
 

 令和４年１２月１３日  

在学者各位   

 

理事（教育担当）・副学長    

  

【第４６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の感染状況が再び急速に拡大し始めたことを受け、令和５年１月１４日(土)

及び１５日(日)実施の大学入学共通テストに備え、１０日(火)から１２日(木)までの間は、原則と

して、遠隔授業とします。 

ただし、特定の授業・研究活動等を遠隔あるいは対面で実施する場合もあるので、詳細は、本学

からの全ての通知（Web、ポータルメッセージ及び所属の学域・研究科等からの通知）を随時確認

すること。また、学年暦は変更しません。 
 

（参考） 

 1/10 
（火） 

1/11 
（水） 

1/12 
（木） 

1/13 
（金） 

1/14 
（土） 

1/15 
（日） 

1/16 
（月） 

授業 遠隔 無 対面 

登学 無 AM 無 PM 禁止 禁止 有 

課外活動 キャンパス内は禁止 可 

 

なお、１２月２９日(木)から１月３日(火)の６日間は年末年始休業で、業務の取扱いは行わない

ので、次の点に留意してください。 
 

 学務情報サービスへの自身と父母等の連絡先は、常に最新の「現に連絡がつく連絡先」に更新

登録すること。 

 「休日・夜間の緊急連絡先」を控えておき、緊急を要する場合は連絡してください。 

休日・夜間の緊急連絡先：角間キャンパス中央監視室 ０７６-２６４-６２９５ 

 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状があったら、登学せずに、まず

はかかりつけ医などの身近な医療機関に電話相談してください。相談する医療機関に迷う場合

は、「石川県発熱患者等受診相談センター」に電話相談してください。 

石川県発熱患者等受診相談センター：24 時間対応 ０１２０－５４０－００４ 

 引き続き、感染予防策の徹底が求められます。感染リスクの高い行動に伴う危険性を甘く見ず、

感染防止対策を一人ひとりが継続して心がけること。 

 

本件問い合わせ先   

金沢大学学務部学務課総務係                    ※本学関連 

Tel 076-264-5156                          Webサイト➡ 

mail stsomu@adm.kanazawa-u.ac.jp               

 

https://www.kanazawa-u.ac.jp/university/corporation/risk_management/new_coronavirus


December 13, 2022 
To all students,  
 

Trustee (Education and Student Affairs) 
Vice President 

                         
【46th Report】<IMPORTANT>Notice on New Coronavirus Infectious Disease 

 
 

In response to the rapid spread of the COVID-19 in Japan, since the university entrance 
examination will be held on January 14 and 15, we will conduct classes remotely in principle from 
January 10 to 12.  

Some classes and research activities might be conducted online or face-to-face. For details, make 
sure to check all notifications from the University (website, portal messages, and notifications from 
your department/ graduate school, etc.). There is no change in the academic calendar. 

 
《References》 
 1/10 

(Tue） 

1/11 

（Wed） 

1/12 

（Thu） 

1/13 

（Fri） 

1/14 

（Sat） 

1/15 

（Sun） 

1/16 

（Mon） 

Classes Online No classes face-to-face 

Coming to school No need AM:  
No need 

PM: 
Prohibited Prohibited Possible 

Extracurricular 

activities 
Prohibited on campus Possible 

 
 
The counters at each campus will be closed for 6 days, from December 29 to January 3, for the 

year-end and New Year holidays. Please keep in mind the following points. 
 
 Constantly update your and your parents/guardians contact information in the Student 

Information Service. 
 

 Contact the number below in case of emergency. 
Emergency contact during holidays/night：Kakuma Central Monitoring Room 076-264-6295 

 
 When you have symptoms such as high fever, dyspnea, or malaise, please do not come to school 

but call your family doctor or other medical institution for advice. If you do not know which hospital 
to consult, call the Ishikawa Prefecture Fever Patient Consultation Center. 

Ishikawa Prefecture Fever Patient Consultation Center：0120-540-004 （24 hours support） 
 
 Thorough infection prevention measures are still required. Please do not underestimate the risks 

associated with high-risk activities and continues to take measures to prevent infection. 
 
 
 
 

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

https://www2.adm.kanazawa-u.ac.jp/k-sys/ku_notices_stu/m/02_address.pdf
https://www2.adm.kanazawa-u.ac.jp/k-sys/ku_notices_stu/m/02_address.pdf
https://www.kanazawa-u.ac.jp/university/corporation/risk_management/new_coronavirus
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