
PC 教室利用申請書 / Application Form for PC Rooms 

＜利用条件/Preconditions＞ 
・実習などのため、学生１人１人が PC を必要とする授業を行う。 

 EACH student needs a PC for practice. 

・教員または学生が、特殊なソフトウェア（PC 教室に導入済）を使用する。 

The teacher or students need a PC with specific software installed in PC rooms. 

 

 

 

 

申込年月日 

Date of Application 

yy        mm         dd 

20     年        月        日※1 

教職員番号 

ID Number 

 氏名 

Name 

 

学部・学科 

Faculty・Department 

 Phone 

(ext.) 

 

E-mail  

 ※1 本申込書は、利用日の２週間前までに情報システム室までご提出ください。 

Please submit this form to ICT Office 2 weeks prior to the date of use. Send to: pc-classroom@sophia.ac.jp 

 

 

 

 

 

＜利用内容/Detail＞ 

 利用年月日/Date of use  20     年
yy

   月
mm

   日
dd
（     ） 

    月
mm

   日
dd
（     ）        月

mm
   日

dd
（     ） 

 利用時間/Period         時
hour

      分
min

 ～     時
hour

      分
min
（     時限

period
） 

1 限/9:00-10:40  2 限/10:55-12:35  3 限/13:30-15:10  4 限/15:25-17:05  5 限/17:20-19:00  6 限/19:10-20:50 

利用人数/Number of Students                人 

利用ソフト/Software 

□SPSS  □AMOS  □EViews  □Stata  □R  □Gaussian/GaussView  □Mathematica  □Matlab  □AWR 

□Visual C++ 2019  □Visual Studio Code  □Perl  □Python  □Anaconda3 

□その他/Others                                                           

 

＜利用用途/Purpose＞ 

 1  授業利用/Class  科目名/Course Title                                                

     登録番号/Registration Code                                      必須/ Required 

 2  その他/Other                                                               

 

＜利用希望場所/Classroom＞ 

【COM 教室（2 号館 3 階/図書館 2 階/マシンホール2 階、3 号館 3 階）】※兼用教室利用は、PC を利用する授業のみです。 

1．□COM-A (2-301) Capacity：86 6．□COM-X  (MH-211) Capacity：56/110 

2．□COM-B (2-302) Capacity：44/86 7．□COM-Z  (3-322) Capacity：78/156 

3．□COM-C (2-303) Capacity：36/70 8．□兼用教室  (2-306) Capacity：49 

4．□COM-D (2-304) Capacity：66 9．□兼用教室  (2-308) Capacity：60 

5．□COM-L2 (L-211) Capacity：32 10．□兼用教室  (2-310) Capacity：48 

 教員・学生ともに特殊なソフトウェアを使用せず、Office ソフト、Moodle、インターネット接続のみ利用する場合、PC 教室は原則として

使用できません。 

 PC rooms are not available for use when both teacher and students do not use specific software and only use Office, Moodle, and 

Internet access. 

 PC 教室は自習室としても使用しています。混雑状況から、授業（学事日程）以外の申請についてはご希望に添いかねる場合がござ

います。あらかじめご了承ください。 

 Students need PC rooms for self-study. Due to congestion, applications for class purposes based on academic curriculum will be 

given priority over any other reason.  
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