令和２年７月２２日
在学者各位
金沢大学理事（教育）
・副学長
【第１１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１０報で】通知してきたところで
すが，以下のとおり，関連事項を含めて通知しますので，内容を確認の上，順守してください。
この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。
『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』と思って行動してください。
また，８月１９日（水）からは夏季休業期間としますが，日常生活において，より一層，感染防止に努
め，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一人一人が責任ある行動をしてください。
なお，授業においては，特に指定がある場合を除き，対面及び遠隔授業により実施することに変更はあ
りません。
１．授業の受講
・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，
熱中症等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。
・授業の前後には，講義室入口等にある手指用消毒液を利用すること。
・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。
※発熱等の症状のある者や濃厚接触者（陽性者含む）は出席停止とする。該当学生は，所属の学
務係に連絡すること。授業担当教員には，欠席分の代替措置を指示するなど配慮を依頼済み。
２．遠隔による定期試験等の受験
・コロナ禍により，遠隔での定期試験等を実施した場合，例えば複数の受験者が集合して受験する
等の行為は「不正行為」として懲戒処分の対象とする。そのほか，試験時間中に禁止している行為
も懲戒処分の対象とするため，授業科目ごとに試験開始前に禁止事項を十分確認すること。
３．健康管理
・毎日，体温を測定し，保健管理センター所定の健康チェックシート様式（
「令和２年度最新教務
関連情報」https://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_gakusei/student/kyomu/covid-19.html）に記
入する。
・過去２週間以内に，感染流行地域への移動もしくは風邪症状があった学生は，感染の恐れがない
ことを確認の後，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。
・大学での休憩時間中も３密を避け，滞在時間は最短とする。

【次頁に続く】

４．食堂等
・生協の購買や食堂等を利用する際は、店舗側が指示する感染防止策に従うこと。
５．県外・海外への移動
・流行地域・海外への移動は，所属の学務係を通じ，学域長・研究科長等から許可された場合を除
き，原則，禁止する。
※流行地域：具体的には，本日現在では，東京都，神奈川県，埼玉県，千葉県，大阪府，兵庫県，
京都府が該当する。当面，
「都道府県別感染者推移」を，本学の Web サイト「金沢大学の活動指
針 ／ Kanazawa University's Guideline to Prevent the Spread of Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)」に掲載し，更新する。
※海外：現在外務省安全情報により全世界が危険情報レベル２（不要不急の渡航は止めてくださ
い。）に設定されている。また，ほとんどの国が感染症危険情報レベル３（渡航は止めてくださ
い。
（渡航中止勧告）
）に設定されている。
以上
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July 22, 2020
To all students
Trustee(Education and Student Affairs)，
Vice President
【11th Report】<IMPORTANT>Notice on New Coronavirus Infectious Disease
We have been providing notifications from 1st report to 10th report regarding the response
to new coronavirus infectious diseases (COVID-19). We will inform you as follows, so please
confirm the contents including related matters and comply with them.
As a characteristic of 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’.
It is a summer holiday from August 19th. In your daily life, please try to prevent infections
more thoroughly and take responsible actions in consideration of new lifestyles such as
thorough hand washing, wearing a mask with attention to heat stroke, and social distance or
physical distance.
Regarding classes, there will be no change in face-to-face or remote classes unless otherwise
specified.
１．Taking classes
・Always wear a mask when commuting to university or attending classes. However, if you
are concerned about the occurrence of heat stroke due to climatic conditions, remove
your mask and keep a sufficient distance from others.
・Before and after class, disinfect your hands with the disinfectant at the entrance of
the lecture room.
・In order to identify the contact person when an infected person occurs, please manage
attendance using the attendance management device or follow the supervisor’s instruction
in all face-to-face classes.
* Those who have symptoms such as fever and those who have close contacts with infected
person will be suspended from attending classes. For students in the above situation,
please contact the student affairs section of your affiliation. For classes that have
been suspended, we asked faculty members in charge of the class to take alternative
measures.
２．Taking examinations remotely
・When conducting regular examinations remotely, for example, the act of multiple
examinees gathering together for examination is subject to disciplinary action as
misconduct. In addition, prohibited acts during the exam time are also subject to
disciplinary action, so be sure to carefully check the prohibited matters before starting
the exam for each class subject.

Continued on next page

３．Health care
・Measure your body temperature and fill out a health check sheet daily.
(To access the form: https://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_gakusei/student/kyomu/covid19.html)
・For students who have moved to an area where the infection has spread or have a cold
symptom within the past two weeks, make sure that you’re not infected and attend classes
with the utmost consideration (wearing a mask, encouraging hand washing, etc.).
・Wash hands with running water and soap for at least 30 seconds before and after the
class.
・If you have an alcohol disinfectant, use it to disinfect your hands and fingers.
・Avoid crowds during breaks and minimize your time at university.
４．Cafeteria
・When purchasing from the co-op or using the cafeteria, follow the infection control
measures instructed by the store.
５．Moving outside the prefecture or overseas
・In principle, moving to a region where infection is spreading or overseas is prohibited,
except when permitted by the dean of the department through your student affairs section.
*Infection spread area: Specifically, Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo,
and Kyoto are applicable as of today. For the time being, we will post the transition
of infected persons by prefecture on the website （Kanazawa University's Guideline to
Prevent the Spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)） of the university and
update it.
*Overseas: Currently, according to the Ministry of Foreign Affairs Safety Information,
The whole world is set to Infectious Disease Hazard of Level 2. In addition, most
countries are set to Infectious Disease Hazard of Level 3 (Recommendations for travel
cancellation).
*Reference:

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

Kanazawa University top → Information of Latest Schedule →
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