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　今号では、8月から 9月にかけて行いました「e-Learning
センター利用等に関するご要望・ご意見調査」の結果
を報告します。また、「eALPS 研修『映像を活用した
e-Learning コンテンツ作成』について」の様子と映像録
画支援事業の随時募集についてもお伝えします。　

e-Learning センター利用等に関するご要望・ご意見調査の報告
　e-Learning センターでは、サポート対応時間の延長や各地キャンパスでの対応について、どのくらいの方

が支援を望んでいるか、また映像コンテンツの作成・利用支援に関してどのようなサポートを希望されている

かなどを調査させていただきました。その結果をご報告すると共に、今後の e-Learning センターの活動に活

かしていきたいと思います。ご協力いただきました教員の皆様、ありがとうございました。　
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アンケート回答数　118

●主担当の学部 ・ 学科 ・ 課程等をご記入ください。

　　全 7　人 4　教 24　経 3　理 11　医 15　工 29　農 10　繊 5　その他 10

● e-Learning センターのサポート窓口及びクラウド運用会社の対応可能時間についてお聞かせください。

●現在、 松本キャンパス ・ 長野キャンパスに e-Learning センターがありますが、 上田キャンパスや伊那キャン

パスへの対応についてお聞かせください。

●大学の授業で、 映像コンテンツを利用したことはありますか？

● eALPS をどの程度利用していますか。 一番近いと思われるものをお選びください。

複数の授業科目で、 日常的に利用している 40 33.9%

１つあるいは複数の授業科目で、 ある程度利用したことがある 38 32.2%

ほとんど利用したことがない 40 33.9%

現在のままでよい。 「課題提出の締め切り時刻を昼間に設定する。」 「トラブル発生時には締切を延長する」 などの方法で対応する。 98 83.8%

センター予算をある程度増額して、 17 ： 00 ～ 24 ： 00 に発生したトラブルにも対応して欲しい。 7 6.0%

センター予算を大幅に増額して、 24 時間トラブルに対応して欲しい。
* クラウド運用会社へ 24 時間サポートを依頼すると月額 400 万円かかります。

6 5.1%

その他 6 5.1%

スタッフに常駐して欲しい 8 7.4%

週 1 回程度の相談日を設けて欲しい 6 5.6%

月 1回程度の相談日を設けて欲しい 2 1.9%

電話やメール等の遠隔サポートでよい 39 36.1%

対応の必要性を感じない 22 20.4%

その他 31 28.7%

映像コンテンツを eALPS にアップロードして利用している 5 4.2%

eALPS から映像コンテンツにリンクを張って利用している 1 0.8%

eALPS 以外で映像コンテンツを利用している 15 12.7%

映像コンテンツを作成 ・利用してみたいが、 実施していない 65 55.1%

全く興味がない 32 27.1%



　6 月 16 日、e-Learning センターと高等教育研

究センター共同で「eALPS 研修『映像を活用した

e-Learning コンテンツ作成』について」が松本キャ

ンパスを主会場に、長野（教育、工学）・上田・伊那

の各キャンパスに SUNS 配信して開催されました。

　e-Learning センターで映像録画支援をさせていた

だいた事例の一部を担当教職員の皆様（「学外を含む

実習風景」理学部・吉田孝紀先生、「小学生の調理実

習風景」教育学部・福田典子先

生、「スタジオにおいての講義」

教育学部・髙栁充利先生、「テニ

ュアトラック普及・定着事業年

次報告会」大学院室職員・加々

美美音さん ) を講師にお迎えし、

実際に作成したコンテンツを紹

介しながら、支援内容・活用方

法・効果等について説明いただ

きました。更に、高等教育研究

センター矢部正之副センター長

より「ICT を活用した主体的な

学び」についてお話しいただきました。34 名の参加

者の皆様には、後日 FD 参加証が交付されました。

　なお e-Learning センターでは、コンテンツ作成支

援の一環として「授業及び授業素材としての映像録

画支援」を随時受け付けています。（詳しくは、下の

「information」をご覧ください。）eALPS に関する各

種研修会も開催しますので、ご興味をお持ちの方は

e-Learning センターまでお問い合わせください。
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「eALPS 研修『映像を活用した e-Learning コンテンツ作成』について」開催報告
e-Learning センター・高等教育研究センター共同主催

e - L e a r n i n g

　e-Learning センターでは、「授業及び授業素材としての映像録画支援」を実施
しております。授業や講演会等のコンテンツ化をはじめとして様々な形態の支援
を、予算に達するまで随時受け付けています。より多くの教職員の皆様を支援さ
せていただくために、１件の支援に対する予算は上限 50,000 円となります。
　映像コンテンツ作成に関するサポートを検討している方は e-Learning センタ
ーまでご連絡ください。
◎ e-Learning センター　ICT 活用支援部門  メールアドレス elcenter-rokuga@shinshu-u.ac.jp
　なお、最終受付は 2月上旬となります。

映像録画支援事業の随時募集、受付中！

●映像コンテンツに関してどのようなサポートがあれば利用してみたいと思われますか？ （複数回答可）

●現在の e-Learning センターのサービスにどのくらい満足していますか？

　e-Learning センターの対応可能時間やサービスに関するご意見・ご要望、eALPS の機能・操作性・運用

に関する具体的要望など、貴重なご意見を多数いただきました。今後の運営に活かしていきたいと思いま

すので、よろしくお願い申し上げます。　

＊未記入と複数回答があるため、内訳と合計が合わない場合があります。

松本キャンパス

教育キャンパス

パソコンによる編集風景

機材の貸出し 32 35.6%

撮影 ・ コンテンツ制作の人的補助 51 56.7%

外部業者の斡旋 7 7.8%

容量の制約を受けずに映像コンテンツを配信するために必要な環境
（ストリーミングサーバー等） の提供

22 24.4%

その他 20 22.2%

満足 29 24.8%

やや満足 25 21.4%

どちらともいえない 55 47.0%

やや不満 7 6.0%

不満 1 0.9%


