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遠隔授業
って何？

対面授業 遠隔授業

非対面形式で行う授業を指します。対面授業は教室内で先生が教卓
に立ち、学生は席に座り、授業を行います。一方、非対面形式の授業は
遠隔授業（オンライン授業）などを指します。インターネットを介して受け
る授業のことです。時間割上の時間帯に先生が授業を生配信する場
合や、 PCやスマートフォンで授業動画を見るオンデマンド形式などが
該当します。どのような授業形態で実施するのかは科目によって異なり
ます。1回目の授業でのガイダンスやMoodleの科目ページ（Moodle
とは？）、シラバス（講義要項）などで確認しましょう。

https://cgw.hokusei.ac.jp/hgu/wp-content/uploads/2021/09/5Moodle%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89.pdf


対面授業
と

遠隔授業
が混在

多くの授業は対面授業を実施

202１年度（昨年度）より

一部科目は遠隔授業！
しかし

学生数が多い科目など・・・



このような
時間割に
なるかも・・・

対面授業の間に遠隔授業があると

⇒学内で遠隔授業を受ける場合があるかも！？

例.1日のスケジュール

遠隔授業

～ 8:50 通学
8:50 ～ 10:20 1講目(対面)

10:20 ～ 10:30 移動
10:30 ～ 12:00 空き講
12:00 ～ 13:00 昼休み・ご飯
13:00 ～ 14:30 3講目(対面)
14:30 ～ 14:40 移動
14:40 ～ 16:10 4講目(遠隔)
16:10 ～ 16:20 移動
16:20 ～ 17:50 5講目(対面)
17:50 ～ 帰宅



学内で遠隔授業を
受講できる場所

遠隔授業を受けられるエリアの紹介をします



まずは大学構内の位置関係を確認

図書館棟

B館

A館

C館

センター棟

受講場所の紹介で建物の名称と階数を記します。
大体の位置関係を把握しておいてください。

大学会館



遠隔授業を
受講できる
場所一覧

◦情報実習室（A館2階、B館2～3階）

◦CALL教室（A館2階）

◦A館、C館ラウンジ(1階、3階を除く各階)

◦図書館（図書館棟）

◦ラーニング・コモンズ（センター棟2階）

◦大学会館2階ホール
※学内は無線LANが整備されています（一部を除く）。

※状況により利用が制限されている場合があります。
詳しくは、下記のURLからご確認ください。
学内窓口及び施設等の対応状況 | 北星学園大学・北星学園大学
短期大学部 (hokusei.ac.jp)

https://www.hokusei.ac.jp/covid-19/facility_status/

https://www.hokusei.ac.jp/covid-19/facility_status/


情報実習室

◦利用時間
◦ 平日 8:45-20:00

◦ 土曜日 8:45-16:45

◦ 日祝 閉室

◦置いてあるパソコン
◦ 第 1 ～第10実習室：Windows PC

◦ 第11～第12実習室：Mac PC

◦対面授業を行っている教室は利用できません

A館2階、B館2～3階

第1～第12実習室

開館・閉館時間は変更される可能性があります。
キャンパスガイドウェブなどで確認してください。

飲み物 ヘッドセット食事 Wi-Fi 電源

次のページから各場所の説明をします

場所の名称

場所の位置
および

追記事項

飲み物

ヘッドセット

食事

Wi-Fi

電源
ヘッドセットの
設置もしくは貸出の
有無

学生が自由に使用
できる電源の有無

Wi-Fi接続の可否

お菓子・軽食を
含む食事の可否

水分補給の可否例. 情報実習室の説明

出来ない・禁止されていることは

部分的に出来ないことは
で示しています。



情報実習室
CALL教室

◦利用時間
平日 8:45-20:00

土曜日 8:45-16:45

日祝 閉室

◦設置されているPCの種類
情報第 1 ～第10実習室：Windows PC

情報第11～第12実習室：Mac PC

CALL第1～第3教室：Windows PC

※対面授業を行っている時間帯は利用できません

A館2階／B館2～3階

情報第1～第12実習室

CALL第1～第3教室

開館・閉館時間は変更される可能性があります。
総合情報センターHPなどで確認してください。

飲み物 ヘッドセット食事 Wi-Fi 電源

https://cgw.hokusei.ac.jp/ipc/


情報実習室
CALL教室

A館2階／B館2階

情報第1～第４実習室

情報第９～第12実習室

CALL第1～第3教室
対面授業を行っている教室は

利用できません

2階

： Windows PC

写真

飲み物

ヘッドセット

食事

Wi-Fi 電源

第11、12実習室

Mac PC

写真



3階

： Windows PC

情報実習室
B館3階

情報第5～第8実習室

対面授業を行っている教室は

利用できません

写真

飲み物

ヘッドセット

食事

Wi-Fi 電源



A館、C館
ラウンジ

◦各階にあるフリースペース

電源は壁際にしかありません。

PCなどは事前に充電しておく必要があります。

【注意】

・多くの学生の利用が見込まれます。

他の人と距離を取り、イヤホンなどを利用して受講してください。

・近くの教室で対面授業を行っている場合があります。

音量等に注意してください。

A館／C館 2階～7階

A・C館の1階、3階と

A館6階には

ラウンジがありません

飲み物 ヘッドセット食事 Wi-Fi 電源



A館、C館
ラウンジ

A館／C館 2階～7階

A・C館の1階、3階と

A館6階には

ラウンジがありません

5階

飲み物

ヘッドセット

食事

Wi-Fi 電源



図書館
図書館棟1～4階

◦開館時間
平日 8:45-20:00

土曜日 8:45-16:45

日祝 閉館

◦PCについて
備え付けPCがあり、ノートPCの貸出が可能です。 (いずれもWindows PC)

持参したPCやタブレットなども利用できます。

※貸出台数には限りがあります。また、電源のない場所がありますので利用前に確認してください。

飲み物 ヘッドセット食事 Wi-Fi 電源

開館・閉館時間は変更される可能性があります。
図書館サイトなどで確認してください。

新館4階 マイクを使用する遠隔授業専用フロア

マイクを使わない場合は、
遠隔授業専用フロア以外の場所で受講可能

https://opac.hokusei.ac.jp/library/


3階

本館

新館

図書館
図書館棟1～4階

新館4階：
マイクを使用する遠隔授業専用

本館にも受講できる座席があります。
卓上パーティションがある席か個人席を利用してください。

飲み物

ヘッドセット

食事

Wi-Fi 電源



図書館
図書館棟1～4階

新館4階：
マイクを使用する遠隔授業専用

4階

本館

新館

マイクを使用する遠隔授業専用フロアになります。

新館4階と本館4階は
繋がっていません

飲み物

ヘッドセット

食事

Wi-Fi 電源



ラーニング・
コモンズ

センター棟2階

◦開館時間
平日 9:00-20:00

土曜日 10:00-17:00

日祝 閉館

◦PCについて
ノートPCの貸出(Windows PCのみ)が可能です。

PCやタブレットなどの持参を推奨します。

※貸出台数に限りがあります。

◦ webカメラ、延長コードなどの備品も貸出できます。

◦ 電源の位置は利用時に確認してください。

飲み物 ヘッドセットWi-Fi 電源

開館・閉館時間は変更される可能性があります。
学習 サポート センターHPなどで確認してください。

食事

https://cgw.hokusei.ac.jp/learning-support/


ラーニング・
コモンズ

センター棟2階

どのエリアでも受講が可能です。

飲み物

ヘッドセットWi-Fi 電源

食事



大学会館
2階ホール

大学会館2階

◦大学会館にあるフリースペース

◦PCについて
備え付けPC（Windows PC）があります。

PCやタブレットなどの持参を推奨します。

※備え付け台数に限りがあります。

【注意】

・多くの学生の利用が見込まれます。

イヤホンなどを利用して受講してください。

・教科書販売期間や生協の休業により、 利用できない場合があります。

飲み物 ヘッドセット食事 Wi-Fi 電源



大学会館
2階ホール

大学会館2階

教科書販売期間は

使用できません

飲み物

ヘッドセット

食事

Wi-Fi 電源

2階



紹介は以上です

遠隔授業を受講できる場所の紹介は以上です。
「遠隔授業、どこで受講しよう・・・」

と困ったときには、これらの場所を活用して受講してください。

この資料を参考に、お気に入りの場所を見つけましょう！



おわり
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