
令和３年 1月 15日 
学生の皆様 

第 4 クォータの対面授業再開に際して 

学務部 
 

１月 18日から、一時休止していた第 2学期・第 4 クォータの対面授業を再開します。ただし、新型コロナウイル
スの感染は、依然として全国的な拡大傾向にあることから、今後の状況によっては、再度オンライン中心の授業形
態に変更することもありますので、心づもりをお願いします。 
大学としては、これまで実施してきた教室・食堂等での間隔を空けた座席配置、換気の徹底、昼食時間の分散

化等を継続するとともに、飛沫飛散防止パネルの増設やグループワークにおけるフェイスシールドの配布等による新た
な対策を講じることによって、学内での感染防止に努めて参ります。学生の皆さまにおかれましても、引き続き、常に
感染防止を意識して行動くださいますよう、お願いいたします。 
  第３クォータ以降、対面授業の再開に伴い、学内ネットワークへのアクセスが急増したことにより、各種の通信障
害が頻出しました。現在、学内ネットワークに係る設備の増強を進めているところですが、学生の皆さまにおかれまし
ても、学内ネットワーク環境の改善に向けた取り組み（データダイエット）に協力くださいますよう、よろしくお願いいた
します。 
  

１ 前提条件について  

 対面授業をはじめ、大学での対面での活動に参加するには、次の条件を満たす必要があります。 
（１）大学活動参加の条件 
  この URL にある「本学における新型コロナウイルス感染症対策」の「項目６」に記載されている 3 つの条件を全
て満たしていること。 https://www.kochi-tech.ac.jp/news/2021/005098.html 

 
・ 毎朝、発熱をはじめとする風邪症状や味覚・嗅覚異常の有無を確認してください。 

 ・ 体調に不安（新型コロナウイルスの感染が疑われるような自覚症状）がある時には、決して無理をせず、 
対面授業や研究室活動を休んでください。 

  ・ 体調以外の理由で対面授業に参加できない方は、教務課にご相談ください。 
     教務課  TEL: 0887-53-1113   Email: academic@ml.kochi-tech.ac.jp 
・ 欠席する場合は、「欠席届」を提出してください。本年度は、確認書類（医療機関からの領収書等）の 
提出は不要です。 
https://www.kochi-tech.ac.jp/student/application/absence.html 

  ・「欠席届」の理由は、「傷病」 を選択してください。 
  ・ 対面授業に参加できない場合、YouTubeや Zoom等に録画された授業を、自宅からオンデマンドで 

視聴することができます。（一部の科目を除く） 
・ 医師の判断で PCR等の行政検査を受検する（した）場合は、学生支援課に連絡してください。 

学生支援課  TEL: 0887-53-1118   Email: student@ml.kochi-tech.ac.jp 
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（２）感染拡大地域への旅行に係る行動制限 
感染拡大地域への旅行は、自粛してください。 
 
【感染拡大地域】 
直近１週間の人口 10万人あたりの新規感染者数が 15人以上の都道府県 
 毎週金曜日に、対象地域をこの URL にある「授業・研究室活動・課外活動等の実施について」 → 
「（日付）現在の感染拡大地域」でお知らせします。 
https://www.kochi-tech.ac.jp/news/2021/005098.html 
・ 翌週月曜日から７日間（月曜日から日曜日まで）適用 
・ なお、今後の状況によっては、感染拡大地域の基準を変更する場合がある 

 
 対象となる旅行：私的な旅行、帰省、就職活動、課外活動、研究活動、学会参加等、あらゆる目的で 

の旅行（日帰り含む） 
 行動制限の内容：やむを得ない事情で感染拡大地域（高知県を除く）に旅行した場合、高知県に戻っ  

た日を０日とし、14日目まで自宅に待機し、健康観察を行ってください。 
※ 対面授業については欠席届を提出し、担当教員の指示に基づき、課題等による学修や録画した授業の 
オンデマンド視聴等を行ってください。 
 

高知県が上記基準により感染拡大地域となった場合は、高知県外のすべての地域への旅行について、自粛を
求めます。そのうえで、やむを得ず感染拡大地域（高知県を除く）に旅行した場合は、14 日間の自宅待機が必
要です。 

２ 毎日の体調確認について  

感染を拡大しないためには、学生自身が日々の健康状態の把握・記録を習慣化することが大切です。毎朝、体
温を測定し、健康状態に異常がないかを確認するとともに、その結果を記録してください。 
記録方法については、以下に紹介する①スマホアプリ「健康日記」又は、②「健康観察記録簿」（エクセルファイ

ル）のどちらかを利用してください。授業や課外活動等への参加条件として、報告を求める場合があります。 
 
①「健康日記」 
日々の検温結果や感染症の疑いがある症状等を記録し、記録データのメール送信が可能なスマホアプリです。 
https://www.htech-lab.co.jp/covid19/ 
※登録 ID(ニックネーム)は、学籍番号（半角）と氏名を組み合わせてください。（例）1240999坂本龍馬 
※アプリにログイン後、「健康フォローアップ特設ページ」（ボタン）をクリックし、症状の有無や体温を記録してくだ
さい。 

※「健康日記」は、（株）ヘルステック研究所が開発・提供する健康管理アプリケーションです。 
 
②「健康観察記録簿」 
エクセルファイル（様式）をダウンロードし、症状の有無や体温、行動履歴等を入力してください。 
https://www.kochi-tech.ac.jp/news/2020/005098.html 
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3 第４クォータの授業実施方法等について  

（１）実施方法 
授業の多くは対面形式で実施しますが、一部の授業については、オンライン形式となります。また、授業で使用

する教室は、一部の科目を除き、既に配布されている「授業時間割表」に記載されている教室から変更されてい
ます。各科目の実施方法と教室については、必ず「令和 2 年度４Ｑ・2 学期科目授業実施方法」で確認して
ください。 http://www.kochi-tech.ac.jp/kyomu/tech/R02jikanwari.htm 

 
（２）ヘルプデスク 
    オンライン授業やパソコン操作、ネットワーク接続等に関する質問にお応えする「ヘルプデスク(オンライン授業に
関するお問い合わせ)」を設置していますので、ご利用ください。 

 https://www.kochi-tech.ac.jp/about/contact/ 
 

4 時間割について  

  昼食時の食堂での混雑緩和を主目的として、10月 1日（木）以降、授業時間割を変更しています。 

 
 
※ 香美キャンパスの 2限は、科目によって（A）、（B）に分かれます。「令和 2年度４Ｑ・2学期科目授業実
施方法」で確認してく ださい。http://www.kochi-tech.ac.jp/kyomu/tech/R02jikanwari.htm 

※ 香美キャンパスの 2限にチャイムは鳴りません。 
※ 永国寺キャンパスでは、全ての時限（1限～5限）でチャイムは鳴りません。 
 

5 キャンパス間連絡バスについて  

授業時間割の変更にともない、キャンパス間連絡バスの運行時刻も変更しています。 
詳細は、「2020年度（10月~）キャンパス間連絡バスの運行について」をご覧ください。 

 https://www.kochi-tech.ac.jp/campus_life/img/210c69fa427c63d3c6f55f55717cb1bf.pdf 
 

6 学内自習室について  

オンラインで実施される科目によっては、時間割の関係から、キャンパス内で受講する必要が生じます。 
既存のワークステーション室、図書館に加え、自習室を用意していますので、ご利用ください。 

1限 8:50 ～ 10:20 1限 8:50 ～ 10:20 1限 9:20 ～ 10:50
2限 10:30 ～ 12:00 2限（A） 10:30 ～ 12:00

2限（B） 11:00 12:30 2限 11:00 ～ 12:30
3限 13:00 ～ 14:30 3限 13:30 ～ 15:00 3限 13:30 ～ 15:00
4限 14:40 ～ 16:10 4限 15:10 ～ 16:40 4限 15:10 ～ 16:40
5限 16:20 ～ 17:50 5限 16:50 ～ 18:20 5限 16:50 ～ 18:20

香美キャンパス 永国寺キャンパス
変更前（第2クォータまで）

両キャンパス共通
変更後（第3クォータから）
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＜香美キャンパス＞    ＜永国寺キャンパス＞ 
・ K ホール（有線回線、PC設置）  ・ B205 
・ その他、授業で使われていない教室  ・ B206 
 

7 授業・試験等での感染対策について  

（１）教室での座席 
  いわゆる「３密」を避けるため、教室内では、一席飛ばしで着席してください。（机の上に使用禁止を意味する
「×」マークが貼られている席は使用しないでください。） 

 各科目で使用する教室については、「令和 2年度４Ｑ・2学期科目授業実施方法」で確認してください。 
http://www.kochi-tech.ac.jp/kyomu/tech/R02jikanwari.htm 

 
（２）準備しておくもの 
 - マスク（授業中は着用必須です。不織布マスクを推奨します。） 
 - 携帯用の消毒液や除菌シート等  
 - 快適な服装 
※ 換気のため、窓やドアを常時（原則として、各部屋の２ヶ所以上）或いは定期的に開放します。 
   このため、空調が十分に機能しない恐れがありますので、例年以上の寒さ対策が必要です。コート、ジャケット、

ひざ掛け等で暖を取ってください。 
 
(３) その他、授業前・授業中・授業後のルール 
- 入室する前には、ハンドソープと流水で丁寧に手を洗ってください。またはアルコール消毒してください。 
- 入室・退室の際、他の学生と接近しないように注意してください。 
- １限目の退室と２限目の入室が重なる教室については、入室者は前方（教卓側）、退室者は後方の出入
口を使用してください。 

- 入室時には、教室出入口に設置されている消毒剤（かんたんマイペット）とペーパータオルを用いて、使用す
る机と椅子を各自で消毒してください。 

- 授業中の私語は厳禁です。発言については、教員の指示に従ってください。 
 

8 データダイエットについて  

第３クォータでは、多数のネットワークトラブルが発生し、授業や研究に支障を来しています。様々な要因が重
なっていると思われますが、夜間や土日は比較的安定していることから、大人数による学内ネットワークへの同時
アクセスを回避することが有効と考えています。 
つきましては、快適なネットワーク環境への改善・維持に向けて、次の項目にご協力ください。 

- 学内で、授業や研究に関係のないサイトにアクセスしない。（YouTube、ネットゲーム等）  
- 授業や研究目的で動画を視聴する場合は、解像度を下げる。 
- 平日昼間の LMS利用を避ける。 
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9 昼食について  

昼食時の食堂は大変混雑します。登校日の受講時間割によりますが、登校の前後に学外で昼食をとる、弁
当を持ってくるなど各自で工夫してください。 

 
注意：食事中の会話は控え、食事も短時間で済ませてください。 
     香美キャンパス 4階、永国寺キャンパス 4階・6階のコモンスペースでの食事は禁止されています。 

 

10 教員室・学群事務室への訪問について  

呼び出しに応じる場合、事前に予約している場合を除き、教員室・学群事務室への訪問はご遠慮ください。 
用事がある時は、学群事務室に連絡してください。 
 また、コモンスペースでの会話や長時間の滞在は控えてください。 

 
          電話  e-mail 
システム工学群（機械系）   0887-53-1030 mech.jim@kochi-tech.ac.jp 
システム工学群（電子系）  0887-53-1010  ele.jim@kochi-tech.ac.jp 
システム工学群（建築・デザイン系） 0887-53-1040  infra.jim@kochi-tech.ac.jp 
環境理工学群   0887-53-1050  env.jim@kochi-tech.ac.jp 
情報学群    0887-53-1020  info.jim@kochi-tech.ac.jp 
経済・マネジメント学群   088-821-7157 moffice@kochi-tech.ac.jp 
共通教育教室   0887-57-2103 core.jim@kochi-tech.ac.jp 

 

11 事務局への訪問について  

事務局内での３密を回避するため、直接事務局を訪問することはご遠慮ください。 
事務局に用事がある場合は、次の何れかの方法を用いてください。 
① オンライン授業に関するお問い合わせ  

https://www.kochi-tech.ac.jp/about/contact/online_lesson.html 
② その他、お問い合わせ全般 

https://www.kochi-tech.ac.jp/contact-form/student_contact.html 
 

12 その他の感染防止策について  

- 校舎内では、原則として常にマスクを着用してください。屋外で他者と十分な身体的距離が保たれている場合
や強い息苦しさを感じる場合には、適宜マスクを外してください。 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_coronanettyuu.html 

- 大学到着時、授業前・授業後、食事の前後、トイレの使用後には、十分に手を洗ってください。 
- 学内各所に設置されているアルコール噴霧器で手指を消毒してください。 
 

mailto:mech.jim@kochi-tech.ac.jp
mailto:ele.jim@kochi-tech.ac.jp
mailto:infra.jim@kochi-tech.ac.jp
mailto:env.jim@kochi-tech.ac.jp
mailto:info.jim@kochi-tech.ac.jp
mailto:moffice@kochi-tech.ac.jp
mailto:core.jim@kochi-tech.ac.jp
https://www.kochi-tech.ac.jp/about/contact/online_lesson.html
https://www.kochi-tech.ac.jp/contact-form/student_contact.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_coronanettyuu.html


- 食事中や休み時間など、友人同士で集うこともあると思いますが、マスクを外しての会話、近距離での会話、
大声での会話は厳に慎んでください。 

- エレベーターは「3密」の条件が重なりがちです。極力階段を使用してください。 
- 階段や廊下では、右側を通行してください。 
- 私生活においても、宴会やカラオケはもちろんのこと、同居家族以外との会食（マスクを外しての会話）は自
粛してください。 

- 部活やサークルについては、2月８日まで活動を禁止します。 
- アルバイトにおいては、勤務中もマスクを常時着用する、感染防止策が十分に講じられている勤務先を選ぶ等
が大切です。  

- 厚生労働省が推奨する「新型コロナウイルス接触確認アプリ～COCOA～」 の利用を検討してください。 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 
 

※ COCOA において陽性者との接触が確認された場合は、新型コロナウイルス健康相談センター（TEL：
088-823-9300）に連絡のうえ、受診してください。また結果として PCR 等を受検する（した）場合は、  
学生支援課まで連絡してください。 

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

