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「オンライン授業のガイドライン」について 

2020 年 9 月 

学修・生活支援課 

 

春学期は学生、教職員の安全を第一に考え、原則すべての授業をオンラインで行いました。

本学にとって初めての取り組みでしたが、教員による授業の工夫や努力、学生の積極的な学

修に助けられ、ここまで進むことができました。秋学期はオンライン授業と対面授業を併用

する形を取りますので、春学期の改善すべき点もふまえ、以下の「オンライン授業のガイド

ライン」を提示します。予めご確認の上、ガイドラインに沿った授業運営をお願いいたしま

す。 
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1.基本的な事項 

・休学を経て秋学期より復学する学生もいます。今学期に初めてオンライン授業に取り組む

学生がいて、最初はスムーズに参加できない場合があることをご理解ください。 

 

・学生の manaba 利用開始は 10/4（日）、最終的な受講者の確定（manaba への反映）は 10/13

（火）を予定しています。 

 

2-1.オンライン授業の進め方について 

ＳＴＥＰ１ 授業実施に向けての準備をする 

オンライン授業では原則として manaba を使用します。manaba のマニュアルは以下よ

りダウンロードできます。なるべく 9 月中にご確認ください。なお、これから初めて

manaba を利用する教員向けの研修会を 9 月中旬に予定しております。詳細は改めてお知

らせいたします。 

 

＜マニュアルのダウンロード方法＞ 

SmileSagami ログイン＜キャビネット＜各種文書・様式・マニュアル等＜manaba マニュアル 

 

ＳＴＥＰ２ 学生への通知をする 

manaba の「コースニュース」等を利用して、授業で使用するツール（Zoom 等）の確

認や受講に当たっての注意事項、学生から教員への連絡方法等についてお知らせくださ

い。10/4（日）～10/9（金）の間に済ませてください。 

 

ＳＴＥＰ３ 授業開始 

ＳＴＥＰ２で通知した内容に基づいて、授業を開始してください。各回の授業開始時刻

までには、講義資料等を manaba より配信してください。講義資料等は授業当日から 1 週

間を目安に閲覧可能状態にし、授業内容の理解を問う課題等を与える場合は 1 週間を目

安に提出期間を設定することを原則とします。科目の性質や課題等の分量に応じて運用

してください。 

 

オンライン授業のガイドライン 

教員向けガイドライン 
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2-2.オンライン授業の進め方についての詳細 

manaba の使い方（原則）について（ＳＴＥＰ１～３に関連） 

原則として、manaba での学生への周知方法は以下の通りとします。 

「コースニュース」…各種事務的なお知らせ等 

 →ＳＴＥＰ２の学生への通知や、その他必要に応じて連絡事項を通知するのに使用。 

 

「コンテンツ」…講義資料や動画、Zoom の ID・パスワードの提示といった授業の実施 

 →タイトルは「〇月〇日 第〇回授業」とし、実際に講義を行う。また、当日の授業

の課題（「小テスト」「レポート」等）への誘導をする。授業日より 1 週間を目安に公開。 

 

「掲示板（スレッド）」…授業に関する質問等の受付 

 →「第〇回授業に関する質問はこちらへ」といったタイトルを毎回設定。 

 

以上を原則としますが、学生にとって分かりやすくなっていれば、異なる使い方でも構

いません。 

 

授業前の学生通知について（ＳＴＥＰ２に関連） 

10/4（日）～10/9（金）の間に、全 13 回授業の日付や時間、対面／オンライン、対面

時の場所、授業で使用するツールなど（シラバス等で周知済みの基本的な事項）の再確認

や、受講に当たっての注意事項、学生から教員への連絡方法（メールアドレス等）を「コ

ースニュース」等で提示してください。春学期は初回のアナウンス遅れによる学生の混乱

が少なくありませんでしたので、諸事情で遅れる場合は予めその旨を配信してください。

学生が何に取り組めば良いのか分かるよう具体的に指示してください。 

 

第 1 回授業について（ＳＴＥＰ２～３に関連） 

ＳＴＥＰ２の授業前の通知と同時に行っても構いません。受講者の確定は 10/13（火）

を予定していますので、この日以降に授業前の通知を確認する学生がいることをご承知

おきください。また、初回でスムーズに対応できなかった学生に対して、締め切り等の配

慮をお願いします。 

 

第２回以降の授業について（ＳＴＥＰ３に関連） 

ＳＴＥＰ３に記載の通り、各回の授業開始時刻までには、講義資料等を manaba より配

信してください。講義資料等は授業当日から 1 週間を目安に閲覧可能状態にし、授業内

容の理解を問う課題等を与える場合は 1 週間を目安に提出期間を設定することを原則と

します。科目の性質や課題等の分量に応じて運用してください。 
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学生から教員へ連絡できる環境の確保について（ＳＴＥＰ２に関連） 

春学期は manaba の「掲示板（スレッド）」を活用しましたが、他の受講生も見られる

スレッドでは聞きにくい個人的な用件もあり、使い勝手が悪いとの意見が多くありまし

た。 

ＳＴＥＰ２では、学生側から個別に連絡を取れるメールアドレスを必ず提示してくだ

さい。manaba で問い合わせ用レポート窓口を作成するなど他の手段により確保されてい

ればメールでなくても構いません。また、個人的な内容を含まないことは「掲示板（スレ

ッド）」で問い合わせることとしていますので、「掲示板（スレッド）」での回答をお願い

します。なお、常時応答することはできませんので、「なるべく〇日以内に返答する」「授

業日にまとめて返答する」等のルールを予め決めておくことが望ましいです。なお、文部

科学省からの通知では「学生からの相談に速やかに応じる体制が確保されていること」と

されています。 

 

 

パワーポイントで作成した教材について（ＳＴＥＰ３に関連） 

学生の端末によってはパワーポイントの閲覧が難しい場合があります。要望があった

際には PDF 化したものも同時にアップロードしてください。 
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3.その他 

特定の学生だけに対して連絡を送る方法について 

春学期はこの方法についても多くの問い合わせをいただきました。主にメールと

SmileSagami の 2 通りあります。 

前者は manaba の「コースメンバーリスト」に記載されたメールアドレスを使用してく

ださい。後者については「SmileSagami（学生連絡）操作マニュアル [教員編]」（ダウン

ロード方法は以下）を参照してください。 

どちらも確認するように指導していますが、後者は各自のメールアドレスに転送設定

をしている学生が多いため、つながりやすい場合があります。 

 

＜マニュアルのダウンロード方法＞ 

SmileSagami ログイン＜キャビネット＜各種文書・様式・マニュアル等＜Web 成績登録利用

ガイド・学生連絡操作ガイド＜学生連絡操作ガイド 

 

 

 

学生個々の環境に応じた個別の配慮について 

オンライン授業の場合、様々な要因で通信トラブルが起こり得ますので、それにより出

席や課題提出ができなかったと申告する学生へは個別の対応をお願いいたします。 

 また、Zoom 等において、学生の受講環境により発話や顔出し等が難しい場合がありま

すので、ご配慮ください。 

 

レポート課題等の提出期間の確保について 

授業内容の理解を問う課題等について、ＳＴＥＰ３で記載した通り、1 週間を目安に提

出期間を設定することを原則とします。 

報道等でも言われていますように、春学期は課題に追われて過度に疲弊した学生、特に

慣れていない 1 年生の声がありました。また、秋学期は対面授業とオンライン授業を並

行し、中には対面授業のための通学時間だけで多大な時間を要する学生もおります。 

科目の性質や課題の分量に応じて運用していただいて構いませんが、不利な条件下の

学生でも十分取り組める時間を確保する趣旨であるため、ご協力をお願いします。 

 

出席管理システムの試験導入について 

秋学期より出席管理システムの試験導入について、検討しています。詳細は決まり次第

お知らせします。 
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まず、「Student Handbook 授業・履修編」（以下「SHB」とする）を参照する箇所があ

りますので、手に取れる状態にしてください。ページが学年により異なりますので、1 年生

が持っているものを基準にして記載します。2 年生以上は SmileSagami（キャビネット＞履

修情報）から 1 年生と同じ SHB を閲覧できますので、必要に応じて確認してください。 

1.オンライン授業の受け方について 

ＳＴＥＰ１ オンライン授業を受講できる環境を整える 

インターネットに接続したパソコン、タブレット等を用意してください。 

 

ＳＴＥＰ２ 授業に向けた各種設定をする 

入学時や今年度の春学期にも案内してきましたが、以下について確認し、未対応の場合

やメールアドレスが変わった場合は至急、設定してください。 

大学からのお知らせや、先生からの授業に関する連絡には、主に 3 通りの方法があり

ます。すべて 1 日 1 回は確認するようにしてください（もしくはメールの転送設定によ

り随時確認できる状態にしてください）。 

例年、確認不足によるトラブルが発生していますので、連絡を確認することは最低限か

つ重要なことであると認識してください。 

 

・manaba 

リマインダを設定してください。設定方法は以下の通りです。 

manaba にログイン 

↓ 

設定（画面右上）をクリック 

↓ 

リマインダ設定をクリック 

↓ 

「メールアドレス」欄を入力し、すべて「受信する」を選択 

↓ 

「保存して、テストメールを送信」をクリック 

↓ 

テストメールが届けば完了 

 

・SmileSagami 

メッセージ転送設定をしてください。設定方法は以下の通りです。 

SmileSagami にログイン 

学生向けガイドライン 
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↓ 

画面右側の「メッセージ転送設定」をクリック 

↓ 

「アドレス 1」欄を入力（最大 3 つまで設定可能）し、転送時刻を設定し、 

「お知らせ」「伝言」「休講」「補講」「講義連絡」のすべてにチェック 

↓ 

「入力内容を確認する」をクリック 

↓ 

「この内容を設定する」をクリック 

 

・Office365（Outlook）メール 

スマートフォンに「Outlook」アプリをインストールし、通知をオンにしておくことを

推奨します。インストールしない場合は毎日メールをチェックするか、いつも見ているメ

ールアドレスへの転送設定をしてください。 

Office365（Outlook）メールのみ、ログイン時に入力するのは「s 学籍番号」ではなく、

メールアドレス：「s 学籍番号@st.sagami-wu.ac.jp」です。パスワードは SmileSagami 等

と同じです。転送設定の方法は以下です。 

Outlook にログイン 

↓ 

設定（⚙マーク） 

↓ 

Outlook のすべての設定を表示 

↓ 

メール（✉マーク） 

↓ 

ルール 

↓ 

新しいルールを追加 

↓ 

①「名前」に「転送設定」などと入力 

②「条件を追加」で「すべてのメッセージに適用」を選択 

③「アクションを追加」で「指定のアドレスにリダイレクト」を選択し、 

転送先メールアドレスを入力 

↓ 

「以降のルールは処理しない」のチェックはずす 

↓ 

「保存」をクリック 
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ＳＴＥＰ３ manaba にログインして授業前のお知らせを確認する 

オンライン授業の科目については、10/4（日）～10/9（金）の間に、各授業を担当する

先生から授業前のお知らせがありますので、確認してください。それより前にリマインダ

が届く場合もありますが、学生の皆さんは 10/4（日）より前には manaba を利用するこ

とができません。 

 

原則、オンライン授業は manaba で行いますが、別のツール（Zoom 等）を使用する場

合は、シラバスに記載されていますし、この段階でもお知らせがありますので、確認して

ください。 

二次募集で履修することが決まった科目は 10/9（金）、追加登録で決まった科目は

10/13（火）より manaba を見られるようになります。これらに該当する場合は、早急に

配信済みの内容を確認してください。 

 

また、先生は manaba の中で直接連絡が取れる方法（以下「メール等」とする）を明記

することになっていますので、何かあった時の連絡方法を把握してください。 

 

春学期に本学で授業を担当していなかった先生は、初めての manaba の使用で最初は

不慣れな場合がありますので、ご理解ください。 

 

 

ＳＴＥＰ４ 授業開始 

各曜日の初回授業日は以下の通りです。10/13（火）から始まります。毎回の授業につ

いて、先生からの指示をしっかりと確認し、間違いのないように対応してください。 

 

月曜日：10/19（月） 

火曜日：10/13（火） 

水曜日：10/14（水） 

木曜日：10/15（木） 

金曜日：10/16（金） 

 

＊対面授業の科目は、授業開始時刻（SHB：8 ページ参照）に割り当てられた教室で出席

してください。対面／オンラインを間違えないようにくれぐれも注意してください。 
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2.同じ日に対面授業とオンライン授業がある場合について 

 秋学期は対面授業とオンライン授業を併用します。したがって、「1 限：対面授業、2

限：オンライン授業」のように、学内でオンライン授業を受けなければならないことが

あります。 

オンライン授業がリアルタイムでの Zoom 等である場合で、大学の PC を使用する場

合は、1112 教室または 1117 教室で受講してください。PC の数には限りがあるので、自

宅で取り組める授業や、スマートフォンのみで参加できる授業の場合は、必要な学生の

ためになるべく配慮をお願いします。 

 また、各自ノート PC を持ち込んで受講する場合、11 号館の以下の教室はフリーWi-

Fi 環境が整備されていますので手続きをせずに利用できます。 

なお、イヤホンは各自で用意してください。 

＊フリーWi-Fi 接続可能教室：1126・1131・1132 

 

 

3.オンライン授業の出欠席の取り扱いについて 

授業の出欠席については SHB：9 ページに書かれていますが、オンライン授業は原則、

以下のように対応します。公欠・欠席・出席停止の定義については SHB で確認してくだ

さい。なお、対面授業の科目については、SHB に記載された通りに手続きしてください。

出欠席の取り扱いは、授業担当教員が判断します。 

 

（1）公欠…学修・生活支援課で手続き（忌引きは判明した段階で連絡すること） 

（2）欠席…欠席から 5 日以内に授業担当教員へメール等で連絡 

（欠席の証明書類（通院時の領収証等）は、開示できるよう保管しておくこと） 

      ＊入院等で 1 週間以上にわたって課題に取り組めない場合は直ちに 

学修・生活支援課に連絡してください。 

（3）出席停止…保健センターに電話して指示を受けること 

 

 また、通信状況の不具合により出席や課題の提出ができなかった場合は、その段階で

担当教員にメール等で連絡してください。 

 

学修・生活支援課…042-813-5069    保健センター…042-747-9072 
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4.先生に対して問い合わせをする場合 

 オンライン授業の場合、対面して先生と話すことができませんので、manaba で指示の

あった方法（メール等）を使っていただきます。以下に注意して問い合わせをしてくだ

さい。 

・個人的な内容を含む問い合わせ（例：通院のため出席できなかった） 

先生は manaba の中で直接連絡が取れる方法（メール等）を明記することになってい

ますので、その方法を使って連絡してください。 

・個人的な内容を含まない問い合わせ（例：講義資料が見られません） 

先生には直接連絡せず、manaba の「スレッド（掲示板）」で質問してください。また、

先生は常に応答できるわけではありませんので、他の受講生でも分かる人がいたら回答

するなど、受講生間でお互いに助け合う意識も持ってください。 
 

5.不正の防止について 

 レポート課題等において、インターネットや文献で調べたことを、出典の明記をせず

に盗用・剽窃（コピペ）することは不正行為となります。発覚した場合、相模女子大学学

則第 50 条、相模女子大学大学院学則第 66 条、相模女子大学専門職大学院学則第 64 条、

相模女子大学短期大学部学則第 44 条に則り、懲戒となることがあります。 

 今学期は、春学期の過度な負担を踏まえて、課題等の提出期間を原則、1 週間を目安に

設けることになっています。期間に余裕があるからと溜めることなく、早め早めに取り

組むように心がけましょう。「間に合わないからコピペ」が大きな問題になることを理解

してください。 
 

6.授業資料の取扱注意について 

オンライン授業は、manaba、Zoom 等によりインターネットを使って行われます。そ

こで発信される情報は、授業のために受講者に限定して提供されるものです。学生の皆

さんが普段使っている、ツイッターや Facebook などの SNS に掲載する等、一般の人が

見る場所に公開することは禁じられています。何気ない書き込みが他の人の権利を侵害

し、場合によっては法的な問題に発展して、罰せられることもあります。以下の点に十

分に注意してください。 

 ● manaba、Zoom 等を通じて提供される教材の一部や全部を、担当教員の許可 なく、

履修者以外の人に知らせたり、渡したりしないこと。 

 ● Zoom による講義に参加するための情報（※）を、履修者以外の人に教えないこと。  

（※）アクセス URL、ミーティング ID、パスワード。 

 ● Zoom による講義を、担当教員の許可なく、録画、画面の撮影、録音、または デー

タ化しないこと。それらを他の人に送ったり、SNS 等に掲載したりしないこと。 

 ● Zoom による講義で、担当教員や学生の映像を撮影して SNS 等に掲載しないこと。 

 

以上 


