
                                   令和３年１月１２日 

 

                       

在学者各位 

金沢大学理事（教育）・副学長 

 

 

【第１９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１８報】で通知してきたところで

すが，「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた金沢大学の活動指針」の具体的な活動指針のうち「出

張・旅行」における対応レベルを引き上げたことに伴い，以下のとおり第１８報から一部変更するので，

内容を確認してください。 

これまで以上に，感染防止に努め，手洗いの徹底，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，1月１４日（木）まで，原則，遠隔により実施す

ることに変更はありません。 

  

 

 （１）県外への移動 

緊急事態宣言（令和３年１月８日施行）が発表されたことを受け，当分の間，緊急事態宣言対象地 

域への移動は，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

とする。その他の地域への不要不急の移動は，自粛を要請する。 

 

 （２）就職活動及びインターンシップ等の参加 

・緊急事態宣言対象地域における就職活動及びインターンシップ等の参加は，オンラインによる 

実施の可否を企業等の担当者に相談すること。 

・対面による実施のため対象地域へ移動する場合は，所属の学務係の通知に従うこと。 

   ・緊急事態宣言の対象となっていない地域への移動を伴う就職活動及びインターンシップ等の参 

  加についても，全国的な感染拡大傾向に鑑み，慎重に検討すること。 

   ・必要に応じて指導教員またはアドバイス教員，就職支援室に相談すること。 

 

 

                                           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 

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


January 12, 2021 

 

To all students, 

 

Trustee(Education and Student Affairs)， 

Vice President 

 

【19th Report】<IMPORTANT>Notice on New Coronavirus Infectious Disease 

 

We have raised the level for "business trips / travel" in the "Concrete guidelines" of the 

"Kanazawa University's Guideline to Prevent the Spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-

19)". As a result, some changes will be made from 18th report as follows, so please check. 

Each and every one of us should work harder than ever to prevent infection and act responsibly 

with new lifestyles such as thorough hand washing, social distance, and physical distance in 

mind. 

There is no change that classes will be held remotely until January 14th in principle, unless 

otherwise specified. 

 

 （１）Moving out of the prefecture 

A state of emergency was announced on January 8, 2021. In response to this, for the time 

being, movement to the area subject to the state of emergency is prohibited in principle 

unless permitted by the dean of college or graduate school through your affiliated academic 

affairs section. We also request you to refrain from unnecessary and non-urgent movements 

to other areas. 

 

 （２）Participation in job hunting and internships 

・For job hunting and internship participation in the area subject to the state of emergency, 

please consult with the person in charge of the company as to whether or not it can be 

carried out online. 

・If you move to an area subject to a state of emergency for face-to-face participation, 

follow the notification of your affiliated academic affairs section. 

・Carefully consider job hunting and internship participation that accompany movement to 

areas not covered by the state of emergency, in view of the nationwide trend of infection. 

・If necessary, consult with your academic advisor, supervisor, or employment support room. 

 
*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 
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