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• 下記の質問カテゴリをクリックしてください。

Q1.履修、受講全般に関するご質問

Q2.アプリ、システムに関するご質問

Q3.自宅の受講環境に関するご質問

Q4.その他のご質問
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Q1.履修、受講全般に関するご質問

Q1-1.まだ履修登録をしておらず、とるかどうか
迷っている教科もあるのですが、履修登録をして
いない授業も受けることはできますか？

Q1-2.まだ一冊も教科書を購入できていないので
すが、教科書がなくても大丈夫ですか？

Q1-3.オンライン授業は課題が中心とのことです
が，レポートを出さないと出席扱いにならないの
ですか?

Q1-4.オンライン授業では教育の質が低下するの
ではないでしょうか?

Q1-5.家庭の都合で、時間割上のスケジュールで
受講しにくい場合があるのですが、どうすればよ
いでしょうか?

最初の目次に戻る



Q1-1.まだ履修登録をしておらず、とるかどうか迷ってい
る教科もあるのですが、履修登録をしていない授業も受
けることはできますか？

• A. LiveCampusでの授業連絡が最初の一歩なので，仮登録され
ていないと連絡を受け取ることができません。取る可能性のあ
る科目はすべて仮登録して，本登録時に取らない科目は削除す
るという流れでお願いします。

履修・受講カテゴリ
の目次に戻る

最初の目次に戻る



Q1-2.まだ一冊も教科書を購入できていないのですが、教
科書がなくても大丈夫ですか？

• A.5/1頃に科目のシラバスがオンライン授業版に書き換えられ
ます。それを見て教科書についての指示に従ってください。

履修・受講カテゴリ
の目次に戻る

最初の目次に戻る



Q1-3.オンライン授業は課題が中心とのことですが，レ
ポートを出さないと出席扱いにならないのですか?

• A.はい。その通りです。例えば，講義動画を視聴しても，レ
ポートを出さなければ評価には反映されません。提出忘れがな
いように注意しましょう。

• 科目によっては、オンラインでテストが実施されることもあり
ます。

履修・受講カテゴリ
の目次に戻る

最初の目次に戻る



Q1-4.オンライン授業では教育の質が低下するのではない
でしょうか?

• A.基本的に、オンライン授業では対面による授業ほどの学習効
果はみこめません。しかし、新型コロナウィルスへの感染を防
ぐためには対面による授業を実施できません。オンライン授業
はあくまで「次善の策」であるとご理解下さい。

• オンライン授業での学習効果を少しでも高めるためには、教員
の努力(授業の工夫)に加えて、受講される皆さんの「主体性」
が重要なカギとなります。積極的に質問するなど、オンライン
授業における教育の質の向上のため、教員と受講生が協力して
いきましょう。

履修・受講カテゴリ
の目次に戻る

最初の目次に戻る



Q1-5.家庭の都合で、時間割上のスケジュールで受講しに
くい場合があるのですが、どうすればよいでしょうか?

• A.小さなお子様がいらしたり、パソコンを家族と共有しなけれ
ばならなかったりするなど、ご家庭によっては、時間割上に決
められた時間帯での受講が難しい場合があります。しかし、す
べての授業が同期型で行われるわけではありません。非同期型
の授業の場合は、ご家庭のご都合に合わせて各自で時間を設定
して頂き、課題に取り組んで頂くことができます。どうしても
難しい場合は、担当教員にご相談下さい。

履修・受講カテゴリ
の目次に戻る

最初の目次に戻る



Q2.アプリ、システムに関するご質問

Q2-1.授業によって使用するアプリが異なるとの
ことですが、どのアプリを見たらいいのかという
情報はどこで知ることができますか？

Q2-2. zoomを使った講義についてですが、通信
環境の問題で十分に講義を受けられなかった場合
(音が聞こえない等)、どのような対処がされるの
ですか？

Q2-3.講義はzoomが始まったと同時に開始してし
まうのですか？多くの人が一斉にアクセスするこ
とや電波の状況からログインに時間がかかってし
まうということはないのでしょうか？

Q2-4.ダウンロードした教材等のデータは、
TeamsやZoomのアプリ内でフォルダを作って管
理することが出来るのですか？

Q2-5.Zoomの講義は電話がかかってくるような感
じで参加するのでしょうか？

Q2-6.TeamsのTV会議もZoomのように招待状が
届くのでしょうか?

Q2-7.Zoomのアカウントは作成しなければなりま
せんか?

最初の目次に戻る



Q2-1.授業によって使用するアプリが異なるとのことです
が、どのアプリを見たらいいのかという情報はどこで知
ることができますか？

• A.すべての授業の第1回はLiveCampusからの授業連絡ではじま
ります。授業連絡で，その授業がどのアプリを中心にして進行
するかの連絡がありますので、指示に従ってください。

アプリ・システムカ
テゴリの目次に戻る

最初の目次に戻る



Q2-2. zoomを使った講義についてですが、通信環境の問
題で十分に講義を受けられなかった場合(音が聞こえない
等)、どのような対処がされるのですか？

• A.システムの問題でうまく受講できなかった場合は、その旨、
教員にチャットやメール等で連絡をしてください。過度に不安
にならなくても大丈夫です。教員からの対応方法の指示に従っ
て下さい。

• 全部の授業ではありませんが、教員側で講義動画を録画し、後
日欠席者にも閲覧してもらえるようにする等の対応が取られる
場合もあります。

アプリ・システムカ
テゴリの目次に戻る

最初の目次に戻る



Q2-3.講義はzoomが始まったと同時に開始してしまうのですか？
多くの人が一斉にアクセスすることや電波の状況からログインに
時間がかかってしまうということはないのでしょうか？

• A. Zoomの場合，基本的には決められた時刻にみんながログイ
ンしますので，同時に開催されることになります。なので，
おっしゃる通り，参加人数の多い講義などでは一斉アクセスが
問題になると思います。できるだけ通信量を減らすためにも、
ログイン時は，マイクとビデオをオフにして参加してください。
その代わり、表示名はニックネームではなく、氏名を正しく示
すようにしてください。

アプリ・システムカ
テゴリの目次に戻る

最初の目次に戻る



Q2-4.ダウンロードした教材等のデータは、Teamsや
Zoomのアプリ内でフォルダを作って管理することが出
来るのですか？

• A.教材のデータの管理は、基本的に各自の端末で行う必要があ
ります。パソコンの場合は授業ごとのフォルダを作って教材を
ダウンロードして整理します。スマホの場合は、例えばiPhone
だと、「ファイル」というファイル管理アプリが標準でありま
す。あるいはOneDriveなどのクラウドストレージを使うことも
考えられます。

アプリ・システムカ
テゴリの目次に戻る

最初の目次に戻る



Q2-5.Zoomの講義は電話がかかってくるような感じで参
加するのでしょうか？

• A.いいえ。Zoomの講義は電話のように先方からかかってくる
わけではありません。時間になったら、自分で、事前に配布さ
れる招待状に記載されているリンクをクリックするか、ミー
ティングIDとパスワードを入力するかしなければ参加できませ
ん。うっかり参加し忘れることがないよう、スケジュールの自
己管理をして下さい。

アプリ・システムカ
テゴリの目次に戻る

最初の目次に戻る



Q2-6.TeamsのTV会議もZoomのように招待状が届くので
しょうか?

• A.いいえ。TeamsのTV会議の場合は，Zoomとは異なり，「電
話がかかってくる」イメージです。招待状は届きません。授業
によってTV会議に使用するシステムが異なりますので，間違わ
ないように気をつけましょう。

アプリ・システムカ
テゴリの目次に戻る

最初の目次に戻る



Q2-7.Zoomのアカウントは作成しなければなりませんか?

• A.いいえ。Zoomでは、学生がアカウントを作成する必要はあ
りません。スマホなどにアプリをインストールしていれば参加
可能です。

• 逆に、Zoomでアカウントを作成しようとして、大学のパス
ワードを使用することは「絶対にしてはいけません」ので、注
意してください。

アプリ・システムカ
テゴリの目次に戻る

最初の目次に戻る



Q3.受講環境に関するご質問

Q3-1.スマホしかないのですが，レポートはどう
やって作成したらよいでしょうか?

Q3-2.スマホ用のマイク付きイヤホンをパソコンに
差したら遠隔講義に使えますか?

Q3-3.Webカメラやマイクがない場合、オンライン
授業を受講することができないでしょうか?

Q3-4.自宅にプリンタがないのですがオンライン授
業の受講は可能でしょうか?

Q3-5.自宅にWiFiがありません。どうすればよいで
しょうか?

Q3-6.自分のパソコンにはワープロソフトとして一
太郎しか入っておらず、Wordがありません。どう
すればよいでしょうか?

最初の目次に戻る



Q3-1.スマホしかないのですが，レポートはどうやって作
成したらよいでしょうか?

• A.スマホでも，WordやPowerPointなどのアプリを用いてレ
ポートを作成することができます。提出方法は、学生向けマ
ニュアルをご参照ください。しかし，小さな画面でフリック入
力でレポート等を作成するのはあまり効率的でないのは確かで
す。

• どうしてもスマホでWordやPowerPointを使ったレポート作成
が難しい場合は，レポート用紙に手書きで書き，それをスマホ
で写真をとって提出する方法があります。

• その際，スマホ用のスキャナアプリを活用すると便利です。例
えば，スマホ用のOneDriveアプリには，レポートの写真をとっ
て整形，鮮明化した上でpdfに変換(ここまですべて自動!)でき
るスキャナ機能があります。

受講環境カテゴリの
目次に戻る

最初の目次に戻る



Q3-2.スマホ用のマイク付きイヤホンをパソコンに差した
ら遠隔講義に使えますか?

• A.スマホ用のマイク一体型のイヤホンの場合，マイクとイヤホンの
配線が合体して1つのジャックでつながるようになっています。しか
し，多くのパソコンでは，マイク端子とヘッドホン端子は別々に
なっています。したがって，イヤホンとしては使用できますが，マ
イクとしては認識されないことが多いです。

• 少人数の授業などで発言する機会のある場合は，パソコン用のマイ
クやヘッドセットがあった方が良いでしょう。ただし，最近のパソ
コンではマイクもスピーカも内蔵されていることが多いので，自分
のパソコンに本当にマイクがついていないか，確かめてみましょう。

受講環境カテゴリの
目次に戻る

最初の目次に戻る



Q3-3.Webカメラやマイクがない場合、オンライン授業を
受講することができないでしょうか?

• A.オンライン授業は、非同期型・同期型、大人数・少～中人数と
様々なタイプがあります。これらすべての授業でWebカメラやマイ
クを必要とするわけではありません。例えば、LiveCampusを中心
とした非同期型の授業では、Webカメラもマイクも必要ありません。

• 少人数の授業で同期型の講義配信を行う場合、受講生に発表させた
り、意見を述べさせたりする学習活動が含まれることはあります。
そのような場合はWebカメラやマイクが必要となります。もしどう
しても入手困難な場合は、チャットで参加することも可能です。ま
た、スマートフォンを使用すれば、内蔵カメラとマイクで対応する
こともできます。

受講環境カテゴリの
目次に戻る

最初の目次に戻る



Q3-4.自宅にプリンタがないのですがオンライン授業の受
講は可能でしょうか?

• A.オンライン授業では、基本的にすべての教材、資料が電子
データとして配布されます。プリンタが必須というわけではあ
りません。しかし、受講に際して教材、資料をプリントアウト
した方が取り組みやすい場合はあります。そのような場合は、
お近くのコンビニエンスストア等のプリンタサービスをご利用
下さい。

受講環境カテゴリの
目次に戻る

最初の目次に戻る



Q3-5.自宅にWiFiがありません。どうすればよいでしょう
か?

• A.オンライン授業では、可能であればWiFi環境での受講が望ま
しいですが、携帯電話回線でも上限50G等になっている場合は
受講できないことはありません。

• どうしてもWiFi環境を構築できない場合は、モバイルWiFiルー
タのレンタル等の対応もありますので、学務課にご相談下さい。

受講環境カテゴリの
目次に戻る

最初の目次に戻る



Q3-6.自分のパソコンにはワープロソフトとして一太郎し
か入っておらず、Wordがありません。どうすればよいで
しょうか?

• A.レポートは、一太郎で作成されたものをpdfに変換して提出す
れば問題ありません。また、どうしてもWordで編集する必要
のある場合は、大学のOffice365のWordを使用することができ
ます。

受講環境カテゴリの
目次に戻る

最初の目次に戻る



Q4.その他のご質問

最初の目次に戻る

Q4-1.オンライン授業用に新しいタブレットを購入したい
のですが，何か気を付けることはありますか?

Q4-2.寮に住んでいるのですが自室にWiFiがありません。
オンライン授業を食堂などで学内のHUTE-WiFiを使って
受講してもいいでしょうか?

Q4-3.夜間クラスの院生ですが、神戸ハーバーランドキャ
ンパスをオンラインの受講に使うことはできますか?



Q4-1.オンライン授業用に新しいタブレットを購入したい
のですが，何か気を付けることはありますか?

• A.学部2年生以上の方は、購入するタブレットの仕様に特に決
まりはありません。使いやすいものを選んで下さい。外付けの
物理キーボードを一緒に購入されることをお勧めします。また
，今後のことを考えると，余裕があればセルラーモデルをご購
入頂けると活用シーンが広がると思います。

• 学部1年生の方は、大学から出されているBYODの仕様に沿った
ものをご購入ください。

その他カテゴリの目
次に戻る

最初の目次に戻る



Q4-2.寮に住んでいるのですが自室にWiFiがありません。
オンライン授業を食堂などで学内のHUTE-WiFiを使って
受講してもいいでしょうか?

• A.入構禁止期間中は、食堂は閉鎖されていますので、使用でき
ません。食堂だけではなく、講義棟等も入ることはできません。

その他カテゴリの目
次に戻る

最初の目次に戻る



Q4-3.夜間クラスの院生ですが、神戸ハーバーランドキャ
ンパスをオンラインの受講に使うことはできますか?

• A.神戸ハーバーランドキャンパス入構禁止期間中は、神戸ハー
バーランドキャンパスを使用することはできません。

その他カテゴリの目
次に戻る

最初の目次に戻る



Q4-5.パソコンなどのICT機器の操作に不慣れで自信があり
ません。トラブルが生じた時はどうしたらいいですか?

• A.ICT機器の操作の不慣れ、トラブルへの不安はよくわかりま
す。しかし、今回のオンライン授業で必要となる機器操作はそ
れほど多くはありません。がんばって習得して頂ければと思い
ます。個別の操作方法、トラブル等については各授業の担当教
員にお問合せ下さい。

その他カテゴリの目
次に戻る

最初の目次に戻る


