オンデマンド型講義の制作ガイド
１．オンデマンド型とはどのような講義なのでしょうか？
オンデマンド型とは，担当教員が作成した授業動画等を，受講生が好きな時間に視聴し，
学習する方法です。オンデマンド型では，動画の URL の提示，課題提示，細かな指示など
は教育支援システム（Live Campus）を用います。また，課題提出では KUE クラウドなど
を用いるなど，いくつかの環境を組み合わせて学習をすすめていきます。
図１は，そのシステム構成図です。図の左側の部分で，大学教員は，動画制作を行い
YouTube への限定公開を行います。続いて，図の右側の部分で，動画の URL，プリント等
の教材作成，課題提示などを Live Campus によって行います。図の下側の部分で，大学生
は自宅などで課題提出期限までに，動画視聴と課題作成を行います。最後に，KUE クラウ
ドなどを用いて，課題提出をします。大学教員は，KUE クラウドで課題内容をチェック＆
評価します。未提出の学生には，提出を促すようメール等で連絡を取ります。
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図１ オンデマンド型システム構成図
なお，今回は，本学で Google Classroom の使用が推奨されることとなりましたので，こ
うした煩雑な作業はかなり軽減されることになりました。すなわち，教職員（大学教員）と
学生が Google Classroom に登録すれば，上記の内容が一元化されることとなったわけです。
図２は，各教科の教科教育専門の教員が運営する初等教科教育実践論の画面です。このよう
に，教科ごとに，動画，ワード・PDF 等の書類などが，自由にアップロードできます。

また，Google Classroom での課題提出も可能です。

図２ Google Classroom の画面
オンデマンド型の最大の長所は，課題提出期限までの中であれば，受講生が好きな時間帯
に，どこででも学習できる点です。また，ライブの授業（教室での対面授業，もしくはイン
ターネットによるテレビ会議）とは異なり，わかりにくかったところは，繰り返し動画を視
聴して理解を深めることができます。
一方で，動画の内容がわからなかった際に，その場で質問することができず，担当教員に
メール等で質問するなど，やり取りに時間差が生じる点は短所と言えます。また，動画視聴
の時刻を指定されませんので，時間の自己管理が学生に求められます。
２．オンデマンド型はどのような講義に有効なのでしょうか？
ある程度，多人数の講義に有効であると考えられます。例えば，初等教科教育，中等教科
教育などの２０～８０人程度の受講生であれば，オンデマンド型で運用していくことがで
きると思います。
３，４回生のゼミのように，少人数で，人間関係もそれなりに構築されているのであれば，
web 会議システムを用いた「リアルタイム型」でよいと思います。
また，担当教員が作成した資料等を受講生がダウンロードして学習し，課題を提出する
「講義資料型」は，最もシンプルなオンライン方式ですが，これに動画による解説が加われ
ば，受講生の理解度が向上すると考えられますので，ぜひその視点から取り組んでいただけ
ればと思います。動画制作は，最初の制作のところにエネルギーを使いますが，運用におい
ては学生が自由に視聴するだけですので，それ以降の負担はありません。

３．動画の制作方法にはどのようなものがあるのでしょうか？
動画の制作方法には，大きくは次の３つタイプがあります。
①講義直接収録タイプ
通常の対面式の講義を，教室の後方などから録画し，編集するというものです。最も手間
がかからず，簡単に動画を制作することができます。
一方で，９０分間の対面授業は学生も受講可能ですが，９０分間の動画を視聴することは
学生にかなりの負担をかけます（正直，飽きてしまいます）
。ですので，動画を３分割する
とか，カットできるところは積極的にカットするなどの工夫が必要です。
②重点内容収録タイプ
これは，講義内容の中で，重点となる内容をピックアップして動画を制作するというもの
です。学生がスムーズに視聴し，学習をすすめていくことができます。
一方で，最初にどの場面を動画で撮るのか，どのような向きから撮るのかなど，録画制作
の技術が必要な点にハードルがあります。
③パワーポイント動画タイプ
これまでも，講義の中でパワーポイントを用いて説明されてこられた先生（大学教員）は
かなり多いと思いますが，現在のパワーポイントは，容易に音声を録音することができるた
め，講義室でパワーポイントを用いて教員が説明しているような感じで学生は学ぶことが
できます。
最初は，録音に少し抵抗感がありますが，何度か練習すれば，うまく話すことができるよ
うになります。
４．実際の動画制作はどのようにすればよいのでしょうか？
①講義直接収録タイプの動画制作
これは，教室の後方などに三脚を立ててビデオ収録をすればよく，難しくありません。
気をつける点は，あまり学生の様子が映らないようにすることです。これは，動画として
学生の様子が外部に漏れることを防ぐ点，視聴する学生が映っている学生の動きが気にな
ることを防ぐ点などから大切です。
学生の様子を映さないという点から，教室の後方ではなく，真ん中より少し前あたりにカ
メラを設置するとよい場合もあります。また，ズームを多用したり，TA にお願いしたりし
て，教員の姿を追いかけさせるのは，お勧めできません。いわゆる，ホームビデオなどでの
動画酔いの状態を起こす可能性がありますので，できるだけ，ワイド（広く大きく撮る）に
撮影するように心がけてください。
黒板の文字が読みづらかったり，スクリーンに映し出されたパワーポイントが見えにく
かったりしますので，別途，板書の最終形をデジタルカメラで撮ってデータをアップしたり，

パワーポイントを資料として掲載するとよいでしょう。
②重点内容収録タイプの動画制作
これは，様々な撮り方がありますが，代表的なものをいくつか紹介します。
A）正対録画方法
まずは，教員が，ビデオカメラと正対する向き
で撮る，最も一般的な方法です。学生に向かって
話しかけるようにカメラのレンズを見ながら話し
ます。対面の際よりも，心持ちゆっくり，はっき
りと発音するようにしてください。
図３のように，重要な用語や概念などは，紙に
大きく書くなどして，ビデオに向けて示すと，メ
リハリがきいた動画となります。

図３ 正対する向きでの録画

Ｂ）手元録画方法
図４は，手元を撮る際のビデオ配置の仕方です。右利きの場合，右手が前に来ますので，
左肩後ろにビデオカメラを配置し，上方から撮影すると視聴者の手元の向きと，動画の手元
の向きが同じとなって，非常に視聴者にわかりやすい映像となります。図５が撮影動画の画
面構成です。その一方で，撮影者の頭部が映ることなどに注意しなくてはならず，撮影者の
撮影技術が必要となります。字などを書く場合は，ペン先が細い，濃い目のマジックがお勧
めです。鉛筆やボールペンでは，字が見えにくいです。

図４ 手元を撮る際のビデオ配置の仕方

図５ 撮影動画の画面構成

Ｃ）パワーポイントの説明録画方法
これは，先の「③パワーポイント動画タイプ」とほぼ同じですが，パワーポイントの説明
だけでなく，他のことも並行して教えたいという場合などに用います。図６のように，パワ
ーポイントをノートパソコンなどで開きながら，少し斜めに振り返るような感じでビデオ

に向かって話すと，臨場感が出ます。
また，図７はコンピュータのディスプレイに映し出されたパワーポイントの画面を録画
したものです。コンピュータの操作自体を教える際には，このように画面を録画し，音声で
説明を入れながらするとよいでしょう。併せて，テロップを入れると非常に効果的です。図
７にも赤色でテロップを入れています。

図６ パソコンと話し手の位置関係

図７ パソコンの画面を録画する方法

③パワーポイント動画タイプの動画制作
これは，既に作成されているパワーポイントの各スライドに，解説の音声を入れていくと
いうものです。感覚的には，各スライドに「音声」というアニメーションが追加されたと思
ってください。優れている点は，音声とアニメーションの動きの同期がとれることです。つ
まり，あたかも先生（教員）が話しながら，エンターキーを押しながらアニメーションを動
かしている感じに仕上がるということです。
用意するものは，パソコン，パワーポイントデータ，ワード等で作成した読み上げ原稿，
安価なＵＳＢマイクです（ノートパソコンの場合は，マイクが既に内蔵されています）。
図８は，録音に際してのマイクの配置の仕方，図９は読み上げ原稿の置き方など，実際の
録画に際しての注意点を細かく説明しています。
パワーポイントで動画を制作する方法
https://www.youtube.com/watch?v=G6a0LsPvP_A

図８ 録音に際してのマイクの配置の仕方

図９ 読み上げ原稿の置き方

具体的なパワーポイントでの録音方法は，次の通りです。
１

「スライドショー」タブ→「スライドショーの記録」→「先頭から録音」
→「記録の開始（R）
」（記録対象にチェックが入っていることを確認すること）
※「スライドショーの記録」の上半分をクリックで最初のスライドから記録される。

２

「記録の開始（R）
」を選択した場合，すぐに記録が開始される。
「Enter」キー，もしくはマウス左クリックで「スライドショー開始」のときと同様に
アニメーションを進めたり，スライドを移動したりすることができる。
「Esc」キーで記録を終了。
もしくは右クリックをし，
「スライドショーの終了（E）」で，記録を終了。
また，画面の隅に表示される記録ツールバーでも録音の操作が可能。

：次のスライドに移動
：記録を一時停止
：現在のスライドを再記録（つまりやり直しができる）
失敗した場合
間違えたスライドを表示した状態で，
「スライドショーの記録」の下半分をクリック
→「現在のスライドから録音を開始（R）」をクリック→２と同様にして記録をする。

３

保存方法
「ファイル」→「名前を付けて保存」→保存先を指定
→「ファイルの種類（T）」で「MPEG-４ビデオ」を選択→「保存（S）
」

５．全体の講義デザインはどうすればよいのでしょうか？
あまりにも気合を入れて大作の動画を制作してしまいますと，視聴する学生はパンクし
てしまいます。そこで，図１０のように動画視聴の時間，自学の時間，確認の時間，講義感
想の時間など，うまく時間配分を予め設定してあげて，負担のかかりすぎないものにするこ
とが大切です。
中等数学科教育Ⅱ（担当：黒田恭史）
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⓪＿１ オンライン授業システムについて
①＿１ オリエンテーション（目的・内容・評価方法）
https://youtu.be/rZ89gIX_uyM
15
学習活動
準備物の用意，学習方法の確認，学習計画を立てる
10
①＿２＿１ 理数科新設・STEAM教育について
https://youtu.be/09AV5-URzWE
12
①＿２＿２ 理数科新設・STEAM教育について
https://youtu.be/mvVL8IEyaPQ
8
学習活動
理数科とSTEAM教育の理念を理解し，両者の関連について考える
15
①＿３ オリガミクスの数学教育学的意義
https://youtu.be/zsMIG5aqr28
8
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https://youtu.be/MP6khCigJM8
12
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10
②＿１ 折り鶴の中に潜む数理（折り鶴を折る）
https://youtu.be/NHzrvRNb4Ig
12
学習活動
折り鶴の折り線に潜む数学的な内容について考える
15
②＿２ 折り鶴の中に潜む数理（長方形で折り鶴を折る）
https://youtu.be/cOtUyi7g1dU
15
学習活動（②＿２のビデオ途中）
試行錯誤しながら長方形で折り鶴を折ってみる
20
②＿３ 折り鶴の中に潜む数理（三角形の内心）
15
https://youtu.be/7QqOcwEigRg
学習活動（②＿３のビデオ途中）
三角形の内心以外の数学的な要素について考える
10
学習活動（②＿３のビデオ途中）
正方形の場合と長方形の場合の数学的な相違について考える
10
レポート課題
第１～２回の講義内容を踏まえレポート１
③＿１ 正方形における辺の三等分問題（ルール）
5
https://youtu.be/KQanI4ZH3MA
学習活動
折り紙を用いて三等分の折り方について試行錯誤する
15
③＿２ 正方形における辺の三等分問題（考えるヒント）
https://youtu.be/K9JmUhDNOCA
2
学習活動
相似や重心の考えを用いた辺の三等分の方法を考え，証明する
15
③＿３ 正方形における辺の三等分問題（相似）
12
https://youtu.be/Y2bgfPcuhKg
学習活動
相似の考えを用いた新たな辺の三等分の方法を考え，証明する
15
③＿４ 正方形における辺の三等分問題（重心）
8
https://youtu.be/fjjjoMEGwI4
学習活動
重心の考えを用いた新たな辺の三等分の方法を考え，証明する
15
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講義感想800字程度
10
④＿１ 正方形における辺の三等分問題（芳賀の第一定理）
4
https://youtu.be/IWErpRXN6VE
学習活動
芳賀の第一定理の証明を考える
20
学習活動
芳賀の第一定理の証明を確認する（テキスト１１１～１１２頁）
10
④＿３ 正方形における辺の三等分問題（芳賀の第二定理）
https://youtu.be/g48Z7HgDqHw
3
学習活動
芳賀の第ニ定理の証明を考える
20
学習活動
芳賀の第二定理の証明を確認する（テキスト１２３～１２４頁）
10
④＿５ 正方形における辺の三等分問題（芳賀の第三定理）
https://youtu.be/SqBJSQWdot8
4
学習活動
芳賀の第三定理の証明を考える
20
学習活動
芳賀の第一定理の証明を確認する（テキスト１２７～１２８頁）
10
④＿７ レポート２の作成に関わってのアドバイス
https://youtu.be/CfXL0WQpPsM
2
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講義感想800字程度
10
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図１０ 時間配分と動画ＵＲＬを組み込んだ電子シラバス
６．今後，どのような場面で活用できますか？
オンデマンド型は，非同期であるため，対面授業が開始されても，両者の併用が可能な点
に最大の特長があります。また，一旦作れば，何人でも視聴可能です。
そこで，コロナ禍による第２波，風水害，地震等の自然災害時など，学校が休校になった
際の在宅学習での活用，事故・病気等での長期入院学生への学習支援が考えられます。
教員養成の観点からでは，教育実習，介護等体験等への対応が考えられます。

