
（English below.） 

 

 学生の皆さんへ 

 

 

 

遠隔授業受講のルールについて 

 

 

  本学では、以下のとおり遠隔授業受講のルールを策定しています。 

  学生の皆さんは、以下のルールを遵守した上で、遠隔授業を受講してください。なお、以下のルール

は遠隔授業のみに適用されるものではなく、対面形式の通常授業でも同様に適用されるものです。 

 

1. Moodle や Zoom など遠隔授業や資料にアクセスする ID やパスワードなどを他人と共有してはい

けません。 

2. 友達に SNSなどで自身の IDやパスワードを教えてはいけません。 

3. 授業の様子を写真に撮ってネットなどに公開したり、SNSなどで共有したりしてはいけません。同

じクラスの学生だけが参加する SNSも同様です。 

4. 授業担当教員の許可なく、授業の内容を録音・録画してはいけません。また、それを公開してはい

けません。 

5. Moodleなどにアップロードされた授業の資料等（動画や音声ファイル等も含む。）を、授業担当教

員の許可なく再配布してはいけません。 

6. その他、授業を妨害する行為（遠隔授業等に対する不正なアクセスや不適切な行為等も含む。）をし

てはいけません。 

 

あなた自身が講義を受ける権利・自由を有するように、他の学生の皆さんの権利・自由を侵害するこ

とが無いように心がけてください。また、著作物を利用する際には、著作者へ敬意を払い、著作物に関

連する権利を侵害することの無いように心がけてください。 

上記に掲げたルールに違反した場合、本学学則により懲戒処分の対象となり得ることはもとより、電

磁的記録に関する罪もしくは不正アクセス、または著作権侵害などにより法律に基づく処分を受ける場

合がありますので、ルールを確認の上、授業を受講してください。 

  



 

To all students, 

 

 

 

Rules for attending online classes 

 

 

We have established the following rules for taking online classes. 

All students must comply with the following rules to take online classes. Please note that the 

following rules do not apply only to online learning, but also to regular in-class learning. 

 

1. Do not share IDs, passwords, etc. to access Moodle, Zoom, or other online learning materials with 

others. 

2. Do not tell your ID and password to your friends on SNS. 

3. Do not take photographs of the class and post them on the Internet or share them on SNS. The 

same is applicable to the SNS where only students in the same class participate. 

4. Do not audio- or video- record the content of the class without the permission of the teachers. 

Also, do not make them available to the public. 

5. Do not distribute class materials, including video and audio files, uploaded to Moodle without 

the permission of the class teachers. 

6. Do not disrupt the class in any other way (this includes unauthorized access or inappropriate 

activities for online classes, etc.). 

 

Just as you have your own right and liberty to receive lectures, please try not to interfere with the 

rights and liberties of other students. In addition, when using a copyrighted material, you must 

respect the author and be aware of his/her copyrighted materials not to violate any of the rights 

associated with it. 

 

Any violation of the above rules may be subject to disciplinary action under the University's 

regulations, as well as punishment based on the law for crimes related to electromagnetic records, 

unauthorized access, or copyright infringement. Please be sure to read the rules before taking classes. 

 


