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遠隔授業の受講フロー

授業開始までに
• 授業全般に関する連絡事項を確認

• CAMPUS SQUARE（学務情報システム（履修登録などを行うシステム））、
大学からの電子メールを利用

• 遠隔授業の受講に必要な情報を確認
• Moodle（学習支援システム）を利用

遠隔授業の受講には
• Zoom（ビデオ会議システム）を利用
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授業の開始までに準備すること（本資料の説明内容）

① 大学からの電子メールを確認できるようにする

② Moodle（学習支援システム）を利用できるようにする

③ Zoom（ビデオ会議システム）を利用できるようにする

3※以降の説明用画像は、実際のシステムの画像と異なることがあります。



① 大学からの電子メールを確認できるようにする

準備内容
• 大学メールシステムで確認する
• 自分のスマートフォンなどで確認できるようにする

4



大学メールシステムへのログイン方法
1. ブラウザを起動
2. 情報教育センターホームページ

（https://wp.mmm.muroran-it.ac.jp/）にアクセス
3. Webメールをクリックしログイン
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アカウント通知書のID
とパスワードを入力し
ログインしてください

https://wp.mmm.muroran-it.ac.jp/


メールを読む
1. 受信トレイをクリック
2. 一覧から読みたいメールのタイトルをクリック

メール一覧の下にメール
本文が表示されます
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大学メールを自分のスマートフォンやPCに転送
自宅で休講情報や大学からの通知を把握できます

スマートホンまたは電話会社のメール設定で、
@mmm.muroran-it.ac.jp からのメール受信を許可する
ように設定してください

そのためには、

教員や大学事務局からの連絡はメールで通知される
ことがあるので必ず設定してください

メール転送の設定
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メール転送の設定
1. オプションからメール転送をクリック
2. 転送先アドレスにスマートフォンなどのアドレスを入力し「追加」
「転送メールを自分のフォルダに残す」を必ずチェック
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② Moodle（学習支援システム）を利用できるようにする

Moodleでの提供情報
• 遠隔授業のサポート情報「遠隔授業支援2022」

• 詳細は付録を参照
• 各授業を受講するために必要な情報

• ビデオ会議システム（Zoom）のミーティングID、パスワード
も提供

準備内容
• 遠隔学習支援ページ「遠隔授業支援2022」を利用できる
ようにする

• 各授業科目のページを利用できるようにする
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Moodleへのログイン方法
1. ブラウザを起動
2. 情報教育センターホームページ

（https://wp.mmm.muroran-it.ac.jp/）にアクセス
3. 「Moodle2017」をクリックしログイン

アカウント通知書のID
とパスワードを入力し
ログインしてください
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https://wp.mmm.muroran-it.ac.jp/


「遠隔授業支援2022前期」への登録
1. 「コースを検索する」に「遠隔授業支援2022」と入力して「Go」。
2. 検索結果から「遠隔授業支援2022前期」を選択。
3. 「私を登録する」を押下。
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「遠隔授業支援２０２２」と入力し「Go」クリック

（「２０２２」は全角で入力してください）

スクロール



履修予定の授業のMoodleページを登録（1）
• 「遠隔授業支援2022」ページからR4年度前期学部授業時間割
をダウンロード
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R4年度前期学部授業時間割
をクリックしてダウンロード



13

履修予定の授業のMoodleページを登録（2）
時間割にはMoodleページへのリンクが付されています

緑字の科目

赤字の科目

主として遠隔形式で実施

主として面接形式で実施

科目名をクリックすると
Moodleページに飛べます

※PC環境によってはクリックした際に
警告が出る場合がありますがそのまま
開いて構いません

※変更されることがありますので、
各授業の連絡に注意してください。

クラスごとにページが異なります。
自分のクラスであることを確認し
てください



履修予定の授業のMoodleページを登録（３）
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クリックして参加登録

Moodleの科目ページが開いたら
「私を登録する」でページに参加することが
できます。
受講予定の科目すべてについて参加登録をしてください

※間違って参加登録してしまったら、左メニューの一番下にあるボタンで登録を解除できます。
なお、授業によっては自分で登録を解除できない設定になっている場合がありますので、その時は担当教員
に解除を依頼してください。（不明なときは、情報教育センターに問い合わせてください）

時間割の科目名をクリック

（例）Moodleの「 電気回路基礎（Aクラス）」のページ

コースごとなど複数クラスに分かれている
授業もあります。時間割をよく確認して
登録間違いに注意して下さい。

（演習・実験科目、一部講義科目などページの無い科目もあります）



注意
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Moodleの各授業のページ登録は、その授業の履
修登録ではありません。授業の履修登録について
は、CAMPUS SQUAREを利用してください。
※CAMPUS SQUAREの利用方法や、履修登録期間などの履修に関する情報については、学
務課からの通知を確認してください。



③ Zoom（ビデオ会議システム）を利用できるようにする

準備内容
• Zoomアプリをインストールする
• Zoomアプリの接続テストをする

※遠隔授業への受講については、授業からの指定などがない限り、
PCの利用を前提とします。
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Zoomアプリをインストールする

パソコン (Windows / Mac )

ミーティング用Zoomクライアントをインストール
https://zoom.us/download?zcid=1231
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Zoomミーティングのページ(https://zoom.us/join)からブラウザでも参加できますが
利用するブラウザやOSによって提供機能が異なることがあるため、アプリ利用を勧めます

既にインストール済みの場合、「アップデートの確認」から最新版にアップデートして下さい。

https://zoom.us/join


接続テストをする

基本はたった３ステップ

参加開始！

アプリを起動

「ミーティングに参加」をクリック

ミーティングIDを入力

会議のパスワードを入力

【テスト用の会議室】
配信予定時間：4月6日9時～8日17時

（期間中は夜間のアクセスも可能）

• アクセス先URL：

https://us06web.zoom.us/j/87344825892

• ミーティングID：873 4482 5892
• パスワード：なし

Zoomのアカウント作成(サインアップ)は不要です。
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https://us06web.zoom.us/j/87344825892


Zoomアプリの利用に関する補足
• 遠隔授業への参加名は、授業からの指定などがない限り、次の
ようにしてください。

12345678_工大花子（学籍番号_氏名）

• 学内から接続するときは、遠隔授業用の無線LANが利用できま
す。

SSID：ONLINE-CLASS 
PSK：MurokoudaiLan

なお、多数が同時に接続すると性能が低下することがあリます。
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付録



遠隔授業支援ページについて

21※今後、ページの内容は更新されます

このページからの連絡用フォーラム（掲示板）
• 大学からの連絡事項が掲載されます。掲載内容は電

子メールで通知されます

問い合わせ用フォーラム
• 質問や不明点があれば、投稿してください

「履修に関するお知らせ」
• 授業関する情報（時間割や履修上の注意点など）と

その問い合わせ先が掲載されます

「大学情報システムに関するお知らせ」
• メール・Zoom・Moodleなどの大学情報システムに

関する情報とその問い合わせ先が掲載されます



質問方法について

22※今後、ページの内容は更新されます

①問い合わせフォーラムを確認してください
• すでに類似の質問内容がある場合があります。

②問い合わせフォーラムから質問してください
• 類似の質問内容が見当たらないときは、質問を投稿

してください。
• どこに質問してよいかわからない場合は「その他の

質問」に投稿してください。

③解決しないときは、直接、窓口で質問してください。
緊急時に限り電話でも構いません。
• 誰に確認してよいかわからない場合は、教育支援係、

情報教育センターのどちらでも構いません。



困ったときは

問い合わせフォーラムや電話では解決しないときは、
情報教育センター（教育研究1号館・C棟3階）に来て
ください。可能であればPCを持ってきてください。
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「遠隔授業ヘルプデスク」のご案内
Zoom・対面で遠隔授業受講のサポートを実施します。

ミーティングID: 876 6567 7799
パスワード：なし

日付 開始 終了
４月６日（水） 13:00 17:00
４月７日（木） 13:00 17:00
４月８日（金） 10:00 17:00

４月１１日（月） 10:00 17:00
４月１２日（火） 10:00 17:00
４月１３日（水） 10:00 17:00
４月１４日（木） 10:00 17:00
４月１５日（金） 10:00 17:00

遠隔授業の受け方
• Zoomの導入、使い方
• Moodleの使い方
• 授業の準備

パソコンの設定方法
•学内Wi-Fi(ONLINE CLASS)の接続
•Officeソフト(Microsoft Office)の導入、使い方
•ウイルス対策ソフト(F-Secure)の導入、使い方

受付時間相談例

情報教育センター

対面：１号館C305教室
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