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オンライン授業受講のためのTips.1
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2023年度からの高知大学のオンライン授業
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新型コロナウイルスが5類感染症に変更される方針であること等を踏まえ、

高知大学では2022年度まで実施していた、

講義室の人数制限、対面授業の制限を、

2023年度から廃止することを決定しました。(2023年2月27日)

これにより、対面の授業が基本となります。

学生の皆さんがオンライン授業を受講する機会としては、

四国内の国立5大学の共同実施によるeラーニング科目や各学部等でオンライン実

施が認められたメディア授業科目※を受講する場合、また対面授業でも全授業回

のうち一部の回をオンライン授業とすることがあります。

※授業時数の半数を超えてオンライン授業で構成される科目。卒業に必要な単位として60単位まで算入可。

授業が「メディア授業科目」であるかはシラバスで確認可能。



高知大学で開講されるオンライン授業
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大きく分けて次の３通りの方法があります。

非同期型授業
（オンデマンド型）

同期型授業
（リアルタイム型）

ハイブリッド型授業
（対面・オンライン混合型）

動画やテキスト、スライド等の教材
をオンラインで公開する方法です。
指定された期間内にアクセスして教
材を閲覧し学修することが可能です。

使用ツール：高知大学moodle

Web会議システムを使って、教員と
学生がリアルタイムで授業を行う方
法です。教員と学生の双方向で音声
や映像、チャットのやりとりができ
ます。

使用ツール：Microsoft Teams 等

対面授業とオンライン授業を組み
合わせて実施する方法です。対面
授業とオンライン授業（非同期を
含む）を組み合わせて実施する方
法や、同じ内容の授業を対面授業
と同時にオンラインで中継する方
法などがあります。

moodle
教員

教材を
アップロード

学生

自宅等からアクセスして学修する

教員

学生

リアルタイムで
授業を行う

対面授業

オンライン授業
（同期・非同期を問わない）



オンライン授業を受講するために必要なもの
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【非同期型・同期型ともに必須のもの】

• インターネット通信ができるパソコン

• インターネット環境

• 自宅でオンライン授業を受けられるよう、ネットワーク環境の整備をお願いします。オンライン
授業を受講すると、1回90分の授業で100MB～1GB程度の通信量が発生します。課題の作成やオ
ンラインで行われる履修登録や各種連絡に対応できるよう、光回線など通信量に制限のない回線
を推奨します。

【周囲に配慮しながら受講する場合に用意することが望ましいもの】
• ヘッドホン、イヤホン（必須）
• 周囲の音を拾いにくいマイク（例：ヘッドセットやイヤホン付属のマイク）（非同期型では不要）

※スマートフォンやタブレット端末でも授業用のビデオ会議に接続できますが、授業内の活動にはパソコンが必
要な場合があります。学生側からもコミュニケーションを取るために、マイクとWebカメラが必要となる場合
がほとんどです。

【同期型授業に必須のもの※】
• Webカメラ、マイク（パソコンに内蔵されていればＯＫ）



高知大学の
オンライン授業で
使われる
代表的なツール

KULAS（教務情報システム）

シラバス等の履修に関する情報、成績や就職に関する情報など、
大学生活にかかせない多くの情報を閲覧することができます。
休講や補講、教員からの講義連絡もKULASで通知されますので、
こまめに確認しましょう。

KULASの詳細は、オリエンテーション資料「KULAS利用の手
引」、「高知大学シラバスの検索方法」をご覧ください。

高知大学moodle

高知大学moodleは、授業動画や講義資料等の閲覧やディスカッ
ション、課題の提出、アンケート等の機能を備えています。
主に非同期型（オンデマンド型）のオンライン授業で使用され
ます。対面授業やオンライン同期型（リアルタイム型）の授業
でも補助的に使用されます。

Microsoft Teams

高知大学で提供されているMicrosoft Office365のアプリの一つ
です。チャットやファイルの共有、ビデオ会議等の様々な機能
を備えており、主にビデオ会議によるオンライン同期型（リア
ルタイム型）の授業で用いられています。
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右図のボタンから
「ブロックドロワ」
を開いてご覧ください。

高知大学moodleについて
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ログイン後に画面上部に
表示される「マイコース」
に受講科目が一覧表示
されます。
コース名をクリックして
受講を開始してください。

高知大学moodle(https://moodle.kochi-u.ac.jp/)
には、単年度版と連年度版があります。

オンライン授業の受講の際は、単年度版にアク
セスしてください。

高知大学moodle単年度版トップページ(一部)

ログイン方法の詳細は、オリエンテーション資料
「高知大学moodleとは？」をご参照ください。

※授業科目のコースは、担当教員が公開した時点からアクセス可能
となりますので、授業開始前は表示されない可能性があります。

詳細な利用方法については、高知大学moodleトップ
ページ右に掲載されている学生用簡易マニュアルを
ご参照ください。

ログインは
こちらから



Windows 11では、家庭向け と、職場向け
の2通りのデスクトップアプリが提供されています。
高知大学のTeamsは職場向けアプリでのみアクセスできます。

職場向けアプリ は初期インストールされていません。

Teamsの利用
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TeamsはWebブラウザ（最新のEdge, Chrome, Safari）からも利用できますが、
デスクトップアプリの利用を推奨します。（ブラウザにより一部機能が利用不可）

ブラウザでは
http://www.office.com/
から全学認証IDでサインイン

Teams (Webアプリ版)

デスクトップアプリについて

デスクトップアプリでは、PCで使用しているアカウントや、過去のTeamsアプリの利用状況等により、
高知大学のTeamsへの接続が困難な場合があります。その場合は、ひとまずブラウザで接続してください。

いずれの場合も、
高知大学Teamsへは全学認証IDでサインインしてください。

Microsoft365のアプリ
一覧の下の方に..

Windows 10やMacでは、家庭／職場向けに共通のデスクトップ
アプリ が提供されています。(アカウントにより に変化)

デスクトップアプリ は初期インストールされていません。

詳細はP.18「その他の参考資料」に掲載している学び創造センター質保証ユニットHP「高知大学Teamsへのアクセス方法」をご覧ください。



Teamsデスクトップアプリのダウンロード
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https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams/download-app

ダウンロードURL

Windowsでは「職場/学校向けのTeams」
をダウンロードしてください。

高知大学Teamsにアクセスできるデスクトップアプリ は何らかの機会に（例：Microsoft365の一部として等）
既にPCにインストールされている可能性があります。まずは確認してみましょう。

PCにインストールされていない場合は、手動でダウンロードしてインストールする必要があります。

Macではこのようになります。



高知大学Teamsへのサインインの流れ
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Webブラウザ (https://www.office.com/) デスクトップアプリ

全学認証ID@kochi-u.ac.jpを入力

全学認証IDと
パスワードを入力

組織によるデバ
イス管理の有無
(オフでよい)

Teamsを選択

利用開始



(参考) Teamsを利用するアカウントの切替
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高知大学の全学認証ID以外の
アカウントで、Teamsに参加
している場合は、アカウントを
切り替えてください。

Teamsアプリ右上の○を
クリックして、アカウントを
表示し、サインアウト

切替方法

Webブラウザでは
「別のアカウントに切り替える」

デスクトップアプリ では
「別のアカウントを使用するか、サインアップしてください。」
や「開始する」を選択してください。

使用するアカウントが提示
されない場合は「開始する」

それでもうまくいかない場合は、
シークレットモード※で開いた
Webブラウザで、Teamsにアクセ
スして下さい。

※シークレットモードとは、自分が閲覧したウェブページの閲覧履歴やダウンロード履歴が残らない機能のことです。



Teamsの授業に参加するには
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Teamsに全学認証IDでサインインすると、高知大学のTeamsに接続できます。
Teamsでは、授業ごとに用意された「チーム」に参加して受講するのが基本です。

授業のチームに参加するには、以下のような方法があります。担当教員からの指示に従ってください。
a. 教員から提供される「チームコード」で自己登録
b. 教員側でチームに登録され、一覧に表示されるチームアイコンからアクセス
c. 教員から提供されるURLにアクセスして登録をリクエスト→承諾を経てチームアイコンが表示される

Teamsの画面

自己登録はこの
ボタンから

授業チームへの参加方法

Teamsのチームタブでは：
・参加しているチームの一覧が表示されます。
・「チームコード」を使い、チームに自己登録

することができます。

チームタブ
を選択

参加しているチームが
一覧で表示



Teamsのビデオ会議画面
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同期型オンライン授業は、毎回決まった時間に開催されるビデオ会議に参加して受講します。

授業用のチーム内に開かれた会議に参加してください。自分で会議を開かないようにしてください。

ビデオ会議の画面

詳細な利用方法は、学び創造センター質保証
ユニットHP上のマニュアルをご覧ください。

https://www.kochi-u.ac.jp/daikyo/students/manuals-docs.html



同期型オンライン授業で使われるその他のツール

13授業に必要となるものや、授業の際の注意点はTeams でのオンライン授業と同様です。

Zoomミーティングに参加する
https://zoom.us/j/99721187704

ミーティングID: 997 2118 7704
パスコード: 106543

高知大学の同期型オンライン授業では、Teams以外にもZoomやWebEx等のビデオ会議システムが
用いられる科目があります。

これらのビデオ会議システムでは、授業全体に対応する「チーム」に該当するものはありません。
毎回の授業用のビデオ会議の参加情報が、教員から提供されるのが基本です。

Zoomの例

参加情報 URLにアクセス

パスコード

Zoomアプリ画面 ビデオ会議画面

氏名を入力



講義連絡を確認しましょう
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講義連絡は、大学のメールアドレスに届くメールを確認するようにしてください。

講義に関する連絡は、KULASを中心に、科目によりmoodleのアナウンス機能や、電子メールによる

直接送信など、多様な手段で送られてきますが、そのほとんどは、大学のメールアドレスに転送さ
れるようになっています。

大学のメールアドレス
(…@s.kochi-u.ac.jp)

教員からの
直接メール

注意

Teams での「投稿」は、基本的には
メールで通知されません。

皆さんの投稿に、教員がすぐには気づかない
可能性がありますので、ご注意ください。

講義連絡方法は科目により異なりますので、初回の授業でしっかり確認しておきましょう。
また、授業担当教員への連絡方法についても確認しておくとよいでしょう。

重要



生活のリズムを崩さないで非同期型授業を受講しましょう！
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非同期型授業（オンデマンド型）のオンライン授業には、授業中に取り組んで、授業終了後に提出する
ワークシートや課題も含まれています。
こうした課題は、対面授業と同程度の学修効果を挙げるために設定されているものなので、できるだけ授
業公開日のうちに課題を提出するなど、学修のペースを一定に保ちながら受講できるようにしましょう。

特に1年生のみなさんは、慣れない大学生活の中で、非同期型授業の受講を先延ばしにして、深夜に受講
するようなことになりがちです。
授業日と開講時間帯を意識しながら、1日のスケジュールをしっかり決めて受講することも、質の高い学
修成果を挙げるためにとても重要です。
心身ともに健康を維持できる生活ペースを早く確立して、オンライン授業にも取り組んでください。



同期型授業受講時の留意点
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オンライン同期型授業を受講するにあたって、次の５点に気を付けてください。

１：必要な時以外はマイク・カメラをオフにする
座学の場合は、教員からの指示がない限りマイクとカメラはオフにしておいてください。
演習の場合にも、自分が発言しないときにはマイクをオフにしましょう。イヤホンやヘッドフォンを持って
いる場合は使用をおすすめします。
マイクをオフにした状態で教員へ何か伝えたいことがある場合は、会議チャット機能を使ってテキストで伝
えることが可能です。

２：勝手に会議を開始しない
Teamsでは、教員の許可がない限り、勝手に会議を開始しないように注意してください。
授業開始前に勝手に会議を開始してしまうと、本来の授業用会議とは別の会議が立ち上がってしまうため、
他の学生が本来参加すべき会議が分からなくなり、授業の進行に支障をきたす恐れがあります。チームを開
いた際にまだ会議が立ち上がっていなかったとしても、教員が会議を開始するのを待ってください。



同期型授業受講時の留意点（続き）
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４：他人のマイクをオフにしたり、挙手を下げたりしない
教員の指示がない限り、他人のマイクをオフにする、挙手を取り下げる等の操作はしないようにしてください。

５：許可なく配付資料や動画をダウンロードして他者と共有しない
授業の録画動画や配付された資料の中には、学生がダウンロードできるものがありますが、教員の許可なく
他者へ共有することはしないでください。学外者との共有やSNS等への投稿も、もちろんNGです。

オンライン同期型授業は、担当教員の指示に従って受講するようにしてください。
また、授業の音声を聞き取りやすいように、できるだけ静かな環境で受講すると良いでしょう。

３：許可なくレコーディング機能を使用しない
Teamsには会議を録画するための「レコーディングを開始する」、「レコーディングを停止する」という機
能がついていますが、教員の許可なく、この機能を使用しないようにしてください。
授業内容を復習するために個人的に会議を録画したい場合には、まず教員へ相談してください。



その他の参考資料
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学び創造センター質保証ユニットのHPに、各種の参考資料を掲載しています。
http://www.kochi-u.ac.jp/daikyo/

Teamsに関する詳細はこちら



オンライン授業に関する問合せ窓口
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高知大学moodleに関する問合せ

KULAS/eﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ/Teams等システム操作、オンライン授業受講に関する問合せ

【学務部学務課全学・共通教育係】
（電話）088-844-8706
（Mail）new_online＠kochi-u.ac.jp

個々の授業内容に関しては、授業担当教員にお問合せ下さい。
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