
オンライン授業受講の手引き

関西学院大学 教務機構



②同時双方向型授業

①オンデマンド型授業

定められた授業時間にのみ授業内容が配信され、その時間に同時に受
講する形式。

定められた授業時間迄に保存された授業内容が配信され、それを自分
の都合のよい時間に受講する形式。

授業形式

※いずれの場合も、課題の提出期限などは個別指定されている可能性があるため、
授業担当者の指示を見逃さないように、シラバスやLUNA等をこまめに確認し、
注意して受講ください。



授業内容の配信方法は、その内容に応じて様々なアプリやサービスが利用されます。
（YouTube・OneDrive・Teams・Zoomなど）
具体的な方法は、教員の指示に従ってください。

配信内容となる教材の配置には、学内・学外の様々なサービスが利用されます。
（主にシラバス・LUNAなど）
具体的な方法は、教員の指示に従ってください。

配信方法

教材の配置場所

3

授業に関する文字資料や解説をオンラインで配信する授業もあれば、教員が解説す
る動画や音声を配信する授業もあります

配信内容



①パソコン

②インターネット環境



オンライン授業では、基本的にパソコンを使用します。

パソコンにカメラやマイクがついていない場合（履修科目で必
要な場合）、外部装置として別途、準備する必要があります。

※Office（Word,Excel,PowerPoint）は
情報環境機構HPから無料でインストールできます。
インストール方法はこちら

https://ict.kwansei.ac.jp/guide/site_license_000124.html


◇既にPCを持っている方
以下の点にご注意ください。
・サポートの終了したOSのPCを利用しないでください。
Windows 〇：Windows10、8.1のみ ×：Windows7、８、それ以前のもの
Mac 〇：macOS 10.14 Mojave 、macOS 10.15 Catalina ×：macOS 10.13 High Sierra 以前

◆ノートPC・デスクトップ共通事項
CPU：intel core i3以上、もしくは AMD Ryzen3以上 メモリ：4GB以上 記憶容量：HDDなら500GB、SSDなら256GB以上
OS：Windows 10 （Homeで十分です）
ソフトウェアは特に入っていなくて良い。Microsoft Officeは大学で用意しているため不要です。
Webカメラ、マイクがついているものを選んでください。光学ドライブはどちらでも構いません。

※上記はオンライン授業を受けるために必要な最低限のスペックです。
余裕があれば、よりスペックの高いもの（CPUやメモリ）を選べば長く快適に使うことができます。

◇これからPCを購入する方
ノートPC：デスクトップPCに比べて高価です。持ち運んで色々な場所で使うことができます。

小型のものは有線LANを接続できない機種もあります。ご自宅のLAN環境にあったものを選んでください。
サイズの目安：持ち運ばないなら15.6インチor14インチ、持ち運ぶなら13.3インチor12インチ

デスクトップPC：比較的安価で、画面の広いものを選べば快適に利用できます。
Wi-Fi（無線LAN）に対応していない機種がほとんどです。ご自宅のLAN環境にあったものを選んでください。
ディスプレーも忘れずに購入してください。
標準ではWebカメラ、マイク機能がついていないことが多いです。



オンライン授業ではデータ通信を伴います。
自宅からインターネットに接続できるように、環境を整
えてください。

※モバイルルーター、ノートパソコンについては、関学生協で貸出をしています。

※スマホなどのモバイル通信（LTEなど）では通信量が膨大になり、通信制
限がかかったり、利用料金が高額になる場合があるので注意してください。

※光回線やWi-Fiなどの環境を推奨します。

＜モバイルルーター無償貸与のご案内＞
https://www.kgcoop.jp/news_3/news_detail_874.html

＜ノートパソコン無償貸与のご案内＞
https://www.kgcoop.jp/news_3/news_detail_873.html

＜お問い合わせ先＞ 関学生協フォーラム店購買 0798-53-5150

https://www.kgcoop.jp/news_3/news_detail_874.html
https://www.kgcoop.jp/news_3/news_detail_873.html


やむを得ない理由のある方に限り、5月21日（木）より
事前予約のうえ、PC教室を利用することができます。
利用を希望する方は、下記Webページの注意事項をよく
読んだ上で予約の申込みを行ってください。

＜PC教室を5月21日から予約制で利用できます＞
https://ict.kwansei.ac.jp/topics/2020/20200514_000612.html

https://ict.kwansei.ac.jp/topics/2020/20200514_000612.html


教材やレポートを印刷できるように、環境を整えてくだ
さい。

※自宅にプリンターが無く、オンライン授業の受講に支障がある方を対象に、
コンビニエンスストアでのネットプリントサービスを提供します。
利用を希望する場合は、早めに申し込んでください。
詳細や注意事項は以下のＨＰを参照してください。

＜ネットプリントサービスの提供について＞
https://www.kwansei.ac.jp/n_print
＜お問い合わせ先＞ 関学生協フォーラム店購買 0798-53-5150

https://www.kwansei.ac.jp/n_print


①シラバス

②ＬＵＮＡ（教授者ー学習者支援システム）



シラバスとは・・・

授業担当者が授業についての詳細な情報を、学生に伝えるための
ものです。
授業目的、到達目標、授業計画、授業形式、必要な教科書・参考
書、成績評価方法、などの授業に関する情報を明示しています。

なお、オンライン授業にあたり、教員にはシラバスを通じて、授
業方法等の通知をするように伝えていますので、こまめに確認し、
授業担当者の指示に従ってください。

※マニュアル等はこちらを参照してください。

https://www.kwansei.ac.jp/a_affairs/a_affairs_001455.html


LUNA（教授者ー学習者支援システム）とは・・

予習・復習の指示、課題レポートの提出、各種テスト、授業の質
問受付・回答など授業を補完するシステムです。

授業担当者から課題レポートの指示や連絡があるので、こまめに
確認してください。

※マニュアルはこちらを参照してください。

※スマ-トフォンやタブレット等からも閲覧できますが、全ての
機種、OS、ブラウザでの動作を保証したものではなく、正しく
動作・表示されない場合があります。

https://www.kwansei.ac.jp/cms/kwansei_highedu/pdf/LUNA%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AFforStudents.pdf


LUNA等にアップロードしている講義資料や、オンライン授業を録音・録画した場合の著作権について、皆さんに知って
おいていただきたいこと、気を付けていただきたいことを以下にまとめています。

１．授業担当者が授業のために作成したPDF等のテキスト

授業担当者に著作権があります。また、一般には未公開のも
のです。したがって、受講生の皆さんが、（悪意はなくて
も）授業担当者に無断でSNSで共有したり、別のサイトにアッ
プロードしたりするなどして再配布することは違法です。

３．一般公開されているYouTube動画
４．オープンアクセスになっている論文

■ 授業でLUNA等にアップロードされる講義資料（例）とその対応について

２．授業担当者が新聞や経済週刊誌に執筆した過去記事
これらは新聞社や雑誌出版社に著作権があります。
受講生の皆さんが授業外で再配布・アップロードすることは
許可されていません。

制作者に著作権があります。ただし、既に一般に公開されて
いるものです。したがって、受講生の皆さんがSNSでリンクを
共有したり、別のサイトでURLを紹介したりすることは問題あ
りません（再販売するなど利益を得ることはNG）。

学習目的で録音・録画したい場合には、授業担当者に事前に承諾を得てください。
ただし、録音・録画の承諾を得たとしても、そのデータを無許可で再配布することは禁止されています。

■ オンライン授業を録音・録画したい場合は？



学生関連 授業担当者関連 日時・期間 

優先申込科目申込期間  3/24 8:50 - 3/25 16:50 

優先申込科目結果発表  3/27 

申込科目申込期間  4/1 8:50 - 4/8 16:50 

申込科目結果発表（学部提供科目）  4/10 8:50 

申込科目結果発表（センター提供科目）  4/13 8:50 

2次申込科目申込期間  4/13 8:50 - 16:50 

2次申込科目結果発表  4/15 8:50 

春学期授業開始 春学期授業開始 4/7 

臨時休講期間 臨時休講期間 4/7 - 4/20 

 実施準備・シラバス修正期間 4/7 - 4/20 

オンライン授業試行受講期間 オンライン授業実施試行期間 4/21 - 5/6 

履修登録（神・文・社会・法・経済）  4/21 8:50 - 4/23 16:50 

履修登録（商・理工・総合政策・人間福祉・教育・国際）  4/22 8:50 - 4/24 16:50 

履修登録（司法、経営戦略を除く研究科）  4/13 8:50 – 4/15 16:50 

履修修正期間  4/28 8:50 - 4/29 16:50 

オンライン授業全面受講開始 オンライン授業全面実施開始 
5/7 
※LUNA では、5/8までは履修者に若干変動が生じる可能性があります。 

時間割照会開始  5/8 8:50 

 成績評価方法確認 6/1-6/5 ※期間変更 

履修中止期間  6/10 8:50 – 6/16 16:50 ※期間変更 

春学期授業終了  7/15 

春学期補講日  7/16 

春学期定期試験  7/17-31, 8/5-6（追試験） 
2020年度春学期開講科目は原則平常評価、一部の科目のみ定期試験実施予定 

 



◆ PukiWiki
オンライン授業に役立つ情報を随時掲載しています（こちら）

新型コロナウィルスに伴う対応は以下の媒体を通じてお知らせしています。
こまめに確認するようにしてください。

◆ 教学Webサービス（こちら） ※システム利用ID・PWが必要

◆ 大学ホームページ（こちら）
◆ シラバス（こちら）
◆ LUNA（こちら） ※システム利用ID・PWが必要

オンライン授業の受講に役立つ情報

今後の情報収集について

http://kg-ict.info/wiki/?%E5%AD%A6%E7%94%9F%E5%90%91%E3%81%91
https://webmail.kwansei.ac.jp/sso/UI/Login?goto=https%3A%2F%2Fwebmail.kwansei.ac.jp%3A443%2Fhttps://webmail.kwansei.ac.jp/sso/UI/Login?goto=https%3A%2F%2Fwebmail.kwansei.ac.jp%3A443%2F
https://www.kwansei.ac.jp/
https://syllabus.kwansei.ac.jp/uniasv2/UnSSOLoginControlFree
https://luna.kwansei.ac.jp/
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