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2020年 10月 1日 

学生各位 

教育センター長 小糸健太郎 

 

2020 年度後学期の授業の方法について（10/1 一部修正） 

 

 【重要】 

✓ UNIPAの掲示および大学のメール（s学籍番号@stu.rakuno.ac.jp）をしっかりと確認すること。 

✓ 履修変更期間の日程を9/18～29に変更します。 

✓ なお、9/22の17:00以降の履修変更した場合にeラーニングへの情報登録作業の都合で1回目の遠

隔授業を受講できない場合があり、成績評価で不利益を被る可能性があります。 

✓ そのため、可能な限り9/22の17:00までに履修変更の手続きを終了してください。 

✓ 履修変更の際、シラバスをよく読んで履修科目を選択すること。 

✓ eラーニングついてアクセス負荷を分散するために複数のサーバを利用します。授業のURLはシラバ

ス等で確認してください。 
 

酪農学園大学では、新型コロナウイルス感染症の感染防止策を十分に取った上で、9月23日（水）より後学期

授業を開始します。 

学生・大学院生の皆さんは、キャンパスへの登校に向けて、各自準備をお願いします。 

各科目の授業形態やスケジュール、注意事項等は、UNIPA等でお知らせいたしますので、日頃から大学から

の案内をご確認ください。 

   

（１）授業の実施方法について 

2020年後期は対面授業と遠隔授業（オンライン）の併用により授業を実施します。9月は、危機管理ステージ

表のレベル 2ですので、原則、講義科目は遠隔授業で実施し、実験・実習科目、資格、国家試験に関わるなど

の一部科目については、感染防止策を十分に取った上で、対面で授業を行う場合があります。 

また、自宅に通信環境が整っていない学生に加え、対面での授業や研究指導等を受けるなどキャンパスを利

用する必要がある学生については、キャンパス内で遠隔授業を受講できることとします。詳細は、遠隔授業のＨ

Ｐに記載いたしました。利用する学生は、必ずご覧ください。 

 URL：https://sites.google.com/rakuno.ac.jp/enkaku/stu/sisetu 

 

なお、科目によっては、中間試験および定期試験を、教室で対面にて行います。後学期の定期

試験ならびに成績評価方法についての詳細は別途シラバスおよびUNIPAでお知らせします。 
＊新型コロナウイルス感染に関わる社会情勢の変化の対応するために、予定を変更する場合があります。 

 

（２-1）対面授業の実施について 

＜対面による実施の対象となる授業の範囲＞ 
大学院生：演習、実験、演習、特論、講義の一部科目 

学生：ゼミナール科目、実験・実習・実技科目、資格、国家試験に関わるなどの一部科目（卒業論文も含む） 

対象の科目等はシラバスおよび遠隔授業のＨＰ等に後日、記載いたします。 

URL：https://sites.google.com/rakuno.ac.jp/enkaku/stu/sisetu?authuser=0 
 

 

＜対面による実施開始にあたっての本学の考え方＞ 
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、大学院生・学部学生の健康と安全を第一に、遠隔方式による

授業での対応を第一義とする（あくまで、基本は遠隔方式による授業）。その上で、上記 1のうち、一部の科目の

み、対面方式により実施します。その際には以下の対策を講じます。 

1. 対面による実施を開始する科目は、授業担当教員及び受講学生の個々の事情を勘案し判断します。 

https://sites.google.com/rakuno.ac.jp/enkaku/stu/sisetu
https://sites.google.com/rakuno.ac.jp/enkaku/stu/sisetu?authuser=0
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2. 対面による実施を開始する授業においても、受講する学生の事情も考慮し、かつ登校を控えたいとい

う学生にも配慮し、対面による授業に加えて遠隔授業等での準備も行うなどして、登校前提の授業運

営とならない柔軟な対面方式での対応で臨みます。 

3. 対面による実施開始にあたっては、キャンパスや教室での「三密」を回避するために、以下のような対

策を取ります。 学生・大学院生の皆さんも「感染から自分を守る。他の人に感染させない」という意識

を持ち、感染防止にご協力ください。 

 

＜大学として実施する対策＞ 
1. 飛沫拡散防止のために、教員はフェイスシールドや飛沫防止パネルなどを活用した授業を行います。 

2. 場合によっては、学生・大学院生の皆さんにもフェイスシールドの着用をお願いすることがあります。 

3. 教室内の換気のために、窓や出入口を開放して授業を行うことがあります。窓の開閉については、学

生・大学院生の皆さんにも協力をお願いします。また、教室の構造によっては換気システムを使用す

ることがあります。時期によっては服装で寒暖差の調節をお願いします。 

※窓の開閉する間隔はおおよそ 35～45分毎に 15～20分程度換気を行います。その際は教員から

指示があります。 

4. 授業終了間際に消毒キットを回して、自席の机等を拭いて頂く場合がありますので、その際は皆さん

にも協力をお願いします。 

 

＜学生・大学院生の皆さんにお願いする行動＞ 
1. 通学途中やキャンパス内に滞在する時、および授業中は必ずマスクを着用してください。また、授業

時間の前後で手洗いを励行してください。 

2. 教室の座席は試験時の座席数を目安とします。密集を避けるために座席間隔（最低１メートル）を空け

て着席してください。あらかじめ座席位置が指定されている場合は、それに従って着席してください。

なお、座席間隔を空けるために、最前列及び着席不可が貼られている座席は使用できません。 

3. 授業と授業の間の休み時間や空き時間の過ごし方においても、マスクを着用し 3 密（密閉、密集、密

接）を避ける配慮をしてください。 

4. 入構時には各施設、教室入口付近に設置されている手指用消毒液を利用してください。授業中並び

に授業終了時に簡単な消毒作業を指示することがありますが、ご協力のほどよろしくお願いします。 

5. 授業当日は必ず検温をしてください。発熱や咳等、体調の悪い場合は、大学に登校せず、自宅で療

養してください。登校した後に症状が出た場合は速やかに下校して自宅で療養してください。 

 その他、感染防止対策については、文部科学省作成の「大学等における新型コロナウイルス感染症への対応

ガイドライン」記載の感染予防策を実施し、チェックリストにより対応状況を確認した上で感染拡大防止に最大限

の配慮をします。なお酪農学園大学の感染予防に関する基本的な考え方は、ＨＰをご確認ください。 

 引き続き、必要に応じて詳細を別途お知らせします。 

 

（２-２）遠隔授業の実施について 

遠隔授業の実施にあたっての説明は、以下の専用ページに記載があります。かならず確認してください。 

専用ページ URL：https://sites.google.com/rakuno.ac.jp/enkaku/ 

 

【重要】遠隔授業資料の閲覧期間ならびに出席確認は，以下になりますので注意してください。 

✓ リアルタイム型の遠隔授業に関しては、原則、各科目担当者の方針に従ってください。 

✓ オンデマンド型の遠隔授業に関しては、初回授業に関しては授業日から 1週間の受講（あるいは課題提

出）を出席とし、2回目以降の授業は、授業日から 3日間の受講（あるいは課題提出）を出席とします。た

だし、科目ごとに異なるので、授業のガイダンス，シラバスならびに e ラーニングで確認するか、担当教員

に聞いてください。 

✓ e ラーニングでは複数のサーバを利用します。各授業の URLはシラバス等で確認してください。 

 

遠隔授業の受講にあたっては以下の注意事項を確認してください。 

1. 遠隔授業は、各授業の指導計画（シラバス）の下に実施されていますので、事前に必ずシラバスの確

認をお願いします。 

https://sites.google.com/rakuno.ac.jp/enkaku/
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2. 遠隔授業での出席管理は確認的な課題の提出などにより行います。当該科目のeラーニングのペー

ジで確認してください。未提出（欠席）とならないようにしてください。 

3. 教職員は試行錯誤をしながら進めるため、受講者の主体的な協力が必要です。そのような姿勢で授

業に臨んでください。 

4. 教員は、科目の特徴に応じた工夫をした授業運営をします。そのため、教員・科目によって異なった

対応になることがあります。その点を理解して授業に臨んでください。 

5. 本学のＵＮＩＰＡ、G Suite（Google）、eラーニングなどを正しく使用できることが必要です。 

6. パソコン等を保有し、自宅で受講することを推奨します。インターネット環境、データ利用量を確認して

ください。パソコン等がない場合、図書館7階のオープンＰＣフロアを利用することができます。また、通

信環境がない場合、Wi-Fiが利用できるスペースを解放する予定です。利用の際は、隣の人との距離

を保ち、マスクとイヤホンを着用してください。私的な会話は禁止します。Wi-Fiが利用できるスペース

についての詳細は、遠隔授業のＨＰに記載しています（以下URL参照）。利用する学生は、必ずご覧く

ださい。 

7. URL：https://sites.google.com/rakuno.ac.jp/enkaku/stu/sisetu?authuser=0 

8. 機器にはトラブルが必ずあります。事前にネットワーク接続などを確認して授業に望んでください。事

前準備を怠って、授業を欠席することになっても対応できません。 

9. 授業科目に関する問い合わせについては、授業内での説明に従って、科目ページまたは e ラーニン

グトップページにある教員連絡先一覧または、UNIPAの Q&Aから問い合わせしてください。 

10. 授業担当教員への問い合わせは、下記の項目を記入して送信してください。 項目が漏れていると、

回答できない場合がありますので注意してください。 件名は、「遠隔授業・学生から問い合わせ」とし，

次の順で記載してください。学籍番号，氏名，科目名，時間割上の曜日と時限，授業担当教員名，質

問したい内容（何に困っているか、何を相談したいのか具体的に）。 

 

（２−３）学外での実習・演習の実施について 

学外で実施される実習・演習については、状況によって、開講できない場合もあります。 

＊開講できない場合は、UNIPAにて連絡があります。 

実施される場合は、以下のほか、担当教員の指示に、必ず従ってください。 

1. 実施の 2週間前から毎朝の検温および風邪症状の確認を行うことを義務付けます。 

2. 実施の 2週間前から感染リスクの高い場所に行かないことを義務付けます。 

3. 学外でも、感染リスクの高い場所に行かないことを義務付けます。 

4. 隣の人との距離を極力保ってください。 

5. マスクの着用（学生持参）を義務付けます。 

6. 建物等の入退室時には手洗い、消毒を徹底してください。 

7. 室内では定期的に窓を開け締めし、換気を徹底します。 

8. 換気を徹底するため、各自、温度調節ができる服装としてください。 

9. 個人の所有物（筆記用具等）を共有しないようにしてください。 

 

（３）授業がない時間帯の過ごし方についての注意事項 

1. 毎朝の検温および風邪症状の確認を行ってください。 

2. 感染リスクの高い場所に行かないようにしてください。 

3. 3密（密閉、密集、密接）を避けて生活をするようにしてください。 

4. 住んでいる地域の行政の指示に従って行動してください。 

5. 大学の通学圏外にいる場合は、できれば授業開始日の 1週間前には自宅アパートに戻って上記の注

意事項を守って生活してください（住んでいる地域の行政の指示が優先です）。 

 

（４）発熱や咳等、体調の悪い場合の注意事項 

1. 発熱や咳等、体調の悪い場合には大学に登校せず、自宅で療養してください。 

2. 登校した後に症状が出た場合は速やかに下校して自宅で療養してください。 

3. 新型コロナウイルスに罹患した学生、海外から帰国・入国後２週間の経過措置中の学生及び入国でき

https://sites.google.com/rakuno.ac.jp/enkaku/stu/sisetu?authuser=0
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ない学生は、入院又は登校禁止（自宅療養）としていることから、当該学生への履修上の配慮（履修登

録期間の延長、補講の実施やレポートの提出等）を行います。 

 

（５）その他 

履修や学生生活等で相談等がある場合は、ＵＮＩＰＡのＱ＆Ａから連絡してください。 

その他、授業に関することは、以下の本学ＷｅｂサイトやＵＮＩＰＡ等で大学から配信しますので、定期的に確

認してください。  
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新型コロナウイルスの学内での感染拡大の防止を目的とし、以下の事由については遠隔授業を除き出席停

止として取り扱います。 

この場合は公認欠席（以下「公欠」という）、あるいは欠席した授業に相当する学修・指導、レポート課題等で

学修を補います。 

 

１．出席停止となる場合 

新型コロナウイルス感染症と診断された場合、疑われる症状が現れた場合等、以下に該当する場合は、登

校せず外出を控えて自宅で休養してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（＊1）強いだるさや息苦しさがある場合、基礎疾患がある方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状ある場合、

発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が４日以上続く場合は保健所等の相談窓口へ相談してください。 

自覚症状がなくても感染した疑いがある場合は、可能な限り速やかに医療機関や専門相談窓口に問

い合わせ、専門家に今後の大学への登校可否の判断を仰ぐようにしてください。 

 

２．新型コロナウイルスに係る公認欠席の手続き 

   出席停止期間終了後、登校許可が出た日（または登校できる状態になった日）から 

原則 14日以内に「欠席届」を科目担当教員へ提出してください。 

 事由 出席停止（公欠）期間等 

① 感染した場合 医師より治癒したと診断されるまで 

② 
感染が疑われる症状が現れ

た場合 （＊1） 

薬を飲まない状態で、発熱、咳、たん、下痢、だるさ

などが消失してから 48時間経過するまで 

③ 
感染者の濃厚接触者に特

定された場合 
感染者と最後に接触した日から 14日間 

【重要】 

新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的とする出席停止（公認欠席）について 
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※ 公認欠席回数が上限（当該授業科目の授業回数の 3分の１）を超えた場合は、上限を超えた分の公

欠した授業に相当する学修・指導、レポート課題等で学修を補い、これを修めた場合は出席扱いとなりま

す（修めない場合は欠席となります）。 

 

 

 

 

 

 

※ 新型コロナウイルス以外の公欠の要件は、履修ガイド 2020に記載の通りです。 

※ この取扱いは新型コロナウイルスの感染拡大が終息するまでを目途として運用します。 

 

 

 

学内での感染拡大を防止するために、学生の皆さんにもご協力をお願いいたします。 

 

⚫ 強いだるさ、息苦しさ、味覚・嗅覚障害があるとき。  

⚫ 基礎疾患がある方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

⚫ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が 4日以上続いているとき。 

上記の場合は、 行政の相談窓口に電話し、その指示にしたがうとともに大学

と担当教員にも連絡を入れてください。 

 

＜行政の相談窓口＞ 

⚫ 江別保健所 ： 011-383-2111（平日 8：45～17：30） 

⚫ 札幌市保健所 ： 011-632-4567（平日 9：00～21：00） 

⚫ 道庁地域保健課 ： 011－204-5020（24 時間） 

＜酪農学園大学に連絡＞ 

⚫ 専用ホットライン：0120-567-793（平日 9:00～16：30） 

または rg-corona@rakuno.ac.jp 

⚫ 011-386-1024（医務室) 

 

＜コロナに関するリーフレット＞ 

  新型コロナウイルス啓発リーフレット 

必ず出席停止期間終了後に、科目担当教員に相談してください。 

（問い合わせについては、授業内での説明に従って、科目の e ラーニングページ 

または e ラーニングトップページにある教員連絡先一覧または、UNIPAの Q&Aから 

問い合わせしてください。） 


