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香港からの報告
片岡 新
香港教育大学 言語学及び現代言語科 助教授

「香港教育大学におけるオンライン化の現状に
ついて」(第22回)
本講演では、まず香港の教育界におけるオンラ
インの使用状況が香港の特殊な社会事情により
2019年度後半から徐々ながらスムーズに普及し
てきたことを紹介する。次に香港教育大学
（EdUHK）における大学の活動が現在すべてオ
ンライン化している現状を報告する。具体的に
は、教員としてはワークショップ・職員会議・
採用面接がZoomを使って、また学生としては
授業・論文指導・試験がすべてMoodleやZoom
を使って行われている。また大学からの技術面
やオンラインのサポートや学生の学びに対する
評価調査などについて言及する。 最後に大学か
らの技術的サポートや教員及び学生へのオンラ
イン教育に対する評価調査などについて言及す
る。

望月 貴子
香港城市大学専業進修学院 Academic advisor／香
港浸会大学ランゲージセンター

「香港の大学におけるオンライン授業の概
要と実践」(第17回)
香港は民主化を求める若者による抗議行動
の激化に伴い、昨年の11月に全教育機関の
休校という事態に陥った。1月に入り授業が
再開したものの、COVID-19の感染拡大に
伴い休校措置が取られ再度オンライン授業
が実施された。感染が収束した現在、今月
28日から大学ではハイブリッド授業の開始
が予定されている。情報が二転三転する中、
どのような対策のもと現場がどのように対
応したかを、語学系科目を担当する発表者
の勤務先である大学のケースを中心に報告
する。





CCA programs
学部

• Bachelor of Arts (Honours) in Creative Arts 
and Culture and Bachelor of Education 
(Honours) (Music) - DD-BA(CAC) & 
BEd(MU) (Five-year Full-time) (co-terminal 
double degree)

• Bachelor of Arts (Honours) in Creative Arts 
and Culture and Bachelor of Education 
(Honours) (Visual Arts) - DD-BA(CAC) & 
BEd(VA) (Five-year Full-time) (co-terminal 
double degree)

• Bachelor of Arts (Honours) in Creative Arts 
and Culture - BA(CAC) (Four-year Full-time)

• Bachelor of Music in Education (Honours) 
(Contemporary Music and Performance 
Pedagogy) - BME (Four-year Full-time 
programme) (not inviting applications for 
admission from 2019-20 onward)

大学院

• Postgraduate Diploma in 
Education (PGDE) (Primary)

• Postgraduate Diploma in 
Education (PGDE) (Secondary)

• Master of Arts in Music Education MA 
(ME) (One-year Full-time/Two-year Part-
time)

• Master of Arts in Visual Arts Education 
and Creative Practice MA(VAECP) (1-year 
Full-time)

• Doctor of Education (EdD)
• Doctor/Master of Philosophy (PhD/MPhil)

おおよそ８００人の学生が在籍
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教育分野での
ランキング



Google statistics



コロナ渦以前の
オンライン対策

on 8/21/2017 4:20 PM

Dear new staff of CCA

Please note the implementation of digital lectures in course delivery.

Dear CCA academic/teaching staff

Please be reminded of the requirement of digital lecture implementation for 
departments as follows:

• By June 2017, 10% courses of all CCA courses with at least one digital 
lecture.

• By June 2018, 50% courses of all CCA courses with at least one digital 
lecture.

• By Dec 2018, 75% courses of all CCA courses with at least one digital 
lecture.

・2017年からデジタルレクチャーの推進
・2019年, ⺠主化運動に伴い社会が完全にストップ
・2020年, Covid-19



Centre for 
Learning, 
Teaching and 
Technology

https://www.lttc.eduhk.hk/






Faculty of Liberal Arts and Social Sciences

• Blended-Learning for University Enhancement (BLUE) 常勤二人

• Workshop
• Experiencing Virtual Reality with VR Cardboard
• Tours using Google Earth
• Engaging students in Blended Learning Activities and Virtual 

Reality Experiences
• Setting up Padlet page for students to share their thoughts
• Using EdUHK Video Portal to upload videos and add quizzes
• Creating online teaching videos with quizzes using Edpuzzle
• Setting up Padlet page and Moodle Forum for collaborative 

learning activities
• commonly used tool for online collaborative learning
• Enhancing students' online collaboration using Padlet
• Using Google Form to facilitate students' responses
• Facilitating students’ online discussion in Moodle Forum



BLUE
conference

Reflections: Challenges and Feedbacks

Dr. MATSUNOBU Koji 
Department of  Cultural and Creative Arts
Online Lessons for Honours Project I in BEd (Music) and BME: 
My Learning Journey 

After reading the lecture notes, students would upload
their progress to the OneNote platform. This allowed
students to track their own progress and receive feedback
from the instructor.

““ In this course, students would need to develop a well-
focused research proposal. With limited time for individual
consultation within 26 contact hours, the online platform
was developed to support individual students’ learning and
proposal writing in each stage of the course.

Implementation

Student Engagement and Outcomes

� The Class OneNote was used to help monitoring individual
students' progress, and giving instant feedback to students.
It was used both for in-class and online activities.

� Three pages were prepared under each student's note: 1)
developing a topic; 2) targeting literature; 3) designing
research methods.

� Frequent feedback, encouragement, face-to-face support
were provided for those who were behind.

� Students’ learning and thinking became visible at the online
platform. Hence, it helped the instructor to monitor their
development easily.

Reflections: Challenges and Feedback
• OneNote can be used during face-to-face consultation as
well as online consultation.

• Students need clear guidance (most students are
unfamiliar with the OneNote platform).

• Takes much time to monitor individual students progress
and give feedback (40 students x 3 pages x multiple
times).

• Should be part of the assessment (some students never
wrote any idea).



授業

授業は３時間 x 13 weeks

Zoomライセンス版、Moodle (Turnitin)必須

学生はビデオをオフ

大学院では留学生が半分になることも

中国からのアクセスに配慮

Zoom録画で会話の自動書き起こし

授業の録画が政治問題化

セルフ・リフレクションの提出

実技系の授業は困難



合唱
ボーカルジャズ
ジャズアンサンブル
ハンドベル
オーケストラ

シンフォニックバンド
中国オーケストラ
現代音楽アンサンブル
バロック・リコーダーアンサンブル
デスクトップ・アンサンブル

イノヴェーション・実験アンサンブル
テクニカル・アーツ





授業の性質による違い

1.実技系（陶芸・絵画・指揮・合唱など）

2.教育・実習系
3.理論系
4.リサーチ系（研究⽅法や卒論の授業

など）

芸術学科の授業分類
•ソフトウェアのライセンス問題
•インターンシップ
•サービスラーニング



これから

• さらなる国際化
• 授業評価へ多大な影響
• 素早い対応ができない
• これから外部評価へ


