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 学生各位  

 

                理事（教育、学生担当）・副学長  

                         飯田 弘之  

 

 

   ２の１期（石川キャンパス）及びⅢ期（東京社会人コース）  

   の授業について  

 

 新型コロナウィルス感染症への対策として、２の１期（石川キャンパス）  

及びⅢ期（東京社会人コース）の授業については、オンラインを基本として  

実施しますが、演習、実験、実習等が含まれる科目や語学科目等の一部の授  

業については、対面で実施します。  

   

 

１ 実施形態  

  各授業の実施形態、Webexのリンク先、進め方は異なりますので、  

 必ず JAIST-LMS上で事前に確認してください。  

 （JAIST-LMS） https://dlc-lms.jaist.ac.jp/moodle/login/index.php  

 

（１）オンライン授業  

  ①録画配信  

    収録した授業を講義アーカイブシステム（JAIST-LMS）に蓄積し、  

   学生は都合のよいときに視聴する方法です。各授業は、開講日の夕方  

   から翌日までの間に配信します。  

  ②Webexを用いた同時配信  

    講義室等から行う授業の映像と音声を同時配信します。  

 

（２）対面授業  

  対面授業は、全ての回を対面で実施する授業もあれば、一部の講義を  

 対面で実施する授業がありますので、JAIST-LMS上で確認してください。  

   

２ 対面授業を受講する場合の留意事項  

 ・必ずマスクを着用する。  

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


 ・講義室、実験室の入退室時にアルコール手指消毒または手洗いを励行する。  

  （講義室出入口付近にはアルコール手指消毒液を設置）  

 ・講義前後は、消毒用シート（各講義室に配置）でマイク等の消毒を行う。  

 ・授業中は、窓や出入口のドアを開放するなど換気をこまめに行う。  

 ・接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）のダウンロードを推奨する。  

  （ダウンロードＵＲＬ）  

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html  

 ・発熱等で体調がすぐれない場合には、登学を控える。  

 ・授業開始前に教員の指示により検温を受ける。  

 ・飛沫感染防止のため、不要な会話は控える。  

 ・講義室内では前後左右の間隔を空けて座る。（講義室内の座席を指定）  

    

３ その他   

 ・オンライン授業を受講するにあたり、石川キャンパスに所属する学生で、  

  自宅にインターネット環境がないなど参加環境を準備できない場合は、  

  Ｍ３・Ｍ４講義室、図書館、所属研究室（※）から参加することができ  

  ます。※研究室の使用にあたっては、指導教員の指示に従ってください。  

 ・オンライン授業を受講するための技術的な方法は、こちら  

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

  をご覧ください。  

 

Dear Students:  

 

                              Trustee and Vice President  

                 for Educational and student Affairs  

                                 IIDA Hiroyuki  

 

 

   About the lectures in Term 2-1 for Ishikawa and Ⅲ for Tokyo  

 

As a countermeasure against the novel coronavirus infection, we will  

mainly conduct 2-1 term lectures in Ishikawa Campus and term Ⅲ in Tokyo  

online. However some courses such as the course that requires  

experimental research or practical training and the language courses are  

mainly conducted in face to face.  

 

 

1.The implementation method of lectures  

 Each class has different methods, Webex URL and way of proceeding.  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
https://www.jaist.ac.jp/iscenter/online-lecture/）


  Please be sure to check with JAIST-LMS before classes.  

 （JAIST-LMS）https://dlc-lms.jaist.ac.jp/moodle/login/index.php  

 

 (1) Online lecture  

  ①Delivery of recorded lectures  

      The recorded lectures are accumulated in the lecture archiving  

      system (JAIST-LMS), and students watch them at their convenience.  

      Each recorded lecture is available to watch from the afternoon of  

      the scheduled lecture day to the following day through JAIST-LMS.  

  ②Simultaneous distribution using Webex  

      The video and audio of the class from the lecture room, etc. will  

      be broadcast live.  

 

 (2) face-to-face lectures  

  Some lessons are all face-to-face, while others are partly face-to-  

    face. Please be sure to check with JAIST-LMS for details.   

 

2.Precautions when taking a face-to-face lectures  

  - Wear a face mask  

  - Wash and sanitize your hands when entering or leaving  

    the lecture room or laboratory  

  - Before and after the lecture, disinfect the microphone and other  

    equipment with disinfection sheets (located in each lecture room)  

  - Ventilate regularly during class  

  - Download the coronavirus-tracking app (COCOA)  

    (COCOA download URL)  

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.htm  

  - If you are not feeling well because of fever and other symptoms,  

    cancel your attendance to the lecture.  

  - Measure your body temperature according to lecturers' instructions  

    before class starts  

  - Refrain from unnecessary conversations to prevent droplet infection  

  - Maintain space in front, back, left and right when taking a seat in  

    the lecture room. (Available seats are designated)  

 

3.Others  

  - Students without internet access at home can participate in  

    online lectures from M3 Lecture Room, M4 Lecture Room, library  

    and your laboratory (*).  

https://dlc-lms.jaist.ac.jp/moodle/login/index.php
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.htm


    * When attending from the laboratory, please follow the prior  

      instructions from your supervisor.  

  - For technical instruction for online lectures, please visit the  

    following website.  

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

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

