
2020/4/24

1

自宅から遠隔授
業をする場合

（外国語教育）

ローテク・機材が少なくても
できる遠隔授業の事例

関西大学 池田佳子 古川智樹
Keiko IKEDA Tomoki FURUKAWA

本発表スライドで引用されているURLのラストアクセスは2020年4月20日です

緊急ウェビナー・シリーズ「新型コ
ロナ禍と国際教育」【第２回】外国
語教育を遠隔で配信/教授するための
教職員向けワークショップ

Special Webinar Series: “What Can We 
Do? International Education During the 
Covid-19 Pandemic” Series II : Workshop 
on the Methods and Resources to 
Deliver Online/Remote Foreign 
Language Classes

はじめに:いろいろなオンラインでの教育

eラーニング

• 非同期

• オンライン問題集

• 問題作成が必要

ビデオ・オンデマンド

• 非同期

• オンラインビデオ学習

• 授業動画収録が必要

遠隔授業

• 同期

• オンライン対面授業

• 遠隔授業ツールが必要
（Zoomなど）

そして今コロナ禍で急速に起こっているのは
Emergency Remote Teaching (緊急対応型遠隔授業）

著作権上は、今コロナ禍の状況下では大丈夫です

2020年度

なんでもかんでもあり、ではないので、SATRAS他
ガイドラインを随時確認、大学などの機関でも情
報発信があるはずです。
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最低限必要な機材・インフラ

スマホかタブレット

パソコン（ブラウザーとインターネット/Wifi＊でOK)
カメラ付き

マイク付きヘッドフォン（100均一でも豊富にあります)

あると便利な遠隔授業ツールキット

自家製黒板 紙とペン・画用紙 CDプレイヤー（PCから
の音声でも可能）

スマートフォン外付けウェブカメラ

ダ〇ソーで売っている一番
大きなホワイトボード

光回線が一番一般的な方法。データ容量に制限もなく、速度は速く安定していて使い勝手はいいだろ
う。実家住まいであれば既に光回線を引いてあるかもしれない。

一人暮らしなどで自宅にWi-Fi環境が整っていない場合、モバイルWi-Fi（ポケットWi-Fi）を利用す
るという方法がある。工事不要ですぐに利用でき、データ容量に制限ないものもある上、料金が光回
線より少し安くなる。

しかし実際の大学生は、スマホの契約を大容量にしてテザリングを使ったり、フリーWi-Fiを利用して
いる例も少なくない。

https://news.yahoo.co.jp/byline/takahashiakiko/20200327-00169828/

学生は、比較的静かな環境（自宅にいるならほぼ問題なし）で授業に参加すること、発言ができる
ところにいること、をあらかじめ伝えておく。
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通信速度の問題

動画配信用のビデオを送信する場合は、必要でなけ
れば負荷の低いものを選択

https://fast.com/ja/

「bps」は「Bit per second」の略で、1秒間に何bit（ビット）のデータを転送できるかを表したものです。
「1,000bps」＝「1Kbps（キロビーピーエス）」、「1,000Kbps」＝「1Mbps（メガビーピーエス）」

ご自宅（もしくは学生の）インフラチェックは
しておいたほうがいいかもしれません

遠隔授業（e.g. zoomを用いた遠隔授業）

Zoomの特徴
①数十人規模で参加してもほとんど画面・音声が乱れない
②画面録画機能あり（講義収録にも使える!）
③事前に生成したURLを相手に送り、お互い定時にログインすればテレビ電話を始めることができる
（面倒なID登録などもなし!）
④3人以上の会話であれば40分の制限アリ（繋ぎ直しで延⾧可）

セキュリティについ
はあとで

zoomのダウンロード
1. Zoomのホームページにアクセス

https://zoom.us/jp-jp/meetings.html

2. ホーム画面下部の「ダウンロード」から、「ミーティングクライアント」をクリック

3. ダウンロードしたインストーラーを起動すると、インストールが始まります。
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zoomのアカウントの取得
1. Zoomのホームページにアクセス

https://zoom.us/jp-jp/meetings.html

2. 右上の「サインアップは無料です」と書かれたタブをクリック

3. 「仕事用メールアドレス」と表示されているボックスにアカウントでユーザー登録用に使用する
メールアドレスを入力

IIGEでは学生
向けの

Youtube 
Channelのガ
イダンスビデ
オが使えます

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0bl-Ow-YlLJmMVpmoB0LhSUoTmGSveyp

学生に使い方を伝授する

https://support.skype.com/en/faq/FA12395/how-do-i-record-my-skype-calls

Passwords are not required and cannot be set up for meetings

https://wire19.com/skype-bring-back-split-view/

SkypeFeatures
•Hold HD video conferences with up to 250 people
•Screen sharing
•Conference recording
•Live subtitles 
•Location sharing
•Background blur (in case you don’t want everyone on 
your video conference call to see that your home office 
needs tidying)
•File sharing – Drag and drop files of all kinds, up to 300 
MB, into your call window
•Real-time translation(Business Use only) 
•Video call mobile phones and landlines (requires Skype 
Credit or a subscription)
•Included with Microsoft Office 365(needs licensing) 
•Initiate video calls straight from your inbox

他のオプションもあります

Google Meet 

高度な Meet 機能のご提供期間延⾧
休校措置に伴う教育機関の現在のニーズに
応えるため、G Suite for Education および G 
Suite Enterprise for Education のすべての
ユーザー様を対象に、以下の高度な Meet 
機能のご提供を 2020 年 9 月 30 日まで延⾧
いたします。
参加者数の上限を引き上げ（250 人まで参
加可能）
ビデオ通話のライブ ストリーミング（ドメ
イン内で最大 10 万人が視聴可能）
ビデオ通話の録画
注: ライブ ストリーミングと録画の

他のオプションもあります
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ここをクリックするだけ!

https://support.google.com/meet/answer/9302870?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ja

カレンダーとメール連携機能を使って、
ご自身と学生他のスケジュール管理を行う

多くのウェブ会議ツールは以下のような機能がついてい
るので、これらを活用して「活発な」授業をしてみま
しょう

ローテク環境でも「従来の（教室の）授
業」にできるだけ近づけたい場合

どうしても手書きを見せたい、という先生は、画用紙などと太いペンを準備
スマホからミーティングに参加（音声はミュート!）、画用紙を白板の代わりに映し出
すという手もあります（自宅環境の方）
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ウェブカメラがあると、こういった形で、自宅
で手書きを見せることもできます。

ウェブカメラで手書きを映す
スマホで自分を映す

スタンドがない人は、レゴピースなどな
んでも使えます!

動画配信用の授業をローテクで
撮影する方法

その①「おひとりさまzoom」

BEGINNER

①PPTを準備
②自分ひとりでzoomを
起動
③コンピュータにレ
コーディングをクリッ
ク
④スライドショーに切
り替え
⑤リコーデイングをオ
ンにする
⑥授業配信したいとこ
ろまででリコーディン
グをストップ
⑦mp4ファイルが保存
されているかをチェッ
ク（PC)
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その②「フリーアプリ使用」

BEGINNER/INTERMEDIATE

いろいろなアプリがありますので、一番しっくりくるもの（かつ
リーズナブルなもの）を探しましょう。

SCREENCASTIFYというアプリ

Screencastify

https://appli-world.jp/posts/9828

PCの画面録画ができるGoogle拡張プラグイン

Screencastifyは基本無料で使用できますが、有料のPremium（プレミアム）に変更するとさらにアップグレードし
たサービスが受けられます。プレミアムは年間29米ドル（約3100～3200円）です。

その③「Power Point 機能の使用」

挿入ーー＞メディアーー＞画面録画ーー＞領域の選択ーー＞収録開
始ーー＞すぐに挿入可能な動画としてPPTスライドに埋め込み可能

教室環境のように
遠隔授業をする場合

（外国語教育）
超ベーシックな遠隔
授業の事例
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まずはセッティング
pptもホワイトボードも
使いたい場合

pptを使いたい場合ホワイトボードを
使いたい場合

投影

カメラ

カメラ

接続

OR

カメラ

「画面共有」機能でpptを共有

接続

モニター

PCカメラ

PCカメラ

「画面共有」機能

PCカメラ

モニター

PCは手元で操作

ギャラリービューとスピー
カービューを使い分けるとこ

れぐらいは見えます。

「ホワイトボード機能」
を使う

自宅でもホワイトボードが欲しい
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https://support.microsoft.com/en-us/help/976064/guided-help-dual-monitor-
setup-is-easy-in-windows-7

ホワイトボードは、会議中のメモな
どには便利

授業だと使い勝手は???
iPadとスタイラスペンなど、書き込みができる人は、
そこからzoomへ参加、「画面共有」をして見せるのが
一番きれい（他にもあるかもしれません!）
この場合、ホワイトボード機能でも手書きができます。

TutorialビデオなどもYouTube他いろいろとオンラインで共有されてます!
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想定できる活動とその対処法（事例）

BEGINNER

INTERMEDIATE

INTERMEDIATE/ADVANCED

すぐに調達できるものと、手持ちのITツールの基礎的
な機能を使えばできると思われる方法

すこし手間暇をかけ授業前に準備作成が必要なもの
もしくは、すこし練習が必要な方法

特別に必要な機材・ツールがあるもの、もしくは
学生への対応・伝授を含めすこし経験があったほうが
いいかもしれない方法

遠隔授業で自分のPC画面を
学習者に共有する場合

（外国語教育）

画面共有機能

BEGINNER

これ忘れがち!

ツールバーの「画面を共有」をクリック ⇒ 共有したい画面を選択し、右下の青い「共有」をクリック

これ忘れが
ち!
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遠隔授業で学習者に反応・発言を
してもらいたい場合

（外国語教育）

学生をあてて発言してもらう

BEGINNER

「手を挙げる」機能を使う方法「反応ハンド」機能を使う方法

人数が多い場合は、「教師」がミュート解除して「○○さんどうでしょうか?」とあてる
人数が少ない場合は、意見が欲しい時に全員解除して、手が上がったら答えさせるも可能

BEGINNER

BEGINNER

反応ボタン

https://zoom-kaigi.com/zoom-kyoshu/

学生がすること 教師がすること

ホスト側にはこんな風に
見えます
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遠隔授業で学習者に手を挙げる以外の
反応をしてもらいたい場合

（外国語教育）

遠隔授業で学習者にインタラクション
練習をしてもらいたい場合

（外国語教育）

学生にペア・グループになってもらう等

INTERMEDIATE

文字によるコミュニケーション・ファイル送信は「チャット」機能を使う

①「チャット」をクリック

②学生にコメント等、記入してもらい、その場で
回答やフィードバックを行う。

③授業資料などは「チャット」上の「ファイル」をクリック

ロールプレイ①
みんながみている中行う場合

ロールプレイ②
個々のペア・グループで練習してもらう場合

資料提示（ロールプレーカード）
※画面共有（そのままにする）

TがS１とS2を指定、それぞれだけが
ミュートを解除

Tはミュートせず静かにしておく
（フィードバックが必要ならそこで
入り込む）

Tがフィードバック
（S1とS2をミュートに戻す）

資料提示（ロールプレーカード）
※画面共有およびPDFファイルなどを
チャット機能から送付（もしくはあ
らかじめ送付）

ブレークアウトルーム機能でペア・
グループに分ける

時間を指定（３分・５分など）
学生が各自開始
※Tは入れ替わり立ち代わりグループ
に入り確認

メインセッションにもどす

途中で送るこ
ともできます

（全員へ
チャット）
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ロールプレイ①
みんながみている中行う場合 各種ペア活動、グループ活動は「ブレークアウトセッション」機能を使う

①「ブレークアウトセッション」をクリック

②セッション数（グループ数）を決めて
「セッション作成」をクリック

作成するグループの
数を決める

自動:グループをランダム作成
手動:グループを自分で作成

③リストにあるメンバーを移動するには、移動したい
メンバーの行にある「移動先」をクリック

④各セッションに入室するには右端の「参加」をクリック
終わる時は「すべてのセッションを中止」をクリック

ロールプレイ②
個々のペア・グループで練習してもらう場合

ブレークアウトセッション前 ブレークアウトセッション中

オプションの設定も可能

遠隔授業で学習者に問題（ハンドアウ
トなど）を解いてもらいたい場合

（外国語教育）

ハンドアウトに記入して回答してもらい、答え合わせをする
※クイズの場合は、LMSなどでの提出が必要になります

BEGINNER
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事前にハンドアウトはLMS経由／メール等で配付
※その場で送る時は「チャット」⇒「ファイル」で送付

学習者に「反応」してもらい、指名

オプション① オンラインフォームを利用する
e.g. Google Form, Microsoft Formsを使う（アンケート機能）

Microsoft Forms : https://support.office.com/ja-jp

いろいろな質問形式が可能

URLコピーで問題配付

Excelで回答をダウンロード

問題イメージ

オプション②

BEGINNER/INTERMEDIATE

あらかじめGoogle formを準備
リンクを「Chat」から送付
回答をその場で、もしくは後で記入・提出してもらう

Zoomの「投票」機能を利用する
①ブラウザでログイン

②ミーティング⇒投票⇒質問作成

③投票⇒起動で質問を実施

オプション③
BEGINNER/INTERMEDIATE

Zoomだとライセンスアカウ
ント（プロ）でのみ可
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ここで一工夫!

作業をしてもらいあい間音楽を流す（ストップす
る等が面倒くさいので、その⾧さの音楽を使用す
るのがお薦め）

アプリでPC画面上にタイマーを見せることができ
るものがあります（countdownkings 他）

YouTube 動画などで山ほどタイマーがあります。
（画面共有切り替えか、PPTに埋め込み）

「はい、始めて。」
「・・・（シーン）」
としらけずに、少し授業にメリ
ハリをつけるのにも効果的

Padlet でページを作っておく:授業期間中同じページを使い、リンクを
LMSなどに貼っておくか、リンクをブックマークしておいてもらう。
スマホでも開けて、投稿が簡単なツールです。

遠隔授業で聴解問題をする場合
（外国語教育）

PCで音声を再生し、音声を共有する

INTERMEDIATE
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まず、聞かせたい音声ファイルを起動

①「画面を共有」をクリック

②聞かせたいPPT or 音声ファイルを選択

③「コンピューターの
  音声を共有」をクリック ④「共有」をクリック

※画面共有の繰り返しは面倒なので
音声ファイルはpptに埋め込んで
おくことがおすすめ

https://www.microsoft.com/ja-
jp/videoplayer/embed/RWfrPW?pid=ocpVideo0-innerdiv-
oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=ja-jp

Zoomの場合
CDプレーヤーなどから直接流したい場合

CDをPCに取り込む作業は惜しまずに!

マイク近めでCDプレーヤーの再生

ステレオミニプラグか、マイク付きイヤホンがある
とよりキレイに音が届きます（※DA〇SO 100円）

学生に聞こえやすいよう
な工夫をしましょう。

授業環境（自宅の場合）
は少し工夫が必要かもし
れません。

CDリッピングmp3変換

他の拡張子mp3変換も

遠隔授業で学習者に課題を出す場合
（外国語教育）

LMS（大学提供）を使う

BEGINNER/INTERMEDIATE

それぞれの大学で指定されているLMSがあると思うのでそこで課題をアップ、受け取りもする。

授業動画の配信は、サイズが大きいのでメール添付はお勧めしません。
Google drive, Dropbox, など、大学等で指定のあるクラウドベースの配信リ
ンクを共有する、がベスト。
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ある程度なら無償で使えるLMS(CANVASなど）も使い勝手はわるくないです

翻訳や日本語訳（英語訳）などで支援
したい場合

（外国語教育）

字幕機能をつかってみる（zoom)

INTERMEDIATE/ADVANCED

動画などを見せて、解説を加えたい時等

スマホの場合

スマホからでも記入できます

コロナ禍が生み出す（した）教育の
パラダイムシフト
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http://vetprep78.com/newpage61.html

みんなでオンラインで応用練習

遠隔授業バージョン
NEO

これからの授業の考え方
ポストコロナ禍の教育のあり方?

ポスト・コロナ禍の教育は、
パラダイムシフトが起きるでしょう

Blended Learningがデフォルトに

eラーニングと従来の集合学習を併用する教育方法。

個別の習熟度に合わせて進行できるeラーニングの利点と、
学習意欲の維持や生徒間のコミュニケーションに優れる
集合学習の利点を取り入れたものとして考案

これがさらにバージョンアップした「多様化したブレン
デッドラーニング」が可能となるのがこれから

These technologies and the affordances they provide will be the defining transformative 
innovation for education (Garrison & Kanuka, 2004)

https://blog.edgenuity.com/the-top-four-blended-learning-models/（2020/04/18)

http://untblendedlearning.weebly.com/ (2020/04/18) ブレンデッドラーニングの「合わせ方」は多様化する。
このスタイルを活用した教育カリキュラムの提供が、
今後の鍵を握る。

便利なティップス
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諸々の工夫・アイデアのリソースサイト

NEO反転授業形式で、どこからどこまでを学習するように、と指示
オンラインセッションで、学んだことの「復習」と「会話の練習」だけをとりあげて授業をする

https://youtu.be/as4OOT5bJeY?list=TLPQMTIwNDIwMjCG74RAoN-qvg

助け合いの精神～いろいろなハウツーが動画アップされてます!～

パワーポイントをフル活用するのも、大事!

レーザーポインター機能でわかりやすく

Zoomには注釈機能もあるの
でそれも使えます

カメラ/マイクへのアクセス許可

テレビ会議アプリでカメラ/マイクを必要とする機能を初
めて利用するときには、「○○○がカメラ(マイク)へのア
クセスを求めています」というダイアログが表示されるの
で、そこで必ず「OK」をタップしましょう。「許可しな
い」をタップしてしまった場合は、『設定』→「プライバ
シー」→「カメラ」(またはマイク)の順にタップし、利用
するテレビ会議アプリのスイッチをオンにします。

https://news.mynavi.jp/article/20200410-iphone_why/

トラブルシューティング（防止）

何度か使えばおそらく慣れてきます。
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セッティング:遠隔授業を始める前に…
※これでスピーカー、マイクに問題ないなら、

あなた側に問題はない（相手の問題）

https://zoom-support.nissho-ele.co.jp/

https://youtu.be/3Zq-b51A3dA

家の中を見られたくない、そんな時は「バーチャル背景」※zoom 

•Windows10 64bit CPU Core i7 以上
•Macもmac OS 10.13以降 CPUがクアッドコア以上、Intel 
Core i7以上

グリーンスクリーンはいりません

Snapcameraを使うと、google meet他でも
バーチャル背景は使えます

Skypeの場合
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授業前に学生がこの画面を見ること
になるので、MTG時間に設定する際
に「授業のタイトル」を記載してお
くといいです。

「待合室」機能を使うときも、同様です

「学生がちゃんとログインしてくれるか不安」
「あまり早く入ってこられても準備が・・」

Zoomを狙った荒らしの発生
•Zoomで行われるミーティングで本来参加を想定していない第三者が参加し行う荒らし行為
（Zoombombing、Zoom爆撃）が発生している。
•荒らし行為を通じてミーティングやイベント進行に支障が生じ、中断につながる恐れがある。
•海外でZoomBombingによる被害報告が複数取り上げられている。公序良俗に反する内容（ポルノな
ど）を画面共有したり、ヘイトスピーチ等でチャットを汚染したりする事例が報告されている。
•FBI ボストン支部は2020年3月30日、マサチューセッツの学校で発生した事例を元に注意喚起を呼び掛
けている。

事例 (1) プレゼン中に人種差別用語を書き込み
•大学で行ったプレゼンテーションにて、開始から10分後にZoomのポインターが有効となっていること
が判明。
•その後、何者かにより注釈機能を悪用して人種差別用語や性器のイメージが描かれた。さらにその後に
ポルノ写真、動画が表示された。
•オンライン上の講義や授業を狙った行為は他にも複数報告されている。

What is Zoom bombing?
Many Zoom bombing incidents have amounted to a form of 
trolling. Hackers gain access to a Zoom meeting and attempt to 
disrupt the video chat and upset participants by shouting 
profanity or racial slurs, or putting disturbing or offensive 
images in their video feed.
https://fortune.com/2020/04/02/zoom-bombing-what-is-meeting-hacked-how-to-prevent-vulnerability-is-zoom-
safe-video-chats/

https://piyolog.hatenadiary.jp/entry/2020/04/03/154449?fbclid=IwAR0FrcYcwu1IC-FggPxqILVZMKm7V4gkYp0BIW8XIs-Yk1ewfxw9DdK3M80

セキュリティ問題

全部zoomの詳細設定のページで対応できます

第３回ウェビナーでもこのあたりは再度取り上げます!
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https://www.edweek.org/ew/articles/2020/03/30/this-is-emergency-remote-teaching-not-just.html

① 同僚・学生とコミュニケーション
を絶やさない。

② 優先順位を明確につける
③ 柔軟に対応する
④ シンプルにつくる
⑤ 自分のルーティンを作る
⑥ 仲間と協力して一緒に作る
⑦ 組織まるごとをからめる
⑧ 何かがうまくいかなかった時の

対策は多く用意しておく
⑨ 練習の機会やモデルケース共有を

仲間と継続する
⑩ 周囲の情報や変化に敏感になり、

絶えず学ぶ意識を維持する

緊急対策のオンライン授業の心構え

Question Time
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