― 対面授業開始にあたっての確認のために －

Frequently Asked Questions (FAQs)
10 月 5 日（月）から一部対面授業が始まります。Ｇ-Port 9 月 28 日付けで配信されている
「対面授業受講のための登校時の総合マニュアル」（以下回答では「マニュアル」と記載）
および G-Port 9 月 1 日付け配信「秋学期の開始に関する重要なお知らせ」
（以下回答では
「お知らせ」と記載）を今一度、熟読してください。以下、一部ピックアップしてよくある
質問にお答えしていますので、参考にしてください。

＜授業について＞
Q1

秋学期もオンラインで授業が行われますか。

9 月 21 日（月）から 10 月 3 日（土）まですべての授業がオンラインで実施されています。
その後、基礎演習(※)は 10 月 5 日（月）から、専門演習（ゼミ）(※)は 10 月 19 日（月）
から、その他一部授業は 11 月 2 日（月）から対面で行われます。それ以外の授業は感染状
況に大きな改善がない間はオンラインで実施されます。
対面で行われる授業一覧：「お知らせ」添付資料１＆２
(※) 一部の基礎演習、専門演習はオンラインで実施されます。
Ｑ2 対面で行われる授業を履修している場合、キャンパスにきて授業を受けなければいけ
ませんか。
いいえ、対面の授業もオンラインで受講が可能です。
（「お知らせ」1 ページ目）
Q３ 毎日キャンパスにきて、授業を受けてもいいですか。
いいえ、当面は基礎演習あるいはゼミがある曜日のみ、キャンパスに来て、授業を受けるこ
とができます。
（
「マニュアル」 P. 3、
「お知らせ」1 ページ目）
Ｑ４ 今、日本国外にいますが、対面授業があるので、帰国したほうがよいですか。
国の方針、ご自分の体調、環境を優先して対面授業をキャンパスで受講するか否か決めてく
ださい。
（
「お知らせ」1 ページ目）
Ｑ５ 今、地方の実家にいますが、対面授業があるので、東京（近郊）に戻って、キャンパ
スに通えるようにしたほうがよいですか。
ご自分の体調、環境などを考え、東京（近郊）に戻り、キャンパスで授業を受講するか決め
てください。
（
「お知らせ」1 ページ目）
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Ｑ６ 基礎演習、ゼミがある日に履修している授業をキャンパスで受講できますか。
履修している基礎演習、ゼミがある曜日は、オンラインで行われている授業でもキャンパス
でオンラインで授業を受けることができます。
（
「マニュアル」 P. 3、
「お知らせ」1 ページ
目）
Ｑ７ キャンパスでオンラインで授業を受ける場合、大学のパソコン、パソコン教室は使え
ますか。
感染防止の観点から、ノート型 PC 等を持っている方は自分専用の機器を持参してくださ
い。やむを得ず大学のパソコン、パソコン教室を使用する場合はマニュアルに従ってくださ
い。
（
「マニュアル」 P. ２-４）
Ｑ８ 大学のパソコンを使う場合、私が持っているヘッドセットは Bluetooth 接続のもので
すが、使えますか。
はい。共有パソコンには Bluetooth 無線レシーバーを設置してあります。自分が持っている
ヘッドホン、イヤホンやマウスなどが Bluetooth 接続可能なデバイスならば、無線接続でき
ます。自分用の Bluetooth 接続のマウスも持参すれば、大学の PC のマウスを使わなくて
すむので使用前後の消毒の手間も省けます。
（
「マニュアル」 P. ４）
Ｑ９ 基礎演習・ゼミ以外の授業をキャンパスで受講する場合、どこで受けてもよいですか。
原則として受講している基礎演習・ゼミが行われている教室で受けてください。
（
「マニュア

ル」 P. ３-４）
Q１０

体調が悪くて対面授業に出席できない場合、評価に影響がありますか。

体調不良で予定していた対面授業に出席できない場合、対面授業欠席自体は成績評価に影
響は出ません。
（
「マニュアル」 P. １）ただし遠隔授業も欠席した回については、先生に相
談をしてどのような取り組みが必要か確認しましょう。
Ｑ１１ 大学でオンラインで授業を受ける場合、Wi-Fi はありますか。
学内で遠隔授業を受講する際には学内 Wi-Fi（eduroam）を使用できます。初回の基礎演習・
ゼミの時にＩＤとパスワードを配付します。
（「マニュアル」 P. ３）
Ｑ１２ 履修している基礎演習（あるいはゼミ）が対面で行われない場合、キャンパスで授
業を受けることはできますか。
履修している基礎演習（あるいはゼミ）が行われている曜日であれば、キャンパスに来て 11
月 2 日以降には対面対象科目の講義を教室で受講することができます。基礎演習あるいは
ゼミの受講日に履修している対面対象科目がない場合は、その他の曜日の対面対象科目を
受講できる場合があるので、教務部に相談してください。
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その場合、基礎演習受講者については、履修している基礎演習に割り振られている教室を使
用してください。対面対象になっていないゼミについては教室が割り当てられていないた
め、それらのゼミ受講者が 11 月 2 日以降の対面対象科目を対面で受講する場合には、その
前後の講義の Zoom 受講は、対面授業の教室が開いている場合はそこで、あるいは指定さ
れている教室を利用してください。
（「マニュアル」 P. ３、
「お知らせ」1 ページ目）
。
Ｑ１３ 大学でパソコンを使う時、どこの電源を使えばよいですか。
教室での充電を可能としますがコンセントの数が限られていますので、PC 用電池パック
（モバイルバッテリー）などを持参すれば安心です。（
「マニュアル」 P. ２）

＜キャンパスについて＞
Q１ キャンパスへは自由に出入りできますか。
入構時、指定されている健康状態報告フォームに必要事項を入力した後示される最終画面
が『入構可』であることを校門で示し、さらに「学生証」をカードリーダーに通すことの両
方が必要です。受講している基礎演習あるいはゼミの曜日のみキャンパスで授業が受けら
れます。
（
「マニュアル」 P. １）
Ｑ２ 授業あるいは奨学金など、色々な質問を事務室に相談に行ってもいいですか。
まずは担当部署へ電話するか、メールでご相談ください。（マニュアル P. ６-８）
Ｑ３ 食堂は使えますか。
はい、食堂（互敬会館（3 号館）
）は昼食時の営業が行われます。1 階と 2 階が密度コントロ
ールをしたテーブルの配置にしてあります。椅子の位置を変えず周囲の人との距離を保っ
たままとし、また食事中は会話をしないなど配慮して使用してください。
（
「マニュアル」 P.
7）
Ｑ４ 食堂はいつでも使えますか。
お昼休み時間は 2 交代制です。学籍番号により決まっていますので、確認してください。
（
「マニュアル」 P. 7）
Ｑ５ お弁当や買ってきた昼食などを教室で食べてもよいですか。
いいえ、食事は必ず食堂あるいは外のスペースでとってください。
（
「マニュアル」 P. 7）
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＜健康管理・新型コロナ感染対策に＞
Ｑ１ 学生がたくさんキャンパスに来て、感染が心配です。
キャンパス内は最大限密度コントロールをしています。この環境を活かすためには皆さん
のご協力も必要ですので、マニュアルを熟読し、行動して快適なキャンパスでの学び、生活
を送ってください。感染に対する心配がある方は無理せず自宅等で授業を受けてください。
Ｑ２ 他の人が使った机や椅子から感染しないか不安です。
教室や施設は基本的に 1 日 1 回消毒作業を行います。当面はほとんどの教室はその日の基
礎演習あるいはゼミを受講している者のみが利用しますが、学生の皆さんには、授業終了後
は、飛沫感染のリスクを最小限に抑えるために、自分が使用した机やいすを除菌ペーパーで
拭くようご協力をお願い致します。また、こまめな手洗いや手指の消毒をするように心がけ
てください。
対面授業を受講する場合、基本的には毎週同じ席に着席してください。
（
「マニュアル」 P.
２-３）
Ｑ３ キャンパスにいるときに体調が急に悪くなったらどのようにしたらよいですか。
学内で体調が悪くなり、新型コロナウイルス感染の疑いが少しでもある場合は、保健室では
なく、まず仮研究室棟１階の一時隔離室（旧日本文化学科事務室）に行ってそこから保健室
に連絡してください。
（
「マニュアル」 P. ５）
Ｑ４ 朝起きたら、なんとなく体調が普段と違いますが、どうしたらよいですか
少しでも体調が悪い日は登校可能曜日であっても登校を中止してください。
「マニュアル」 P. １）
Ｑ５ 体調が悪くて授業を欠席する場合、大学や授業担当の先生に連絡を入れたほうがよい
ですか。
授業の欠席報告については、授業ごとに扱い方が異なりますので、各授業担当者に、連絡が
必要か、確認をしてください。
各授業担当者の連絡先をシラバスで確認できない等の場合、学科科目は学科事務室へ、共通
科目はサポートセンターへご連絡ください。
（連絡先は「マニュアル」に記載があります）
Ｑ６ マスクを忘れてしまいました。
学内では着用が義務づけられています。飲食時以外はかならず着用してください。忘れた場
合には入構時にマスクを配布します。
（
「マニュアル」 P. １）
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Ｑ７ 体調管理のためのフォーム入力を忘れました/「入構可]が提示できなくても、キャン
パスに入れますか
「入構不可」が示されるような体調の場合は入構できませんので、登校せず自宅で授業を受
けてください。また、体調チェックの結果を校門で提示する場合、スマートフォン等の端末
画面以外に最終画面のプリントアウトでも構いません。いずれも提示できない、あるいは持
参するのを忘れてしまった場合は、守衛室に申し出てください。
Ｑ８ 学生証を忘れてしまいましたが、キャンパスに入れますか。
感染症拡大防止策の一環として誰がいつ入構したかという記録をとることは重要ですので、
学生証は必ず持参してください。万が一忘れてしまった場合には守衛室に申し出てくださ
い。
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