
 
                                     令和４年３月１８日 

入学予定者 
在学者     各位 

金沢大学 
理事（教育担当）・副学長 

 
＜重要＞新型コロナウイルス感染症に関する金沢大学の学事方針 

 
 本学では、令和４年度も対面授業を原則として実施する予定です。 
 在学者は授業開始の７日前、入学予定者は遅くとも３月 30 日（水）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、健康管理に努めてください。授業開始は、現時点では４月５日（火）
で変更ありません。 

また、各学事については、今後の感染状況により対面での実施が困難な場合、遠隔実施に変更する場合が
あります。この場合、入学予定者へは、入学手続時に「入学手続システム」に登録されたメールアドレスへ
通知しますので、必ず、本学からのメール（adm.kanazawa-u.ac.jp）を受信できるよう、設定してください。 
 
１．授業前の諸行事（別紙参照） 
 
２．登学・授業受講に際しての留意事項 
 大学構内及び外出先でのマスク着用・手指消毒を徹底する。 
 感染リスクの高い行動、３密（密集・密接・密閉）を避ける。 
 毎朝検温し、発熱等体調不良の場合は登学せず、外出を控える。  
 以下の諸症状がある場合には登学せず、所属の学務担当係※に連絡し、状況を報告する。 

① 息苦しさ（呼吸困難）・強いだるさ（倦怠感）・高熱などの強い症状のいずれかある場合 
② 発熱や咳などの比較的軽い風邪症状が続く場合（解熱剤を飲み続けなければならない場合） 

 新型コロナウイルスに感染した場合（濃厚接触者含む）は出席停止とするので、直ちに授業担当教員
に連絡して指示を受けること。 

 基礎疾患等で感染に不安を有する学生については、遠隔授業の提供等対応を検討するので、所属の学
務担当係※にあらかじめ相談してください。 

 
３．授業形態 
 授業は、原則対面で実施しますが、講義室の収容人数や受講者数等を総合的に考慮し、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、遠隔授業を併用等して行います。 
 各授業科目の形態は、本学 Web サイトの「授業案内（Web シラバス）」で確認すること。 

本学 Web サイトトップ → 授業案内（Web シラバス 
https://eduweb.sta.kanazawa-u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/SearchMain.aspx 
 

４．授業時間帯 

 食堂等の混雑・密回避の一環として実施していた昼休み時間の延長等、授業時間帯の一部変更は、令和
４年度から解除し、通常の授業時間帯に戻します。 

 
５．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、混雑

が避けられません。可能な限り、弁当等の昼食を持参してください。昼食には講義室等（座席間隔制限有）
も利用可能です。  

 
６．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。 
 
７．ワクチン追加接種（３回目） 
 本学では初回（１回目・２回目）に引き続きモデルナ社製ワクチンを使用します。量は初回接種時の半量

で行う見込みです。 
 接種には追加接種用の接種券が必要です。接種券は住民登録上の住所に送付されるので、その住所が帰省

先等となっている場合は、速やかに手元に取り寄せておくこと。 
 詳細は、ワクチンの供給スケジュールが確定次第、改めて通知しますが、現在のところ、次のとおり計画

しています。 
【登録フォームによる接種予約登録期間】：４月５日（火）～14 日（木）予定 
【接種期間】：５月９日（月）～６月３日（金）の平日 20 日間 を予定 
 今回の接種は追加接種（３回目）のみとなります。１回目及び２回目の接種を希望する場合は各自自治体

等に確認の上、接種してください。 
参考：金沢市コロナワクチンコールセンター 076-213-5670（平日 9:00～17:45） 

 
 

本件問い合わせ先   
金沢大学学務部学務課総務係                       ※は本学関連 
Tel 076-264-5156                             Web サイト参照➡ 
E-mail stsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp                               
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別紙 

１．授業前の諸行事 

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（※学士課程入学予定者のみ）  

 
〇基本日程は３月２５日（金）～２９日（火）です。 
セキュリティ点検の日程に関する相談は，次の「金沢大学生協 

新入生相談センター」へ連絡すること。 
  

E-mail：soudan2022@kindai-coop.or.jp 
TEL：076-234-5032 平日 10:00～17:00 土日祝 9:00～17:00 

※電話での問い合わせは 17 時までです。 
 

金沢大学生協 Web サイト「受験生・新入生応援サイト」 
https://www.kindai-coop.jp/fresh/index.html  

 
〇感染状況が落ち着いた後，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（※学士課程入学予定者のみ）  

 
〇本学の Web サイトに開催日時及び留意事項を掲載しています。 
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 
令和 4 年度履修ガイダンス（共通教育科目） 
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。 
・マスクを着用すること。 
・朝に検温を行い，発熱していないことを確認すること。 
・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。 

 
〇配付予定であった資料は，入学手続システムに登録された
住所に４月１日（金）までに送付します。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。 
 
 
◆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 
 ※学士課程入学予定者には、学生証を配付する。 

 

 
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います。 
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 
令和 4 年度学類等オリエンテーション 

 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。 
・マスクを着用すること。 
・朝に検温を行い，発熱していないことを確認すること。 
・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の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，開催日の前日までに本学の
Web サイトでお知らせします。 
 
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 
 令和 4 年度学類等オリエンテーション 
 https://www.kanazawa-

u.ac.jp/education/admission/gaidansu 
 
なお在学者には，所属の担当係から，開催日の前日までに

アカンサスポータルでお知らせします。 
 
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） 

 

4/4 の入学式（入学予定者のみ）  

 
〇詳細情報や，式典の対応を変更する場合等は，以下の Web サイ
トでお知らせしますので，随時確認すること。 
また，式典における家族等の入場について，入学生 1 名につき 1

名に限定（事前申込必要 上限人数：750 名）します。参加を希望
される場合は，以下の Web サイトから申し込むこと。 
    https://www.kanazawa-u.ac.jp/live/102523 
 
◆当日◆（９時開場～９時５０分入場締切） 
・検温実施のため入場に時間を要します。早め(９時４０分まで)
に入場願います。 
・式典はマスクを着用の上，出席すること。 
・感染が疑われる場合は式典に参加しないこと。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。 
・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）。 
・式次第を置いてある席のみ，着席可能とする。 
・感染防止対策のため，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。 
・式典前後の会食等は，感染防止対策の観点から禁止する。 
・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）」を積極
的に利用すること。  

 
〇延期もしくは中止とする場合は，以下の Web サイトにて
開催日の前日までにお知らせします。 
 

https://www.kanazawa-u.ac.jp/live/102523 
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                                                   March 18, 2022 
 

To all newly enrolled students and current students, 
Trustee(Education and Student Affairs)， 
Vice President 
Kanazawa University 

 
＜Important＞Precautions for university life based on prevention of the spread of COVID-19 

 
Classes and events in 2022 Academic Year will be conducted face-to-face in principle. 
Please be at the registered "Commuting address" well in advance (current students: at least 7 days before 

classes start, newly enrolled undergraduate students: before the course registration guidance on March 30) 
and try to manage your health. At this point, there is no change in the 2022 Academic calendar and the classes 
start from Tuesday, April 5. 

Events such as entrance ceremony may be held remotely if it is difficult to hold face-to-face due to future 
circumstances. 

For newly enrolled students, we may send notifications to the e-mail address registered in the admission 
procedure system. Please confirm your email settings to receive e-mails from Kanazawa University (the 
addresses including adm.kanazawa-u.ac.jp). 
 
１．Events before classes start (→Refer to the attached sheet) 
 
２．Commuting & Attending classes 
・Wear a mask and disinfect your hands whenever you are on campus or going out. 
・Avoid the activities with high risk of infection and the situations of "Three Cs".  
・Take your temperature every morning. If you have a fever or other health problems, do not come to school 

and stay at home. 
・Contact your affiliated student affairs section* immediately when you are in the following cases.  
① When you have strong symptoms such as dyspnea, strong fatigue (malaise), and high fever. 
② When you have persistent relatively mild cold symptoms such as fever and cough（including the cases 

that you have to keep taking antipyretics.） 
・Those who are infected with COVID-19 (including close contact) will be suspended. Contact your supervisors 

in charge of classes immediately and follow their instructions. 
・If you are worried about infection due to your underlying illness, consult with your affiliated student affairs 

section*. We would consider providing remote classes. 
 
３．Class formats 
・Classes are conducted face-to-face in principle. However, considering the capacity of a lecture room and 

the number of students, when the face-to-face classes are deemed to be difficult, we may use distance 
learning as well after consulting (or reviewing) with the college or graduate school sections. 

・Check the syllabus on Kanazawa University website for class format of each class. 
<Web syllabus> 
https://eduweb.sta.kanazawa-u.ac.jp/portal/Public/Syllabus/SearchMain.aspx 
 

４．Class period 

 The changes on time of class period to avoid congestion in the cafeterias, such as the extension of the 
lunch break, will be back to normal from April 2022. 

 
５．Cafeterias  
・Due to the infection prevention measures, such as body temperature check at the entrance, partition plates, 

and wide seat spacing, cafeterias are crowded during lunch time. Bring your own lunch such as lunch box 
if possible. You can use lecture rooms to have lunch, although there are restrictions on distance between 
seats. 

 
６．COVID-19 Contact-Confirming Application  
・Download and utilize COVID-19 Contact-Confirming Application (COCOA) offered by Ministry of Health, 
Labour and Welfare and a local government’s notification system proactively. 

 
７．The booster shots (the 3rd dose) at Kanazawa University 
・Same as the previous workplace vaccination (the 1st and 2nd doses), the Moderna COVID-19 Vaccine will 

be used for the booster shots (the 3rd dose) at KU, and you will receive a half of the original Moderna dose.  
・To receive the shot, a vaccination coupon for the booster shot is required. The coupon will be sent to the 

address registered with local municipal. 
・Details will be announced once we find the vaccine supply schedule. The followings are tentative schedule 

at this point. 
【Registration period through a registration system】April 5 (Tue.) - April 14 (Thu.) (TBD) 
【Vaccination period】For 20 days from May 9 (Mon.) to June 3 (Fri.) except weekends. (TBD) 

・This schedule is only for the booster shot (the 3rd dose). If you wish to receive the 1st and 2nd doses, please 
check with your local municipal. 

  Reference: Kanazawa Corona Vaccine Call Centre 076-213-5670 (weekdays 9:00 am- 5:45 pm) 
 
 
 

Contact 
Student Affairs Division, General Affairs Section               *Please refer to the university's website for  
Tel: +81-76-264-5156 
E-mail: stsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp 
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１．Events before classes start 

When classes are conducted face-to-face When classes are conducted online  

PC security check (only for newly enrolled undergraduate students)  

 
○The security check period by the Kanazawa University Coop is 
from March 25 to 29. 
Please consult with the Kanazawa University Coop about the 
schedule. 
  

E-mail：soudan2022@kindai-coop.or.jp 
TEL：076-234-5032  

Weekdays: From 10:00 am to 5:00 pm  
Weekends and Holydays: From 9:00 am to 5:00 pm 

※Inquiries on the telephone are available until 5:00 pm. 
 

Kanazawa University Coop website 
https://www.kindai-coop.jp/fresh/index.html 

 
〇The schedule for the security check will be arranged when 
the infection situation settles down. The security check will be 
conducted on campus. 

 

Course registration guidance on March 30 (only for newly enrolled undergraduate students)  

 
〇Check Kanazawa University website for the schedule and other 

information. 
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. 
・Take your temperature in the morning and confirm that you have 

no fever. 
・Do not attend the guidance if you are suspected of being infected 

with COVID-19. 

 
〇Handouts to be distributed in the guidance will be sent to 
your address registered in the admission procedure system 
by Friday, April 1. If you don't receive them by then, please 
contact at stsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp. 
 
◆On March 30◆ 
・Check the course guidance video from the URL below. 
https://ilas.w3.kanazawa-
u.ac.jp/students/beginners/preparation_video/ 

 

 

Orientation for each school /division 
※Newly enrolled undergraduate students will receive a student ID card at orientation. 

 

 
Orientation for each school 
〇Check Kanazawa University website for the schedule and other 
information. 
https://www.kanazawa-u.ac.jp/education/admission/gaidansu 
  
◆On the day of orientation◆ 
・Please note that the schedule will differ depending on the school. 
・Wear a mask. 
・Take your temperature in the morning and confirm that you have 

no fever. 
・Do not attend the orientation if you are suspected of being 

infected with COVID-19. 
 
Orientations for each graduate school 
〇Please follow the instruction from your affiliated student affairs 
section. 

 
Orientation for each school 
〇If the orientation is postponed or canceled, we will notify 
you on the following website by the day before the scheduled 
date. The website will be updated at any time, so please 
check back often. 
https://www.kanazawa-u.ac.jp/education/admission/gaidansu 
  
Current students will be notified by their affiliated academic 
affairs section on the Acanthus Portal. 
 
Orientation for each graduate school 
〇If the orientation is postponed or canceled, your affiliated 
student affairs section will notify you by the day before the 
scheduled date, including information on how to receive your 
student ID card. 

 

Entrance ceremony on April 4 (only for newly enrolled students)  

 
〇Check the following university website for detailed information and 
any changes due to spread of the infection in the future. 
 https://www.kanazawa-u.ac.jp/live/102523 
 
◆On the day of ceremony◆ Doors open: 9:00 am - 9:50 am 
・Please arrive in plenty of time (by 9:40 at the latest) at the venue. 

It will take some time for temperature measurement at the 
reception. 

・Wear a mask during the ceremony. 
・Do not attend the ceremony if you are suspected of being infected 

with COVID-19. When the temperature detector at the venue 
confirms 37.5 degrees or higher, you will not be allowed to enter.  

・Bring your student ID card with you. We confirm your attendance 
with the attendance management device. (Except those who 
have not received a student ID card yet.） 

・Take a seat with the program of the ceremony only.  
・Please leave immediately after the ceremony and refrain from 

staying in a large group. 
・Social gatherings before and after the ceremony are prohibited in 

order to prevent spread of the infections. 
・Use COVID-19 Contact-Confirming Application (COCOA) offered 

by Ministry of Health, Labour proactively. 

 
〇If the ceremony is postponed or canceled, we will notify you 
by the day before the ceremony on the following website. 

https://www.kanazawa-u.ac.jp/live/102523 
 

 

 

（Attachment） 
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