
For the information in English, please see the bottom of this message.  

 

                           令和 2年 4月 17日  

 

石川キャンパス学生 各位  

                       

                     教育支援課  

                     情報社会基盤研究センター  

 

 

          オンライン講義の受講について  

 

 新型コロナウィルス感染症への対策として、令和 2年度の 1の 1期の授業がオ  

ンライン化されます。  

 

1．講義参加環境の準備  

 各学生は、4月 20日から開始される講義を受講できるよう、情報社会基盤研究  

センターの下記Webページを参照して講義参加環境の準備し、オンライン講義に  

利用されるシステムにアクセスできることを予め確認してください。  

 

 オンライン講義について  

 URL：https://www.jaist.ac.jp/iscenter/online-lecture/  

 

 JAIST-LMSについて  

 講義の実施形式や進め方等が確認できます。  

 URL: https://dlc-lms.jaist.ac.jp/moodle/login/index.php  

 

2．講義参加環境が準備できなかった場合の対処  

 講義が開始される 4月 20日になっても講義参加環境が準備できていない学生  

は、小ホール（金曜日午後を除く）、M4講義室、図書館、J-BEANS及び所属研究  

室自席（※）から講義に参加することができます。もし講義参加環境が準備でき  

なかった場合には、貸出タブレット端末等を持参の上、ご来室ください。  

 ※ 研究室の使用にあたっては、新入生は導入配属先の指導教員からの事前の  

   指示に従ってください。  

【小ホール】（38席）  

使用時間 月～木 8：30～19：00、金 8：30～12：30  

     ただし、18日(土)及び 19日(日)は使用可能です。（9：30～17：00）  

※コンセント数に限りがありますので、Surfaceをあらかじめ充電しておいて  

ください。  



【M４講義室】（12席）  

使用時間  月～金 8：30～19：00  

※コンセント数に限りがありますので、Surfaceをあらかじめ十分充電をして  

おいてください。  

【図書館】（新館２階：9席、新館 3階：11席）  

使用時間  月～日 24時間  

※同時配信を受講する場合は、発言等で声を発する可能性がありますので、  

 新館２・３階にあるグループ学習スペースをご利用ください。  

 録画配信の視聴については、イヤホン等を使用し、音声が出ないようにして  

 あれば、上記以外の席でも視聴可能です。  

【J-BEANS】（座席がないため、適切な人数で使用してください。）  

使用時間  月～金 8：30～22：00  

 

3．臨時相談窓口  

 充分な準備期間がないため、情報社会基盤研究センターでは下記の通り臨時  

相談窓口を開設致します。オンライン講義に利用されるシステムを利用できてい  

ない学生は、この臨時相談窓口でご相談ください。  

 

 A．講義開始日前  

  場所：情報社会基盤研究センター ユーザ室（情報 1-2中間棟 2階）  

  日時 1：4月 18日（土）9:30-12:00（＊）, 13:30-17:00（＊）  

  日時 2：4月 19日（日）9:30-12:00（＊）, 13:30-17:00（＊）  

  ＊ この時間は、Webフォーム及びメールでも相談を受付けます。  

 

 B．講義開始日後  

  場所：小ホール及び図書館の入口付近  

  日時 1：4月 20日（月）9:00-12:30  

  日時 2：4月 21日（火）9:00-12:30  

  日時 3：4月 22日（水）9:00-12:30  

 

オンライン講義に関する各種技術情報等は随時更新されます。情報社会基盤研究センター

のWebページを定期的にご確認ください。  

 

情報社会基盤研究センター  

URL：https://www.jaist.ac.jp/iscenter/  

問合せフォーム：https://www.jaist.ac.jp/iscenter/support/form/ （通常，対応は平日 8:30-

17:00のみ）  

メール：isc-query@ml.jaist.ac.jp （通常，対応は平日 8:30-17:00のみ）  

 



------------------------------------------------------------------------  

Dear Students in Ishikawa Campus,  

 

                              Educational Affairs Department  

                              Research Center for Advanced Computing  

                                   Infrastructure (RCACI)  

 

            About Online Lectures  

 

As a countermeasure against the novel coronavirus infection,  

we will conduct lectures online in the Term1-1.  

 

 

1. Preparation of Online Lecture Environment  

Please refer the following Web page, prepare your online lecture  

environment, and check that you can access systems related to JAIST  

online lectures.  

 

 About Online Lecture  

   URL: https://www.jaist.ac.jp/iscenter/en/online-lecture/  

 

 About JAIST-LMS (You can check styles, etc. of lectures with this  

 system)  

   URL: https://dlc-lms.jaist.ac.jp/moodle/login/index.php  

 

 

2. When you cannot prepare your online lecture environment  

 

You can attend online lectures from MS Hall(except for Friday  

afternoon), M4 Lecture Room, Library, J-BEANS or your own desk in your  

laboratory (*). Please bring your rental tablet, etc., if you cannot  

prepare your online lecture environment by the Lecture Start Date.  

 * If you are a newcomer, when using your desk in the laboratory, please  

   follow the prior instructions from your supervisor.  

【MS Hall】38 seats  

  Hours: Monday-Thursday: 8:45-19:00, Friday 8:45-12:30  

 April 18 (Sat) and 19 (Sun) are also available between 9:30-17:00.  

  ※Please charge your rental tablet beforehand because the number of  

    power supply sockets is limited.  



【M4 Lecture Room】12 seats  

  Hours: Monday - Friday: 8:45-19:00,  

  ※Please charge your rental tablet beforehand because the number of  

    power supply sockets is limited.  

 

【Library】(New building 2nd floor：9 seats,  

            New building 3rd floor：11 seats）  

  Hours: Monday –Sunday 24 hours  

  *If you are taking simultaneous distribution, please use the group  

   study space on the 2nd and 3rd floors of the new building, as there  

   is a possibility to speak out.  

   For the viewing of the recorded delivery, if you use earphones, etc.,  

   and prevent audio from coming out, you can also watch lectures in  

   seats other than the above.  

 

【J-BEANS】(Since there is no seat, please use it with an appropriate  

            number of people.)  

  Hours: Monday – Friday: 8:30-22:00  

 

3. Temporary Reception Desk  

  We will open temporary reception desks as follows:  

 

 A. Before the Lecture Start Date  

    Place:User Room, RCACI (School of Information Science Building I-II  

          2nd floor)  

    Date 1 : 9:30-12:00* and 13:30-1700*, Apr. 18th (Sat)  

    Date 2 : 9:30-12:00* and 13:30-1700*, Apr. 19th (Sun)  

    * In this term, we will respond queries via email and webform.  

 

 B. After the Lecture Start Date  

    Place  : Entrances of Hall and Library  

    Date 1 : 9:00-12:30, Apr. 20th (Mon)  

    Date 2 : 9:00-12:30, Apr. 21st (Tue)  

    Date 3 : 9:00-12:30, Apr. 22nd (Wed)  

 

Technical issues on online lectures will be updated as needed. Please regularly check the 

Web page of RCACI.  

 

 



RCACI  

URL: https://www.jaist.ac.jp/iscenter/en/  

Webform: https://www.jaist.ac.jp/iscenter/en/support/form/ (Normally,  

responded between 8:30-17:00 in weekday)  

Email: isc-query@ml.jaist.ac.jp (Normally, responded between 8:30-17:00  

in weekday) 


