
2021年度 第 3回 埼玉東上地域大学教育プラットフォーム（TJUP） 

共同 IR調査 報告書 

テーマ：１．コロナ前・コロナ後 学生支援に関する調査

２．数理・データサイエンス・AI教育に関する取組状況 

報告日：2022 年 8 月 26日 

標記の件について調査を行いましたので、下記のとおりご報告いたします。 

記 

１．調査の趣旨 

2020 年 3 月から新型コロナウイルス感染症の拡大に対応して全国の小学・中学・高等学

校が一斉休校になって以来、教育の現場環境は大きな変化を強いられることとなった。 

今年度、TJUP 共同 IR では、会員校に対し、（１）コロナ前・コロナ後の学生支援に関す

る実態調査及び（２）数理・データサイエンス・AI 教育に関する取り組み状況の実態調査

を行った。その結果から各会員校の状況に関する情報を共有し、活用することで個々の会員

校の現状を把握し今後の改善に寄与すると共に、共同 IR 活動の活発化に展開するものと捉

えている。そこで今回の 2 テーマに関するアンケート調査を行った。 

２．調査対象 

TJUP会員校19校（私立大学15、私立短期大学４） 

３．調査期間 

令和4(2022)年2月7日(月)～2月17日(木) 

４．調査項目 

テーマ１ コロナ前・コロナ後 学生支援に関する調査

１－区分１ 授業の実施形態（図 1～4） pp.2~4 

１－区分２ 就職支援でのオンラインの割合（図 5～7） pp.5~6 

１－区分３ コロナ禍の教育等への影響（図 8～11） pp.7~8 

１－区分４ コロナ禍に対応した取り組み pp.9~12 

テーマ２ 数理・データサイエンス・AI教育に関する取組状況

２－区分１ 認定制度への対応状況（図 12～15） pp.13~14 

２－区分２ 科目実施状況（図 16～21） pp.15~18 



５．調査結果・考察 

テーマ１：コロナ前・コロナ後 学生支援に関する調査

【１－区分１】授業の実施形態  回答＝19 校 （学部・学科単位では 71件） 
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19 校 75 学部・学科の 2020 年度と 2021 年度の〈全体〉を比較してみると、2020 年度は、
新型コロナウイルスの感染防止に鑑み、「対面授業のみ」がカリキュラム上 1～20％でしか

行えなかった学部・学科が 32（42.7％）あり、これまで普通に行われていた対面授業を行

えた学部・学科が 1（1.2%）のみであった。そのことから、「遠隔授業のみ」がカリキュラ

ム上 60％以上で行われた学部・学科が 41（54.7％）あり、「対面と遠隔の同時並行」や「対

面と遠隔の交代」など別の形態によってカリキュラム上 60％以上で行われた学部・学科が

15（20％）であった。学部・学科の特性にもよるが、各分野・分類別のグラフからも授業実

施形態を「対面と遠隔の同時並行」や「対面と遠隔の交代」で行い、学生が学ぶための環境

を考慮し努力した結果といえる。 

2021 年度は、コロナ禍であってもどのように授業を行うかを各大学でも検討し、科目そ
れぞれの特性を精査した結果、「対面授業のみ」を 81～100％の割合で行う学部・学科が 2020

年度の 1 学部・学科（1.2%）から 11 学部・学科（14.7%）と増え、「遠隔のみ」を 1～20％

で行う科目も 2020 年度の 12 学部・学科（16%）から 35 学部・学科（46.7%）と増えてい

る。 

2020 年度は「遠隔授業のみ」を 81～100％で行った学部・学科が 20（26.7%）あったが、

2021 年度はこの割合で行った学部・学科はない。その理由には、2020 年度には「授業内容
の縮減は認めないが、時間割の変更、補講授業、インターネットを活用した学修、レポート

の課題の実施等により必要な教育が行われる配慮をする」よう官公庁からの通知があった

が、2021 年度は「十分な感染対策を講じた上で対面授業の実施や教育活動を実施する」よ
う通知あったからであると考える。 



2022 年度以降の授業実施形態は、「遠隔のみ」、「対面と遠隔の同時並行」や「対面と遠隔
の後退」は 2021 年度の数とほぼ変わらないが、カリキュラムの 81～100％の割合で「対面

授業のみ」を行う予定とする学部・学科が 30（40%）となっている。これは学生や教職員

皆が早く 2019 年度以前のような授業を行いたいという希望が含まれている数字だと思え
る。また、2022 年度以降（コロナが定期的に発生）においてはカリキュラムの 60％以上の

割合で「対面授業のみ」を行う予定とする学部学科が 47（62.7％）となっていることに、コ

ロナ禍においても学びを止めないという各大学の強い決意が感じられる。
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【１－区分２】就職支援でのオンラインの割合  回答＝19校 （学部・学科単位では71件） 
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 19 校 71 学部・学科の 2019 年度のオンラインでの指導は、集団指導は 56 学部・学科

（78.9%）、個別指導は 47 学部・学科（66.2%）でオンラインではない実施であることが分

かる。2020 年度は 44 学部・学科（62%）、2021 年度 38 学部・学科（53.5%）で 81～100％

の割合で集団指導をオンラインで行った。個別指導は 2020 年度が 30 学部・学科（42.3%）、

2021 年度は 28学部・学科（39.4%）がオンラインで実施したが、約 6割の学部・学科が別

の形で行ったと推察する。個別指導となると物理的に時間がかかることもあり、オンライン

上では実施しづらいのが実情であろう。 



【１－区分３】コロナ禍の教育等への影響 

19 校の変化予想は、「対面原則で一部遠隔が残る」が全体の 11 校（57.9%）と多く、続

いて「対面のみに戻る」や「科目の適正に応じて対面と遠隔のどちらかを選択する」が各 3

校（10.6%）。2校が「未回答」。 

 19 校の教育効果の比較は、15 校（78.9%）が「対面のほうが遠隔より効果がある」と回

答。「未回答」が 4 校。「遠隔の方が対面より効果がある」や「あまり変わりがない」は 0 校。 
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 19 校の休学・退学学生の変化は、14校（73.7%）で「目立った変化なし」2校（10.5%）、

「増 11～20％」「減 11％～20％」・「減 21％～」・「未回答」がそれぞれ 1校（各 5.3%）。 

 19 校の就職内定率への影響は、15 校（78.9%）「ほとんど変化なし（±5％以内）」と多い。

「内定率 6％～10％減」が 3校（15.8%）、「内定率減 16％以上減」1校（5.3%）。 
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【１－区分４】 コロナ禍に対応した取り組み  ※以下、【 】を付した部分は集計者による注記。

〔1-7 教員の負担増加への対応（ZOOM等の操作説明会等を開催）〕 

・ICT研修会を複数開催。ICTに弱い先生には個別サポート。Web 試験を導入。成績評

価の柔軟化。

・MP4 で保存やそのデータの提出方法を説明する時間を持つことができなかったので、

書面で操作方法等を案内した。

・機器の操作方法について教員同士でヒントや教えを受けあったり情報交換を実施。

・機器の操作方法についての説明会を開催した。

・情報システム課において、以下の対応を行った。

教員組織である情報処理教育センターと協働し、マニュアル作成及び問い合わせ対応。 

各学部・センターの専任教員によるオンライン授業支援体制を整備。

教員が手順に沿って作業をすることでオンライン授業の設定ができるマニュアルを

作成。

学生・教職員からの問合せ対応（2020 年度 330 件/2019 年度 274 件）。

4 月から 1 月までの対応に要した時間（2020 年度 104 時間 8 分/2019 年度 100 時間

16分）。

2020 年 7 月に全学 FD 研修会（オンライン授業）を開催し、他の教員がどのように

オンライン授業を行っているか共有。

秋学期より学生の Moodle ログイン状況を教務課、グローバル教育課、学生支援課と

共有。 

10月に教員から要望があったスピーカーフォンを 23教室に設置。 

1 月に Teams の仕様変更に伴いマニュアルを更新。 

2021 年度より Moodle 運営管理業務を情報処理教育センターから情報システム課に

移管。 

・Teams の操作説明会を数回実施した。

・情報科学研究センターにおいて、Teamsなどの基本的な使用方法に関するマニュアル

を作成、学内に共有している。【大・短併設校】

・学内ポータルシステムの活用促進。

・ＦD 研修会にて、各学科のオンライン授業の取組方や工夫している点について情報交

換を行った。

・学部内委員会によりオンライン授業で利用するツールの操作に関する研修会が開催さ

れた。

・LMS にてオンライン授業に有用なコンテンツや、困ったことがあれば相談できる掲示

板などを共有した。

・全学 FD 研究会を開催し、遠隔（オンライン）授業の紹介動画の配信、LMS の操作マ

ニュアル・遠隔授業に関するマニュアルの配信や教員同士の意見交換を実施した。



・教授会など Zoomを活用した会議の増加。

・学生に授業内容についてのアンケートを実施し、そのアンケート結果を基にコンテン

ツの作成内容についての情報を専任、非常勤教員向けに発信し授業の質的向上を図っ

た。全学向けの実技の授業(総合体育、体育実技)に関しては、授業間の質的ばらつきを

抑えるために全時限共通のコンテンツを作成し、専任、非常勤教員に時限毎に公開して

もらい負担の軽減を図った。 

・オンライン・オンデマンド教材作成の手引きを、学科教務委員会から他学科へ発信し

た。また、学科非常勤への情報発信対応についても、同委員会と担当事務幹事で協力し

て実施した。

・教務委員会でオンライン・オンデマンド授業の実施方法や課題配信時のルールを設定

し、統一的な授業対応をおこなうことで教員負担の軽減を図った。

・Webexの操作説明会の開催、手順書の作成と公開、問い合わせ窓口の設置と業務の一

部外部委託。

・Zoom 練習会を実施。遠隔授業（Google classroom の活用）について FD・SD 研修会

を開催。

・専任・非常勤とも前期後期と２回実施。

〔1-8 学生の登校への意欲喚起〕 

・可能な限り大学祭などのイベントをWeb で開催。

・令和２年度当初、週１回の登校日を設け、担任に学生の学習状況や進度について、コ

ミュニケーションを取るようにした。

・登校学生には入室の際の声かけやグループワークの発表を促した。

・例年よりも多くグループワークを行った。また、途中で発言・発表などを促した。

・徹底した感染対策を施しサークル活動の再開。活動するサークル団体には、コロナ対

策リーダーを選出させ研修会等を開き、感染対策を共有。活動時には必ずリーダーがい

る為、参加する学生にも安全な活動を提供し、登校意欲を促した。

・対面による授業の教育的効果や、キャンパス内で実際に友人たちと会うことの意義に

触れた学長名によるメッセージを発信、キャンパスを訪れることを促した。

【大・短併設校】

・初年次科目、基礎ゼミ、演習（ゼミ）科目等において対面形式の授業を積極的に設置

することで、学生間の交流機会の確保や大学生活について担当教員と相談しやすい環

境作りに努めている。

・国、県、大学の方針を理解し、感染対策を実施したうえで、スポーツ科学科の特性上、

実技、演習、ゼミナール等をできる限り対面で実施した。対面、オンラインに限らず出

席状況、課題提出状況が芳しくない学生に対しては、学年担任が対面、ZOOMで個別

指導を実施した。



・学生とのコミュニケーションツール（manaba)、や Zoom 等を活用して、各学年担任、

ゼミ担当教員が個人面談を行い、学生の現状を把握するとともに、修学に対する学生の

意欲喚起に努めた。 

・ゼミナール等の少人数授業において、学習成果の確認と併せてモチベーションを継続

させるための面談指導（Zoom 等）を定期的に実施した。

・３密を避けるよう基本的な感染対策の実施とともに、レッスン等実技を伴う場合には、

飛沫防止シートを使い対策を行っている。 

・卒業生の動画メッセージ、オンラインの面談等の個別対応。

〔1-9 オンラインでの学生支援の工夫〕 

・カウンセラーとの Zoom 相談を実施。

・令和２年度当初、各科目担当者の連絡先（mail アドレス）一覧を配付し、授業の質問

等を随時行えるようにした。

・遠隔授業においても対面授業と同じ教材が扱えるよう、登校週に配布し、遠隔におい

ても対面同様の体験的な学びができるように配慮。

・対面学生と遠隔学生との一体感を持たせるため、学生にインタビューし、添削の様子

を映し、学びあいを深めた。

・動画を作り、web での情報を視聴させるなどの反転授業を行った。

・健康相談について、通常の対面に加え、今年度から Google Meetによるオンライン相

談を実施した。

・オンラインによるキャリア支援相談の実施など。【大・短併設校】

・学生相談室の相談対応、高等教育の修学支援制度の説明会、学業成績優秀者表彰式を

Zoomで行なった。

・緊急支援を目的に「特別支援緊急奨学金」（申請者全員に一律５万円）を給付いたしま

した。

・対面授業の録画を個別に配信、課題提出をもって出席。

・①Teamsによる学生間交流の実施・オンライン学生イベントの実施

②YouTubeライブによるオンライン学園祭の実施

③新入生特別研修オンライン実施

④アドバイザー面談のオンライン面談

⑤Streamを活用した動画コンテンツ配信

⑥SLF 委員会によるオンライン授業に関するアンケート実施と学内報告（大学の主要

委員会への報告と学生へのフィードバック） 

⑦奨学金関連の説明会のオンデマンド実施

⑧ＳＮＳ（ツイッター、インスタ）による学生支援関連情報の発信など



〔1-10 オンラインでの就職支援の工夫〕 

・ラインを使って添削を行いました。稼働率が高く、連絡が素早く取れます。

・オンラインでの実施なし。

・画面 ONによる参加者の参加意識を高めている。

・ガイダンスの終わりには必ず参加者のリアクションペーパーを求める。

・ほぼ、全ての行事・セミナー、申請、提出、面談をオンライン・オンデマンドで対応。

オンラインの就活環境を学生に提供。

・参加型の内容に変更。Web対応の支援を充実。

・オンライン化が急速に進み、学生への連絡手段が増えたため、学生に応じて、連絡手

段を使い分けている。また、学科全体への告知は、告知ツールが複数あると分かりにく

いため、一本化をして工夫した。

・「面接練習（Zoom、Teams）」を積極的に行った。オンラインでの聞く姿勢（笑顔、う

なずきなどの反応、光の加減、PC操作 等）についても、細やかにアドバイスを行っ

た。また、告知ツールとして多用したほか、チャット機能を活用し相談しやすい環境を

整備した。 

・LIVEとオンデマンドの併用。オンラインでの就職相談の実施。オンラインでの資料提

供。オンライン就職対策講座の実施。

・2020 年度・2021 年度は、すべての支援行事について、Zoomを使用したWEB 仕様と

した。

Zoom ウェビナーによる全体ガイダンス（Q＆A 機能による双方向のガイダンス） 

Zoom ミーティングによる個人面談（両校舎合わせ、1 日最大 50 枠程の面談枠で

実施） 

ZoomでのWEB 学内企業セミナー（WEB 化により地方企業を招致） など 

・学生の就活進捗状況について、メール等で積極的に連絡しオンライン面談の利用も促

した。選考における「オンライン化」に対応できるように、オンラインでの面接練習等

も提案し実施した。

・担任が学生と ZOOM面接練習。

・エントリーシート等添削を画像で実施。

・就活の佳境を迎える春休み期間、学生も登校しないことから、Teams を利用して遠隔

での｢諸相談｣｢履歴書の添削｣｢面接練習｣などを実施。（効率的に行えるメリットが大） 

・自宅インターネット環境が不安定な学生の希望に応じ、オンライン面接の際応接室等

の貸出を行った。



テーマ２：数理・データサイエンス・AI 教育に関する取組状況

数理・データサイエンス・AI を幅広く社会へ浸透させるために、2019 年頃から政府は大

学等において教育環境の整備・充実を求めるようになった。TJUP 全体としてみると、今後

の教育改善の重要なテーマであることは明らかである。今回は、TJUP全体でどのように当

該教育を実践するかの知見を得るために、会員校における実施状況の調査を実施した。 

結果を眺めると、組織体制の面で多くの会員校が手探りの段階と言える。多くの学問分野

での教育効果の実績などが出ていないこともあり、該当科目数、必修化への取組状況を見る

と、当面は様子を見ている状況ではないかと思われる。今後の TJUP 全体での連携の観点

でみると、科目の授業形態からはオンラインによる教育プログラムの共同運営の可能性が

ある程度うかがえる一方で、学外への開放は未着手の状況で今後も未定が多い点が課題と

思われる。 

【２－区分１】認定制度への対応状況  回答＝19 校 

 19 校の数理・データサイエンス・AI 認定制度参画への予定は、7 校（89.5%）「参画の予

定なし」と多い。6校（31.6%）「参画を検討中」、５校（26.3%）「参画に向け具体的に取り

組んでいる」と回答。１校「未回答」。 

図 12 



 19 校の数理・データサイエンス・AI 教育の実施状況は、7校（36.8%）が「選択科目（全

学共通）」と多い。5 校（26.3%）「実施を検討中」、3 校（15.8%）「実施する予定はない」、

2 校（10.5%）「必修科目（全学共通）」。1 校（5.3%）「必修科目（一部学部）」、1 校「未回

答」。 

19 校の数理・データサイエンス・AI 教育のレベルは、15 校（78.9%）「リテラシーレベ

ル」と多い。4 校「未回答」。「応用基礎レベル」、「エキスパートレベル」の回答はなし。

図 13 

図 14 



 19 校の数理・データサイエンス・AI 教育の組織体制は、9校（47.4%）「既存の組織で対

応」が多い。5校（26.3%）「未定」、2校（10.5%）「組織体制検討中」・「未回答」。1校（5.3%）

「新たに組織を編成」と回答。 

【２－区分２】科目実施状況  

〔2-5～2-8 2-2 に該当する科目の名称〕 

科目名称は、該当する各校による。 

図 15 

・データサイエンス

・総合科目（はじめてのデータサイエンス（仮）） 

・データサイエンス入門

・データサイエンスと数理統計

・機械学習と AI

・データサイエンス特別講義Ⅰ

・データサイエンス特別講義Ⅱ

・応用 AI プログラミング

・社会科学におけるデータサイエンス

・ゲーム理論と AI

・定量的政策評価

・金融データ分析

・疫学・生物統計学

・情報処理統計学

・情報処理統計学実習

・保健統計学

・栄養食文化統計学実習

・データリテラシー入門（2022 年度開設）

・データサイエンス・AI 活用入門

・データサイエンス基礎（R４開講）

・情報リテラシー（数理・データサイエンス入門）

・情報リテラシー

・データサイエンスと AI 入門

・（未回答または該当なしで回答 8 校） 

・保健統計学



【２－区分２】科目実施状況 

 19 校の２－２に該当する科目の合計単位数は、7 校（36.8%）で「4単位未満」・「該当科

目なし」と回答。2 校（10.5%）「4 単位以上」、1 校（5.3%）「12単位以上」・「8 単位以上」・

「未回答」。 

 19 校の２－２に該当する科目の単位認定状況は、8 校（42.1%）「全科目卒業要件に含ま

れる」、7校（36.8%）「該当科目なし」、2 校（10.5%）「一部科目のみ卒業要件に含まれる」、

1 校（5.3%）「卒業要件に含まれない」・「未回答」。 
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 19 校の２－２に該当する科目の新規開講状況は、7 校（36.8%）が「すべて新規科目」・

「該当科目なし」、2 校（10.5%）「一部新規科目」・「すべて既存科目」と回答。 

 19 校の２－２に該当する科目の授業形態は、7校（36.8%）「該当科目なし」、5 校（26.3%）

「対面とオンデマンド併用」、4 校（21.0%）「対面授業」、2 校（10.5%）「オンデマンドの

み」、1 校「未回答」。 
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 19校の２－２に該当する科目の学外への開放は、11校（57.9%）「自学生のみ」、7校（36.8%）

「該当科目なし」、1 校「未回答」。「外部のサービス等を通じで一般に開放」、「大学のサー

バーを通じて一般に開放」、「単位互換協定校に限定して開放」は回答なし。 

 19 校の２－１３の今後の見込みは、10校（52.6%）「未定」、5 校（26.3%）「自学生のみ」、

4 校「未回答」。「外部のサービス等を通じで一般に開放」、「大学のサーバーを通じて一般に

開放」、「TJUPに開放」、「単位互換協定校当に限定して開放」は回答なし。 

以上 

図 20 
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