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

 

                          令和３年４月９日  

 

 学生各位  

 

                  理事（教育、学生担当）・副学長  

                           飯田 弘之  

 

 

    １の１期（石川キャンパス）及びⅠ期（東京社会人コース）  

    の授業について  

 

 石川キャンパスにおける１の１期及び東京サテライトにおけるⅠ期の授業に  

ついて、下記のとおりお知らせいたします。  

 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。  

 

１ 授業の実施形態  

  下記 URLから確認できます。  

     〇令和 3年 3月 19日付メール「令和３年度の授業について」 ：  

     https://www.jaist.ac.jp/about/data/risk-management/covid19/c-20210319.pdf  

  ※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 JAIST-LMS、時間  

   割で事前に確認してください。  

  ※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。  

     〇JAIST-LMS ： https://dlc-lms.jaist.ac.jp/moodle/login/index.php  

     〇時間割 ：https://www.jaist.ac.jp/education/data/031a.pdf  

 

２ ハイフレックス授業、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。  

 ・講義室、実験室、東京サテライトの入室時に、アルコール手指消毒、  

  検温を行う。    

  （出入口付近には非接触型検温計・アルコール手指消毒器を設置）  

 ・発熱等で体調がすぐれない場合には、登学を控える。   

 ・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。  

https://www.jaist.ac.jp/about/data/risk-management/covid19/c-20210319.pdf
https://dlc-lms.jaist.ac.jp/moodle/login/index.php
https://www.jaist.ac.jp/education/data/031a.pdf


 ・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。  

     〇ダウンロード URL ：  

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

 ・飛沫感染防止のため、不要な会話は控える。  

 ・ハイフレックス型の授業の場合、原則、対面またはオンラインで受講する  

  かを選択できるが、対面で受講する人数によっては、教室での受講人数の  

  制限が必要なため、その場合は授業担当教員からの指示に従う。  

 ・講義室内では前後左右の間隔を空けて座る。  

    

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、  

  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。  

  ※受講中は周囲の迷惑にならないようにイヤホンを利用してください（イ  

   ヤホンはご自身で用意してください)。    

 ・オンライン授業を受講するための技術的な方法は、こちらをご覧ください。  

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

   

 

 

 

 

Dear Students:  

 

                Trustee and VicePresident  

                   for Educational and student Affairs  

                          IIDA Hiroyuki  

 

 

      About the lectures for Term 1-1 in Ishikawa Campus  

      and Term Ⅰ for Tokyo Satellite  

 

We will inform you about the lectures for Term 1-1 in Ishikawa Campus  

and Term Ⅰ in Tokyo Satellite as follows.  

Please note that this can be changed as the infection status.  

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


 

1.Implementation method of lectures  

 You can check the implementation method from the URL below.  

   〇About Lectures in 2021-2022  

https://www.jaist.ac.jp/about/data/risk-management/covid19/c-20210319.pdf  

 ※ Lectures should be online during the course registration period.  

 ※ Please be sure to check with JAIST-LMS and Class Schedule before  

    classes.  

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

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

    〇JAIST-LMS： https://dlc-lms.jaist.ac.jp/moodle/login/index.php  

    〇Class Schedule： https://www.jaist.ac.jp/education/data/031ae.pdf  

 

2.Precautions when taking Hybrid-Flexible lectures and face-to-face  

 lectures  

 - Wear a face mask.  

 - Sanitize your hands and measure your body temperature when  

   entering the lecture room, laboratory, or Tokyo Satellite.  

   (Non-contact thermometer and hand sanitizer are located near the  

    doors.)  

 - Disinfect the microphone and other equipments with disinfection  

   sheets (located in each lecture room) before and after classes.  

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

   cancel your attendance to the lecture.  

 - Ventilate regularly during a class.  

 - Download the coronavirus-tracking app (COCOA).  

    〇COCOA download URL：  

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

 - Refrain from unnecessary conversations to prevent droplet infection.  

 - Note that lecture rooms have entry limit to avoid the 3C's so, in  

   some cases of Hybrid-Flexible class, students may not be  

   able to take face-to-face class even if choosing it. Please follow  

   the instructions from the instructor when the request for face-to-  

   face lecture is turned down.  

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

   the lecture room.  

 

https://www.jaist.ac.jp/about/data/risk-management/covid19/c-20210319.pdf
https://dlc-lms.jaist.ac.jp/moodle/login/index.php
https://www.jaist.ac.jp/education/data/031ae.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.htm


3.Others  

 - Students without internet access at home can participate in online  

   lectures from M4 Lecture Room, library and your laboratory.  

※ When attending from the laboratory, please follow the prior  

   instructions from your supervisor.  

※ Please use earphones during the lecture to avoid disturbing others  

   (please prepare earphones by yourself).  

 - 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/

