
令和 2 年 8 ⽉ 3 ⽇

学⽣の皆様
保護者の皆様

⾼崎健康福祉⼤学
学⻑ 須藤 賢⼀
（ 公 印 省 略）

令和 2 年度後期授業の実施⽅法及びオンライン授業受講に向けた準備のお願い

令和 2 年度前期授業については、5 ⽉ 11 ⽇よりオンライン授業で開始となり、現在まで
皆様のご協⼒により⼤きなトラブルもなく授業が進んでおります。また、群⾺県社会経済活
動再開に向けたガイドライン警戒度が２となって 6 ⽉ 8 ⽇より各学科指定曜⽇を設け、オ
ンライン授業では実施が難しい実習、実験といった授業を感染防⽌に努めながら並⾏して
実施しております。

これまで皆様の新型コロナウイルス感染防⽌のご協⼒もあって、これら授業が順調に進
んでおりますこと、改めて感謝申し上げます。

さて、7 ⽉中旬からにわかに新型コロナウイルスの感染者数が他の都道府県で増加傾向に
あり、全国で 1 ⽇の新規感染者数が 1,000 ⼈を超える報告が連⽇なされております。

後期より授業が通常通り実施できるよう、新型コロナウイルス感染症対策本部にて検討
しておりましたが、このような社会状況において通常通りの授業実施は感染を完全に防⽌
することはできないと判断いたしました。そのため、授業については前期同様、オンライン
による授業を原則といたします。尚、実験や実習科⽬等につきましては、政府、⽂部科学省、
厚⽣労働省、群⾺県、⾼崎市のガイドラインや通知、ご指導に則り、感染防⽌に努めながら
対⾯⽅式にて実施することといたしました。

学⽣の皆様にとっては⼤学に通学することが難しい状態での授業受講とあって⼤変ご不
便とご苦労をおかけしておりますが、感染防⽌と関係者の健康を考慮しての対応となりま
すこと、改めてご理解をいただきたいと思います。

ご⽗兄の皆様も⼤学に通学していないご⼦息ご息⼥の将来や資格取得などご不安もおあ
りかと思いますが、⼤学教職員⼀同、お預かりした学⽣皆さんの⽀援を精いっぱいさせてい
ただきますので、何卒ご理解とご協⼒をよろしくお願いいたします。

別紙より後期授業実施についての資料が続きます。ご確認いただきましてご不明な点等
ございましたら各学部事務室までお問い合わせください。

以上

⾼崎健康福祉⼤学
〒370-0033 群⾺県⾼崎市中⼤類町 37-1
電話 027-352-1290 FAX 027-353-2055



令和 2 年度後期授業 予定について

⾼崎健康福祉⼤学

※システムへのログイン URL は別途ご案内資料でお知らせします。
１．履修登録期間（Campus Plan）

令和 2 年 9 ⽉ 14 ⽇（⽉）〜16 ⽇（⽔）

２．後期教科書販売期間（丸善雄松堂 onSMaRT）教科書販売については別途ご案内します。
令和 2 年 9 ⽉ 14 ⽇（⽉）〜25 ⽇（⾦）
宅配期間：令和 2 年 9 ⽉ 16 ⽇（⽔）〜29 ⽇（⽕）

３．後期授業開始⽇
令和 2 年 9 ⽉ 28 ⽇（⽉）〜

各授業科⽬において、C-Learning を⽤いて連絡をいたします。シラバス変更点、成
績評価⽅法など確認して授業に臨んでください。

４．イベントについて
既に中⽌が決定している⾏事もありますが、適宜ポータルサイトやメールでお知ら

せいたします。

５．対⾯⽅式の授業実施スケジュールについて
当該授業の C-Learning 項⽬「ニュース」等でお知らせいたします。継続して検温結

果、体調管理について報告をお願いします。

６．部・サークル活動について
前期同様、活動を予定している部・サークルについては代表者より⼤学に申請をして

ください。⼤学の判断で活動を⾃粛いただく場合もありますので、ご承知おきください。 

７．体調不良の場合について
本学のアドバイザーまたは学部事務室に連絡、健⼤クリニックに電話で相談してく

ださい。

８．その他
急ぎお知らせする内容はポータルサイト、メールなど複数のメディアを⽤いて連絡

いたします。必ず確認をお願いします。
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令和 2 年 8 ⽉
学⽣各位

オンライン（遠隔）授業の実施における準備のお願いについて

新型コロナウイルス感染症対策として令和 2 年度後期授業についても、前期同様にオン
ラインによる授業を原則とさせていただきます。⾯接授業の実施に向けて最⼤限の感染症
対策を関係者で進めておりましたが、7 ⽉初旬より東京都及び隣接する県の感染者数が増加
していることを受け、この傾向は今後も継続すると判断し、学⽣の皆様の安全確保のため決
定いたしましたこと、ご理解ください。以下、オンライン授業に向けた準備についてお知ら
せいたします。

１．オンライン授業を受けるための準備について
オンライン授業を受けるために、情報端末、インターネット通信環境について各⾃で準備を
お願いします。前期中に準備できなかった⽅は引き続き対応できるよう、お願いいたします。 

１）情報端末について
ノートパソコン、タブレット端末、スマートフォンなど、インターネットブラウザが使⽤で
きる端末を準備してください。⼀部の授業では動画を視聴、課題の提出のためにマイクロソ
フト社の Word、Excel、PowerPoint のソフトウェアを利⽤いたしますので、これらが閲覧、
編集できる環境を整えていただきたいと思います。

２）インターネット通信環境について
⾃宅でオンライン授業が受けられるようなネットワーク環境を準備してください。動画視
聴をお願いする場合、1 講義あたり数 GB の視聴が必要な場合もあります。スマートフォン
を契約している通信事業者のホームページなどをご確認いただき、通信料に関する適切な
プランへの⼿続きをお願いします。
⾃宅に情報端末、ネットワーク環境がないなど、オンライン授業を受けることが困難な場合
は、ご所属の各学部事務室までお問い合わせください。

各学部事務室連絡先
学 科 部 署 名 電  話 メールアドレス

医療情報学科 健康福祉学部事務室 027-352-1290 uhw-kyomu@takasaki-u.ac.jp
社会福祉学科
健康栄養学科
薬学科 薬学部事務室 027-352-1180 uhw-yaku@takasaki-u.ac.jp
看護学科 保健医療学部事務室 027-352-1291 uhw-hoi@takasaki-u.ac.jp
理学療法学科
⼦ども教育学科 ⼈間発達学部事務室 027-352-5558 uhw-ningen@takasaki-u.ac.jp
⽣物⽣産学科 農学部事務室 027-388-8390 uhw-nogaku@takasaki-u.ac.jp
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２．本学で⾏うオンライン授業で使⽤するシステムについて 
本学で実施するオンライン授業では以下のシステムを利⽤します。 
 
１）C-Learning  
 授業評価アンケートで利⽤しているシステムです。この度このシステムでアンケート機
能に加え、課題の配信・提出や⼩テスト、ドリルなどの機能を追加いたしました。教員から
の指⽰によりそれら機能を使った授業参加をお願いすることになりますので、各⾃必ずロ
グインできることを確認しておいてください。 
 
https://kendai.c-learning.jp/s/    
 
ログイン ID は学籍番号 
パスワードは事前に配布した資料でご確認ください。 
 

尚、全授業で授業評価アンケートを回答していただく関係から、この C-Learning におい
て全授業の情報提供を⾏うこととします。ただし、それぞれの授業における教育効果の更な
る向上のため、以下の別のシステムも併⽤する授業があります。教員より C-Learning にお
いてそれぞれの授業で連絡がありますので、必ず確認をしてください。 
 
 
２）CaLabo Bridge（⾼崎健康福祉⼤学授業⽀援システム） 
これまでの授業でこちらのシステムを利⽤している教員は、引き続きこちらのシステムを
利⽤する場合もあります。C-Learning においてそのようなアナウンスがありましたらこち
らへのログインをお願いします。 
 
https://bridge.takasaki-u.ac.jp/chieru/lmsmainservlet  
 
 
 
 
３）Google Classroom 
学⽣の皆さんが付与されている学籍番号＠takasaki-u.ac.jp のメールアドレスは Google のサ
ービスを利⽤しております。教員によっては C-Learning でこのシステムを利⽤する旨連絡
をする場合があります。それぞれ Google のメールで招待されている URL にアクセスをお
願いします。 
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４）その他 
YouTube 
資料だけでは伝えきれない作業やスライドに教員が⾳声を添えて作成した動画などを視聴
するためのアプリとなります。利⽤者を限定した配信となりますので、教員から指⽰された
URL にアクセスしてください。 
 
その他、ビデオ会議システムやフリーソフトなど教員によっては上記お知らせしていない
ソフトなどの利⽤を案内する場合がありますので、環境が整わない場合は別途授業担当教
員にお問い合わせください。 
 
以下、想定される質問・回答となりますが、環境に関する不明な点等ございましたら、所属
する学科の事務室までお問い合わせください。 
 
Q1.パソコンが⾃宅（下宿先）に無い、インターネット通信環境が無い。 
A1.今後のために購⼊あるいは借りることができるようであれば、準備をお願いします。ど
うしても購⼊できない、借りることができない場合はご相談ください。 
 
Q2.プリンターは必要ですか。 
A2.教員にはプリントアウトする必要がないように課題の送受信ができる仕組みをお願い
してありますが、必要となる場合は別途ご相談ください。 
 
Q3.スマートフォンしかないのですが、⼤丈夫ですか。 
A3.スマートフォンだけでも⼤丈夫ですが、1 ページ⽬にあるとおり、ソフトウェアの環境
を整えていただく必要があるのと、課題を提出する際、編集機能がないと提出できない場合
もあります。授業によってはレポートの作成をお願いすることがありますので、できるだけ
パソコン、インターネット環境を整えていただくことをお勧めします。 
 
Q4.現在、下宿先にはパソコン、インターネット環境はありませんが、実家に帰れば整って
います。⾼崎にいる必要がありますか。 
A4.適宜⾯接授業を曜⽇指定で⾏います。実家からの通学が困難な場合は下宿先にパソコン、
インターネット環境を準備してください。 
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Q5.パソコンを購⼊したいのですが、⼤学お勧めのモデルなどあれば教えてください。 
A5.以下の仕様（スペック）を満たしていれば、どのメーカーでもかまいません。 
  
仕様（スペック） 

オペレーティングシステム（OS） Windows10 または MacOS 
メモリ 4GB 
ストレージ 256GB 
ネットワーク 有線接続 または 無線接続 
セキュリティ ウイルス対策ソフト 

※既に利⽤している機器や環境で C-Learning が利⽤できるのであれば、上記を満たしてい
なくてもかまいません。 
 
 
Q6.パソコンを既に持っていますが、買い替える必要はありますか。 
A6.必ず買い替える必要はありません。上記ソフトウェアのバージョンが古いなどが理由で
課題提出ができない場合は授業担当教員にお知らせください。 
 

以上 
 
 

⾼崎健康福祉⼤学 
〒370-0033 群⾺県⾼崎市中⼤類町 37-1 
電話 027-352-1290 FAX 027-353-2055 
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