
令和３年度第２学期授業方法一覧（HOPS）

院・公共合併授業

院・LS・公共合併授業

学部・院・公共合併授業

公共・経済学院合併授業

公共・工学院合併授業

※開講曜日・時限順 ※BCPレベルがレベル２以下の場合を記載しています。レベル３以上の場合は原則全てオンラインに移行します。

開講課程

配当年
次

（合併
科目は
空欄）

科目名 担当教員

開講曜日・時限

※時間割表の記
載と齟齬がある
場合は，時間割
表が優先する。

メールアドレス
※【AT】を@に変換の上，使用してくださ

い。
開講方法 授業実施方法 成績評価方法

その他（参照URL,　教員へのアクセス
方法，ID・PWの告知など）

学部/院/公共
外国語応用演習（中国語）/外国語特殊演習
Ⅱ（中国語）/中国語実務演習

岩谷 月１ iwatani【AT】eis.hokudai.ac.jp オンライン授業 zoom上で講義時間に実施 毎週提出の課題等

公共 1・2 国際政策特別講義 池 月１ n_chi【AT】hops.hokudai.ac.jp オンライン授業 Zoom利用 レポート
教員へのアクセスはメールで、ID・PW

はMoodleにて告知

公共 1・2 社会資本政策論 岸 月２ kishi【AT】eng.hokudai.ac.jp オンライン授業 Zoomミーティングによる同時配信 レポート・期末試験

院/公共
現代日本政治外交論
/現代日本政治外交論

前田 月３ maeda【AT】juris.hokudai.ac.jp オンライン授業 Zoomで同時配信 平常点と報告に基づく

公共 1・2 自然災害論 渡部 月３ watabe【AT】eng.hokudai.ac.jp オンライン授業（一部対面の可能性） Zoomによるオンライン 毎回のレポート
授業方法はELMSで毎回確認してくださ

い

公共 1・2 災害危機管理事例研究 渡部 月４・月５ watabe【AT】eng.hokudai.ac.jp オンライン授業（一部対面の可能性） Zoomによるオンライン 毎回のレポート
授業方法はELMSで毎回確認してくださ

い

公共 1・2 福祉労働政策事例研究 中園 月４・月５ k.nakazono【AT】hops.hokudai.ac.jp
オンライン授業と対面・ハイフレックス授
業（対面とオンラインの同時受講型）の組

み合わせ

　授業は、各回のゲスト講師と調整した上で、①Zoomに
よるオンライン同時配信、または、②対面・ハイフレッ
クス（対面とオンラインの同時受講型）で実施予定。
　現地視察については、道内の感染状況・大学のBCPレ
ベル・受入れ先との調整等を踏まえた上で、実施を検討

する。

シラバス記載のとおり
　受講にあたっての具体的な留意事項
は、エルムスでの掲示、学生へのメー

ルで周知予定。

公共/経済 財政学/財政学特論Ａ （小山） 月５ koyama【AT】econ.hokudai.ac.jp 対面授業 シラバス記載のとおり 提出されるレポートで決定

院/公共 国際組織法/国際関係法 （小林友） 火１ kobayashi【AT】otaru-uc.ac.jp オンライン授業
Zoomでのリアルタイム配信と、ELMSでのオンデマンド配

信とを併用
シラバス記載の通り

ELMS上の指示について不明な点があれ
ば、メールで連絡してください。

公共/経済 国際経済学/国際経済学特論Ｂ 須賀 火３ suga【AT】econ.hokudai.ac.jp オンライン授業 Zoomで同時配信 レポート課題

院/LS/公共 アジア法/アジア法/現代比較アジア法 徐 火３ xing_xu【AT】juris.hokudai.ac.jp オンライン授業 Zoomで同時配信 シラバス参照 ID・PW／URLはELMSで周知

公共/経済 金融政策論/金融経済学特論Ａ 早川 火４ hit.hayakawa【AT】econ.hokudai.ac.jp オンライン授業 zoom同時配信 プレゼンテーション・課題

院/LS/公共 政策過程論/政治過程論/政治過程論 空井 火６ sorai【AT】juris.hokudai.ac.jp オンライン授業 ZoomもしくはWebexで同時配信 期末試験の成績により評価する

授業に関する通知や資料の配布はELMS
の授業グループのMoodleを通じて行う
ので，確認を怠らないようにしてくだ

さい。

公共/工学
廃棄物技術政策論（秋）
/廃棄物管理計画特論

石井一 水１・金２ オンライン授業

院/公共 国際政治経済論/国際政治経済学 土井 水２ sdoi【AT】juris.hokudai.ac.jp オンライン授業 Zoomで同時配信 平常点、定期課題、期末課題 ELMSで通知

公共/経済 労働経済学(秋)/労働経済学特論Ａ 安部 水２・木１ abey【AT】econ.hokudai.ac.jp オンライン授業
zoom のライブ授業、

および、
ELMSでのオンデマンド教材の配信

シラバス記載の通り
Eメール、および、ELMSの当該授業の
ページにより、連絡事項を伝達しま

す。

公共 1・2 国際政策特論Ⅰ 池 水３ n_chi【AT】hops.hokudai.ac.jp オンライン授業 Zoom利用 レポート メールで、ID・PWはMoodleにて告知

院/LS/公共 国際人権法/国際人権法/国際人権法
児矢野
齊藤正

水３
koyano【AT】juris.hokudai.ac.jp
sait【AT】juris.hokudai.ac.jp

オンライン授業
初回～第8回目はWebexで同時配信、第9回目～第15回目

はZoomで同時配信
ELMS又はメール

公共 1・2 政策討議演習

中尾
山本
中園
武藤

水４・水５ k.nakazono【AT】hops.hokudai.ac.jp 対面授業
　グループワークを行うため、感染防止対策を講じた上
での対面授業を基本とする。なお、大学のBCPレベルに

応じて、授業の実施方法は適宜見直す。
シラバス記載のとおり

　受講にあたっての具体的な留意事項
については、必要に応じて担当教員か

らメール等で連絡する。

公共 1・2 公共経営特論Ⅰ 山本直 水６ naoki.yamamoto【AT】hops.hokudai.ac.jp
オンライン授業の回と対面授業の回がある

予定
シラバス参照 連絡はELMSまたはメール

公共 1・2 法政策学 米田 木２ myoneda【AT】juris.hokudai.ac.jp オンライン授業 ZOOMによる同時配信
受講方法についてはELMSを通じて告知

する

公共 1・2 法政策ペーパー技能演習 武藤 木３ muto【AT】hops.hokudai.ac.jp オンラインと対面式の併用により実施
原則として講義回を対面式で、演習回をオンラインで実
施する。オンライン実施の際はZoomで同時配信する。

課題レポート方式

公共 1・2 イノベーション・マネジメント論 （島） 木４～木６（変則） hishima【AT】aurora.ocn.ne.jp オンライン授業 Zoomで同時配信 シラバス記載の通り



開講課程

配当年
次

（合併
科目は
空欄）

科目名 担当教員

開講曜日・時限

※時間割表の記
載と齟齬がある
場合は，時間割
表が優先する。

メールアドレス
※【AT】を@に変換の上，使用してくださ

い。
開講方法 授業実施方法 成績評価方法

その他（参照URL,　教員へのアクセス
方法，ID・PWの告知など）

公共 1・2 環境技術政策論 （牛島） 木５ cj00005_06f02【AT】elms.hokudai.ac.jp オンライン授業
Zoomで同時配信

（一部日程のみZoomオンデマンド配信予定）
出席，講義中の簡易試験，

グループ討議，最終レポート
連絡はELMSまたはメール

院/公共 福祉社会政策論/社会政策論 中園 金２ k.nakazono【AT】hops.hokudai.ac.jp
オンライン授業と対面・ハイフレックス授
業（対面とオンラインの同時受講型）の組

み合わせ

　授業は、講義回とディスカッション回で構成する。講
義回はZoomによるオンライン同時配信、ディスカッショ
ン回は対面・ハイフレックス（対面とオンラインの同時

受講型）で実施予定。

シラバス記載のとおり
　受講にあたっての具体的な留意事項
は、エルムスでの掲示、学生へのメー

ルで周知予定。

院/公共 比較政府間関係論/比較政府間関係論 山崎 金３ myama【AT】juris.hokudai.ac.jp オンライン授業 ZOOMで同時配信 コメント票と期末レポート 仔細はELMSを通じて連絡

公共 1・2 公共経営特論Ⅲ
中尾
村上

金３
f.nakao【AT】hops.hokudai.ac.jp
yuichim【AT】juris.hokudai.ac.jp

オンライン授業の回と
対面授業の回が有る予定

オンライン授業の回は、Zoomで
同時配信・ミーティングを原則とする

シラバスに記した通り
詳細はELMSかメールかで

連絡しますので、ご注意ください。

公共 1・2 環境政策事例研究 中尾 金４・金５ f.nakao【AT】hops.hokudai.ac.jp
オンライン授業の回と

対面授業の回が有る予定
オンライン授業の回は、Zoomで

同時配信・ミーティングを原則とする
シラバスに記した通り

詳細はELMSかメールかで
連絡しますので、ご注意ください。

学部/院/公共
演習Ⅱ（２学期）/比較法政論
/国際政治経済政策事例研究

岩谷
遠藤
池
城山
渡辺

金５ iwatani【AT】eis.hokudai.ac.jp
オンライン/対面併用（講師や実施方法によ

る）
対面（この場合も配信）/同時配信併用 出席/最終レポート


	最終版・いつでも最新_HOPS

