オンライン授業科目一覧
教員名

科目名

開講期

曜時

ロバート・ジュペ

初級ライティング

前期

水5

ロバート・ジュペ

基礎英語Ⅰ（会話）④

前期

金1

ロバート・ジュペ

基礎英語Ⅰ（会話）⑧

前期

月2

ロバート・ジュペ
ロバート・ジュペ

トラベル英語
ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ＆ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｽｷﾙＡ

前期
前期

金3
水4

利用するツール
ZOOM，Google

オンライン授業の進め方（概要）
ZOOMで解説や会話を行い、Google Classroomにて課題を

Classroom
ZOOM，Google

出す。

Classroom
ZOOM，Google

出す。

Classroom
ZOOM，Google

出す。

Classroom
ZOOM，Google

出す。

Classroom
ZOOM，Google

出す。

Classroom

出す。

ZOOMで解説や会話を行い、Google Classroomにて課題を
ZOOMで解説や会話を行い、Google Classroomにて課題を
ZOOMで解説や会話を行い、Google Classroomにて課題を
ZOOMで解説や会話を行い、Google Classroomにて課題を
ZOOMで解説や会話を行い、Google Classroomにて課題を

ロバート・ジュペ

卒業研究

通年

集中・集中

安中 みふゆ

華道

前期

金3・金4

前期開講せず。今年度の開講について検討中。

井桁 碧

現代の思想

前期

火2

前期開講せず。今年度の開講について検討中。

Google Classroom及
稲垣 太郎

エンターテイメントツーリズム

前期

水3

びGoogle Hangout
MeetもしくはZOOM

質疑応答やディスカッションの方法

学生からの連絡先メールアドレス

ZOOMでの会話やemailにて対応する。

juppe@tsukuba-g.ac.jp

ZOOMでの会話やemailにて対応する。

juppe@tsukuba-g.ac.jp

ZOOMでの会話やemailにて対応する。

juppe@tsukuba-g.ac.jp

ZOOMでの会話やemailにて対応する。

juppe@tsukuba-g.ac.jp

ZOOMでの会話やemailにて対応する。

juppe@tsukuba-g.ac.jp

ZOOMでの会話やemailにて対応する。

juppe@tsukuba-g.ac.jp

いつものように第1回は学生の自己紹介と講義への希望、将
来の夢を口頭で伝えてもらい、講義の方向性を確認したう
えで、講義のガイダンスを行います。第2回以降はテーマご
とにPowerPointによる講義と質疑応答を行い、次回の課題

Google Hangout MeetもしくはZOOMのチャット機能を使用しま
す。

inagakitaro@gmail.com

を出します。

右田 玲子

ユニバーサルデザインＡ

前期

水3

垣花 京子

情報数学

前期

金2

⻲田 千⾥

インターンシップ

前期

集中

ZOOM
Google Classroom

講義と課題の組み合わせ

ZOOM

題をだす。

ZOOMでその日の授業の説明をし、Google Classroomで課

ZOOM で参加者を募り、双方向で進めたい

migita@tsukuba-g.ac.jp

ZOOMで意見をきくこともある。

kakihana@tsukuba-g.ac.jp

後期開講

ZOOM、Google
Classroom（場合に
⻲田 千⾥

日本語リテラシーＡ①

前期

水1

よってはGoogle

講義、課題、グループ活動、確認課題の組み合わせ。

Hangouts Meetも使

質疑応答はZOOMのチャット機能およびClassroomのコメント欄を
利用。グループ活動はZOOMのブレイクアウトセッションを活用。

kameda@tsukuba-g.ac.jp

用）
ZOOM、Google
Classroom（場合に
⻲田 千⾥

日本語リテラシーＡ④

前期

水2

よってはGoogle

講義、課題、グループ活動、確認課題の組み合わせ。

Hangouts Meetも使

質疑応答はZOOMのチャット機能およびClassroomのコメント欄を
利用。グループ活動はZOOMのブレイクアウトセッションを活用。

kameda@tsukuba-g.ac.jp

用）
ZOOM、Google
⻲田 千⾥

日本語学

前期

火1

Classroom（場合に

講義と課題の組み合わせ（その日のテーマに応じて数セッ

よってはGoogle

ション）、および確認課題とまとめ。受講人数によっては

Hangouts Meetも使

ディスカッションも実施。

質疑応答はZOOMのチャット機能およびClassroomのコメント欄を
利用。グループ活動はZOOMのブレイクアウトセッションを活用。

kameda@tsukuba-g.ac.jp

用）
ZOOM、Google
⻲田 千⾥

ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ｆ１(地域ｺﾐｭﾆﾃｨ活動)

前期

火3

Classroom（場合に

講義と課題の組み合わせ（その日のテーマに応じて数セッ

よってはGoogle

ション）、および確認課題とまとめ。受講人数によっては

Hangouts Meetも使

ディスカッションも実施。

質疑応答はZOOMのチャット機能およびClassroomのコメント欄を
利用。グループ活動はZOOMのブレイクアウトセッションを活用。

kameda@tsukuba-g.ac.jp

用）
個別指導はZOOMま
たはGoogle Hangouts
⻲田 千⾥

卒業研究

通年

集中・集中

Meetを使用。ゼミ形

事前に配付した課題についてオンラインで解説、および学

式で行う場合は

生が提出した課題についてオンラインで指導。

ZOOMまたはGoogle Hangouts Meetを使用

kameda@tsukuba-g.ac.jp

ZOOMおよびGoogle
Classroomを使用。
吉田 賢一

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ1【2016年度以前入学者】

前期

火2

ZOOM, Google
Classroom

出欠（Google Classroom）＋講義60分（オリジナルコンテ
ンツ）＋グループワーク20分＋質疑応答ないし課題作業10
分（提出：Google Classroom）

質疑：ZOOMのチャット
ディスカッション：Breakout機能によるグループワーク

k-yoshida@tsukuba-g.ac.jp

吉田 賢一

吉田

賢一

吉田 賢一

吉田 賢一

吉田 賢一

吉田 賢一

経営戦略１
ビジネスマネジメント演習F1(創業・起業研
究）
地域デザインＡ

流通の経済１

交通産業

ホテルビジネスＡ

前期

前期

前期

前期

前期

前期

水1

火４

火3

水2

水3

火1

吉田 賢一

卒業研究

通年

集中・集中

金久保 紀子

日本語リテラシーＡ②

前期

水1

ZOOM, Google
Classroom
ZOOM, Google
Classroom
ZOOM, Google
Classroom
ZOOM, Google
Classroom
ZOOM, Google
Classroom
ZOOM, Google
Classroom
ZOOM, Google
Classroom
ZOOM、Google

出欠（Google Classroom）＋講義60分（オリジナルコンテ
ンツ、指定テキスト使用）＋グループワーク20分＋質疑応
答ないし課題作業10分（提出：Google Classroom）
出欠（Google Classroom）＋講義50分（オリジナルコンテ
ンツ）＋グループワーク30分＋質疑応答ないし課題作業10
分（提出：Google Classroom）
出欠（Google Classroom）＋講義60分（オリジナルコンテ
ンツ）＋グループワーク20分＋質疑応答ないし課題作業10
分（提出：Google Classroom）
出欠（Google Classroom）＋講義60分（オリジナルコンテ
ンツ、指定テキスト使用）＋グループワーク20分＋質疑応
答ないし課題作業10分（提出：Google Classroom）
出欠（Google Classroom）＋講義60分（オリジナルコンテ
ンツ）＋グループワーク20分＋質疑応答ないし課題作業10
分（提出：Google Classroom）
出欠（Google Classroom）＋講義60分（オリジナルコンテ
ンツ）＋グループワーク20分＋質疑応答ないし課題作業10
分（提出：Google Classroom）

ディスカッション：Breakout機能によるグループワーク
質疑：ZOOMのチャット
ディスカッション：Breakout機能によるグループワーク
質疑：ZOOMのチャット
ディスカッション：Breakout機能によるグループワーク
質疑：ZOOMのチャット
ディスカッション：Breakout機能によるグループワーク
質疑：ZOOMのチャット
ディスカッション：Breakout機能によるグループワーク
質疑：ZOOMのチャット
ディスカッション：Breakout機能によるグループワーク
質疑：ZOOMのチャット

月1回集合指導及び個別面談・指導

ディスカッション：Breakout機能によるグループワーク

Classroom（場合に
よってはGoogle

質疑：ZOOMのチャット

講義、課題、グループ活動、確認課題の組み合わせ。

Hangouts Meetも使

質疑応答はZOOMのチャット機能およびClassroomのコメント欄を
利用。グループ活動はZOOMのブレイクアウトセッションを活用。

k-yoshida@tsukuba-g.ac.jp

k-yoshida@tsukuba-g.ac.jp

k-yoshida@tsukuba-g.ac.jp

k-yoshida@tsukuba-g.ac.jp

k-yoshida@tsukuba-g.ac.jp

k-yoshida@tsukuba-g.ac.jp

k-yoshida@tsukuba-g.ac.jp

kanakubo@tsukuba-g.ac.jp

用）
ZOOM、Google
Classroom（場合に
金久保 紀子

日本語リテラシーＡ③

前期

水2

よってはGoogle

講義、課題、グループ活動、確認課題の組み合わせ。

Hangouts Meetも使

質疑応答はZOOMのチャット機能およびClassroomのコメント欄を
利用。グループ活動はZOOMのブレイクアウトセッションを活用。

kanakubo@tsukuba-g.ac.jp

用）
ZOOM、Google
Classroom（場合に
金久保 紀子

日本語リテラシーＡ⑤

前期

水5

よってはGoogle

講義、課題、グループ活動、確認課題の組み合わせ。

Hangouts Meetも使

質疑応答はZOOMのチャット機能およびClassroomのコメント欄を
利用。グループ活動はZOOMのブレイクアウトセッションを活用。

kanakubo@tsukuba-g.ac.jp

用）
ZOOM、Google
Classroom（場合に
金久保 紀子

日本語教育学の基礎

前期

火4

よってはGoogle

講義、課題、グループ活動、確認課題の組み合わせ。

Hangouts Meetも使

質疑応答はZOOMのチャット機能およびClassroomのコメント欄を
利用。グループ活動はZOOMのブレイクアウトセッションを活用。

kanakubo@tsukuba-g.ac.jp

用）
ZOOM、Google
Classroom（場合に
金久保 紀子

卒業研究

通年

集中・集中

よってはGoogle
Hangouts Meetも使

ゼミは、ZOOMおおびGoogle Classroomを使用して進め

個別の研究課題についてディスカッションする場合は、ZOOMを利

る。個別の研究課題については、メールも利用する。

用する。

kanakubo@tsukuba-g.ac.jp

用）
金久保 紀子・⻲田 千
⾥

金久保 紀子・古家 晴
美・米川 正子

実践科目Ｂ−１

前期

月4

後期開講
質疑応答及びディスカッションは、基本的にZOOMで行う。履修登

面接指導：ZOOM,
実践科目Ｃ

通年

月5・月5

課題提出：Google
Classroom

全体ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ：初回

講義30分と課題60分

〜、ZOOMで各自5分ずつのプレゼン90分

→

2回目 録後、登録者全員と3名の担当教員が参加したZOOMミーティング

→

を開催し、学生を担当教員に振り分ける。その後は毎週、授業時間

ｸﾞﾙｰﾌﾟ分け後：担当教員と担当学生がﾁｰﾑごとに活動内容を に学生と担当教員がZOOMを使用し、質疑応答を繰り返し、提出物
ZOOMで報告し、まとめをGoogle Classroomに提出。

huruie@tsukuba-g.ac.jp

は適宜、ZOOMの中の画面やGoogle Classroomで確認し、今後展開
すべき道筋について指導する。

苦⽠ 一⻫
古家 晴美

スポーツＡ
文化の考え方（留学生対象）

前期
前期

金2
火4

前期開講せず。今年度の開講について検討中。

ZOOM,Google
Classroom

ZOOM×講義15分+g.classroom課題解答15分を3セット

ZOOMで行う。

huruie@tsukuba-g.ac.jp

講義の回は（ZOOM×講義15分+g.classroom課題解答15

古家 晴美

現代社会と地域文化１

前期

火2

ZOOM,Google

分）×3セット

Classroom

チーワークの回は、チームごとに開催しているZOOMに教

ZOOMで行う。

huruie@tsukuba-g.ac.jp

ZOOMで行う。

huruie@tsukuba-g.ac.jp

質疑応答やディスカッションは基本的にZOOMで行う。

huruie@tsukuba-g.ac.jp

講義と動画と課題の組み合わせ、そしてまとめ

教員と学生間、可能であれば学生と学生間

ehara@tsukuba-g.ac.jp

講義と発表と課題の組み合わせ、そしてまとめ

教員と学生間、可能であれば学生と学生間

ehara@tsukuba-g.ac.jp

講義と課題とまとめ

教員と学生間、可能であれば学生と学生間

ehara@tsukuba-g.ac.jp

講義と動画と課題の組み合わせ、そして発表

教員と学生間、可能であれば学生と学生間

ehara@tsukuba-g.ac.jp

講義と発表と課題とまとめ

教員と学生間、可能であれば学生と学生間

ehara@tsukuba-g.ac.jp

講義と発表と課題とまとめ

教員と学生間、可能であれば学生と学生間

ehara@tsukuba-g.ac.jp

個人指導、進捗状況の確認と話し合いとアドバイス

教員と学生間

ehara@tsukuba-g.ac.jp

ZOOMのチャット機能を利用する予定

takashima@tsukuba-g.ac.jp

ZOOMのチャット機能を利用する予定

takashima@tsukuba-g.ac.jp

ZOOMのチャット機能を利用する予定

takashima@tsukuba-g.ac.jp

ZOOMのチャット機能を利用する予定

takashima@tsukuba-g.ac.jp

ZOOMのチャット機能を利用する予定

takashima@tsukuba-g.ac.jp

ZOOMのチャット機能を利用する予定

takashima@tsukuba-g.ac.jp

ZOOMのチャット機能及び、各自がディスカッションを行う

takashima@tsukuba-g.ac.jp

員が巡回し、授業の作成物をclassroomに提出。

古家 晴美

ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ｂ１（ｺﾐｭﾆﾃｨと文化）

前期

水2

古家 晴美

卒業研究

通年

集中・集中

江原 一浩

コミュニケーション英文法①

前期

月1

江原 一浩

中級リーディング

前期

火2

江原 一浩

英検Ⅰ（準２級）

前期

木2

江原 一浩

ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ｅ１（地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）

前期

火1

江原 一浩

海外研修（韓国 釜山女子大学）

前期

集中

江原 一浩

教職概論

前期

火5

江原 一浩

卒業研究

通年

集中・集中

高嶋 啓

メディアと文化

前期

火2

高嶋 啓

ＤＴＰ１（計画と資料の収集）

前期

金3

高嶋 啓
高嶋 啓
高嶋 啓

デザイン史
グラフィックデザインＡ
映像サウンド表現Ａ

前期
前期
前期

金5
金2
月5

高嶋 啓

ﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ａ１（視覚伝達デザイン）

前期

月2

高嶋 啓

卒業研究

通年

集中・集中

高藤 清美

経営と情報【2017年度以前入学者】

前期

木1

ZOOM,Google
Classroom
ZOOM,Google
Classroom
ZOOM, Google
Classroom
ZOOM, Google
Classroom
ZOOM, Google
Classroom
ZOOM, Google
Classroom
ZOOM, Google
Classroom
ZOOM, Google
Classroom
ZOOM, Google
Classroom
ZOOM、Google

ZOOM×講義15分+g.classroom課題解答15分を3セット
事前に各自の課題をg.c.に提出。添削して、g.cに返却。そ
の後、個別にZOOMで口頭試問を行う。

資料を見せ、残りの時間で講義とディスカッションをオン

Classroom
ZOOM、Google

ラインで実施

Classroom
ZOOM、Google

評。時間内に確認課題も実施

Classroom
ZOOM、Google

評。時間内に確認課題も実施

Classroom
ZOOM、Google

評。時間内に確認課題も実施

Classroom
ZOOM、Google

評。時間内に確認課題も実施

Classroom
ZOOM、Google

評。時間内に確認課題も実施

Classroom
ZOOM, Google

テーションする）

Hangouts Meet,

講義と課題の組合せ

ZOOMのチャット機能、Classroomのコメント欄の併用

takato@tsukuba-g.ac.jp

講義と課題の組合せ

ZOOMのチャット機能、Classroomのコメント欄の併用

takato@tsukuba-g.ac.jp

講義と課題の組合せ

ZOOMのチャット機能、Classroomのコメント欄の併用

takato@tsukuba-g.ac.jp

講義と課題の組合せ

Classroomのコメント欄の併用

takato@tsukuba-g.ac.jp

講義と課題の組合せ

Classroomのコメント欄の併用

takato@tsukuba-g.ac.jp

講義と課題の組合せ

Classroomのコメント欄の併用

takato@tsukuba-g.ac.jp

学習資料や課題を事前に配布し、オンラインで解説や講
学習資料や課題を事前に配布し、オンラインで解説や講
学習資料や課題を事前に配布し、オンラインで解説や講
学習資料や課題を事前に配布し、オンラインで解説や講
学習資料や課題を事前に配布し、オンラインで解説や講
講義と課題の組み合わせ（各自卒業研究の進捗をプレゼン

Google Classroom
ZOOM, Google
高藤 清美

経営と情報(留学生)【2017年度以前入学者】

前期

木2

Hangouts Meet,
Google Classroom
ZOOM, Google

高藤 清美

ビジネス実務

前期

水1

Hangouts Meet,
Google Classroom
ZOOM, Google

高藤 清美

データベース

前期

月1

Hangouts Meet,
Google Classroom
ZOOM, Google

高藤 清美

組込コンピューティング

前期

水4

Hangouts Meet,
Google Classroom
ZOOM, Google

高藤 清美

フィジカルコンピューティング１

前期

水2

Hangouts Meet,
Google Classroom

ZOOM, Google
高藤 清美

情報システム演習Ｄ１（IoTｼｽﾃﾑのﾃﾞｻﾞｲﾝ）

前期

月2

講義と課題の組合せ

Classroomのコメント欄の併用

takato@tsukuba-g.ac.jp

Hangouts Meet,

講義と課題の組合せ

ZOOMのチャット機能、Classroomのコメント欄の併用

takato@tsukuba-g.ac.jp

Google Classroom
ZOOM、Google

ZOOMによるレクチャー10分，学生間のディスカッション

ZOOM のチャット機能，classroomのコメント欄を利用する予定

sano@tsukuba-g.ac.jp

ZOOM のチャット機能，classroomのコメント欄を利用する予定

sano@tsukuba-g.ac.jp

ZOOM のチャット機能，classroomのコメント欄を利用する予定

sano@tsukuba-g.ac.jp

ZOOM のチャット機能，classroomのコメント欄を利用する予定

sano@tsukuba-g.ac.jp

ZOOM のチャット機能，classroomのコメント欄を利用する予定

sano@tsukuba-g.ac.jp

ZOOM のチャット機能，classroomのコメント欄を利用する予定

sano@tsukuba-g.ac.jp

ZOOM のチャット機能，classroomのコメント欄を利用する予定

sano@tsukuba-g.ac.jp

ZOOM のチャット機能，classroomのコメント欄を利用する予定

sano@tsukuba-g.ac.jp

教員

―

学生

m-yamaguchi@tsukuba-g.ac.jp

教員

―

学生

m-yamaguchi@tsukuba-g.ac.jp

教員

―

学生

m-yamaguchi@tsukuba-g.ac.jp

Hangouts Meet,
Google Classroom
ZOOM, Google

高藤 清美

佐野 司

卒業研究

フレッシュマンセミナー（再履修）

通年

前期

集中・集中

集中

佐野 司

ライフスパンと認知心理

前期

金3

佐野 司

視覚心理学

前期

火5

佐野 司

卒業研究

前期

集中

佐野 司

メディアデザイン演習C1(ﾒﾃﾞｨｱ心理学研究)

前期

火4

佐野 司

教育相談

前期

金5

佐野 司

事前事後指導

前期

集中

佐野 司

卒業研究

通年

集中・集中

山口 真葵

留学生日本語Ａ１（留学生対象）①

前期

月3

山口 真葵

留学生日本語Ｂ１（留学生対象）①

前期

水4

山口 真葵

留学生日本語演習Ｃ

前期

金4

山島 一浩

コンピュータ言語入門Ｃ（JAVAｽｸﾘﾌﾟﾄ）①

前期

金3

Classroom
ZOOM、Google

含む課題70分，まとめ10分で実施予定

Classroom
ZOOM、Google

10分で実施予定

Classroom
ZOOM、Google

10分で実施予定

Classroom
ZOOM、Google

も検討中

Classroom
ZOOM、Google

を4セッション，まとめ10分で実施予定

Classroom
ZOOM、Google

を4セッション，まとめ10分で実施予定

Classroom
ZOOM、Google

を4セッション，まとめ10分で実施予定

Classroom
ZOOM ・ Google

も検討中

Classroom
ZOOM ・ Google

講評。時間内に確認課題も実施。

Classroom
ZOOM ・ Google

講評。時間内に確認課題も実施。

Classroom

講評。時間内に確認課題も実施。

ZOOMによる講義10分+課題10分を4セッション，まとめ
ZOOMによる講義10分+課題10分を4セッション，まとめ
ZOOMによる個別指導を適宜行う予定。ゼミ方式での実施
ZOOMによる講義10分+学生同士のディスカッション10分
ZOOMによる講義10分+学生同士のディスカッション10分
ZOOMによる講義10分+学生同士のディスカッション10分
ZOOMによる個別指導を適宜行う予定。ゼミ方式での実施
学習資料や課題を事前に配布し 、 オンラインで解説や
学習資料や課題を事前に配布し 、 オンラインで解説や
学習資料や課題を事前に配布し 、 オンラインで解説や

Google
Classroom,Google

(15 分の講義+15 分の課題)×3 回

Google Hangout Meet

mt-is@tsukuba-g.ac.jp

(15 分の講義+15 分の課題)×3 回

Google Hangout Meet

mt-is@tsukuba-g.ac.jp

(10 分の講義+20 分の課題)×3 回

Google Hangout Meet

mt-is@tsukuba-g.ac.jp

(15 分の講義+15 分の課題)×3 回

Google Hangout Meet

mt-is@tsukuba-g.ac.jp

(10 分の講義+20 分の課題)×3 回

Google Hangout Meet

mt-is@tsukuba-g.ac.jp

(10 分の講義+20 分の課題)×3 回

Google Hangout Meet

mt-is@tsukuba-g.ac.jp

Google Classroomもしくは電子メール

yamanoi@tsukuba-g.ac.jp

Hangout Meet
Google
山島 一浩

マルチメディア

前期

金4

Classroom,Google
Hangout Meet
Google

山島 一浩

WeｂデザインＡ

前期

木1

Classroom,Google
Hangout Meet
Google

山島 一浩

プログラミング（ＪＡＶＡ）

前期

火4・火5

Classroom,Google
Hangout Meet
Google

山島 一浩

メディアデザイン演習Ｄ１(Web表現と活用)

前期

金2

Classroom,Google
Hangout Meet
Google

山島 一浩

卒業研究

通年

集中・集中

Classroom,Google
Hangout Meet

山野井 一夫

情報倫理（留学生対象①）

前期

月4

Google Classroom と
Google Hangout Meet

1回目のオンライン授業で説明する。
履修登録せずに受講したい者はメールで知らせてくださ
い。メールがないと受講できません。

山野井 一夫

山野井 一夫

山野井 一夫

山野井 一夫

山野井 一夫

山野井 一夫

山野井 一夫

山野井 一夫

山野井 一夫

情報倫理（留学生対象②）

情報倫理（留学生対象③）

情報基礎Ｃ（インターネット）①

情報基礎Ｃ（インターネット）②

情報基礎Ｃ（インターネット）③

ネットワーク活用Ａ

プログラミング（ＶＢ）

情報システム演習Ｃ１（Ｗｅｂシステム）

卒業研究

前期

前期

前期

前期

前期

前期

前期

前期

通年

火3

火4

火1

水4

火2

月3

木1

水3

集中・集中

寺田 正之

留学生日本語Ａ１（留学生対象）②

前期

月3

寺田 正之

留学生日本語Ａ１（留学生対象）④

前期

金1

寺田 正之

留学生日本語Ｂ１（留学生対象）②

前期

水4

寺田 正之

留学生日本語Ｂ１（留学生対象）④

前期

火3

秋廣 誠

イラストレーション１

前期

木2

Google Classroom と
Google Hangout Meet
Google Classroom と
Google Hangout Meet
Google Classroom と
Google Hangout Meet
Google Classroom と
Google Hangout Meet
Google Classroom と
Google Hangout Meet
Google Classroom と
Google Hangout Meet
Google Classroom と
Google Hangout Meet
Google Classroom と
Google Hangout Meet
Google Classroom と
Google Hangout Meet

火1

前期

火2

履修登録せずに受講したい者はメールで知らせてくださ

履修登録せずに受講したい者はメールで知らせてくださ

Google Classroomもしくは電子メール

yamanoi@tsukuba-g.ac.jp

Google Classroomもしくは電子メール

yamanoi@tsukuba-g.ac.jp

Google Classroomもしくは電子メール

yamanoi@tsukuba-g.ac.jp

Google Classroomもしくは電子メール

yamanoi@tsukuba-g.ac.jp

Google Classroomもしくは電子メール

yamanoi@tsukuba-g.ac.jp

Google Classroomもしくは電子メール

yamanoi@tsukuba-g.ac.jp

教員

―

学生

terada@tsukuba-g.ac.jp

教員

―

学生

terada@tsukuba-g.ac.jp

教員

―

学生

terada@tsukuba-g.ac.jp

教員

―

学生

terada@tsukuba-g.ac.jp

い。メールがないと受講できません。
1回目のオンライン授業で説明する。
履修登録せずに受講したい者はメールで知らせてくださ
い。メールがないと受講できません。
1回目のオンライン授業で説明する。
履修登録せずに受講したい者はメールで知らせてくださ
い。メールがないと受講できません。
1回目のオンライン授業で説明する。
履修登録せずに受講したい者はメールで知らせてくださ
い。メールがないと受講できません。
1回目のオンライン授業で説明する。
履修登録せずに受講したい者はメールで知らせてくださ
い。メールがないと受講できません。
1回目のオンライン授業で説明する。
履修登録せずに受講したい者はメールで知らせてくださ
い。メールがないと受講できません。

ZOOM ・ Google

学習資料や課題を事前に配布し 、 オンラインで解説や

Classroom

講評。時間内に確認課題も実施。

ZOOM ・ Google

学習資料や課題を事前に配布し 、 オンラインで解説や

Classroom

講評。時間内に確認課題も実施。

Google Classroom,

yamanoi@tsukuba-g.ac.jp

1回目のオンライン授業で説明する。

講評。時間内に確認課題も実施。

Hangout Meet,

Google Classroomもしくは電子メール

い。メールがないと受講できません。

学習資料や課題を事前に配布し 、 オンラインで解説や

ZOOM, Google
デザイン基礎Ｂ

yamanoi@tsukuba-g.ac.jp

1回目のオンライン授業で説明する。

Classroom

Hangout Meet,

Google Classroomもしくは電子メール

い。メールがないと受講できません。

ZOOM ・ Google

Google Classroom,
秋廣 誠

履修登録せずに受講したい者はメールで知らせてくださ

講評。時間内に確認課題も実施。

ZOOM, Google
前期

yamanoi@tsukuba-g.ac.jp

1回目のオンライン授業で説明する。

学習資料や課題を事前に配布し 、 オンラインで解説や

Hangout Meet,

Google Classroomもしくは電子メール

い。メールがないと受講できません。

Classroom

Google Classroom,
デザイン基礎Ａ

履修登録せずに受講したい者はメールで知らせてくださ

ZOOM ・ Google

ZOOM, Google

秋廣 誠

1回目のオンライン授業で説明する。

学習資料や課題を事前に配布し、オンラインで解説や講
評。時間内に確認課題も実施

学習資料や課題を事前に配布し、オンラインで解説や講
評。時間内に確認課題も実施

学習資料や課題を事前に配布し、オンラインで解説や講
評。時間内に確認課題も実施

ZOOMのチャット機能を利用

akihiro+illust@tsukuba-g.ac.jp

ZOOMのチャット機能を利用

akihiro+design@tsukuba-g.ac.jp

ZOOMのチャット機能を利用

akihiro+design@tsukuba-g.ac.jp

ZOOM, Google
秋廣 誠

情報デザイン１

前期

月2

Hangout Meet,
Google Classroom,
ZOOM,

秋廣 誠

卒業研究

前期

集中

HangoutsMeet,
Classroom, slack
ZOOM,

秋廣 誠

ﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ｅ１（ﾊﾞｰﾁｬﾙﾘｱﾘﾃｨ）

前期

水4

HangoutsMeet,
Classroom, slack
ZOOM,

秋廣 誠

卒業研究

通年

集中・集中

HangoutsMeet,
Classroom, slack

学習資料や課題を事前に配布し、オンラインで解説や講
評。時間内に確認課題も実施

学習資料や課題を事前に配布し、オンラインで解説や講
評。時間内に確認課題も実施

学習資料や課題を事前に配布し、オンラインで解説や講
評。時間内に確認課題も実施

学習資料や課題を事前に配布し、オンラインで解説や講
評。時間内に確認課題も実施

ZOOMのチャット機能を利用

akihiro+infomatic@tsukuba-g.ac.jp

ZOOM, slack のチャット機能を利用

akihiro@tsukuba-g.ac.jp

ZOOM, slack のチャット機能を利用

akihiro+progessive@tsukuba-g.ac.jp

ZOOM, slack のチャット機能を利用

akihiro@tsukuba-g.ac.jp

学習資料をPDFファイルを事前に配布し、プリントアウト

徐 毅菁

経営分析１

前期

月3

ZOOM、Google
Classroom

していただき、それをもとにオンラインで解説してから、
履修者にディスカッションさせる。また、授業内で映像を ZOOM のチャット機能を利用する予定

k-jiyo@tsukuba-g.ac.jp

見せたり、授業時間内に課題を出題しミニレポートを作成
してもらう等の手段も併用する。
3回目までは、Google Classroom経由で事前にPowerPoint
を配布し、講義＋レポート課題の形で行います。4回目以降

徐 毅菁

経営シミュレーション

前期

月4

ZOOM、Google

は演習が始まりますので、前半では画面共有機能で解説し

Classroom

ながら操作手順を見せて、後半は実際の演習問題を解いて

ZOOM のチャット機能を利用する予定

k-jiyo@tsukuba-g.ac.jp

発表担当の学生が使用するレジュメやPowerPointは事前に ZOOM のチャット機能を利用する予定

k-jiyo@tsukuba-g.ac.jp

いただきます。その際に疑問があれば随時チャット機能を
利用して回答する。
初回の授業で発表の順番と担当する内容を決めて、その後

徐 毅菁

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ｄ１（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ）

前期

月2

ZOOM、Google
Classroom

毎回学生にPowerPointを作成し、発表してもらう。なお、
一度教員宛に提出し、教員がチェックしてから履修者全員
に共有する。

小松 進

世界遺産Ａ

前期

水2

ZOOM

小松 進

国際社会と文化Ａ

前期

水5

ZOOM

小松 進

ヨーロッパの文化と歴史

前期

火4

ZOOM

小松 進

ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ｃ１（多文化社会）

前期

火2

ZOOM

小松 進

卒業研究

通年

集中・集中

ZOOM

実践科目Ａ−１

前期

月3

後期開講

学習資料や課題を配布し、翌週に課題の解説。

映像を見

せて、小テストを実施。
講義と映像。講義内容は板書せず、スライドを作成。講義
終了後に映像を見せて、小テストを実施。
講義と映像。講義内容は板書せず、スライドを作成。講義
終了後に映像を見せて、小テストを実施。
学習資料や課題を配布し、翌週に課題の解説。

映像を見

せて、小テストを実施。
学習資料や課題を配布し、翌週に課題の解説。

課題や小テストは、学生に解答させながら授業を進める。

komatsu@tsukuba-g.ac.jp

講義と小テストの終了後にZOOMで質問を受け付ける。

komatsu@tsukuba-g.ac.jp

講義と小テストの終了後にZOOMで質問を受け付ける。

komatsu@tsukuba-g.ac.jp

課題や小テストは、学生に解答させながら授業を進める。

komatsu@tsukuba-g.ac.jp

課題は、学生に解答させながら授業を進める。

komatsu@tsukuba-g.ac.jp

小松 進・金久保 紀
子・古家 晴美・⻲田
千⾥
【講義】ZOOMまたはGoogle Hangout Meetにて中継。

松岡 東香

情報倫理

前期

火4

ZOOM, Google

【課題】Google Classroom（小テスト／ノート提出）

Hangout Meet,

【準備】Google Classroomにて授業開始前までにプリント

Google Classroom,

を配信するので、印刷して書き込みしながら受講すること

ノートをとる時間が足りているかどうか、アンケートしながら授業
を行う。その他の質問はGoogle Classroomにて受け付ける。

matsuoka+rinri@tsukuba-g.ac.jp

が望ましい。プリントやノートは写真で提出。
【講義】ZOOMまたはGoogle Hangout Meetにて中継。

松岡 東香

地球と資源

前期

月4

ZOOM, Google

【課題】Google Classroom（小テスト／ノート提出）

Hangout Meet,

【準備】Google Classroomにて授業開始前までにプリント

Google Classroom,

を配信するので、印刷して書き込みしながら受講すること
が望ましい。プリントやノートは写真で提出。

ノートをとる時間が足りているかどうか、アンケートしながら授業
を行う。その他の質問はGoogle Classroomにて受け付ける。

matsuoka+earth@tsukuba-g.ac.jp

【講義】ZOOMまたはGoogle Hangout Meetにて中継。

松岡 東香

情報基礎Ｃ（インターネット）④（留学生）

前期

水1

ZOOM, Google

【課題】Google Classroom（小テスト／ノート提出）

Hangout Meet,

【準備】Google Classroomにて授業開始前までにプリント

Google Classroom,

を配信するので、印刷して書き込みしながら受講すること

ノートをとる時間が足りているかどうか、アンケートしながら授業
を行う。その他の質問はGoogle Classroomにて受け付ける。

matsuoka+kisoc@tsukuba-g.ac.jp

が望ましい。プリントやノートは写真で提出。
【講義】ZOOMまたはGoogle Hangout Meetにて中継。

松岡 東香

コンピュータ言語入門Ｃ（C言語）

前期

水4

ZOOM, Google

【課題】Google Classroom（小テスト／ノート提出）

Hangout Meet,

【準備】Google Classroomにて授業開始前までにプリント

Google Classroom,

を配信するので、印刷して書き込みしながら受講すること

ノートをとる時間が足りているかどうか、アンケートしながら授業
を行う。その他の質問はGoogle Classroomにて受け付ける。

matsuoka+c@tsukuba-g.ac.jp

が望ましい。プリントやノートは写真で提出。
【講義】ZOOMまたはGoogle Hangout Meetにて中継。

松岡 東香

仕事のための基礎数理１

前期

水2

ZOOM, Google

【課題】Google Classroom（小テスト／ノート提出）

Hangout Meet,

【準備】Google Classroomにて授業開始前までにプリント

Google Classroom,

を配信するので、印刷して書き込みしながら受講すること

ノートをとる時間が足りているかどうか、アンケートしながら授業
を行う。その他の質問はGoogle Classroomにて受け付ける。

matsuoka+math1@tsukuba-g.ac.jp

が望ましい。プリントやノートは写真で提出。
【講義】ZOOMまたはGoogle Hangout Meetにて中継。

松岡 東香

レポート／メールの技術

前期

月5

ZOOM, Google

【課題】Google Classroom（小テスト／ノート提出）

Hangout Meet,

【準備】Google Classroomにて授業開始前までにプリント

Google Classroom,

を配信するので、印刷して書き込みしながら受講すること

ノートをとる時間が足りているかどうか、アンケートしながら授業
を行う。その他の質問はGoogle Classroomにて受け付ける。

matsuoka+repotec@tsukuba-g.ac.jp

が望ましい。プリントやノートは写真で提出。

松岡 東香

卒業研究

前期

集中

ZOOM, Google

【講義】ZOOMまたはGoogle Hangout Meetにて面談・会

Hangout Meet,

議。

Google Classroom,

【課題】Google Classroomにて提示。

Google Classroomまたはメールにて質問を受け付ける。

matsuoka+sotsuken@tsukuba-g.ac.jp

【講義】ZOOMまたはGoogle Hangout Meetにて中継。

松岡 東香

情報システム演習Ｂ１（システムデザイン）

前期

火3

ZOOM, Google

【課題】Google Classroom（小テスト／ノート提出）

Hangout Meet,

【準備】Google Classroomにて授業開始前までにプリント

Google Classroom,

を配信するので、印刷して書き込みしながら受講すること

ノートをとる時間が足りているかどうか、アンケートしながら授業
を行う。その他の質問はGoogle Classroomにて受け付ける。

matsuoka+system1@tsukuba-g.ac.jp

が望ましい。プリントやノートは写真で提出。

松岡 東香

卒業研究

通年

集中・集中

星野 豊

⺠法

前期

金4

池口 セシリア

初級オーラル①

前期

火3

池口 セシリア

初級オーラル②

前期

金3

池口 セシリア

中級オーラル

前期

金2

池口 セシリア

基礎英語Ⅰ（会話）③

前期

金1

ZOOM, Google

【講義】ZOOMまたはGoogle Hangout Meetにて面談・会

Hangout Meet,

議。

Google Classroom,

【課題】Google Classroomにて提示。

ZOOM 又は Skype。
ZOOM ・Google
Classroom
ZOOM ・Google
Classroom
Gmeet ・Google
Classroom
ZOOM ・Google
Classroom

該当授業内容を概説し、適宜受講者からの意見を求める。
（平年通り）

Google Classroomまたはメールにて質問を受け付ける。

matsuoka+sotsuken@tsukuba-g.ac.jp

ZOOM又はSkypeの会議機能を活用するほか、受講者からのメール
による質問等に随時対応する。（教室での質問の受付をZOOM又は hoshino.yutaka.gm@u.tsukuba.ac.jp
Skypeに変更するほかは、平年通り）

（前半）ZOOMチャト・データ共有（後半）

コメント欄入力・（エクササイス）ファイル提出

cecilia@tsukuba-g.ac.jp

（前半）ZOOMチャト・データ共有（後半）

コメント欄入力・（エクササイス）ファイル提出

cecilia@tsukuba-g.ac.jp

（前半）Ｇmeet:デスカッション・データ共有（後半）

オンラインQ-A実施・練習問題ファイル提出

cecilia@tsukuba-g.ac.jp

（前半）ZOOMチャト・データ共有（後半）

コメント欄入力・（エクササイス）ファイル提出

cecilia@tsukuba-g.ac.jp

ZOOM ・Google

（前半）ZOOMチャト・データ共有（後半）

コメント欄入力・（エクササイス）ファイル提出

cecilia@tsukuba-g.ac.jp

バーチャルクラス・デジタル資料共有

クイズ・練習ファイル提出

cecilia@tsukuba-g.ac.jp

Gmeet・Easyclass

バーチャルクラス・デジタル資料共有

課題提示

cecilia@tsukuba-g.ac.jp

Gmeet・Easyclass

バーチャルクラス・デジタル資料共有

課題提出

cecilia@tsukuba-g.ac.jp

ZOOM、Google

ZOOMを活用した授業を実施しながら、Google Classroom

Classroomを併用す

で送付した課題を解決するスタイルで授業を実施する。ス

る。講義動画は、

タジオで撮影した動画をYouTubeにあげることで、いつで

YouTubeで配信す

も、どこでも学生が自由に学べる状況をつくりながら、課

る。

題解決ができるよう配慮する。

ZOOM、Google

ZOOMを活用した授業を実施しながら、Google Classroom

Classroomを併用す

で送付した課題を解決するスタイルで授業を実施する。ス

る。講義動画は、

タジオで撮影した動画をYouTubeにあげることで、いつで

YouTubeで配信す

も、どこでも学生が自由に学べる状況をつくりながら、課

る。

題解決ができるよう配慮する。

ZOOM、Google

ZOOMを活用した授業を実施しながら、Google Classroom

Classroomを併用す

で送付した課題を解決するスタイルで授業を実施する。ス

る。講義動画は、

タジオで撮影した動画をYouTubeにあげることで、いつで

YouTubeで配信す

も、どこでも学生が自由に学べる状況をつくりながら、課

る。

題解決ができるよう配慮する。

ZOOM、Google

ZOOMを活用した授業を実施しながら、Google Classroom

Classroomを併用す

で送付した課題を解決するスタイルで授業を実施する。ス

る。講義動画は、

タジオで撮影した動画をYouTubeにあげることで、いつで

YouTubeで配信す

も、どこでも学生が自由に学べる状況をつくりながら、課

る。

題解決ができるよう配慮する。

ZOOM、Google

ZOOMを活用した授業を実施しながら、Google Classroom

Classroomを併用す

で送付した課題を解決するスタイルで授業を実施する。ス

る。講義動画は、

タジオで撮影した動画をYouTubeにあげることで、いつで

YouTubeで配信す

も、どこでも学生が自由に学べる状況をつくりながら、課

る。

題解決ができるよう配慮する。

ZOOM、Google

ZOOMを活用した授業を実施しながら、Google Classroom

Classroomを併用す

で送付した課題を解決するスタイルで授業を実施する。ス

る。講義動画は、

タジオで撮影した動画をYouTubeにあげることで、いつで

YouTubeで配信す

も、どこでも学生が自由に学べる状況をつくりながら、課

る。

題解決ができるよう配慮する。

池口 セシリア

基礎英語Ⅰ（会話）⑦

前期

月2

池口 セシリア

国際コミュニケーションの基礎１

前期

木2

Classroom
Gmeet・Easyclass

池口 セシリア

ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ演習Ｄ１（国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ）

前期

金4

池口 セシリア

卒業研究

通年

集中・集中

塚原 正彦

塚原 正彦

塚原 正彦

塚原 正彦

塚原 正彦

塚原 正彦

観光情報１【2016年度以前入学者】

博物館概論

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ｅ１(地域と経済)

教育学概論

博物館実習【2017年度以前入学者】

卒業研究

前期

前期

前期

前期

通年

通年

水2

水4

水1

水5

集中・集中

集中・集中

ZOOMを予定
奈良間 英樹

キャリアデザインＢ BA・BBクラス

前期

金1

Google Classroomで
資料配布
ZOOMを予定

奈良間 英樹

キャリアデザインＢ BC・BDクラス

前期

金2

Google Classroomで
資料配布

馬谷原 武之

生涯学習概論

前期

月4

白井 聡子

基礎英語Ⅱ（リーディング）①②

前期

金2

板井 志郎

情報基礎Ｂ（表計算）①

前期

火2

板井 志郎

情報基礎Ｂ（表計算）②

前期

月4

ZOOM,Google

・講義用ＰＤＦスライドならびにＷｏｒｄワークシートを
事前配布
・ZOOMでＰＤＦを開設しながら進め、授業内でワーク
シート（もしくは自分のノートなどに）記入
・講義用ＰＤＦスライドならびにＷｏｒｄワークシートを
事前配布
・ZOOMでＰＤＦを開設しながら進め、授業内でワーク

質疑やディスカッションについては、Google Classroomでで実施す
る。

質疑やディスカッションについては、Google Classroomでで実施す
る。

質疑やディスカッションについては、Google Classroomでで実施す
る。

質疑やディスカッションについては、Google Classroomでで実施す
る。

質疑やディスカッションについては、Google Classroomでで実施す
る。

質疑やディスカッションについては、Google Classroomでで実施す
る。

tsukahara＠tsukaba-g.ac.jp

tsukahara＠tsukaba-g.ac.jp

tsukahara＠tsukaba-g.ac.jp

tsukahara＠tsukaba-g.ac.jp

tsukahara＠tsukaba-g.ac.jp

tsukahara＠tsukaba-g.ac.jp

・ZOOM内音声での質問受付(可能なのか？）
・グーグルフォームを利用、別途メールでも質問受付

narama@tsukuba-g.ac.jp

(次回授業での回答）
・ZOOM内音声での質問受付(可能なのか？）
・グーグルフォームを利用、別途メールでも質問受付

narama@tsukuba-g.ac.jp

(次回授業での回答）

シート（もしくは自分のノートなどに）記入
学習資料や課題を事前配布、オンラインでPowerPoint等を ZOOMのチャット機能,Classroomのコメント欄で質問等への回答を

Classroom
ZOOM, Google

もちいて解説講義、時間内に確認課題を実施

行う予定

Classroom, YouTube
ZOOM，Google

わせて実施します。

ンを行います。また、Eメールで随時質問を受け付けます。

ZOOMによるレクチャー（講義）15分+課題15分を3セッ

ZOOM のチャット機能，Google Classroomのコメント欄などを利

Classroom
ZOOM，Google

ションで実施予定

用する予定

ZOOMによるレクチャー（講義）15分+課題15分を3セッ

ZOOM のチャット機能，Google Classroomのコメント欄などを利

Classroom

ションで実施予定

用する予定

リアルタイム講義、オンデマンド配信資料、課題を組み合 授業時間中は、ZOOMのチャット機能で質疑応答、ディスカッショ

mayahara@tsukuba-g.ac.jp
s-shirai@tsukuba-g.ac.jp
itai@tsukuba-g.ac.jp
itai@tsukuba-g.ac.jp

板井 志郎
板井 志郎
板井 志郎
板井 志郎

情報基礎Ｂ（表計算）③
データ分析と統計１
人間とロボット
情報システム演習Ｆ１（情報ｺﾝﾃﾝﾂの活用）

前期
前期
前期
前期

月1
木1
木2
月3

板井 志郎

卒業研究

通年

集中・集中

百武 仁志

国際観光政策

前期

月2

ZOOM，Google

ZOOMによるレクチャー（講義）15分+課題15分を3セッ

ZOOM のチャット機能，Google Classroomのコメント欄などを利

Classroom
ZOOM，Google

ションで実施予定

用する予定

ZOOMによるレクチャー（講義）15分+課題15分を3セッ

ZOOM のチャット機能，Google Classroomのコメント欄などを利

Classroom
ZOOM，Google

ションで実施予定

用する予定

Classroom
ZOOM，Google

くは課題10分を3セッションで実施予定

Classroom
ZOOM，Google

くは課題10分を3セッションで実施予定

Classroom
ZOOM、Google
Classroom、Hangouts
Chat、Edmodo
ZOOM、Google

百武 仁志

マーケティングＡ

前期

木2

Classroom、Hangouts
Chat、Edmodo
ZOOM、Google

百武 仁志

マネジメント特論

前期

水4

Classroom、Hangouts
Chat、Edmodo
ZOOM、Google

百武 仁志

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ａ１（ｻｰﾋﾞｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ）

前期

水2

米川 正子

英語初級（留学生対象）①

前期

金1

米川 正子

英語初級（留学生対象）②

前期

金2

米川 正子

ボランティア論

前期

金3

米川 正子

ロジカルシンキング

前期

火5

米川 正子

卒業研究

通年

集中・集中

望月 義人

ツーリズム論

前期

火3

望月 義人

ニューツーリズム論

前期

水4

牧野 力也

日本国憲法

前期

水3

堀 聖司

ＣＧ概論

前期

月5

Classroom、Hangouts
Chat、Edmodo
ZOOM, Google

３次元表現１

前期

金4

ＣＡＤ演習１

前期

火3

ZOOMによる個別指導を適宜実施予定
PowerPoint又はZOOMのホワイトボード又はWordの画面
を共有しながら講義形式で行う。
PowerPoint又はZOOMのホワイトボード又はWordの画面
を共有しながら講義形式で行う。
PowerPoint又はZOOMのホワイトボード又はWordの画面
を共有しながら演習形式で行う。
PowerPoint又はZOOMのホワイトボード又はWordの画面
を共有しながら演習形式で行う。

用する予定
ZOOM のチャット機能，Google Classroomのコメント欄などを利
用する予定

itai@tsukuba-g.ac.jp
itai@tsukuba-g.ac.jp
itai@tsukuba-g.ac.jp

ZOOM内又はE-mail、GmailでHangouts Chat、Edmodo

momotake@tsukuba-g.ac.jp

ZOOM内又はE-mail、GmailでHangouts Chat、Edmodo

momotake@tsukuba-g.ac.jp

ZOOM内又はE-mail、GmailでHangouts Chat、Edmodo

momotake@tsukuba-g.ac.jp

ZOOM内又はE-mail、GmailでHangouts Chat、Edmodo

momotake@tsukuba-g.ac.jp

講義、課題、学生のプレゼンテーションと議論。しかし学 質問は、授業中、口頭、あるいはGoogle Classroom、また授業後は

Classroom
ZOOM, Google

生の理解度によっては柔軟に進める。

Classroom
ZOOM, Google

生の理解度によっては柔軟に進める。

Classroom
本年度、希望者なし

生の理解度によっては柔軟に進める。

メールで受け付ける

事前課題をGoogle Classroomで提出、ZOOMで授業

授業中はZOOM、授業以外はGoogle Classroom

mochizuki@tsukuba-g.ac.jp

事前課題をGoogle Classroomで提出、ZOOMで授業

授業中はZOOM、授業以外はGoogle Classroom

mochizuki@tsukuba-g.ac.jp

ZOOMのチャット機能を利用

reego117sfa@tsukuba-g.ac.jp

Google Classroomのコメント欄を使用して質問への回答を行う。

hori@tsukuba-g.ac.jp

Google Classroomのコメント欄を使用して質問への回答を行う。

hori@tsukuba-g.ac.jp

Google Classroomのコメント欄を使用して質問への回答を行う。

hori@tsukuba-g.ac.jp

Google Classroomのコメント欄を使用して質問への回答を行う。

hori@tsukuba-g.ac.jp

ZOOMとGoogle
Classroom
ZOOMとGoogle
Classroom
ZOOM,Google

講義、課題、学生のプレゼンテーションと議論。しかし学 質問は、授業中、口頭、あるいはGoogle Classroom、また授業後は

はGoogle

Meet、課

題提出、出席管理は

はGoogle

講義と課題の組み合わせ（（30分の講義と10分の課題）×

GoogleClassroomで確認課題を実施

yonekawa@tsukuba-g.ac.jp
yonekawa@tsukuba-g.ac.jp
yonekawa@tsukuba-g.ac.jp

学習資料を事前配布し、オンラインで解説、時間内に
GoogleClassroomで確認課題を実施
資料映像を見た上での課題実施も想定

Meet、課 学習資料を事前配布し、オンラインで解説、時間内に

題提出、出席管理は

メールで受け付ける

講義、課題、学生のプレゼンテーションと議論。しかし学 質問は、授業中、口頭、あるいはGoogle Classroom、また授業後は

Meet、課 学習資料を事前配布し、オンラインで解説、時間内に

題提出、出席管理は

メールで受け付ける

講義、課題、学生のプレゼンテーションと議論。しかし学 質問は、授業中、口頭、あるいはGoogle Classroom、また授業後は

２）とまとめ（10分程度）
Classroom
講義ではZOOMまた

はGoogle

メールで受け付ける

yonekawa@tsukuba-g.ac.jp

生の理解度によっては柔軟に進める。

GoogleClassroom
講義ではZOOMまた
堀 聖司

用する予定

ZOOMによる講義15分+学生同士のディスカッションもし ZOOM のチャット機能，Google Classroomのコメント欄などを利

itai@tsukuba-g.ac.jp

Classroom
ZOOM, Google

GoogleClassroom
講義ではZOOMまた
堀 聖司

ZOOMによる講義15分+学生同士のディスカッションもし ZOOM のチャット機能，Google Classroomのコメント欄などを利

itai@tsukuba-g.ac.jp

GoogleClassroomで確認課題を実施

GoogleClassroom
講義ではZOOMまた
堀 聖司

ＣＡＤ基礎１

前期

金1

はGoogle

Meet、課 学習資料を事前配布し、オンラインで解説、時間内に

題提出、出席管理は
GoogleClassroom

GoogleClassroomで確認課題を実施

講義ではZOOMまた
堀 聖司

メディアデザイン演習Ｆ１（ＣＧ表現）

前期

月3

はGoogle

Meet、課 学習資料を事前配布し、オンラインで解説、時間内に

題提出、出席管理は

チャット機能やGoogle Classroom のコメント欄を活用する

hori@tsukuba-g.ac.jp

Google Classroomのコメント欄を使用して質問への回答を行う。

hori@tsukuba-g.ac.jp

オンラインでの講義、課題説明、進捗確認等を実施

チャット機能やGoogle Classroom のコメント欄を活用する

hori@tsukuba-g.ac.jp

講義と課題の組み合わせ（40分程度×2セッション）と解

授業中はGoogle Hangouts Meet（またはZOOM）のテレビ会議や

説、質疑応答、まとめ（教科書および解説資料を使用す

チャット機能を利用し、授業以外ではClassroomのコメント欄や

る）

メールで質問等への回答を行う予定

講義と課題の組み合わせ（40分程度×2セッション）と解

授業中はGoogle Hangouts Meet（またはZOOM）のテレビ会議や

説、質疑応答、まとめ（教科書および解説資料を使用す

チャット機能を利用し、授業以外ではClassroomのコメント欄や

る）

メールで質問等への回答を行う予定

講義と課題の組み合わせ（40分程度×2セッション）と解

授業中はGoogle Hangouts Meet（またはZOOM）のテレビ会議や

説、質疑応答、まとめ（教科書および解説資料を使用す

チャット機能を利用し、授業以外ではClassroomのコメント欄や

る）

メールで質問等への回答を行う予定

講義と課題の組み合わせ（40分程度×2セッション）と解

授業中はGoogle Hangouts Meet（またはZOOM）のテレビ会議や

説、質疑応答、まとめ（教科書および解説資料を使用す

チャット機能を利用し、授業以外ではClassroomのコメント欄や

る）

メールで質問等への回答を行う予定

GoogleClassroomで確認課題を実施

GoogleClassroom
講義ではZOOMまた
堀 聖司

博物館展示論

前期

火5

はGoogle

Meet、課 学習資料を事前配布し、オンラインで解説、時間内に

題提出、出席管理は

GoogleClassroomで確認課題を実施

GoogleClassroom
講義ではZOOMまた
堀 聖司

卒業研究

通年

集中・集中

はGoogle

Meet、課

題提出、出席管理は
GoogleClassroom
Google Hangouts

堀越 眞理子

情報基礎Ａ（文書処理）①

前期

月1

Meet（または
ZOOM）、Google
Classroom、メール
Google Hangouts

堀越 眞理子

情報基礎Ａ（文書処理）②

前期

火2

Meet（または
ZOOM）、Google
Classroom、メール
Google Hangouts

堀越 眞理子

情報基礎Ａ（文書処理）③

前期

火1

Meet（または
ZOOM）、Google
Classroom、メール
Google Hangouts

堀越 眞理子

情報基礎Ａ（文書処理）④（留学生対象）

前期

木1

孟熙

留学生日本語演習Ａ（語彙・漢字）

前期

金3

孟熙

留学生日本語Ａ１（留学生対象）③

前期

火2

孟熙

留学生日本語Ｂ１（留学生対象）③

前期

金2

木村 卓司

政治の基礎

前期

水4

木村 卓司

アメリカ社会と政治経済

前期

火3

木村 卓司

大衆文化論

前期

水5

木村 卓司

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ｃ１（国際政治経済）

前期

月4

木村 卓司

卒業研究

通年

集中・集中

Meet（または
ZOOM）、Google
Classroom、メール
ZOOM ・ Google

学習資料や課題を事前に配布し 、 オンラインで解説や

Classroom
ZOOM ・ Google

講評。時間内に確認課題も実施。

Classroom
ZOOM ・ Google

講評。時間内に確認課題も実施。

Classroom
ZOOM, Google

講評。時間内に確認課題も実施。

Classroom
ZOOM, Google
Classroom
ZOOM, Google
Classroom
ZOOM, Google
Classroom
ZOOM, Google
Classroom

メール

学習資料や課題を事前に配布し 、 オンラインで解説や
学習資料や課題を事前に配布し 、 オンラインで解説や

horikoshi@tsukuba-g.ac.jp

horikoshi@tsukuba-g.ac.jp

horikoshi@tsukuba-g.ac.jp

horikoshi@tsukuba-g.ac.jp

教員

―

学生

mou.ki@tsukuba-g.ac.jp

教員

―

学生

mou.ki@tsukuba-g.ac.jp

教員

―

学生

mou.ki@tsukuba-g.ac.jp

通常の講義、課題資料等の提示と議論・質疑

ZOOMのチャット機能を使用する予定

kimura@tsukuba-g.ac.jp

通常の講義、課題資料等の提示と議論・質疑

ZOOMのチャット機能を使用する予定

kimura@tsukuba-g.ac.jp

通常嬢の講義と映像視聴、課題資料等の提示と議論・質疑 ZOOMのチャット機能を使用する予定

kimura@tsukuba-g.ac.jp

通常の講義、課題資料等の提示と議論・質疑

ZOOMのチャット機能を使用する予定

kimura@tsukuba-g.ac.jp

学生による進捗状況の報告に応じた指導と議論

ZOOMのチャット機能を使用する予定。状況に応じてメールも活用 kimura@tsukuba-g.ac.jp

【木村】
就職準備（特に時事問題対策）についての講義、サンプル

木村 卓司・古谷 英雄 就職のための基礎知識Ａ ＢＡ・ＢＢクラス

前期

木2

ZOOM

Google

Classroom

テスト（3セット）の配布と回答作業、成正解の開示と解説
【古谷】
①事前にGoogle Classroomで課題を提示
②ZOOMで解説とディスカッションをオンラインで実施
③Google Classroomで課題の提出

ZOOMのチャット機能を使用する予定

【木村】kimura@tsukuba-g.ac.jp
【古谷】koya@tsukuba-g.ac.jp

【木村】
就職準備（特に時事問題対策）についての講義、サンプル

木村 卓司・古谷 英雄 就職のための基礎知識Ａ ＢＣ・ＢＤクラス

前期

木2

ZOOM

Google

Classroom

テスト（3セット）の配布と回答作業、成正解の開示と解説
【古谷】

ZOOMのチャット機能を使用する予定

【木村】kimura@tsukuba-g.ac.jp
【古谷】koya@tsukuba-g.ac.jp

①事前にGoogle Classroomで課題を提示
②ZOOMで解説とディスカッションをオンラインで実施
③Google Classroomで課題の提出
映像制作のチュートリアルを行い、学生が課題を作成す

野田 美波子

映像編集・制作Ａ

前期

火4

ZOOM

ZOOMチャット機能

noda@tsukuba-g.ac.jp

野田 美波子

アニメと映像Ａ

前期

水5

ZOOM

映像＋PowerPointによる講義

ZOOMチャット機能

noda@tsukuba-g.ac.jp

野田 美波子

ゲームプランニング

前期

集中

ZOOM

講義と学生によるグループワークの組み合わせ。

ZOOMチャット機能

noda@tsukuba-g.ac.jp

野田 美波子

アニメーション基礎

前期

水1・水2

前期開講せず。今年度の開講について検討中。

野田 美波子

映像と文化

前期

月4

ZOOM

映像＋PowerPointによる講義

ZOOMチャット機能

noda@tsukuba-g.ac.jp

野田 美波子

ﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝ演習Ｂ１（ｱﾆﾒｰｼｮﾝ・映像表現）

前期

火2

ZOOM

講義と課題制作

ZOOMチャット機能

noda@tsukuba-g.ac.jp

野田 美波子

卒業研究

通年

集中・集中

ZOOM

講義と課題制作

ZOOMチャット機能

noda@tsukuba-g.ac.jp

鈴木 浩

会計基礎

前期

月5

ZOOM

従来の授業をカメラパソコン通して学習を進める

質問は翌週の授業の最初に答える形式

suzuki-h@tsukuba-g.ac.jp

鈴木 浩

簿記会計１

前期

月2・月3

ZOOM
ZOOM とGoogle

従来の授業をカメラパソコン通して学習を進める

質問は翌週の授業の最初に答える形式

suzuki-h@tsukuba-g.ac.jp

鈴木 則稔

金融の基礎

前期

火5

Classroomに格納した ZOOMで開始、PowerPointファイルで説明

講義時ZOOM上、他Google Classroom上、メール

suzuki@tsukuba-g.ac.jp

講義時ZOOM上、他Google Classroom上、メール

suzuki@tsukuba-g.ac.jp

講義時ZOOM上、他Google Classroom上、メール

suzuki@tsukuba-g.ac.jp

講義時ZOOM上、他Google Classroom上、メール

suzuki@tsukuba-g.ac.jp

講義時ZOOM上、他Google Classroom上、メール

suzuki@tsukuba-g.ac.jp

講義時ZOOM上、他Google Classroom上、メール

suzuki@tsukuba-g.ac.jp

講義時ZOOM上、他Google Classroom上、メール

suzuki@tsukuba-g.ac.jp

る。

PowerPointファイル
ZOOM とGoogle
鈴木 則稔

財政学

前期

金4

Classroomに格納した ZOOMで開始、PowerPointファイルで説明
PowerPointファイル
ZOOM とGoogle

鈴木 則稔

経済史１

前期

月5

Classroomに格納した ZOOMで開始、PowerPointファイルで説明
PowerPointファイル
ZOOM とGoogle

鈴木 則稔

マクロ経済Ａ

前期

金3

Classroomに格納した ZOOMで開始、PowerPointファイルで説明
PowerPointファイル
ZOOM とGoogle

鈴木 則稔

ミクロ経済Ａ

前期

水3

Classroomに格納した ZOOMで開始、PowerPointファイルで説明
PowerPointファイル
ZOOM とGoogle

鈴木 則稔

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ演習Ｂ１（金融経済分析）

前期

火3

Classroomに格納した ZOOMで開始、PowerPointファイルで説明
PowerPointファイル
ZOOM とGoogle

鈴木 則稔

卒業研究

通年

集中・集中

Classroomに格納した ZOOMで開始、PowerPointファイルで説明
PowerPointファイル

