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今日の内容

教材フォルダの使い方

オンライン授業を実際にやってみます

先生方は学生として受講してください

PCやスマホ、タブレットでも参加できます

https://meet.google.com/bue-vcbp-awq

https://meet.google.com/bue-vcbp-awq


注意

対面参加、オンライン参加関わらず必ず音声を
ミュートにしてください

ハウリングしてしまいます



教材フォルダ

post: 課題提出

common: 教材提示

home: 作業用ホーム

学生はpostは書込専用、commonは読込専用

学内ネットワークからのみアクセス可能

そのため、外部からはVPNでまず接続



教材フォルダ

ネットワークフォルダ、教材フォルダ、など文言
がいろいろあります。すみません

専用ツールを用意しています（リンクは再掲）

Windows: https://s.oit.ac.jp/dw

Mac: https://s.oit.ac.jp/dm

https://s.oit.ac.jp/dw
https://s.oit.ac.jp/dm


Mac版

Mac版は教員のみ読み書き可能

学生はVDIからの利用を推奨（資料あり）



詳細な資料

ポータルサイトに「基礎情報処理Ⅰ補助資料」
があります。これを参照して下さい



やってみましょう：ファイル取得

もし自宅から見ている人は、VPNツールを先に

起動してください。（一瞬ネットワークが途切れ
ます。Meetに接続しなおして下さい）

ユーザ名は、t+教員番号です

commonドライブ

Y:¥【コロナ対応授業用フォルダ】¥99_テスト

にファイルが2つあるので、自分のPCにコピーし

て下さい。そのままダブルクリックして開かない
で下さい



やってみましょう

次のURLからダウンロードします

Windows: https://s.oit.ac.jp/dw

Mac: https://s.oit.ac.jp/dm

実行ファイルそのものなので、デスクトップにで
も移動させてください

移動後、実行します

https://s.oit.ac.jp/dw
https://s.oit.ac.jp/dm


もし「保護されました」が出たら

次の画面が出た場合は「詳細情報」をクリックし、
その後「実行」が出るので、「実行」をクリック

https://usedoor.jp/howto/digital/pc/windows10-defender-smartscreen-mukouka-alert/

詳細情報をクリックすると、
「実行」が表示される

実行



やってみましょう：ファイル取得

commonドライブ

Y:¥【コロナ対応授業用フォルダ】¥99_テスト

にファイルが2つあるので、自分のPCにコピーし

て下さい。そのままダブルクリックして開かない
で下さい



やってみましょう：ファイル提出

先ほど取得したファイルを、適当なファイル名（
例えば教員番号など）に変更して提出

POSTドライブ

X:¥【コロナ対応授業用フォルダ】¥99_テスト



注意

POSTに関して：

教員から見ると全員のファイルが見えます

学生からは自分のファイルしか見えません



主なオンライン授業システム

本来は会議システムだが……

Google Hangouts Meet

Microsoft Teams

Zoom :4月末まで教育関係者は無料

WebEx :申請により90日間無償利用化

YouTube Live :一方的な配信

ニコニコ動画 :コメントで画面が埋まってしまう



Google Hangouts Meet

わかりづらいのですが、この2つは別物

個人で無償利用可能 Google Hangouts

組織が契約するG Suite Google Hangouts Meet

Hangoutsは15人まで

Hangouts Meetは250人まで ←今回はこれ

ただし、Hangouts Meet ライブストリーミングなら10万人
まで

Hangouts MeetはG Suiteへのログインが必要

工大なら組織アカウントでログイン

ただし学生は未だによくわかっていない



オンライン授業の心得(?)

最初からうまくいくことはない

そこそこできればそれでOKとしよう

まだ時間があるので何人かで練習しましょう

Twitterではこんな声も

オンライン授業に否定的な大学教員の多くが、対面式
の授業では学生が自分の話を聞いてくれている、とい
う前提で話しているのが不思議。自分がそう思ってる
だけかもしれないのに。



オンライン授業の方法

1. 資料をファイルで提供し、レポートを提出させる

2. カメラで写してそのまま話す

3. 黒板を写して書きながら話す

4. 紙に書きながら話す

5. タッチ対応PCで書きながら話す

6. PowerPointスライドを映しながら話す

7. PowerPointスライドに録音したものを流す

8. ひたすら撮影して流す

9. 反転授業的発想
できないかも？



カメラで写す

Webカメラ付きのノートPCならPCの前で話せば
OK



黒板を写して書きながら話す

ノートPCのカメラでは調整が難しい

できれば安価なものでよいので外付けWebカメ
ラを用意する。三脚も欲しい

PCから離れると、やはりPC内蔵マイクでは音を
拾いづらいかも？

Logicool C270n ヨドバシカメラで1950円
ただしこれは三脚には付けられない

サンワサプライMM-MC23
ヨドバシカメラで864円

ただしWebカメラもマイクも軒並み売り切れです



代替案

【やじうまミニレビュー】Webカメラが品切れでも
OK? スマホをWebカメラとして使える「iVCam」を
試してみた - PC Watch 
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/yaji
uma-mini-review/1245703.html

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/yajiuma-mini-review/1245703.html


紙に書きながら写す

黒板と似たような感じだが、手暗がりになる

影対策に別照明が必要？



タッチ対応PCで書きながら話す

適当なアプリ

例）Microsoft Whiteboard

最悪ペイントでもよい

あるいは教員はタブレットで行う



PowerPointスライドを映しながら話す

過去の資産が活かせる

ただし、プレゼンテーションツールがそのまま移
ることがあるので、切り替えが必須



PowerPointスライドに録音したものを流す

あらかじめスライドに話す内容を録音

準備は大変だが、授業時は一番楽

ただし、スライドショーではなく「閲覧表示」が無難



ひたすら撮影して流す

PowerPointスライドは必要ない、あるいは黒板
に書いていく様子を使いたい

Windows標準のカメラアプリで撮影

あるいはスマホで撮影

ただし編集アプリはありません



音に関する注意

自機の音をネット配信するには、「サウンドミキ
サーの有効化」が必要

※PCによってはこれはできない可能性がある

設定→システム→サウンド→サウンドコントロー
ルパネル

ハードウェアやWindowsバージョンによって若干
異なる

参照：https://www.teradas.net/archives/31044/

https://www.teradas.net/archives/31044/




有効化

録音タブから「ステレオミキサー」上で右クリック
し、「有効」にする

1度有効にすればOK



反転授業的発想

90分間ずっとオンラインではやらない

あらかじめ教科書、演習問題などを指定

授業開始時に確認し、簡単に解説や再度指示
演習時間を取り、その間は教員は何もしない、
あるいは切断

指定時間後、解説を行う

一番のメリット：学生のギガ消費が少ない



データ通信量は？

Zoomの例ですが、調査している方によれば1時
間あたりの容量

スライド＋音声：80-100M程度

リアルタイム映像＋音声：200M程度

もし100分授業を行うと、スライド＋音声で150M
超？

各大学の悩みは、如何にしてデータ量が少ない
オンライン授業（遠隔授業）を行うべきか？

自宅に光回線を引きこみ、PCが複数あるような
家庭はかなりの 「情報強者」です……



参考資料

学習院大学 田崎教授

できるだけシンプルな遠隔授業・試作公開版

https://www.gakushuin.ac.jp/~881791/RLtest/

大阪大学 オンライン授業実践ガイド

https://www.tlsc.osaka-u.ac.jp/project/onlinelecture/

群馬大学 オンライン授業説明会

https://www.slideshare.net/jin_in/ss-231421106

その他、各大学で色々と模索したガイドラインが出され
ています

https://www.gakushuin.ac.jp/~881791/RLtest/
https://www.tlsc.osaka-u.ac.jp/project/onlinelecture/
https://www.slideshare.net/jin_in/ss-231421106


名古屋大学での例

(略) 当初はオンラインと対面授業を併用する予定だったが、政

府の専門家会議が一日、感染者増加が一定程度に収まってい
る「感染確認地域」では五十人以上の集会やイベントを控えるよ
う要請。五十人以上が同じ講義を受ける授業があるため、急き
ょ方針を変更した。

各授業は、学生の通信環境に配慮し、動画ではなく、図や文
書をまとめた資料に音声を付けた電子教材を主に作成。学生は
好きな時にパソコンなどにダウンロードして学習し、電子メール
などで教員とやりとりする。毎回の課題提出で出席と習熟度を
確認するという。実習や実験は、学生が密集しないようにした上
、共用の実験装置を消毒して実施する。（後略）

2020年4月4日 朝刊より

https://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2020040402000069.html

https://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2020040402000069.html


その他資料

愛知工業大学澤野研究室遠隔授業の覚書
https://sawanolab.aitech.ac.jp/?page_id=1456

Zoomを使った例ですが

情報処理学会全国大会オンライン発表の手引き

https://www.ipsj.or.jp/event/taikai/82/faq.html

専修大学情報科学研究所「大学のオンライン授業を展
開するための簡易ガイド」

http://senshu-iis.jp/?p=1102

東大 オンライン授業ポータル

https://utelecon.github.io/

https://sawanolab.aitech.ac.jp/?page_id=1456
https://www.ipsj.or.jp/event/taikai/82/faq.html
http://senshu-iis.jp/?p=1102
https://utelecon.github.io/


著作権上の注意

対面授業では教育上での著作物の利用が認め
られているが、オンライン授業やLMSでの利用
は例外

文化庁から「お願い」が出ているが決着されて
いない

参照：新型コロナ対策遠隔授業における著作権
法上の課題について

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi
/20200315-00167956/

https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20200315-00167956/


著作権に関するその他資料

[大学] オンライン授業における著作物利用の注
意
https://www.slideshare.net/satomikojima750/ss
-231050201

文化庁：授業目的公衆送信補償金制度の早期
施行について

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/9
2169601.html

https://www.slideshare.net/satomikojima750/ss-231050201
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92169601.html


他大学の取り組みなど

NII主催シンポジウム

【第2回】4月からの大学等遠隔授業に関する取

組状況共有サイバーシンポジウム『データダイ
エット戦略』 （4/3オンライン開催）

https://www.nii.ac.jp/news/2020/0325.html

リンク先やや中央

※動画や資料提供あり

https://www.nii.ac.jp/news/2020/0325.html


学生対応の準備

PDFの他、ビデオを準備中

学生にとって一番難しいのは、

G Suiteへのアカウントの切り替え
Zoomならリンクだけで参加できるので、最も楽
ですが、4月末までしか利用できません

その後は無料アカウントでは40分までしか利用
できない



今後の情報提供サイト

すでに、4/7付け教職員情報共有サイトで周知

しているように、以下のサイトに情報更新して追
記していきます。

定期的にチェックをお願いします

http://www.oit.ac.jp/japanese/crn/instructor.ht
ml

（ID:oit, password:xc9runoa）

http://www.oit.ac.jp/japanese/crn/instructor.html

