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・5/7 （授業 28）公認欠席に関する取扱い 追加 
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１．本学の新型コロナウイルス感染防止対策について 

分類 № 質問 回答 

対策 1 キャンパス内への立ち入りについて【更新】 

5 月 17 日(日)5 月 31 日（日）まで学生のキャンパスへの立ち入り禁止

措置を延長します。立入禁止措置の解除については、今後の感染状

況を踏まえて決定し、大学 HPおよび学生ポータル等にて連絡しま

す。ご協力をお願いします。 

対策 2 
学生・教職員から新型コロナウイルスに感染した人が発見され

た場合の対応はどのようになりますか？ 

本学の学生・教職員が新型コロナウイルスの感染の「陽性」結果が出

た場合は、感染者の行動履歴・濃厚接触者の調査を行い、保健所と

相談のもと、対応を検討します。 

 

教員が「陽性」となった場合は、担当している授業については代講また

は休講の対応をいたします。 

対策 3 
帰省先も特定警戒都道府県の対象になりました。今後、どうし

たらいいですか。【更新】 

5 月 6 日(水)5 月 31 日（日）[延長]までは移動は避けてください。6 月

1 日(月)以降の対応については、政府から発表される指針に基づき行

動をお願いします。 

対策 4 5月 18日(月)以降は通常授業ですか。【更新】 

5 月 31 日(日)までの授業を遠隔授業（ネット授業）を延長とします。6

月 2 日(火)以降の対応については未定です。 

決まり次第、大学ウェブサイト・在学生 Gmail宛にご連絡いたします。 

対策 5 

授業・生活・就職活動・大学院進学・ネット環境・パソコンなど、

学校生活に関して質問したいです。窓口の連絡先を教えてくだ

さい。 

こちらのページから確認してください。 

対策 6 
教員と連絡を取りたいのですが、どうしたらいいですか。 【更

新】  

教員とはメールで連絡を取ってください。教員のメールアドレスは、学

生ポータルの下段に「教職員情報検索」がありますので、連絡を取りた

い教員を検索してください。なお、教員が遠隔授業（ネット授業）中の可

能性もあるためダイヤルイン（電話）による連絡は控えてください。 

※非常勤講師について【追加】 

非常勤講師への連絡については、教務課まで電話またはメールでご

相談ください  

    

２．健康について  

分類 № 質問 回答 

健康 7 体調不良のため、扇が丘診療所に行きたいのですが。 まずは、電話（扇が丘診療所 076-246-1393）にてご相談ください。 

健康 8 扇が丘診療所で持病の薬をもらいたいのですが。 まずは、電話（扇が丘診療所 076-246-1393）にてご相談ください。 

健康 9 
発熱があり、新型コロナウイルスの感染が心配です。どうしたら

いいですか。 

かかりつけの医療機関または大学 扇が丘診療所（076-246-1393）に

電話にてご相談ください。大学ウェブサイトにある「新型コロナウイルス

感染拡大防止のためのフローチャート」をよく読んで、毎日の健康チェ

ックをしてください。 

健康 10 
同居する家族が新型コロナウイルスに感染（または濃厚接触で

感染の疑いがある）しました。自分はどうしたらいいですか。 

原則、自宅待機し、家庭内感染に注意してください。そして、ご自身が

感染の疑いがあることを修学相談室まで電話またはメールでご相談く

ださい。 

 

毎日、検温や行動を記録し、体調不良がある場合は、かかりつけの医

療機関または大学 扇が丘診療所（076-246-1393）に電話にてご相談

ください。大学ウェブサイトにある「新型コロナウイルス感染拡大防止

のためのフローチャート」をよく読んで、毎日の健康チェックをしてくださ

い。 

 

■厚労省のウェブサイトでも家庭内感染の注意について記載されてい

ます。確認してください。 

「新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での

注意事項」（日本環境感染学会とりまとめ） 

    

https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://navi.mars.kanazawa-it.ac.jp/portal/student
https://navi.mars.kanazawa-it.ac.jp/portal/student
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
tel:076-246-1393
tel:076-246-1393
tel:076-246-1393
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200411_flowchart.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200411_flowchart.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
tel:076-246-1393
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200411_flowchart.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200411_flowchart.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00009.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00009.html
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分類 № 質問 回答 

健康 11 感染者に会ったかもしれません。どうしたらいいですか。 

原則、自宅待機し、経過観察をしてください。そしてご自身が感染の疑

いがあることを修学相談室まで電話またはメールでご相談ください。 

 

毎日、検温や行動を記録し、体調不良がある場合は、かかりつけの医

療機関または大学 扇が丘診療所（076-246-1393）に電話にてご相談

ください。大学ウェブサイトにある「新型コロナウイルス感染拡大防止

のためのフローチャート」をよく読んで、毎日の健康チェックをしてくださ

い。 

健康 12 カウンセリングを受けたいのですが。 

電話による相談受付を行います。 

カウンセリングセンター（電話 076-294-6492 ) 

受付時間：月～金曜日：9 時～17 時、土曜は:9 時～13 時 

健康 13  
体育館・スポーツ考房・グランド・テニスコートで体を動かしたい

のですが。【更新】 

5 月 17 日(日)5 月 31 日（日）[延長]まで学生はキャンパスへの立ち入

りが禁止です。家の中でストレッチや体操などをして、ストレスを溜めな

いよう過ごしてください。 

【追加】なお、スポーツ考房ウェブサイト（学生ポータル下部メニューよ

り）にて、自宅でできるコンディショニングに関する動画が公開されてい

ます。是非ご利用ください。 

健康 14 マスクの作り方を教えて欲しいのですが。 
マスクの作り方は、大学ウェブサイトの「ニュース（4月 8 日分）」にて公

開しています。 

健康 15 散歩はしてもいいですか？【更新】 

適度な運動や散歩は免疫力を高めるためにも必要です。外出の際に

はマスクをして、人混みを避けて、一人や限られた人数で行動してくだ

さい。 

【追加】なお、スポーツ考房ウェブサイト（学生ポータル下部メニューよ

り）にて、自宅でできるコンディショニングに関する動画が公開されてい

ます。是非ご利用ください。  

  

３．授業について  

分類 № 質問 回答 

・履修申請について 

授業 

（履修申請） 
16 履修申請や時間割について、相談したいのですが。 

履修や時間割の変更はできません。不明な点があれば教務課まで教

務課まで電話またはメールでご相談ください。 

・遠隔授業（ネット授業）について 

授業 

（ネット授業） 
17 遠隔授業（ネット授業）とは、何ですか。 

通常は教室にて対面による講義を行っていますが、「遠隔授業（ネット

授業）」はインターネットを経由した講義です。授業運営方法は、正規

の授業時間に Web会議（Zoomなど）で教員による講義を受ける『同時

双方向型』や、教員の講義を録画した動画等の教材をダウンロードし

て受講し、メールや e シラバスを使って課題提出、フィードバックをもら

う『オンデマンド型』などがあります。 

授業 

（ネット授業） 
18 

自宅にインターネットに接続する環境がありません。どうしたら

いいですか。 

状況を確認したいので、教務課まで電話またはメールでご相談くださ

い。 

授業 

（ネット授業） 
19 

履修科目の遠隔授業（ネット授業）の URLはどこで分かります

か。 

授業連絡や e シラバスで科目ごとに表示しています。学生ポータルの

「KIT ナビ」からアクセスしてください。 

授業 

（ネット授業） 
20 

遠隔授業（ネット授業）の視聴や e シラバスからの教材ダウン

ロードを行うために、キャンパス内で有線 LANや Wi-Fiを繋げ

たいのですが。【更新】 

5 月 17 日(日) 5 月 31 日（日）[延長]まで学生はキャンパスへの立ち

入りが禁止であるため、学内の有線 LAN、Wi-Fiを利用することはでき

ません。ネットワークに関する質問は情報処理サービスセンターまで

電話またはメールでご相談ください 

    

https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
tel:076-246-1393
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200411_flowchart.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200411_flowchart.html
http://mercury.kanazawa-it.ac.jp/sports-k/
https://navi.mars.kanazawa-it.ac.jp/portal/student
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitnews/2020/20200408_mask.html
http://mercury.kanazawa-it.ac.jp/sports-k/
https://navi.mars.kanazawa-it.ac.jp/portal/student
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://navi.mars.kanazawa-it.ac.jp/portal/student
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
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分類 № 質問 回答 

授業 

（ネット授業） 
21 

PCにカメラ・マイクがついていません。遠隔授業（ネット授業）

はどのように参加したらいいですか。 

「同時双方向型」授業のうち、“Zoom”はカメラ・マイクがなくても利用が

可能です（イヤホンまたはスピーカーを使用してください）。マイクがな

い場合は「チャットボックス」を利用して質問ができます。カメラがなくて

も、画面上では氏名が表示されますので、担当教員は誰が参加してい

るか把握できます。クラス-番号、氏名を表示してください。 

「オンデマンド型」授業の場合には、基本的にはカメラ・マイクは使用し

ません。 

Zoomの使い方については、学生ポータルの「遠隔授業（ネット授業）

について」をご覧ください。 

授業 

（ネット授業） 
22 

自宅で Wi-Fiを使って授業を受けているのですが途中で接続

が切れてしまいます。どうしたらいいですか？ 

LANケーブルを使って接続してみてください。Wi-Fiよりも安定します。

それで接続が途切れる場合は、情報処理サービスセンターまで電話ま

たはメールでご相談ください。 

授業 

（ネット授業） 
23 

遠隔授業（ネット授業）の通信量は 1回あたりどのくらいです

か。 

90 分間、連続して動画接続した場合は５００MB 程度と言われていま

す。加えて教材共有をした場合はさらに通信量が増加します。 

授業 

（ネット授業） 
24 ネット授業に関して、注意すべき「禁止行為」を教えてください。 

遠隔授業（ネット授業）を受講する際には、情報処理サービスセンター

ウェブサイトで公開している「学校法人金沢工業大学の情報セキュリテ

ィポリシー」（学外からはイーグルネットまたはリモート VPN接続必要）

を遵守し、以下の行為を禁止します。 

・授業で告知された Zoom視聴用 URLや YouTube アドレスなどを受

講者以外と共有すること。 

・ネット授業の様子を許可なく撮影や録画、録音し、それをネット上で公

開や共有すること。 

・ネット授業で配布された資料等を、許可なく再配布すること。 

・ネット授業において画像、音声等を用いて、授業進行の妨害行為を

すること 

・出欠について 

授業 

（出欠） 
25 

遠隔授業（ネット授業）では、出席はどのように扱われるのです

か。 

出席は、課題提出などの学修成果で認定します（授業ごとに異なりま

す）。毎週決まった時間に Zoom等で授業が実施される「同時双方向

型」授業で、該当時間に何らかの事情で出席できない場合には、担当

教員に授業に参加できなかったことをメールで伝え、今後の対応につ

いて指示を受けてください。 

授業 

（出欠） 
26 

インターネットの調子が悪く、うまく授業に参加できませんでし

た。欠席になるのでしょうか。 

出席は、課題提出などの学修成果で認定します（授業ごとに異なりま

す）。毎週決まった時間に Zoom等で授業が実施される「同時双方向

型」授業で、該当時間に何らかの事情で出席できない場合には、担当

教員に授業に参加できなかったことをメールで伝え、今後の対応につ

いて指示を受けてください。 

授業 

（出欠） 
27 

体調が悪く、遠隔授業（ネット授業）を欠席しました。どうしたら

いいですか？ 

出席は、課題提出などの学修成果で認定します（授業ごとに異なりま

す）。毎週決まった時間に Zoom等で授業が実施される「同時双方向

型」授業で、該当時間に何らかの事情で出席できない場合には、担当

教員に授業に参加できなかったことをメールで伝え、今後の対応につ

いて指示を受けてください。 

授業 

（出欠） 
28 

【追加】遠隔授業（ネット授業）実施中の公認欠席（忌引き等）に

ついてはどうしたらいいですか。 

遠隔授業（ネット授業）実施中は公認欠席の手続きは不要です。担当

教員に授業に参加できなかったことをメールで伝え、今後の対応につ

いて指示を受けてください。 

・教科書・物品購入について 

授業 

（教科書・物

品購入） 

29 教科書を買い忘れました。どこで購入できますか。 

大学より在学生 Gmail宛に「ネット授業とコロナ感染症防止に関する

調査」アンケートを行い、教科書「未購入」と回答のあった方へ通販の

案内を行いました。まだ購入できていない教科書がある場合には、教

務課まで電話またはメールまたはメールでご相談ください。 

授業 

（教科書・物

品購入） 

30 
自分の必要な教科書が分かりません。履修した授業の教科書

を知りたいのですが。 

【学部生】学生ポータル → 下部左メニューの授業共通「教科書等一

覧」から確認できます。 

 

【大学院生】学生ポータル → 下部左メニューの授業共通「大学院 学

習支援計画書」 → 履修した各科目の学習支援計画書で確認できま

す。 

授業 

（教科書・物

品購入） 

31 
教科書をすでに予約購入しています。郵送してほしいのです

が。 

予約者には在学生 Gmail宛に住所確認のメッセージをお送りしていま

す。未返信の方はメールを確認し必要事項を返送してください。メール

が見当たらない等、質問がありましたら教務課まで電話またはメール

でご相談ください。 

    

https://navi.mars.kanazawa-it.ac.jp/portal/student
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
http://uranus.mars.kanazawa-it.ac.jp/dpc/policy/
http://uranus.mars.kanazawa-it.ac.jp/dpc/policy/
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://navi.mars.kanazawa-it.ac.jp/portal/student
https://navi.mars.kanazawa-it.ac.jp/portal/student
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
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分類 № 質問 回答 

授業 

（教科書・物

品購入） 

32 教科書以外の教育用品（白衣など）を購入したいのですが。 教務課まで電話またはメールでご相談ください。  

・課題について 

授業 

（課題） 
33 授業の課題（レポート）を出したいのですが。 

担当教員にメールにて提出方法を確認してください。担当教員のメー

ルアドレスが不明な場合は、学生ポータルの下段に「教職員情報検

索」がありますので、連絡を取りたい教員を検索してください。なお、教

員が遠隔授業（ネット授業）中の可能性もあるためダイヤルイン（電話）

による連絡は控えてください。 

授業 

（課題） 
34 

授業の課題を e シラバスで提出したいのですが、ファイルがア

ップロードできません。 

アップロードできるファイル容量は３５０MB までです。プロジェクトデザ

インポートフォリオは、担当教員から提出できるファイルについて指示

されます。 

授業 

（課題） 
35 授業のグループ活動をやりたいのですが。 

Zoomや LINE などを活用して、インターネット上で話し合いをしてくださ

い。対面での話し合いをしないように注意してください。 

授業 

（課題） 
36 課題をするために演習室・実験室を使いたいのですが。【更新】 

5 月 17 日(日) 5 月 31 日（日）[延長]まで学生はキャンパスへの立ち

入りが禁止のため、学内の施設は利用できません。扇が丘キャンパ

ス・やつかほキャンパス・白山麓キャンパスなどすべてのキャンパスが

対象です。シャトルバスも運休しています。 

・質問について 

授業 

（質問） 
37 オフィスアワーはありますか？ 

担当教員にメールにて質問をしてください。担当教員のメールアドレス

が不明な場合は、学生ポータルの下段にある「教職員情報検索」から

検索してください。  

授業 

（質問） 
38 授業の内容・進め方について相談したいのですが。 教務課まで電話またはメールでご相談ください。 

    

４．インターネット・パソコンについて  

分類 № 質問 回答 

ネット・PC 39 学生ポータル・e シラバスにアクセスできません。 

学外から接続するときは、イーグルネットまたはリモート VPNの接続

が必要です。そのほか不明な点は、情報処理サービスセンターまで電

話またはメールでご相談ください。 

ネット・PC 40 PDF ファイルが開けません。 
「Acrobat Reader」のソフト（無料）をインストールする必要があります。

https://get.adobe.com/reader/ からダウンロードしてください。 

ネット・PC 41 在学生用 Gmailの設定方法を教えてください。 こちらから Gmailの設定について確認してください。 

ネット・PC 42 e シラバスはどこから入れますか？ 

学生ポータルからアクセスできます。ポータルのトップページ上部メニ

ューの左側にある「KIT ナビ」を選択してください。履修している科目が

表示され、科目を選択すると「e シラバス」にアクセスできます。 

なお、操作についてわからないことは、学生ポータルログイン後、左メ

ニュー「各種マニュアル」から「e シラバス」操作マニュアルを確認してく

ださい。 

ネット・PC 43 Boxの使い方・インストール方法を教えてください。 

学生ポータルにアクセスし、上部メニューの右側にある「遠隔授業（ネ

ット授業）について」にアクセスします。サイトの中の「Boxの利用手順

書」より使い方等を確認してください。 

ネット・PC 44 Zoomの使い方を教えてください。 

学生ポータルにアクセスし、上部メニューの右側にある「遠隔授業（ネ

ット授業）について」にアクセスします。サイトの中の「Zoom利用手順

書（学生向け）」より使い方等を確認してください。 

ネット・PC 45 リモート VPNの設定方法を教えてください。 

大学ウェブサイトのトップページの「（在学生の方へ）ネット授業の準備

を行ってください」に、リモート VPN の設定についてお知らせしていま

す。不明な点は、情報処理サービスセンターまで電話またはメールで

ご相談ください。  

https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://navi.mars.kanazawa-it.ac.jp/portal/student
https://navi.mars.kanazawa-it.ac.jp/portal/student
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://get.adobe.com/reader/
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200410_gmail-vpn.html
https://navi.mars.kanazawa-it.ac.jp/portal/student
https://navi.mars.kanazawa-it.ac.jp/portal/student
https://navi.mars.kanazawa-it.ac.jp/portal/student
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200410_zaigakusei-vpn.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200410_zaigakusei-vpn.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
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分類 № 質問 回答 

ネット・PC 46 イーグルネットの契約をしたいのですが。 

イーグルネットの契約については、「イーグルネット事務局」にお問合

せください。 

○イーグルネット事務局 

電話 076-246-0876   

メール webmaster@eagle-net.ne.jp   

ウェブサイト https://www.eagle-net.ne.jp/ 

ネット・PC 47 
イーグルネットを介して AVISを観たいのですが、サイトに入れ

ません。どうしたらいいですか？ 

自宅に設置されているルーター（Wi-Fiルータ）があれば、一度ルータ

ーの電源を抜いて、１０秒後に電源を入れ直してください（ルーターの

再起動）。それでも不具合がある場合には、情報処理サービスセンタ

ーまで電話またはメールでご相談ください。 

ネット・PC 48 パソコンが動かなくなりました。どこに相談できますか。 情報処理サービスセンターまで電話またはメールでご相談ください。 

ネット・PC 49 ネットワークプリンターを使いたいのですが。【更新】 

5 月 17 日(日)5 月 31 日（日）[延長]まで学生はキャンパスへの立ち入

りが禁止のため、ネットワークプリンターは利用できません。扇が丘キ

ャンパス・やつかほキャンパス・白山麓キャンパスなどすべてのキャン

パスが対象です。 

    

５．自学自習・各センターについて  

分類 № 質問 回答 

自学自習 50 キャンパス内で自習したいのですが。【更新】 

5 月 17 日(日) 5 月 31 日（日）[延長]まで学生はキャンパスへの立ち

入りが禁止のため、キャンパス内で自習をすることはできません。扇が

丘キャンパス・やつかほキャンパス・白山麓キャンパスなどすべてのキ

ャンパスが対象です。 

自学自習 51 
ライブラリーセンター（LC）で本を借りたい・返したいのですが。

【更新】 

5 月 17 日(日) 5 月 31 日（日）[延長]まで学生のキャンパスへの立入

禁止に伴い、ライブラリーセンターも臨時閉館しています。貸出・返却・

文献複写等はできません。詳細はライブラリーセンター ウェブサイトを

確認してください。  

自学自習 52 
ライブラリーセンター（LC）の「電子書籍（EBOOKS）」を利用した

いのですが。 

学生ポータルに接続すれば、電子書籍（EBOOKS）は利用できます。

学生ポータルの下部メニューのライブラリーセンターの「Webサイト」よ

りアクセスしてください。 

また、５月末まで、約 4 千冊が閲覧できる電子書籍「Maruzen eBook 

Library」や百科事典ほか多種多様の辞書・事典を収録した知識源デ

ータベースであるオンライン辞書・事典「ジャパンナレッジ Lib」を利用

することができます。詳細は学生ポータルの「お知らせ」を確認してくだ

さい。 

自学自習 53 PMCは利用できますか。【更新】 
5 月 17 日(日) 5 月 31 日（日）[延長]まで学生のキャンパスへの立入

禁止に伴い、PMC も臨時閉館しています。 

自学自習 54 情報処理サービスセンターに行きたいのですが。 情報処理サービスセンターまで電話またはメールでご相談ください。 

自学自習 55 パソコンのトラブル・問合せはどこで相談できますか。 情報処理サービスセンターまで電話またはメールでご相談ください。 

自学自習 56 資格や公務員講座について相談したいのですが。 自己開発センター ( 076-294-6463 )まで、電話にてご相談ください。 

自学自習 57 
申し込んでいる講座（公務員講座など）の受講について確認し

たいのですが。 
自己開発センター ( 076-294-6463 )まで、電話にてご相談ください。 

    

tel:076-246-0876
mailto:webmaster@eagle-net.ne.jp
https://www.eagle-net.ne.jp/
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitlc/
https://navi.mars.kanazawa-it.ac.jp/portal/student
https://navi.mars.kanazawa-it.ac.jp/portal/student
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
tel:076-294-6463
tel:076-294-6463
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分類 № 質問 回答 

自学自習 58 数理工教育課程の先生に質問したいのですが。 

授業の学習内容に関する質問は、担当教員にメールまたは電話でお

問い合わせください。担当教員のメールアドレスが不明な場合は、学

生ポータルの下段にある「教職員情報検索▼」から検索してください。

なお、教員が遠隔授業（ネット授業）中の可能性もあるためダイヤルイ

ン（電話）による連絡は控えてください。 

 

また、「おタスケケータイ」によるメール（efc-support@mlist.kanazawa-

it.ac.jp）での質問受付サービスのご利用も可能です。 

自学自習 59 数理工教育研究センターの教材が欲しいのですが。 

自学自習に役立つ補助教材として、「KIT 数学ナビゲーション」「KIT 物

理ナビゲーション」など問題集や e ラーニング教材を数理工教育研究

センターのウェブサイトからダウンロードすることができます。 

自学自習 60 夢考房で作業をしたり、部品を買うことはできますか。【更新】 
5 月 17 日(日)5 月 31 日（日）[延長]まで学生はキャンパスへの立ち入

りが禁止のため、夢考房の利用はできません。 

自学自習 61 放送大学で自習はできますか。【更新】 

5 月 17 日(日)5 月 31 日（日）[延長]まで本学学生は放送大学（9 号

館）への立ち入りは禁止です。不明な点は、放送大学石川学習センタ

ーへお問合せください。 

 

※放送大学石川学習センター ウェブサイト 

https://www.sc.ouj.ac.jp/center/ishikawa/ 

  

６．就職活動・進学について  

分類 № 質問 回答 

・就職活動について 

就活・進学 

（就職活動） 
62 就活の相談（進路開発センター）に行きたいのですが。 

大学ウェブサイトにある「就職活動に関する対応」について確認してく

ださい。不明な点や相談については、進路開発センターまで電話また

はメールでご相談ください。 

就活・進学 

（就職活動） 
63 

就活に必要な卒業見込み証明書・成績証明書・健康診断書が

欲しいのですが。 

窓口で手渡しすることはできません。進路開発センターまで電話また

はメールでご相談ください。  

就活・進学 

（就職活動） 
64 

成績証明書の PDF ファイルを企業に送りたいのですが、A3サ

イズのため PDFにできません。どうしたらいいですか。 
進路開発センターまで電話またはメールでご相談ください。 

就活・進学 

（就職活動） 
65 

就活中の面接が Web対応になりましたが、ネットに接続できる

環境がありません。どうしたらいいですか。 

状況を確認したいので、進路開発センターまで電話またはメールでご

相談ください。 

就活・進学 

（就職活動） 
66 

就活中の面接が Web対応になりましたが、PCにカメラもマイク

もありません。どうしたらいいですか。 
進路開発センターまで電話またはメールでご相談ください。 

就活・進学 

（就職活動） 
67 

予定していた採用試験・面接試験の中止の連絡が入り、採用

の予定がなくなったと言われました。どうしたらいいですか。 
進路開発センターまで電話またはメールでご相談ください。 

就活・進学 

（就職活動） 
68 

内定先の企業から「内定取り消し」の連絡がありました。どうし

たらいいですか。 
進路開発センターまで電話またはメールでご相談ください。 

就活・進学 

（就職活動） 
69 

企業から内定通知をもらいました。進路決定報告書を提出した

いのですが。 
進路開発センターまで電話またはメールでご相談ください。 

・大学院進学について 

就活・進学 

（進学） 
70 大学院進学について相談したいのですが。 入試センターまで電話またはメールでご相談ください。 

  

mailto:efc-support@mlist.kanazawa-it.ac.jp
mailto:efc-support@mlist.kanazawa-it.ac.jp
https://www.kanazawa-it.ac.jp/efc/
https://www.kanazawa-it.ac.jp/efc/
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/ishikawa/
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200414_covid19-job.pdf
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
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７．生活について  

分類 № 質問 回答 

・証明書・通学・学割について 

生活 

（証明書・通

学・学割） 

71 在学証明書が欲しいのですが。 
郵送による対応をいたします。手続き方法については、修学相談室ま

で電話またはメールにてお問合せください。 

生活 

（証明書・通

学・学割） 

72 自動車・バイクの通学申請の手続きをしたいのですが。【更新】 

5 月 17 日（日）5 月 31 日（日）[延長]まで学友会の活動も中止となって

おり、手続きも休止しています。学友会窓口が再開後、手続きをお願

いします。 

生活 

（証明書・通

学・学割） 

73 学割が欲しいのですが。 
郵送による対応をいたします。手続き方法については、修学相談室ま

で電話またはメールにてお問合せください。 

・奨学金について 

生活 

（奨学金） 
74 奨学金の手続きに必要な書類を提出したいのですが。 

郵送による対応をいたします。手続き方法については、修学相談室ま

で電話またはメールにてお問合せください。 

生活 

（奨学金） 
75 奨学金に関する相談をしたいのですが。 修学相談室まで電話またはメールにてお問合せください。 

・休学・退学について 

生活 

（休学・退

学） 

76 休学・退学の相談をしたいのですが。 修学相談室まで電話またはメールにてお問合せください。 

・忘れ物・落とし物について 

生活 

（忘れもの） 
77 学内での忘れ物・落とし物を探しています。 修学相談室まで電話またはメールにてお問合せください。 

・アルバイトについて 

生活 

(バイト） 
78 アルバイトを探したいのですが。【更新】 

5 月 17 日(日) 5 月 31 日（日）[延長]まで学生はキャンパスへの立ち

入りが禁止のため、アルバイトの情報提供・斡旋はできません。 

生活 

(バイト） 
79 今やっているアルバイトを辞められなくて、相談したいです。 修学相談室まで電話またはメールにてお問合せください。 

生活 

(バイト） 
80 

アルバイト勤務先から、今月（今週）まで勤務しい欲しいと言わ

れています。すぐ辞めなければいけないのですか？ 

密閉（換気の悪い職場等）・密集（団体で業務を行う等）・密接（対面が

伴う業務等）のいずれかに該当するアルバイトについては、できるだけ

早く辞める（または休職）することを強く推奨します。 

生活 

(バイト） 
81 

大学からアルバイトを辞めるように連絡がありましたが、いつま

で禁止ですか？【更新】 

5 月 6 日(水) 5 月 31 日（日）[延長]までは推奨しません。6 月 1 日

（月）以降の対応については、政府から発表される指針に基づき改め

て連絡いたします。 

    

https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
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分類 № 質問 回答 

・郵便局・ATM・学食・サービスセンター等について 

生活 

（郵便局等） 
82 学内郵便局の窓口は営業していますか？  

コミュニティ道路側の出入り口をご利用ください。窓口の取扱い（郵送・

荷物の受取・ATM）の利用ができます。4 月 27 日(月)以降当面の間、

営業時間は以下の通り短縮いたします。 

 

○郵便窓口の営業時間 

平日（月～金） 営業時間   １０：００～１５：００ 

土曜日     切手販売のみ １０：００～１２：３０ 

日曜日・休日  （取り扱いなし） 

 

○金融窓口の営業時間 

平日（月～金） 営業時間   １０：００～１５：００ 

土曜日     （取り扱いなし） 

日曜日・休日  （取り扱いなし） 

 

○ATM 稼働時間に変更はありません 

平日（月～金） 稼働時間    ９：００～１７：３０ 

土曜日     稼働時間    ９：００～１２：３０ 

日曜日・休日  （取り扱いなし） 

生活 

（郵便局等） 
83 8 号館の銀行 ATMは使えますか。 8 号館の銀行 ATM はご利用いただけません。 

生活 

（郵便局等） 
84 

学食やブックセンター、コンビニ、KIT サービスセンター、寮・下

宿相談室は営業していますか。【更新】 

5 月 17 日(日) 5 月 31 日（日）[延長]まで学食・コンビニエンスストア・

ブックセンター・KIT サービスセンター、寮・下宿相談室は営業を休止し

ています。以下の店舗につきましては電話にてご相談が可能です。  

 

○書籍・文具（ブックセンター： 076-248-4454 ） 

平日  ８：３０～１７：００ 

土曜日・日曜日・休日（休業） 

 

○旅行・保険（KIT サービスセンター： 076-248-8432 ） 

平日  ９：００～１６：３０ 

土曜日 ９：００～１３：００ 

日曜日・休日（休業） 

 

○KIT 指定寮（寮・下宿相談室： 076-248-4454 ） 

平日  ９：００～１６：３０ 

土曜日 ９：００～１３：００ 

日曜日・休日（休業） 

・その他 

生活 

（その他） 
85 実家に帰省しようと思います。帰ってもいいですか。  

石川県は特定警戒都道府県に指定されており、不要不急の外出の自

粛が求められていることから、帰省については推奨できません。保護

者とよく相談してください。 

生活 

（その他） 
86 新しい学生証の交換をしたいのですが。【更新】 

5 月 31 日（日）[延長]まで学生はキャンパスへの立ち入りが禁止のた

め、5 月 18 日（月）6 月 2 日(火)以降に修学相談室で対応いたします。 

生活 

（その他） 
87 今後の生活についてなど、相談できるところはありますか。 修学相談室まで電話またはメールでご相談ください。  

    

８．課外活動について  

分類 № 質問 回答 

課外 88 
オナーズプログラムの活動ができないのですが、特別奨学生

の継続審査に影響はありますか。 
特に影響はありません。 

課外 89 部活動・サークル・プロジェクトに入部したいのですが。【更新】 

5 月 17 日（日）5 月 31 日（日）[延長]まで学生の課外活動は禁止で

す。また、手続きも休止しています。6 月 2 日（火）以降に手続きをお願

いします。 

 

課外活動団体の窓口、その他不明点については修学相談室まで電話

またはメールでご相談ください。 

tel:076-248-4454
tel:076-248-8432
tel:076-248-4454
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
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分類 № 質問 回答 

課外 90 
一人で自主練習をしたいです。キャンパス内の施設を使っても

いいですか。【更新】 

5 月 17 日(日) 5 月 31 日（日）[延長]まで学生はキャンパスへの立ち

入りが禁止のため、キャンパス内での自主練習はできません。 

課外 91 
部活・サークル・プロジェクト活動で、今後のことを話し合うため

に集まりたいのですが。 

Zoomや LINE などを活用して、インターネット上で話し合いをしてくださ

い。対面での話し合いをしないよう注意してください。 

課外 92 部室の荷物を取りに行きたいのですが。【更新】 

5 月 17 日(日) 5 月 31 日（日）[延長]まで学生はキャンパスへの立ち

入りが禁止のため、持ち帰りはできません。自学自習に必要なものが

ある場合は、修学相談室まで電話またはメールでご相談ください。 

  

９．研究について  

分類 № 質問 回答 

研究 93 やつかほキャンパスに行きたいのですが。【更新】 

5 月 17 日(日) 5 月 31 日（日）[延長]まで学生はキャンパスへの立ち

入りが禁止のため、学生はキャンパスへの立ち入りが禁止です。扇が

丘キャンパス・やつかほキャンパス・白山麓キャンパスなどすべてのキ

ャンパスが対象です。シャトルバスも運休しています。 

研究 94 
PDⅢ/修士研究のために、研究室の物品を持ち帰りたいので

すが。【更新】 

5 月 17 日(日) 5 月 31 日（日）[延長]まで学生はキャンパスへの立ち

入りが禁止のため、持ち帰りはできません。自学自習に必要なものが

ある場合は、修学相談室まで電話またはメールでご相談ください。 

  

 

https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html
https://www.kanazawa-it.ac.jp/oshirase/20200416_covid19-contact.html

