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2020 年 4 月 22 日
文京学院大学 経営学部 教務グループ

2020 年度、経営学部 前期授業に関する Q&A

Q 前期は 13 回すべて遠隔授業ですか？
5 月 7 日から 5 週は遠隔授業で実施するようにお願いします。6 週目以降については改めてご連絡しま
す。大学が対面授業再開の決定をした場合でも、経営学部では履修者多数の授業を中心に感染防止の観
点から遠隔授業の継続をお願いすることがあります。
Q 大学からの案内で「13 回の授業と 2 回分は課題で対応」とありましたが、2 回分の課題はどの様に実施
すれば良いですか？
13 回の授業の中で、うまく調整していただき、余分に授業 2 回分の課題を課すように対応してくださ
い。補講日も設定していますが、前期中、学生の学内立ち入り禁止が継続する可能性も考慮ください。
Q 遠隔授業の準備といってもどこから始めれば良いか分からず困っています
まずは 5 回分の教材をご準備ください。大学は、PowerPoint にナレーションをつけて動画ファイルと
して提供するオンデマンド方法を奨励しています。PowerPoint＋ナレーション以外に、授業内容を PDF、
PowerPoint スライド、音声ファイルや撮影して動画にして配布、などが考えられます。
Q 遠隔授業教材を作成した経験が全くありません。大学で講習会や作成サポートなどはありますか？
以下の説明動画をご参考にしてください。情報教育センターが公開している約 1 時間の動画ですが、前
半 30 分が教材作成と Teams を使った遠隔授業の説明、後半 30 分は著作権に関しての説明です。ブラ
ウザで Office365 にログインした状態でクリックしてください。なお、動画説明中に出てくるチームで
すが、ご担当科目毎のチームは既に設定済みです。
https://web.microsoftstream.com/video/7c32265f-6510-4b40-bd25-b85725364c34
オンラインによる講習会、教材作成サポートを検討中です。準備でき次第、改めてご連絡いたします。
Q 遠隔授業の準備で参考になる情報はありませんか？
情報教育センターによる様々な説明動画が下記に保管されています。
https://web.microsoftstream.com/channel/7b074791-09fa-4814-b30e-f4e35badc78a
下記では実際にパソコンを操作しながら，情報教育委員長が説明しています。
https://web.microsoftstream.com/channel/277dcd41-280f-43d0-868b-ceaa52bd575e
Q 学生に音声ファイルの提出を課したいと考えているので、その方法を教えて頂きたい
情報教育センターにお問い合わせください。
Q 遠隔授業教材をどのように学生に伝達したらよいですか？
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経営学部では原則として Microsoft Teams を使用して遠隔授業を実施いたします。
非常勤講師の先生は、
別途、大学から連絡のあった MS Office365 と紐付けて Teams を利用することが可能です。
教材のアップロード、課題の提出や回収、出欠のとり方などについて、以下の動画では、経営学部の情
報教育委員長が、パソコンを操作しながら、説明しています。
出席確認をかねた課題の出題方法
https://web.microsoftstream.com/video/7e15b7c8-ddf4-4166-a957-62937e10340d
Q Moodle や Bs Link を使って遠隔授業を実施することは可能ですか？できれば Moodle を使いたいので
すが
10 科目程度を遠隔受講する学生の混乱を避けるため、Teams の利用をお願いしています。Teams に代
えて Moodle を利用できるように準備を進めております。ただし、学生には Teams での受講ガイダンス
を行っていますので、Moodle 利用の場合は、先生ご自身で履修学生に周知をお願いします。Teams や
Moodle でアクセスできないと学生が申し出た場合には、Bs Link で学生への連絡、教材配信、課題提出
など臨機応変な対応をお願いします。
Q ライブ配信で遠隔授業を行うことは可能ですか？
Teams の会議機能を使って可能ですが、次の点にご留意ください。時間帯や時期によってライブ配信中
に学生側で回線切断となる可能性があります。ライブ授業を Teams 上でレコーディングしたファイル
をアップロードする、別途文字資料を用意するなどの配慮をお願いします。ライブ配信は 1~２Mbps で
の通信となります。一部の学生は無制限のデジタル通信や WiFi 環境が整っていません。なお、Zoom は
本学ではサポートしておりません。
Q 毎回、90 分の教材を用意しないといけませんか？
遠隔授業では、通常 90 分間の対面授業の「内容に相当する」ことが重要で、90 分間の遠隔授業教材を
提供しなければいけないという意味ではありません。例えば教員が 10 分間から 15 分間の教材を 2 本か
ら 3 本で 1 回分として教材を提供し、学生は課題を提出するために数時間は学習する、といった形をお
考えください。なお、PowerPoint にナレーションを入れて 20 分の動画にした場合、100MB 程度にな
ります。30 分動画 1 本より、10 分動画３本で配信することをお勧めします。
Q オリエンテーションは必要ですか？
初回から第 3 回までは、必ずオリエンテーションを実施してください。シラバスの変更点（授業計画、
授業方法、連絡方法、成績評価方法など）を十分に説明してください。説明方法は、オリエンテーショ
ンの内容を PDF にして Teams のチャネルにアップロードするなどの方法が考えられます。
Q 遠隔授業の必須事項は何かありますか？
教材を提示して終わり、という方法では遠隔授業にはならないことにご留意ください。設問解答、添削
指導、質疑応答等による十分な指導、授業に関する学生等の意見の交換の機会、この 2 点にご留意くだ
さい。学生との意見交換の場は即時的双方向である必要はありません。
Q 学生に確実に伝達する必要がある場合、どのような手段を使えばよいですか？
学生には Bs Link を常に確認するようにと指導しています。履修している学生が Bs Link で先生からの
アナウンスを確認しなかった場合に生ずる不利益は学生の責任となります。Bs Link 以外の連絡手段に
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ついては先生の責任でお願いします。
Q 学生の受講環境が分からないと教材の準備ができません。教務グループで確認してもらえますか？
学生は Microsoft Office 365 の PC 版、スマホ版を無料で利用可能です。最新版の Word、Excel、
PowerPoint、Teams が使えます。個人の PC がない 1 年生が 2 割程度、スマホのみも 1 割程度おりま
す。また、WiFi 環境が不十分な学生もある程度おります。履修学生の IT 環境が不明の場合は、スマホ
で受講する学生が一定数いる事を前提に授業をお願いします。教務グループでは科目毎の学生の学習環
境の確認は行なっておりません。
Q 教材アップロードのタイミングはどう考えれば良いですか？オンデマンド教材を連続配信する事は可
能ですか？
時間割上の授業開始時刻迄に先生ご自身で科目毎の Teams のチャネルにアップロードしてください。
可能な限り、1 週間毎の定期的な教材提供をご予定ください。ライブ発信の場合は、必ず時間割上の曜
日時限で開始・開講してください。
Q デジタル教材をネット上に配信することに抵抗があります。著作権上の問題はどのように判断すればよ
いのでしょうか？
文化庁が「授業目的公衆送信補償金制度」の前倒し実施の特別指針を示しましたが、大学の授業で使用
する全てが認められたわけではありません。先生自ら作成されたオリジナル資料は問題ありませんが、
外部資料の利用は慎重にお願いします。例えば、学生に資料そのものを提示するのではなく、文献のペ
ージ情報を伝える、参照 URL などの提示に留めるなどの対応が考えられます。出版社によっても対応
が異なりますが、出版社の HP に今回の制度について問い合わせフォームなどがあるところが多いので
必要に応じてご確認ください。オンラインに使える教材を準備している出版社も一部あります。
下記の説明動画の後半 30 分間は、著作権に関しての内容です。
https://web.microsoftstream.com/video/7c32265f-6510-4b40-bd25-b85725364c34
Q 教材にアクセスできない、課題を提出できないといったクレームが学生からあった場合は、教務グルー
プで対応してもらえますか？
できるだけ先生ご自身での対応をお願いします。例えば、Bs Link での教材提供や課題の提示・回収な
どを学生にご指示ください。
Q 履修者人数の制限はできますか？ どの様な方法ですか？
制限は可能です。履修登録期間後（4 月 27 日以降）に Bs Link で履修者数を確認していただき、先生ご
自身で「抽選」を実施してください。抽選の方法は特に指定はありません。抽選結果（学籍番号と氏名）
は必ず 4 月 30 日までに教務グループにご連絡ください。ご連絡がない場合、履修登録した学生全員の
履修が確定してしまいますのでご注意ください。
抽選結果をもとに教務グループが Bs Link に履修者リストを公開します。
Bs Link での履修登録と Teams
のメンバー登録をシステム上、紐付ける事ができないため、履修登録していない学生が Teams のメン
バー登録するケースが発生します。なお、学生はメンバー登録を解除する事はできず、先生は可能です。
Q 遠隔授業では教室の収容人数に関係なく履修登録ができてしまいますが、履修者を無制限とする事に
不安があります。
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4 月 27 日以降に Bs Link で履修登録人数を確認して、概ね 100 名を超えないように先生ご自身で「抽
選」していただくようにお願いします。遠隔授業で複数の科目を担当され、課題添削等を毎回十分に行
っていただくためには 100 名程度が限度という判断です。もちろん、100 名を超える履修者でも十分に
対応可能であるとする先生のご判断を妨げるものではありません。
Q 本来は PC 教室で行う科目の履修者人数は予定されている教室の収容人数に制限して良いですか？
はい、制限してください。対面授業が再開された場合に一定の着席間隔が確保できない PC 教室の場合
は収容人数の 1/2、確保できる場合は収容人数迄の履修者になるよう、先生ご自身で Bs Link で人数確
認後に「抽選」を実施し、その結果を教務グループにご連絡ください。
Q 抽選をして履修者数を制限した授業に、第 2 回目、第 3 回目の遠隔授業に参加する学生がいたらどう
すれば良いですか？
Teams のメンバーから削除していただいて結構です。仮に当該学生が遠隔授業を受講し課題を提出した
としても成績評価を行うことはできませんし、追加登録もできません。Bs Link で履修登録者リスト（抽
選結果）を公開しますので、その確認を怠った学生の責任となります。
Q 学生は 5 月 7 日からの遠隔授業開始までに教科書は入手済みですか？
第 3 週目迄は教科書が無いという前提で遠隔授業をお願いします。教科書は学内対面販売ではなくネッ
ト注文となった関係で 5 月下旬ないし 6 月上旬に配送予定です。
Q 成績評価方法は通常授業とは異なってしまうと思うのですが、どうすれば良いのですか？前期中に対面
授業が再開される場合、前期全てが遠隔授業となる場合で評価方法を変えて良いですか？
シラバス記載事項ですので、複数回、オリエンテーションを実施し、学生に十分な説明をお願いします。
Teams には、毎回の課題に点数をつけて管理する機能、選択式や記述式のテストを遠隔実施する機能が
あります。以下の動画では、経営学部の情報教育委員長が、パソコンを操作しながら、説明しています。
成績確認と Excel エクスポート
https://web.microsoftstream.com/video/c4cabf72-782a-4704-b67e-65c1df4a6a2d
Q 出欠の確認ですが、遠隔授業期間中は不要ですか？
出欠の確認は遠隔授業でも毎回必ず行ってください。Teams の課題機能（提出期限設定）を使ってミニ
テスト、課題提出が考えられます。コミュニケーションカードのフォームも準備していますので必要に
応じてお使いいただけます。
Q 修学支援対象の学生の出欠管理はどのようにすれば良いですか？
対象となる学生リストを授業開始後に教務グループからお送りします。対象学生が連続 2 回欠席した際
は教務グループにご連絡ください。
Q シラバスを変更する必要があるがどうすれば良いですか？ 15 回授業から 13 回プラス課題 2 回への
変更、対面授業から遠隔授業への変更、前期中に対面授業再開した場合、シラバスはどうすればよいのか？
遠隔授業の第 1~３回目で、授業オリエンテーションを必ず行っていただき、授業計画、授業方法、成績
評価方法など、シラバスの変更部分について学生に十分に告知をしてください。対面授業再開の場合は
再度シラバス変更を告知する事とし、13 回全て遠隔授業の想定でお考えください。学生へのオリエンテ
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ーションは、変更後のシラバスを PDF で Teams にアップロードするなどの方法が考えられます。併せ
て、シラバスの変更点を教務グループまでメール等でお知らせ下さい。なお、既に学生に公開されてい
るシラバスの差替えは行いません。
Q 学生は同一時限開講科目の重複履修ができてしまうと思いますが、認めて良いですか？
これは対面授業と同じで Bs Link から履修登録をしますので、システム上できません。
Q 教材を PDF 化するためのスキャナーが必要で，しばしば登校することになるので，入校制限はかけな
いで欲しい
現在のところ、学生対象に入校制限をかけていますが、教員は対象外です。なお、Word ファイル、
PowerPoint ファイルからスキャナを介さず直接に PDF として出力する機能があります。なお、書籍等
をスキャナで PDF 化してオンデマンド配信する際は、著作権にご留意ください。

