― 令和 3 年度授業開始にあたっての確認のために ―
Frequently Asked Questions (FAQs)
4 月 12 日（月）から令和 3 年度の授業が始まります。ホームページとＧ-Port 3 月 10
日付けで配信された「令和３年度春学期授業形態に関するお知らせ（第２報）」（以下
回答では「お知らせ」と記載）、「Zoom による遠隔授業受講の手引き（ver.3）」（以下回
答では「手引」と記載）、4 月 17 日付け配信「2021 春学期 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）を、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。（PDF データはこちらか
らダウンロードできます）

＜授業について＞
Q１ 授業は対面で行われますか。
はい、令和 3 年度は「対面中心」で授業が行われます（ただし感染状況によっては遠
隔授業の比率を増加させる場合もあります）。（「お知らせ」 項目１、「手引」ページ１）
Q２ 「対面中心」で授業が行われるということは対面で行われない授業もありますか。
はい。教室のサイズ、履修者数、教員の感染リスクに関する事情等で「遠隔」となる授
業があります。また、対面で行われる授業でも、大半は最初の 3 週間は遠隔で行わ
れます。（「手引」ページ１）
Q３ どの授業が「遠隔」で行われますか。
必修科目では情報処理科目や日本文化学科と国際コミュニケーション学科の語学科
目（LL）、日本語表現法などがあります。履修者数が多く、教室で学生間の適切な距
離が保てない授業は遠隔で行われます。（「お知らせ」 項目１、「手引」ページ１）
Q４ どのようにすれば、授業が「遠隔」か「対面」で行われるかわかりますか。
はじめから遠隔と決まっている授業はシラバスの「時間割/Class Schedule」にその旨
が記載されています。人数調整、教室の割り振りの結果、遠隔となった授業に関して
は、履修登録期間（4/19～4/24）後の 4 月 30 日に、公表されます。 （「お知らせ」 項
目１）
Q５ オンディマンドとリアルタイムの遠隔授業の違いはなんですか。
オンディマンド型の授業は、録画された授業を各自で視聴し、出された課題に取り組
み、提出をします。リアルタイムは授業時間に Zoom を使って、対面で行われるときと
同じように授業が行われます。（「お知らせ」 項目１）

Q６ Zoom ははじめて使うので上手に接続、参加できるか不安です。
初めて Zoom を使用する学生のために、練習用の Zoom ミーティングを用意しました。
「手引」2 頁を参照してください。
Q７ 授業開始後 1 週目から大学に来てもよいですか。
いいえ、最初の週は、オリエンテーション期間のため、対面授業はありません。演習
系の科目では、第 2 週目から対面授業が行なわれるものがあります。その場合は、
オリエンテーションで指示があります。そのほかは第 4 週目、つまり 5 月に入ってから
対面授業となります。（「お知らせ」 項目１）
Q８ 同じ日に対面と遠隔で行われる授業を履修している場合、遠隔授業はどこで受
ければよいですか。
自分のマイク付ヘッドセットを持参のうえ PC 教室や CALL 教室の PC を利用するか、
空き教室、指定された場所で自分の PC を使って Wi-Fi でインターネットに接続して受
講します。Zoom が受けられる空き教室のリストは、4 月 30 日に発表されますので、確
認してください（「マニュアル」ページ４）。
Ｑ９ 大学や先生からはどのように連絡がありますか。
G-Port あるいは Webclass から連絡がいきます。必ずいつでも確認できるメールアド
レスに転送設定をしておきましょう。スパムメールとして振り分けられないように調整も
しておいてください。
Q１０ 新型コロナ感染症の感染リスクが心配なので、対面で授業を受けず、すべて
遠隔で受けてもよいですか。
学生本人あるいは家族の皆さんに基礎疾患等の感染リスクがあるため対面授業を
受講できない場合は、申請により対面授業を遠隔で受講できます。遠隔受講申請手
続きを期間内（在学生：3 月 31 日まで、新入生：4 月 1 日 1～4 月 14 日）に行ってくだ
さい。
Q１１ すべての授業を遠隔で受講することが認められましたが、キャンパスで遠隔授
業を受けることは可能ですか。
いいえ、遠隔受講を申請し認められた場合は、すべてご自宅で受講してください。図
書館等の施設は必要に応じて利用できます。

Q１２ 遠隔の授業を受けていますが、都合で受けられないとき、Zoom 画面を録画し
て、後で参考にしてもよいですか。
いいえ、授業は絶対に録画しないでください。自分だけの使用を目的としても禁止しま
す。オンライン上の授業は知的財産権等の権利が複雑に関係していますので、気を
付けてください。
Q１３ 私は留学生で、ヴィザが切れているため、日本に入国できません。どうしたら
よいですか。
海外にいる留学生でヴィザや日本政府の入国制限のため、日本に入国できない場合
は、遠隔で授業を受けることができます。その場合も、必ず遠隔受講申請手続きを期
間内に行ってください（在学生：3 月 31 日まで、新入生：4 月 1 日 1～4 月 14 日）。
Q１４ 私は留学生で、現在、入国ができないため、遠隔受講申請手続きをしました。
入国できるようになったら日本に戻り、授業を対面で受けたいですが、可能ですか。
はい、留学生が日本に入国できないために遠隔受講申請をした後、入国できるように
なった場合は、対面で授業を受講できます。教務部に申し出てください。
Ｑ１５ 授業が対面でない日もキャンパスに来てもよいですか。
図書館等の利用で来ることはできますが、不要な通学は避けてください。
Ｑ１６ キャンパスでオンライン受講をする場合、大学のパソコン、パソコン教室は使
えますか。
対面で行われる授業の前後の遠隔授業を大学で受講する場合、大学のＰＣ教室、Ｃ
ＡＬＬ教室、図書館、空き教室等のいずれかで受講することになります。ＰＣ／ＣＡＬＬ
教室以外にはＰＣは常備されていないので可能な限り自分専用の機器を持参してく
ださい。大学の PC を利用する場合でも自分用のヘッドホンは用意してください（PC 教
室での対面授業も自分用のヘッドホンが必要です）（「マニュアル」ページ２）。
Ｑ１７ 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」ページ
２）。

Q１８ 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、担当教員にその旨を伝え、
代わりに課題などをもらうようにして下さい。授業回数の 3 分の 1 以上欠席し、代替の
課題も求めなかった場合は、期末試験を受けられないことがあります。遠隔授業を欠
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
（「マニュアル」ページ１）。
Ｑ１９ 大学でオンライン受講をする場合、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。ＩＤとパスワ
ードが郵送されますので、確認してください（「マニュアル」ページ３）。
Ｑ２０ 大学ではどこでも Wi-Fi 接続が可能ですか。
教室、場所によってはアクセスポイントがないところがあります。接続できる場所のリ
ストは以下 URL で確認してください。
https://www-cc.gakushuin.ac.jp/~w120031/docs/wlan/
Ｑ２１ 大学で自分のパソコンを使う時、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、コンセントの数は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」ページ２）。
Ｑ２２ 大学で印刷はできますか。
はい、2 号館 1 階の「学生研究室」の他、一部の PC 教室、図書館などにプリンターが
設置されています。しかし、使用するためには、ネットワークに接続するためにパソコ
ンにログインする必要があり、パソコンやプリンターの台数が限られており混雑したり、
機器や手の消毒を丹念にする必要が出てきます。自宅にプリンターがなくどうしても
印刷する必要があるのみ使うようにご協力お願いします（「マニュアル」ページ７）。
Ｑ２３ 教室の２２３や７４５というのはどういうことですか。
どの教室も数字がついていますが、例えば２２３というのは、2 号館 2 階の 223 教室、
７４５は 7 号館４階の７４５教室ということです。

＜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（「マニュアル」ページ１）。
Ｑ２ 授業あるいは奨学金など、色々な質問や相談をするために事務室に行っても
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。

＜食堂・図書館について＞
Ｑ１ 食堂は営業していますか。
はい、営業します。互敬会館 1 階および売店では、5 月からは、お弁当、サンドイッチ、
パンなどの販売のみを行います（「マニュアル」ページ７）。
Ｑ２ 昼食はどこでとればいいですか。
互敬会館の 1 階メインホール、ティールーム、２階学生用フロア（ラウンジ）、３階の３３
１教室、３３２教室、および中庭のテーブルやベンチで食べることができます。一部、２
号館の教室も開放する予定ですので５月以降確認してください（「マニュアル」ページ
７）。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。昼食に関しては別に文書を準備する予定です（「マニュアル」ページ７）
Ｑ３ ４月１９日から対面授業に出席しますが、食堂は営業していますか。
はい、営業しています。
Ｑ４ ４月１９日から対面授業に出席しますが、昼食はどこでとればいいですか。
４月１９日から４月３０日までは互敬会館１階のみで昼食をとってください。教室等では
昼食をとらないでください（「マニュアル」ページ７―８）。
Ｑ５ 図書館は使えますか。
はい、使えます。新型コロナウイルス感染状況にあわせ、開館時間等を随時調整して
いますので、G-Port や図書館のホームページで確認してください（「マニュアル」ペー
ジ７８）。

Ｑ６ 遠隔で授業を受けているので大学に行きません。図書を郵送していただけます
か。
はい、郵送による貸出サービスを行っていますので、詳細は図書館のホームページ
で確認してください。

＜健康管理・新型コロナ感染対策について＞
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。
Ｑ２ 他の人が使った机や椅子から感染しないか不安です。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（「マニュアル」ページ２）。
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」ページ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を中止してください。
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。体調不良で欠席する
場合は、授業担当者に伝え、代わりの課題などをもらうようにして下さい（「マニュアル」
ページ１）。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」ページ２）。

Ｑ７ 体調管理のためのフォーム入力を忘れました/「入構可」が提示できませんが、
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
等の端末画面の他、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（「マニ
ュアル」ページ１）。
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。

