大正大学 2021 年度秋学期 オンライン授業にかかる Q&A 集 【2021 年 8 月 26 日現在】
No.

カテゴリ

質問

回答
インターネットに接続されたパソコン等を使って、教員が講義を
行います。学生も同様にインターネットを介して、パソコンやス

オンライン

オンライン授業はどのよう

関連

にして行うのですか？

1

マートフォンを利用して授業を受講します。大正大学では T-po
を主として、いくつかの推奨ツール（Zoom、Microsoft Teams、
Microsoft Stream）を使用することがあります。授業によって使
用するツールや形式が異なるので、必ずシラバスで確認するよう
にしてください。
特に推奨する機材はありません。
お持ちのパソコン、タブレット端末、スマホで受講してください。

オンライン

大学が推奨する機材や通信

ご使用予定の機材で、予め推奨ツールの起動確認をお願いしま

関連

環境は何ですか？

す。起動確認後に使用ができない場合は、授業の担当教員へ T-

2

po の Q＆A で問い合わせの上、起動できない状況を伝えて指示
を仰いでください。
機材の貸し出しはおこなっていません。原則としてご自身のパソ
コン等の端末で受講してください。学内でオンライン授業を受講
オンライン

パソコン等機材の貸し出し

するときは、13 号館 4 階のパソコン教室を利用することができ

関連

はありますか？

ます。ただし、先着順での利用となり、台数は約 100 台と限りが

3

あるため全員が利用することはできません。また、曜日時限によ
っては、授業で当該教室を使用することがあります。
パソコン以外の端末（タブレットやスマートフォン）でも受講す
オンライン授業を受講する
オンライン

4

ために、パソコンは必要で
関連

すか？

ることは可能ですが、教員から配信されるレジュメやパワーポイ
ント等の資料を閲覧することを考えると、ある程度の画面の大き
さが見やすいことはいうまでもありません。課題作成や就職活動
にも必要となりますので、パソコンを用意いただくことを推奨し
ます。
カメラは新たに購入する必要はありません。音声マイクについて
は、Zoom 等を利用したリアルタイム型の授業の場合は、ディス

オンライン

web カメラやマイクは必要

カッション等で発言を求められる場合がありますので、イヤホン

関連

ですか？

マイクを用意いただき、代用してください。

5

また、カメラがあると意思疎通がスムーズになるので、あると良
いと思います。
通信環境が悪く、途中で接

カメラを OFF にして音声だけにする等、通信に負担がかからな

続が切れてしまうことがあ

いよう対応をしてください。問題が解決しない場合は、各種マニ

ります。

ュアルの最後にあるトラブルチェックシートをご確認ください。

オンライン

6
関連

通信速度が遅い、または状
オンライン

況によって通信が切れるの

関連

ですが、どうしたらいいで

7

すか？

カメラを OFF にして音声だけにする等、通信に負担がかからな
いよう対応をしてください。問題が解決しない場合は、各種マニ
ュアルの最後にあるトラブルチェックシートをご確認ください。
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No.

カテゴリ

質問

オンライン

通信制限がある場合はどう

関連

したらいいですか？

8

学生が一斉にオンライン授
オンライン

9

業を受講した場合、サーバ
関連

ーがダウンしませんか？

オンライン授業の場合、セ
オンライン

10

キュリティ面は安全です
関連

か？

回答
カメラを OFF にして音声だけにする等、通信に負担がかからな
いよう対応をしてください。問題が解決しない場合は、各種マニ
ュアルの最後にあるトラブルチェックシートをご確認ください。
そのようなことが無いように運用を進めてまいります。具体的な
案内がない限りは、学生の皆さんが使用する際に配慮していただ
く必要はありません。案内があるときは、T-po またはホームペ
ージを通じて配信いたします。
ツールの利用に際しては、設定側（大学や教員）でセキュリティ
に十分配慮した形で実施します。また、学生の皆さんも、大学か
ら案内しているオンライン授業に関するガイドラインや注意点
を遵守して、授業への参加をお願いします。

授業の動画を見るとき、ま
オンライン

たはオンラインの配信で授

授業によって通信量は異なりますが、動画の場合、非常に多くの

関連

業を受ける場合、通信量は

通信量となることが予想されます。

11

どれくらいですか？
13 号館 4 階のパソコンを利用することができます。ただし先着
オンライン

大学のパソコンや図書館は

関連

利用できますか？

12

順での利用となり、台数は約 100 台と限りがあるため全員が利用
することはできません。また、曜日時限によっては、授業で当該
教室を使用することがあります。図書館（8 号館）についても自
由に利用できます。

オンライン

学生の声や音で、教員の話

音声が聞き取りづらい場合は、その際に直接教員へ伝えてくださ

関連

が聞き取りづらいです。

い。

13

音割れしている、また映像
オンライン

14

と音声にラグがあるなど、
関連

内容が理解しづらいです。
Zoom の名前表記について、
オンライン

授業ごとに指示が異なる

関連

が、どのようにしたらよい

15

ですか？

教員へ状況を直接伝えてください。通信環境の影響で、音が聞き
取りにくい、また映像が時間差で映し出される場合があります。
発言するときは、ゆっくりはっきりと話す等の配慮をしてくださ
い。
授業における「名前」は、原則として「学籍番号・氏名」で受講
してください。別途指示がある場合は、教員の指示に従ってくだ
さい。

バーチャル背景を使用でき
ないパソコンを利用してい
オンライン

16

る。背景を映したくないと
関連

きはどうしたらいいです

カーテンや間仕切りでの代用をするようお願いします。やむを得
ない場合は、授業の担当教員に相談してください。

か？
Zoom において、40 分間の
オンライン

17

時間制限は授業にも適用さ
関連

れていますか？

本学では、教員に対して Zoom のアカウントを付与していますの
で、無制限で使用できるようになっています。
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質問

回答

T-po に掲示される URL に

リンクが貼られていない URL は、自身でコピー＆ペーストをし

オンライン

リンクが貼られておらず、

てアクセスしてください。WEB ブラウザ（Internet Explorer，

関連

クリックしてもページに進

Google Chrome など）のアドレスバーに入力してください。

まないです。

Google や Yahoo!の検索エンジンは利用しないでください。

カテゴリ

18

配信されている動画がうま
く再生されない、案内され

ホームページ上のツールマニュアルを再度確認してください。そ

オンライン

19

た URL がうまく開かない、 れでもうまくいかない場合は、担当教員に直接問い合わせてくだ
関連

また指示された操作ができ

さい。

ないです。
20

授業関連

21

授業関連

22

授業関連

事前に授業の説明や資料な

受講する授業によって異なります。必ずシラバスおよび T-po で

どはいただけますか？

履修科目に関する情報を確認してください。

テストや課題は、どのよう

受講する授業によって異なります。必ずシラバスおよび T-po で

にして行うのですか？

履修科目に関する情報を確認してください。

後日、授業を動画で視聴で

受講する授業によって異なります。必ずシラバスおよび T-po で

きますか？

履修科目に関する情報を確認してください。
「Zoom」や「Microsoft Teams」
、
「Microsoft Stream」といった

23

スマートフォンやタブレッ

推奨ツールは、スマートフォンやタブレットでも利用することが

トでの受講は可能ですか？

可能です。課題提出の際など、対応が難しいことがあった場合は、

授業関連

必ず授業の担当教員に相談してください。
授業中に接続が切れてしま
うなど、通信環境等の不具
24

合で、参加できなくなった

各種ツールマニュアル最後にあるトラブルチェックシートを参

場合、または参加が遅れた

考に対応してください。

授業関連

場合はどうしたらいいです
か？
「ライブ配信型授業」および「ディスカッション型授業」は、授
25

授業中はカメラに映ってい
授業関連

ないといけないのですか？

業開始時にはカメラをオン・音声をオフにするように案内してい
ます。授業中の対応については、担当教員からの指示に従ってく
ださい。（部屋の映り込みが気になる場合は、バーチャル背景機
能を使用してかまいません）
シラバスや T-po で履修科目に関する情報を確認してください。

26

遅刻や欠席した場合はどう
授業関連

したらいいですか？

なお、まずは、遅刻や欠席をしないよう心掛けてください。万が
一その状態が発生した場合は、担当教員へその理由を連絡してく
ださい。通信環境の不具合等でオンライン授業に入れなかった、
または遅れた場合も、同様に、担当教員へ連絡してください。

27

オンライン授業の時間割は
授業関連

どのようになりますか？

通常授業と同じ時間割での実施となります。
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28

29

カテゴリ

質問
授業で使用するテキストは

授業関連

大学で販売されますか？
テキスト購入の検索機能が
授業関連

機能しない。
授業担当の先生に連絡を取

30

授業関連

るには、どうしたらいいで
すか？
授業によって情報の掲示さ

31

授業関連

れる場所が異なり、確認が
漏れてしまいました。

32

授業関連

回答
ウェブ上での販売のみになります。
テキストの購入方法については、T-po 配信「秋学期テキスト販
売について」をご確認ください。
検索キーワードを絞り、再度お試しください。一部のキーワード
を入力するだけで、検索することができます。全ての項目を入力
する必要はありません。
授業により異なります。授業の担当教員から特に指示がない場合
は、T-po の Q&A 機能を使用してください。
授業の情報は原則として、T-po の掲示情報（教員からのお知ら
せ）にて連絡があります。課題がある場合は、「課題提出」から
確認が可能です。それ以外に指示がある場合は、別途担当教員か
ら案内がありますので、よく確認するようにしてください。

出席した授業なのに、T-po

出欠情報の反映にお時間をいただいています。当該授業から 2 週

上で出席が反映されていな

間以上経っても反映がされない場合は、授業の担当教員までお問

いです。

い合わせください。

課題が提出できているのか
33

が分からず不安に感じる。

課題の提出については、授業の担当教員に直接お問い合わせくだ

課題の提出方法がよく分か

さい。

授業関連

らない。
授業で利用すると案内され
システム

た Zoom や Teams、Stream

ホームページにて公開（Zoom、Teams、Stream）しています。

関連

の利用マニュアルはどこに

随時更新しておりますので、ご確認ください。

34

ありますか？
授業の担当教員からの案内

授業の担当教員からの案内に従ってください。使用ツールマニュ

システム

と、利用マニュアルの記載

アル（Zoom、Teams、Stream）は、一般的に推奨される手順で

関連

が異なる場合、どうすれば

す。授業によっては、異なる手順を踏むことがあります。不明点

いいですか？

等がある場合は、授業の担当教員に確認してください。

35

T-po の ID・パスワードを忘
システム

れてしまったのですが、ど

関連

うやってサインインすれば

36

いいですか？

（idpw_tais@mail.tais.ac.jp）まで、メールで状況をお伝えくださ
い。
「所属学科・コース」
「学籍番号」
「学年」
「氏名」
「生年月日」
を合わせて記載するようにしてください。

Microsoft365 の ID・パスワ

（idpw_tais@mail.tais.ac.jp）まで、メールで状況をお伝えくださ

システム

ードを忘れてしまったので

い。パスワードの再設定にあたり、本人確認が必要になります。

関連

すが、どうやってサインイ

「所属学科・コース」
「学籍番号」
「学年」
「氏名」
「生年月日」を

ンすればいいですか？

合わせて記載してください。

Microsoft365 にサインイン

まず現在個人用の Microsoft365 アカウント等でサインインして

できないのですが、どうし

いないかを確認し、サインインされている場合は、サインアウト

たらいいですか？

をしてください。サインアウトした後に、大学から付与されてい

37

システム

38
関連
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カテゴリ

質問

回答
るアカウントで再度サインインを進めてください。それでも操作
が完了しない場合は、ID・パスワードが異なっている可能性があ
ります。【No.37】の質問の通り、対応してください。
まず現在個人用の Microsoft365 アカウント等でサインインして

Microsoft Teams に招待さ

いる場合は、サインアウトをしてください。サインアウトした後

システム

れたのですが、チームに参

に、大学から付与されているアカウントで再度サインインをし、

関連

加できません。どうしたら

授業の担当教員からの案内、または「Microsoft Teams マニュア

いいですか？

ル」を参考に作業を進めてください。それでもうまくいかない場

39

合は、授業の担当教員に連絡してください。
Zoom のアカウントは、どの

授業を受けるうえで、Zoom のアカウントを作成する必要はあり

メールアドレスで作成すれ

ません。特定の授業の中で指示があった場合は、授業の担当教員

ばいいですか？

の案内に従ってください。

Cloud Campus の ID・パス

Cloud Campus は現在、2020 年度新入生以外には ID が付与され

システム

ワードを忘れてしまったの

ていません。新入生のうち、ID・パスワードを忘れてしまった方

関連

ですが、どうやってサイン

は、（idpw_tais@mail.tais.ac.jp）まで、メールで状況をお伝えく

インすればいいですか？

ださい。

システム

40
関連

41

一部の対面授業では、オンライン授業を同時に展開します。その
対面授業を受けるときに、

ため授業運営には、対面授業に出席する学生の皆さんの協力が必

用意したほうがいいものは

要です。ご自身のパソコン等端末を持参されると、学生同士の意

ありますか？

見交換がしやすくなります。またオンラインのみの他授業を学内

対面授業関

42
連

で受講する際にも必要になります。
対面授業の前後に、学内で

学内の指定された場所（8 号館・7 号館のラーニングコモンズ等）

対面授業関

オンライン授業を受講する

で受講してください。受講の際は持参したパソコン等端末を学内

連

場合、どのようにしたらよ

の Wi-Fi に接続し、音声トラブルを防ぐためにマイク付きイヤホ

いですか？

ンなどを装着してください。

43

通学に不安のある学生は、オンラインのみでの受講を選択するこ
秋学期から始まる対面授業

とができます。ただし原則として、その日によって対面かオンラ

は、必ず大学へ通学しない

インかの受講形式を変えることはできません。指定された各科目

といけませんか？

で、授業開始までに対面受講かオンライン受講かを選択してくだ

対面授業関

44
連

さい。
指定された各科目で、授業開始までにオンライン受講であること
対面授業をオンラインで受

を選択している必要があります。授業当日は、その他科目のオン

講するには、どのようにし

ライン授業を受講するときと同様に T-po 等で教員からの案内を

たら良いですか？

確認の上、受講してください。原則として、その日によって対面

対面授業関

45
連

かオンラインかの受講形式を変えることはできません。
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