
第２報（2020年 5月 1日公表） 

第２報（2020年 5月８日更新） 

【重要】学生のみなさんへ 
遠隔授業を受けるための準備について 

 
 

１．試行期間（5/11～15）に実施する準備について 
5月 18日（ 月）から開始される遠隔授業を円滑に受講することができるように、

5月 11日（ 月）から 5月 15日（ 金）までの試行期間中に、以下のことを必ず行っ

てください。 
 

【語学・演習科目（ゼミ）】 

主に同時双方向型で行い、Zoomをはじめとするアプリで映像や音声のやりとりを

行うほか、Google（Classroom等のアプリもあわせて使用します。試行期間中は、以

下の科目についてZoomアプリ等の接続確認やオリエンテーション等を行います。 
 

１年生…各学生が履修する語学科目（時間割どおり）※クラスが指定された科目のみ 

２年生…各学生が履修する語学科目（時間割どおり）※クラスが指定された科目のみ 

    発展演習（5/12（火）４限／５限）※春学期に履修する学生のみ 

３年生…専門演習Ⅰ 5/11（（月）、5/13（（水）、5/15（（金）４限 ※時間割どおり 

４年生…専門演習Ⅱ 5/11（（月）、5/13（（水）、5/15（（金）５限 ※時間割どおり 

 ４年生のうち、代替履修の方、すでに専門演習Ⅱの単位を修得済みの方は除きます。） 
 

⇒一部科目は試行実施がありませんので、必ず別紙一覧（※5/8更新）で該当科

目を確認してください。 
 
 

【講義科目】 

一部科目のみ、試行期間中にオリエンテーション等を行います。各学生への連絡は、

Gmail を使用します。Gmail アプリをスマホにダウンロードするなどして、いつも以

上にメールの確認をこまめに行うようにしてください。 

オンデマンド型で行う講義は、各教員が講義資料や音声等のファイルを（Google（

Drive に保存し、それを学生がダウンロードして学習を行います。また、Google（

Classroom 等のアプリもあわせて使用する場合もあります。Google（Classroom へ

の招待や授業の連絡等にも Gmail を使用しますので、必ず確認するようにしてくだ

さい。 
 

【各種アプリのマニュアル】（※5/8更新） 

「Google（Classroom」及び「Zoom」の学生用マニュアルを、Google（Drive に

アップロードしました。大学が付与したアカウントでGoogle（Drive にログインし、  

共有アイテムーshareー0.遠隔授業ーマニュアルからアクセスしてください。 



２．学内のパソコン実習室等の開放可否について 
 

感染拡大防止の観点から、インターネット環境の整備が難しい学生で、下関市内在

住の方に限定して許可する方向で引き続き検討しています。詳細については、5 月 7

日を目途にお知らせいたします。 

また、２年生以上の学生のみなさんに 3回に分けて遠隔授業実施に関する調査を行

ったところ、約４割の方がプリンターを持っていないとの回答でした。 

パソコン実習室のプリンター使用の希望も多くあると思いますが、プリンターを持

っていない学生の皆さんが学内のプリンターを使用すると想定した場合、パソコン実

習室が密な状態となります。 

このため、苦渋の決断ではありますが、学生の皆さんの健康と安全を第一に考え、

学内のプリンターの使用を禁止することとしました。ご自宅にプリンターがない場合

は、コンビニ等のネットプリント等もご活用ください。 

 

（※5/8更新） 

パソコン実習室の利用許可の方針について、5月 7日を目途にお知らせするとして

おりましたが、現在も引き続き検討中です。お待たせして大変申し訳ございませんが、

検討結果は特設ページにてお知らせいたしますので、5月11日以降ご確認ください。 
 
 
 
 
 
 

【授業に関するお問い合わせ先】 平日8:30～17:15） 

下関市立大学学務グループ教務班  

TEL:083-252-0289 

Email:enkaku@shimonoseki-cu.ac.jp 



2020/5/1公表

2020/5/8更新

【最終版】授業準備期間（5/11～5/15）に試行する授業一覧

※この一覧は5/1（金）に公開したものから一部修正を加えた「最終版」です。

※修正（追加または削除）があった科目は太赤字で表記しています。ご確認ください。

曜日 時限 科目名 教員名（漢字） 備考

月曜日 1限 英語A　E1組 相原　信彦

月曜日 1限 英語A（LL）　E7組 泉澤　みゆき

月曜日 1限 英語A　E9組 高本　孝子

月曜日 1限 英語A（LL）　E13組 細木　由紀子

月曜日 1限 中国語A　C1組 馬　叢慧

月曜日 2限 英語A（作文）　E3組 細木　由紀子

月曜日 2限 英語A　E4組 相原　信彦

月曜日 2限 英語A　E5組 村田　希巳子

月曜日 2限 英語A（LL）　E8組 高本　孝子

月曜日 2限 英語A　E12組 泉澤　みゆき

月曜日 2限 中国語A　C2組 馬　叢慧

月曜日 2限 日本語A 三成　清香

月曜日 3限 英語A　E2組 高本　孝子

月曜日 3限 英語E（時事）　E1組 下條　かおり

月曜日 3限 英語E（時事）　E2組 村田　希巳子

月曜日 3限 英語E（時事）　E3組 山崎　優子

月曜日 3限 英語E（時事）　E5組 谷國　晶洋

月曜日 3限 英語E（ｴｯｾｲ・物語）　E11組 細木　由紀子

月曜日 3限 中国語A　C3組 馬　叢慧

月曜日 3限 中国語E　C1組 篠原　征子

月曜日 3限 朝鮮語A　K1組 白川　春子

月曜日 3限 日本語B 三成　清香

月曜日 4限 英語E（時事）　E6組 山崎　優子

月曜日 4限 英語E（作文）　E7組 下條　かおり

月曜日 4限 英語E（ｴｯｾｲ・物語）　E12組 細木　由紀子

月曜日 4限 英語E（ｴｯｾｲ・物語）　E14組 村田　希巳子

月曜日 4限 中国語E　C2組 篠原　征子 5/8追加

月曜日 4限 中国語E　C3組 木村　裕章

月曜日 4限 朝鮮語E　K1組 白川　春子

月曜日 4限 専門演習Ⅰ（足立） 足立　俊輔

月曜日 4限 専門演習Ⅰ（関野） 関野　秀明

月曜日 4限 専門演習Ⅰ（橘） 橘　誠 5/8削除（個別に指示あり）

月曜日 4限 専門演習Ⅰ（中川） 中川　圭輔

月曜日 4限 専門演習Ⅰ（水谷） 水谷　利亮

月曜日 4限 専門演習Ⅰ（村田） 村田　和博 5/8追加

月曜日 4限 専門演習Ⅰ（横山） 横山　寛和

月曜日 5限 専門演習Ⅱ（足立） 足立　俊輔

月曜日 5限 専門演習Ⅱ（関野） 関野　秀明



2020/5/1公表

2020/5/8更新

【最終版】授業準備期間（5/11～5/15）に試行する授業一覧

※この一覧は5/1（金）に公開したものから一部修正を加えた「最終版」です。

※修正（追加または削除）があった科目は太赤字で表記しています。ご確認ください。

曜日 時限 科目名 教員名（漢字） 備考

月曜日 5限 専門演習Ⅱ（橘） 橘　誠 5/8削除（個別に指示あり）

月曜日 5限 専門演習Ⅱ（中川） 中川　圭輔

月曜日 5限 専門演習Ⅱ（水谷） 水谷　利亮

火曜日 3限 日本事情A（留学生のみ） 重田　美咲

火曜日 4限 発展演習（重田） 重田　美咲

火曜日 4限 発展演習（嶋田） 嶋田　崇治

火曜日 4限 発展演習（橘） 橘　誠

火曜日 4限 発展演習（田吹） 田吹　香子 5/8追加

火曜日 4限 発展演習（萩原） 萩原　久美子

火曜日 4限 発展演習（水谷） 水谷　利亮

火曜日 4限 発展演習（村田） 村田　和博 5/8追加

火曜日 4限 発展演習（大野・4限） 大野　悠介 5/8追加

火曜日 4限 発展演習（清水・4限） 清水　順子

火曜日 4限 発展演習（田代安・春） 田代　安彦

火曜日 4限 人文地理学概論 佐藤　裕哉

火曜日 5限 発展演習（佐藤隆） 佐藤　隆

火曜日 5限 発展演習（サリバン） ｻﾘﾊﾞﾝ ｸﾘｽﾃﾝ

火曜日 5限 発展演習（田中） 田中　裕美子

火曜日 5限 発展演習（西田） 西田　雅弘

火曜日 5限 発展演習（大野・5限） 大野　悠介 5/8追加

火曜日 5限 発展演習（清水・5限） 清水　順子

水曜日 1限 英語B　E3組 相原　信彦

水曜日 1限 英語B（LL）　E5組 田吹　香子 5/8追加

水曜日 2限 英語B（作文）　E2組 相原　信彦

水曜日 2限 英語B（作文）　E4組 田吹　香子 5/8追加

水曜日 2限 中国語B  C1組 秋山　淳

水曜日 2限 日本語C 重田　美咲

水曜日 3限 英語B（作文）　E1組 高路　善章

水曜日 3限 英語B　E6組 泉澤　みゆき

水曜日 3限 英語B（LL）　E10組 ｻﾘﾊﾞﾝ ｸﾘｽﾃﾝ

水曜日 3限 英語B　E13組 山崎　優子

水曜日 3限 朝鮮語B　K2組 白川　春子

水曜日 3限 日本語D 重田　美咲

水曜日 3限 日本語演習a 三成　清香

水曜日 3限 英語実習c　EP1組 ｺﾚｯﾄ ﾎﾟｰﾙ

水曜日 3限 英語実習c　EP3組 ﾋｯｸｽ ｼﾞｪｲﾑｽ

水曜日 3限 英語実習c　EP5組 ﾗｯﾂ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ

水曜日 3限 英語実習c　EP7組 ｹｲｽ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ



2020/5/1公表

2020/5/8更新

【最終版】授業準備期間（5/11～5/15）に試行する授業一覧

※この一覧は5/1（金）に公開したものから一部修正を加えた「最終版」です。

※修正（追加または削除）があった科目は太赤字で表記しています。ご確認ください。

曜日 時限 科目名 教員名（漢字） 備考

水曜日 3限 英語実習c　EP9組 ｸﾚｼｰﾆ ﾘｽﾞ

水曜日 3限 英語実習c　EP11組 ﾍﾞﾀﾑ ﾘｰ ﾏｼｭｰ

水曜日 3限 朝鮮語実習c KP1組 崔　相振

水曜日 4限 英語B　E7組 相原　信彦

水曜日 4限 英語B　E11組 山崎　優子

水曜日 4限 英語B　E14組 高路　善章

水曜日 4限 朝鮮語B　K1組 呉　香善

水曜日 4限 英語実習c　EP4組 ﾋｯｸｽ ｼﾞｪｲﾑｽ

水曜日 4限 英語実習c　EP6組 ﾗｯﾂ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ

水曜日 4限 英語実習c　EP8組 ｹｲｽ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ

水曜日 4限 英語実習c　EP10組 ｸﾚｼｰﾆ ﾘｽﾞ

水曜日 4限 英語実習c　EP12組 ﾍﾞﾀﾑ ﾘｰ ﾏｼｭｰ

水曜日 4限 朝鮮語実習c KP2組 崔　相振

水曜日 4限 専門演習Ⅰ（飯塚） 飯塚　靖

水曜日 4限 専門演習Ⅰ（岡本） 岡本　次郎 5/8追加

水曜日 4限 専門演習Ⅰ（佐藤隆） 佐藤　隆

水曜日 4限 専門演習Ⅰ（島田） 島田　美智子 5/8追加

水曜日 4限 専門演習Ⅰ（田中） 田中　裕美子

水曜日 4限 専門演習Ⅰ（中嶋） 中嶋　健

水曜日 4限 専門演習Ⅰ（西戸） 西戸　隆義

水曜日 4限 専門演習Ⅰ（萩原） 萩原　久美子

水曜日 4限 専門演習Ⅰ（松本義） 松本　義之

水曜日 4限 専門演習Ⅰ（竹内） 竹内　裕二

水曜日 5限 専門演習Ⅱ（飯塚） 飯塚　靖

水曜日 5限 専門演習Ⅱ（岡本） 岡本　次郎 5/8追加

水曜日 5限 専門演習Ⅱ（叶堂） 叶堂　隆三

水曜日 5限 専門演習Ⅱ（佐藤隆） 佐藤　隆

水曜日 5限 専門演習Ⅱ（島田） 島田　美智子 5/8追加

水曜日 5限 専門演習Ⅱ（田中） 田中　裕美子

水曜日 5限 専門演習Ⅱ（中嶋） 中嶋　健

水曜日 5限 専門演習Ⅱ（萩原） 萩原　久美子

水曜日 5限 専門演習Ⅱ（松本義） 松本　義之

木曜日 2限 日本語演習b 重田　美咲

木曜日 2限 教育相談 横山　博司

木曜日 3限 日本語実習g　1組 三成　清香

木曜日 3限 日本語実習g　2組 渡辺　真由美

木曜日 3限 英語実習d　EP2組 ﾃﾞｲｳﾞｨｰｽ ﾏｯｸｽ

木曜日 3限 英語実習d　EP4組 ｸﾞﾘﾌｨｽ ﾛｰﾘｰ 5/8追加



2020/5/1公表

2020/5/8更新

【最終版】授業準備期間（5/11～5/15）に試行する授業一覧

※この一覧は5/1（金）に公開したものから一部修正を加えた「最終版」です。

※修正（追加または削除）があった科目は太赤字で表記しています。ご確認ください。

曜日 時限 科目名 教員名（漢字） 備考

木曜日 3限 英語実習d　EP6組 ｸﾚｼｰﾆ ﾘｽﾞ

木曜日 3限 英語実習d　EP8組 ﾜｯﾄ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ

木曜日 3限 英語実習d　EP10組 ｹｲｽ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ

木曜日 3限 朝鮮語実習d KP1組 呉　香善 5/8追加

木曜日 3限 教育心理学 横山　博司

木曜日 4限 日本語実習i　1組 三成　清香

木曜日 4限 日本語実習i　2組 渡辺　真由美

木曜日 4限 英語実習d　EP1組 ﾃﾞｲｳﾞｨｰｽ ﾏｯｸｽ

木曜日 4限 英語実習d　EP3組 ｸﾞﾘﾌｨｽ ﾛｰﾘｰ 5/8追加

木曜日 4限 英語実習d　EP5組 ｸﾚｼｰﾆ ﾘｽﾞ

木曜日 4限 英語実習d　EP7組 ﾜｯﾄ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ

木曜日 4限 英語実習d　EP9組 ｹｲｽ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ

木曜日 4限 朝鮮語実習d KP2組 呉　香善 5/8追加

金曜日 1限 英語F（時事）　E1組 高路　善章

金曜日 1限 英語F（時事）　E2組 相原　信彦

金曜日 1限 英語F（時事）　E3組 細木　由紀子

金曜日 1限 英語F（時事）　E5組 十時　康

金曜日 1限 英語F（時事）　E6組 泉澤　みゆき

金曜日 1限 英語F（作文）　E7組 ｻﾘﾊﾞﾝ ｸﾘｽﾃﾝ

金曜日 1限 英語F（ｴｯｾｲ・物語）　E10組 田吹　香子 5/8追加

金曜日 1限 中国語F　C1組 任　清梅

金曜日 2限 英語F（作文）　E8組 高路　善章

金曜日 2限 英語F（作文）　E9組 細木　由紀子

金曜日 2限 英語F（ｴｯｾｲ・物語）　E11組 田吹　香子 5/8追加

金曜日 2限 英語F（ｴｯｾｲ・物語）　E12組 泉澤　みゆき

金曜日 2限 英語F（ｴｯｾｲ・物語）　E13組 十時　康

金曜日 2限 中国語F　C3組 馬　叢慧

金曜日 2限 朝鮮語F　K1組 呉　香善 5/8追加

金曜日 2限 日本語実習c　2組 新村　美苗 5/8追加

金曜日 3限 日本語実習a　1組 三成　清香

金曜日 3限 日本語実習a　2組 新村　美苗

金曜日 3限 英語L　E1組 渡部　明子

金曜日 3限 中国語L　C1組 篠原　征子 5/8追加

金曜日 3限 中国語L　C2組 秋山　淳

金曜日 3限 中国語L　C7組 木村　裕章

金曜日 3限 朝鮮語L　K2組 呉　香善 5/8追加

金曜日 3限 ドイツ語L　G1組 西田　雅弘

金曜日 3限 フランス語L　F1組 中川　裕二



2020/5/1公表

2020/5/8更新

【最終版】授業準備期間（5/11～5/15）に試行する授業一覧

※この一覧は5/1（金）に公開したものから一部修正を加えた「最終版」です。

※修正（追加または削除）があった科目は太赤字で表記しています。ご確認ください。

曜日 時限 科目名 教員名（漢字） 備考

金曜日 3限 英語実習a　EP3組 ｹﾝﾌﾟ ﾆｺﾗｽ

金曜日 3限 英語実習a　EP6組 ﾃﾞｲｳﾞｨｰｽ ﾏｯｸｽ

金曜日 3限 英語実習a　EP9組 ﾗｯﾂ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ

金曜日 3限 英語実習a　EP12組 ｹｲｽ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ

金曜日 3限 英語実習a　EP16組 ﾍﾞﾀﾑ ﾘｰ ﾏｼｭｰ

金曜日 3限 英語実習a　EP19組 ﾜｯﾄ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ

金曜日 3限 英語実習a　EP22組 ﾊﾞｰｸﾞ ﾏｲｹﾙ 5/8追加

金曜日 3限 中国語実習a　CP1組 馬　叢慧

金曜日 4限 英語L　E2組 渡部　明子

金曜日 4限 中国語L　C3組 木村　裕章

金曜日 4限 中国語L　C4組 篠原　征子 5/8追加

金曜日 4限 中国語L　C5組 岡村　和世

金曜日 4限 朝鮮語L　K3組 金　美羅

金曜日 4限 ドイツ語L　G2組 西田　雅弘

金曜日 4限 フランス語L　F2組 中川　裕二

金曜日 4限 英語実習a　EP4組 ﾗｯﾂ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ

金曜日 4限 英語実習a　EP7組 ﾊﾞｰｸﾞ ﾏｲｹﾙ 5/8追加

金曜日 4限 英語実習a　EP10組 ｹﾝﾌﾟ ﾆｺﾗｽ

金曜日 4限 英語実習a　EP13組 ﾃﾞｲｳﾞｨｰｽ ﾏｯｸｽ

金曜日 4限 英語実習a　EP14組 ｹｲｽ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ

金曜日 4限 英語実習a　EP17組 ﾍﾞﾀﾑ ﾘｰ ﾏｼｭｰ

金曜日 4限 英語実習a　EP20組 ﾜｯﾄ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ

金曜日 4限 中国語実習a　CP2組 馬　叢慧

金曜日 4限 朝鮮語実習a　KP2組 呉　香善 5/8追加

金曜日 4限 専門演習Ⅰ（川野） 川野　祐二

金曜日 4限 専門演習Ⅰ（嶋田） 嶋田　崇治

金曜日 4限 専門演習Ⅰ（難波） 難波　利光

金曜日 4限 専門演習Ⅰ（平山） 平山　也寸志

金曜日 4限 専門演習Ⅰ（森祐） 森　祐司

金曜日 5限 英語L　E3組 渡部　明子

金曜日 5限 中国語L　C6組 岡村　和世

金曜日 5限 中国語L　C8組 木村　裕章

金曜日 5限 英語実習a　EP5組 ﾍﾞﾀﾑ ﾘｰ ﾏｼｭｰ

金曜日 5限 英語実習a　EP8組 ﾜｯﾄ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ

金曜日 5限 英語実習a　EP11組 ｹｲｽ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ

金曜日 5限 英語実習a　EP15組 ﾊﾞｰｸﾞ ﾏｲｹﾙ 5/8追加

金曜日 5限 英語実習a　EP18組 ﾃﾞｲｳﾞｨｰｽ ﾏｯｸｽ

金曜日 5限 英語実習a　EP21組 ﾗｯﾂ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ



2020/5/1公表

2020/5/8更新

【最終版】授業準備期間（5/11～5/15）に試行する授業一覧

※この一覧は5/1（金）に公開したものから一部修正を加えた「最終版」です。

※修正（追加または削除）があった科目は太赤字で表記しています。ご確認ください。

曜日 時限 科目名 教員名（漢字） 備考

金曜日 5限 朝鮮語実習a　KP1組 金　美羅

金曜日 5限 専門演習Ⅱ（嶋田） 嶋田　崇治

金曜日 5限 専門演習Ⅱ（外枦保） 外枦保　大介 5/8追加

金曜日 5限 専門演習Ⅱ（土屋） 土屋　敏夫

金曜日 5限 専門演習Ⅱ（難波） 難波　利光

金曜日 5限 専門演習Ⅱ（平山） 平山　也寸志
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