
                   

                        

令和４年度前期 教養教育科目の授業実施に関する連絡事項について 

 
１．前期授業について 

1.1 実施方針について 

令和３年度に引き続き，教養教育科目の授業は，「新型コロナウイルス感染症に対する

事業継続計画（以下「ＢＣＰ」という」及び「新型コロナウイルス感染症に対する教養教

育授業実施方針について（以下「教養教育実施方針」という）」（資料１）に基づき実施し

ます。教養教育実施方針には，ＢＣＰの各レベルに応じ，対面授業や遠隔授業の実施方針

を記載していますので，ご確認ください。 

「令和４年度の大学等における学修者本位の授業の実施と新型コロナウイルス感染症

への対策の徹底等に係る留意事項について（周知）」（令和４年３月２２日付け文部科学省

高等教育局高等教育企画課事務連絡）（資料２）では，学生の学修機会の確保と感染対策

の徹底の両立，学生の立場に立ち，新型コロナウイルス感染症の影響下にあっても個々の

学生の学修機会が確実に確保されるよう各大学等における教育活動を実施することが重

要であるとされています。 

令和４年度においては，コロナ禍が続いている状況でも，学生が安心した環境で，十分

納得した形で学修できるよう，学修機会の確保をする必要があることから，十分な感染対

策を講じた上で，対面授業を実施します。 

ただし，受講者が講義室の収容定員を上回るなど十分な感染対策を講じられないと判断

される場合やＢＣＰレベルによっては，遠隔での実施をお願いすることになります。 
 
1.2 初回及び第２回目授業について 

シラバスの作成時にもお知らせしましたとおり，令和４年度前期授業の開始にあたって

は，体調確認期間確保のため，第１回目の授業は（可能な限り第２回目の授業も），原則

遠隔での実施をお願いします。 

第１回目及び第２回目において，対面で行う必要がある授業については，「教養教育科

目における対面授業実施申請書」（資料１別紙様式）を４月４日（月）までにご提出くだ

さい。 

 

1.3 学生への連絡方法 

  各授業の初回授業の実施方法については，令和４年度前期 徳島大学教養教育科目 授

業実施方法調査を基に，一覧にまとめ学生に周知しますが，詳細については，各教員から

案内をお願いします。連絡手段にはいくつかの方法がありますので，お知らせします。 
 
 ①教務システムの「講義連絡」（履修登録期間はこの方法を推奨します） 

「授業情報」＞「連絡（休講等）」＞「講義連絡」＞「新規」から登録します。掲載終了

日を設定の上，メッセージの欄に内容を登録してください。 
 

 ②教務システムの「メッセージ」 

 「メッセージ」＞「作成」＞「リストから対象を選ぶ」＞「授業科目から選択」＞「選択」 

 によりメッセージを送信し連絡することが可能です。 

  ※ただし，その時点で履修登録されている学生のみしか連絡がいかないため，追加で履

修登録した学生に対しては，再度送る必要があります。 
 

 ③manabaの「コースニュース」 

  受講登録により，学生は manaba 上に授業が表示されます。コースニュースに記入する

ことで連絡が可能です。manaba のコースニュースを利用する場合は，まず，上記教務シ



                   

ステムの①講義連絡もしくは②メッセージから「manaba のコースニュースを連絡方法と

して用いること」を連絡し，manaba に誘導してください。 

  ※ただし，教務システムから manaba へのデータ更新は夜間に行われるため，学生は履

修登録した翌日から manabaが利用可能になりますので注意してください。 

 

２．対面授業の実施について 

  対面で授業を行う場合は，以下を遵守の上，授業を行ってください。教養教育の各講義

室の教卓にも注意事項を記載した文書を置いていますので，ご一読ください。 
また，新型コロナワクチン接種の有無によって，授業への出席可否等の制限を行わない

ようお願いします。 
 

（１）風邪の症状や発熱がある学生に対しては，受講を控えるよう指示してください。 
 （２）受講学生に対して，建物及び講義室へ入室する前には，手洗いの徹底やアレルギー

に注意の上，アルコール消毒等で手指を消毒するようご周知ください。また，教員も

必ず行ってください。 
 （３）講義中は，マスク（不織布マスク推奨）を着用してください。マスクを着用するこ

とで声が聞き取りにくい時は，適宜マイクを使用してください。（教養教育係にフェ

イスシールドを備えていますので，必要な方はお申し出ください。） 
 （４）授業時間中は，講義室等の定期的な換気を行うとともに，気候上可能な限り，常時

２方向の窓または扉を同時に開けて換気を行ってください。エアコン使用時において

も，換気扇を作動させるとともに，窓・出入口等を対角に二箇所開け，換気を行って

ください。授業時間中に最低１回，１０分間の換気を行ってください。 
    各講義室に，二酸化炭素濃度計を設置しました。コロナ対策として換気は重要と考

えられており，空気の流れが滞った状態はウイルスが長時間室内にとどまり，感染リ

スクが高まりますので，効果的な換気のため，ご活用ください。 
 （５）予め椅子を間引いて，座席間隔をできるだけ確保するような配置（収容定員の５０％

以内）に変更していますが，明らかに学生が隣接して座っている場合は注意をお願い

します。グループワーク等，学生が近距離で会話を交わす授業は，できる限り避けて

ください。教員と学生の距離，学生間の距離を十分とってください。 
（６）配付物がある場合は学生から学生の手渡しは避けてください。例えば，数カ所に配

付物を置き，密集しないように取らせる等のご対応をお願いします。 
課題を提出させる場合も，学生が一度に密集しないように時間・場所をずらすなど

のご対応をお願いします。課題提出用に教養教育のレポートボックスを利用できます。 
また，可能であれば，授業後の退室時の混雑の緩和のため，学生の退室時間をずら

す等の工夫をお願いします。 
（７）学生が新型コロナウイルス感染症による自宅待機や感染で欠席する場合には，所属

学部を通じて，教育支援課教養教育係に連絡が入ります。欠席理由がやむを得ない場

合は，教養教育係から各担当教員に欠席の情報をお知らせしますので，当該学生の単

位取得に配慮し，補講や課題提出等の代替措置を取っていただくようお願いします。

代替措置のための補講を実施する場合は，必ず教養教育係に連絡をお願いします。 

 
３．履修定員及び講義室について 

①換気の悪い密閉空間，②多くの人が手の届く距離に集まる，③近距離での会話や大声

での発声の「３つの条件が同時に重なる場」を避けるため，教養教育科目の履修定員を以

下のとおりとします。 
 

（１）各授業の履修定員は，対面授業においては着席の間隔を確保するため，講義室の収

容定員を 50％以下となるようにします。既に各講義室の座席数は調整しています。



                   

すべてを遠隔で実施する授業の場合，履修定員は従来のとおり講義室の収容定員にし

て，定期試験を教室で実施する場合は，２室で分散できるように配慮します。 

（２）受講希望者数が収容定員数を上回る時は，可能な限り講義室を変更し対応します。 

（３）語学系授業，演習及び実験・実技を伴う実習も同様とします。 

（４）ウェルネス総合演習，語学系授業に関する方針は別途ご確認ください。 
 

なお，遠隔授業は原則自宅からの受講としていますが，前後に対面授業がある等の理由

により，学内から遠隔授業を受講する学生のため，授業で使用しない講義室は学生に開放

する予定としております。 

 

４．学内での感染拡大やクラスター発生に備えた対応について 

学内での感染者やクラスターの発生時には，急遽，遠隔授業への変更をお願いすること

があります。各授業の実施方法や学生への連絡体制などを事前にご確認いただくようお願

いします。 

実習・実技を伴うため対面授業がふさわしい科目についても，非常時には遠隔授業に切

り替えることができるよう，事前に担当教員と教養教育院の間で確認を行うこととします

ので，授業実施にあたり，心配な点，不明な点がある場合はご相談ください。 

急な休講や休業により，授業回数が不足する場合には，学期途中における補講の設定や

遠隔授業を活用・併用した授業（補講）の実施，課題等に代替することにより，大学設置

基準第２１条等で定める必要な学習時間の確保を行い，学年暦に影響が出ないように対応

をお願いします。 

また，遠隔授業のための撮影やコンテンツの作成について，支援が必要な場合は教育支

援課教養教育係にお申し出ください。 

 

５．遠隔授業について 

5.1 遠隔授業について 

令和２年１２月２３日付け文部科学省高等教育局長通知（２文科高第８６４号）「大学

等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底と学生の学修機会の確保について（周

知）」（資料３）で以下のとおり示されています。 
 
・ 遠隔授業等の実施に関する特例的な措置として認められる遠隔授業等は，新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大により，本来授業計画において面接授業の実施を予定してい

た授業科目に係る授業を予定通り実施することが困難な場合であって，十分な感染症対

策を講じたとしても面接授業を実施することが困難である場合に限り実施可能である

こと。 

・ 遠隔授業は，同時かつ双方向に行われるものや，毎回の授業の実施に当たって当該授

業の終了後すみやかに指導を併せ行うもので，当該授業に関する学生等の意見の交換の

機会が確保されているものなど，いわゆる同時性又は即応性を持つ双方向性（対話性）

を有し，面接授業に相当する教育効果を有すると認められるものであること。 
 

遠隔授業の方法により修得する単位数については，大学設置基準において，卒業の要件

として習得すべき単位のうち，６０単位を上限とすることが決められておりますが，上記

特例的な措置として認められる遠隔授業等は規定の６０単位の上限に算入する必要はな

いとされています。そのためには，「面接授業に相当する教育効果を有すると大学におい

て認められる授業科目」として認定することが必要となりますので，遠隔授業の実施にあ

たっては以下にご留意いただき実施をお願いします。  
 

（１）授業担当教員の各授業の指導計画（シラバス等）の下に実施されていること 



                   

（２）授業担当教員が，オンライン上での出席管理や，確認的な課題の提出などにより，

当該授業の受講状況を十分に把握していること 

（３）学生一人一人へ確実に情報を伝達する手段や，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 

（４）大学として，どの授業科目が遠隔授業で実施されているかなど，個々の授業の実

施状況について把握していること 

 

徳島大学では，「遠隔授業」とは，web環境を活用した Microsoft Teams，Zoom，YouTube

などのライブ配信システム，manaba 等による教材配付，課題提出等，対面によらない全

ての授業形態の授業と定義しています。遠隔授業として以下の事例を紹介します。 

 

 教材を配信するオンデマンド（非同期型）授業 

 資料（pdf，Word, PowerPoint などのファイル）や撮影機材で収録した動画等

のコンテンツを教材として e-learning システム等におき，学生は教室以外の場

所において，ＰＣや携帯電話からインターネットに接続し，随時又は設定された

期限内に受講します。学生からの課題提出や質問の受付及び回答，学生間の意見

交換等についても，e-learning システム等を通じて行います。授業によっては，

オンデマンド授業であっても，質疑応答を授業時間帯にライブで行っているケー

スもあります。 

 徳島大学では全授業に対する e-Learning システムとして manaba が使用でき

ます。また，教務システムからも，講義資料の配付，小テスト及びレポート提出

などを行うことができます。 

 

 テレビ会議システム等を利用したライブ（同期型）授業 

 Microsoft Teams，Zoom などのテレビ会議システムで講義をリアルタイム配信

し，学生は自宅や学内から，ＰＣや携帯電話からインターネットに接続し受講し

ます。テレビ会議システムによって，教員と学生が質疑応答や意見交換を行いま

す。 

  

オンデマンド教材の作成にあたり，以下の機材が準備されています。必要な方は教養教

育係へご相談ください。 

①教養教育５号館に講義自動収録室が導入されました。モニター，カメラ，ホワイトボー

ド等の設備があり，ＰＣ，授業に使用するパワーポイント等のデータ及び収録動画を保存

するためのＵＳＢメモリを持参ください。部屋の予約及び利用方法については，教育支援

課教養教育係で確認をお願いします。ＰＣは教養教育係にある貸出用ＰＣもご利用いただ

けます。 

②教養教育係の貸出用ＰＣ３台に，動画エンコードソフト TMPEGEnc Video Mastering 

Works 7をインストールしています。動画の編集にご利用ください。 

③そのほか，ビデオカメラ３台，Webカメラ，マイクシステム等を整備しています。詳し

くは教育支援課教養教育係でお尋ねください。 

 

5.2 学生への配慮の依頼 

  自宅等におけるインターネットや Wi-Fi 環境が十分でない学生等に対して，以下の配慮

をお願いいたします。 

 ①学生の移動負担やインターネット環境を考慮して，「非同期型（オンデマンド）」の活用

をお願いします。ただし，語学授業など，ライブで行う方が効果的である授業はこの限

りではありません。また，非同期型で行う場合でも，学生からの相談やフィードバック



                   

が行える体制をお願いします。 

②遠隔授業をライブで行う場合は，原則同じ曜日講時で実施し，授業内容を録画し，後日

配信する等のご検討をお願いします。 

 ③出席確認（特に出席確認のための授業後の小テストや課題等）は，学生の授業時間を考

慮し，期間を長く設けるなどの配慮をお願いいたします。 

 

5.3 遠隔授業の実施報告（非常勤講師） 
非常勤講師については，講師手当の支給に関わるため，遠隔授業を実施する場合には，

毎月の授業実施後に，勤務時間及び実施方法等の実施報告書の提出をお願いしております。

毎月必ず教育支援課教養教育係まで提出をお願いします。様式等については，別途お知ら

せします。 
 
5.4 著作権法 

  令和２年４月２８日に平成３０年改正著作権法による「授業目的公衆送信補償金制度」

が施行となり，従来は学校等の授業の過程において資料や教材等をインターネットで送信

をする場合は，著作権者等の個別の許諾が必要であったところ，本制度が施行後は，個別

の許諾を要することなく，様々な著作物を一定の条件のもと，円滑に利用できることとな

りました。 

令和４年度は大学として補償金を支払うことにしていますので，従来個別に著作権者の

許諾と使用料の支払いを必要とされていた以下のことが可能です。 

  ①対面授業を含む授業の予習・復習用資料の送信， 

②オンデマンド授業で講義映像や資料を送信， 

③スタジオ型のリアルタイム配信授業 

ただし，補償金制度においても以下のことは認められませんので，ご注意ください。 

・市販されている書籍の全部を複製・公衆配信すること 

・問題集のような個々の学習者が購入することを想定して販売されている出版物を   

購入の代替となるような態様で複製・公衆送信すること 

・著作物を，受講生に限定せず，誰もが閲覧可能なウェブサイト上にアップロードする

こと 等 

参考 SARTRAS（サートラス）HP 

授業目的公衆送信補償金制度とは https://sartras.or.jp/seido/ 

 

６．履修登録期間中の対応について 

  前期授業の履修登録スケジュールは，以下のとおりです。  

 ①webによる履修登録 ４月４日（月）～４月８日（金）午前１０時まで 

  履修登録が定員を超過した授業は４月８日（金）に抽選を行います。 

 ②履修定員に達していない授業については，第１回及び第２回履修登録変更期間に，学生

から申請用フォーム（Microsoft Forms）で受け付け，定員を上回る授業については，

再度抽選を行います。この抽選において，授業担当教員の立ち合いは必要ありません。 

    第１回履修登録変更期間（４月１１日（月）～４月１２（火）１８時） 

     ４月１３日（水）抽選作業 夕方に受講者決定 

    第２回履修登録変更期間（４月１４日（木）～４月１５日（金）１０時） 

     ４月１５日（金）抽選作業 夕方に受講者決定 

 ③第２回履修登録変更期間後，履修定員に達していない授業については，申請用フォーム

（Microsoft Forms）で，随時，受講を受け付けます。（先着順） 

    第３回履修登録変更期間（４月１８日（月）～４月２２日（金）） 

 ④履修の削除については，４月１１日（月）から２週目までの４月２２日（金）１８時ま

https://sartras.or.jp/seido/


                   

でを可能とします。 

参考に，令和４年度前期教養教育履修登録スケジュール（資料４）を添付していますの

でご確認ください。 

 

７．出欠の確認について 

  高等教育の修学支援新制度における授業料等減免及び給付型奨学金支給の要件の一つ

として，「授業の出席率」が求められており，令和２年１月１５日開催の大学教育委員会

及び令和２年１月２０日開催の学生委員会において，本学における全ての授業の出欠を適

切に管理し，把握することを決定しました。 

遠隔で授業を実施する場合においても，毎回の出欠の確認は必ず行ってください。また，

教務システムから各回の出欠状況を入力いただくようお願いします。教務システムへの入

力が難しい場合は，全授業終了後，授業実施回数及び受講生毎の出席回数が分かる記録を

紙ベースもしくはデータで教育支援課教養教育係までご提出ください。 

出欠状況の記録・提出にあたり，出席簿（紙ベース，エクセル様式）が必要な場合はお

申し出ください。（※教務システムからも，出欠データの一括取り込みが可能な Excel フ

ァイルをダウンロードできるようになりました。） 

なお，第１回目及び第２回目授業は遠隔授業推奨期間であり，また履修登録変更期間中

にあたりますが，履修登録確定後に受講生の出欠状況を入力できるよう，仮の履修者名簿

等何らかの方法により出欠管理をお願いします。学生によっては，受講者調整により受講

開始が遅れることがありますが，その場合は出欠回数に含めず，教務システム上では「対

象外」として扱っていただくことも可能です。  

（例）他授業の抽選漏れのため第２回目授業から受講開始の場合  

・・・第１回目授業を「対象外」として教務システム上に入力する 

 

８．授業概要（シラバス）について 

学年暦の変更や遠隔授業への移行等により，受講計画や評価方法等について，シラバス

の内容が変更になる場合は，初回の授業に学生へシラバスをご提示いただくとともに，教

育支援課教養教育係にも変更されたシラバスの提出をお願いします。 

遠隔授業への変更や，感染予防対策のため，授業題目の変更や，授業計画に大きな変更

が生じる場合は，教育支援課教養教育係までご連絡ください。 

また，受講する学生の学部への連絡が必要，もしくは協議が必要だと判断される場合も，

早急に教育支援課教養教育係までご連絡ください。教養教育院を通じて学部へ照会いたし

ます。 

 

９．期末試験の実施・成績評価について 

試験室の調整のため，対面で行う試験と対面で行わない試験（課題レポート等）の別を

令和４年度前期 徳島大学教養教育科目 授業実施方法調査で併せて調査します。 

新型コロナウイルス感染症拡大によりＢＣＰレベルがあがった場合には，対面による期

末試験が実施できない場合があることから，成績評価を期末試験のみで行うのではなく，

毎回の授業での小テストやミニレポート，ミニッツペーパー等により評価を積み上げてお

くなど，成績評価方法について，予めご検討いただくようお願いします。 

なお，学期の途中において，当初シラバスで周知していた成績評価から変更する場合に

は，学生に対する丁寧な説明をお願いします。 

 

１０．その他 

大学全般に関わる新型コロナウイルスへの対応については，本学ホームページをご確認

ください。教養教育授業実施における新型コロナウイルスへの対応や各種情報については，



                   

教養教育院ホームページに掲載していますので，参考にしてください。 

ご不明な点がありましたら，教育支援課教養教育係へご連絡をお願いいたします。 

 

（添付資料） 

令和４年度教養教育学年暦 

２０２２（令和４）年度前期教養教育時間割一覧（エクセル） 

資料１ 新型コロナウイルス感染症に対する教養教育授業実施方針 

     別紙様式 教養教育対面授業実施申請書 

資料２ 令和４年３月２２日付け文部科学省高等教育局高等教育企画課事務連絡「令

和４年度の大学等における学修者本位の授業の実施と新型コロナウイルス

感染症への対策の徹底等に係る留意事項について（周知）」 

資料３ 令和２年１２月２３日付け文部科学省高等教育局長通知（２文科高第８６４

号）「大学等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底と学生の学修機

会の確保について（周知）」 

資料４ 令和４年度前期教養教育履修登録スケジュール 

 


