令和２年６月１７日
在学者各位（入学者含む）
金沢大学理事（教育）・副学長
【第 10 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９報】で周知し，第２クォーター
における対面での授業の一部再開及び「対面授業の再開に向けた学生留意事項」を通知しました。
６月１９日（金）からの対面授業再開に向けて，以下のとおり通知しますので，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。
なお，私的な会合においても，引き続き感染防止に努め，日頃から，手洗いの徹底，熱中症に注意の上
マスクの着用，ソーシャルディスタンスあるいはフィジカルディスタンスといった新しい生活様式を念
頭に行動 してください。
また，課外活動（勧誘を含む）は学内外を問わず，原則，活動禁止の方針に変更はありません。
★６月１９日（金）以降の対面授業の一部再開に向けて特に留意する事項
１．本学への通学
・余裕をもって登学し，登学及び授業の受講等の際には，常時，マスクを着用すること。ただし，
気候の状況等により，熱中症などの健康被害が発生する可能性が高い場合は、マスクを外し，他人
と十分な距離を保つ こと。
・６月１９日（金）から７月３日（金）までの間，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（ただし，定められた運行区間の北陸鉄道バス定期券を有している学生が
乗車可能）
。運行区間等は，次の参考サイトで確認すること。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，指示に従うこと。
※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
・講義室入口等にある手指用消毒液を利用して，授業を受講すること。
・感染者発生時の接触者把握のため，全ての対面授業において，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うこと。
・昼休みの食堂等の分散化を図るため，以下のとおり，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分繰り下げを実施する。授業をＡグループ，Ｂグループの２
グループに分ける詳細は，６月１８日（木）以降，アカンサスポータルの「学務情報サービス」
（学
内限定）で確認すること。
自身の履修した授業がどちらのグループかわからない場合は，初回のみ，
２限目の授業は１０時３０分に間に合うように行動し，実際の開始時刻等を確認すること。
●授業時間帯の変更

●学務情報サービス/時間割表(例)
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●グループ分け（予定）
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Ａ：人間社会１・2 号館，第 1 講義棟

講義棟で区分

Ｂ：人間社会 3～5 号館，第 2 講義棟，その他
Ａ：理工学域（数物，機械，電情，電情通信，

理工学域

学生の所属で区分

フロ，理工一括）
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全てＢ

３．食堂等
・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する。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（食中毒の発生しやすい時期のため，菓子パン等常温保存可能なもの）を持参すること。
以上
※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

June 17, 2020
To all students
Trustee(Education and Student Affairs)，
Vice President
【10th Report】<IMPORTANT>Notice on New Coronavirus Infectious Disease
We have been providing notifications from 1st report to 9th report regarding the response
to new coronavirus infectious diseases (COVID-19). In the 9th report, we announced part of the
resumption of face-to-face classes in the second quarter and “Notes for Students to Resume
Face-to-face Classes".
We inform as follows for the resumption of face-to-face classes from June 19. As a member
of Kanazawa University, please be aware of yourself and prepare yourself for class resumption.
At private meetings, please continue to work to prevent infections, and always take new
lifestyles into consideration, such as thorough hand washing, wearing a mask while paying
attention to heat stroke, and social distance or physical distance.
Regarding club activities inside or outside the university including solicitation, there is
no change in the policy of prohibiting activities in principle.
★Matters to be especially noted for resuming of face-to-face classes after June 19
１．Commuting
・Please allow enough time to commute to university. Please wear a mask at all times when
commuting to university or attending classes. If you are concerned about possible health
problems such as heat stroke due to climate conditions, you can remove your mask while
keeping a sufficient distance from others.
・From June 19 to July 3, we will prepare and operate some leased buses in addition to
the regular route buses.（Only available for students who have a commuter pass for the
Hokuriku Railway bus on the specified operating section）
。
Please check the following reference sites for operating sections. When commuting
university on weekdays, an arranging staff will be placed at the bus stop in a section

with a large number of passengers, in order to guide passengers and avoid congestion.
Please follow the instructions.
*Reference
Kanazawa University top→For New Student"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．Classes
・Please use the disinfectant at the entrance of the lecture room to disinfect your
hands before attending the class.
・To identify the contact person when an infected person occurs, in all face-to-face
classes.
・In order to avoid congestion in the cafeteria，we will change some of the 2nd class
hours and move all the 3rd and subsequent classes to 15 minutes. For more information about

class A/B grouping, please check the Student Information Service on the Acanthus Portal
after June 18 (Available only on campus). If you are not sure which group the class you
are taking belongs to, please act in time for 10:30 for the second class and check the
actual start time.
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３．Cafeteria
・We do not provide cafeteria-style meals, but sell takeaway menus and bento boxes at
lunch in the cafeteria and shop. Bring your own lunch if possible to ease congestion in
the cafeteria. Food poisoning is likely to occur, so we recommend foods that can be
stored at room temperature, such as sweet bread.
*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
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