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《授業実践報告》 

グループワーク基盤型オンライン授業の意義と可能性 

――2020年授業「生涯学習概論」受講学生の声から―― 

 
渡邊 洋子（新潟大学） 

 
本稿は、2020 年度に実施した新潟大学全学科目「生涯学習概論」におけるグループワーク基盤型授

業のオンライン化が、受講学生にどのような経験として受け止められ、今後の非対面教育活動の展開

にいかなる示唆を与えるものだったかを、受講学生自身の声から解明しようとするものである。筆者

は 1998 年頃より「生涯学習概論」を担当してきたが、新型コロナ感染症の蔓延を受け、非対面での授

業実施を余儀なくされた。本稿は、手探りで取り組んだオンラインによるグループワーク基盤型授業

の概要、および受講学生のオンライン授業への振り返りの記述を手がかりに、その論点を整理したも

のである。 
キーワード：オンライン授業、グループワーク基盤型授業、生涯学習概論 

 
 

はじめに 

2020年4月、新型コロナ感染症の拡大の中で、大学

の通常授業は多大な影響を受け、対面授業の停止に加

え、何らかの形で非対面での対応を求められた。筆者

が勤務する新潟大学で担当する全学授業科目「生涯学

習概論」は従来、グループワーク基盤型の夏季集中講

義として行ってきたものであるが、新型コロナ対応の

全学方針を受け、非対面での実施を余儀なくされた。

講義科目とはいえ、演習的色彩の強いこの授業のオン

ライン化には迷いと戸惑いが大きく、当初はオンライ

ン講義（レクチャーのみ）に徹することを検討した。

だが、この科目の「人の学びを支援することを学ぶ」

という基本的性格を最重要視し、授業担当者として敢

えて、グループワークを主体とする同授業を、オンラ

イン（Zoom）により、例年通りの手法で実施すること

に決定した。 
本稿は、そのような事態を受けて手探りで取り組ん

だオンラインによるグループワーク基盤型授業の経緯

                                                        
 

1筆者の依頼文章は、次の通り。「皆さんの最終レポートから、『オンライ

ンでのグループワーク基盤型集中講義の可能性と課題』について、色々

と示唆を得ることがありました。今後のこのような授業実践研究に向け

て、重要な指摘などもありました。／なので、皆さんの許可があれば、

飽くまでも、だれが書いたか個人を特定しない形で、皆さんのレポート

の一部の記載を、授業実践研究に使わせていただければと思い、その許

可をお願いするものです。／使用目的は授業実践研究、それ以外の目的

には使用しません。また、授業に直接関わる記載内容以外には、皆さん

と概要を跡づけるとともに、そこでの経験を受講学生

がどのように振り返っているのか、その経験を通しこ

のような授業形態のどこをメリット・デメリットと捉

えているか、さらにそこからオンライン授業にどんな

意義と可能性を見出していたかを、学生自身による記

述の検討から明らかにしようとする。それらの記述を

教員の立場で見栄えよく簡潔にまとめるよりむしろ、

学生自身の生の声をできる限り多く示すことで、「オン

ライン」という規定要因が、グループワークを基盤と

する本授業をどのように変えた／変えなかったかを、

俯瞰的に捉えることとしたい。 
本稿の主な検討対象は、2020年「生涯学習概論」の

「最終レポート」（後述）のうち、オンライン授業の意

義と可能性に関わる部分の記述である。これについて

の個人を特定しない形での匿名使用の可否を、学術情

報システムのアンケート機能により全受講学生 62 人

に尋ねた1。本稿はそこで承諾を得られた49人2の記述

内容を手がかりとして考察するものである。 
以下、1では、集中講義「生涯学習概論」の経緯と概

の個人情報などは一切、使用することはありません。／今後の授業実践

研究には、このアンケートで承諾を得た人のレポートのみを、使用させ

てもらいます。ご理解・ご協力をよろしくお願いします。」なお回答期

間は14日間であった。 
2回答者は50人であり、このうち「説明文の条件を満たせば、レポート

の記載事項の一部を使用してよい」49人、「どんな条件でも、使用を認

めない」1人であった。 
 

創生ジャーナル Human & Society 第 4 巻 
 

- 17 - 
 

要、２ではグループ基盤型授業のオンライン化をめぐ

る担当者側の葛藤と実施方針、３では、受講学生自身

が受け止めたオンライン授業の意味と意義、そのメリ

ット、デメリット、これらを踏まえて考えるオンライ

ン授業をめぐる課題と展望などについて整理し、４で

は、本稿で得られた今後のオンライン授業への示唆と

展望を筆者なりにまとめてみたい。 

１. 集中講義「生涯学習概論」の概要 

「生涯学習概論」は、社会教育主事・博物館学芸員・

図書館司書の資格取得において必須科目と位置づけら

れる2単位の授業で、いわゆる「資格関連科目」であ

る。筆者は1998年頃より20年以上、新潟大学の「生

涯学習概論」を担当し3、集中講義としてグループワー

ク基盤型の授業を行ってきた。対象は全学部の学生で、

原則として 2 年生以上を対象とするが、1 年生につい

ては、登録条件を満たす者4に限り、受講を認める。 
シラバスにおける科目の「概要」「ねらい」および「学

修の到達目標」は、次のとおりである。 
【概要】 

現代社会において「生涯を通して学ぶ」ことが求められるのは

なぜか。 

現実社会では、人々はいかなる動機と目的において、どんな機

会や場所で、どのように学んでいる（あるいは学んでいない）の

か。そこには、いかなる意義や可能性、克服すべき課題が見出さ

れるのだろうか。また、そこで目指されるべき、より望ましい学

びとは何か。そして、そのような学びが実現するには、どのよう

な環境の醸成や教育的支援が求められるのだろうか。 

【ねらい】 

①現代社会で「人が学ぶ」とは何を意味するのか、だれが学ん

でいてだれが学んでいないのか、②「人の学びを支援する」とは

どんなことを指すのか、などの課題に理論的・実践的にアプロー

チする中で、「おとなの学び」（成人学習）の体験的理解と「学習

支援者」の基盤となる生涯学習観の構築を目指す。 

【学習の到達目標】 

１ 生涯学習の観点から「学習」と「教育」について説明できる。 

２ 生涯学習における成人期の学習課題と成人学習（者）の特徴

を、自らの経験や多様な事例と関わらせながら論じることがで

きる。 

                                                        
 

3 同大の「生涯学習概論」は長期にわたり教育学部の提供科目であった

が、2018年以降、人文学部で提供されている。筆者はこれを非常勤講

師として19年、専任教員として4年、担当している。 
4 シラバスには想定される対象者として「人の学び、および授業内容

（生涯学習や成人学習、社会教育など）に関心ある者」「社会教育主

３ 多様な生涯学習機会・活動の実際を調べ、各々における学び

のタイプとその課題、学習支援について、成人学習理論の諸原理

を踏まえながら議論・指摘できる。 

４ ３の各々の学びへの多様な支援方法が検討・指摘でき、対象

と場面に応じて適切かつ効果的な学習支援計画が立てられる。  

５ 学習支援者に必要なコミュニケーションや協働のスキルを

磨き、活動できる。 

 
これらに加え、「事前課題レポートを提出し、初日に

テキストを持参して出席する者について受講を認める」

「集中講義の全日程に参加することを必須条件とする」

との条件を課している。 
今日までの20年余りに及ぶ授業担当の中で、筆者が

構築してきた集中講義の授業モデルは、大枠として、

次のようなものである。 
 

事前課題→講義→グループ編成→グループワーク→全体プレ

ゼンテーション→グループの振り返り→総括および最終レポー

トの指示→終了（後日、最終レポートの提出） 

 

以下、このプロセスを跡づけながら、本授業を 2019
年度すなわち、「コロナ前」にどんな具体的展開で運営

してきたか、若干の補足説明を行う。 

1.1事前課題 

2020年の課題内容は従来とほぼ変更がないが、以下

のような形でシラバスに掲載している。事前課題レポ

ートは、第一に、授業内容に相当するテキスト（渡邊

洋子『生涯学習時代の成人教育学―学習者支援へのア

ドヴォカシー』、明石書店）の各章の要約・コメント、

第二に、①生涯学習・社会教育・文化施設など人が学

ぶ機会や場、ないし②身近な成人学習者へのインタビ

ュー、のいずれかについての調査レポート、の 2本で

ある。 
 

【事前課題レポート】次の①と②を両方とも提出すること 

① テキストのすべての章について、１章あたり A４用紙１～2

枚程度に要約し て各章にコメントを付けた要約レポート 

② ①の趣旨を踏まえた、以下の調査レポート（ⅠとⅡのいずれ

かを選択） 

事・図書館司書・博物館学芸員の資格取得のために履修の必要がある

者」「但し、単位を取るためだけの安易な受講は認められない」と記

載している。 
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してきたか、若干の補足説明を行う。 

1.1事前課題 

2020年の課題内容は従来とほぼ変更がないが、以下

のような形でシラバスに掲載している。事前課題レポ

ートは、第一に、授業内容に相当するテキスト（渡邊

洋子『生涯学習時代の成人教育学―学習者支援へのア

ドヴォカシー』、明石書店）の各章の要約・コメント、

第二に、①生涯学習・社会教育・文化施設など人が学

ぶ機会や場、ないし②身近な成人学習者へのインタビ

ュー、のいずれかについての調査レポート、の 2本で

ある。 
 

【事前課題レポート】次の①と②を両方とも提出すること 

① テキストのすべての章について、１章あたり A４用紙１～2

枚程度に要約し て各章にコメントを付けた要約レポート 

② ①の趣旨を踏まえた、以下の調査レポート（ⅠとⅡのいずれ

かを選択） 

事・図書館司書・博物館学芸員の資格取得のために履修の必要がある

者」「但し、単位を取るためだけの安易な受講は認められない」と記

載している。 
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Ⅰ あなたが関心のある生涯学習・社会教育施設、文化施設など

（公共／民間、大小や種類を問わない）について、ホームページ

やyoutube、パンフレット、他にウェブ上で調べられた情報など

を通して、学習事業や学習プログラム、そこを拠点とした学習活

動などを可能な範囲で調べ、「おとなが学ぶ」場や機会としての

特徴、課題、可能性について、A４用紙で2～3枚程度にまとめて

ください。 

Ⅱ あなた自身、あるいはあなたの周囲の人（電話やオンライン

などでインタビュー可能な人）が、これまでに学校以外で何かを

学んだ経験について文章化し、それがどのような学習経験であ

ったかを、学習ニーズ、学習動機、学習の阻害・促進要因、学習

プロセス、学習の形態や方法、学習の評価など、テキスト内の用

語を使い、A４用紙2～3枚程度でまとめてください。（但し、個

人情報は、課題への説明に最低限必要な範囲に留めること） 

 
レポート作成を通して、これらを事前に準備してく

ることにより、集中講義の中で、教師側が「教えなけ

ればならないこと」「情報提供せねばならないこと」「共

感を伝えなければならないこと」の多くを省くことが

でき、その分、学生は他者との学び合いに時間やエネ

ルギーを割くことが可能となる5。 

なお、以上の事前課題についての問い合わせは随時

受け付けている6。 

1.2 講義 

集中講義初日の午前中には、授業の趣旨と方針、考

え方についての 2時間程度の講義を行い、以下の 4点
を取り上げている。 
①「資格につながる授業」の位置づけ 

例年、「生涯学習概論」の受講者の大多数（ほぼ全員）

は、博物館学芸員資格の取得希望者であり、受講学生

の所属学部は多い順に、人文学部、理学部、教育学部、

学部生を中心に、数人の大学院生も含まれる。 
学生の中には、「学部で身につけたアカデミックな専

門性を博物館等の仕事に就いて活かしたい」との明確

な意図を抱く者がいる一方で、都会の大規模大学ほど

の割合ではないにせよ、一部に「せっかくだから資格

でも取っておこう」と動機が曖昧な学生も見られ、そ

れゆえもあり「（専攻科目とは異なり）資格の授業だか

ら」と軽視し、一部には「手を抜く」傾向なども指摘

                                                        
 

5 このような意味では、この事前課題も、いわゆる「反転学習」と類似

した趣旨や機能をもつものと言えるかもしれない。 
6 シラバスには「講義を聴いて試験・レポートを機械的にこなすだけで

単位の取れる授業ではないので、心して受講されたい」との注意を付

されてきた。 
これらを踏まえ、この講義では「資格の授業」の位

置づけと意義について、免許や資格の有無の社会的意

味、および「社会に送り出す側」の社会的責任につい

て、保育者や自動車学校などを事例として話すことに

している。「たかが資格の授業」ではなく、「人の学び

を支援・援助する専門家」としての社会的使命を自覚

し、「人の学びを支援・援助する」ための専門性を身に

つけてもらう授業としての位置づけを明確にしている。 
②「モノの専門性」と「学びを支援する専門性」 

現在、国立大学や国立社会教育研修所において資格

関連科目として開講される「生涯学習概論」は、博物

館学芸員資格（博物館法）と図書館司書資格（図書館

法）において、2 単位の必修科目となっている。これ

は、博物館が、公民館・図書館と並び、生涯学習施設

であることによる。 
実は、博物館はすでに 1949（昭和24）年施行の社

会教育法で社会教育施設と規定され、1955（昭和

30）年の社会教育審議会では学芸員資格取得において

「社会教育概論」が必須科目となった。必須とはいえ

1単位に留まったのは、啓蒙的なニュアンスへの博物

館関係者の抵抗感によるものともされる。1997（平成

４）年の博物館法施行規則の一部改正により、「社会

教育概論」は「生涯学習概論」に変更されたが、「教

育学概論」「博物館情報論」「博物館教育メディア

論」などの科目新設の一方で、「生涯学習概論」は 1
単位に留まった7。 
博物館は明らかに、生涯学習施設であるにもかかわ

らず、通常 2 単位で提供される「生涯学習概論」が 2
単位科目に変更されたのは、2012（平成24）年のこと

に過ぎない。それはなぜか。筆者は、ある段階（時期）

に至るまで、博物館学芸員が一義的に「モノに関わる

専門性」を期待されてきたからではないか、と捉えて

いる。日本の学芸員養成においては長い間、博物館に

自分から足を運ぶ来館者やリピーター、さらには研究

者の高度な知識・教養や鑑識眼に応え、高い評価を得

ることを唯一無の指標として、モノの収集・保存・展

示・研究などに携わることが最重要視されてきたので

はないか。筆者はこれを振り返りつつ、生涯学習では

「人の学びに関わる（学びを支援する）専門性」が求

記している。 
7「学芸員養成制度について」 文化庁文化審議会第1期博物館部会（第

3回）配布資料（資料１）、令和2年1月17日。92000001_01.pdf 
(bunka.go.jp)、2021年1月25日最終参照。 
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められるのだと強調する。 
とはいえ、「人の学びに関わる専門性」は、15コマの

一授業だけで到底身につくものではないことは言を待

たない。実践的応用力による習熟や継続的アップデー

トを不可欠とするような一過性の知識やスキルの獲得

は、実践現場では意味をなさない。他方、何かを「一

度はしっかりと深く考えた経験」は、時間が経っても

記憶をたどりつつきちんと振り返ることで、実践の基

盤を構成することが可能になると考えられる。それゆ

え、本授業は、「自分なりの生涯学習観」の構築、とい

う到達目標に向けて運営していくことを、受講学生と

確認・共有している。 
③「生涯学習的な考え方」に立つこと 

特に自然科学的見地からすれば、「生涯学習」の定義

は曖昧であり、「科学的でない」と批判・否定されがち

である。だが筆者は講義では敢えて、「生涯学習」は「領

域」ではなく「考え方」であると話している。その学

習テーマやトピック、知的対象から「最も遠くにいる

人」の立場に立ち、その人の視点からテーマやトピッ

ク、知的対象の実際や魅力やおもしろさを捉え直し、

どうしたら、その人にとって最も効果的で望ましい形

で、それらを共有できるかを、柔軟かつ多様性を軸に、

考えていくことである。実は、一般社会に生きる私た

ちの大多数は、先端の科学者や芸術家、専門家たちと

そこから「最も遠くにいる人」を両極とする、中間の

幅広い層に位置している。それゆえ、私たちが何気な

く口にする「すべての人」とは、この「最も遠くにい

る人」を含むことで初めて文字通りの「すべての人」

となる。一部の専門的知識と教養と意欲を持った人た

ちだけが専有する「知」に対して、どうしたら、「すべ

ての人」が享受できる多様な「知」を、学び手＝当事

者である学習者本人と協働しながら創り上げていける

かを、「生涯学習概論」では考えていくと伝えている。 
④「学習者主体の学び」とは 

授業の冒頭では毎年、「あなたは子どもですか？お

となですか？」という二者択一の質問を学生に投げか

けている。これまでの 20 年以上の経験でほぼすべて

の場合、学年構成・学部構成を問わず、8～9割前後の

学生が「私は子どもです」に挙手していた。いずれの

                                                        
 

8 なお、この「おしえる」をひらがな表記として区別するのは、成人教

育の学習支援・援助者の役割が、学校教育で教師の役割とされる「教

える」＝「知識を授ける」役割をはるかに超え、広範な学習支援・援

助を包括する、という差別化の認識による。渡邊洋子『生涯学習時代

の成人教育学―学習者支援へのアドヴォカシー』、明石書店、2014
（2002）年（第5刷）、32－24頁。 

答えにせよ「なぜそう答えたか」のテーマで議論する

ことは可能であるが、教員からの投げかけに留めてい

る。それがむしろ、授業期間中や授業後まで心に残る。

グループワークのトピックとして取り上げたグループ

もあり、またその後、自分自身で「成人（おとな）で

あること」について考え続けたと最終レポートに書い

た学生も少なからず、存在する。 

筆者はまた図１を掲げて、学校教育における教育的

関係と成人教育における教育的関係について発問する。

左側の学校教育では教師と生徒はどちらが主体か、と

いうものである。英文法の受動態と同様に、「教える―

教えられる」のタテ関係の中に入ると、好むと好まざ

るにかかわらず、教師が主体、学生が客体と陥りがち

であることに注意喚起する。その上でさらに、右側の

「学ぶ―おしえる」のヨコの関係において、主体はど

ちらかを問うていく。学生からは「学ぶ」側が主体と

の答えが出されるが、同時に「おしえる」8側もまた主

体であることに気づかせる。すなわち、成人教育とは、

「学ぶ」側＝当事者は、自らの最も望ましい学びに向

けて取り組む主体であり、「おしえる」側は、学びを支

援・援助する専門家として、学習者の最も望ましい学

びを実現しようと努力する主体である。この2つの主

体のコラボレーション（協働）によって、成人教育は

成立すると言える。そこで重要なのは「学習者主体の

学習」を実現することである9。 
以上の内容を踏まえ、この授業がグループワーク

基盤型の授業であることを学生に伝え、その趣旨を改

めて共有することとしている。 

1.3 グループの編成 

本授業のグループは、1 グループ 4 人を基準として

9 このように成人教育の観点に立つ学習者主体の初年次転換・導入教育

として、筆者は授業「自己主導型学習」実践を行い、その振り返りを

以下にまとめている。渡邊洋子・藤本眞一・柴原真知子・大滝純司

「医学生のための自己主導型学習―医学部入試と初年次教育を架橋す

るために」『奈良医学雑誌』（Journal of Nara MedicalAssociation）69（1-
3）、奈良医学会、2018年6月、27-42頁。 
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Ⅰ あなたが関心のある生涯学習・社会教育施設、文化施設など

（公共／民間、大小や種類を問わない）について、ホームページ

やyoutube、パンフレット、他にウェブ上で調べられた情報など

を通して、学習事業や学習プログラム、そこを拠点とした学習活

動などを可能な範囲で調べ、「おとなが学ぶ」場や機会としての

特徴、課題、可能性について、A４用紙で2～3枚程度にまとめて

ください。 

Ⅱ あなた自身、あるいはあなたの周囲の人（電話やオンライン

などでインタビュー可能な人）が、これまでに学校以外で何かを

学んだ経験について文章化し、それがどのような学習経験であ

ったかを、学習ニーズ、学習動機、学習の阻害・促進要因、学習

プロセス、学習の形態や方法、学習の評価など、テキスト内の用

語を使い、A４用紙2～3枚程度でまとめてください。（但し、個

人情報は、課題への説明に最低限必要な範囲に留めること） 

 
レポート作成を通して、これらを事前に準備してく

ることにより、集中講義の中で、教師側が「教えなけ

ればならないこと」「情報提供せねばならないこと」「共

感を伝えなければならないこと」の多くを省くことが

でき、その分、学生は他者との学び合いに時間やエネ

ルギーを割くことが可能となる5。 

なお、以上の事前課題についての問い合わせは随時

受け付けている6。 

1.2 講義 

集中講義初日の午前中には、授業の趣旨と方針、考

え方についての 2時間程度の講義を行い、以下の 4点
を取り上げている。 
①「資格につながる授業」の位置づけ 

例年、「生涯学習概論」の受講者の大多数（ほぼ全員）

は、博物館学芸員資格の取得希望者であり、受講学生

の所属学部は多い順に、人文学部、理学部、教育学部、

学部生を中心に、数人の大学院生も含まれる。 
学生の中には、「学部で身につけたアカデミックな専

門性を博物館等の仕事に就いて活かしたい」との明確

な意図を抱く者がいる一方で、都会の大規模大学ほど

の割合ではないにせよ、一部に「せっかくだから資格

でも取っておこう」と動機が曖昧な学生も見られ、そ

れゆえもあり「（専攻科目とは異なり）資格の授業だか

ら」と軽視し、一部には「手を抜く」傾向なども指摘

                                                        
 

5 このような意味では、この事前課題も、いわゆる「反転学習」と類似

した趣旨や機能をもつものと言えるかもしれない。 
6 シラバスには「講義を聴いて試験・レポートを機械的にこなすだけで

単位の取れる授業ではないので、心して受講されたい」との注意を付

されてきた。 
これらを踏まえ、この講義では「資格の授業」の位

置づけと意義について、免許や資格の有無の社会的意

味、および「社会に送り出す側」の社会的責任につい

て、保育者や自動車学校などを事例として話すことに

している。「たかが資格の授業」ではなく、「人の学び

を支援・援助する専門家」としての社会的使命を自覚

し、「人の学びを支援・援助する」ための専門性を身に

つけてもらう授業としての位置づけを明確にしている。 
②「モノの専門性」と「学びを支援する専門性」 

現在、国立大学や国立社会教育研修所において資格

関連科目として開講される「生涯学習概論」は、博物

館学芸員資格（博物館法）と図書館司書資格（図書館

法）において、2 単位の必修科目となっている。これ

は、博物館が、公民館・図書館と並び、生涯学習施設

であることによる。 
実は、博物館はすでに 1949（昭和24）年施行の社

会教育法で社会教育施設と規定され、1955（昭和

30）年の社会教育審議会では学芸員資格取得において

「社会教育概論」が必須科目となった。必須とはいえ

1単位に留まったのは、啓蒙的なニュアンスへの博物

館関係者の抵抗感によるものともされる。1997（平成

４）年の博物館法施行規則の一部改正により、「社会

教育概論」は「生涯学習概論」に変更されたが、「教

育学概論」「博物館情報論」「博物館教育メディア

論」などの科目新設の一方で、「生涯学習概論」は 1
単位に留まった7。 
博物館は明らかに、生涯学習施設であるにもかかわ

らず、通常 2 単位で提供される「生涯学習概論」が 2
単位科目に変更されたのは、2012（平成24）年のこと

に過ぎない。それはなぜか。筆者は、ある段階（時期）

に至るまで、博物館学芸員が一義的に「モノに関わる

専門性」を期待されてきたからではないか、と捉えて

いる。日本の学芸員養成においては長い間、博物館に

自分から足を運ぶ来館者やリピーター、さらには研究

者の高度な知識・教養や鑑識眼に応え、高い評価を得

ることを唯一無の指標として、モノの収集・保存・展

示・研究などに携わることが最重要視されてきたので

はないか。筆者はこれを振り返りつつ、生涯学習では

「人の学びに関わる（学びを支援する）専門性」が求

記している。 
7「学芸員養成制度について」 文化庁文化審議会第1期博物館部会（第

3回）配布資料（資料１）、令和2年1月17日。92000001_01.pdf 
(bunka.go.jp)、2021年1月25日最終参照。 
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められるのだと強調する。 
とはいえ、「人の学びに関わる専門性」は、15コマの

一授業だけで到底身につくものではないことは言を待

たない。実践的応用力による習熟や継続的アップデー

トを不可欠とするような一過性の知識やスキルの獲得

は、実践現場では意味をなさない。他方、何かを「一

度はしっかりと深く考えた経験」は、時間が経っても

記憶をたどりつつきちんと振り返ることで、実践の基

盤を構成することが可能になると考えられる。それゆ

え、本授業は、「自分なりの生涯学習観」の構築、とい

う到達目標に向けて運営していくことを、受講学生と

確認・共有している。 
③「生涯学習的な考え方」に立つこと 

特に自然科学的見地からすれば、「生涯学習」の定義

は曖昧であり、「科学的でない」と批判・否定されがち

である。だが筆者は講義では敢えて、「生涯学習」は「領

域」ではなく「考え方」であると話している。その学

習テーマやトピック、知的対象から「最も遠くにいる

人」の立場に立ち、その人の視点からテーマやトピッ

ク、知的対象の実際や魅力やおもしろさを捉え直し、

どうしたら、その人にとって最も効果的で望ましい形

で、それらを共有できるかを、柔軟かつ多様性を軸に、

考えていくことである。実は、一般社会に生きる私た

ちの大多数は、先端の科学者や芸術家、専門家たちと

そこから「最も遠くにいる人」を両極とする、中間の

幅広い層に位置している。それゆえ、私たちが何気な

く口にする「すべての人」とは、この「最も遠くにい

る人」を含むことで初めて文字通りの「すべての人」

となる。一部の専門的知識と教養と意欲を持った人た

ちだけが専有する「知」に対して、どうしたら、「すべ

ての人」が享受できる多様な「知」を、学び手＝当事

者である学習者本人と協働しながら創り上げていける

かを、「生涯学習概論」では考えていくと伝えている。 
④「学習者主体の学び」とは 

授業の冒頭では毎年、「あなたは子どもですか？お

となですか？」という二者択一の質問を学生に投げか

けている。これまでの 20 年以上の経験でほぼすべて

の場合、学年構成・学部構成を問わず、8～9割前後の

学生が「私は子どもです」に挙手していた。いずれの

                                                        
 

8 なお、この「おしえる」をひらがな表記として区別するのは、成人教

育の学習支援・援助者の役割が、学校教育で教師の役割とされる「教

える」＝「知識を授ける」役割をはるかに超え、広範な学習支援・援

助を包括する、という差別化の認識による。渡邊洋子『生涯学習時代

の成人教育学―学習者支援へのアドヴォカシー』、明石書店、2014
（2002）年（第5刷）、32－24頁。 

答えにせよ「なぜそう答えたか」のテーマで議論する

ことは可能であるが、教員からの投げかけに留めてい

る。それがむしろ、授業期間中や授業後まで心に残る。

グループワークのトピックとして取り上げたグループ

もあり、またその後、自分自身で「成人（おとな）で

あること」について考え続けたと最終レポートに書い

た学生も少なからず、存在する。 

筆者はまた図１を掲げて、学校教育における教育的

関係と成人教育における教育的関係について発問する。

左側の学校教育では教師と生徒はどちらが主体か、と

いうものである。英文法の受動態と同様に、「教える―

教えられる」のタテ関係の中に入ると、好むと好まざ

るにかかわらず、教師が主体、学生が客体と陥りがち

であることに注意喚起する。その上でさらに、右側の

「学ぶ―おしえる」のヨコの関係において、主体はど

ちらかを問うていく。学生からは「学ぶ」側が主体と

の答えが出されるが、同時に「おしえる」8側もまた主

体であることに気づかせる。すなわち、成人教育とは、

「学ぶ」側＝当事者は、自らの最も望ましい学びに向

けて取り組む主体であり、「おしえる」側は、学びを支

援・援助する専門家として、学習者の最も望ましい学

びを実現しようと努力する主体である。この2つの主

体のコラボレーション（協働）によって、成人教育は

成立すると言える。そこで重要なのは「学習者主体の

学習」を実現することである9。 
以上の内容を踏まえ、この授業がグループワーク

基盤型の授業であることを学生に伝え、その趣旨を改

めて共有することとしている。 

1.3 グループの編成 

本授業のグループは、1 グループ 4 人を基準として

9 このように成人教育の観点に立つ学習者主体の初年次転換・導入教育

として、筆者は授業「自己主導型学習」実践を行い、その振り返りを

以下にまとめている。渡邊洋子・藤本眞一・柴原真知子・大滝純司

「医学生のための自己主導型学習―医学部入試と初年次教育を架橋す

るために」『奈良医学雑誌』（Journal of Nara MedicalAssociation）69（1-
3）、奈良医学会、2018年6月、27-42頁。 

教える

↓

教えられる

学ぶ／おしえる
（学習援助）

学校教育における教師と生徒 成人教育における学習者と学習援助者

図１ 成人教育における教育的関係への組み換え（渡邊作成）

教師主導型学習 自己主導型学習

©2018watanabeyoko
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4、5人程度で編成している。学部・学年・ジェンダー

を考慮して事前にグループ分けした年もあるが、例え

ば、全員の通し名簿に上から１～５と番号を振り、6人
目をまた１として 5まで割り振る。この機械的なやり

方で、同じ番号の学生を同じチームとすれば、学部や

学年はかなりバラつきが生じてくる。ジェンダーの偏

りは一定程度、免れないが、それを危惧するあまり、

教員による事前のグループ分けや恣意的な調整を行う

こと自体が、受講学生との間の信頼感を損ねることも

あり得るので、むしろそちらを危惧する。ゆえに筆者

は、機械的グループ編成の結果、多少の性別バランス

を欠いても学生が納得できる限りは問題ないと考える。 

1.4 グループワークの展開 

グループワークに苦手意識をもつ学生は、少なくな

い。そこでグループ編成を発表した直後、できるだけ

早くグループメンバーと顔合わせを行うよう段取りす

る。アイスブレイクの自己・他己紹介等を行った後、

この数年来導入している「グループワーク ここが嫌

い！」というワークシートを配布する。「グループワ

ークのどこが嫌か」「グループワークでどんな状況に

陥ったとき、最も居心地が悪いか」などについて、ま

ずは一人ひとりがシートに記入し、終わったら、各々

が書いたことを発表し、意見交換する。さらに、「そ

ういう事態にならないようにするには、このグループ

にどんなルールがあったらよいと思うか」を話し合い、

各グループの「ルール」と「役割分担」を決める。自

分の弱みや苦手なことを開示しあうことで、まずはメ

ンバーとのコミュニケーションの垣根を低くし、同時

に、自らが選んで決めた「ルール」や「役割分担」を

自覚的に運用してほしいと考えている。話し合いの内

容と「ルール」「役割分担」は、全体発表の場を設け

て共有している。 
 
 
図表１ 「生涯学習概論」テキストの章立て 

渡邊洋子『生涯学習時代の成人教育学―学習者支援へのアドヴォ

カシー』（2002初版） 

序 章 本書の趣旨と構成 

第一章 成人教育学の前提 

第二章 成人教育の成立から成人教育の「学」へ 

第三章 成人教育学の基本原理Ⅰ－学習援助者の教育学 

第四章 成人教育学の基本原理Ⅱ－「生涯学習時代の学習援助者」

の仕事と専門性 

第五章 成人学習・成人教育の現代的課題をめぐる国際動向  

さらに各グループには、このテキストの序章～第五

章のうち１章を担当し、グループでの理解と取り組ん

だ内容について、最終日にプレゼンをしてもらうこと

を伝える。各グループは意見交換の上、担当章を第 1
～第3希望までを提出し、各章のどのトピックに注目

したいかを発表する。これを受けた全体の話し合いで、

章に漏れがないよう調整し、グループワークに入る。 
通常、グループワークは 1 日目の午後は教室内で行

い、2日目・3日目は、図書館のパソコン室や小集団活

動室、ラウンジ、学食など、話し合いや作業がしやす

い場所を選び、活動する。教室を出るグループは活動

の時間と場所を黒板に記載し、教員が適宜、巡回する。

また公民館や生涯学習センター、男女共同参画センタ

ー、ハローワークなどの公的機関へのフィールド調査

にも、アポイントメントが取れる限りで、赴くことが

可能である。全体ミーティングは午前・午後に 1回ず

つにおさえ、グループごとの方針とペースを決めて、

作業を進めてきた。 
プレゼンに向けた各グループの具体的作業の段取り

は、グループごとに異なるが、おおかた次のようなも

のである。まずは、全員でテキストの担当箇所を読み

返し、事前課題（授業冒頭で一度提出後、返却）のレ

ポート内容を発表しあい、当該箇所について論点や関

心あるトピックを抽出し、グループとしての方向性を

絞り込む。次に、グループで主に焦点化する論点やト

ピックについて分担して情報収集し、それらを持ち寄

って発表し、さらなる議論を行って、自分たちのグル

ープが他のグループにプレゼンで特に何を伝えたいか

を明確にする。以上を受けて、プレゼンに向けた具体

的な段取りと準備を行う。 
ここでの留意点は、３点ある。①プレゼンは「聴い

ている人を眠らせない」（聴き手＝学習者を受け身に

せず、その能動性に働きかけ、それを引き出すような）

プレゼン、すなわち、一方向的な「発表」ではなく、

内容や方法に工夫を凝らしたインフォーマルな学びの

ための時間・空間を目指すべき、という点である。過

年度の「先輩の例」から、寸劇、紙芝居・人形劇、ロ

ールプレイ、ワークショップ、講習会、AVメディアの

活用、ゲーム、クイズなど、多岐にわたる参加型の学

習方法や工夫を紹介している。②とはいえ、テキスト

の内容は、最小限にしてもきちんと踏まえておいてほ

しいとの意図は明確にした。各グループには必ず、担

当章の要約を提出・共有をしてもらい、他グループの

メンバーがその章の内容や流れを改めて振り返り、ど

のような道筋でその論点やトピックに到達したかを踏
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まえながら「眠らないプレゼン」に参加できるように、

との趣旨であった。③毎日の活動については、グルー

プの記録係が日々記録をつけ提出するということによ

って、教員のみならず、全メンバーが活動の概要と課

題を可視化し、振り返りやすいようにしている。 

1.5 全体プレゼンテーション 

最終日の全体プレゼンは、集中講義の最終段階であ

る。発表順序は、序章・第1章の担当グループから始

まり、テキストの流れに沿って行われる。受講学生の

人数によってグループ数も異なり、一つの章を２つな

いし3つのグループが担当することもある。例年、1グ
ループの発表時間は基本的に 20～25 分で、質疑と交

代を入れて 30 分程度である。発表グループとは別に

サポートグループを決めている。発表・サポートの両

グループが事前に打ち合わせをし、タイムキーパーや

質問が出ないときの発言など、必要に応じて連携し、

プレゼンを運営している。その際、教員側で「相互評

価シート」を用意し、「よかった点・評価できる点」

「惜しかった点・もっと改善を期待する点」「他に気

づいた点」などを各自が記入して、グループの振り返

りに役立てる、という方法を取っている。 

1.6 グループでの振り返り 

各グループに戻り、「相互評価シート」に記載された

他グループメンバーによる評価コメントを読み合う。

それを手がかりにグループとして到達できた点、次回

行うとしたら工夫改善したい点、などを中心に感想を

出し合いながら振り返りを行い、全体に向けて発表し

てもらっている。 
この振り返りの全体発表を受け、教員からプレゼン

の総評を行うとともに、授業全体のまとめを行ってい

る。「最終レポート」では、前半部は授業の振り返り（グ

ループにおける役割や取り組み、自他グループのプレ

ゼン）、後半部は「私の生涯学習観」についての記述を

求め、さらに、授業の「自己評価」（点数）と根拠、最

後に全体の感想などを書くように説明している。例年、

最終レポートの記載内容は、担当教員には示唆に富む

ものばかりである。 

２.授業のオンライン化と調査の経緯 

2.1 グループワーク基盤型授業のオンライン化 

前述のように、2020年の夏季集中講義を前に、授業

担当者の筆者はまず、大学の方針に照らし、オンライ

ンでの開講か不開講かの選択を強いられた。受講可能

性のある学生には4年生もおり、不開講は選択肢とし

てあり得なかった。ゆえにオンラインでの開講となる

が、次の問題は、事前録画を含むレクチャーとするか、

オンラインによるリアルな授業とするか、であった。 
筆者はすでに所属する創生学部において非対面の小

グループ授業やグループワーク指導の経験は積んでい

たが、さすがにリアルなオンライン授業を集中講義と

して4日間にわたり、終日行い続ける決断には迷いが

あった。悩んだ結果、例年の「生涯学習概論」の集中

講義を単純に、オンライン化してみることを思い立っ

た。Zoom とメール、学術情報システムの機能を活用

しながら、可能な限り、再現を試みることとした。 
次の段取りで準備を進め、実施した。 
１）授業の数カ月前に、非対面開講を学術情報シス

テムでアナウンスした。事前課題は期日までに授業担

当者（筆者）に直接、メール添付で送るよう指示した。

期限内に事前課題を送付した学生に対し、折り返し、

Zoom情報を貼付して返信を行った。 
２）受講学生名簿は、ブレイクアウトルームのグル

ープ分けが容易になるよう、事前にZoom に登録した

（とはいえ、結果的として、事前登録はブレイクアウ

トルームの振り分けに全く役立たなかった）。グループ

編成は、例年とほぼ同様の機械的な方法により、事前

に行っておいた。 
３）従来の集中講義とできる限り、同等の条件を確

保するため、受講学生には、通信状況などに支障がな

い限りは、ビデオをオンにして全員が顔を見合わせて

授業に参加できるように伝えた。 
４）今年は特に、オンラインでのグループワークへ

の抵抗感や不安が強いと予測されたため、グループワ

ークへの導入を丁寧に行うことにした。 
グループ編成後、「グループワーク入門—グループワ

ークは何を身につける学習方法か」をテーマに、図 2
の内容構成による講義を行った。 
 

図表２ 「グループワーク入門」のスライドの一部 
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4、5人程度で編成している。学部・学年・ジェンダー

を考慮して事前にグループ分けした年もあるが、例え

ば、全員の通し名簿に上から１～５と番号を振り、6人
目をまた１として 5まで割り振る。この機械的なやり
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こと自体が、受講学生との間の信頼感を損ねることも

あり得るので、むしろそちらを危惧する。ゆえに筆者

は、機械的グループ編成の結果、多少の性別バランス

を欠いても学生が納得できる限りは問題ないと考える。 

1.4 グループワークの展開 

グループワークに苦手意識をもつ学生は、少なくな

い。そこでグループ編成を発表した直後、できるだけ

早くグループメンバーと顔合わせを行うよう段取りす

る。アイスブレイクの自己・他己紹介等を行った後、

この数年来導入している「グループワーク ここが嫌

い！」というワークシートを配布する。「グループワ

ークのどこが嫌か」「グループワークでどんな状況に

陥ったとき、最も居心地が悪いか」などについて、ま

ずは一人ひとりがシートに記入し、終わったら、各々

が書いたことを発表し、意見交換する。さらに、「そ

ういう事態にならないようにするには、このグループ

にどんなルールがあったらよいと思うか」を話し合い、

各グループの「ルール」と「役割分担」を決める。自

分の弱みや苦手なことを開示しあうことで、まずはメ

ンバーとのコミュニケーションの垣根を低くし、同時

に、自らが選んで決めた「ルール」や「役割分担」を

自覚的に運用してほしいと考えている。話し合いの内

容と「ルール」「役割分担」は、全体発表の場を設け

て共有している。 
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の仕事と専門性 

第五章 成人学習・成人教育の現代的課題をめぐる国際動向  

さらに各グループには、このテキストの序章～第五

章のうち１章を担当し、グループでの理解と取り組ん

だ内容について、最終日にプレゼンをしてもらうこと

を伝える。各グループは意見交換の上、担当章を第 1
～第3希望までを提出し、各章のどのトピックに注目

したいかを発表する。これを受けた全体の話し合いで、

章に漏れがないよう調整し、グループワークに入る。 
通常、グループワークは 1 日目の午後は教室内で行

い、2日目・3日目は、図書館のパソコン室や小集団活

動室、ラウンジ、学食など、話し合いや作業がしやす

い場所を選び、活動する。教室を出るグループは活動

の時間と場所を黒板に記載し、教員が適宜、巡回する。

また公民館や生涯学習センター、男女共同参画センタ

ー、ハローワークなどの公的機関へのフィールド調査

にも、アポイントメントが取れる限りで、赴くことが

可能である。全体ミーティングは午前・午後に 1回ず

つにおさえ、グループごとの方針とペースを決めて、

作業を進めてきた。 
プレゼンに向けた各グループの具体的作業の段取り

は、グループごとに異なるが、おおかた次のようなも

のである。まずは、全員でテキストの担当箇所を読み

返し、事前課題（授業冒頭で一度提出後、返却）のレ

ポート内容を発表しあい、当該箇所について論点や関

心あるトピックを抽出し、グループとしての方向性を

絞り込む。次に、グループで主に焦点化する論点やト

ピックについて分担して情報収集し、それらを持ち寄

って発表し、さらなる議論を行って、自分たちのグル

ープが他のグループにプレゼンで特に何を伝えたいか

を明確にする。以上を受けて、プレゼンに向けた具体

的な段取りと準備を行う。 
ここでの留意点は、３点ある。①プレゼンは「聴い

ている人を眠らせない」（聴き手＝学習者を受け身に

せず、その能動性に働きかけ、それを引き出すような）

プレゼン、すなわち、一方向的な「発表」ではなく、

内容や方法に工夫を凝らしたインフォーマルな学びの

ための時間・空間を目指すべき、という点である。過

年度の「先輩の例」から、寸劇、紙芝居・人形劇、ロ

ールプレイ、ワークショップ、講習会、AVメディアの

活用、ゲーム、クイズなど、多岐にわたる参加型の学

習方法や工夫を紹介している。②とはいえ、テキスト

の内容は、最小限にしてもきちんと踏まえておいてほ

しいとの意図は明確にした。各グループには必ず、担

当章の要約を提出・共有をしてもらい、他グループの

メンバーがその章の内容や流れを改めて振り返り、ど

のような道筋でその論点やトピックに到達したかを踏
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まえながら「眠らないプレゼン」に参加できるように、

との趣旨であった。③毎日の活動については、グルー

プの記録係が日々記録をつけ提出するということによ

って、教員のみならず、全メンバーが活動の概要と課

題を可視化し、振り返りやすいようにしている。 

1.5 全体プレゼンテーション 

最終日の全体プレゼンは、集中講義の最終段階であ

る。発表順序は、序章・第1章の担当グループから始

まり、テキストの流れに沿って行われる。受講学生の

人数によってグループ数も異なり、一つの章を２つな

いし3つのグループが担当することもある。例年、1グ
ループの発表時間は基本的に 20～25 分で、質疑と交

代を入れて 30 分程度である。発表グループとは別に

サポートグループを決めている。発表・サポートの両

グループが事前に打ち合わせをし、タイムキーパーや

質問が出ないときの発言など、必要に応じて連携し、

プレゼンを運営している。その際、教員側で「相互評

価シート」を用意し、「よかった点・評価できる点」

「惜しかった点・もっと改善を期待する点」「他に気

づいた点」などを各自が記入して、グループの振り返

りに役立てる、という方法を取っている。 

1.6 グループでの振り返り 

各グループに戻り、「相互評価シート」に記載された

他グループメンバーによる評価コメントを読み合う。

それを手がかりにグループとして到達できた点、次回

行うとしたら工夫改善したい点、などを中心に感想を

出し合いながら振り返りを行い、全体に向けて発表し

てもらっている。 
この振り返りの全体発表を受け、教員からプレゼン

の総評を行うとともに、授業全体のまとめを行ってい

る。「最終レポート」では、前半部は授業の振り返り（グ

ループにおける役割や取り組み、自他グループのプレ

ゼン）、後半部は「私の生涯学習観」についての記述を

求め、さらに、授業の「自己評価」（点数）と根拠、最

後に全体の感想などを書くように説明している。例年、

最終レポートの記載内容は、担当教員には示唆に富む

ものばかりである。 

２.授業のオンライン化と調査の経緯 

2.1 グループワーク基盤型授業のオンライン化 

前述のように、2020年の夏季集中講義を前に、授業

担当者の筆者はまず、大学の方針に照らし、オンライ

ンでの開講か不開講かの選択を強いられた。受講可能

性のある学生には4年生もおり、不開講は選択肢とし

てあり得なかった。ゆえにオンラインでの開講となる

が、次の問題は、事前録画を含むレクチャーとするか、

オンラインによるリアルな授業とするか、であった。 
筆者はすでに所属する創生学部において非対面の小

グループ授業やグループワーク指導の経験は積んでい

たが、さすがにリアルなオンライン授業を集中講義と

して4日間にわたり、終日行い続ける決断には迷いが

あった。悩んだ結果、例年の「生涯学習概論」の集中

講義を単純に、オンライン化してみることを思い立っ

た。Zoom とメール、学術情報システムの機能を活用

しながら、可能な限り、再現を試みることとした。 
次の段取りで準備を進め、実施した。 
１）授業の数カ月前に、非対面開講を学術情報シス

テムでアナウンスした。事前課題は期日までに授業担

当者（筆者）に直接、メール添付で送るよう指示した。

期限内に事前課題を送付した学生に対し、折り返し、

Zoom情報を貼付して返信を行った。 
２）受講学生名簿は、ブレイクアウトルームのグル

ープ分けが容易になるよう、事前にZoom に登録した

（とはいえ、結果的として、事前登録はブレイクアウ

トルームの振り分けに全く役立たなかった）。グループ

編成は、例年とほぼ同様の機械的な方法により、事前

に行っておいた。 
３）従来の集中講義とできる限り、同等の条件を確

保するため、受講学生には、通信状況などに支障がな

い限りは、ビデオをオンにして全員が顔を見合わせて

授業に参加できるように伝えた。 
４）今年は特に、オンラインでのグループワークへ

の抵抗感や不安が強いと予測されたため、グループワ

ークへの導入を丁寧に行うことにした。 
グループ編成後、「グループワーク入門—グループワ

ークは何を身につける学習方法か」をテーマに、図 2
の内容構成による講義を行った。 
 

図表２ 「グループワーク入門」のスライドの一部 
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その後、ワークシート「グループワークここが嫌い！」

（図３）を配布した。シートには「グループワークが

『辛い』『重荷』『不安』なのはなぜ？」との疑問文に

答える形で、自分の場合と他のメンバーの場合を記述

する欄がある。各自が記入後、それを発表しながら話

し合い、「どんなルールがあれば、そうならないか？」

との発想から「ルール」と「役割分担」を話し合う、

との流れを想定している。今年は特に十分に時間をか

け、自己・他己紹介後のアイスブレイキングとして機

能することを目指した。 
 
図表３「ここが嫌い！グループワーク」のワークシート 

  

2.2 振り返りの位置づけとデータ収集 

授業の最終レポートは総じて、本授業での学びの振

り返りを主目的とするが、今年は新たな項目「オンラ

イン講義の意義と可能性をめぐって」を設けた。非対

面（オンライン）授業は、学生の中で、「大学教育の本

来のあり方とは異なる」との先入観やマイナスイメー

ジが強い中、むしろ、オンラインのプラスの側面に光

を当てたら何が見えるのかとという問題提起の意味も

あった。結果として、こちらから特に求めていないに

も拘らず、授業のテーマである生涯学習や成人学習の

観点からオンライン学習／教育を捉えるなど、授業担

当者の想定以上の記述がなされており、認識を新たに

した次第である10。 
受講学生 62 人中、調査協力を承諾した 49 人の記述

内容を精査し、①本授業以前のオンライン授業経験と

そこでの印象、②本授業でのオンライン授業の経験、

                                                        
 

10 最終レポートは、成績評価のための直接的な採点対象という位置づけ

にはない。学生自身が自らの「この授業を学びの機会としてどう活か

し得たか」という振り返りの手立てであり、成績評価は、同レポート

中に根拠とともに示す学生自身の自己評価を最大限、尊重して行うと

いう方針を取る。この点については講義で説明し、授業中は折に触れ

て周知に努めた。 

③本授業で感じたオンライン授業のメリット、④本授

業で感じたオンライン授業のデメリット、⑤これから

のオンライン授業への姿勢と展望、に分けてまとめて

いる。受講者の貴重な声との認識から、文脈を外した

整理や必要以上の解説はできる限り避け、原文のまま

引用する11。また類似の意見もニュアンスの違いを考

慮し、敢えて省略せず並べて示した。なお、引用が長

くなる場合には、読みやすさの観点から、重要と思わ

れる箇所に適宜下線を付している。  

３ オンライン授業という学習経験への認識 

3.1 オンライン授業の受講経験と印象 

受講学生の多くは、新潟大学の非対面の方針により、

4 月からオンラインの講義を受けている。多くはビデ

オと音声をオフにした一方向的な講義であったという。

③～⑥のように演習や実習は概ね、対面でないと難し

いとみなされ、⑦のグループワーク経験者も、ビデオ

と音声をオンにした形での実施は初めてとしている。 
 

①オンライン授業にある程度なれた状態でこの授業を受けまし

たが、オンラインでのグループワークは初めての経験でした。 

 

②前期の授業で受けてきたオンライン授業は、ただ教授の話や

他の人の発表を聞いたり、発表したりするだけの一方通行的な

ものであった。 

 

③新型感染症の流行でオンライン授業を多く受けてきて、早く

対面で授業を受けたいとしか思っておらず、オンライン授業に

ついてあまり良く思っていなかった。 

 

④前期の授業は、先生方も操作に不慣れであったり、講義形式

の授業が多かったりしたこともあって、“先生 → 学生“の一

方通行の授業がほとんどで、オンライン授業に対して意義を感

じることは少なかった。 

 

⑤実験や実習はオンラインではできない、プレゼンも寸劇など

を含めるのは難しいだろうという考えがあった。 

 

11 引用はすべて調査協力に承諾した49人の最終レポートの当該記述部

分による。他との判別のために便宜的に数字を付すが、数字自体にそ

れ以上の意味はない。 
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⑥私は当初オンラインでは実体験を伴った学習や話し合いなど

が難しくなると考えていた。 

グループワークなどは実際に顔を合わせることで円滑に進ん

でいくものという印象があり、この約半年オンラインの授業を

受ける中で、非対面であることにより制限されることが多いと

感じていたこともあって、オンラインで授業をすることによる

メリットよりもデメリットの方が多いと考えていた。

 

⑦1学期の授業で何回かグループワークは経験しているが、映

像と音声を常にオンにしながら話続けたのは今回が初めてだっ

た。 

3.2 本授業「生涯学習概論」における経験 

本授業は、先行きの見えない状況と手探りと試行錯

誤で始まった。このグループワーク基盤型オンライン

授業での受講を、学生たちはどのような経験として受

け止めていたのだろうか。 
これに関わる記述を大別すると、第一に、オンライ

ン授業形態の両側面（メリットとデメリット）への気

づき、第二に、オンライン授業の多様な方法への気づ

き、第三に、オンライン授業に新たな可能性への気づ

き、である。 
 

3.2.1 オンライン授業形態の両側面への気づき 

①今回初めてオンライン上でのグループワークを行ったがいい

面と悪い面両方が表れ、経験としては素晴らしかった。 

 

②グループワークや準備など、すべてをzoomで行ったのが今回

の大きな特徴だと思う。やってみて、zoomでやることの良い

点、悪い点を両方実感することができた。 

 

③メリット、デメリット双方を感じました。 

 

④前期の間オンライン授業を受けてきて、マイナスの部分も多

くあったが、プラスの部分も多くあった。 

 

⑤オンライン授業の実施が決まった際は、今までできていたこ

とができなくなるという負のイメージがあったが、1学期が終

わり、そして生涯学習概論を通してそうしたイメージを減らす

ことができた。 

 

3.2.2 オンライン授業の多様な方法への気づき 

①これまで私はオンライン授業でグループワークをしたことが

無かった。しかし、今回授業を受けて、オンライン授業でもい

ろいろなやり方があることがわかった。 

 

②新型コロナが流行してからほぼすべての講義がオンライン形

式になり、人と会えないし話し手の様子も伺いにくくつまらな

い講義ばかりだった。しかしこの講義は今までのオンライン講

義の中で最も双方向のやり取りができて新たな可能性を感じ

た。特に、zoomの参加者を少人数のブレイクアウトルームに振

り分ける機能があることは知らなかった。他の講義でもこの機

能は活用すべきだと思う。 

 

③オンライン授業でのグループワークは前期の講義でも経験し

たことがなく、大きな不安を感じていましたが、他グループの

発表で行っていたような事前に録画した動画を流したり、質問

を投げて双方向の形でプレゼンが行われたりと、オンラインな

らではの授業体験ができた。 

 

④オンライン授業は、今まで講義の形でしか受けたことがな

く、たまに先生からの質問があって答えることがある程度だっ

たので、今回初めてオンラインでもグループワークができるの

だということを知った。 

 

3.2.3．オンライン授業に新たな可能性への気づき 

①今回の集中講義は“新たな形”のオンライン授業のように感

じた 

 

②今回、生涯学習概論で行われたものは、オンラインでも他の

人との交流ができる有意義なものだった 

 

③オンライン授業という通常とは違う授業形式での受講であっ

たため、どのような形式で講義が行われるのかとても不安であ

ったがオンライン授業ならではのグループワークや、プレゼン

の工夫の仕方の可能性を身をもって味わうことができた。 

 

④新型コロナウイルスの影響で大学の授業だけでなく、企業な

どでもオンラインでの会議が行われている。こうした状況の中

で、意外とオンラインでのできることは多いということに気づ

かされ、これからコロナが終息した後も遠くて会えない人との

オンラインでの会議などは一部続けられる可能性がある。そう

考えたときにオンライン授業での経験は今後活かされるのでは

ないか。 

４ オンライン授業のメリット・デメリット 

このように本授業の受講経験を振り返り、学生たち

はオンライン授業への認識が多少なりとも変わったこ

「ここが嫌い！グループワーク」
グループワークが「辛い」「重荷」「不安」なのはなぜ？？

私の場合

＋
他のメンバーの場合

どんなルールがあれば ☟ クリアできる？

◎

◎

◎
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その後、ワークシート「グループワークここが嫌い！」

（図３）を配布した。シートには「グループワークが

『辛い』『重荷』『不安』なのはなぜ？」との疑問文に

答える形で、自分の場合と他のメンバーの場合を記述

する欄がある。各自が記入後、それを発表しながら話

し合い、「どんなルールがあれば、そうならないか？」

との発想から「ルール」と「役割分担」を話し合う、

との流れを想定している。今年は特に十分に時間をか

け、自己・他己紹介後のアイスブレイキングとして機

能することを目指した。 
 
図表３「ここが嫌い！グループワーク」のワークシート 

  

2.2 振り返りの位置づけとデータ収集 

授業の最終レポートは総じて、本授業での学びの振

り返りを主目的とするが、今年は新たな項目「オンラ

イン講義の意義と可能性をめぐって」を設けた。非対

面（オンライン）授業は、学生の中で、「大学教育の本

来のあり方とは異なる」との先入観やマイナスイメー

ジが強い中、むしろ、オンラインのプラスの側面に光

を当てたら何が見えるのかとという問題提起の意味も

あった。結果として、こちらから特に求めていないに

も拘らず、授業のテーマである生涯学習や成人学習の

観点からオンライン学習／教育を捉えるなど、授業担

当者の想定以上の記述がなされており、認識を新たに

した次第である10。 
受講学生 62 人中、調査協力を承諾した 49 人の記述

内容を精査し、①本授業以前のオンライン授業経験と

そこでの印象、②本授業でのオンライン授業の経験、

                                                        
 

10 最終レポートは、成績評価のための直接的な採点対象という位置づけ

にはない。学生自身が自らの「この授業を学びの機会としてどう活か

し得たか」という振り返りの手立てであり、成績評価は、同レポート

中に根拠とともに示す学生自身の自己評価を最大限、尊重して行うと

いう方針を取る。この点については講義で説明し、授業中は折に触れ

て周知に努めた。 

③本授業で感じたオンライン授業のメリット、④本授

業で感じたオンライン授業のデメリット、⑤これから

のオンライン授業への姿勢と展望、に分けてまとめて

いる。受講者の貴重な声との認識から、文脈を外した

整理や必要以上の解説はできる限り避け、原文のまま

引用する11。また類似の意見もニュアンスの違いを考

慮し、敢えて省略せず並べて示した。なお、引用が長

くなる場合には、読みやすさの観点から、重要と思わ

れる箇所に適宜下線を付している。  

３ オンライン授業という学習経験への認識 

3.1 オンライン授業の受講経験と印象 

受講学生の多くは、新潟大学の非対面の方針により、

4 月からオンラインの講義を受けている。多くはビデ

オと音声をオフにした一方向的な講義であったという。

③～⑥のように演習や実習は概ね、対面でないと難し

いとみなされ、⑦のグループワーク経験者も、ビデオ

と音声をオンにした形での実施は初めてとしている。 
 

①オンライン授業にある程度なれた状態でこの授業を受けまし

たが、オンラインでのグループワークは初めての経験でした。 

 

②前期の授業で受けてきたオンライン授業は、ただ教授の話や

他の人の発表を聞いたり、発表したりするだけの一方通行的な

ものであった。 

 

③新型感染症の流行でオンライン授業を多く受けてきて、早く

対面で授業を受けたいとしか思っておらず、オンライン授業に

ついてあまり良く思っていなかった。 

 

④前期の授業は、先生方も操作に不慣れであったり、講義形式

の授業が多かったりしたこともあって、“先生 → 学生“の一

方通行の授業がほとんどで、オンライン授業に対して意義を感

じることは少なかった。 

 

⑤実験や実習はオンラインではできない、プレゼンも寸劇など

を含めるのは難しいだろうという考えがあった。 

 

11 引用はすべて調査協力に承諾した49人の最終レポートの当該記述部

分による。他との判別のために便宜的に数字を付すが、数字自体にそ

れ以上の意味はない。 
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⑥私は当初オンラインでは実体験を伴った学習や話し合いなど

が難しくなると考えていた。 

グループワークなどは実際に顔を合わせることで円滑に進ん

でいくものという印象があり、この約半年オンラインの授業を

受ける中で、非対面であることにより制限されることが多いと

感じていたこともあって、オンラインで授業をすることによる

メリットよりもデメリットの方が多いと考えていた。

 

⑦1学期の授業で何回かグループワークは経験しているが、映

像と音声を常にオンにしながら話続けたのは今回が初めてだっ

た。 

3.2 本授業「生涯学習概論」における経験 

本授業は、先行きの見えない状況と手探りと試行錯

誤で始まった。このグループワーク基盤型オンライン

授業での受講を、学生たちはどのような経験として受

け止めていたのだろうか。 
これに関わる記述を大別すると、第一に、オンライ

ン授業形態の両側面（メリットとデメリット）への気

づき、第二に、オンライン授業の多様な方法への気づ

き、第三に、オンライン授業に新たな可能性への気づ

き、である。 
 

3.2.1 オンライン授業形態の両側面への気づき 

①今回初めてオンライン上でのグループワークを行ったがいい

面と悪い面両方が表れ、経験としては素晴らしかった。 

 

②グループワークや準備など、すべてをzoomで行ったのが今回

の大きな特徴だと思う。やってみて、zoomでやることの良い

点、悪い点を両方実感することができた。 

 

③メリット、デメリット双方を感じました。 

 

④前期の間オンライン授業を受けてきて、マイナスの部分も多

くあったが、プラスの部分も多くあった。 

 

⑤オンライン授業の実施が決まった際は、今までできていたこ

とができなくなるという負のイメージがあったが、1学期が終

わり、そして生涯学習概論を通してそうしたイメージを減らす

ことができた。 

 

3.2.2 オンライン授業の多様な方法への気づき 

①これまで私はオンライン授業でグループワークをしたことが

無かった。しかし、今回授業を受けて、オンライン授業でもい

ろいろなやり方があることがわかった。 

 

②新型コロナが流行してからほぼすべての講義がオンライン形

式になり、人と会えないし話し手の様子も伺いにくくつまらな

い講義ばかりだった。しかしこの講義は今までのオンライン講

義の中で最も双方向のやり取りができて新たな可能性を感じ

た。特に、zoomの参加者を少人数のブレイクアウトルームに振

り分ける機能があることは知らなかった。他の講義でもこの機

能は活用すべきだと思う。 

 

③オンライン授業でのグループワークは前期の講義でも経験し

たことがなく、大きな不安を感じていましたが、他グループの

発表で行っていたような事前に録画した動画を流したり、質問

を投げて双方向の形でプレゼンが行われたりと、オンラインな

らではの授業体験ができた。 

 

④オンライン授業は、今まで講義の形でしか受けたことがな

く、たまに先生からの質問があって答えることがある程度だっ

たので、今回初めてオンラインでもグループワークができるの

だということを知った。 

 

3.2.3．オンライン授業に新たな可能性への気づき 

①今回の集中講義は“新たな形”のオンライン授業のように感

じた 

 

②今回、生涯学習概論で行われたものは、オンラインでも他の

人との交流ができる有意義なものだった 

 

③オンライン授業という通常とは違う授業形式での受講であっ

たため、どのような形式で講義が行われるのかとても不安であ

ったがオンライン授業ならではのグループワークや、プレゼン

の工夫の仕方の可能性を身をもって味わうことができた。 

 

④新型コロナウイルスの影響で大学の授業だけでなく、企業な

どでもオンラインでの会議が行われている。こうした状況の中

で、意外とオンラインでのできることは多いということに気づ

かされ、これからコロナが終息した後も遠くて会えない人との

オンラインでの会議などは一部続けられる可能性がある。そう

考えたときにオンライン授業での経験は今後活かされるのでは

ないか。 

４ オンライン授業のメリット・デメリット 

このように本授業の受講経験を振り返り、学生たち

はオンライン授業への認識が多少なりとも変わったこ
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とを異口同音に述べている。そこでは事前予想に反し

「対面授業と遜色ない」「機械を上手く使いこなすこと

で実際の授業に近い形で授業を受けることができる」

との実感が示される。では、本授業を通して具体的に

感じられたメリットとは何か。 

4．1 認識されたオンライン授業のメリット 

オンライン授業のメリットと見なされていたものと

しては、授業の中での雰囲気や関係性（一体感、公平

性・非威圧感など）、学びに集中しやすい空間、グルー

プでの協働しやすさ（効果的・効率的な時間の使い方、

コミュニケーションの取りやすさ、協働作業のスムー

ズさ、ネット検索のしやすさ、ファイルの共有、送受

信のしやすさ）、発表準備と発表のしやすさ（準備の進

めやすさ、効率的な時間管理、多様な発表方法・機能

の活用可能性、発表者の緊張感の緩和、文字やデータ

の取り扱いやすさ）、などが挙げられている。 
 

4.1.1．授業における雰囲気・関係性 

● 一体感 

オンライン授業でビデオカメラと音声をオンにした

ことによると思われるが、独特の一体感を感じたとい

う旨の記述がみられた。 

①対面の授業のほとんどは講義室で学生が一様に黒板の方を向

いて受講するため、他の学生の様子が分からないどころかどん

な人が受けているのかすら分からない。しかしこの機能では他

の学生一人一人の表情が見えるため、発表者としては理解され

ているか確認しながら進められるし、聞く側も適度な緊張感を

もって授業に臨まなければならないため、授業の質向上の一助

になるだろう。 

 

②講義のような形式であると、対面の授業ではどうしても位置

関係的に、先生対受講生という構図が出来上がってしまうが、

オンラインだと、今回のように全員がビデオをオンにしている

場合は、むしろ自分対画面に映っている先生や他の受講生とい

う感覚になり、全員で学習をおこなっているのだという意識が

働いたように感じる。 

 

③一対多数になりがちな講義形式の授業でも、通常は自分の目

の前にいてこちらを向いているのが先生だけであるのに対し、

全員の顔が目の前の画面に映し出されるオンラインだからこ

そ、一体感が生まれるのかもしれない 

 

④Zoomの「ギャラリービュー」機能を使うと、他の受講生の様

子が確認できる。 

 

● 学生－教師、学生間の関係性（公平性、非威圧感） 

どの学生も、オンライン空間では好むと好まざると

に拘らず、等間隔で、教師や他の学生と関わることと

なる。それゆえの公平性や、上下関係の威圧感のなさ

を感じている記述も見られた。 

①共有機能によって全員一律に資料を見ることができる(座席

の利がない)こと、どこでも授業を受けられることから、PCス

ペックや環境の問題を除くと、対面の授業より平等性が増した

と感じられた。 

 

②オンライン授業は常に個人対全体であり、距離感が皆平等な

のが良い点だと感じた 

 

③生徒も先生も同じ大きさの枠の中に入っている。上下関係を

感じにくい。 

 

4.1.2．学びに集中しやすい空間 

オンラインは、通信環境や設備の問題がない限りは、

ある意味の密閉空間を創り出す。このためか、発信し

たものが確実に漏れなく受信され、また遮断された空

間でのグループワークが可能となる点が、重視されて

いる。 
①教室であれば距離や周囲の私語で先生の声が聞き取れなかっ

たり、前に背の高い人がいると板書などが見えなかったりする

が、そのようなことが起こりにくい。 

 

②zoomのグループディスカッション機能を使うことにより他の

チームの作業が見えたり話し声が聞こえてこないので、外部の

影響を受けずに自分たちの活動に集中できる。 

 

③今回のような短期間で一気に仕上げる必要がある場合、自宅

でパソコンを立ち上げるだけで参加でき、帰宅のために時間と

体力を浪費しないため授業に集中しやすい点が利点（であ

る）。 

 

4.1.3 グループでの協働のしやすさ 

オンラインでのグループワークへの認識の変化につ

いては、事前の予測と実際にやってみた手応えとのず

れに関わる記述が見られる。「オンラインでのグループ

ワークや発表なんてやりづらく、難しいのではないか

と考えていた」が「やってみると特に不自由に感じる

こともなく、私個人としてはオンラインの方がむしろ
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緊張せず、やりやすいとまで感じ」たという声や「グ

ループワークをやってみてまず思ったことは、意外と

普通にできる、ということでした」という声もあった。 
グループワークに関わるメリットとして具体的に挙

げられたのは、時間を効果的・効率的に使える、コミ

ュニケーションが取りやすい、協働作業をしやすい、

発表準備と発表が円滑にできる、ネット検索がしやす

い、ファイルの送受信がしやすい、などの点であっ

た。 
 

● 効果的・効率的な時間の使い方 

①グループワークのために別室に移動する必要がないため、す

ぐに作業に取り掛かれる。 

 

②ある特定の場所に集まらなくてもその場でミーティングに参

加できるのは移動の負担がかからない。 

 

③移動の手間が省けるため時間の節約（ができる） 

 

④対面授業だと班員が集まるまでに時間を割いてしまうが、オ

ンラインであればすぐに招集できる。 

 

⑤そこで浮いた時間を使って自己紹介などを行ったことによ

り、班員同士が打ち解けあった状態で作業を始めることにつな

がった。 

 

⑥何より大きいのはアイスブレイクの時間を設けることができ

た点である。 

 

⑦電車の時間などを考慮せず満足いくまで話し合いができる点

は対面よりも利点に感じた。移動時間のことを考えなくて良い

分グループワークに集中できるところがオンライン講義の利点

であるため、通信環境など個人ではどうしようもない点が何か

工夫して克服できれば対面よりもベターな授業形態になるので

はないかと思う。 

 

⑧（１つ目は）時間の有効活用ができる点である。対面授業で

は大学に向かう時間や帰る時間、教室移動など一回一回は短い

ものだが、オンライン授業ではずっと自宅にいるためその時間

自由に過ごしやすくなる。また、配信時授業では自分の空いて

いる時間や集中しやすい時間に行うことができ、重要な点を何

度も繰り返し確認することにより聞き逃してしまう危険もな

い。 

 

● コミュニケーションの取りやすさ 

①チャット機能があるのも便利でよかった。チャットで文章、

画面で顔や音声が同時に見えたり聞こえたりするのは、話の内

容を把握しやすく、それぞれの意見や提案を整理するのに便利

だった。チャットに予定が書きこまれていると、みんながそれ

を共有でき何をすべきかがすぐにわかるので、その点でも、普

段よりもてきぱきと作業を進めることが可能になった要因であ

る。 

 

②顔を突き合わせる必要がないということで、対人会話がどう

しても苦手な人などはチャット機能を使うことで意見が出しや

すくなった。 

 
③ブレイクアウトルームという機能をはじめて体験したが、対

面でなくても小規模のグループでの話し合いができるという点

でとても良いと感じた 

 
④個人的にはグループワークや発表が苦手なので、人前に実際

にでることがなくてやりやすかったなあと感じた。非対面だと

変に緊張することもなく気軽にグループワークに参加すること

ができた。 

 

⑤人の顔を見ることが少ないので、グループワークが苦手でも

比較的話しやすいのではないか 

 
⑥授業の最初にやったグループワークの嫌なところをなくすた

めのルールは、その後の話し合いをスムーズに進めるうえで大

変役に立った。 

 
● 共同作業のスムーズさ 

①本講義では、ブレークアウトセッションを積極的に取り入れ

たことにより、個別に分けての作業がしやすくなったと私は考

える。この機能は、小グループでの作業を行いたいと考える内

容を取り扱う講義であるという性質上から、多くの生徒を聴講

許可することができないという問題を抱えている講義におい

て、特に効果を発揮するのではないか 

 

②この授業で行ったようにそれぞれが発表に向けて作業を分担

しつつ連携して進めていく場合、通常の授業形態であれば教室

や図書館といった場所に縛られがちですが、オンラインであれ

ば各々が別の場所で作業しながら互いに連携し歩調を合わせて

取り組むことができます。 

 

③オンラインであることで、情報共有を即時的に行えたり、画

面が見やすかったりといったメリットがある。 

 

④ファイル共有がしやすい(zoomのチャット機能にファイルを

張り付けることで容易に共有できる)こと 

- 24 - - 25 -



渡邊：グループワーク基盤型オンライン授業の意義と可能性 

- 24 - 
 

とを異口同音に述べている。そこでは事前予想に反し

「対面授業と遜色ない」「機械を上手く使いこなすこと

で実際の授業に近い形で授業を受けることができる」

との実感が示される。では、本授業を通して具体的に

感じられたメリットとは何か。 

4．1 認識されたオンライン授業のメリット 

オンライン授業のメリットと見なされていたものと

しては、授業の中での雰囲気や関係性（一体感、公平

性・非威圧感など）、学びに集中しやすい空間、グルー

プでの協働しやすさ（効果的・効率的な時間の使い方、

コミュニケーションの取りやすさ、協働作業のスムー

ズさ、ネット検索のしやすさ、ファイルの共有、送受

信のしやすさ）、発表準備と発表のしやすさ（準備の進

めやすさ、効率的な時間管理、多様な発表方法・機能

の活用可能性、発表者の緊張感の緩和、文字やデータ

の取り扱いやすさ）、などが挙げられている。 
 

4.1.1．授業における雰囲気・関係性 

● 一体感 

オンライン授業でビデオカメラと音声をオンにした

ことによると思われるが、独特の一体感を感じたとい

う旨の記述がみられた。 

①対面の授業のほとんどは講義室で学生が一様に黒板の方を向

いて受講するため、他の学生の様子が分からないどころかどん

な人が受けているのかすら分からない。しかしこの機能では他

の学生一人一人の表情が見えるため、発表者としては理解され

ているか確認しながら進められるし、聞く側も適度な緊張感を

もって授業に臨まなければならないため、授業の質向上の一助

になるだろう。 

 

②講義のような形式であると、対面の授業ではどうしても位置

関係的に、先生対受講生という構図が出来上がってしまうが、

オンラインだと、今回のように全員がビデオをオンにしている

場合は、むしろ自分対画面に映っている先生や他の受講生とい

う感覚になり、全員で学習をおこなっているのだという意識が

働いたように感じる。 

 

③一対多数になりがちな講義形式の授業でも、通常は自分の目

の前にいてこちらを向いているのが先生だけであるのに対し、

全員の顔が目の前の画面に映し出されるオンラインだからこ

そ、一体感が生まれるのかもしれない 

 

④Zoomの「ギャラリービュー」機能を使うと、他の受講生の様

子が確認できる。 

 

● 学生－教師、学生間の関係性（公平性、非威圧感） 

どの学生も、オンライン空間では好むと好まざると

に拘らず、等間隔で、教師や他の学生と関わることと

なる。それゆえの公平性や、上下関係の威圧感のなさ

を感じている記述も見られた。 

①共有機能によって全員一律に資料を見ることができる(座席

の利がない)こと、どこでも授業を受けられることから、PCス

ペックや環境の問題を除くと、対面の授業より平等性が増した

と感じられた。 

 

②オンライン授業は常に個人対全体であり、距離感が皆平等な

のが良い点だと感じた 

 

③生徒も先生も同じ大きさの枠の中に入っている。上下関係を

感じにくい。 

 

4.1.2．学びに集中しやすい空間 

オンラインは、通信環境や設備の問題がない限りは、

ある意味の密閉空間を創り出す。このためか、発信し

たものが確実に漏れなく受信され、また遮断された空

間でのグループワークが可能となる点が、重視されて

いる。 
①教室であれば距離や周囲の私語で先生の声が聞き取れなかっ

たり、前に背の高い人がいると板書などが見えなかったりする

が、そのようなことが起こりにくい。 

 

②zoomのグループディスカッション機能を使うことにより他の

チームの作業が見えたり話し声が聞こえてこないので、外部の

影響を受けずに自分たちの活動に集中できる。 

 

③今回のような短期間で一気に仕上げる必要がある場合、自宅

でパソコンを立ち上げるだけで参加でき、帰宅のために時間と

体力を浪費しないため授業に集中しやすい点が利点（であ

る）。 

 

4.1.3 グループでの協働のしやすさ 

オンラインでのグループワークへの認識の変化につ

いては、事前の予測と実際にやってみた手応えとのず

れに関わる記述が見られる。「オンラインでのグループ

ワークや発表なんてやりづらく、難しいのではないか

と考えていた」が「やってみると特に不自由に感じる

こともなく、私個人としてはオンラインの方がむしろ
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緊張せず、やりやすいとまで感じ」たという声や「グ

ループワークをやってみてまず思ったことは、意外と

普通にできる、ということでした」という声もあった。 
グループワークに関わるメリットとして具体的に挙

げられたのは、時間を効果的・効率的に使える、コミ

ュニケーションが取りやすい、協働作業をしやすい、

発表準備と発表が円滑にできる、ネット検索がしやす

い、ファイルの送受信がしやすい、などの点であっ

た。 
 

● 効果的・効率的な時間の使い方 

①グループワークのために別室に移動する必要がないため、す

ぐに作業に取り掛かれる。 

 

②ある特定の場所に集まらなくてもその場でミーティングに参

加できるのは移動の負担がかからない。 

 

③移動の手間が省けるため時間の節約（ができる） 

 

④対面授業だと班員が集まるまでに時間を割いてしまうが、オ

ンラインであればすぐに招集できる。 

 

⑤そこで浮いた時間を使って自己紹介などを行ったことによ

り、班員同士が打ち解けあった状態で作業を始めることにつな

がった。 

 

⑥何より大きいのはアイスブレイクの時間を設けることができ

た点である。 

 

⑦電車の時間などを考慮せず満足いくまで話し合いができる点

は対面よりも利点に感じた。移動時間のことを考えなくて良い

分グループワークに集中できるところがオンライン講義の利点

であるため、通信環境など個人ではどうしようもない点が何か

工夫して克服できれば対面よりもベターな授業形態になるので

はないかと思う。 

 

⑧（１つ目は）時間の有効活用ができる点である。対面授業で

は大学に向かう時間や帰る時間、教室移動など一回一回は短い

ものだが、オンライン授業ではずっと自宅にいるためその時間

自由に過ごしやすくなる。また、配信時授業では自分の空いて

いる時間や集中しやすい時間に行うことができ、重要な点を何

度も繰り返し確認することにより聞き逃してしまう危険もな

い。 

 

● コミュニケーションの取りやすさ 

①チャット機能があるのも便利でよかった。チャットで文章、

画面で顔や音声が同時に見えたり聞こえたりするのは、話の内

容を把握しやすく、それぞれの意見や提案を整理するのに便利

だった。チャットに予定が書きこまれていると、みんながそれ

を共有でき何をすべきかがすぐにわかるので、その点でも、普

段よりもてきぱきと作業を進めることが可能になった要因であ

る。 

 

②顔を突き合わせる必要がないということで、対人会話がどう

しても苦手な人などはチャット機能を使うことで意見が出しや

すくなった。 

 
③ブレイクアウトルームという機能をはじめて体験したが、対

面でなくても小規模のグループでの話し合いができるという点

でとても良いと感じた 

 
④個人的にはグループワークや発表が苦手なので、人前に実際

にでることがなくてやりやすかったなあと感じた。非対面だと

変に緊張することもなく気軽にグループワークに参加すること

ができた。 

 

⑤人の顔を見ることが少ないので、グループワークが苦手でも

比較的話しやすいのではないか 

 
⑥授業の最初にやったグループワークの嫌なところをなくすた

めのルールは、その後の話し合いをスムーズに進めるうえで大

変役に立った。 

 
● 共同作業のスムーズさ 

①本講義では、ブレークアウトセッションを積極的に取り入れ

たことにより、個別に分けての作業がしやすくなったと私は考

える。この機能は、小グループでの作業を行いたいと考える内

容を取り扱う講義であるという性質上から、多くの生徒を聴講

許可することができないという問題を抱えている講義におい

て、特に効果を発揮するのではないか 

 

②この授業で行ったようにそれぞれが発表に向けて作業を分担

しつつ連携して進めていく場合、通常の授業形態であれば教室

や図書館といった場所に縛られがちですが、オンラインであれ

ば各々が別の場所で作業しながら互いに連携し歩調を合わせて

取り組むことができます。 

 

③オンラインであることで、情報共有を即時的に行えたり、画

面が見やすかったりといったメリットがある。 

 

④ファイル共有がしやすい(zoomのチャット機能にファイルを

張り付けることで容易に共有できる)こと 
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● ネット検索の容易さ 

①常にネットワークと向き合っているのでインターネットで調

べるときは簡単に接続ができる 

 

②検索するハードルが下がり、またそもそも学習しようと思い

立つハードルも下がる 

 

③また、インターネットを使う時間が多くて、図書館で文献を

探すよりも多くの情報をグループで共有できたのではないかと

感じた。 

 

● ファイルの共有、送受信の容易さ 

①片手で意見をまとめながら発言ができ、皆がPCに注目してい

るという事で送信した情報ファイルは同時に全員と共有でき

る。これはこれまで行ってきたグループワークにはない速さで

あり感動した。 

 

②大量にファイルの送受信があったにもかかわらず、ファイル

ごとにまとまっていて紙のようにばらばらになることがなく取

り出しやすかったので、オンラインでのやりとりも悪くはない

のかなと見直すことができた 

 

③一番良かったのは、ファイルの送信や受信がとても楽だった

こと 

 

4.1.4 発表プロセスの円滑さ 

● 発表準備の進めやすさ 

①スライドに挿入するイラストをみんなで探し、チャットに張

り付けることでスムーズに編集ができた 

 

②画面共有ができるので、全員が同時に同じ画面を見ることが

でき、読み合わせがとても楽だった 

 

③オンラインだと、他のグループの会話も聞こえないので、発

表を見るまで内容が秘密になっているというワクワク感もあっ

た。 

 

● 効率的な時間管理 

①画面共有を切り替えるだけで簡単に発表者の交代ができ、待

ち時間が短縮されて有意義に時間を使えた 

 

②対面であればプレゼンに使った道具の片づけや席に戻るまで

の時間、次のグループが出てきて準備する時間がありますが、

オンラインでは画面を切り替えるだけで済ませることができ、

対面よりも時間を節約することができます 

 

③時間の面では、最終日のプレゼンは予定よりも早く終えるこ

とができましたが、その要因の一つとしては次のグループへの

引継ぎがスムーズだったところにある 

 

● 多様な発表方法と機能の活用可能性 

①初めてオンラインでプレゼンをしたりして、顔が見られない

分緊張をそこまでしない点や、聞き手の反応をチャットおよび

挙手機能で確かめることができる点、対面よりも手軽に挙手な

どで反応をしやすい点など、オンライン授業ならではの良さを

実感できた 

 

②一人一人がパソコンを所持していることにより、発表者が提

示する画像やビデオを見やすい、チャットで意見を送ることが

できるため意見を言いやすいといった利点もある。 

 

③寸劇はリアルタイムでも、動画を使ってもできた。資料のや

り取りもzoomのチャット機能を使うことで簡単にできた。聞い

ている人に発言を促すのはzoomの方がやりやすいのではないか

と思った。 

 

④今回の発表会では、ＵＲＬやレジュメを添付したり、挙手機

能を活用したり、ズームならではの機能を有効活用しているグ

ループが多くありました。紙を印刷する手間が省けたり、周り

の人の雰囲気に合わせる必要がないというメリットがあったと

思います。 

 

⑤プレゼンの際、受講者全員にサイトのリンクを送付し、その

リンクをワンクリックで簡単に開くことができる状況というの

は、今までの対面授業ではあまり考えられなかったことだろう

と感じる。付随した情報に簡単に触れることができることで深

い学びに繋がるのではないかと考えた。 

 

● 発表者の緊張感の緩和 

①私自身は、緊張しやすく発表が苦手でしたが、オンラインで

の発表は人と面と向かっているわけではないので、少し気楽に

発表することができました。 

 

②目の前に大勢の人がいないことで発表者の緊張感が軽減され

たことがオンライン授業の最大のメリットであった。 

 

・文字やデータの取り扱いやすさ 

①報告方法は対面でないことで確かに制限されたが、パワーポ

イントを使用する上で、小さい文字やデータなどは使いやすく

なった。 
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②写真やグラフなどを多く使用する授業ではオンラインの方が

見やすくていいという意見もある。 

4.2 認識されたオンライン授業のデメリット 

本授業後には「オンラインと対面には、私たちがそ

れまで考えていたほどの差はない」との認識が示され

た一方、「対面でないこと」への違和感も少なからず、

開示されていた。また発言しにくさ（間の取り方、タ

イミング）、聴き手の表情や様子の読み取りにくさ、パ

ソコンや通信ソフトの使いにくさ、グループで共同作

業・協働の難しさ、などがデメリットとして挙げられ

ている。 
 

4.2.1.対面でないことへの違和感 

①オンラインでのグループワークは非常にやりにくさを感じた 

 

②本来の対面授業であればもっと内容も充実して、質の高い授

業が受けられるはずだったのに、と思うことも多くあった。 

 

③対面型授業のメリットは多いので、対面で実施出来るのであ

れば、その方が良いとも思いました。 

 

④実際に会うことができない中でのグループワークというのは

会話の間や距離感が難しいと感じた 

 

⑤オンライン授業では確かに対面の授業とまったく同じことを

やり、同じ学びを得ることは難しい 

 

⑥オンライン授業では、一般に行なうような板書の授業形式は

行ないづらい 

 

⑦オンライン授業だと、受ける場所は家であり、衆人環視のない

中授業を受けることになる。そうなると、どうしてもたるむの

だ。やはりせっかく大学に来たからには、教室に出向き、先生と

対面し、学ぶしかないという状況に身を置きたいものである。 

 

⑧オンラインによる不都合を強いて挙げるとするならば、グルー

プトークの雰囲気が読み辛かった点、報告方法が限定された点 

 

⑨複数人で協力して何かを作成しなければならないような場合

や、実験・実習が必要な授業の場合には限界がある 

 

4.2.2 発言しにくさ（間の取り方・タイミング） 

①間の取り方が難しく、発言することを躊躇う場面が何度もあ

った。 

 

②zoomでは意見を上手く言えないということがあった。しゃべ

りだしが誰かと被ってしまうのが嫌で、どのタイミングでしゃ

べっていいのかわからなかったり、他の人の意見に対して何か

思った時でも、司会に指名され発言した後ではうまく発言でき

ないということがあった 

 

③オンライン授業の大変なところは、話し合いをするときに間

の取り合いが難しく、話し出すきっかけを探るのに苦労した

り、発表していても一度に全員の顔を見れるわけでないので、

ほんとうに内容を理解しているのかがわからないところだと思

った 

 

④オンライン授業での難しさがあり、人の反応が分かりにくい

ため、相手の発言等になるべく大きくあいづちを打つことを意

識したが沈黙したことで雰囲気が静まってしまう場面が多々あ

った。 

 

⑤自分がグループ内においてムードを上げていくことは難しい

ことも痛感した。 

 

⑥オンラインだとリアクションや話が被った時の譲り合い、間

などが難しいと感じました。 

 

4.2.3 聴き手の表情や様子のわかりにくさ 

①対面授業と比較すると、聞いている側の反応がわかりにく

く、タイムラグが生じること、ネットワークが不安定な場合会

話等やりにくいこともある 

 

②対面とくらべて音が聞こえにくくまた感情を読み取りづらい

ため、コミュニケーションがとりづらい 

 

③発表中に相手の様子がわかりにくいというのが最大の欠点 

 

④グループトークは対面の方が場の空気や雰囲気が読める上に

話し合いもテンポよく進むので、正直に白状するとオンライン

の方がグループトークはやり辛い。 

 

⑤対面授業と比較すると、聞いている側の反応がわかりにく

く、タイムラグが生じること、ネットワークが不安定な場合会

話等やりにくいこともある 

 

⑥対面とくらべて音が聞こえにくくまた感情を読み取りづらい

ため、コミュニケーションがとりづらい 

 

⑦発表中に相手の様子がわかりにくいというのが最大の欠点 
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● ネット検索の容易さ 

①常にネットワークと向き合っているのでインターネットで調

べるときは簡単に接続ができる 

 

②検索するハードルが下がり、またそもそも学習しようと思い

立つハードルも下がる 

 

③また、インターネットを使う時間が多くて、図書館で文献を

探すよりも多くの情報をグループで共有できたのではないかと

感じた。 

 

● ファイルの共有、送受信の容易さ 

①片手で意見をまとめながら発言ができ、皆がPCに注目してい

るという事で送信した情報ファイルは同時に全員と共有でき

る。これはこれまで行ってきたグループワークにはない速さで

あり感動した。 

 

②大量にファイルの送受信があったにもかかわらず、ファイル

ごとにまとまっていて紙のようにばらばらになることがなく取

り出しやすかったので、オンラインでのやりとりも悪くはない

のかなと見直すことができた 

 

③一番良かったのは、ファイルの送信や受信がとても楽だった

こと 

 

4.1.4 発表プロセスの円滑さ 

● 発表準備の進めやすさ 

①スライドに挿入するイラストをみんなで探し、チャットに張

り付けることでスムーズに編集ができた 

 

②画面共有ができるので、全員が同時に同じ画面を見ることが

でき、読み合わせがとても楽だった 

 

③オンラインだと、他のグループの会話も聞こえないので、発

表を見るまで内容が秘密になっているというワクワク感もあっ

た。 

 

● 効率的な時間管理 

①画面共有を切り替えるだけで簡単に発表者の交代ができ、待

ち時間が短縮されて有意義に時間を使えた 

 

②対面であればプレゼンに使った道具の片づけや席に戻るまで

の時間、次のグループが出てきて準備する時間がありますが、

オンラインでは画面を切り替えるだけで済ませることができ、

対面よりも時間を節約することができます 

 

③時間の面では、最終日のプレゼンは予定よりも早く終えるこ

とができましたが、その要因の一つとしては次のグループへの

引継ぎがスムーズだったところにある 

 

● 多様な発表方法と機能の活用可能性 

①初めてオンラインでプレゼンをしたりして、顔が見られない

分緊張をそこまでしない点や、聞き手の反応をチャットおよび

挙手機能で確かめることができる点、対面よりも手軽に挙手な

どで反応をしやすい点など、オンライン授業ならではの良さを

実感できた 

 

②一人一人がパソコンを所持していることにより、発表者が提

示する画像やビデオを見やすい、チャットで意見を送ることが

できるため意見を言いやすいといった利点もある。 

 

③寸劇はリアルタイムでも、動画を使ってもできた。資料のや

り取りもzoomのチャット機能を使うことで簡単にできた。聞い

ている人に発言を促すのはzoomの方がやりやすいのではないか

と思った。 

 

④今回の発表会では、ＵＲＬやレジュメを添付したり、挙手機

能を活用したり、ズームならではの機能を有効活用しているグ

ループが多くありました。紙を印刷する手間が省けたり、周り

の人の雰囲気に合わせる必要がないというメリットがあったと

思います。 

 

⑤プレゼンの際、受講者全員にサイトのリンクを送付し、その

リンクをワンクリックで簡単に開くことができる状況というの

は、今までの対面授業ではあまり考えられなかったことだろう

と感じる。付随した情報に簡単に触れることができることで深

い学びに繋がるのではないかと考えた。 

 

● 発表者の緊張感の緩和 

①私自身は、緊張しやすく発表が苦手でしたが、オンラインで

の発表は人と面と向かっているわけではないので、少し気楽に

発表することができました。 

 

②目の前に大勢の人がいないことで発表者の緊張感が軽減され

たことがオンライン授業の最大のメリットであった。 

 

・文字やデータの取り扱いやすさ 

①報告方法は対面でないことで確かに制限されたが、パワーポ

イントを使用する上で、小さい文字やデータなどは使いやすく

なった。 
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②写真やグラフなどを多く使用する授業ではオンラインの方が

見やすくていいという意見もある。 

4.2 認識されたオンライン授業のデメリット 

本授業後には「オンラインと対面には、私たちがそ

れまで考えていたほどの差はない」との認識が示され

た一方、「対面でないこと」への違和感も少なからず、

開示されていた。また発言しにくさ（間の取り方、タ

イミング）、聴き手の表情や様子の読み取りにくさ、パ

ソコンや通信ソフトの使いにくさ、グループで共同作

業・協働の難しさ、などがデメリットとして挙げられ

ている。 
 

4.2.1.対面でないことへの違和感 

①オンラインでのグループワークは非常にやりにくさを感じた 

 

②本来の対面授業であればもっと内容も充実して、質の高い授

業が受けられるはずだったのに、と思うことも多くあった。 

 

③対面型授業のメリットは多いので、対面で実施出来るのであ

れば、その方が良いとも思いました。 

 

④実際に会うことができない中でのグループワークというのは

会話の間や距離感が難しいと感じた 

 

⑤オンライン授業では確かに対面の授業とまったく同じことを

やり、同じ学びを得ることは難しい 

 

⑥オンライン授業では、一般に行なうような板書の授業形式は

行ないづらい 

 

⑦オンライン授業だと、受ける場所は家であり、衆人環視のない

中授業を受けることになる。そうなると、どうしてもたるむの

だ。やはりせっかく大学に来たからには、教室に出向き、先生と

対面し、学ぶしかないという状況に身を置きたいものである。 

 

⑧オンラインによる不都合を強いて挙げるとするならば、グルー

プトークの雰囲気が読み辛かった点、報告方法が限定された点 

 

⑨複数人で協力して何かを作成しなければならないような場合

や、実験・実習が必要な授業の場合には限界がある 

 

4.2.2 発言しにくさ（間の取り方・タイミング） 

①間の取り方が難しく、発言することを躊躇う場面が何度もあ

った。 

 

②zoomでは意見を上手く言えないということがあった。しゃべ

りだしが誰かと被ってしまうのが嫌で、どのタイミングでしゃ

べっていいのかわからなかったり、他の人の意見に対して何か

思った時でも、司会に指名され発言した後ではうまく発言でき

ないということがあった 

 

③オンライン授業の大変なところは、話し合いをするときに間

の取り合いが難しく、話し出すきっかけを探るのに苦労した

り、発表していても一度に全員の顔を見れるわけでないので、

ほんとうに内容を理解しているのかがわからないところだと思

った 

 

④オンライン授業での難しさがあり、人の反応が分かりにくい

ため、相手の発言等になるべく大きくあいづちを打つことを意

識したが沈黙したことで雰囲気が静まってしまう場面が多々あ

った。 

 

⑤自分がグループ内においてムードを上げていくことは難しい

ことも痛感した。 

 

⑥オンラインだとリアクションや話が被った時の譲り合い、間

などが難しいと感じました。 

 

4.2.3 聴き手の表情や様子のわかりにくさ 

①対面授業と比較すると、聞いている側の反応がわかりにく

く、タイムラグが生じること、ネットワークが不安定な場合会

話等やりにくいこともある 

 

②対面とくらべて音が聞こえにくくまた感情を読み取りづらい

ため、コミュニケーションがとりづらい 

 

③発表中に相手の様子がわかりにくいというのが最大の欠点 

 

④グループトークは対面の方が場の空気や雰囲気が読める上に

話し合いもテンポよく進むので、正直に白状するとオンライン

の方がグループトークはやり辛い。 

 

⑤対面授業と比較すると、聞いている側の反応がわかりにく

く、タイムラグが生じること、ネットワークが不安定な場合会

話等やりにくいこともある 

 

⑥対面とくらべて音が聞こえにくくまた感情を読み取りづらい

ため、コミュニケーションがとりづらい 

 

⑦発表中に相手の様子がわかりにくいというのが最大の欠点 
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⑧グループトークは対面の方が場の空気や雰囲気が読める上に

話し合いもテンポよく進むので、正直に白状するとオンライン

の方がグループトークはやり辛い。 

 

4.2.4．パソコンや通信ソフトの使いにくさ（スキル、設備・

環境） 

①もともと資料が紙媒体であったり、コンピュータの規格や具

合の関係上ダウンロードできなかったりすれば、効率は下がる

ことになる点に注意する必要がある 

 

②私のパソコンも結局、チャットにアップロードされたほとん

どの資料をダウンロードできなかった。 

 

③回線落ちやカメラ・音声の不具合を頻繁に経験した 

 

④オンライン授業では通信環境の影響でラグが発生したり声が聴

きとりにくかったりと、プレゼンやグループワークにはあまり向

いていないのかもしれないとこの集中講義を通じて思った。 

 

4.2.5 グループでの共同作業・協働の難しさ 

①共同作業が困難であるため必然的に個人作業が多くなり、作

り終えた各スライドにクオリティの差や統一感の無さ、偏りが

生まれてしまうというのがオンライン授業の弊害である 

 

②オンラインでの発言時は相手の顔が同時に全員見えてしまう

ので人見知りを急加速させて緊張したこと。 

 

③ブレイクアウトルームという他のグループと完全に隔離され

た状況でグループワークを行うので、他のグループの進行状況

や、いわゆる「ノリ」がわからず、手探りで作業しているよう

な気持ちになった。 

５．対面授業と非対面授業の捉え直し 

本授業を受講後に、改めて対面授業と非対面授業の

どちらがよいかを問う記述が見られた。非対面への居

メールが変わってもやはり対面授業を望むもの、非対

面も対面と遜色ないと考えるもの、むしろ非対面の方

をより積極的に評価するもの、に分かれた。さらに非

対面授業の経験を踏まえ、自らの対面授業の際の姿勢

を問い直すものもあった。 
 

5.1 対面授業の優越性 

大多数の学生たちは長期間、授業は対面が大前提に

学校教育を受けてきた。感染症で突然対面が叶わなく

なったはいえ、親しみの乏しい「非対面」が突然導入

され、常態化しているのが現状である。  

①本来の対面授業であればもっと内容も充実して、質の高い授

業が受けられるはずだったのに、と思うことも多くあった。 

 

②私個人としては、zoomの長所より短所の方が印象に残った。し

かし、このような状況でもグループワークをして発表をまとめる

ことができたというのは自分の中で自信につながると思う。 

 

③やはりグループワークは対面でやりたかったというのが率直

な感想です 

5.2 非対面授業の対面授業との同等性 

学生たちの多くは、非対面を実際に経験すると、そ

の中で、非対面でもかなりのことが可能になると知る。

そこから一定の認識変容が起こってきたことが看て取

れる。 
 

①オンラインと対面には、私たちがそれまで考えていたほどの

差はない 

 

②このような状況下での授業形態として適切な授業形態なので

はないかと思います。 

 

③この講義はオンラインによる講義だったが、特別な不都合を

感じることはなかった 

 

④今回の講義でわかったのは、オンラインでもプレゼンについ

てはできることがたくさんあるということだ。 

 

⑤個人的にはオンライン講義で特別な不都合を感じることはな

かった。 

 

⑥最初は様々な制約があることを心配していたが、それを回避

する術を含め多くのものを得ることができた。利点は今後の学

習にも上手く取り込んでいきたいものである。 

 

⑦今回の生涯学習概論ではオンラインでのグループワークも大

きな困難もなく話し合いを進めていくことができ、最初に考え

ていたよりはオンライン授業は自由度が高く、様々な可能性を

持っている。 
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⑧オンラインになったことで私が恐れていたのは人とのつなが

りが軽薄になることだったが、グループワークを行っていくう

ちに、対面と非対面の差をあまり感じなくなった。 

 

⑨オンラインと対面には、私たちがそれまで考えていたほどの

差はない 

 

⑩対面の授業のほうが明らかに「学習」をしているという実感

は湧くが、オンライン授業でも最低限の学びは可能なのではな

いか 

 

以上に加え、「わざわざ大学の教室に来て、授業を受け

なくても、他県にある実家などから受けることが可能

となっており、実習を除いて大学に来て講義を受ける

必要があまり無いように感じられる」といった声もあ

った。 

5.3 非対面授業の長所・優越性 

本授業の受講経験を踏まえての非対面授業の長所や

優越性についての気づきは多岐にわたっている。多く

は４で挙げた「メリット」と共通する要素が多いが、

④～⑧のように、前半で「～であるが…」と対面と比

較した際のマイナス面を前置きしつつも、後半で非対

面のプラス面を積極的に評価している点が興味深い。 
総じて、「オンラインで授業をやってみて、オンライ

ンでもできることがたくさんあると気づかされ、オン

ラインだからこそのメリットも感じることができた」

との実感が共有されていたとみなされる。 
 

● 講義の聴きやすさ 

①講義で話の内容が聞き取りづらい場合がある。その時はイヤ

ホンやヘッドフォンを利用することで会話内容を耳元で聞き取

ることができる。Zoomにはレコーディング機能もあるので、講

義をいつも通り聴きながら、スマホやパソコン、またはタブレ

ット等を使ってミーティング内容を記録することで、その講義

をそのまま振り返ることができる。 

 

②講義が聞きやすい点である。対面の場合、人数の多い講義で

はどうしても板書が見にくいことや声が聞きにくいことがあ

る。オンラインの場合常に最前列にいるようにスライドも音声

も受けやすい形となっている。また、チャット機能など質問も

しにくくなっていることもなく、講義形式の授業ではメリット

の方が多いように感じる。 

 

● 授業で経験した利便性・快適さ、未知の可能性 

①一人一人がパソコンを所持していることにより、発表者が提

示する画像やビデオを見やすい、チャットで意見を送ることが

できるため意見を言いやすいといった利点もある。 

 

②普段は一つのパソコンをみんなで交代で見るなどするしかな

かったけれど、今回はそういうことをせずにすんだので、そこ

もスムーズにできた要因ではないか 

 

③非対面型授業にもかかわらず学生たちはプレゼンやグループ

ワークを通して密接にかかわりあっていた 

 

④相手が見えないというのはある意味恐怖であるが、その恐怖

心を逆手にとって、趣向を凝らすようになるというのが私が考

えるオンライン授業の可能性である。 

 

⑤先生も学生も手探りの状況で、双方が様々な工夫をし、新たな

試みを行ったり、想像を働かせてそれを実行に移したりした。 

 

⑥実際非対面で授業を受けてみると、授業も板書もグループワ

ークも予想以上にスムーズに進行していた 

 

⑦集中講義のハードルが下がったかどうかは断定できません

が、対面よりも少しリラックスして臨めるのはオンラインの可

能性ではないでしょうか 

 

⑧この授業でのグループワークを通して、伝わりづらい分より

自分の話し方が相手にどんな印象を与えるかについてよく考え

て、慎重にコミュニケーションを図ることができたのではない

かと考える。 

だからこそ準備の段階から相手を深く意識した発表になるよう

に工夫を凝らすようになる。 

 

⑨オンライン授業でもいろいろなやり方があることがわかった。 

 

⑩やり辛かったおかげでグループのルールを守ろうという意識

がより働き、丁寧なグループトークができた。 

 

⑪わかりやすい反応をすることは、対面授業においても必要で

ある。 

 

⑫パソコンを立ち上げればそこはもう教室で、授業を受けるた

めに移動する必要はなく、移動時間を別のことに割ける。 
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⑧グループトークは対面の方が場の空気や雰囲気が読める上に

話し合いもテンポよく進むので、正直に白状するとオンライン

の方がグループトークはやり辛い。 

 

4.2.4．パソコンや通信ソフトの使いにくさ（スキル、設備・

環境） 

①もともと資料が紙媒体であったり、コンピュータの規格や具

合の関係上ダウンロードできなかったりすれば、効率は下がる

ことになる点に注意する必要がある 

 

②私のパソコンも結局、チャットにアップロードされたほとん

どの資料をダウンロードできなかった。 

 

③回線落ちやカメラ・音声の不具合を頻繁に経験した 

 

④オンライン授業では通信環境の影響でラグが発生したり声が聴

きとりにくかったりと、プレゼンやグループワークにはあまり向

いていないのかもしれないとこの集中講義を通じて思った。 

 

4.2.5 グループでの共同作業・協働の難しさ 

①共同作業が困難であるため必然的に個人作業が多くなり、作

り終えた各スライドにクオリティの差や統一感の無さ、偏りが

生まれてしまうというのがオンライン授業の弊害である 

 

②オンラインでの発言時は相手の顔が同時に全員見えてしまう

ので人見知りを急加速させて緊張したこと。 

 

③ブレイクアウトルームという他のグループと完全に隔離され

た状況でグループワークを行うので、他のグループの進行状況

や、いわゆる「ノリ」がわからず、手探りで作業しているよう

な気持ちになった。 

５．対面授業と非対面授業の捉え直し 

本授業を受講後に、改めて対面授業と非対面授業の

どちらがよいかを問う記述が見られた。非対面への居

メールが変わってもやはり対面授業を望むもの、非対

面も対面と遜色ないと考えるもの、むしろ非対面の方

をより積極的に評価するもの、に分かれた。さらに非

対面授業の経験を踏まえ、自らの対面授業の際の姿勢

を問い直すものもあった。 
 

5.1 対面授業の優越性 

大多数の学生たちは長期間、授業は対面が大前提に

学校教育を受けてきた。感染症で突然対面が叶わなく

なったはいえ、親しみの乏しい「非対面」が突然導入

され、常態化しているのが現状である。  

①本来の対面授業であればもっと内容も充実して、質の高い授

業が受けられるはずだったのに、と思うことも多くあった。 

 

②私個人としては、zoomの長所より短所の方が印象に残った。し

かし、このような状況でもグループワークをして発表をまとめる

ことができたというのは自分の中で自信につながると思う。 

 

③やはりグループワークは対面でやりたかったというのが率直

な感想です 

5.2 非対面授業の対面授業との同等性 

学生たちの多くは、非対面を実際に経験すると、そ

の中で、非対面でもかなりのことが可能になると知る。

そこから一定の認識変容が起こってきたことが看て取

れる。 
 

①オンラインと対面には、私たちがそれまで考えていたほどの

差はない 

 

②このような状況下での授業形態として適切な授業形態なので

はないかと思います。 

 

③この講義はオンラインによる講義だったが、特別な不都合を

感じることはなかった 

 

④今回の講義でわかったのは、オンラインでもプレゼンについ

てはできることがたくさんあるということだ。 

 

⑤個人的にはオンライン講義で特別な不都合を感じることはな

かった。 

 

⑥最初は様々な制約があることを心配していたが、それを回避

する術を含め多くのものを得ることができた。利点は今後の学

習にも上手く取り込んでいきたいものである。 

 

⑦今回の生涯学習概論ではオンラインでのグループワークも大

きな困難もなく話し合いを進めていくことができ、最初に考え

ていたよりはオンライン授業は自由度が高く、様々な可能性を

持っている。 
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⑧オンラインになったことで私が恐れていたのは人とのつなが

りが軽薄になることだったが、グループワークを行っていくう

ちに、対面と非対面の差をあまり感じなくなった。 

 

⑨オンラインと対面には、私たちがそれまで考えていたほどの

差はない 

 

⑩対面の授業のほうが明らかに「学習」をしているという実感

は湧くが、オンライン授業でも最低限の学びは可能なのではな

いか 

 

以上に加え、「わざわざ大学の教室に来て、授業を受け

なくても、他県にある実家などから受けることが可能

となっており、実習を除いて大学に来て講義を受ける

必要があまり無いように感じられる」といった声もあ

った。 

5.3 非対面授業の長所・優越性 

本授業の受講経験を踏まえての非対面授業の長所や

優越性についての気づきは多岐にわたっている。多く

は４で挙げた「メリット」と共通する要素が多いが、

④～⑧のように、前半で「～であるが…」と対面と比
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⑬はじめは不安も大きかったけれど、実際にやってみると自主

的に学習に取り組むことができ、他の人から学ぶことも多かっ

たため、グループワークの重要性を感じたとともに、オンライ

ンでここまでできるのだと可能性を感じた。 

 

⑭チャット機能を利用して資料を配布することで教授が配布す

る負担を無くし、学生は資料をデータとして手元に置くことが

可能である。紙媒体に比べてデータであると資料がかさばった

り、汚れたりしまう心配がない。 

 

⑮チャット機能によって資料を配布する手間が省けることや、

画面共有で画面全体にスライドや資料が表示されるので、各人

がその全体をはっきり見ることが可能で、対面式である「見え

づらい」という問題が解消される 

 

⑯紙の使用を大幅に削減できるので環境に優しいのも利点である 

 

⑰紙に刷って皆に渡す必要がない 

 

⑱他の人と空間を共有せず、音声も切ることが出来るため、飲

食をかなり自由に行える所も良い 

 

⑲オンラインであれば教室の物理的な制限はないので教室で授

業を行なうよりも多くの生徒が望んだ授業を受けられる。これ

も利点であると言える。 

 

⑳自分はすぐに喉が渇いて咳き込む体質であるため、こまめに

飲み物を飲むことができありがたかった 

 

● 自分の生活・学習ペースを維持しながらの参加 

①質問は明らかにしやすくなっているし、回線さえ整っていれ

ば聞きやすい、自分のペースを守れるというのはよかった 

 

②自分の家から参加することができるので実際に会って話すと

きよりも緊張せずリラックスして話すことができる 

 

③自分の受講しやすい環境で好きなペースで課題をこなすこと

ができるのも強みだ。 

 

④私の友人の話によると、普段は朝の通勤・通学ラッシュの中

電車に乗り、大学まで1時間以上かけて通学しており、1限に間

に合わないこともしばしばあったが、オンライン授業では通学

時間を気にして急ぐ必要がなくなったため、安心して授業を受

けられるようになったそうだ。 

 

⑤決して楽なものではありません。しかしオンラインだったか

らこそ、私たちは通常の対面授業より朝40分多い睡眠を確保で

きたのです。これによってなんとか守られたモチベーションを

侮ってはいけません。 

 

⑥休憩がよりプライベートなので休息が非常に休める 

 

⑦各自が家で作業することによって、外着に着替える時間、メ

イクする時間、人とカフェに行って飲むコーヒー代、全員が同

じ場所に集まるための交通費や自転車を漕ぐ体力、これら全て

を使わずに済むというのが、オンライン授業の一番の意義では

ないでしょうか。 

 

⑧各々の生活が受講のために制限されない点もオンライン授業

の価値である。 

 

⑨なにより朝に弱いため、登校時間を気にして早く起きる必要

がないというのも大きな利点である。 

 

⑩じぶんは休息はだれにも邪魔されず十分行いたいのでこの点

は非常に助かった。 

 

⑪授業を受けるのにあたり我々は付き合いで飲むコーヒー代や

朝のあわただしい時間を消費する必要がない 

 

⑫実家生など遠方から通う学生は交通費が浮き、さらに保護者

の視点に立つと、子供が実家で受講することで、自宅と子供の

二重扶養状態が解消され、経済的な負担が軽減されるという可

能性がある 

 

5.4 非対面授業経験による対面授業の捉え直し 

学生の一部は、対面か非対面かの議論ではなく、非

対面授業を経験する中で感じたり考えたことを通し、

これまでの対面授業における自らの態度や行動を改め

て捉え直し、今後に向けた示唆を見出していた。 

 
①こんな風に慎重にコミュニケーションをとることは今までな

かったが、このような心掛けはむしろ対面でのコミュニケーシ

ョンがうまくいかなかったときにも足りていなかったことなの

ではないかと考える。 
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②この利点（＝グループワークや発表のしやすさ）を生かし

て、オンライン授業でグループワークやプレゼンの活動を主体

とすれば、他者と協働する力を学習者に身に着けさせることが

できる。私は実際、この授業では対面授業の時よりもグループ

ワークがやりやすいと感じた。 

 

③オンライン授業では、積極的にグループワークを取り入れて

もよいと考える。オンラインによるグループワークで、他者と

作業をすることへの嫌悪感を取り除くことが期待できる。 

 

④オンライン上での授業を通して、より非対面での交流がスム

ーズになるよう努力することは、同時に直接対面で交流してい

る時にも私たちが心掛けなければいけないことにつながってい

るのではないかと考える。 

 

⑤オンライン授業の間に大きく反応をすることを意識すること

で、対面授業でもその習慣が引き継がれ、対面授業が始まって

からの授業の雰囲気がより良いものになるのではないか 

 

⑥視界に入ってきたものから受けるインスピレーションもほと

んどないことはアイデアを出すうえであまり良い状況とは言え

ない。しかし、逆の角度からみると、インスピレーションが無

いためにそこを埋めようと自分自身の中にあるものを駆使しよ

うという意識があったと感じる。これまでインプットしてきた

ものを最大限アウトプットしようとしたことは主体的な学びと

いえるし、その点で生涯学習に大きくつながるのではないかと

感じた。 

 

⑦相手の話を聞く際も、相手から伝わる情報が少ない分聞き漏

らさないようにとしっかり聞くことを心掛け、伝わったことを

伝えるためのアクションも対面で会話している時より大げさ

に、確実に伝わるように心掛けた。 

８.これからのオンライン授業実践に向けて 

最後に、本授業での経験を踏まえて、これからのオ

ンライン授業の課題や可能性、自らのオンライン授業

への関わりや必要なサポートなどの記述を挙げておき

たい。 

 
● オンラインならではの学びの可能性  

①今回のようなグループワークが個別の部屋に分かれて行ない

やすい、画面共有で全員が説明されている画面を見やすいとい

う利点はある。 

 

②今回自分たちのプレゼンを通して思ったことは、オンラインで

あっても学生主体の学習を行うことは可能であるということだ。 

 

③よい点として、実際に顔を合わせなくても作業できるのでこ

のような社会状況に適していること、録画などzoomでしかでき

ない表現方法もあり、利用することで表現の幅が広がることな

どがある 

 

④パソコンとインターネット環境が整っている場所ならどこで

も授業を受けることができたり、動画配信型の授業形態にすれ

ばいつでも何度でも講義を振り返ることができたり、というメ

リットもある。 

 

⑤オンライン授業には不便なことばかりではなく、オンライン

だからこその学びも存在しているということにこれからの新し

い様式での学習に可能性を感じた。 

 

⑥今回の授業はリアルタイム受講であったが、オンラインのな

かでも録画を配信するという形であれば、時間の制約も軽減さ

れ、好きな時間に学ぶことができ、より学習できる層が広がる

のではないか。 

 

⑦オンラインの場合常に最前列にいるようにスライドも音声も

受けやすい形となっている。また、チャット機能など質問もし

にくくなっていることもなく、講義形式の授業ではメリットの

方が多いように感じる。また、今回の生涯学習概論ではオンラ

インでのグループワークも大きな困難もなく話し合いを進めて

いくことができ、最初に考えていたよりはオンライン授業は自

由度が高く、様々な可能性を持っている。このようなことから

オンラインはこのような状況が落ち着いたとしても今後使われ

ていくと考える。 

 

⑧手を挙げる機能など、zoomならではのオンライン講義を考え

ることが出来る 

 

⑨オンラインでの取り組みを余儀なくされた今、デメリットば

かりに目を向けるのではなく、オンラインならではのメリット

を活用していくことが一番重要である 

 

● 新たな経験への挑戦 

①コロナという予想外の出来事でオンライン授業を行っていま

すが、これに立ち会えたことをプラスに捉えて、どう生かすか

を考えてみたいです。 
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だからこその学びも存在しているということにこれからの新し

い様式での学習に可能性を感じた。 

 

⑥今回の授業はリアルタイム受講であったが、オンラインのな

かでも録画を配信するという形であれば、時間の制約も軽減さ

れ、好きな時間に学ぶことができ、より学習できる層が広がる

のではないか。 

 

⑦オンラインの場合常に最前列にいるようにスライドも音声も

受けやすい形となっている。また、チャット機能など質問もし

にくくなっていることもなく、講義形式の授業ではメリットの

方が多いように感じる。また、今回の生涯学習概論ではオンラ

インでのグループワークも大きな困難もなく話し合いを進めて

いくことができ、最初に考えていたよりはオンライン授業は自

由度が高く、様々な可能性を持っている。このようなことから

オンラインはこのような状況が落ち着いたとしても今後使われ

ていくと考える。 

 

⑧手を挙げる機能など、zoomならではのオンライン講義を考え

ることが出来る 

 

⑨オンラインでの取り組みを余儀なくされた今、デメリットば

かりに目を向けるのではなく、オンラインならではのメリット

を活用していくことが一番重要である 

 

● 新たな経験への挑戦 

①コロナという予想外の出来事でオンライン授業を行っていま

すが、これに立ち会えたことをプラスに捉えて、どう生かすか

を考えてみたいです。 
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②オンラインだからと悲観的にならずに、できることは何か模

索すること、そして見つけたら実行することを意識すれば、オ

ンライン授業をより充実させられるだろう。 

 

③今回は第三者へのインタビューや他グループとの協同はでき

なかったが、事前にアポイントメントを取ることによって双方

向メディアで対談でき、グループ間で交流できる土壌があれ

ば、対面のようなリアルな情報を得ることもできると考える 

 

④いつでも、どこでもというのは成人学習に求められる要素で

あり、それを提供できるというのは大きなメリットだと思いま

す。ただしサポートはかなり難しいと思うので実用化に向けて

はまだまだ試行錯誤が必要だと感じています。 

 

⑤遠くに住んでいる人、忙しくて隙間の時間しか空いていない

人、内容をしっかり理解していきたい人にとってオンラインは

学ぶことに大変有効であり、これは学校教育だけでなく成人教

育、生涯学習にてより発揮される力を持つだろう。 

 

⑥オンラインであるがゆえに、パソコンの機能や操作を取り込

んで工夫した授業や発表がしやすい点にもオンライン授業の可

能性があるのではないかと思います 

 

● 対面と非対面の組み合わせ（ハイブリッド方式） 

①コロナが収束した時に、両方のメリットを状況に応じて取り

入れていく必要があると思いました。 

 

②対面式/非対面式で形態が区別されているが、従来の対面型と

オンライン形式を融合した講義が可能なのではないかと考えた。 

 

③すべてをオンライン形式にする必要はないと思うが、対面形

式と合わせて用意しておくことで学習者の選択肢が増えるので

はないか。 

 

④今回の授業を振り返るとグループワークは対面授業で、発表

はオンラインという形式が望ましい 

 

⑤もちろん実際その場に行くことでしか得られない学習もある

と思う。しかし他者決定型学習に多い講演を聞く形式の学習な

どをオンラインに移行することで、逆に講師と学習者の距離が

縮まり質問などが出やすくなるのではないか。 

 

 

● オンライン状況における自己の成長 

①非対面式の講義が続く中で、自分のパソコンのスキルも同時

に養われていく感覚があった。これもインフォーマルな学習の

一環として捉えていこうと思う。 

 

②半年ほどオンライン授業の期間を経て、この環境にも慣れ、

活用でき始めている。 

 

③今回生涯学習概論を受講することで学んだオンライン上での

初対面の人とのコミュニケーションの取り方を、今後の人生に

おいて有効に活用していきたいと思う 

 

④この授業で実際に会って話し合うといった事はしていないの

で対面とオンラインでどちらが良いかははっきりとは分からな

いが、いつも対面で誰かと話す時よりも「どのように話せば相

手に伝わるか」や「相手が伝えたいことは何か」を常に意識し

て会話していたように思える。 

 

⑤また、私はオンライン授業の中で「オーバーリアクション」

をすることを意識している。以前私がゼミで発表した際に、聞

いている人の反応がわからず、不安になった経験があるためで

ある。わかりやすい反応をすることは、対面授業においても必

要である。オンライン授業の間に大きく反応をすることを意識

することで、対面授業でもその習慣が引き継がれ、対面授業が

始まってからの授業の雰囲気がより良いものになるのではない

かと考えている。 

 

⑥今後、ムードを上げていくためにはどうすればいいのか考え

てみたい 

 

⑦自分のオンライン授業を受けるための周辺の環境の整備はと

ても大事である。 

 

● 新たな学びとコミュニケーションの可能性 

①企画を考える上で、オンライン上では、画面共有をしてみん

なで一緒のものを見たり、すぐに情報を共有できたりすること

から、メディアを使った学びが広がるかなと感じた。 

 

②これまでインプットしてきたものを最大限アウトプットしよ

うとしたことは主体的な学びといえるし、その点で生涯学習に

大きくつながるのではないかと感じた。 

 

③ある意味、教育者と学習者が同じ視点に立って学びができる

生涯学習の理想的な形になる可能性を秘めている 
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④オンラインの授業では教育者が学習者全体を均等に見ること

ができたり、資料の共有が容易にできたりするため、教育者が

学習者に主体的な参加を促せば、対面型授業の場合よりも良い

学習機会を提供することができるのではないか。 

 

⑤いつでも、どこでもというのは成人学習に求められる要素で

あり、それを提供できるというのは大きなメリットだと思いま

す。 

 

⑥グローバル化が進む今日の世界において、画面を通して遠く

に住んでいる人とコミュニケーションをとるのにZOOMのような

オンラインのツールを用いる機会は次第に増加していくだろう 

 

● 地理的条件やハンディキャップの克服 

①オンラインの最大の良さである、一か所に集まらなくてもイ

ンターネットに接続できる環境があればどこからでも参加でき

るという点については、学習をしたくてもなかなかいけないよ

うな遠方の地に住んでいる人や、同じ学習ニーズを持っている

人が少なく、会場を借りるには費用などの面で難しい場合に学

習を実施する有効な方法であると思った。 

 

②オンライン授業が広まることで健常者と障碍者が等しく学習

機会を得られる範囲が広まる、 

 

③VRでの授業は遠い場所でもリアルな授業を受けられるという

ことに繋がり教育上の地理的な不利もなくなる 

 

④オンライン上ではリンクへの移動や資料の配布が楽であるた

め、学習の効率を上げること、学習の幅を広げることという点

に関してはかなり可能性を秘めている。 

 

⑤このようなオンライン授業の手軽さが、生涯学習は一部の人

のみが受けられるものであるという現在の認識を、誰もが学び

たいことを学ぶことができるチャンスがあるという認識に変え

ることのできる可能性を持っているのではないか。 

 

最後に、本授業の振り返りのまとめとして、２つの記

述を引用しておきたい。 
 

①オンライン授業は、皆経験が少なく、先生も今年度の開講形

態をどうするべきか悩んだとおっしゃっていた。しかし、逆に

それをプラスに捉えて、誰も経験したことのない形で授業を行

うことで、私たち学習者の想像力や発想力を豊かにするととも

に、教育者側も新たな学習機会の在り方について学べるという

意義があるのではないかと、結果論ではあるが、今回の集中講

義を通して感じた。 

②レクチャーをZOOMでやるだけになったとしたら、やっぱりた

るんでいただろう。課題などはまじめに提出しただろうから、

単位はもらえたかもしれない。しかし、その後自分の中に残る

もの、得られたものというのは矮小だったかもしれないと感じ

ている。ZOOMでも、グループワークや発表がリアルタイムで楽

しくできたということは、後々に残る大きな思い出になった

し、学びというか、考えを発信したり受信したりする営みが非

常に尊いものであった。それだけに、この授業も対面でやりた

かった。もっとじっくり、深く作業ができただろうなあと感じ

ているからだ。 

おわりに 

本稿では、グループワーク基盤型の集中講義をオン

ライン化したことにより、受講学生がどのような経験

を得て、いかなるオンライン授業観を抱いたのかを、

学生自身の記述による生の声から跡づけてきた。今回

の振り返りの記述は、「生涯学習概論」の事前課題とし

た筆者の手によるテキストや初日の講義内容が、ある

程度、理解を経て反映されていたことが窺われた。こ

れは、筆者の期待をはるかに超えるものであった。す

なわち、成人の学びや多様な学習支援、そこから「一

番遠くにいる人」の視点から事態を捉え返す「生涯学

習的考え方」、経済的・時間的に恵まれた人だけでなく、

あらゆる人が学ぶ権利（学習権）をもち、それを保障

される必要があること、などが、記述の中に散見され

た。受講学生たちは自分たちが置かれた非対面（オン

ライン）状況を、成人学習／教育、生涯学習／教育、

社会教育、ノンフォーマルやインフォーマルといった

様々な学びの形態や可能性と照らし合わせつつ、振り

返りを行っていたことが、窺える。 
本稿では、教育学研究者として自らのグループワー

ク基盤型オンライン授業を取り上げ、学生の振り返り

の声を大枠で整理し、できる限り原文のまま、文脈に

即して引用・掲載することとした。実践研究として成

立させるための明解な論点整理や精緻なテキスト分析、

理論化の丁寧な手続きを踏むものとはなっていない。

これは筆者の非力によるものとはいえ、今回はむしろ、

学生たちの生の声から真摯かつ謙虚に学びたい。その

知見や示唆をもとに今後、生涯教育学研究者／教育実

践者として、新型コロナと闘う時代、そして脱コロナ

時代を切り拓く新たな学びの開発・支援へと、次なる
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②オンラインだからと悲観的にならずに、できることは何か模

索すること、そして見つけたら実行することを意識すれば、オ

ンライン授業をより充実させられるだろう。 

 

③今回は第三者へのインタビューや他グループとの協同はでき

なかったが、事前にアポイントメントを取ることによって双方

向メディアで対談でき、グループ間で交流できる土壌があれ

ば、対面のようなリアルな情報を得ることもできると考える 

 

④いつでも、どこでもというのは成人学習に求められる要素で

あり、それを提供できるというのは大きなメリットだと思いま

す。ただしサポートはかなり難しいと思うので実用化に向けて

はまだまだ試行錯誤が必要だと感じています。 

 

⑤遠くに住んでいる人、忙しくて隙間の時間しか空いていない

人、内容をしっかり理解していきたい人にとってオンラインは

学ぶことに大変有効であり、これは学校教育だけでなく成人教

育、生涯学習にてより発揮される力を持つだろう。 

 

⑥オンラインであるがゆえに、パソコンの機能や操作を取り込

んで工夫した授業や発表がしやすい点にもオンライン授業の可

能性があるのではないかと思います 

 

● 対面と非対面の組み合わせ（ハイブリッド方式） 

①コロナが収束した時に、両方のメリットを状況に応じて取り

入れていく必要があると思いました。 

 

②対面式/非対面式で形態が区別されているが、従来の対面型と

オンライン形式を融合した講義が可能なのではないかと考えた。 

 

③すべてをオンライン形式にする必要はないと思うが、対面形

式と合わせて用意しておくことで学習者の選択肢が増えるので

はないか。 

 

④今回の授業を振り返るとグループワークは対面授業で、発表

はオンラインという形式が望ましい 

 

⑤もちろん実際その場に行くことでしか得られない学習もある

と思う。しかし他者決定型学習に多い講演を聞く形式の学習な

どをオンラインに移行することで、逆に講師と学習者の距離が

縮まり質問などが出やすくなるのではないか。 

 

 

● オンライン状況における自己の成長 

①非対面式の講義が続く中で、自分のパソコンのスキルも同時

に養われていく感覚があった。これもインフォーマルな学習の

一環として捉えていこうと思う。 

 

②半年ほどオンライン授業の期間を経て、この環境にも慣れ、

活用でき始めている。 

 

③今回生涯学習概論を受講することで学んだオンライン上での

初対面の人とのコミュニケーションの取り方を、今後の人生に

おいて有効に活用していきたいと思う 

 

④この授業で実際に会って話し合うといった事はしていないの

で対面とオンラインでどちらが良いかははっきりとは分からな

いが、いつも対面で誰かと話す時よりも「どのように話せば相

手に伝わるか」や「相手が伝えたいことは何か」を常に意識し

て会話していたように思える。 

 

⑤また、私はオンライン授業の中で「オーバーリアクション」

をすることを意識している。以前私がゼミで発表した際に、聞

いている人の反応がわからず、不安になった経験があるためで

ある。わかりやすい反応をすることは、対面授業においても必

要である。オンライン授業の間に大きく反応をすることを意識

することで、対面授業でもその習慣が引き継がれ、対面授業が

始まってからの授業の雰囲気がより良いものになるのではない

かと考えている。 

 

⑥今後、ムードを上げていくためにはどうすればいいのか考え

てみたい 

 

⑦自分のオンライン授業を受けるための周辺の環境の整備はと

ても大事である。 

 

● 新たな学びとコミュニケーションの可能性 

①企画を考える上で、オンライン上では、画面共有をしてみん

なで一緒のものを見たり、すぐに情報を共有できたりすること

から、メディアを使った学びが広がるかなと感じた。 

 

②これまでインプットしてきたものを最大限アウトプットしよ

うとしたことは主体的な学びといえるし、その点で生涯学習に

大きくつながるのではないかと感じた。 

 

③ある意味、教育者と学習者が同じ視点に立って学びができる

生涯学習の理想的な形になる可能性を秘めている 
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④オンラインの授業では教育者が学習者全体を均等に見ること

ができたり、資料の共有が容易にできたりするため、教育者が

学習者に主体的な参加を促せば、対面型授業の場合よりも良い

学習機会を提供することができるのではないか。 

 

⑤いつでも、どこでもというのは成人学習に求められる要素で

あり、それを提供できるというのは大きなメリットだと思いま

す。 

 

⑥グローバル化が進む今日の世界において、画面を通して遠く

に住んでいる人とコミュニケーションをとるのにZOOMのような

オンラインのツールを用いる機会は次第に増加していくだろう 

 

● 地理的条件やハンディキャップの克服 

①オンラインの最大の良さである、一か所に集まらなくてもイ

ンターネットに接続できる環境があればどこからでも参加でき

るという点については、学習をしたくてもなかなかいけないよ

うな遠方の地に住んでいる人や、同じ学習ニーズを持っている

人が少なく、会場を借りるには費用などの面で難しい場合に学

習を実施する有効な方法であると思った。 

 

②オンライン授業が広まることで健常者と障碍者が等しく学習

機会を得られる範囲が広まる、 

 

③VRでの授業は遠い場所でもリアルな授業を受けられるという

ことに繋がり教育上の地理的な不利もなくなる 

 

④オンライン上ではリンクへの移動や資料の配布が楽であるた

め、学習の効率を上げること、学習の幅を広げることという点

に関してはかなり可能性を秘めている。 

 

⑤このようなオンライン授業の手軽さが、生涯学習は一部の人

のみが受けられるものであるという現在の認識を、誰もが学び

たいことを学ぶことができるチャンスがあるという認識に変え

ることのできる可能性を持っているのではないか。 

 

最後に、本授業の振り返りのまとめとして、２つの記

述を引用しておきたい。 
 

①オンライン授業は、皆経験が少なく、先生も今年度の開講形

態をどうするべきか悩んだとおっしゃっていた。しかし、逆に

それをプラスに捉えて、誰も経験したことのない形で授業を行

うことで、私たち学習者の想像力や発想力を豊かにするととも

に、教育者側も新たな学習機会の在り方について学べるという

意義があるのではないかと、結果論ではあるが、今回の集中講

義を通して感じた。 

②レクチャーをZOOMでやるだけになったとしたら、やっぱりた

るんでいただろう。課題などはまじめに提出しただろうから、

単位はもらえたかもしれない。しかし、その後自分の中に残る

もの、得られたものというのは矮小だったかもしれないと感じ

ている。ZOOMでも、グループワークや発表がリアルタイムで楽

しくできたということは、後々に残る大きな思い出になった

し、学びというか、考えを発信したり受信したりする営みが非

常に尊いものであった。それだけに、この授業も対面でやりた

かった。もっとじっくり、深く作業ができただろうなあと感じ

ているからだ。 

おわりに 

本稿では、グループワーク基盤型の集中講義をオン

ライン化したことにより、受講学生がどのような経験

を得て、いかなるオンライン授業観を抱いたのかを、

学生自身の記述による生の声から跡づけてきた。今回

の振り返りの記述は、「生涯学習概論」の事前課題とし

た筆者の手によるテキストや初日の講義内容が、ある

程度、理解を経て反映されていたことが窺われた。こ

れは、筆者の期待をはるかに超えるものであった。す

なわち、成人の学びや多様な学習支援、そこから「一

番遠くにいる人」の視点から事態を捉え返す「生涯学

習的考え方」、経済的・時間的に恵まれた人だけでなく、

あらゆる人が学ぶ権利（学習権）をもち、それを保障

される必要があること、などが、記述の中に散見され

た。受講学生たちは自分たちが置かれた非対面（オン

ライン）状況を、成人学習／教育、生涯学習／教育、

社会教育、ノンフォーマルやインフォーマルといった

様々な学びの形態や可能性と照らし合わせつつ、振り

返りを行っていたことが、窺える。 
本稿では、教育学研究者として自らのグループワー

ク基盤型オンライン授業を取り上げ、学生の振り返り

の声を大枠で整理し、できる限り原文のまま、文脈に

即して引用・掲載することとした。実践研究として成

立させるための明解な論点整理や精緻なテキスト分析、

理論化の丁寧な手続きを踏むものとはなっていない。

これは筆者の非力によるものとはいえ、今回はむしろ、

学生たちの生の声から真摯かつ謙虚に学びたい。その

知見や示唆をもとに今後、生涯教育学研究者／教育実

践者として、新型コロナと闘う時代、そして脱コロナ

時代を切り拓く新たな学びの開発・支援へと、次なる
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可能性を探究していきたい。 

補遺 生涯学習／成人教育の観点から見たオンライ

ン授業の意義と可能性 

〇時間と場所を問わない 

①オンライン授業は、教員と学生がどこにいても参加できると

いう大きなメリットがあります。 

②オンラインであることで遠く離れている場所であっても授業

を受けることが出来、またどんな状態であっても受講すること

が出来るのは良い点である。 

③オンライン授業はまなびの「どこでもドア」である。 

④オンライン授業の意義は時間的・空間的制約の無さにある 

⑤オンライン授業の意義と可能性は場所や空間に囚われずに行

えるところにある 

⑥オンライン授業の意義について、まず、場所の制限がなくな

ったことがあげられる。 

⑦オンラインの良い点はその場にいなくても活動に参加できる

ところである。 

⑧遠隔地でも授業を受けられるというのは最大の良さだと思っ

た。 

⑨様々な場所で端末とネット環境があればだれでも受講できる

ものだ。 

⑩本来なら本講義は対面で行われるため、私のように夏休みで

実家に帰省している学生は本講義に合わせて新潟に戻らなけれ

ばならなかったが、その必要はない。 

⑪遠いところにいても講義に参加できることは何よりも時間の

ない成人にとってはありがたいことなのではないか。 

⑫生涯学習という観点からみれば、オンライン形式の学びとい

うのは実際に有効活用できるのではないか。 

 

〇 時間的・経済的節約ができる 

①オンライン授業のメリットの一つが、ネット環境があればど

こでも授業を受けることができ、通学にかかる時間や費用など

のコストを削減できることである 

②オンライン授業によって節約できるお金と時間は大きい 

③一人暮らしの家賃などの費用をかけなくても大学の授業を受

けられるというのは金銭的にも少しは負担がなくなる。 

④私は実家から大学に通っているのですが、オンライン授業が

始まってからは定期券を購入しなくてもよくなったので、１年

間で８万円以上も節約することができました。 

 

〇学習へのアクセシビリティ 

①車を持っていなくても自分で移動する術を持っていなくても

学習の場につくことができる、学習者の幅を広げられる点は利

点である 

②学校に通えない、体の弱い人であってもまたおとなであって

も高齢者の学習など家の外に出れない人がオンラインによって

学ぶことが出来るようになると思う。対面でないと分からない

こともあるがオンラインだからこそ、参加できる人が出てくる

など良い面もたくさんあると思う。 

③障碍者など移動するのが困難な人にとっては実際に行かなく

ても授業が受けることができるので、障碍者などの学習にはよ

り積極的に取り入れられるべき 

④身体的・精神的な障害や経済的理由から、授業を受けたくて

も学校に来られない人でも、学校以外の様々な場所で受講でき

るため、学習の機会の広い提供が可能となるだろう。 

⑤VR技術が進歩し、VRでオンライン授業を受けられるようにな

れば健常者と障碍者はより等しく学習機会が与えられるように

なる。／VRで博物館に行くなどができるようになれば生涯学習

にも活かすことができる。 

⑥授業が開講されている場所に出向く必要がないため、学生が

ほかの教育機関や他大学の授業も受講できることが可能になる

と思った。 

⑦自分の大学では開講されていないが、興味のある分野や専門

的な内容を講師から学びたいときに自由に受講できれば、学習

活動がより活発になるのではないか。 

⑧予備校の講座のように有名講師がオンラインで授業の配信を

始めたら、学生たちも気軽に参加できるかもしれないと思っ

た。 
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《研究ノート》 

オンライン講義に対する学習者の認識調査 

－Zoom型とYouTube型の比較分析－ 

 
田中 一裕（新潟大学） 

 
2020年度当初より新潟大学では、全ての講義のオンライン化を進め、創生学部でもほとんどの講義をオ

ンラインで実施した。実施側の教員だけではなく、受講側の学生もこのような取り組みに対して不慣れの

なかで進めていくことになった。後期には、実習・実験など一部の講義は対面となったが、それ以外の講義

はオンラインで実施した。教員・学生側ともオンラインによる講義に慣れてはきたが、対面で実施する講

義と比較してまだまだ有効な講義を実施しているとは言えない状況にある。 
本報告では、本学が実施しているオンライン講義の同期型（Zoom 利用）と、非同期型（YouTube 利用）

における学生の講義に対する認識の違いを明らかにするため、創生学部「リテラシー応用E」（対象2年生

中心）の講義（8 回／16 回）終了後にアンケート調査を実施した。このアンケート調査の分析から、２つ

のオンライン講義型に対する認識についての分析、考察をおこなう。 
キーワード  オンライン講義 同期型（Zoom型） 非同期型（YouTube型） 
 

 

1．はじめに 

2020年4月、新潟大学創生学部ではほとんどの講義

がオンラインとなり、講義を実施する側の教員も、講

義を受講する側の学生も、手探りの状況でスタートし

た。全国の大学において 2020 年はオンライン講義元

年となったと言える。 
これまで通信教育や語学教育などでは、e ラーニン

グやテレビ電話を利用したオンライン講義などが実施

されていた。e ラーニングにおいてオンラインの通信

型講義は、同期型（リアルタイムの講義）、非同期型（録

画形式の講義）と分類することができる。新潟大学で

はZoom ソフトにより、同期型（リアルタイム形式）

講義の実施に多くの教員側が初めて挑戦することにな

った。（2020年にはGoogle meetも登場し、他の同期型

ソフトやサイトが数多く登場している）。 
新潟大学では Zoom を採用し、大学によるライセン

ス購入により実施時間の制限もなく、全機能を使用す

ることが可能となっている。Zoom によるオンライン

講義開始直後は、教員側、学生側とも通信回線環境問

題、操作などのスキル問題、オンラインそのものへの

拒否的反応など、実施において多様な問題が出てきた

が、教員側・学生側ともオンライン講義への慣れによ

り、効果的なオンライン講義も実施されている。 

本研究では、本学部 2 年生を中心とした学生を対象

にしたオンライン講義に対するアンケート調査から、

Zoom 型講義と YouTube 型講義と比較し、それぞれの

オンライン講義型に対する学生の認識を検証する。 

2．アンケート調査について 

アンケート調査は、オンライン講義受講後、講義へ

の取り組み状況について Google フォームを利用し実

施し、その結果の分析をおこなった。 

①調査対象 

新潟大学創生学部「リテラシー応用E」受講生64名
（有効回答数25名） 
②調査方法 

全8回の講義終了後、Googleフォームへ入力 
③調査期間 

2020年12月8日～12月22日 

④調査内容 

質問項目は、1）回答者の属性 2 項目、2）オンライ

ン講義への満足度 2項目、3）Zoom型とYouTube型と

の理解の深まりについて 1項目、4）講義における資料

などについて4項目、5）オンライン講義における講師

の話しぶりについて 5項目、6）オンライン講義におけ

るブレイクアウトルームの人数と頻度について 7項目、

7）オンライン講義のまとめと振り返りについて 2 項
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