
自宅待機に関する保護者アンケートの回答（Q&A）大島商船高専 

 
 先日（６月１日～１５日）に学生相談室にて実施いたしました，自宅待機に関する保護者アン

ケートにて，保護者の方々より寄せられました，ご意見，ご質問について回答いたします。 
 質問内容は多岐に渡り，学校全体としての回答が必要と判断し，質問内容毎に関係部署にて回

答させていただいております。 
 
 

教務主事室関係 
 
１．なぜ自宅待機を解除できないのですか。 

本校は，商船学科を有しており，全国各地（北海道，関東，関西，九州）からの学生を含

め，約２００名の寮生が在籍しております。 
現在，全国的な規制は解除されておりますが，全国各地で感染者数の増加が報告されている

こともあり，寮生の帰寮時期については慎重に判断する必要があると考えております。 
その為，現段階で対面授業再開予定を９月２日としておりますことをご理解下さいますよう

お願いいたします。 
なお，現在，全国のほとんどの高専において，本校同様に遠隔授業を継続している状況にあ

ります。県内の宇部高専，徳山高専についても，遠隔授業および分散登校（各学年週１回程

度）により学びを継続中です。（寮生の帰寮判断につきましては，寮生の出身地により各校の

対応は異なっております） 
近隣の県立高校等では，通常の登校が再開されており，ご不安も大きいことと存じますが，

高専における対応について，ご理解いただきますよう併せてお願い申し上げます。 

近隣の通学生については，６月１５日より登校日を設け段階的に自宅待機の緩和を進めなが

ら様子を見て参りましたが，現在のところ，近隣地域で移動することにおきましては感染等な

く経過しております。 
また，令和２年６月１８日付で山口県知事より「特定の地域を指定した移動の自粛要請を行

わないこと」とする通達があり，全国的にも６月１９日より移動自粛要請が解除されました。

このことを受け，自宅での過ごし方につきましては，新しい生活様式を各自がしっかりと理解

し，感染予防対策を講じた上で，各ご家庭で判断いただくことといたします。 
長期間に渡る自宅待機へのご理解ご協力に感謝いたします。 

 

２．授業料はどのような扱いになりますか。返還できますか。 

現在，本校は対面授業の実施はされておりませんが休校ではなく，遠隔授業による前期期間

中です。 
現在実施している遠隔授業は，対面授業に代わる正規の授業として実施しております。その

ため，授業料の返還はありません。 
 

３．前期の成績はどのように評価するのですか。進級・単位取得が心配です。 

現在実施している遠隔授業では，通常の前期中間試験にかわる Web試験もしくはレポートを

実施しております。９月に学校再開後，前期末試験を予定しております。 

前期の成績につきましては，これらの試験成績に，遠隔授業で課されている他のレポートを

加味したうえで，評価します。  



４．Ｓ４の単位認定はどうなりますか。 

商船学科４年生は，１０月から実施される海技教育機構での実習に参加する必要がありま

す。前期の成績評価は，中間試験，期末試験ともに Web試験またはレポートを実施したうえで

評価いたします。実験実習等で，遠隔授業にて実施できない部分については，５年生で実施

し，卒業に影響しないよう対応いたします。 

 

５．今年度の授業日程について教えてほしい。 

９月２日に学校再開後，９月４日，前期期末試験時間割発表，９月１６日から２４日に前期

末試験を実施します。 

その後，９月２５日より後期を開始します。 

教務日程については教務予定（HP内に掲載）通りに実施する予定ですが，詳細につきまし

ては，学校再開に合わせてお知らせいたします。 

 
  参考（新型コロナウィルス感染拡大防止のための学生の自宅待機の実施について） 
 

６．遠隔授業の実施計画を説明してほしい。 

通常の授業実施曜日の翌日配信を原則としており，計画につきましては HPに掲載しており

ます。 

参考（遠隔授業スケジュール） 

５月２８日より，遠隔授業の延長に伴い，一部実験実習系科目の授業動画配信を開始しまし

た。また，４，５年生の後期における授業時間確保のため，後期授業科目の一部を前期実施に

変更し，授業動画の配信を開始いたしました。詳細につきましては，学生にメール連絡してお

ります。 

 

７．遠隔授業をリアルタイム形式でできませんか。 

遠隔授業導入にあたり下表に示すようにリアルタイム形式とオンデマンド形式の二つの利

点・欠点等を検討しました。そのうえで，学生の学習環境（PCの有無，通信環境等）を考慮

し，オンデマンド形式とさせていただいております。 

表. 遠隔授業方法の比較 

 リアルタイム形式 オンデマンド形式 

利点  対面講義と近いスタイルで授業を実施で

きる 

 教員と学生間の意見交換や質問等をリア

ルタイムで行える 

 好きなときに何度でも学生が受講できる 

 学生の受信環境に対する負担が比較的少

ない 

 ノートをとる際などに一時停止できる 

欠点  多数の学生が安定してビデオや音声を受

信できる通信環境が必要 

 授業への出欠以外で履修状況を把握する

必要がある 

 質問等をリアルタイムにすることができ

ない 

データ通信

量の目安 

1時間当たり，650～1000MB (Microsoft 

Teams使用時) 

1時間当たり，100MB前後 (PowerPoint+音

声)，200MB前後(ビデオカメラによる撮

影)(注) 
(注)データ圧縮を施した上での本校基準であり，一般的には+50～100MBの場合が多い  

 

 

http://www.oshima-k.ac.jp/online-education/index.html
http://www.oshima-k.ac.jp/online-education/schedule.html


８．実習・実験系の授業の方法はどのように考えていますか。 

遠隔授業で実施できる実習系科目については，すでに授業動画の配信をしております。 
また，遠隔授業で実施できない実習については，後期に実施いたします。 
 

９．通信環境が脆弱な学生に対するフォローをどのように考えていますか。 

遠隔授業開始に伴い，担任による通信環境確認を行い，申し出のあった学生については授業

担当者間で情報共有後，対応・配慮を行っております。 
通信環境が脆弱で遠隔授業を受けるのが困難な場合は，担任へご相談下さい。 

連絡先（0820）74-5451 ※学校代表に繋がりますので，担任へ繋ぐようお申し付け下さい。 
 

10．追認試験は実施されるのでしょうか。後期だけでは不安です。 

追認試験は，基本的には９月から受験可能です。ご不安な点や個別のご要望につきまして

は，担任へ連絡の上，ご相談いただきますようお願いします。 

連絡先（0820）74-5451 ※学校代表に繋がりますので，担任へ繋ぐようお申し付け下さい。 
 

11．登校日は増やすことができませんか。 

登校日が設定されていない週は，遠隔地（登校日に登校できない地域の学生）へのシステム

を用いた指導を実施している為，登校日の設定が２週間おきとなっております。登校日を増や

すことが出来ない現状をご理解いただきますようお願いいたします。 
 

12．９月から授業が始まるが，その期間に始まる行事（インターンシップ）はどのようにし

たらよいか。 

９月１１日までにインターンシップに参加された場合には，手続きをすることで公欠扱いと

なります。インターンシップの参加につきましては，学生より担任へ必ずご相談下さい。 
 

13．学校通学の条件を教えてください（健康観察をするなど）。 

原則として，健康観察（学校 HP に掲載している Forms への入力）を実施していただき，登

校する前２週間（土日，休日も含む毎日）に健康面で問題がないことを条件としております。 
※学生の健康状態を把握し対面授業再開の判断をする為，夏季休業中も Forms にて毎日入

力するようご家庭でもご指導いただきますようお願いいたします。 
 
 参考（健康観察） 

  

http://www.oshima-k.ac.jp/online-education/healthcheck.html
http://www.oshima-k.ac.jp/online-education/healthcheck.html


学生主事室関係 
 
１．今年度の学校行事について教えてほしい。 

現時点で回答できるものについてお答えいたします。商船祭の通常開催はありません。代わ

りに，オンラインでできること，その他新型コロナウイルス感染症のリスクが全くない方法で

できることを，現在模索中です。また，現段階でロボットコンテストはまだはっきりしたこと

はわかっておらず，英語弁論大会はオンラインで実施する可能性が高いです。詳細が分かり次

第ご連絡いたします。 
 

２．部活動の再開方針を教えてほしい。 

９月２日から正式に学校が再開されますので，９月２日より解禁にいたします 
（ただし，９月４日〜２４日は，前期末試験準備期間及び試験期間になりますので，部活動は

できません）。 
 

３．アルバイトに対する学校の方針を教えてほしい。 
７月３１日までは遠隔授業による授業期間ですので，アルバイトは禁止です。８月１日から

は夏季休業に入りますので，アルバイトを許可いたします。アルバイトについては，７月初旬

に学生主事室から，全学生にメールで連絡いたします。その際，「許可願」「就業届（低学年

用）」「就業届（高学年用）」をメール添付いたします。アルバイト従事につきましては，以下

の点は厳格にお守りください。 

・低学年は学校の許可が必要ですので，必ず許可願をご提出ください。学校に持参する必要は

ありません。メールに添付しますので，直接記入して，担任へメールで返送してください。

担任が記入後学生主事で押印します。 
・新型コロナウイルス感染症対策として，通常の就業届とは異なる様式を用意しました。こち

らも７月初旬にメールで送付しますので，必ずアルバイト先の責任者に記入してもらうよう

にしてください。 
・アルバイトに行った日は，必ず Forms でのアンケートに回答するようにしてください。URL

は「許可願」や「就業届」と一緒にメールで学生に送ります。万が一，感染者が出た際，行

動歴を保健所に提出しなければなりませんので，必ず Forms のアンケートには回答するよ

うにしてください。 
※アルバイトに関しては，保護者の方の同意が必要となりますが，その際，アルバイトをする

ことで学業に影響がないかを十分にご検討いただいたうえで，ご判断いただきますようお願

いいたします。 

但し，新型コロナウイルス感染症流行の影響で，ご家庭の経済的事情でお子様のアルバイト

実施がどうしても必要な場合，保護者と学生主事室が面談をさせて頂きました上で，前向きに

考慮いたします。 
遠方の方はもちろんですが，近隣の方でも電話による話し合いを希望されます場合は，お電

話での対応もさせて頂きます。 
 
 

  



寮務主事室関係 
 
１．なぜ寮を開寮できないのですか。 

本校の寮は商船学科を有していることもあり，北海道・関東・関西・九州などの遠方からの

寮生が多いことが特徴です。今回の感染症に対する対応は，それぞれの自治体毎に外出自粛や

移動自粛が要請されており，近郊の状況だけでは判断することができません。また，寮を再開

したあとで，学生の自宅地域で感染が拡大した場合に，移動規制がかかり，夏休みに帰省でき

ない事態も想定されます。特に，今回は再開予定直前に北九州市で感染が拡大し，山口県から

「北九州市からの移動自粛要請」がなされたため，急遽再開を延期せざるを得ませんでした。 
現在は全ての都道府県で緊急事態宣言が解除され，北九州市からの移動を含め，県を越える

移動自粛制限もないため，６月に文部科学省・高専機構から通達された寮の対策（「新しい寮

生活」にて説明）を進めています。一番重要な部分として個室対応となるため，現在閉鎖中の

北寮部分を再開し対応できるように準備を進めています。また，感染発生時の対応マニュアル

作成や緊急勤務対応についても整備を進めているところです。 
現在，全国にある５つの商船系高専の中で富山高専のみが６月から通常通り開寮しておりま

す（広島商船は分散開寮）が，我が校を含め，他の商船高専では対応が間に合わず学生・保護

者の方々にご迷惑とご心配をかけていることをお詫び申し上げるとともに，９月より通常再開

ができるよう努力いたしますので，ご協力よろしくお願いいたします。 
 

２．前期の寮費は返還できませんか。 

先日，寮務主事名にて案内文を郵送させていただいていますので，そちらをご確認くださ

い。基本的に寮費とは宿泊費ではなく，寮の施設維持費（エアコンのリース料等）にあてられ

ています。現状では，今後どのような状況になるか想定できないため，年度末に返金できない

か検討しています。 
 

３．９月からの開寮についてのステップを教えてください。 

「新しい寮生活」を基に，通常通りの再開を予定しています。全学年で個室対応となります

ので，帰寮直後に半数の寮生に部屋の移動をお願いすることになります。また，感染に関して

ワクチンなどの対応が行われるまでは制約の多い生活となるため，通学が可能な距離の寮生に

は，通学への切り替えもご検討ください。 
なお，４月の開寮時には地元住民の方々から，買い物時などにマスクの未着用や集団での買

い物について注意を受けた事例もありますので，新しい生活ルールとしてマスク着用・密を避

ける生活習慣を今から心がけるようご家庭でもご指導をお願いいたします。 
 
 

  



キャリア支援室関係 
 
１．この期間に受ける資格を教えてほしい。 

まずご質問に回答する前に，事前説明をさせていただきます。 
始めに，例年通り，始業日に合わせて各科の状況に合わせた，資格試験一覧表を配布してお

ります。この資格試験一覧表には，試験名称・試験に関連する本校の科目・取得を進める学年

等の情報を一般教養ならびに専門科目に分類して表示しております。 

この資格試験一覧表ですが，今年度は４月５日（日）に各クラス担任に電子データ（excel, 

pdf の２種類）と，Ａ３サイズに印刷したクラス掲示用のポスターを配布しております。電子

データにつきましては，昨今の情報通信環境等を鑑み，オンライン上で閲覧・配布できるよう

にしております。 

以上を踏まえまして，ご質問に回答させていただきます。 

次に，所属する学科の２０２０年度 資格試験一覧表の情報をご確認下さい。お手元に無け

れば，お手数をお掛けしますが，各担任に問い合わせの上，電子データの送付をご依頼下さ

い。 
その後，一覧表に，資格試験名称と合わせて参照 URLも記載しておりますので，試験実施の

状況（申し込み期日，会場等）をご確認下さい。なお新型コロナウイルス感染症対策のため，

試験を実施しないケースや例年と大きく異なる対応が必要となるケースもございますので，そ

こも合わせてご確認下さい。 
 

２．就職に向けてのガイダンスなどはできませんか。 

昨年度と同様に，各学年で就職・進学に向けたガイダンスを計画しておりました。しかし，

ご存知のように，新型コロナウイルス感染症対策のため，前期が自宅学習となりました。その

ため，現状では，後期に可能な限り，実施する方向で検討しております。但し，キャリア支援

関連の行事だけでなく，他の学内行事も同様に後期で開催する関係上，例年と同じことを実施

するのは難しい場合も想定されます。 
いわゆる３密を避けての開催を検討しなければならないため，講師の方や学内で協議を重

ね，可能な限り，例年と同じことを開催する予定です。 
なお現時点では下記の２件，主に３年生，４年生を対象としたオンライン形式のキャリアガ

イダンスの案内を関連するクラス担任に連絡しております。詳細につきましては，各担任から

転送されましたメール等をご確認下さい。 
 

【高専キャラバン】 
人材育成と新規ビジネス創出や地方及び，経済活性化への貢献を目指し，講演活動を通じ

て，次世代スマホアプリ開発啓蒙と開発ノウハウの提供 
開催日時：７月１８日（土），７月２２日（水） １７時から（２時間程度） 
申し込み：各自で下記 URL にアクセスして，必要事項を記入 

  https://kosen-caravan.com 
 
【やまぐち WEB合同説明会の案内】 

就活生以外の学生にも早期から企業を知っていただきたい，という思いから，山口大学のベ

ンチャー企業「STEC（ステック）； https://ankeru.com/」から案内をいただきました。 
開催時期：６月２９日（月）から７月１５日（日）まで 
 

https://kosen-caravan.com/


３．インターンシップの参加について 

インターンシップの参加について，回答させていただきます。 
まずインターンシップの申し込み方法には，２種類あり， 
1）山口県インターンシップ推進協議会を経由して申し込む， 

2）主に県外企業の場合，担任と協議・準備の上，申し込む，があります。 
いずれの場合も，クラス担任との協議・相談が必要となります。以下に，それぞれの手順を

記載します。 

1)  山口県インターンシップ推進協議会を経由して申し込む 
まず，https://www.y-internship.com/participation/twothree.html にアクセスして下さい。

そこで，受け入れ事業所や受け入れ可能期間等を確認して下さい。 
その後，学生が作成する申込書に必要事項を記入の上，クラス担任に電子データを送付して

下さい。クラス担任が，一括で入力する形となっています。 
なお，学内〆切は７月８日（水）１３時となっており，本件は６月１日（月）にクラス担任

に連絡しています。 
締め切り後，山口県インターンシップ推進協議会の方で受入企業側とのマッチングを取り，

後日，受け入れ可否の連絡が学校にある形となります。 

2) 主に県外企業の場合，担任と協議・準備の上，申し込む 
主に県外の企業が中心になるのですが，インターンシップ関連情報のサイトを高専機構

Office365 の SharePoint に構築しております。 
これは昨年度までは学内限定のアクセスサイトであった情報を，自宅からでもアクセス（情

報確認）できるよう，高専機構アカウントでログインしてからでないと閲覧できないサイトに

移行したものです。本件につきましては，５月２６日（火）にクラス担任に連絡しており，本

校の情報システム利用者ガイドラインを遵守する等で閲覧をお願いしております。 
その情報を確認しながら，申し込み期限までに，クラス担任と協議・準備した上で申し込む

ように，お願いしております。 
申込後（郵送もしくはオンライン），受入可否の連絡が入るようになっています。 

最後になりましたが，今年度のインターンシップ参加ですが，新型コロナウイルス感染症の

影響により，急な変更（企業側からの受け入れ中止）も十分に考えられます。そこはご了承下

さい。 
 
 

  

https://www.y-internship.com/participation/twothree.html


学生相談室関係 
 
１．昼夜逆転しています，どのようにしたらいいですか。 

 
学生自身で遠隔授業に基づき時間の管理ができる取り組みをしてもらいたいと思います。 

ネットワークの調子が悪くて接続ができないなどの話もお伺いしていますが，ネットワーク

への接続は，夜よりも朝の方が繋がりやすくなります。下図のデータからも午前１年以降の深

夜時間帯を除くと，平日の午前中のネットワーク通信量が低いことが分かります。規則的な生

活習慣という面だけでなく，快適な授業動画視聴の面も考慮して，朝方に切り替えていっても

らいたいと思います。 

（学校 HP上に掲載しております自宅待機に関する保護者アンケート結果報告および保健室

便りも参考にしていただければ幸甚に存じます） 

（HP参照手順；以下の順にクリックしてください） 

学校 HP→（お知らせ内）→自宅待機に関する保護者アンケート結果について 

または 

学校 HP→（お知らせ内）→保健室便り令和２年６月号発行のお知らせ 

 

 
図. インターネットトラフィック(通信量)推移データ 

（出典）：NTT communicationsウェブサイト: （2020年 6月 30日公開版） 

(https://www.ntt.com/about-us/covid-19/traffic/) 

 
 

その他 
 
１．校内の感染予防対策は徹底されていますか？ 

新しい生活様式に基づき校内での感染対策（新しい学校生活），寮内での感染対策（新しい

寮生活）について，本校独自のマニュアルを作成し感染予防に取り組んでおります。 
対面授業再開までには，保護者の皆さまにもご覧いただけるように準備中です。 

２．保護者向けの連絡メール等の登録はありませんか 

学生の皆さんには，さくら連絡網へ登録していただいておりますが，保護者の方も登録可能

です。登録マニュアルをご確認の上，登録をお願いいたします。 
 



利用者用のマニュアル URLです。  
             ↓ 

https://さくら連絡網.jp/manual_noline/manual.html  
 

※学生の皆さんで現在未登録の方※ 

登録には ID，パスコード，認証コードが必要です（セキュリティー上，お電話にて口頭で

ID やコードをお伝えすることは出来ません）。全学生へ下記の用紙にて通知しておりますが，

未登録の学生（ID を紛失した）は再度手続きが必要ですので，電話（0820）74-5473 へご

相談下さい。 
 
 

https://%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%89%E9%80%A3%E7%B5%A1%E7%B6%B2.jp/manual_noline/manual.html

