
                                    令和 2年 5月 27日 

在学者各位（入学者含む） 

 

理事（教育）・副学長 

 

 

【第９報】新型コロナウイルス感染症に関する注意事項＜重要＞ 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，これまで【第１報から第８報】まで通知してきたところで

すが，本学においては，現在の全国の状況を鑑みて，新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため，以下

のとおり，第１クォーターは，目的がない場合の登学は禁止とし，講義は遠隔講義 のみとしています。 

ただし，国及び石川県による緊急事態宣言が解除となり，本学活動指針「教育」レベルを緩和したこと

を受け，第２クォーターは，対面での授業を一部再開します 。詳細は，各学域・研究科等で検討してお

り，決定後，所属の学務係より連絡します。 

なお、コンパ，カラオケ，音楽ライブ等，感染リスクが高い活動への参加自粛を強く要請することに変

更はありません。 

 

既に通知済みの事項 

・引き続き，５月２８日（木）から６月１８日（木）までを登学禁止とする。 

・本学の許可を事前に得た場合は，最短時間での登学を認める。 

・主任指導教員から研究科長等の承認を事前に得た大学院学生は，研究のための登学を認める。 

 

 今回新たに決定した事項 

・６月１９日（金）より開始する第２クォーターから，対面授業を一部再開する。 

・第２クォーターの履修登録は６月８日（月）から開始する。 

・現在，実家等に滞在する者は，対面授業再開に備え，再開２週間前の６月５日（金）までに「通学

時の住所」に戻り，保健管理センター所定の様式（健康チェックシート）を用い，検温・自覚症状の

確認を行うこと。 

  ・別紙「対面授業再開に向けた学生留意事項」を確認し対面授業再開に備えること。 

  ・６月１８日（木）まで登学を禁止するが，大学院学生の研究や学域学生の卒業研究といった研究活

動は，指導教員から研究科長・学域長等の承認を事前に得た場合に限り，登学を認める。 

・第２クォーターからの課外活動（勧誘を含む）は学内外を問わず原則禁止とするが，３密回避な  

ど感染防止対策の徹底等の状況に応じ一部の活動を許可する（詳細は学生支援課より連絡）。 

 

※参考サイト 【新型コロナウイルス感染症にかかる対応について】 

本学 Webサイトトップ→【随時更新】令和２年度最新教務関連情報→ 

●【新型コロナウイルス感染症への対応／Response to the Covid-19】 

https://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_gakusei/student/kyomu/covid-19.html 

                                        

本件問い合わせ先 

金沢大学学務部学務課総務係 

Tel 076-264-5156 

E-mail stsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp 

https://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_gakusei/student/kyomu/covid-19.html
mailto:stsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp


                                  別紙 

対面授業再開に向けた学生留意事項 

授業開始前の留意事項                                

1）現在，実家等に滞在する者は，対面授業の再開に備え，再開 2 週間前の 6 月 5 日（金）までに「通

学時の住所」に戻り，以降毎日，保健管理センター所定の様式（健康チェックシート）を用い，検 

 温・自覚症状の確認を行ってください。通学時の住所にマスクや体温計が無い場合は実家等から持参 

 してください。 

 ◆保健管理センター/健康チェックシート 

 https://www.kanazawa-u.ac.jp/university/corporation/risk_management/new_coronavirus/alert 

 

2）新型コロナウイルスは，特徴として不顕性感染者（感染したにも関わらず症状が出ない者）の存在が 

知られています。「感染しない」という認識だけでなく「既に自分は感染しており，他人にうつす可能 

性がある」という認識を持って，全ての学生が本学構成員の一員として，責任ある大人としての自覚と 

矜持を持って授業再開に備えてください。 

 

3）発熱等諸症状がある場合には，登学せず自宅で療養し，必要に応じ保健所や医療機関の指示を仰いで 

ください。 

 

4）１日最低１回は本学 WEB サイトおよびアカンサスポータルを確認し，最新の情報を確認してくださ

い。 

   本学 Web ｱｶﾝｻｽﾎﾟｰﾀﾙ 

本学 WEBサイト https://www.kanazawa-u.ac.jp/ 

  
ｱｶﾝｻｽﾎﾟｰﾀﾙ https://acanthus.cis.kanazawa-u.ac.jp/ 

 

対面受講に際し                                

5）通学に際し，人混みを避け，余裕をもって登学してください。 

 

6）通学時に公共交通機関を利用する場合は，マスクを着用し，ソーシャルディスタンスを意識して利用

してください。 

 

7) 履修登録は 6月 8日（月）から開始します。第 2クォーター開講科目の遠隔や対面形式等の開講形 

態は同日からシラバスで確認してください。キーワードに開講形態を記載しています。 

 
「対面授業型」 
face-to-face class type 

大学に通学し，講義室で授業担当教員が対面（面接）で教授する授業で

す。 

「双方向テレビ会議型」 
teleconference/ web 
meeting type 

Zoom や Skype といったアプリや Web を介し同時双方向に授業を行いま

す。カメラ・マイク機能を備えたパソコンやスマートフォン等の機器が

必要です。多くのノートパソコンやスマートフォンはカメラ，マイクを

 



内蔵していますが，事前に自身の利用環境の確認が必要です。 

基本的に大学に登学する必要はありませんが，通学の上，授業担当教

員が指定する講義室での受講が必要な場合があります。 

「オンデマンド教材型」 
on-demand class type 

ナレーション付きの講義資料(スライドなど)や録画したビデオを都合の

良い時間に視聴し，質問や議論はメール等別の手段，時間に行います。

大学に登学する必要はありません。大学内で教材を視聴する場合は Wi-

Fi環境のある自習室を開放していますので利用してください。利用の際

は，イヤホンを使用してください。 

「○○型（一部○○型

併用）」○○ and ○○

（combination） 

上記の 3 タイプを併用します。詳細はシラバスや授業担当教員からの指

示で確認してください。 

その他 シラバス内や授業担当教員から指示があります。 

 

8）食堂の混雑回避のため授業時間の一部変更を行います。詳細は別途通知しますが，学生を 2 グルー

プに分け，片方の 2時限目の開始時刻を 10時 45分とし，後ろにずらすことで，昼休みの始まりを 12

時 15分からとします。3時限目以降は全ての授業を 15分遅れの開始とします。 

 

9）対面の際，マスクを着用してください。マスクを持参しなかった場合は大学生協で購入できます。 

 

10）講義室入口に手指用消毒液を設置しますので利用してください。 

 

11）受講時の「身体的距離の確保」のため，座席の前後左右は開けて着席してください。着席不可と表 

示している席には着席しないでください。 

 

12）感染者発生時の接触者把握のためすべての対面で出席を取ります。講義室備え付けの出席管理端末

に学生証をかざすか授業担当教員の指示に従ってください。 

 

13）授業終了後や研究室を訪問しての質問・相談はなるべく控え，シラバスに記載のメールアドレスへ 

連絡してください。 

 

14）対面授業でも一部オンライン授業を併用する場合があります。学内の空き講義室及び共同利用スペ 

 ースを自習用として開放しますので利用してください。開放する講義室等は，所属の学務係から連絡

します。音声のある教材を視聴する際はイヤホンを使用してください。 

 

その他                                      

15）食堂メニューの簡素化及び座席数の減を行います。食事の前は水と石けんを用い 30秒以上の手指 

洗いを丁寧に行うか，アルコール消毒液が設置されている場合は，手指消毒を行ってください。食事 

中の会話は控えてください。 

 

 



16）食堂の混雑緩和のためなるべく弁当を持参してください。食中毒の発生しやすい時期なので菓子パ

ン等常温保存可能なものを推奨します。また構内で販売する弁当，パンの利用も推奨します。 

◆参考：お弁当による食中毒を防止するために（農林水産省） 

     https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/lunchbox.html 

 

課外活動                                     

17）第 2クォーターからの課外活動（勧誘を含む）は学内外を問わず原則禁止とするが，3密回避 

 など感染防止対策の徹底等の状況に応じ一部の活動を許可する（詳細は学生支援課より連絡）。 

 

18）コンパ，カラオケ，音楽ライブ等，感染リスクが高い活動への参加自粛を強く要請することに変更 

 はありません。 

 

 

 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/foodpoisoning/lunchbox.html


                                   令和２年５月１９日 

 

 

在学者各位（入学者含む） 

 

 

金沢大学理事（教育）・副学長 

 

 

【第８報】新型コロナウイルス感染症に関する注意事項＜重要＞ 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，これまで【第１報から第７報】まで通知してきたところで

すが，本学においては，現在の全国の状況を鑑みて，新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため，以下

のとおり，引き続き，目的がない場合の登学は禁止とし，講義は遠隔講義のみとします。 

また，課外活動（勧誘を含む）の禁止及びコンパ，カラオケ，音楽ライブ等，感染リスクが高い活動へ

の参加自粛を強く要請することに変更はありません。 

 

・引き続き，５月２８日（木）から６月１８日（木）までを登学禁止とする。 

・第９報は５月２７日（水）に発信する。 

 

・本学の許可を事前に得た場合は，最短時間での登学を認める。 

・主任指導教員から研究科長等の承認を事前に得た大学院学生は，研究のための登学を認める。 

 

・今後，対面授業を開始する場合は，開始の２週間以上前に通知する。石川県外に居る学生は，対面

授業開始までに余裕をもって（目安：２週間程度）石川県に戻り，可能な限り外出を控え，自宅等で

の２週間の検温を要請する。 

 

 

※参考サイト 【新型コロナウイルス感染症にかかる対応について】 

本学 Web サイトトップ→【随時更新】令和２年度最新教務関連情報→ 

●【新型コロナウイルス感染症への対応／Response to the Covid-19】 

https://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_gakusei/student/kyomu/covid-19.html 

 

 

 

                                       以上 

 

本件問い合わせ先 

金沢大学学務部学務課総務係 

Tel 076-264-5156 

E-mail stsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp 

 



                                   令和２年４月３０日 

 

 

在学者各位（入学者含む） 

 

 

金沢大学理事（教育）・副学長 

 

 

 

【第７報】新型コロナウイルス感染症に関する注意事項＜重要＞ 

 

 金沢大学では，これまで通知しているとおり，現在の厳しい状況のもとでも，教育機会を最大限確保し

て，授業を実施しています。その一環として，学生の皆さんの健康と安全を保ちながら，学修の機会を保

証するために，４月２０日（月）以降の授業は，当面の間，インターネットを活用した授業（遠隔授業）

を取り入れて開講しています。学生側のインターネット接続環境の違い等によって，さまざまな影響が

生じることがあるため，不公平が生じないよう，学内 WiFi環境の利用等，事後の対応も含め，大学とし

て十分な対策を講じています。 

入学者には，入学当初から，遠隔講義としていますが，学生の皆さんの有する能力を最大限引き出すこ

とが本学の使命と考えています。学生の皆さんは，在宅での十分な学修をお願いします。 

また，この新型コロナウイルス感染症の特徴として，不顕性感染者（感染したにもかかわらず症状が現

れない者）となった若者が，感染拡大を引き起こすことが知られています。学生の皆さんは『自分は感染

しない』ではなく，『すでに自分は感染していて，他人にうつす恐れがある』と思ってください。一人ひ

とりが金沢大学の構成員としての自覚と矜持をもった行動を取ることにより，新型コロナウイルスの終

息が早まるのです。なにとぞ皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

本学においては，現在の全国の状況を鑑みて，新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため，以下のと

おり，引き続き，目的がない場合の登学は禁止とし，講義は遠隔講義のみとします。 

 

●引き続き，５月７日（木）から５月２７日（水）までを登学禁止とする。 

（今後，さらなる延長の可能性あり）。 

ただし，本学の許可を事前に得た場合は，最短時間での登学を認める。 

 なお，今後対面授業を開始する場合は，開始の２週間前までに通知する。 

 

※参考サイト 【新型コロナウイルス感染症にかかる対応について】 

本学 Webサイトトップ→【随時更新】令和２年度最新教務関連情報→ 

●【新型コロナウイルス感染症への対応／Response to the Covid-19】 

https://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_gakusei/student/kyomu/covid-19.html 

 

                                       以上 

本件問い合わせ先 

金沢大学学務部学務課総務係 

Tel 076-264-5156 

E-mail stsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp  

https://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_gakusei/student/kyomu/covid-19.html
mailto:stsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp


                                   令和２年４月１３日 

 

 

在学者各位（入学者含む） 

 

 

金沢大学理事（教育）・副学長 

 

 

【第６報】新型コロナウイルス感染症に関する注意事項＜重要＞ 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，４月２０日（月）の授業開始にあたり，以下のとおり，本

学の対応について第５報から変更しましたので，内容を確認してください。 

 なお，一連の対策や対応においては，引き続き 1 人 1 人が自覚を持って行動し，学業に励むよう強く

要請します。 

登学の目的がない場合は，感染拡大のリスクを避けるため，登学を禁止。 

 授業開始は，４月２０日（月）で変更はありません。ただし，授業は，遠隔講義のみとし，対面授業は

５月６日（水）まで実施しません。５月７日（木）以降の対面授業の実施の有無等については，以下の参

考サイトで通知しますので，随時，確認してください。 

履修ガイダンス及び各学類・専攻のオリエンテーション等，学生を本学に集める全ての行事を中止。 

 

※参考サイト 【新型コロナウイルス感染症にかかる対応について】 

本学 Web サイトトップ→【随時更新】令和２年度最新教務関連情報→ 

●【新型コロナウイルス感染症への対応／Response to the Covid-19】 

https://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_gakusei/student/kyomu/covid-19.html 

 

                                       以上 

 

本件問い合わせ先 

金沢大学学務部学務課総務係 

Tel 076-264-5156 

E-mail stsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp  



                      

令和２年４月１０日 

在学者各位（入学者含む） 

金沢大学理事（教育）・副学長 

 

【第５報】新型コロナウイルス感染症に関する注意事項＜重要＞ 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，４月２０日（月）の授業開始にあたり，以下のとおり，本

学の対応についてまとめたので，内容を確認してください。これまで要請してきた【第１報から第４報】

についても同様です。 

 なお，一連の対策や対応は，学生も社会の一員として当然守るべきことであり，引き続き 1 人 1 人が

自覚を持って言動に注意して学業に励むよう，強く要請します。 

 また，授業開始は，現在のところ４月２０日（月）で変更はありません。特に，学類１年次学生は，４

月１４日（火）・１５日（水）開催の履修ガイダンスに間に合うよう，余裕を持って「通学時の住所」に

滞在してください。授業は，当分の間，可能な限り遠隔講義で実施します。併せて，以下のとおり，いわ

ゆる「３つの条件が同時に重なる場」を避けるための対応を準備しています。 

※参考サイト 【新型コロナウイルス感染症にかかる対応について】 

本学 Webサイトトップ→【随時更新】令和２年度最新教務関連情報→ 

●【新型コロナウイルス感染症への対応／Response to the Covid-19】 

https://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_gakusei/student/kyomu/covid-19.html 

 

１．本学への通学 

① 不要不急の外出自粛 

・対面授業など（登学の目的）がない場合は，感染拡大のリスクを避けるため，登学しないこ 

とを強く要請します。 

② 登学時のバス増便等 

 ・止むを得ず対面授業等で登学する際も，登学時は通常の路線バスに加え，本学が用意する借上バス

を運行することで車内の混雑を緩和します。運行区間等は，次の参考サイトで確認してください。ま

た，４月１４日（火）～５月１日（金）の平日登学時は，乗車人数が多い近隣のバス停に，混雑を避

けるための誘導整理員を配置して乗車誘導等を行うので，指示に従ってください。 

※参考サイト 

本学 Webサイトトップ→路線バスを利用して通学を予定している学生・教職員へのお知らせ

https://www.kanazawa-u.ac.jp/news/78393 

 

２．授業 

  ・授業は，当分の間，可能な限り遠隔講義で実施します。各授業科目が，遠隔か対面か等は，４月１

４日（火）以降，本学 Webサイトのシラバスで確認してください。 

※遠隔講義で実施する場合は，「キーワード」の最初に【遠隔】/【REMOTE LEARNING】を記載します。 

  ・止むを得ず対面授業等を行う際も，昼休みの食堂等への集中の分散化を図るため，一部の２限目

の授業時間帯変更（シフト制），全ての３限目以降の授業時間帯の１５分繰り下げを実施します。詳

細は，決定次第，本学 Webサイトで通知します。 

https://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_gakusei/student/kyomu/covid-19.html 

 

https://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_gakusei/student/kyomu/covid-19.html
https://www.kanazawa-u.ac.jp/news/78393
https://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_gakusei/student/kyomu/covid-19.html


 

３．食堂等 

  ・当分の間，食堂におけるカフェテリア方式での食事の提供は行わず，複数個所の食堂及び売店で昼  

食時にテイクアウトメニュー及び弁当を販売します。販売時の混雑を極力避けるためにも，可能な限

り，弁当等の昼食を持参してください。 

・昼食時は、対面にならない等の配慮をした食堂や講義室等を用意します。なお，食堂は座席の間隔

を広げることで座席数が大幅に減少するため，テイクアウトメニューのイートイン利用者優先とし

ます。 

 

４．課外活動 

  ・課外活動（勧誘を含む）は，当分の間，学内外を問わず，禁止とします。 

  ・本学公認課外活動団体に関する情報は、本学 Web サイトで確認してください。 

https://www.kanazawa-u.ac.jp/campuslife/extracurricular/circle 

 

５．コンパ，カラオケ，音楽ライブ等，感染リスクが高い活動への参加自粛 

・引き続き，これらの活動への参加自粛を，強く要請します。 

                                       以上 

 

本件問い合わせ先 

金沢大学学務部学務課総務係 

Tel 076-264-5156 

E-mail stsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp  

https://www.kanazawa-u.ac.jp/campuslife/extracurricular/circle
mailto:stsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp


令和２年４月６日 

在学者各位 

 

金沢大学理事（教育）・副学長 

 

【第 4 報】新型コロナウイルス感染症に関する注意事項<重要> 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，在学者の皆様には，以下の事項に従って行動し

てください。 

 なお，発熱（37.5度以上）や咳，くしゃみ，鼻汁，咽頭痛等の風邪症状がある場合は，自宅で待

機してください。また，新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いがありＰＣＲ検査を受検した場

合は，所属部局の学務担当係へ速やかに報告してください。 

 また，社会の状況に応じ，随時通知を配信するので，本学からの全ての通知（Web,ポータル

通知等）を必ず確認してください。新型コロナウイルス感染症に伴う種々の通知は以下のサイト

に掲載してありますので，確認してください。 

※参考サイト 

 【新型コロナウイルス感染症に関する通知】 

本学 Web サイトトップ→ 

●【新型コロナウイルス感染症への対応／Response to the Covid-19】 

https://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_gakusei/student/kyomu/covid-19.html 

 

１．一般的留意事項 

①不要不急の外出自粛（特に外国や石川県外の地域から戻ってきた学生） 

不要不急の外出は控えてください。 

特に，イタリアやアメリカ等の諸外国，東京や大阪等の地域で感染者数が急激に増加して 

いる状況を鑑み，感染拡大が顕著な地域への旅行等は，強く自粛を要請します。 

また，現在，国外を含め石川県外に居る学生は，授業開始までに十分余裕をもって（目安 

：２週間程度）石川県に戻り，可能な限り外出を控え，自宅等で新学期の準備等を行うことを 

要請します。 

 

②課外活動，コンパ，カラオケ，音楽ライブ等，感染リスクが高い活動への参加自粛 

小規模な患者集団（クラスター）が次の集団を生み出すことを防止するため，これらの活動 

への参加自粛を，強く要請します。 

 

２．１年次履修ガイダンス時における留意事項（４月１４日・１５日実施） 

  ・当日は，担当の係に従って，ガイダンスを受けてください。 

  ・可能な限りマスクを着用して来学してください。 

 

 

https://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_gakusei/student/kyomu/covid-19.html


 

３．授業開始後（４月２０日以降）における留意事項 

①授業の実施について 

・遠隔授業が可能な授業科目の実施について，現在，検討中です。 

 

②健康管理 

・毎日，体温を測定し，健康チェックシートに記入する。 

  ・過去２週間以内に，海外渡航歴もしくは風邪症状があった学生は，最大限の配慮 

  （マスク着用，手洗い励行など）をした上で授業に出席する。 

  ・授業前後に流水と石鹸で 30 秒以上手洗いする。 

  ・アルコール消毒液がある場合は手指消毒を行う。 

  ・授業中は私語を慎む。 

  ・可能な限りマスクを着用する（大学でのマスクの配布は行わない）。 

 

③通学時 

・通学時におけるバスの増便について，現在，検討中です。 

・バスなどに乗車する際は，隣の人と距離を離して並ぶようにしてください。 

・バスに乗車中も可能な限りマスクを着用し，会話は慎んで，降車後は，手洗いを励行して 

ください。 

 

④昼食時 

・昼食は，弁当を持参するなどして，食堂に多くの学生が集まらないように心掛けてください。 

・順番を待つ際は，十分な間隔をあけ，会話は慎んで列に並んでください。 

・食堂内でも，会話を慎んで，昼食後は，速やかに退席してください。 

 

 

 

 

本件問い合わせ先 

金沢大学学務部学務課総務係 

℡ 076-264-5156 

        E-mail stsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp 

 

       ※令和 2 年 4 月 1 日付けで学生部は 

         学務部に改編しました。 

         電話やメールアドレスは変更しません。 

mailto:stsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp


令和２年３月２５日 

学生各位 

 

金沢大学理事（教育）・副学長 

 

【第３報】新型コロナウイルス感染症に関する注意事項<重要> 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，２月２７日配信のポータルメッセージ第１報，３月

３日配信第２報に加え，以下の事項を，第１クォーター授業開始（４月２０日）までの間，強く自粛

要請します。 

  

1. 不要不急の外出自粛（特に外国や石川県以外の地域から戻ってきた学生） 

引き続き，不要不急の外出は控えてください。 

特に，イタリアやアメリカ等の諸外国，東京や大阪等の地域で感染者数が急激に増加して 

いる状況を鑑み，感染拡大が顕著な地域への旅行等は，強く自粛を要請します。 

また，現在，国外を含め石川県以外に居る学生は，授業開始までに十分余裕をもって（目 

安：２週間程度）石川県に戻り，可能な限り外出を控え，自宅等で新学期の準備等を行うこと 

を要請します。 

 

2. コンパ，カラオケ，音楽ライブ等，感染リスクが高いイベントへの参加自粛 

小規模な患者集団（クラスター）が次の集団を生み出すことを防止するため，これらのイベ 

ントへの参加自粛を，引き続き強く要請します。 

特に，課外活動団体は，対面による新入生の勧誘活動も，授業開始まで実施は認めませ 

ん。 

 

3. その他 

① 発熱（37.5 度以上）や咳，くしゃみ，鼻汁，咽頭痛等の風邪症状がある場合は，自宅で待

機してください。また，新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いがありＰＣＲ検査を受検

した場合は，所属部局の学務担当係へ速やかに報告してください。 

 ② 今後も，社会の状況に応じ，随時通知を配信するので，本学からの全ての通知（Web,ポー

タル通知等）を，必ず確認してください。 

【新型コロナウイルス感染症に関する通知】 

本学 Web サイトトップ→【重要】新型コロナウイルスに関する情報 

 

 

本件問い合わせ先 

金沢大学学生部学務課総務係 

℡ 076-264-5156 

        E-mail stsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp 



令和２年３月３日 

学生各位 

 

金沢大学理事（教育）・副学長 

 

【第２報】新型コロナウイルス感染症に関する注意事項<重要> 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，２月２７日配信のポータルメッセージ第１報

に記載した内容に加え，以下の事項を，３月末までの間，強く自粛要請します。 

  

 

1. コンパ，カラオケ，音楽ライブ等，感染リスクが高いイベントへの参加自粛 

厚生労働省は，10～30 代の若い世代は症状が出ない又は軽い場合が多く，無自覚 

のまま感染源になる可能性があると示唆しています。 

 小規模な患者集団（クラスター）が次の集団を生み出すことを防止するため，これらのイ

ベントへの参加自粛を，強く要請します。 

 

2. 不要不急の外出自粛 

第１報でも通知したように，不要不急の外出は控えてください。 

特に，ここ１～２週間が，感染が拡大するか終息するかの極めて重要な時期なので，

各自感染防止に努めるよう強く要請します。 

また，発熱（37.5 度以上）や咳，くしゃみ，鼻汁，咽頭痛等の風邪症状がある場合は，

自宅で待機してください。 

 

3. その他 

① 3/2（月）～3/16（月）の間，体育館トレーニングルーム（角間・鶴間）を閉鎖した。 

② 今後，社会の状況に応じ，随時通知を配信するので，本学からの全ての通知（Web,

ポータル通知等）を，必ず確認すること。 

【新型コロナウイルス感染症に関する通知】 

本学 Web サイトトップ→【重要】新型コロナウイルスに関する情報 

 

 

 

本件問い合わせ先 

金沢大学学生部学務課総務係 

℡ 076-264-5156 

        E-mail stsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp 



令和２年２月２７日 

学生各位 

金沢大学理事（教育）・副学長 

 

新型コロナウイルス感染症に関する注意事項<重要> 

 

昨今の新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み，以下のとおり 強く 注意を喚起します。 

 

1. 全ての学生へ 

・ 不要不急の外出は控え，手洗いの励行等，十分，感染予防に努めること。 

・ 3 月 7 日（土）及び 21 日（土）実施の本学入学試験の合格発表では，掲示場所周辺への本学学生の

立ち入りを禁止。 

・ 3 月 12 日（木）実施の本学後期日程入学試験でも，本学構内への立ち入りを禁止。 

・ 今後も，本学からの通知（ポータル配信，掲示等）を確実に確認し，感染が疑われる場合は，下記 Web

サイト掲載の通知のとおり，受診，報告を行うこと。 

【新型コロナウイルス感染症に関する通知】 

本学 Web サイトトップ→【重要】新型コロナウイルスに関する情報 

2. 課外活動を行う学生へ 

・ 合宿及び試合，演奏会等は，必ず顧問教員と相談の上，原則，中止又は延期すること。 

・ 中止又は延期が難しいものは，必ず顧問教員と相談の上，学生支援課まで申し出ること。 

・ 学内での通常活動（練習等）は，十分に感染予防に努め，最小限の範囲内とすること。 

・ 3 月 7 日（土）及び 21 日（土）実施の本学入学試験の合格発表では，掲示場所周辺への本学学生の

立ち入り及び勧誘を禁止。 

3. 就職活動を行う学生へ 

・ 3 月 2 日（月）～4 日（水）開催予定だった本学主催文理系総合企業研究会個別は，中止とした。 

・ 当面は，WEBによるセミナーの活用等，情報を収集し，健康・安全面を第一に考慮した就職活動を行う

こと 。 

・ 企業等主催のセミナーや説明会に参加の場合は，十分，感染予防に努めること。 

4. 学生留学生宿舎及び学寮に入居している学生へ 

・ 各自が体調管理及び感染予防に努め、自室及び共用スペースの清潔を保つこと。 

・ 宿舎及び寮内での集会等は自粛 すること。 

5. 海外渡航（を検討）する学生へ（留学生を含む） 

・ 不要不急の渡航は控えること。止むを得ず渡航が必要な場合は，必ず指導教員・アドバイス教員と相

談の上，本学Webサイト（トップ→金沢大学の国際化→国際交流・留学→「金沢大学→海外」→危機管

理，保険）を確認し，必要な渡航手続きをとること。 

・ 日本へ帰国した者は，必ず本学Ｗｅｂサイト（トップ→【重要】新型コロナウイルスに関する情報）を確認

し，指示に従うこと。 

・ 今後も，本学からの通知（ポータル配信，掲示等）を確実に確認し，感染が疑われる場合は，下記 Web

サイト掲載の通知のとおり，保健所へ相談のうえ指示に従うとともに，大学に報告すること。 

【新型コロナウイルス感染症に関する通知】 

本学 Web サイトトップ→【重要】新型コロナウイルスに関する情報 

本件問い合わせ先 

金沢大学学生部学務課総務係 

 ℡ 076-264-5156 

 E-mail stsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp 




