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                         令和３年３月１９日  

 

学生各位  

 

                  理事（教育、学生担当）・副学長  

                          飯田 弘之  

 

    

           令和３年度の授業について  

 

 石川キャンパスにおける１の１期、１の２期及び夏期集中講義、並びに東京  

サテライトにおけるⅠ期及びⅡ期の授業については、石川県内及び東京都内の  

新型コロナウイルス感染症の感染状況等を考慮し、遠隔授業等の柔軟な運用を  

組み合わせて以下のとおり実施することとします。  

 ただし、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によって変更すること  

があります。  

 

                記  

 

１．授業の実施形態  

  下記のケース①～④のいずれかにより実施します。  

  ただし、東京サテライトの授業については、東京都内の感染状況を考慮し、  

 原則、ケース①～③により実施します。  

 

 ◆ケース①：「対面授業」と「Webexを用いた同時配信」とのハイフレックス  

  ・教員は、講義室で授業を実施しながら、これをWebexを用いて同時配信し  

   ます。  

  ・学生は、対面で受講するかWebexにより同時配信される授業に参加するか  

   を選択します。  

 

 ◆ケース②：「対面授業」と「講義アーカイブを用いた同時配信」とのハイ  

       フレックス  

  ・教員は、講義室で授業を実施し、これを講義アーカイブで同時配信しま  

   す。   

  ・学生は、対面で受講するか JAIST-LMS内の講義アーカイブ視聴用リンクで  



   同時配信される授業に参加するかを選択します。  

  ※講義室の音声は届けられますが、視聴中の学生の音声は届けられません。  

 

 ◆ケース③：オンライン授業のみ（Webexを用いた同時配信）  

  ・講義室等から行う授業をの映像と音声をWebexから同時配信します。  

  ・学生は、講義室以外の場所で受講します。  

 

 ◆ケース④：対面授業  

  ・学生は講義室において授業を受けます。  

 

２．その他  

  ・履修登録期間中は、原則オンラインで授業を行います。  

  ・各授業の実施形態、 Webexのリンク先、進め方は必ず JAIS-LMSで事前に  

   確認してください。  

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

  ・同一授業であっても、講義日によって実施形態が異なる場合があるので、  

   詳細は JAIST-LMSで確認してください。  

 

 

 

                          19 March, 2021  

 

Dear Students:  

 

                        Trustee and Vice President  

                               For Educational and student Affairs  

                                                     IIDA Hiroyuki  

 

               About Lectures in 2021-2022  

 

For the lecture methods in term 1-1, 1-2 and Summer Intensive Course at  

ISHIKAWA campus and TermⅠand Ⅱ at TOKYO, JAIST will give some options  

as below. How the lecture is given should be decided depending on the  

COVID-19 infection status in Ishikawa and Tokyo. Please note that this  

can be changed as the infection status.  

 

 

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


1. The implementation method of lectures  

  In Ishikawa campus, Lectures will be conducted in one of 4 cases  

  shown below.  

  As for Tokyo satellite campus, the lecture method will be in Case 1,  

  2 or 3.  

 

◆Case1: Hybrid-Flexible Method using both face-to-face and Simultaneous  

        distribution using Webex.  

 ・Instructors give lectures in lecture rooms and the lectures are  

   simultaneously distributed via Webex.  

 ・Students choose either face to face or online lecture.  

 

◆Case2: Hybrid-Flexible Method using both face-to-face and Simultaneous  

        distribution using JAIST-LMS  

 ・Instructors give lectures in lecture rooms and the lectures are  

   simultaneously distributed via JAIST-LMS.  

 ・Students choose either face to face or online lecture.  

 ※Only the voice in lecture room can be heard.  

   (Voice of students participating online cannot be heard.)  

 

 

◆Case3: Simultaneous distribution using Webex (Online lecture only)  

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

    be broadcasted simultaneously via Webex.  

 ・Students do not enter lecture rooms.  

 

◆Case4: face-to-face lecture  

  ・Students take lectures in lecture rooms.  

 

2. Ohters  

 ・Lectures should be online during course registration period.  

 ・For the information on how to give lectures, Webex URL and the  

   procedure, please be sure to check with JAIST-LMS before classes.  

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

 ・Please note that different method can be used in one lecture  

   depending on the date of lecture and make sure of it in advance.  

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

