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同時配信授業の必要性と
授業環境
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同時配信が求められる授業
配慮を希望する学生調査
教務課が基礎疾患のある者，家族に高齢者がいる者など，新型コロナ
ウィルスの感染に不安を持つ学生を対象に，履修上の配慮希望調査を
実施
現在の学部１~３年，修士１年には既に調査済。全学共通科目：基礎
科目群，教養・基盤科目群のうち，のべ80以上の授業で配慮の希望
配慮希望の理由としては「同居家族に高齢者がいる」「闘病中の家族
がいる」「持病や基礎疾患がある」「通学時に感染することへの不
安」など
新入生については今後調査を実施予定。詳細については改めて教務課
から連絡があります
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同時配信授業の授業環境
授業実施場所
通常の教室で同時配信用の機材を使用して実施
1回目・2回目の授業については，希望する場合，補助員に機材を設定
してもらうことが可能

大学が準備する機材
ノートPC
USBカメラ
Zoom用マイク(有線ピンマイク)

機材の貸し出し場所
全学共通科目→教務課
専門科目→各学部事務室
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準備機材：ノートPC
ノートPC
OSはWin10
Officeインストール済
中小規模の教室であれば
内蔵カメラで撮影可能
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準備機材：USBカメラ
USBカメラ
カメラとミニ三脚
USBケーブルが短いので，
必要に応じて延長USB
ケーブルを使用してPCと
接続します
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準備機材：Zoom用マイク
Zoom用マイク
有線ピンマイク
延長用USBケーブル(5m)
USBケーブルが短いので
延長USBケーブルを使用
してPCと接続します
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同時配信授業の流れと
代表的パターン
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同時配信授業の流れ

授業実施前
Zoom情報の連絡と授業資料の配布

授業実施
教務課もしくは学部事務室で必要機材を借りる
動画配信機材(ノートPC・ピンマイク・USBカメラ等)を設置
Zoomの動画チェックできちんと映っているかを確認
スライドの場合は画面共有をしながら授業を開始
教務課もしくは学部事務室に機材を返却

授業実施後
録画映像のアップロード
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授業実施前

Zoom情報の連絡
KibacoでZoom情報を事前に連絡。なるべく余裕をもって連絡
配慮学生に対して個別に連絡することも，学生全体に連絡することも
可能

授業資料の事前配布
授業でプリントなどを使用する場合はKibacoで事前に共有
オンライン参加の学生は印刷等も必要になるので，直前のアップロー
ドは避けてください
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授業実施の主なパターン
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パターン①
中小規模
スライド

パターン②
中小規模
板書

パターン③
大規模
スライド

パターン④
大規模
板書

大規模

中小規模

ス
ラ
イ
ド

板
書



パターン①：スライドによる授業(中小教室)

中小教室でスライドによる授業を実施する場合の流れ
① 教務課もしくは学部事務室で必要機材を借りる
② 動画配信機材(ノートPC・ピンマイク等)を設置

スクリーンではなく教員が立っている場所をカメラに映す
③ Zoomの動画チェックできちんと映っているかを確認

黒板も併用する場合は，必要に応じてミラーリングの設定を確認
④ 画面共有でスライドを共有しながら授業を開始

録画機能で授業を録画
チャットやメールでオンライン参加の学生の様子を確認

⑤ 教務課もしくは学部事務室に機材を返却
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授業環境のイメージ

13

スクリーン黒板

教卓

内蔵カメラ

設置推奨机

Zoom用ピン
マイク

プロジェクタ
に接続



動画配信機材の設置①
(全学共通教育実施教室の場合)
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設置推奨机には，テープで
印があります。この机は動

かさないでください

PCを設置し，ピンマイクとプロジェクタに接続し
ます。ピンマイクのケーブルは短いので，延長の

ＵＳＢケーブルも使って接続します

内蔵カメラで教員の顔
や板書も撮影できます



動画配信機材の設置②
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教員は内蔵カメラに映る場
所で話すとよいでしょう

学生側から見た
時のイメージ



動画配信機材の設置③
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少々邪魔ですが，ピンマ
イクのケーブルにお気を

付けください

マイクの目的
ピンマイクはオンライン
で受講する学生が音声を
聞き取りやすくするため
に使います
対面授業の学生のために
教室に備え付けのマイク
を併用しても問題ありま
せん

有線ピンマイクを推奨
据え置き型のマイクは教
員の声以外も拾うため有
線ピンマイクに比べると
聞きづらくなります



Zoomの確認①
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接続したマイクを
選択してください

この部分をクリックする
とマイクを選択できます



Zoomの確認②

18

学生が共有された画面ではなく，
教員の映像を大きくしたい場合は，
教員の映像をクリックします

このように画面を切り替える
ことで，スライドと板書等を
併用することが可能です

共有画面に戻る場合は，｢共有コンテン
ツに切り替えます｣をクリックします



Zoomの確認③
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Zoomが全画面表示になっている時
は，この部分をクリックすると教員

の映像に切り替わります

共有画面に戻る場合は，
｢共有コンテンツに切り替
えます｣をクリックします



Zoomの確認④

20

ミラーリングの設定がオンに
なっていると，教員PCの映像が
左右反転します。ただし，学生

には正しく見えています

ビデオ設定をク
リックします

｢マイビデオをミラーリン
グ｣のチェックをオフにする
と反転しなくなります



授業の実施①
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オンライン参加の学生
がうまく参加できな
かった場合のために，
授業を録画します 画面共有中は｢詳

細｣をクリックす
ると録画できます

画面共有していない
時は｢レコーディン
グ｣から録画できます

映像をZoomでオンデマンド配信する場
合は｢クラウドにレコーディング｣を選択
します。後ほど詳しく説明します。



授業の実施②
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画面共有中にチャット
を開く場合は｢詳細｣を

クリックします

｢チャット｣を
クリックします

授業中に適宜学生
からのメッセージ
を確認して下さいそもそもZoomに接続できてい

ない場合もあるので，可能で
あれば時々メール等も確認



パターン②：板書による授業(中小教室)

中小教室で板書による授業を実施する場合の流れ
① 教務課もしくは学部事務室で必要機材を借りる
② 動画配信機材(ノートPC・マイク等)を設置

板書する範囲をカメラに映す
③ Zoomの動画チェックできちんと映っているかを確認

必要に応じてミラーリングの設定を確認
④ 授業を開始

録画機能で授業を録画
チャットやメールでオンライン参加の学生の様子を確認

⑤ 教務課もしくは学部事務室に機材を返却
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授業環境のイメージ
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黒板

教卓

内蔵カメラ

設置推奨机

プロジェクタ
に接続

Zoom用ピン
マイク



動画配信機材の設置①
(全学共通教育実施教室の場合)
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スライドを使用
する授業と同様

板書が確実に映る範囲に
テープを貼ってあります



Zoomの確認
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Zoomで板書が画面に収
まっているか確認。文字は
大きめに書いてください

教員PCで文字が反転して
いる場合はZoomでミラー
リングの設定を変更する



パターン③：スライドによる授業(大教室)

大教室でスライドによる授業を実施する場合の流れ
① 教務課もしくは学部事務室で必要機材を借りる
② 動画配信機材(ノートPC・USBカメラ・マイク等)を設置

スクリーンではなく教員が立っている場所をカメラに映す
③ Zoomの動画チェックできちんと映っているかを確認

板書は併用しないことを推奨
④ 画面共有でスライドを共有しながら授業を開始

録画機能で授業を録画
チャットやメールでオンライン参加の学生の様子を確認

⑤ 教務課もしくは学部事務室に機材を返却
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授業環境のイメージ
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スクリーン黒板

教卓

USBカメラ設
置推奨位置

Zoom用
ピンマイクプロジェクタ

に接続

対面学生用
マイク

USBカメラ
を接続



動画配信機材の設置①
(全学共通教育実施教室の場合)
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USBカメラ設置推奨位置に
は，テープで印があります。

PCを設置し，ピンマイク・USBカメラを接続しま
す。ピンマイク・カメラのケーブルは短いので，

延長のＵＳＢケーブルも使って接続します

パソコンの前から動かない
場合は，USBカメラを使用
せず内蔵カメラで教員を撮
影することもできます

PCとプロジェクタ
と接続します



動画配信機材の設置②
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USBカメラに映る場
所で話してください

学生側から見た
時のイメージ

ピンマイク・USBカメラ
接続のためのコートにつ
まづかないよう気を付け

てください



動画配信機材の設置③
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教室にもよりますが，スラ
イドを下すと板書できるス
ペースはあまりありません

USBカメラで教員が映って
いるか確認します



Zoomの確認
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この部分をクリックする
とカメラを選択できます

外付けカメラを接続した場合
は，ここに表示される接続し
たカメラを選択してください



パターン④：板書による授業(大教室)

大教室でスライドによる授業を実施する場合の流れ
① 教務課もしくは学部事務室で必要機材を借りる
② 動画配信機材(ノートPC・USBカメラ・マイク等)を設置

板書する範囲をカメラに映す
③ Zoomの動画チェックできちんと映っているかを確認
④ 画面共有でスライドを共有しながら授業を開始

録画機能で授業を録画
チャットやメールでオンライン参加の学生の様子を確認

⑤ 教務課もしくは学部事務室に機材を返却
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授業環境のイメージ
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黒板

教卓 板書する範囲が
映る位置にUSB
カメラを設置

Zoom用
ピンマイクプロジェクタ

に接続

対面学生用
マイク

USBカメラ
を接続



Zoomの確認
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スライドを使わず板書で授業をする場
合には，カメラで映る範囲を確認して
下さい。全学共通教育実施教室では目

安としてテープを張っています

細かな文字はzoomで見え
づらいため，文字はかなり
大きく書く必要があります



授業実施後
録画した映像を配信する
 授業動画をZoomでオンデマンド配信する方法
 YouTubeへ授業動画をアップロードし、配信する方法

Zoomでオンデマンド配信の流れ
①あらかじめZoomの「設定」を行う。
②Zoomのレコーディング機能で授業の模様をクラウドにレコーディングする。
③レコーディングした授業動画のURLをkibacoのお知らせ機能等を活用して学
生に知らせる。

Zoomでオンデマンド配信の留意事項
クラウドの容量は大学全体で700GB（一人あたり0.5GB程度）。長期間クラ
ウドに保存しないようにしてください
クラウドにレコーディングした動画は20日で自動的に削除されます
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Zoomでオンデマンド配信：事前設定
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アプリからではなくブラウザからZoomにサイ
ンインし、サインイン後の画面左部に表示さ
れる項目から「設定」－「記録」を選択

｢クラウド記録｣を
有効に



Zoomでオンデマンド配信：事前設定
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有効にします。これにより
授業動画を配信する際の

URLが作成されます

有効にすると学生が授業動画
を見る際にパスコードが必要

になります



Zoomでオンデマンド配信：録画
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画面共有中は｢詳
細｣をクリックす
ると録画できます

画面共有していない
時は｢レコーディン
グ｣から録画できます

｢クラウドにレコーディング｣を選びます



Zoomでオンデマンド配信：学生に配信
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ブラウザからZoomにログインし「記録」を
クリックするとこれまでにレコーディングし

た授業が一覧となって表示されます

共有したい授業回の右側にあ
る「共有」をクリックします



Zoomでオンデマンド配信：学生に配信
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「共有情報をクリップボードにコ
ピー」をクリックし，コピーした

URL等をkibacoの「お知らせ」機能
や「資料」機能，またはメールで配

信するなどして学生に周知

役割の終わった動画は（保存が必要
な場合は、自分のPCにダウンロー
ドした後に），「その他」から「削
除」を選択し，クラウドから削除し

てください



Youtubeでオンデマンド配信：事前設定
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YouTubeのサイトへアクセスし，Google
アカウントをYouTubeアカウントとして
使用します。「ログイン」よりGoogleア

カウントでログインします

｢チャンネル作成｣
をクリックします



Youtubeでオンデマンド：アップロード
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「動画をアップロード」をクリックし、
フォルダから授業動画のファイルを選択

するとアップロードが始まります

「タイトル」「説明」「サムネイル
画像」「視聴者」の設定が求められ
ます。視聴者：「いいえ、子ども向
けではありません」を選択します。

｢次へ｣をクリックします



Youtubeでオンデマンド：アップロード
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｢限定公開｣を選択

保存をクリック
します

Kibaco等で動画リンク
を学生に周知します



ご清聴ありがとうございました
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