
⿂⽴康夫
フロリダ⼤学教養学部⾔語⽂学⽂化学科

フロリダ⼤学における新型コロナウィルスへの対応
〜⽶国州⽴総合⼤学の事例〜



発表の構成
I. はじめに

発表者、フロリダ⼤学について

II. 本校における新型コロナウィルスへの対応
リオープニングプラン、感染者数のデータ、
ハイフレックス型授業について

III. ⽇本語プログラムがどのように遠隔教育に移⾏したか
使⽤しているツール、新しい宿題の試みについて

2



はじめに

3



発表者
⿂⽴ 康夫 (うおたて やすお)
• 所属：フロリダ⼤学

教養学部⾔語⽂学⽂化学科
上席⽇本語講師

• 専⾨：⽇本語教授法、教材開発、
教育テクノロジー

• 出⾝：和歌⼭県
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フロリダ⼤学 (University of Florida)

• ⽶国フロリダ州ゲインズビル市
oオーランドから⾞で北に約2時間

• 1853年設⽴ 州⽴総合⼤学
• 学⽣数 52,407名

o学部⽣ 35,405名
o⼤学院⽣ 17,002名

• 教員数 約5千名
o（パートの教職員なども含めた合計 3万名以上) 

• 「ゲイターズ」と呼ばれるスポーツチーム

⼤学マスコット
アリゲーター
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⽇本語プログラム

• フロリダ⼤学

• 教養学部（16ある学部の⼀つ）

o学部⽣ 11,000名 (43の専攻) ⼤学院⽣ 3,500名 教員 773名

• ⾔語⽂学⽂化学科

• ⽇本研究

• ⽇本語プログラム
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本校における
新型コロナウィルスへの対応
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本校の授業形態の移⾏

2020年春学期 (1⽉初旬-4 ⽉下旬) 遠隔授業 (3⽉から)

7⽉「フロリダ⼤学秋学期キャンパスリオープニングプラン」発表

2020年夏学期 (5⽉中旬-8⽉中旬) 遠隔授業

2020年秋学期 (8⽉下旬-12⽉下旬) 基本的に遠隔授業

2021年春学期 (1⽉中旬-4⽉下旬) ハイフレックス型授業*

*ハイフレックスについては後ほど説明 9



キャンパスリオープニングプランの中核となる
“Screen, Test & Protect”プログラム
スクリーニング、検査、⼤学コミュニティーのメンバーの健全な
⽣活を守ることを通し、安全にキャンパスに戻れるようにしよう
というプログラム

Screen & Test: スクリーニングとテスト（検査）
Trace: コンタクトトレーシング（接触者追跡）
Protect: プロテクト
Prevent: プリベント（予防）
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STOP THE SPREAD
STEPS BELOW CAN CONTAIN THE SPREAD OF COVID!19

•  Limit physical contact and interactions 
with each other. Do not hug or shake hands. 
When possible, remain 6 feet apart from 
one another.

•  Cover your nose and mouth with a cloth  
face covering.

•  Use a tissue to cover your mouth and nose 
when coughing or sneezing and dispose of 
it in a lined trash bin.

•  Wash your hands with soap and water for at 
least 20 seconds after you use the restroom, 
before and after preparing food, after you 
sneeze or cough into a tissue, before you 
leave home, and right after you get home.

•  Do not touch your eyes, nose and mouth 
throughout the day.

•  Do not share personal items: cell phones, 
dishes, drinking glasses, cups, eating  
utensils, towels or bedding.

•  Do not share tools or harvesting equipment.

•  Bathroom and handwashing facilities must 
be cleaned and sanitized each day. If not, 
immediately inform your supervisor.

•  At least once a day clean and disinfect phones, remote controls, counters, 
tabletops, doorknobs, bathroom !xtures, toilets, keyboards, tablets and 
bedside tables.

•  Inform your supervisor immediately if you feel sick or have any  
symptoms. Do not leave your housing area and do not visit public areas.
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Seek Medical Help for 
COVID-19 Symptoms*

Persistent 
Cough

Fever: 100.4+ New Loss of 
Taste or Smell

Muscle Pain/ 
Headaches

Shortness  
of Breath

Sore Throat

*Other symptoms may include chills, diarrhea or feeling ill in any 
other way.

Where to get tested  
for COVID-19 in Florida

•  Visit https://"oridahealthcovid19.gov/
testing-sites/ for the most updated 
information about testing sites. 

•  Call 1-877-888-7468 for general  
COVID-19 information.

Cleaning and disinfecting your home. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ 
prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
Caring for someone sick at home. https://www.cdc.gov/ 
coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
Get the facts about corona virus. https://www.cdc.gov/ 
coronavirus/2019-ncov/index.html
Department of Health in Florida. http://www.!oridahealth.gov

UF Health Screen, Test & Protect. 
Screen. Test. Protect.
Learn more at Coronavirus.UFHealth.org
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2020年秋学期
7⽉に発表されたリオープニングプランに沿ったもの

授業やキャンパス⽣活
• 授業形態

o基本的に遠隔授業
o実習などのクラスは対⾯授業も

• 秋学期から⼤学の寮や⾷堂なども開いておりサービスを提供

その秋学期が始まる前に
• 6⽉中旬-下旬 教職員のウィルス検査
• 7-8⽉ 学⽣のウィルス検査

“Screen, Test & Protect”
プログラム

12



コロナウィルス感染者数のデータ
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「⽶国の⼤学における感染者数」
ニューヨーク・タイムズのデータ
(2020年12⽉11⽇更新)

“University”で
検索

(“University”を
名前に含む⼤学
が検索結果に)

14



本校が発表している
フロリダ⼤学におけるコロナウィルス感染者数
(2020年3⽉18⽇〜、2021年1⽉13⽇更新)

感染者数
教職員 1,162

学⽣ 4,978

関連組織の職員 1,128

ID番号なし 10

合計 7,278
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在マイアミ⽇本国総領事館のサイトより
(2021年1⽉11⽇更新)



フロリダ州の⾯積と⼈⼝

フロリダ州

• ⾯積：⽇本の約45%

•⼈⼝：⽇本の約17%、2,148万⼈
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フロリダ⼤学の対応
2021年春学期に向けて
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コロナウィルス検査に関するガイダンス
2021年1⽉11⽇からの春学期ハイフレックス型授業の開始に向け
て12⽉中旬に⼤学が検査のガイダンスを発表

キャンパス⼊出：⼆つのステータス
• “Cleared for Campus” – キャンパス⼊出可
• “Not Cleared for Campus” – キャンパス⼊出不可

o2020年12⽉21⽇全ての学⽣がシステム上“Not Cleared for 
Campus”というステータスになり、“Cleared”にならないと
キャンパスに⼊れない
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ガイダンスの中で
コロナウィルスの感染と伝染：学⽣を⼆つのグループに
•ローリスクの学⽣
•ハイリスクの学⽣

o対⾯授業を取っている学⽣
o学部⽣のための⼤学の寮に住んでいる学⽣
oフラタニティー、ソロリティーという学⽣組織に所属し、そ

のハウスに住んでいる学⽣またはミールプランがある学⽣
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コロナウィルスのスクリーニングと検査
ローリスクの学⽣ ハイリスクの学⽣
2021年1⽉10⽇までに
スクリーニングのアンケート
に答える

感染が疑わしくなければ
“Cleared”に

その後、毎週スクリーニング
のアンケート

2021年1⽉10⽇までに
スクリーニングのアンケート
に答え、検査の予約をする

感染が疑わしくなく、検査を
受ければ、“Cleared”に

1⽉11⽇から2週間ごとの検査、
そして毎週スクリーニングの
アンケート
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“Not Cleared for Campus”というステータス
このステータスだと
• 対⾯授業、キャンパスでのアルバイト、イベントに参加できな

い、また図書館や学⽣会館などのキャンパス施設も利⽤不可
• 学⽣証のスワイプアクセスが必要な施設（スワイプカードリー

ダーのある施設）に⼊れなくなる
• ⼤学の寮に住んでいる学⽣は、2週間ごとの検査を受けないと

寮に住むことができなくなる
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2020年春学期のハイフレックス型授業
秋学期リオープニングプランの延⻑線上にあるもの

⼀般的に「ハイフレックス」とはリアルタイムのオンラインの
学⽣と教室にいる対⾯の学⽣を⼀度に教える授業形態

本校のハイフレックス型授業
• ⼀つのクラスを履修システム上 (1) 教室の対⾯授業のセクショ

ンと (2) Zoomのオンライン同期型の授業のセクションに分け、
学⽣達はそのどちらかに登録、教員はその⼆つのセクションを
同時に教える
• 対⾯のセクションは51%以上教室で授業で⾏う必要がある（逆

に⾔えば、対⾯授業のセクションでも49%以下ならオンライン
で⾏ってもよい） 23



[例] ⽇本語のクラスの定員が25名の場合
(1) 対⾯授業のセクション：定員8名

(2) Zoomのセクション：定員17名 24

教室の例
この教室の定員：39名

ソーシャルディスタンシングの定員：8名



教室の設備
ハイフレックス型授業のために設備が整った⼤教室もあるが、
⼀般的な教室では最低以下の機器が備えられている
• プロジェクター
• コンピューターとそのモニター2台
• ウェブカメラ
• マイク
• ドキュメントカメラ

など
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その他本校の対応（三つ）とワクチン接種

2020年
5⽉29⽇ コース開発のための給付⾦$2,000があるという連絡
• ある⼀定の基準に沿ったオンラインコースを秋学期⽤に作成し

た教員に給付⾦$2,000を出すというもの
• ⼤学側が作成された教材の使⽤権利を無期限で持つということ

を労働組合が問題視
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2020年
10⽉6⽇ 2021年春学期はハイフレックス型授業を⾏うと発表
• 学⽣はオンラインか対⾯という選択肢があるのに対し、教員は
選択肢がなく、対⾯で教えることへの不安や危険性を感じてい
る者も
• ディスカッション中⼼のクラスでは、オンライン授業と⽐較し

た場合ハイフレックスの優位性が⾒いだせないという声も
•労働組合はハイフレックスの授業形態は教員の安全を保証する

ものではないとし反対
oADA(Americans with Disability Act; ⽶国障害者法)のフォームを⼤学
に提出し承認されればオンラインのみで教えることが可能である
が、労働組合によると11⽉下旬の時点では申請の68％が却下に 27



2020年
9⽉ ⼤学評議会が⾃宅待機・時短勤務について話し合い

⾃宅待機・時短勤務ポリシーの下書き
11⽉ ⾃宅待機・時短勤務ポリシー 下書きの修正
• ⼤学側は経済的困難に直⾯し他に打つ⼿がなくなった場合、⾃
宅待機・時短勤務を施⾏できるようポリシーを準備
• この件についても、労働組合は⼤学と交渉を続けている

28



ワクチン接種
• フロリダ州は教員を含むエッセンシャルワーカー(社会基盤を⽀
え、感染リスクが⾼い労働者)の前に、65歳以上の⾼齢者にワク
チン接種を優先
•現段階で65歳以上の教職員がワクチン接種できる

⽶CDC(疾病対策センター)のワクチン接種優先順位
1. 医療従事者、⻑期療養施設の⼊所者
2. エッセンシャルワーカー
3. 75歳以上の⾼齢者
（以下省略）
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⽇本語プログラム
遠隔教育への移⾏
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オンラインツール

Google

オンライン試験監督

動画ベース
学習プラットフォーム

それ以外のものは
学習管理システム

毎⽇の同期型授業
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学習管理システムCanvasの使⽤

遠隔授業移⾏前
ごく限られたもの
• シラバスとスケジュール
• 毎⽇のパワーポイント
• 2, 3の課題

oディスカッションボード
o予習課題

• おすすめページへのリンク

遠隔授業移⾏後
左のものに加え、
レッスンのモジュール作成
• 宿題、クイズの提出、採点
• 毎⽇のクラスの出席点記録
• テスト
• 様々な個⼈学習に役⽴つリ

ンク
など
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イベントなども全てオンライン化

• プレースメントテスト – 語学⼒レベル分けテスト

• 新⼊⽣歓迎会（秋学期）

• ⽇本語テーブル（毎週）

• 学期末のパーティー
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宿題における⼯夫
Prep HW (準備の宿題) – 遠隔授業移⾏前から
• 数年前から反転授業の考えを取り⼊れCanvas上で“Prep HW (準備

の宿題)”という課題を授業前に学⽣達にさせている
oブルームの⽬標分類学における「記憶」と「理解」の部分に
焦点を当てたもの

実際に遠隔授業をやってみて
• 対⾯授業のように学⽣⼀⼈⼀⼈に⽬が⾏き届かないため、でき

た気になっている学⽣がいることに気がついたので、この春学
期から新しい宿題を加えることに 34



Post-Class HW (授業後の宿題)

Prep HW (準備の宿題) 締切：授業の前⽇午後11時59分
• 反転授業の考えを取り⼊れたもの

Daily HW (毎日の宿題) 締切：授業開始時間

Post-Class HW (授業後の宿題) 締切：授業後、午後11時59分
• 5分程度のクイズ形式、Canvas⾃動採点

o 3回までチャレンジ可、平均スコアが記録される
35これらの宿題を通し、基礎固めをよりしっかりできればと考えている
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ご清聴ありがとうございました
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