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オンライン授業の受講環境について
5 月 7 日より本格的にオンライン授業が始まりますが、受講登録時のアンケートで
回答いただきましたように、パソコンやインターネット環境に不安を覚えている方も
多いかと存じます。
本学としましては、以下のように、受講環境に対する対応を実施します。
１．短期的学内施設の利用
すでに学生情報ポータルにて通知しましたように、受講環境が不十分な学生のため
に、WiFi 無線ルーターの貸与あるいはパソコン・通信機器購入のための奨学金貸与の
支援策（https://www.kit.ac.jp/2020/04/enkakushien/）を実施していますが、お申
込みいただいたとしても、受講環境が整うまでには一定の時間がかかります。特に通
信環境が整わない状況下の学生にとっては、一定期間オンライン授業に全く参画でき
ないことになります。
大学としましては、安全に来学でき、かつ、十分な理由がある学生については、入
構許可証を発行の上、情報端末や学内 LAN の利用のために、学内施設や講義室の利用
を特別に許可することとしました。申請は、こちら
（https://portal.student.kit.ac.jp/ead/?c=questionnaire_reply&qid=3422）よ
りお申込みください。
ただし、大学が閉鎖している期間の対応は難しいこと、また、機器の数量や新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のために、許可できる人数には制限があることをご了承
願います。
なお、この学内施設の利用は、機器貸与あるいは経済支援のいずれかに申請された
方を対象に行うものです。
２．担当教員の特別対応
移動制限のある地域に住む学生にとっては、学内施設の利用も難しくなります。そ

のような学生にとっては、受講環境が改善されるまで、教員に特別に配慮してもらう
ようお願いしております。種々の通信環境が未整備のため受講ができない場合は、
Moodle やメールにて担当教員に直接事情を説明してください。
考えられる対応例としては、
１）課題や動画ファイルが重たくてダウンロードできない、あるいは視聴できない場
合には、別の方法で提示する。
２）ライブ授業につきましては、後日録画したものを視聴できるようにするか、ライ
ブ授業に代わる講義資料を提示する。
３）課題提出の締切を延長する。
などとなりますが、事情に応じて対応いたします。
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To All Students

Environment for Online Classes
Online classes will begin on May 7th; however, as many of you have already
mentioned in the questionnaire at the time of course registration, the PC or
Internet environment of each student is a point of concern.
To this end, Kyoto Institute of Technology is taking the following actions.
１．Short-term use of campus facilities
As we have already informed on the Student Information Portal, for students
with insufficient environment to attend online classes, there are support
measures in place for free rental of Wi-Fi wireless router or a scholarship
loan

for

purchasing

PC

/

communication

equipment

(https://www.kit.ac.jp/2020/04/enkakushien/). On the other hand, even if you
apply, it takes a certain amount of time to properly prepare the environment.
Especially for students with poor communication environment, this means that
they will not be able to participate in online classes at all for a certain
period of time.
Kyoto Institute of Technology has decided that for students who can come
to the campus safely and have sufficient reasons to do so, we will issue an
entrance permit and especially allow the use of on-campus facilities and
lecture rooms in order to use information terminals and on-campus LAN.
You can apply here:
（https://portal.student.kit.ac.jp/ead/?c=questionnaire_reply&qid=3422）
However, please understand that support is difficult during the period
which the university is closed, and that there is a limitation to the number

of devices, as well as the number of people that can be permitted, in order
to prevent the spread of coronavirus disease.
The use of on-campus facilities is intended for those who have applied for
either equipment lending or financial support.
２．Special support by instructors
For students residing in areas with mobility restrictions, the use of oncampus facilities becomes difficult. For such students, instructors have been
requested to give special consideration until the learning environment
improves. If you are unable to attend a course due to communication
environment issues, please explain the situation directly to the instructor
by Moodle or e-mail.
Possible solutions include the following, but we will respond according to
circumstances.
1) If the assignment or video file is too heavy to download or view, present
it in another way.
2) For live classes, make it possible to watch what was recorded at a later
date, or provide lecture materials as an alternative to live classes.
3) Extend the deadline for submission of assignments.

