順天堂⼤学保健医療学部の学⽣および保護者の皆様
令和 2 年度の授業について
謹啓
⾸都圏の緊急事態宣⾔が解除されましたが、新型コロナウイルスの流⾏については、ま
だまだ予断を許さない状況です。保護者の皆様におかれましては、⼤変な状況下において
も順天堂⼤学保健医療学部に変わらぬご⽀援を賜り御礼申し上げます。
さて順天堂⼤学保健医療学部では COVID-19 への対策として、前期は全てオンライン授
業で開始しており、従来型の対⾯授業（⼀部オンライン授業を含む）は 9 ⽉開始を予定さ
せていただいております。演習・実習等につきましては、オンラインで実施可能な部分は
先⾏して実施し、それ以外の部分に関しては後期の授業の中で集中的に実施する予定で
す。具体的には 4 ⽉初旬にオンラインでのオリエンテーションを⾏い、中旬から遠隔授業
を試験的に開始しております。そのシステムを⽤いて 5 ⽉ 11 ⽇から通常のカリキュラム
で、授業を進⾏しています。この新しい環境でも最⼤限の教育効果が得られるよう、教職
員が⼀丸となって対応しておりますので、ご理解とご協⼒を宜しくお願いします。
⼤学からの情報は、学⽣専⽤ポータルサイト（JUNTENDO PASSPORT）を通じて、学
⽣本⼈に連絡させていただいております。学⽣の皆さんに対しては、本学の学是「仁」の
⼼に則り、不要不急な外出を控えることで、⾃⾝の健康だけでなく、家族そして周囲の⼈
の健康を守ること。併せて、団体活動など感染拡⼤を招きうる⾏動を決してとらないこ
と。健康総合⼤学の学⽣らしく適度な運動を⾏うとともに、オンライン授業と関連する学
習で、今やるべきことに取り組むよう指導しています。この COVID-19 の感染拡⼤は、こ
れまで現代社会が経験したことのない世界的な危機ではありますが、逆に社会全体の構造
を再点検し、個⼈個⼈ももう⼀度その在り⽅を⾒直す良い機会だと捉えられます。学⽣の
皆さんにも感染症に対する知識やチーム医療の重要性など、これを機会に将来の医療⼈と
しての⾃覚を持ってもらえればと思っております。
本学では、このような状況下においても学⽣の皆さんが勉学に取り組みことが出来るよ
う、以下の緊急⽀援策を講じることと致しました。
１．学費延納措置
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、今後の修学が経済的理由により
困難になった⽅に対する学費延納・分納措置を講じています。
２．各種修学⽀援制度や奨学⾦の申請⼿続きの⽀援
2020 年 4 ⽉に新設された⽂部科学省「⾼等教育の修学⽀援新制度」をはじめとする各
種修学⽀援制度や奨学⾦の申請⼿続きを受付けています。今後、国による⼤学における授
業料減免などへの⽀援が制度化された際には、直ちにその制度を活⽤し、還元に努めて参
ります。
３．オンライン授業受講のための通信環境のサポート
学⽣の皆さんに対して、通信環境に関する調査を⾏い、この結果を踏まえて、通信機器
の貸与等の必要な措置を可能な限り講じて参ります。

新型コロナウイルス感染症の影響の深刻化と⻑期化の下でも、感染の危険から⾝を守
り、どのような状況であっても⼀⼈ひとりの学⽣が公平に教育を受ける機会を持てるよう
に、教職員⼀同で⽀援して参ります。保護者の皆さまにも、多⼤なご⼼配をおかけします
が、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
※新しい情報は、⼤学ＨＰトップページの「新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症に関連する対応につい
て」のページに随時更新して参りますのでご参照ください。
ＵＲＬ：https://www.juntendo.ac.jp/
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遠隔（オンライン）授業について

2020 年度前期のオンライン授業については、Zoom によるリアルタイムの同時双⽅向型授
業、動画配信によるオンデマンド型授業を⾏います。
オンライン授業について
対⾯式授業と同等の学習効果を確保するため、⽂部科学省の指⽰に従い同時双⽅向型授業、
オンデマンド型授業のどちらにおいても「設問解答、添削指導、質疑応答等による⼗分な指
導」と「学⽣の意⾒の交換の機会」を設けています。
時間割について
2020 年度前期の通常の時間割に従いオンライン授業を実施します。時間割については別添
の時間割表をご参照ください。
・ 診療放射線学科時間割（1,2 年共通）
・ 理学療法学科 1 年⽣時間割
・ 理学療法学科２年⽣時間割
受講⽅法について
各学科から配布された、遠隔授業の⼿引きや動画ファイル閲覧の⼿引きに従い、授業形態に
応じて受講してください。
・ 診療放射線学科動画ファイルの閲覧⽅法
・ 診療放射線学科動画ファイルの閲覧⽅法（スマホ版）
・ 理学療法学科１年⽣遠隔授業の⼿引き
・ 理学療法学科２年⽣遠隔授業の⼿引き
今後の教室利⽤及び授業再開に向けた段階的措置について
緊急事態宣⾔が解除されたことから、本学部として徐々に授業再開に向け準備を進めてい
ます。ただし、まだ予断を許さない状況であり、前期は段階的に学⽣へ教室の開放を⾏い、
後期の授業再開を⽬指して準備をしております。まずは、通信環境が整っていない学⽣及び
パソコンを持っていない学⽣から教室を開放し、その後、状況を⾒ながら徐々に希望する学
⽣に教室を開放して講義を受講できるようにしていく予定です。

【学⽣向け】 遠隔（オンライン）授業 Q&A
Q1.オンライン授業を受講するのに必要な環境について教えてください。
A.
同時双⽅向型授業は Zoom を、オンデマンド型授業は Google drive を利⽤して実施します。
オンライン授業を受講するために以下の項⽬が必要となりますので、準備をしてください。
(1) 視聴端末
PC（デスクトップまたはノート）、タブレット、スマートフォンなど、Zoom アプリケ
ーションのインストール、講義動画を視聴できる端末を準備してください。なお、スマ
ートフォンでは画⾯が⼩さく講義資料や動画が⾒づらくなることがあるため、ノート
PC の準備を推奨します。講義資料や動画の閲覧だけでなく、今後のレポート課題や⼤
学での研究活動にも活⽤できますので、準備をお願いします。
(2) インターネット環境
利⽤するインターネット通信がパケット使⽤量に応じた料⾦体系（従量制課⾦）の場合、
利⽤料⾦が⾼額になることがあるため注意してください。固定回線やモバイルルーター
などの通信容量の制限がない定額制通信サービスを利⽤することを推奨します。
遠隔授業やオンライン学習を実施している状況を踏まえ、通信事業者（docomo, au,
softbank など）が学⽣の通信環境を確保するための⽀援措置として、通信容量の追加等
を⾏っています。各社ホームページを確認のうえ、必要に応じて⼿続きを⾏ってくださ
い。これらの⽀援措置は学習⽀援を⽬的としていますので、学習⽬的として適切に利⽤
してください。
(3) Zoom アプリケーションのインストール
Zoom によるリアルタイムの同時双⽅向型授業を受講する際には、PC（デスクトップま
たはノート）
、タブレット、スマートフォンなど受講する端末に Zoom のアプリケーシ
ョンをインストールしてください。
PC の場合は Zoom ホームページから「ミーティング⽤ Zoom クライアント」をダウン
ロードしインストールしてください。
iPhone または Android 向けの Zoom モバイルアプリは Zoom ホームページまたは App
store / Google Play ストアから「ZOOM Cloud Meetings」をダウンロードしインスト
ールしてください。
Q2. 時間割で決められた時間に遅れてしまったらどうしたらいいでしょうか？
A.
リアルタイムの同時双⽅向型授業では授業に参加し、担当教員にチャットで遅刻して参加
したことを伝えてください。開始時に参加しておらず遅刻の連絡がない場合、⽋席となる場
合があります。参加できなかった部分は後⽇アップロードされる Zoom の録画動画で学習
してください。
オンデマンド型授業では授業に参加し、時間内に視聴可能な範囲のみ学習し、参加できなか

った部分を時間割外で学習してください。
Q3．途中でインターセットの接続が切れてしまったらどうすればいいですか？
A.
再接続し、速やかに授業に戻ってください。リアルタイムの同時双⽅向型授業では、参加で
きなかった部分は後⽇アップロードされる Zoom の録画動画で学習してください。オンデ
マンド型授業の場合は参加できなかった部分を時間割外で学習してください。
Q4. ⾳が良く聞こえません。
A.
静かな場所でヘッドフォンやイヤフォンを利⽤して受講してください。
PC の場合は動画の⾳量だけでなく、デスクトップ画⾯右下のタスクトレイのスピーカーの
アイコンから PC の⾳量を調整することもできます。
Q5. PC がなくて困っています。
A.
PC は今後のレポート作成や研究にも活⽤できますので、準備することを推奨します。準備
が難しい場合は、学部から⼀時的な貸与も検討しております。個別に対応しますので、お困
りの場合は学部事務室までご連絡ください。
Q6．出席登録ができませんでした。
A.
出席登録は i-compass で⾏いますが、授業時間内のみ登録ができます。授業に遅刻し、講
義パスワードがわからない場合はチャットで担当教員に連絡してください。授業に参加し
登録を⾏ったにもかかわらず登録できていない場合も担当教員へ連絡してください。
Q7. 配布資料は印刷した⽅がいいですか？
A.
科⽬によっては教科書以外の予習のために授業資料を事前に配布しますが、必ずしも印刷
を前提としたものではありません。ノートテイキングによる学習を推奨しますので、PDF を
画⾯上に映しながらノートテイキングを⾏うなど活⽤してください。印刷する場合は PDF6
ページを印刷⽤紙 1 枚に集約し、さらに両⾯での印刷をすることで⼤量の印刷を避けるこ
とができます。
※複数ページの PDF を 1 枚に出⼒する⽅法
https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/225302.html
Q8.リアルタイムの同時双⽅向型授業を受ける際に、⾳声や映像に関して特に注意すること
はありますか？
Ａ.
集中して受講できるよう、静かな場所でヘッドフォンやイヤフォンを利⽤して受講するこ

とを推奨します。
出席確認、説明に対する反応を確認するため、⾃分のビデオをオンにしてください。ただし、
ビデオをオンにすると通信量が増えるため、インターネット環境に応じてください。
授業中の質問⽅法は担当教員の指⽰に従い、発⾔時以外はマイクをミュートにしてくださ
い。
Q9．Zoom で授業を受講する際，アカウントは必要ですか？
A.
Juntendo メールアカウントでのログインを⾏います。Juntendo メールアカウントでのログ
インは初回のみ⼿続きが必要ですが、それ以降は簡単にログインできます。ログインの⽅法
は各学科から配布された「Zoom のアカウント作成マニュアル」を参照してください。
Q10. Zoom のセキュリティが不安です。安全な使⽤⽅法はありますか？
A.
PC やタブレット、スマートフォンにインストールしている Zoom アプリを最新にしてくだ
さい。
PC の場合は Zoom アプリのホーム画⾯右上のユーザーアイコン⇒[アップデートを確認]で
最新の状態か確認し、更新ができる場合は更新してください。
iPhone または Android 向けの Zoom モバイルアプリは App store / Google Play ストアか
ら最新の状態か確認し、更新ができる場合は更新してください。
本学では安全性確保のため、ミーティング ID およびパスワードの設定、Juntendo メールア
カウントでのログインを設けています。授業のミーティング ID やパスワード、⾃⾝の
Juntendo メールアカウントの情報を第三者に教えないでください。
Q11．オンデマンド型授業では動画を⽌めながら学習すると時間内に終わりません。
A.
対⾯授業を想定し、動画内で⼀時停⽌を指⽰している部分を除き、できるだけ動画を⽌めず
に学習してください。動画を⽌めずに学習できるよう、配布資料の事前配布、重要ポイント
を繰り返し説明するなど、講義内容も配慮します。
Q12．オンデマンド型授業では時間割前に受講を始めると出席登録を忘れてしまいます。
A.
i-compass の出席登録は授業時間内のみ有効です。動画の最後にも講義パスワードを提⽰
しますので、必ず時間内に出席登録を⾏ってください。
Q13．実習科⽬はどうなりますか？
A.
オンラインで学習可能な部分についてはオンライン授業を⾏いますが、対⾯での実習が必
要な部分については開講する時期を⼀部変更して実施します。

