその学年ですが、いかがですか。

三瓶：理学部特有の話かもしれませんが、オンラインだったので、ずっ

と実験ができませんでした。それでは良くないということで、1年生の

夏休みに、先生が実験の補講のような機会を設けてくれました。それ

に参加して友だちができました。

四日市：実際に会ったのが大きかったわけですね。やはりそういう関

係は心の支えになりますか。

三瓶：それはあります。やはり、

みんなどのくらい理 解している

かというのは、常日頃から疑問

に思っていました。それに、友だ

ちが い ると「 この 課 題 、どう思

う？」という相談もできます。一

人の時よりストレスは減ったか

なと思います。

岩崎：私の場 合、学 部が少人 数

なので、コロナ以前はみんな友

だちでした。みんなで一緒に授業を受けてプレゼンテーションをする

ようなこともありました。だから、みんな友だちでみんなお互いに知っ

ているというような、心地いい感じでした。でも、コロナになってから

は、周りの友だちも大事だったのですが、あまり会えなくなったし、本

当に仲の良い友だちだけが残りました。

大城：すごく仲の良い友だちだとLINEで「ご飯に行こうよ」とか誘えま

すよね。対面の場合、その場の流れで「お昼、空きコマだから一緒に

食べよう」とかできるのですが、オンラインだとそのような機会がな

いので友だちは減るというか、難しいと思います。

四日市：人とつながるために何か工夫をしていたことはありますか。

内山：演習系の授 業を履修することが一番の工夫であったと思いま

す。対面の時は、どの授業を取っ

ても人と会えるから 、あまり意

識していませんでした 。4 年 で

GLP（グローバル・リーダーシッ

プ・プログラム）の授業を初めて

履 修したのですが 、そもそも 、

これまでGLPの授業があるとい

うことも知りませんでした。RSL

（立教サービスラーニング）の取

り組みも知りませんでした 。け

れど 、人と関 わりたい 、人と関

われる授業はないかという思いからいろいろと調べて、こんなの立教

でやっていたのだと知りました。これだったら誰かと関われるかもと

思って、どんどん履修していきました。学部のゼミも3年生だった去年

は1つしか入っていなかったのですが、4年生の今年は2つ入ってみまし

た。その方がきっと、話す機会とか、人と関わるチャンスが増えると

思ったからです。オンラインになっていなかったら、ここまで演習系

の授業を履修しないまま卒業していたような気もします。

四日市：演習系の科目が、人とつながる機会になっていたわけですね。

内山：ただ、そういった授業の中で、カメラをオンにしていない学生が

いると、話しづらかったです。先生の側も、多分、授業をしていて、学

生の様子が分からないと、本当に分かっているのかなとか、聞いてく

れているのかなと不安になっていらっしゃるのかなと思います。「議論

してください」って言われても、カメラがオフのまま、ただイニシャル

だけが表示されている画面の相手に向かって、「どう思いますか」と

言っても、相手がどう反応しているか分からないから怖いし、聞いてく

れているかも分かりません。だから、カメラはオンにすることを基本

としますと言ってくださる先生は、すごくありがたかったです。

三瓶：たしかにそれはありますね。ブレイクアウトルームに分けられて

「グループで話してください」といった指示を受けた時に、やっぱり、

履修者が多い講義だと、カメラをオンにしない人がいますよね。その

時は少し嫌だと感じました。

四日市：相手の顔が見えることが、直接のコミュニケーションのしやす

さにつながるのですね。

コロナ禍の経験を今後にいかに活かすか？

四日市：最後に、コロナ禍の経験を今後にいかに活かしていけそうか

についての思いを聞かせてください。

大城：私は、コロナ禍で、オンライン授 業が多くなったことで、別の

キャンパスの授業を受けられるようになったり、1時限からの授業を

取りやすくなったり、できることも沢山増えたと思います。それを踏ま

えて、オンラインをもっと日常の中に取り入れていきたいと考えます。

内山：今回のコロナ禍で、情報通信技術というか、インターネットや

PCの使い方を自然と身につけることができました。私は教員志望な

ので、将来、教員としても、Googleドキュメント、Googleスライド、

Google Jamboardなどの技術を使っていけるかなと思います。それ

から、Googleフォームも、すごく活用できるなと思いました。今まで

は授 業 評 価アンケートはあっても授 業の感 想は気 軽に伝えられな

かったように思います。先生の側から、「今の授業の理解度はどれく

らいですか」といった点について、Googleフォームで聞いてくれると、

すごくありがたかったです。私もずっと使っていきたいと思います。

三瓶：私も、オンライン授業を通じて、PCの使い方が分かるようにな

りました。

岩崎：2点あります。1点目はファイルの整理がすごくしやすくなったと

いう点です。これまでは、資料を紙で配ってくださる先生もいますが、

それをなくしてしまったり、1つのファイルにまとめて入れてしまったり

することがありました。それがPCだと、最初に授 業名でフォルダを

作って、そこに資料を入れていけば良いので、すごく分かりやすくなり

ました。電子媒体でメモを取るのも私としては良かった点です。2点目

として、今、私は教育実習を履修していて、将来の1つの道として、日

本語の先生になることを考えています。先生の立場や、まとめる立場

を、オンラインの授業で経験しました。オンラインの中で人をまとめ

ることはすごく大変で、先生の気持ちが本当に分かりました。この経

験は、将来、先生という立場でなくとも、何かをまとめる人や管理する

人になった場合、活きてくるように思います。

四日市：皆さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。

一同：ありがとうございました。

座談会まとめ：助教 江幡 知佳
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人工知能科学研究科 教授

内山 泰伸（うちやまやすのぶ）

　人工知能科学研究科は、2020 年に開設された国内で唯一の人工知能 (AI) に特

化した大学院である。AI テクノロジーとリベラル・アーツの交差点でイノベーションを発

火させることで社会変革をリードできる人材の育成を掲げて、文理共創の教育研究を

展開している。研究科開設に世界がコロナ禍に見舞われたタイミングが重なり、難しい

舵取りを強いられる船出ではあったが、多くの方々に支えられて、どうにか第１期生が

修了する節目を迎えることができた。新しい時代を切り拓こうとする気概を持った AI 人

材を多数、世に送り出せることに、ある程度は時代の要請に応えられたのではと、い

くらか安堵している。

　今、多くの企業が、デジタル技術で業務プロセスひいてはビジネス全体を革新させ

る「デジタル・トランスフォーメーション (DX)」に取り組んでいる。世界で競争する企

業では、デジタル後進国とも言わざるを得ない日本の現状に対する危機意識は相当に

高いものがある。本来、大学教育での対応が望まれるが、それを待てないということ

で自前での DX 人材育成に着手する企業もあれば、途方にくれている企業も多いよう

だ。世界的な潮流として持続可能な社会への変革が急速に推進されるなか、企業も

脱炭素社会の実現といった社会課題に取り組む「サステナビリティ・トランスフォーメーショ

ン (SX)」を DX と並行して進める必要にも迫られている。時代を先導できる高度人材

の育成が急務であり、大学の果たすべき役割は非常に大きいと思う。

　途轍もないスピードで進化している情報・AI・デジタル分野における大学教育は、

文字通りのトランスフォーメーションが必要であるが、人工知能科学研究科はその実践

例を提示する使命があると、個人的な思いを持っている。しかし、独立研究科であり

小さい教員組織なので、オープンな組織運営によって多方面からの協力をえることが

不可欠だと考えている。教員、職員、大学院生がフラットに近い関係で、さらには大

学内外も問わず、ビジョンを共有するあらゆる方々が主体的に教育研究に参加できる

文化を創ることを目指している。非常に有効なアプローチであると実感していて、近い

将来、その成果をお見せできるのではないかと思っている。

　大学において最も大切にすべきは真理を探求する営みであり、時代の流れに左右

されずに、世代を超えて人類が育んだ知識を継承する役割の重要性は論をまたない。

変革すべきことと継承すべきこと、双方を追求することは簡単なことではないが、大学

に身をおくからには、やらねばならないことだろう。

トランスフォーメーションの時代 紫
談
義
縁

―コロナ禍の経験を今後にいかに活かすか？

左から四日市先生、大城さん、三瓶さん、内山さん、岩崎さん左から四日市先生、大城さん、三瓶さん、内山さん、岩崎さん

した（於Zoom）。計33名の皆様にご参加いただきました。

松下先生には、ミックス型授業の実際の様子をご紹介いただきま

した。立教大学池袋キャンパスの教室において、いかにPPTスライ

ド、OHC、および黒板の映像等を切り替えながら授業の様子を配信

するのか、また、DVD等の投影をインターネットの配信ではどのよ

うに行うのか、具体的な機器や操作卓の使い方、留意点などについ

て細かくデモンストレーションしていただきました。

荻村先生には、オンライン授業やミック

ス型授業を実施する過程で感じたそれぞ

れの授業形態の長所や課題、可能性につ

いてご講演いただきました。さらに、荻村先

生が実際に授業内で取られたアンケートの

結果などを用いて、オンライン授業やミッ

クス型授業、対面授業に対する学生の意識

や考えについてご解説いただきました。

両先生とも、ミックス型授業における事前準備や機器操作の習得

について、メディアセンターと連携することの重要性を指摘されて

いました。また、参 加 者アンケートからは、「他 の 教員がどのように

工夫して授業を行なっているのか、どのようなお考えでいるのかを

知ることができ、今後の参考になった」「操作卓型の教室では、かなり

の機能に対応していることがわかった」といったお声を頂きました。

ご登壇、ご参加いただきました皆様に心より御礼申し上げます。

助教　扇原 貴志

開催報告

「コロナ禍の授業実践をどう活かすか―ミックス型授業実践者の経験から―」

秋学期FD講演会

［ 2021年12月15日 ］

お知らせ〈本学教職員向け〉

2020年度春学期以降、大学教育における新型コロナウイルス感

染症の影響は依然として続いているものの、ワクチンの普及や感染

対策の強化等により、対面授業の機会も増えつつあります。今後は、

これまでのコロナ禍におけるオンラインを活用した授業実践経験を

活かしつつ、教育や授業のあり方を検討していく必要があります。

コロナ禍では、その状況や場面に応じて、対面、オンライン、オン

デマンド、ハイブリッド、ミックス（ハイフレックス）など様々な授業

形態が採られてきました。なかでも、ミックス型授業（対面授業とし

て履修する学生とオンライン授業として履修する学生が併存する形

態の授業）については、その実施の難しさがしばしば指摘されます。

その一方で、異なるキャンパスに通う学生の科目履修の促進、海

外大学や遠隔地との同期型授業の展開、様々な事情によりキャンパ

スで受講することができない学生への対応などの観点から、今後も

授業形態の一つとして意義をもつと考えられます。

そこで、これまでミックス型授業を実践してきた松下信之先生（理

学部教授）と荻村慎一郎先生（法学部兼任講師）をお招きし、ミック

ス型授業の実際や意義、課題や可能性についてご講演いただきま

次ページ 学生座談会「コロナ禍における学びとつながり」松下 信之先生の普段の授業の様子

荻村 慎一郎 先生

　  動画『コロナ禍の授業実践をどう活かすか―ミックス型授業実践者の経験から―』
上記FD講演会の動画を公開しました。
ページはこちら  ➡  https://spirit.rikkyo.ac.jp/cdshe/online_class/SitePages/information.aspx#anc07

 ● ミックス型授業における「配信準備サポーター制度」
ミックス型授業の実施において、オンライン配信に要する準備作業を支援するTA・SAの配置が難しい場合は、「配信準備サポーター制度」をご活用ください。
詳細はこちら  ➡  https://spirit.rikkyo.ac.jp/teaching-online/supporter/SitePages/index.aspx

学生の
声

「コロナ禍に観光学を学んで」

　新型コロナウイルス状況下で、私たちの学生生活は大きく変わった。多くの学生で賑わっていたキャンパスは閑散とし、皆で同じ空間を

共有し講義を受けるという機会も減った。世間では、人々に楽しみや安らぎを与えるはずの観光はいつしか「不要不急」とまで言われた。耐

え難い悔しさと、４年間の学びが一瞬にして壊されたような気がした。このような中で、私は観光を学び何になるのだろうか？と幾度も考え

た。自分が将来やりたいことを諦めようともしたが、諦めることができず必死に観光を学んだ。そこで気づいたことは、観光は決して「不要

不急」なものではなく、我々人間にとって「必要不急」なものであるということだ。なぜなら、観光は我々に楽しみを与えるだけでなく、新たな

出会いやその土地への愛着をも生み出すからだ。観光は生活を豊かにし、新たな知見を与えてくれる重要な役割を担っているのである。こ

の春から私は観光業界で働く。もちろん先が見えない状況での就職に不安はある。しかし、この4年間の経験や学びを活かし、観光業界の

再興やさらなる発展のため、自分のできることを全うしたい。残りの学生生活もわずかだが、存分に謳歌し、悔いのないよう過ごしたい。

新座キャンパスから、観光学部観光学科の学生より、
コロナ禍における学びに関するエッセイを寄稿してもらいました。

観光学部観光学科4年　遠藤 健斗


