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１．はじめに

本稿は、本年度、全学共通教育科目の新設科目群「広島と世界」に新規開設された、「県大生と
して学ぶ広島と世界」の授業および運営に携わった観点から、その実践と今後の課題について考察
することを目的とする。

2013年に設置された教育再生実行会議では、同年に出された「これからの大学教育等の在り方に
ついて」（第三次提言）1を中心に、初等中等教育との接続や、地域連携などもふまえて、改めてグロー
バル化対応・国際化を前面に打ち出した、集中的な大学改革が提唱されている。1980年代から始まっ
た「国際化」の動きから視点は「グローバル化」へと移り、最近ではグローバル化が大学におよぼ
す様々な課題が盛んに論じられるようになった。すなわち、グローバル化、多様化する社会で活躍
できる人材育成と並行して進む、大学での留学の推進や単位化の流れがあり、大学生の意識もしだ
いに変わり、留学のメリットが見直されて実際に留学する学生が増えるという循環が生み出されて
いる。

こうした背景のもと、「主体的に考え、行動し、地域社会で活躍できる、実践力のある人材の育成」
を目標とする本学では、平成26年度から検討が開始された全学共通教育科目の充実・改革の流れの
中で、本年度より科目群の一つに、「広島と世界」が新設された。平成27年度の学生便覧（17頁）
によれば、その目標は「地域（広島）と世界への理解と、世界へのつながりへの理解をふまえ、そ
の理解と知識を応用・活用し、行動する力を養う。」とある。「県大生として学ぶ広島と世界」は、
その枠組に設けられた新規科目で、１年生を対象に前期２単位で開講されている。具体的には本学
が立脚する広島県という地域、および国際交流協定や覚書を締結している大学のある国や地域につ
いて、基本的な事項を学ぶことを通じて、自身が関わりを持つ広島と世界の概要を知ると同時に、
留学への関心を高めることを目指している。

本授業は、こうした科目の特徴を踏まえた上で、約100キロというキャンパス間の距離に鑑み、
広島、庄原、三原の３キャンパスを、高精細遠隔講義システムを用いて実施した。新入生にとって
遠隔講義というスタイルはおそらく初めての体験と思われる。授業は、地域の諸問題への取り組み
や国際交流活動において中心的な役割を果たしている10名の教員2と、在学中に留学体験をした卒
業生3によるオムニバス形態で行われた。

なお本学は、昨年度文部科学省大学教育再生加速プログラム選定事業において、テーマ１（アク
ティブ・ラーニング）に採択された4。３キャンパスが遠く離れているということは、ともすればマ
イナス面とみなされがちであるがこれを逆手にとって、３キャンパスの結びつき（Campus 

1 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/pdf/dai3_1.pdf 参照（2015/11/18）。
2 うち２名は計６回分の講義を担当するとともに、本授業の運営に携わった。
3 第２回授業「留学体験と就職」は卒業生が講師を務めた。
4 http://www.pu-hiroshima.ac.jp/uploaded/life/15779_28080_misc.pdf 参照（2015/11/18）。
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Linkage）の中で、能動的な学び（Active Learning）を達成してゆく、県大型アクティブ・ラーニ
ング「CLAL（Campus Linkage Active Learning）」を目指しており、本科目はその挑戦の一つで
もある。

以下では授業運営について考察し、学生による授業評価等から本授業科目のあり方を検討し、そ
れを踏まえて、次年度に向けた課題について述べる。

２．授業の運営

本科目の受講生は広島キャンパス111名、庄原キャンパス83名、三原キャンパス68名、あわせて
262名、当初の予想を上回る人数であった。なお、遠隔講義システムの配信は、本授業の開設曜日
に同一教員による在籍キャンパスで別の授業も開講されているという物理的理由により、原則とし
て授業担当者が所属するキャンパスを配信元とした。機器操作などオペレーションを担う人員とし
て、各キャンパスにはティーチング・アシスタントが配置された。ほとんどの授業担当者は、パワー
ポイントの資料を準備して臨んだが、中にはホワイトボード、ビデオや動画、教材提示装置等を駆
使した授業もあり、個々の授業スタイルが反映されていた。表１に授業計画と配信元を示した。配
信元は、広島キャンパスの教室からが10回、庄原キャンパスからが３回、三原キャンパスからは２
回であった。残念ながら担当者が３キャンパスにバランスよく在籍しているわけではなく、授業は
常に配信元の教室と他の２カ所の遠隔教室、計３カ所に受講生がいるという状態で行なわれた。担
当教員は自分がいる教室内の受講生と、カメラの向こうにいる２カ所の受講生の計３方向に目配り
しつつ、学生との交流を図ることになる。こうした授業形態を円滑に運ぶため、また受講生の学修
活動を支援するため、２名の運営教員のうち１名は常に配信元のキャンパスにいて全体を統括し、
他の１名は補助教員としてキャンパス間を移動し、受信側のいずれかの教室にいるように心がけた。

表１　授業計画と配信元

回数 内容 配信元
１ オリエンテーション 広島Ｃ
２ 留学体験と就職 広島Ｃ
３ 県立広島大学を学ぶ（1） 広島Ｃ
４ 県立広島大学を学ぶ（2） 広島Ｃ
５ 広島県を知る 庄原Ｃ
６ イギリス 広島Ｃ
７ ドイツ 三原Ｃ
８ インドネシア 庄原Ｃ
９ 中国 広島Ｃ
10 ハワイ 広島Ｃ
11 タイ 広島Ｃ
12 韓国 広島Ｃ
13 台湾 庄原Ｃ
14 フィンランド 三原Ｃ
15 まとめ 広島Ｃ
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まず、留学について受講生の興味・関心のありかを知り、今後の運営に役立てるため、第１回の
オリエンテーションで、受講生に次の問いに対する回答を求めた。１．この授業にどのようなこと
を期待しますか。２．実際に留学してみたい国や地域はありますか。それはどこで、何を勉強した
いですか。その理由は何ですか。３．留学をする場合、悩むことは何ですか。受講生は修学旅行等、
海外渡航経験はあるものの、留学に対する姿勢や希望する留学先は様々で、すでに計画をしている
ものもおれば、この授業によって関心を深めたいとする学生もみうけられた。一方、危機管理対策
や経費負担に不安を抱く学生も少なからずいた。本授業が目標に掲げる留学への動機づけになって
いることは確かであった。なお、毎回出席票を配布し、授業についての意見・感想を提出させた。
次週には受講生から出たコメントや意見のいくつかを紹介するよう心がけた。

第２回の授業では、卒業生による留学体験講話を設定した。すなわち、在学中中国で１ヶ月間の
短期留学を終えたのち、３年次に１年間休学をして、協定校である西安交通大学および広東省広州
市の曁南大学で２年間の留学後復学し、現在は某企業の国際事業部で活躍している卒業生の実体験
である。授業の最後で本人が語った言葉、「日本というものさし以外で、ものごとを見ている人が
いるということを学んだ。」は、受講生を大いに刺激したようであった。続く第３回〜５回は「県
大生として」の自覚を啓発するため、本学の自校教育と広島県についての理解を盛り込んだ。そし
て６回以降を国・地域別の講義とした。受講生には授業外学修時間を確保するために、授業の予習
として次のような通知をした。「第６回から第14回の授業において、担当者が授業中に紹介する国
や地域について何人かに質問をします。事前にその国について下調べをしておいてください。現時
点では回答内容について減点の対象とは考えていません。ただし、回答しない、『他（前）の人と
同じ』等と回答することが多い場合を、状況に鑑みて減点対象とすることもあります。」他方、各
担当教員には、３キャンパス間の交流を図るため、できるだけ担当する国や地域について、最低限
各キャンパス１名は、事前に調べてきたことをたずねること、可能な限り学生に質問を投げかける
ことを依頼した。担当教員の中には、短期留学を経験した上級生の報告を盛り込んだ授業もあった。
出席票のコメントからは、上級生のプレゼンテーションレベルの高さに圧倒された受講生が多数い
たことが確認された。また、「海外留学に行った先生や先輩の話は、自分の知らないことを知る良
い機会だった。」という感想もあった。そして最終15回のまとめでは、先にテーマを設定し、それ
に関連した事前学習用の資料を配布したうえで、当日は学生どうしの話し合いの場を設けた。

成績に関しては、課題を課すこととした。学生は、第一グループ（第３回〜第５回）、第二グルー
プ（第６回〜第９回）、第三グループ（第10回〜第14回）の三つのグループからいずれか一つの回
を選び、計３本のレポートを提出することを単位認定上必須の条件とした。成績評価については、
オムニバスという授業形態を考慮し、あらかじめ採点基準を設け、それに基づいて評価していただ
くよう授業担当者に伝えた。場合によっては、第15回の特別レポートで最終調整をすることとした。

３．遠隔授業の特質と課題

これまで遠隔授業の取り扱いについては、1997年の大学審議会答申5において基本的な考え方が
示され、配慮されるべき事項や期待される効果が説明された。その後 2000年の同答申「グローバ

5 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_daigaku_index/toushin/1315878.htm 参照（2015/11/18）。
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ル化時代に求められる高等教育の在り方について」6は、大学教育における情報通信技術の活用の在
り方すなわち、インターネット等活用授業を遠隔授業として位置付ける方向で見直しを図っている。

遠隔講義システムを用いた授業・会議の先駆的事例として、陳ら（2000）は、電気通信大学のケー
スを挙げ、問題点を抽出している。また小池（2002）は、遠隔講義システムを用いた授業の分析を
通して対面授業との違いを明らかにし、遠隔講義の在り方について考察している。

前述したように、本科目は通常の対面講義とは異なり、遠隔講義システムを用いて実施している
ため、遠隔講義特有の問題を無視するわけにはいかない。すなわち遠隔講義は、担当する側にも対
面授業とは異なる、ある程度の心構えが必要ということである。遠隔特有の問題としては、①受講
生との交流が通信機器を通した間接的なものであるため、１対１の対話がしにくいこと、②クラス
全員の把握が難しいこと、③指名対話や質問に時間を取られること、④教材提示の方法に工夫が必
要なこと等が挙げられる。とりわけクラスサイズの点からすれば、対面授業ですら注意を要する
100名以上のキャンパスもあり、90分間の集中を受講生に求めるのは容易ではない。また、離れたキャ
ンパスにいる受講生に向かって指名対話や質問をする場合、担当者は応答までに相当の待機時間を
強いられることになる。この間の時間ロスは、オムニバス１回限りの授業の進捗に影響を与えるこ
とになりかねない。対面授業では、気になる学生や発言を促したい受講生には、近寄ってすぐ声か
けができるが、遠隔教室でそのような特定の受講生と対話する際には、「窓側から何列目で、前か
ら何番目に座っている、白いブラウスのめがねをかけた女子学生」などと指名し、その学生が自分
が指名されたと認識し、補助教員、もしくはティーチング・アシスタントからマイクを手渡しても
らう、などの作業が必要となる。実際そうやって対話を進めた担当者もいた。これらの作業を介在
させて受講生と対話を持つことは不可能ではないが、時間と手間がかかるため効率は良くない。自
ずと対話可能な受講生の数は、対面授業と比べると限定されてしまう。質問を通して学生の意思疎
通を図りたいものの、スムースには進まないもどかしさや、間延びを感じる場合が生じてくる。こ
うした問題は、教員のコミュニケーション能力に負うところが大きいといわれる。すなわち、教員
側に、受講生の興味を喚起するような話し方、スピーチ・コミュニケーション技能が問われるとい
うことである。もちろんこうしたテクニックは、対面授業でも重要なことではあるが、遠隔講義で
は、対面授業に増して受講生の反応や息づかいをつかむ努力が求められる。この点、担当教員が遠
隔講義に慣れているかどうか、受講生の教育環境の違いを認識しているかどうかが鍵となる。オム
ニバス１回の授業で課題が浮き彫りとなり、改善点をフィードバックしたとしても、慣れるまでに
相当の時間がかかるため、遠隔講義事態が敬遠されるという問題も生じてくる。

一方、遠隔講義システムにも利点はある。①機械が整っていること、②複数のキャンパスを結ぶ
ことで、学部や学科を超えた受講生の交流が可能であること、③キャンパスを移動せずに受講が可
能であること、④受講者に普段の講義とは異なった、フレッシュな気分を持たせることができるこ
と等。こうしたメリットを考慮した上で、効果的授業実践を模索してゆくことが大切といえる。

４．授業評価と次年度に向けての検討

本授業では、毎回の出席票に記載されたコメントから受講生の反応を読み取るとともに、早い段

6 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_daigaku_index/toushin/1315960.htm 参照（2015/11/18）。
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階で履修者の様子を知るために、学期の半ばで授業改善のための中間アンケートを実施し、授業最
終日には学期末のアンケートを実施した。いずれもほぼ９割程度の高い回答率（中間：広島Ｃ 
92.9％、庄原Ｃ 97.6％、三原Ｃ 87.0％、　学期末：広島Ｃ 90.2％、庄原Ｃ 97.6％、三原Ｃ 95.7％）
であった。このことは、出席率の高さを物語っている。ここでは、中間アンケートと学期末アンケー
トを比較することで、中間の結果がその後の改善に結びついたかどうかをみてみたい。

まず、本授業に対する興味等について、授業の動機づけを問う設問、「この授業の内容に関して
さらに学びたくなる。」のキャンパス別回答比率を、中間と期末に別けて図１に示した。

全体では、肯定的比率（「強くそう思う」と「そう思う」の比率の合計）が、75.2％から83.0％へ
上昇していた。また、３キャンパスとも中間時点よりも期末時点の肯定的比率が上がっており、授
業の回数を重ねるごとに留学への関心や期待の高まりが現れたものと思われる。一方、自由記述か
らも関心の高さをうかがい知ることができた。代表的なコメントを以下に示す。
・普段外国についてあまり考える機会がないので、この授業で文化や歴史を学べるので良い。
・広島のこととか外国の歴史や現状がわかり、とても勉強になる。
・紹介される国についてどんな国かを知ることができる。その背景もわかる。
・様々な国について学ぶことができて良い。特に、アジアについてもっとやってほしい。
・おもしろかったと思う。留学したい私にとって、非常に役に立つ。

続いて、能動的学修を問う設問、「この授業ではディスカッションやグループワークのような能
動的学修機会がある。」の回答比率を、図２に示した。

全体では、肯定的比率が、21.2％から71.7％へと大幅な上昇がみられた。３キャンパスとも中間
時点よりも期末時点の肯定的比率が上がっていたのは、おそらく15回目の授業で、テーマに関連す
る資料を事前学修として配布したうえで、学生どうしの話し合いの時間を設けたことによるものと
思われる。しかし下記のコメントにもあるように、学生にとって、能動的学修機会は決して十分で
はなかった。
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図１　動機づけ
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・グループワークがあってもよかったと思う。もう少し話し合いの時間を増やしたらいいと思う。
・せっかく３キャンパスをつないでいるので、もう少しキャンパスを超えた交流をしたかった。
・少人数にして発言のチャンスを増やすべき。
・各先生にもう少しグループディスカッションのできる場をつくってほしい。
・ グループでの話し合いが少なかったので、もっと人と話し合う場があれば、他人の意見も聞けて

良いのではないかと思った。
受講生から、せっかく３キャンパス合同の授業なので、話し合う機会を増やしてほしいなどの希

望は中間アンケートでも散見された。議論・ディベート・グループ学修の機会を設けることは当初
計画したものの、想定した以上に受講生が多く、時間配分も含め、それをリードしてゆくサポート
体制も十分でないという状況が、いわゆるアクティブ・ラーニングの実施を困難なものにしたと考
える。受講生の要望に応えるならば、各キャンパスに協力教員が少なくとも１名は配置されること
が必要であろう。

さらに、本授業の満足度を問う設問、「総合的に判断してこの授業に満足している。」の回答結果
を図３に示した。全体では、肯定的比率が、83.6％から91.6％へ上昇していた。３キャンパスとも
中間時点よりも期末時点の肯定的比率が上がっており、高い満足度であったことが確認された。次
のコメントからも授業評価の高さをうかがい知ることができた。
・いろんな国を先生が変わりながら紹介していく授業方法はとてもおもしろかった。
・各国の特徴、分かりやすく、オムニバス形式で楽しく参加できた。
・それぞれの国の地理的環境や提携校について深く学べた。文化をもう少し詳しく学びたかった。
・ 日本（広島）のみならず、世界に関するある程度の知識を、この授業で吸収したおかげで、留学

や海外旅行もしてみたいと思えた。
・さまざまな国について自分が見ていた視点とはちがう角度で学べたので良かった。

とはいえ、遠隔講義であるがゆえに対面授業よりも起こりやすい、一部の受講生の迷惑な授業態
度を批判するコメントもみうけられた。この点は教室変更によって解消されるといった単純な問題

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中間

期末

中間

期末

中間

期末

中間

期末

広
島

Ｃ
庄

原
Ｃ

三
原

Ｃ
合

計

2.9

12.9

2.5

16.0

8.3

25.8

4.5

17.3

15.4

55.4

11.1

45.7

26.7

63.6

16.7

54.4

強くそう思う

そう思う

そう思わな

い

全くそう思

わない

図２　能動的学修の機会
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とはいえず、別途改善策が求められる。またオムニバス形態に対しても、授業内容の格差を指摘す
る学生の自由記述もあった。

５．おわりに

本年度新設された科目群「広島と世界」は、広島県の特色を知り、地域社会の発展に寄与する能
力や態度を身につけ、その資質を将来所属する地域や国際的環境で活かす力を養うもので、学生が
課題探求型のアクティブ・ラーニングに取り組む授業科目として、位置づけられている。本科目「県
大生として学ぶ広島と世界」もこの主旨に則り、さらに異文化・多文化理解の基盤として地域を知
る授業科目であること、そして在学中の海外留学の契機になることなどを意識しつつ実施した。
250名を超す受講生を対象とするオムニバス形態の遠隔講義は、運営者にとっても、毎回緊張を強
いられるものであった。運営面での課題は、第１に、講義内容の均質化を図ることが難しかった点
である。留学の窓口になっている教員に講義担当を依頼したが、当然のことながら専門と異なる講
義作りを要求したことになり、過重な負担を教員に負わす結果となった。またそれと関連して、レ
ポート課題の評価基準は一定の指標を設けたものの、課題の中身については一任したため、難易度
にばらつきが生じ、学生は戸惑ったようであった。今後統一した基準を求めていく必要がある。オ
ムニバス形態そのものは受講生に評価されたことから、今後は各回の授業内容について、できるだ
け調整を図ってゆくことが大切と思われる。また、以下のコメントにあるように、地域と諸外国と
の関係性等について、今一度精緻化してゆかねばならない。
・ 外国に関する知識が深められ、それぞれに行ってみたいと考えた。しかし、広島との関係の深さ

があまりわからなかった。
・「広島と世界」なのに広島との関わりがあまり感じられない。

そして第２の課題は、250名を超す受講生の遠隔講義で、アクティブ・ラーニングの実施をいか
に運営するかという点である。学生どうしの話し合い、意見交換やグループワークの時間がほしかっ
た等の意見に応えるには、キャンパス間の協力体制作りと、場合によっては、１キャンパスであっ
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図３　総合的授業満足度
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ても複数のクラスに分けるなど、授業設計の見直しも含めて検討する必要がある。
個々の授業担当者が本授業の目的や、受講生に身につけさせたい力は何かを十分認識し、遠隔講

義を踏まえたシラバスや資料作成に配慮することはいうまでもない。さらに、学生の意欲を尊重す
るのであれば、これまで以上に共通教育に対する全学的関与を促してゆくことが必要不可避と考え
る。
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