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【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 
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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  



 April 30, 2020 

 

To all students 

Trustee(Education and Student Affairs)， 

Vice President 

【7th Report】<IMPORTANT>Notice on New Coronavirus Infectious Disease 

 

 As we have been notified so far, Kanazawa University conducts classes while maximizing 

educational opportunities under the current difficult circumstances. As part of that, we are 
conducting the classes remotely from April 20 for the time being, in order to guarantee the 

opportunity for study while maintaining the health and safety of all students. Since various 
effects may occur depending on the student's Internet connection environment, we has taken 

measures, such as the use of the Wi-Fi environment inside the university, including other ex-

post measures in order to prevent inequality. 

Although we also have been conducting classes remotely for new students from the beginning, 

we believe that Kanazawa University's mission is to maximize the abilities of students. 
Therefore, we hope all students would study sufficiently at home. 

In addition, as a characteristic of this new coronavirus infection (COVID-19), it is known 

that people who do not show symptoms despite being infected will spread the infection. Instead 
of thinking like ‘I am not infected’, please think like ‘I am already infected and I may 

pass on to others’. The new coronavirus will come to the end sooner if each of us act as a 
member of Kanazawa University with awareness and pride. We really appreciate your understanding 

and cooperation. 

As follows, we will continue to prohibit school attendance without purpose and classes will 

be given only remotely in order to prevent the spread of infectious diseases of COVID-19 in 

view of the current situation in the whole country. 

 

●Continuing from May 7th to May 27th, school attendance will be prohibited. 

(There is a possibility of further extension in the future). 

However, if you get permission from the university in advance, you can attend  

for a short time. 

 If Kanazawa University will start face-to-face classes in the future, we will 

notify you two weeks before the start. 

 

*Reference: The University’s Response to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

Kanazawa University top → Information of Latest Schedule → 

●【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 

                    Contact 

Student Affairs Division, General Affairs Section 

Tel: +81-76-264-5156 

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


