
 

 

 

 

 

 

 

オンライン面接マニュアル 

Online interview manual 
（入学志願者用） 

(For admission applicants) 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 4 月 北見工業大学 

April 2022 Kitami Institute of Technology 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

１．はじめに 
１．Introduction 
  本学では、日本国外に在住する方の受験機会の拡大を目的として、博士後期
課程入試において、面接実施時点で日本国外に在住しているため、本学に来学
し、面接（「口頭試問」を含む。以下同じ。）を受験することが難しい入学志願
者に Webex を利用したオンラインによる面接（以下「オンライン面接」とい
う。）を実施します。 

 For the purpose of expanding examination opportunities for those who live 

outside Japan, our college students live outside of Japan at the time of the 

interview conducted at admission to the doctoral program, so we came to 

our university and interviewed ("oral examination" (Hereinafter referred to 

as "Online interview") to applicants who are difficult to take the 

examination by the applicant (hereinafter the same shall apply) by Webex. 

  なお、オンライン面接を希望する場合は、本書をよく読み、条件等を理解し
た上で申請願います。 
If you wish to Online interview, please read this document carefully and 

understand the conditions etc and apply. 

 
 
２．オンライン面接申込み 
２．Online interview application 

  オンライン面接を希望する入学志願者は、「オンライン面接申込書」及び「誓
約書」に必要事項を記入の上、博士後期課程入試の出願時に一緒に提出してく
ださい。 
Applicants who wish to Online interview must fill out the "Online interview 
Application Form" and "Pledge Form" and submit them together at the time of 
filing the admission to the doctoral program to application. 

 
 
３．実施日 
３．Date of implementation 

   オンライン面接の実施は、原則、博士後期課程入試の本学での面接日と同

日に行います。 
In principle, Online interview will be conducted on the same day as the 

interview day at of the admission to the doctoral program. 

なお、オンライン面接は、事前接続テストを行います。事前接続テストの日
程については、オンライン面接希望者に別途連絡します。 

 We will conduct a pre-connection test on the Online interview. Regarding the 

schedule of the pre-connection test, we will inform the Online interview 

applicant separately. 

  事前接続テスト、オンライン面接において、音声・画像の良好な状況が確認
できない場合、面接は欠席扱いとなります。 
Interview will be treated as absent if you cannot confirm the good situation 



2 

 

of sound / image in pre-connection test, Online interview. 

４．事前準備 
４．Advance preparation 
  オンライン面接の実施に当たり、オンライン面接希望者は、事前に以下のも
のを準備してください。 

 In conducting an Online interview, prepare the following items beforehand 

for Online interview applicants. 

（１）準備機器 
（１）Preparation equipment 
  ・PC 又はタブレット（スマートフォン・携帯電話は不可） 

・PC or tablet (smart phone · mobile phone is not allowed) 
   （推奨 PC） 

(Recommended PC) 

CPU：Intel core i5 相当 
CPU：Equivalent of Intel core i5  

   メモリ：８GB 
      Memory：８GB 

   ストレージ：256GB(SSD 推奨) 
   Storage：256GB(Recommended SSD) 

  

   注）本学との良好な接続を保証するものではありませんので、留意願いま

す。 
Note) Please keep in mind that it does not guarantee a good connection 

with our university. 

  ・ヘッドセット（マイク及びヘッドフォン（スピーカー）でも可） 
・Headset (It can also be microphone and headphone (speaker)) 

  ・Web カメラ 
・Web camera 

   ※マイク、スピーカー及び Web カメラはパソコンに搭載されている場合
は不要です。 

※It is unnecessary when the microphone, the speaker and the web 

camera are installed in the personal computer. 

（２）回線 
（２）Line 
  ・ビデオ通話で面接を行いますので、受信、送信時とも 1.3Mpbs 以上の回

線を推奨します。 
・Since we will interview by video call, we recommend a line of at least 

1.3Mbps for both receiving and sending. 
注）本学との良好な接続を保証するものではありませんので、留意願いま

す。 
Note) Please keep in mind that it does not guarantee a good connection 

with our university. 
（３）面接会場 
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（３）Interview venue 
 ・オンライン面接の実施場所として、原則、あなたが所属している（いた）大

学、研究所、会社の一室を確保してください。これにより難い場合は、別途
相談願います。 

 ・Secure one room of university, research institute, company where you are 

(in principle) as a place to conduct an Online interview. If this is difficult, 

please consult us separately. 
  注）ネットカフェ等の商業施設をオンライン面接の実施場所とすることは

できません。 
Note) Commercial facilities such as Internet cafes cannot be used as 

Online interview place. 
 
 
５．事前接続テスト 
５．Preconnection test 

オンライン面接希望者は、面接試験の前日までに、当日と全く同じ接続環境
の下で、本学と良好な接続が安定的に得られることを確認するため事前接続テ
ストを行ってください。 

 Those who wish to Online interview should conduct a preliminary 

connection test to confirm that a good connection with the university can 

be obtained stably under the same connection environment as the day 

before the interview exam. 

なお、事前接続テストを行うに当たり、Webex 以外の連絡手段（電子メー
ル、国際電話等）を確保してください。 
Before you conduct the pre-connection test, please secure non-Webex 

communication means (e-mail, international phone, etc.). 

本学の指定する事前接続テストの日に事前接続の確認が出来なかった場合、
面接は欠席扱いとなります。 

 If you cannot confirm the pre-connection on the day of the pre-connection 

test specified by our university, the interview will be treated as absent. 

 
 

６．面接試験当日 
６．On the day of the interview exam 
  面接を行うに当たり、以下の点に注意してください。以下の点が守られてい
ないと判断した場合、面接は欠席扱いとなります。 

 Please pay attention to the following points when conducting an interview. 

If you decide that the following points are not observed, the interview will 

be treated as absent. 

（１）オンライン面接希望者は開始時間 10 分前には着席し、本学との間で接
続の最終確認をしてください。 

（１）Online interview applicants should be seated 10 minutes before the 

start time and please make a final confirmation of connection with our 
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university. 
（２）試験開始後は、受験者以外の者が同室してはいけません。 
（２）After starting the examination, no one other than the candidate must 

be in the same room. 
（３）試験開始時にオンライン面接希望者は、Web カメラ映像によって、同室

者がいないこと、受験者の机の上には受験票及び許可された物以外は置
かれていないことを示してください。 

（３）At the start of the examination, an Online interview applicant should 

show that there is no roommate in the same room by the web camera 

image, that on the desk of the examinee the admission ticket and 

items other than the permitted thing are not placed. 
（４）面接試験成立のためには、試験時間中を通じて、音声及び映像による良

好で安定的な接続が確保されていなければならないこととします。 
（４）In order to establish an interview test, it is assumed that a good and 

stable connection by voice and video is secured throughout the 

examination time. 
（５）オンライン面接が正常に実施されているかどうかの判断は面接委員が行

います。「正常ではない」との判断が下された場合、面接委員はいつでも
面接を打ち切ることができることとします。面接が打ち切られた場合、
面接は欠席扱いとなります。 

（５）The interviewer will decide whether the Online interview is being 

carried out normally or not. In the event that judgment of "not normal" 

is made, the interview committee shall be able to terminate the 

interview at any time. If the interview is terminated, the interview will 

be treated as absent. 
（６）その他、本学の指示に従って下さい。 
（６）In addition, please follow the instructions of our university. 

 
 
７．トラブル対応 
７．Trouble shooting 
  Webex を利用する上でトラブルが発生した場合、以下内容を確認してくだ

さい。 
 If you have trouble using Webex, please confirm the following contents. 

（１）大学と繋がらない 
（１）You cannot connect with university 
  □ PC（又はタブレット）がインターネットに接続されていますか。 
  □ Is the PC (or tablet) connected to the Internet? 
（２）ビデオ通話中、相手の声が聞こえない（又は相手に自分の声が届かない） 
（２）During a video call, you cannot hear the person's voice (or your voice 

does not reach the other party) 
  □ スピーカー（又はマイク）は正常に動作していますか（PC のデバイス

マネージャーから正常に動作しているか確認してください）。 
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  □ Is the speaker (or microphone) operating normally? (Please check 

whether it is operating properly from PC device manager.) 
  □ スピーカー（又はマイク）の PC 設定及びスカイプ設定で音量がミュー

ト（又は最小）になっていませんか。 
□ Is the volume set to mute (or minimum) with PC setting and Webex 

setting of the speaker (or microphone)? 

  □ マイクにミュートボタンがある場合、ミュートボタンが押されていま
せんか。 

  □ If the microphone has a mute button, is the mute button pressed? 
（３）ビデオ通話中、相手の映像が表示されない（又は相手に映像が届かない） 

（３）During a video call, the image of the other party is not displayed (or 

video does not reach the other party) 
  □ Web カメラは正常に動作していますか（PC のデバイスマネージャー

から正常に動作しているか確認してください）。 
□ Is the web camera working properly (please check that it is working 

properly from PC device manager). 
  □ Webex の設定で、ビデオが OFF になっていませんか。 

□ Is Webex set, video is OFF? 
  □ インターネットの通信速度は十分な速度が確保されていますか。 

□ Is the Internet communication speed fast enough? 
（４）ビデオ通話中、音声又は映像が頻繁に途切れる 

（４）Audio or video is frequently interrupted during video call 
  □ インターネットの通信速度は十分な速度が確保されていますか。 

□ Is the internet communication speed sufficiently high?  

 
 
８．その他 
８．Other 
（１）面接欠席扱い時の検定料の取扱い 
（１）Handling of examination fee at interview absence treatment 

・事前接続テストの未実施や接続不良等により、面接が欠席扱いとなった
場合についても検定料は一切返還しません。 

・Screening fee will not be refunded even if the interview is handled as 

absent due to unexecuted pre-connection test or poor connection etc. 
（２）担当・連絡先 
（２）Contact 

担当：教務課入学試験係 
Responsible：Entrance Examination Section, School Affairs Division 
TEL：＋81-157-26-9167 
e-mail：nyusi02@desk.kitami-it.ac.jp 

 

mailto:nyusi02@desk.kitami-it.ac.jp


Webex の使い方（How to use Webex） 

(1) メールでこのような通知が来ますので確認してください。 

（(1) Check your email and confirm the receipt of the following notification） 

 

 

 

(2) リンクをクリックしたらデスクトップアプリをダウンロードができる 

ページに進めますのでダウンロードしてください。 

（(2) If you click the link, you will be prompted to a page from where you can download 

 the Desktop Application. Download this application.） 

 

 

 

 

 

 

ここのリンクをクリックして

ください。（Click this link.） 

exeファイルがダウンロードされますの

でこちらをクリックします。（Click the 

exe file to download it.） 

この画面が出てきたらダウンロードしている状

態になっています。（This window will appear 

showing download progress.） 



 

※スマートフォンを使用する場合、iPhone は App store 、 Android は google play からダウンロ

ードしてください。 

*If you use smart phone, use iPhone, App store or Android, google play to download. 

※PowerPoint を共有化して口頭試問を実施する予定のため、可能な限り PC(タブレット)で実施

いただくようお願いします。 

*We recommend the use of PC (tablet) for PowerPoint presentation. 

※既にダウンロードが済んでいる場合は（3）から始めてください。 

*If you have already download Webex, start from step (3), as follows: 

 

 

(3) 自分の名前とメールアドレスを正確に入力してください 

入力が完了したら「次へ」をクリックしてください。 

（(3) Enter your account name and email address and click next.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 緑色の『ミーティングに参加』が表示されたら準備完了です。 

 ((4) If you see green button “Join Meeting,” you are ready for interview.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Powerpoint で資料を共有する場合は、画面上部のタスクバーの「共有」から行う 

ことができます。操作等の確認は接続テストで確認してください。 

((5) You can share your PowerPoint slides, if you click the “Share” button. For test-run this 

function to confirm that everything is alright.) 

 

名前を入力してください。（Enter your account） 

name 

） 
出願時に提出したメールアドレスを入力して

ください。（Enter your email address submitted 

when applying） 

） 

 

ミーティングに参加を押すと、会議室に入

室できます。(If you press “Join Meeting”, 

you can join meeting.) 

) 

 


