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1. はじめに 

2020 年は外出自粛の年であった。仕事もテ

レワークが推奨される中、大学においてもオ

ンライン授業が徹底され、人と対面でコミュ

ニケーションをとる機会が激減した。  

そのような状況下で以前と同じような交

流が実現するとは思えない。また、入学した

ばかりの生徒はどのようにして新たな友人

関係を築いていくのだろうか。  

それだけではない。以前なら口頭・手渡し

で可能だった情報の共有もオンライン化し

たのである。オンライン上に散らばったそれ

らを、情勢の変化に合わせて的確に収集する

ことはできるのだろうか。  

 

2. プロジェクトの目的  

 学内コミュニティの活性化  

先に述べた通り、外出自粛下での円滑なコ

ミュニケーションが懸念されるため、目的の

一つとして学生同士の気軽な交流の場を提

供することを掲げた。学内のコミュニケーシ

ョン手段として、Direct や Gmail などはある

ものの、利用は講義に関するやり取りに限ら

れることが多く、プライベートにおいて知り

合い同士でやり取りをする場合、SNS を通し

てのコミュニケーションがメインとなって

いる。知り合いでなくとも気軽に交流できる

学内のコミュニケーション手段を提供する

ことで、特に新入生の学生生活の不安を解消

し、より快適な学生生活を送ってもらうこと

を目指す。 

 

 的確な情報収集の実現 

もう一つの懸念として的確な情報収集が

困難であることが挙げられる。大学の情報は

ポータルや CoursePower、Google classroom

などで収集可能であるが、複数のサイトを確

認する必要があり、期限があるような重要な

情報の見落しや収集する手間が問題視され

たのである。ゆえに学内情報をリアルタイム

かつ一手に収集可能とすることを二つ目の

目的として掲げる。大学関連サイトの情報を

一つにまとめることにより、一ページで膨大

な情報を一括管理するのである。また、それ

らを簡単に自分に適した形で保存・整頓でき

る機能などを追加することで、より使いやす

いユーザインターフェースを求める。 

 

 

 

 

 

 



 

3. 分析と調査 

 本プロジェクトでは前後期に 1 回ずつの調

査を行い、その結果をもとに成果物を制作し

てきた。調査対象は 3 年生以下の学生とし、

それぞれの学年の必修科目を担当している

教員の方々にメールや direct などで連絡をと

った上で、Google Classroom に掲載してもら

う、講義中に時間をもらって meet のチャッ

ト欄にアンケートのリンクを貼らせてもら

うなどの方法をとった。  

 

 外出自粛下の現状調査 

オンラインツールが活用される前提とし

て、コロナ禍で外出ができない中で学生生活

がどのように行われているかアンケートを

実施した。 

まず質問内容を考えるにあたり、新入生と

２・３年生とで別々にすることとした。２・

３年生はすでに前年からの交流があるもの

の、新入生はまだキャンパスに入ったことの

ない人がほとんどであり、同学年の人と知り

合う機会が限りなく少ない。その条件の違い

から別視点からのアンケートを考える必要

があったのである。 

まず、新入生に対する調査では、知り合い

が少ない中でも、Twitter などの SNS を使っ

て情報収集やコミュニケーションを行って

いる人が多いことがわかった。また、オンラ

インでの情報収集や友達作りに不安を抱え

ている人は７割近くいたため、２年生以上の

学生は、情報収集などにおいてリードしてあ

げる必要があると感じた。  

次に、２、３年生のアンケート結果として

読み取れたことは、利用している SNS は

LINE が最も多いこと、コミュニケーション

の場よりは、情報収集の場を求めている人が

多いということがわかった。これは、２、３

年生は前年までに知り合いや友人を作って

おり、新入生に比べてコミュニケーションに

困っていることがそれほど少ないことが理

由として考えられる。  

以上のアンケートの結果から、新入生はオ

ンライン上での活動に不安を持っている人

が多く、コミュニケーションや情報収集の面

で困っている人が多いということがわかっ

た。また、２、３年生において、一番使って

いる SNS は LINE が多いという結果から、

LINE をモデルにプロトタイプを組み立てて

いくこととなった。  

特に新入生においては、授業以外で同級生

と関わりがある人は半分にも満たない状態

であり、特にコミュニケーションにおいて不

安を抱えている人が多いことがわかった。サ

ークルに関しても半数近くがサークルの情

報を全く知らなかったと回答しており、情報

面についても収集が難しくなっていること

がわかった。  

 

 求められる機能は何か  

  チャットができる機能であっても、より状

況に合わせたものを考えるとき、学生一人一

人によって使いやすいかどうか、反応は様々

だろう。それを踏まえた上で一つのツールを

制作するために、共通して求められるものは

何か、2 回目のアンケートによって調査する

こととした。また、ツール一つにまとめるた

め、学年関係なく統一して実施した。 

 １つ目として、チャットに関する内容を挙

げる。まず私たちは、チャット毎に話題を設

定することで会話のきっかけを作れるので



 

はと考えた。しかし反応は良くなく、大学行

事やフリートークに票が寄ってしまった。そ

のため、必要最低限の初期設定をしておき、

学生からの追加申請に応じて増やしていく

こととなった。次に、チャット内で投票など

の機能があれば会話を促進できるのではと

考えた。こちらは投票機能が一番多かったも

のの、全体的に票がばらけたことや、機能の

多さなどから、投票機能をはじめとして一つ

一つ様子を見ていくこととなった。  

 2 つ目として、情報収集について質問した

ところ、やはり大量の情報は手元にくるまで

にある程度整理されていることが求められ

ていた。加えて、もっと細かく整理したい人

も少なくないことから、日付などによるソー

ト機能で大まかに分けた状態にしておき、そ

こからさらに自分好みに整理できるように

する。 

 3 つ目として、交流とも情報収集とも言え

る相談がある。履修相談や就活相談は当然と

して、大学へ要望を出したい人が多かった。

普段、直接窓口へ行くことが躊躇われる内容

でもツールを通してなら気軽に相談しても

らえそうである。  

    

図 1. 調査結果の一部  

 

4. 成果物 

 ツールの概要 

分析と調査をもとに、アドビ XD を用いて

ビジュアルデザイン、そして UI デザインに

取り組んできた。具体的に、第 1 回アンケー

ト実施後では、作成するツールの基盤となる

機能やビジュアルデザインの検討、第 2 回ア

ンケート実施後では、UI の確立、ユーザーテ

ストに向けての調整を行った。UX テスト実

施後では、全てにおけるデザインの一新を行

い、最終成果物に至った。  

成果物である大学内専用ツールでは、図１

のように８つのカテゴリーから成り立って

おり、身近な存在へと繋げる学内コミュニテ

ィ、手軽に情報の発信と取得ができる環境、

その他 HP 等のニュースを常に確認できるな

ど、学生生活をより快適にしてくれるものと

なっている。  

 

図 2.トップ画面  

 

 身近な学内コミュニティ  

私たちのプロジェクトでは、メインの目的

である「コミュニケーション」と「情報収集」

の２つを軸に活動してきた。コミュニケーシ

ョンに関して、次のようなツールを提案する。 

はじめに、「トーク」である。既存である

direct と同じように、学生、教授とのチャッ



 

トを行うことができる。連絡先は学生、教授

に切り替え可能にし、アカウントをわかりや

すく管理できるようになっている。また、連

絡先からそのまま Gmail を作成でき、アドレ

スの入力や探す手間が省けて、コンタクトが

容易になっている。そして、気軽に交流でき

る場を提供するために「コミュニティチャッ

ト」を設けた。話す・探す・作る、の 3 つの

切り替え可能にし、視覚的に簡単に操作がで

きるようになっている。  

次に、学生が学生に向けて告知ができる場

の提供として、「告知チャンネル」を設けた。

大学側からの公式情報でなく、学生自身がサ

ークルの宣伝やイベントの告知、アンケート

の回答者募集などを発信する場である。全学

年が閲覧できるため、アプローチが簡単であ

り、効率的な情報のリーチが見込める。また、

単方向だけではなく、双方性のある情報の共

有が可能になるため学内がより活発的にな

ると考えられる。  

最後に、学生同士が問題を解決する場の提

供として、「相談」を設けた。知恵袋のように

書き込むことで、困っている学生に対して答

えられる学生が回答をすることで学校生活

をより良いものにしていき、学生同士がもっ

と身近な存在になって欲しいという目的が

ある。 

        

図 3.トーク画面  図 4.コミュニティ画面  

        

図 5.告知チャンネル画面  図 6.相談画面 

 

 手軽な情報発信と取得 

手軽に情報の発信と取得ができる環境整

備として、「インフォメーション」「ニュース・

在学生ツール」「その他のオプション」を作成

した。 

「インフォメーション」について、専修大

学公式からの情報を閲覧し、大切な情報をフ

ォルダー分けしてキープすることが可能、と

いう機能である。これにより、本当に必要な

情報、必要でない情報を整理することが可能

となる。 

次に、「ニュース・在学生ツール」である。

専修大学 H P やシラバス、ポータルなど様々



 

なブラウザを開くといった手間を省き、学生

生活をスムーズにするものとして作られた。 

最後に、「その他のオプション」である。そ

の他のオプションは、主に時間割機能と問い

合わせ機能がある。時間割機能は学期ごとに

時間割を作成することができ、問い合わせ機

能は学生生活課やアプリに対しての要望や

問い合わせを行う音ができる機能である。こ

れにより、学生生活をより快適にすることを

目的としている。  

        

図 7.インフォメーション 図 8.ニュース画面  

 

5. ユーザーテストの評価・考察  

4.の形になる前に、アンケートで協力を表

明してくれた学生 13 人に実際に触れてもら

い、最終調整に向けてフィードバックをとっ

た。テストは meet で準備したシナリオを説

明しながら、それに沿って操作してもらう形

をとった。  

まず、ツールへの評価を振り返ると、機能

のアイデアそれ自体には期待が高かった。そ

れに対して、実際に触ったことで、操作が分

かりづらい、色やデザインが見づらくしてい

る、といった意見が多く見られた。そのため

最終調整では、機能ごとに必要最低限の操作

とそのフローをしっかりと洗い出し、混線し

ないように整理し直すことに注力した。それ

により、視覚的・直感的に操作が可能な UI に

修正することができた。 

次に、テストの準備・実施について、運用

を想定したシナリオの作成と、具体的なフィ

ードバックの検討が甘かった。これらをしっ

かり突き詰めておけば、プロトタイプへより

効率的に反映できただろう。 

 

     表 1.シナリオ別評価表 

 

 

6. 終わりに 

 機能の実現に向けて 

 実際のアプリとして運用することを視野に

入れた場合、まずは各機能それぞれで大学の

システムと連動できるかの検証をした上で

計画・開発していく必要があるだろう。アカ

ウント認証などを取り入れるのであれば、セ

キュリティ対策を含め、より高度な開発技術

の取得も求められる。開発完了後であっても

定期的な保守点検は欠かせない。  

 それらを考えた場合、一プロジェクトより

も本格的な運営体制を構築するべきかもし

れない。 

 

6.2 プロジェクトを振り返って  

 このプロジェクトは、コロナ禍で制限され

た学生生活を改善させよう、というテーマか

ら始まったが、この問題は今後も大学のみで

なく社会全体で考えられ続けていくだろう。

そのような状況下で、大学という小さな空間



 

ではあるが、現状を調査し、ユーザーの声を

取り入れながら解決策を提案できたのは、と

ても大きな経験となった。  

 しかし、一年を通しての活動を振り返ると、

到達目標を目指す上での、詳細な活動内容が

検討・計画されていなかったため、全工程に

おいて場当たり的な活動になってしまった

ことは否めない。具体的に、立ち上げ段階で

は到達目標を決定する際に、技術的または知

識的な課題を十分に洗い出せていなかった

ことから、その後に必要となったプログラミ

ングスキルの学習が間に合わず、結果として

制作物のクオリティを下げるしかなくなり、

最終的に改善策の提案という形になってし

まった。 

これを受けて、実際にツールが機能する段

階まで開発してみたらどうだろうかと言う

声も少なくはなかったため、今後は改めて

6.1 で述べたような開発も視野に入れた活動

ができればと考えている。だが、その中でも

具体的に活動計画を練り、しっかりと決めた

目標に向かって常にメンバーと意見を共有

していくことを忘れないようにしなくては

いけないと学んだ。  

このプロジェクトで得られたことはとて

も多く、それらを今後の生活や活動に生かし

ていくことがプロジェクトの意義であると

考える。そのため、このメンバーで活動でき

たことを誇りに思い、今後の人生に活用して

いきたい。  

最後に、今回アンケート調査にご協力くだ

さった教員の方々、並びに学生の皆様に感謝

申し上げます。  

 

 

主な使用ソフト: 

 Google forms 

Adobe XD, Premiere Pro  
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