
                                                   令和３年３月１９日 

入学予定者 各 位 

在 学 者 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拡大防止を踏まえた 

大学生活に関する注意事項＜重要＞ 

 

 金沢大学では，新型コロナウイルスの感染の防止及び学修機会の確保を両立するため，学内における

感染及びその拡大のリスクを可能な限り抑制しながら，全ての学生に対面での「学びの場」を提供するこ

とが大学の責務と考えています。基本的な感染症対策を徹底した上で，原則として対面により授業を実

施します。なお，詳細は以下の参考サイトに対応についてまとめてあるので，内容を確認してください。 

 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，1人 1人が自覚を持って責任

ある行動をしてください。 

 なお，在学者は３月２３日（火）までに，学類入学予定者は，３月３０日（火）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」に滞在して健康管理に努めてください。授業開始は，現

在のところ４月５日（月）で変更はありません。 

パソコンのセキュリティ点検及び履修ガイダンス（学類入学予定者のみ），オリエンテーション，入学

式等は，今後，感染状況により実施することが困難な場合は，遠隔で実施する場合もあります。そのほか

の留意事項も記載してあるので併せて確認してください。 

入学予定者は，入学手続システムに登録したメールアドレスへ通知することもあるので，本学からの

メール（adm.kanazawa-u.ac.jp）を受信できるよう必ず設定しておいてください。 

 

１．授業前の諸行事（別紙参照） 

 

２．本学への慎重な通学 

・登学の際は，マスクを着用し感染防止対策を心掛けると共に，対面授業等（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する。 

 ・不要不急の外出は自粛し，学外においても感染防止対策を心掛けること。 

 

３．授業開始後の健康管理 

・授業の受講にあたって，毎日，検温等健康管理に努めること。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。症状等があれば，別途指示するので，直ちに所属の学務係に連絡す 

 ること。授業担当教員は，欠席分の代替措置を指示するなど配慮を準備済み。 

・基礎疾患等で感染に不安を有する学生については，遠隔授業の提供等を実施する等，対応を検討する 

 ので，所属の学務係に学類・専攻オリエンテーション時等に相談すること。 

 

【所属の学務連絡先】 

 本学 Web サイトトップ→新型コロナウイルス感染症にかかる対応について 

→新入生の皆さまへ ／ For New Student 

【随時更新】令和２年度最新教務関連情報 

→【お問い合わせ／Enquiry】 

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


 

４．授業形態 

 ・授業は，原則，対面で実施する。ただし，講義室の収容人数，受講者数などを総合的に考慮し，全て 

 対面による実施が困難な場合は，学域・研究科等で検討の上，遠隔授業を併用する場合もあります。 

・各授業科目が，遠隔か対面か等は，本学 Webサイトの Web版シラバス（授業案内）で確認すること。 

Web 版シラバス（授業案内） 

 本学 Webサイトトップ→在学生→Web版シラバス（授業案内） 

https://eduweb.sta.kanazawa-u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/SearchMain.aspx 

 

５．授業時間帯変更 

 ・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，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うこと。 

・昼休みの食堂等の混雑を緩和するため，以下のとおり，３限目以降の授業を１５分繰り下げ，昼休み

の時間帯を長く設定する。空いている時間帯に分散して利用すること。 

●授業時間帯の変更 

      

 

６．食堂等 

 ・食堂は，入店時の検温や仕切り板の設置、座席の間隔を広げる等の感染防止対策を行っているため， 

昼食時は食堂や売店の混雑が避けられない。昼食時の混雑を極力避けるためにも，可能な限り，弁当 

等の昼食を持参すること。昼食には講義室等（座席間隔制限有）も利用可。 

 

７．接触確認アプリ等の活用 

・厚生労働省開発の「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA：COVID-19 Contact  

Confirming Application）」のダウンロードや，自治体独自の通知システムを積極的に利用すること。 

 

                                           以上 

※参考サイト  

本学 Webサイトトップ→新型コロナウイルス感染症にかかる対応について 

→【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://eduweb.sta.kanazawa-u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/SearchMain.aspx
https://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_gakusei/student/kyomu/covid-19.html
mailto:stsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp


１．授業前の諸行事                                                                                                       　　　　　  （別紙）

対面で実施 　　　　　　　　　　         対面で実施できない場合

ＰＣのセキュリティ点検（学類入学予定者のみ） ＰＣのセキュリティ点検（学類入学予定者のみ）

〇金沢大学生協から連絡があった全入学者対象のセキュリティ点検は，基本日程として３月２５
日（木）～２９日（月）（生協オリジナルＰＣ購入者は他の日程あり）です。オリジナルPC購入
者へは購入代金の入金を確認後PCを宅配します。セキュリティ点検の日程に関して相談したい場
合は，「金沢大学生協　新入生相談センター」まで連絡すること。
　連絡先〒920-1192 金沢市角間町　金沢大学生協Webサイト
　　　　https://www.kindai-coop.jp/
　　　　e-mail ： soudan2021@kindai-coop.or.jp

〇対面で実施できない場合は感染状況が落ち着いた後，セキュリティ点検を対面で実施で
きるようになってから日程を調整して学内で実施する予定です。

3/30の履修ガイダンス(学類入学予定者のみ） 3/30の履修ガイダンス(学類入学予定者のみ）

〇本学のWebサイトに開催日時及び留意事項を掲載してあるので必ず確認すること。
　本学Webサイトトップ→受験生→入試情報→履修ガイダンス及び学類等
                                          オリエンテーション情報
　https://www.kanazawa-u.ac.jp/education/admission/gaidansu
◆当日◆
・学類によって実施時間・場所が異なるので注意すること。
・当日はマスクを着用すること。
・当日の朝に検温を行い，発熱していないことを確認すること。
・体調不良で新型コロナウイルス感染が疑われる場合は登学しないこと。

〇履修ガイダンス時に配付予定であった資料は，入学手続システムに登録した住所に４月
2日（金）までに送付するので，到着しない場合等は，本通知のメールアドレスまで連絡
すること。
・主な配付物
　学生便覧
　金沢大学ID・PW（授業の時間割及び成績を閲覧するWebサイト（アカンサスポータ
ル）にアクセスするために必要）
　※アカンサスポータルのアクセスの仕方は学生便覧P85を参照
　※学生証は下に記載のオリエンテーションで配付する予定です。オリエンテーシ
　ョンを延期もしくは中止にする場合は，別途，配付方法を通知します。
◆当日◆
・次のWebサイトで履修ガイダンス動画を確認すること。
　本学Webサイトトップ→学域・学類・大学院等→国際基幹教育院→ 新入生・
                                         在学  生の方へ→共通教育科目履修ガイダンス資料
　https://ilas.w3.kanazawa-u.ac.jp/students/beginners/preparation_video/

学類オリエンテーション・大学院オリエンテーション
　※入学予定者には，学生証を配付

学類オリエンテーション・大学院オリエンテーション

学類オリエンテーション
〇本学のWebサイトに開催日時及び留意事項を掲載してあるので必ず確認すること。
　本学Webサイトトップ→受験生→入試情報→入学手続→履修ガイダンス及び学類等
                                          オリエンテーション情報
　https://www.kanazawa-u.ac.jp/education/admission/gaidansu
◆当日◆
・学類によって実施時間・場所が異なるので注意すること。
・当日はマスクを着用すること。
・当日の朝に検温を行い，発熱していないことを確認すること。
・体調不良で新型コロナウイルス感染が疑われる場合は登学しないこと。

大学院オリエンテーション
〇所属の担当係からお知らせした通知にしたがってください。

学類オリエンテーション
〇延期もしくは中止とする場合，本学のWebサイトに開催日の前日までにお知らせしま
す。
　本学Webサイトトップ→受験生→入試情報→入学手続→履修ガイダンス及び学類等
                                          オリエンテーション情報（随時更新）
　https://www.kanazawa-u.ac.jp/education/admission/gaidansu
　なお，在学者には，所属の担当係からアカンサスポータルで設定した転送用メールアド
レスに開催日の前日までにお知らせします。

大学院オリエンテーション
〇実施予定であった場合で，延期もしくは中止とする場合は，所属の担当係から開催日の
前日までにお知らせします。（学生証の配付方法も含めて）

4/2の入学式（入学予定者のみ） 4/2の入学式（入学予定者のみ）

〇詳細情報や，今後の感染拡大状況に応じて式典の対応を変更する場合は，本学Webサイトにて
お知らせしますので，随時ご確認ください。
金沢大学ニュース　https://www.kanazawa-u.ac.jp/news/90519

◆出席前日までの心構え◆
１．出席予定の学生は，毎日，検温等，健康管理に努めること。
２．発熱などの症状がある場合は，出席しないこと。
３．新型コロナウイルスに『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』ことを念頭に置き行動すること。
◆当日◆
１．検温実施のため，入場に時間を要する見込みである。９時から開場するので，早めに来場す
ること。
２．式典はマスクを着用の上，出席すること。
３．会場の検温器で37.5度以上の発熱が確認された場合は，入場不可とする。
４．出席管理端末で出席者を把握するため，学生証を持参すること。（履修ガイダンス等の中止
により学生証を受領していない場合は除く。）
５．式次第を置いてある席のみ，着席可能とする。着席不可と表示した座席には着席しないこ
と。
６．会場での大声での会話は控えること。会話する際には，各自でソーシャルディスタンスを確
保すること。
７．感染症防止対策のため，挙行時間を短縮して行う。式典終了後は速やかに退場し，大人数で
の行動は控えること。
８．式典前後の懇親会等は，感染症防止対策の観点から禁止する。

〇延期もしくは中止とする場合は，本学のWebサイトにて開催日の前日までにお知らせし
ます。
金沢大学ニュース　https://www.kanazawa-u.ac.jp/news/90519



                                                   March 19, 2021 

 

To all prospective students or current students, 

 

 

Trustee(Education and Student Affairs)， 

Vice President 

Kanazawa University 

 

 

＜Important＞Precautions for university life based on prevention of the 

spread of new coronavirus infection 

 

Kanazawa University believes that it is the university's responsibility to provide 

opportunities for all students to learn face-to-face while reducing the risk of new coronavirus 

infection and spread within the university as much as possible. Classes are conducted face-to-
face in principle after thorough basic measures against infectious diseases. Details are 

summarized on the following reference websites, so please check the contents. 

As a member of society, students should naturally follow a series of measures and responses. 

Each person should be aware and act responsibly. 

Please stay at your "Commuting address" with plenty of time (ex. current students by March 

23, prospective students for undergraduate by the timing of course registration guidance in 

March 30), and try to manage your health. The start date of classes has not changed from April 
5th. 

Events such as PC security checks, course registration guidance (for prospective undergraduate 

students), orientation, and entrance ceremony may be held remotely if it is difficult to hold 

face-to-face due to future circumstances. Other points to note are also described, so please 

check them as well. 

For prospective students, we may notify you to the e-mail address registered in the admission 

procedure system, so be sure to set so that you can receive e-mails from the Kanazawa University 

(addresses including adm.kanazawa-u.ac.jp). 

 

１．Events before class (→Refer to the attached sheet) 

 

２．Careful commuting 

・When attending to university, wear a mask and take measures to prevent infection, and if 

there is no purpose for attending school such as face-to-face classes, we strongly request 

that you do not attend in order to avoid the risk of spreading infection. 

・Refrain from going out unnecessarily and non-urgently, and take measures to prevent infection 

even outside the university. 

 

 

（Continue to next page） 



 

３．Health management after class starts 

・Try to manage your health such as temperature measurement every day you attend the classes. 
Those who have symptoms such as fever or who have been tested as positive (including those 

who have close contact with them) will be suspended from attendance. If you have any symptoms, 
contact your affiliated student affairs section immediately and we will instruct you 

separately. In above cases, supervisors in charge of classes will prepare consideration such 
as instructing alternative measures for absenteeism. 

・If you are worry about infection due to your underlying illness, you should consult with 

your affiliated student affairs section as we would consider providing remote classes. 

 

【Contact of your affiliated student affairs section】 

 Kanazawa University Website Top→The University’s Response to Coronavirus Disease 2019 

→新入生の皆さまへ ／ For New Student 

【随時更新】令和２年度最新教務関連情報(Information of Latest Schedule) 

→【お問い合わせ／Enquiry】 

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

 

４．Class formats 

・Classes are conducted face-to-face in principle. However, if it is difficult to conduct all 
the lectures face-to-face by comprehensively considering the capacity of the lecture room 

and the number of students, we may use distance learning together after considering it at 

the college or graduate school. 

・Check the syllabus on the Kanazawa University website to see if each class is conducted 

remotely or face-to-face. 

<Web syllabus> 

https://eduweb.sta.kanazawa-u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/SearchMain.aspx 

 

５．Change of class period 

・Take classes after using the hand sanitizer at the entrance of the lecture room. 

・In order to identify the contact person when an infected person occurs, please manage 

attendance in all classes according to the attendance management device or the instruction 

of the instructor in charge of the class. 

・To alleviate congestion in the cafeteria during lunch break, classes from after 3rd period  
will be delayed by 15 minutes as follows, and lunch break will be set longer. Please use the 
free time zone and try to use cafeteria in a distributed manner. 

●Change of class period 

      

 

(Continue to next page) 

https://www.adm.kanazawa-u.ac.jp/ad_gakusei/student/kyomu/covid-19.html
https://eduweb.sta.kanazawa-u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/SearchMain.aspx


 

６．Cafeterias  

・The cafeteria takes measures to prevent infection, such as measuring the temperature when 

entering the restaurant, installing partition plates, and widening the space between seats, 

so congestion is unavoidable during lunch time. Bring your own lunch such as lunch box as 
much as possible to avoid congestion during lunch break. You can also use lecture room for 

lunch, although there are restrictions on seating intervals. 

 

７．Utilization of contact confirmation app 

・Download "COCOA: COVID-19 Contact Confirming Application" developed by the Ministry of Health, 

Labor and Welfare, or actively use the notification system unique to the local government. 

                                           

*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 

 

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


１．Events before class starts （Attachment）

When conducting face-to-face If it cannot be done face-to-face

PC security check (only for prospective undergraduate students) PC security check (only for prospective undergraduate students)

〇The schedule of security check notified by the Kanazawa University Coop is from March
25th to 29th (There are other dates for those who purchased the Coop original PC).
To the original PC purchaser,the PC will be delivered after confirming the payment of the
purchase. If you would like to discuss the schedule of security check, please contact the
Kanazawa University Coop.
　
　　　　https://www.kindai-coop.jp/
               e-mail ： soudan2021@kindai-coop.or.jp

〇After the situation has settled down and security inspections can be carried out
face-to-face, the schedule will be adjusted and carried out within the university.

Course registration guidance (only for prospective undergraduate students) Course registration guidance (only for prospective undergraduate students)

〇The schedule and notes are posted on the Kanazawa University website, so be sure to
check them.
　https://www.kanazawa-u.ac.jp/education/admission/gaidansu

◆On the day of guidance◆
・Please note that the schedule will differ depending on your school.
・Wear a mask.
・Perform temperature measurement on the morning of the day and confirm that there
    is no fever.
・Do not attend if you are ill and suspected of being infected with the new coronavirus.

〇The distributions scheduled to be distributed at the time of guidance will be sent to
your address registered in the admission procedure system by April 2. If they don't
arrive by the due date, please contact the email address from which this notification
was sent.
・Main distributions
　Handbook for Students
　Kanazawa University ID and password（Required to access the Acanthus Portal）
　*For how to access the Acanthus Portal, refer to page 85 of the Handbook
     for Students.
　*Your student ID will be distributed at the orientation below. If the orientation
      is postponed or canceled, your affiliated school or division would inform you
      about how to receive it, so please follow the instructions.
◆On the original day of guidance◆
・Check the course guidance video from the URL below.
　https://ilas.w3.kanazawa-u.ac.jp/students/beginners/preparation_video/

Orientation for each school or division Orientation for each school or division

Orientation for each school
〇The schedule and notes are posted on the Kanazawa University website, so be sure to
check them.
　https://www.kanazawa-u.ac.jp/education/admission/gaidansu
◆On the day◆
・Please note that the schedule will differ depending on the school.
・Wear a mask.
・Perform temperature measurement on the morning of the day and confirm that there
    is no fever.
・Do not attend if you are ill and suspected of being infected with the new coronavirus.

Orientations for each graduate school
〇Please follow the instruction from your affiliated student affairs section.

Orientation for each school
〇If it is postponed or canceled, we will notify you on the following website by the day
before the scheduled date. The website will be updated from time to time, so please
check back often.
　https://www.kanazawa-u.ac.jp/education/admission/gaidansu
　Current students will be notified notification from their academic affairs staff to the
forwarding e-mail address set on the Acanthus Portal.

Orientation for each graduate school
〇If the orientation is postponed or canceled, your affiliated student affairs section
would notify you by the day before the scheduled date, including information on how
to receive your student ID card.

Entrance ceremony in April 2 (only for prospective students) Entrance ceremony in April 2 (only for prospective students)

〇Please check the following university website for more information and changes in the
ceremony depending on the spread of infection in the future.
  https://www.kanazawa-u.ac.jp/news/90519

◆Attitude until the day before the ceremony◆
１．Students planning to attend the ceremony should strive for health management
       such as temperature measurement every day.
２．Do not attend if you have symptoms such as fever.
３．Instead of thinking that you will not be infected with the new coronavirus, act with
       the idea that you may be infected and transferred to another person.
◆On the day of ceremony◆
１．It is expected that it will take some time to enter due to temperature measurement
       and attendance reception. It will open from 9 am, so please come early.
２．Wear a mask for the ceremony.。
３．If the temperature detector at the venue confirms 37.5 degrees or higher, you will not
       be able to enter.
４．Please bring your student ID card as the attendees will be identified on the
       attendance management device.（Does not apply if you have not received your
       student ID card yet.）
５．Only seats with the program for the ceremony can be seated. Please do not take
        a seat that states that you cannot seat in.
６．Please refrain from loud conversations at the venue. When talking, ensure your own
       social distance.
７．The ceremony will be shortened to prevent infectious diseases. Please leave
        immediately after the ceremony and refrain from acting with a large number of
        people.
８．Social gatherings before and after the ceremony are prohibited in order to prevent
        infectious diseases.

〇If the ceremony is postponed or canceled, we will notify you by the day before the
scheduled date on the following website.
　https://www.kanazawa-u.ac.jp/news/90519
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