【入学予定者及び在学生への通知】

令和３年４月１日
学生 各位
宮崎大学基礎教育部長
秋 山 博 臣

基礎教育科目における新型コロナウイルス感染対策について（４月１日更新）

令和３年３月９日付けで、別添のとおり、本学学長（新型コロナウイルス危機対策本部長）より
「春期休業期間及び新年度に向けた新型コロナウイルス感染対策について」の通知がなされました。
通知では、新年度の授業開始後2週間は、原則全て遠隔での実施となること、また、引き続き、感
染対策を徹底いただくよう注意喚起がなされました。
これに伴い、基礎教育科目においては、令和３年度前学期の開講について、下記のとおり対応す
ることとしましたので、お知らせいたします。
なお、基礎教育科目のうち、「大学教育入門セミナー」「情報・数量スキル」「専門基礎」「専
門教育入門セミナー」については、各学部からの指示に従ってください。その他の科目については、
授業担当教員からの指示に従ってください。
また、今後の状況によっては、対策の見直しを行う場合がありますが、基本的には、本学学長か
らの通知に準ずることとしますので、今後の通知にご留意ください。
記
１．４月９日（金）～４月２２日（木）の授業の取り扱いについて
・危機対策本部長からの通知に従い、原則として全ての授業を遠隔で実施します。
・遠隔授業を受講するネット環境を自宅で確保できない学生のため、講義室（教育・地域資源創
成学部講義棟）を開放します。使用できる教室については、１階ロビーの掲示板で、随時、確
認してください。
２．４月２３日（金）以降の授業の取り扱いについて
４月上旬の新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、改めてお知らせします。
３．受講に際して
基礎教育科目のうち、「大学教育入門セミナー」「情報・数量スキル」「専門基礎」「専門教
育入門セミナー」については、各学部からの指示に従ってください。その他の科目については、
授業担当教員からの指示に従ってください。
なお、対面授業を実施する場合の講義室情報については、各授業のシラバスや、WebClassを
通じた授業担当教員からの連絡により確認してください。
また、講義室情報は変更になる場合がありますので、受講前に、教育・地域資源創成学部講義
棟１階（L102教室外側）の「基礎教育掲示板」で「教室配当表」を確認してください。
４．授業時間について
前学期（クォーター制は第１期、第２期）の授業時間は、次のとおりとします。専門科目と同
様です（授業時間90分を確保するとともに、一部休み時間の短縮、授業開始時間の繰り下げによ
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り昼休みを1時間30分確保）。
時限
第１・２時限
第３・４時限
昼休み
第５・６時限
第７・８時限
第９・10時限

時間割
8:40-10:10
10:30-12:00
12:00-13:30
13:30-15:00
15:15-16:45
17:00-18:30

５．基礎教育科目に関するお知らせの、学生への連絡方法について
基礎教育科目に関するお知らせは、基礎教育支援課より発信します。以下の方法により通知を
行いますので、随時、確認を怠らないようにしてください。
(1)電子メール
WebClassを通じて、あるいは、基礎教育支援課から直接、学生用アドレス（@student）に
メール送信します。
(2)学生支援部のホームページ
学生向けのホームページです。コロナ対策に関するお知らせも、このページの「新型コロナ
ウイルス感染症関連のお知らせ」に掲載します。
http://gakumu.of.miyazaki-u.ac.jp/gakumu/home.html
(3)わかば（ポータルサイト）
複数の学部や学年に関わる内容のお知らせは、ポータルサイトに掲載することがあります。
(4)学内掲示板
「基礎教育科目掲示板」は次の３カ所です。来学の際には必ず確認してください。
①教育・地域学部講義棟１階（L102教室外側）
掲示物の例：受講科目登録案内、教室配当表、環境と生命のクラス分け、休講情報
②基礎教育支援課事務室の外側（自動販売機の北側）
掲示物の例：受講科目登録案内、再履修案内
③大学会館１階（生協食堂掲示板）
掲示物の例：受講科目登録案内、再履修案内
６．基礎教育科目に関する問い合わせ先
学生支援部基礎教育支援課
場 所：教育・地域資源創成学部講義棟１階（自動販売機の北側）
e-mail：kyoutuu@of.miyazaki-u.ac.jp

「みやだいもうくん」
宮崎大学オリジナルキャラクター
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【入学予定者への通知】

令和３年３月９日

入学予定者各位
宮崎大学長
新型コロナウイルス危機対策本部長
池ノ上 克

春季休業期間及び新年度に向けた新型コロナウイルス感染対策について
宮崎県内の新型コロナウイルスの新規感染者数は、ここ数日確認されない日もあるもの
の、時折一桁台で確認される日もあり、感染リスクは残っており、宮崎県からは気を緩めな
いで欲しいとのコメントが出されています。
全国では１都２府７県に対する緊急事態宣言のうち、首都圏を除く２府４県については２
月末を持って解除されたものの、首都圏の１都３県（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）
については、新規感染者数の減少スピードが鈍化しており、リバウンドを防ぐ観点から更に
２週間延長されました。また、変異株による感染も徐々に広がりを見せており、第四波への
懸念の要因となる恐れが指摘されています。
本学では、４月５日（月）から新入生をお迎えすることとなりますが、県をまたいで移動
してくる新入生も多いことから、新型コロナウイルスの感染対策として、入学前から、常に
3密（密閉、密集、密接）を避け、マスクの着用、手洗いの励行、ソーシャルディスタンス
の確保など、自分自身の感染リスクを最小限に押さえる新しい生活様式を徹底していただき
ますようお願いいたします。
ついては、入学を迎えるに当たっては、以下の点に特に注意して過ごすようにしてくださ
い。
なお、清武キャンパスについては、医学部からの指示に従ってください。
このほか、学部・研究科においては、更なる追加の指示が行われる場合がありますので、
学部・研究科の指示に従ってください。
記
１．新しい生活様式の徹底
〇常に3 密（密閉、密集、密接）を避け、マスクの着用、手洗いの励行（ハンカチの携
行）、ソーシャルディスタンスの確保など新しい生活様式を徹底してください。
２．健康観察の実施
〇入学前から常に体温、体調の確認は行ってください。発熱や風邪症状のほか、息苦し
さ、倦怠感、味覚・嗅覚異常があった場合には、外出を控え、医療機関の受診を希望
する場合には、最寄りの医療機関（かかりつけ医等）へ電話にて相談し、医療機関の
指示に従ってください。
〇スマートフォンを持っている学生は、厚生労働省が配布している新型コロナウイルス
接触確認アプリ「COCOA」をインストールすること。既に「COCOA」をインスト
ールしている学生は、最新版のアプリに更新を行ってください。（最新バージョン
1.2.２） Android端末の方は、定期的（１日１回程度）なCOCOAの再起動が推奨さ
れています。
〇常日頃から自分の行動履歴の記録等に心がけてください。
〇新型コロナウイルス感染症への感染又は感染者との接触が疑われる場合には、外出を
自粛し、人との接触を避け、入学予定の部局の教務・学生担当係（６．緊急時連絡
先）へ電話で連絡してください。
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３．居住地の都道府県をまたいでの不要不急の移動の自粛
〇入学前の居住地の都道府県をまたいでの不要不急の移動は自粛してください。
〇特に緊急事態宣言が出されている地域、「千葉県」、「埼玉県」、「東京都」、「神
奈川県」への移動については、厳に慎んでください。
〇公共交通機関による移動中や屋内では必ずマスクを着用してください。
４．大人数での会食禁止
〇謝恩会、送別会、歓迎会など大人数での会食は、原則禁止します。ただし、４名以内
で飲酒を伴わない会食は可能としますが、以下の条件下で行ってください。
① 感染対策を講じた店舗で、「みやざきモデル」で実施すること。

（宮崎県作成「みやざきモデル」キャッチフレーズより）
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kansensho-taisaku/kenko/hoken/kinkyujitaisengen_covid19.html#new_lifestyle

※

県外においても宮崎モデルを参考にして感染対策を行ってください。

②
③
④
⑤

体調不良者は、参加を禁止すること。
都道府県をまたいでの移動後２週間以内の者は、参加を禁止すること。
原則２時間以内とするとともに、節度ある行動を心掛けること。
会食中は大声を避け、食事中以外はマスクをして飛沫の飛散を抑えること。

５．入学及び授業開始の準備
〇４月５日（月）フェニックス・シーガイア・リゾートでの入学式は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響のため、中止しますが、規模を縮小し、各学部・研究科の新入生代
表者による入学式を宮崎大学創立３３０記念交流会館コンベンションホールで執り行
います。
〇４月５日（月）から８日（木）までは、感染対策を行った上で対面によるオリエンテ
ーション等を行う予定ですので、遅くとも宮崎県外に在住の方は４月４日（日）まで
に宮崎県内へ来てください。
〇４月５日（月）からのオリエンテーションについては、宮崎大学ホームページで学部
ごとにお知らせいたしますので、随時確認してください。
〇４月９日（金）から開始予定の授業は、４月２２日（木）までは、原則全て遠隔で実
施する予定です。ただし、学部・研究科によっては、十分な感染対策を講じた上で対
面による授業を行ったり、遠隔授業を補うための補講等を行う科目がある場合があり
ます。この場合、学部・研究科より指示があるので、それに従ってください。
〇４月２３日（金）からの授業の実施方法等については、４月上旬に新型コロナウイル
スの感染状況を踏まえ改めてお知らせします。
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〇４月５日（月）から４月１８日（日）までの間は、経過観察体調チェックシート１に
より、体温や体調のチェックを行ってください。
〇その間、発熱や風邪症状のほか、息苦しさ、倦怠感、味覚・嗅覚異常があった場合に
は、外出を控え、所属の教務・学生担当係まで電話にて連絡した上で、医療機関の受
診を希望する場合には、最寄りの医療機関（かかりつけ医等）へ電話にて相談し、医
療機関の指示に従ってください。
〇前学期（クォーター制は第１期、第２期）の授業時間は次のとおりとします。
（授業時間90分を確保するとともに、一部休み時間の短縮、授業開始時間の繰り下げ
により昼休みを1時間30分確保）
時限

時間割

第１・２時限

8:40-10:10

第３・４時限

10:30-12:00

昼休み

12:00-13:30

第５・６時限

13:30-15:00

第７・８時限

15:15-16:45

第９・10時限

17:00-18:30

６．緊急時連絡先
〇事故等あった場合には、平日時間内（８：３０～１７：１５）は、下記の所属教務・
学生担当係まで、土日、祝日及び平日時間外は、０９８５－５８－２８９４（木花キ
ャンパス門衛所）まで、連絡してください。
学部名

教務・学生担当係
連絡先

教務・学生担当係
連絡先

大学院研究科名

教 育 学 部

0985-58-2891

教育学研究科

0985-58-2890

医

学 部

0985-85-9243

看護学研究科

0985-85-9126

工

学 部

0985-58-2874

工学研究科

0985-58-7979

農

学 部

0985-58-3834

農学研究科

0985-58-7152

地域資源創成学部

0985-58-7847

地域資源創成学研究科

0985-58-7847

医学獣医学総合研究科

0985-85-9126

農学工学総合研究科

0985-58-7870

宮崎大学オリジナルキャラクター

「みやだいもうくん」
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【在学生への通知】
令和３年３月９日
在学生各位
宮崎大学長
新型コロナウイルス危機対策本部長
池ノ上 克

春季休業期間及び新年度に向けた新型コロナウイルス感染対策について
宮崎県内の新型コロナウイルスの新規感染者数は、ここ数日確認されない日もあるもの
の、時折一桁台で確認される日もあり、感染リスクは残っており、宮崎県からは気を緩めな
いで欲しいとのコメントが出されています。
全国では１都２府７県に対する緊急事態宣言のうち、首都圏を除く２府４県については２
月末を持って解除されたものの、首都圏の１都３県（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）
については、新規感染者数の減少スピードが鈍化しており、リバウンドを防ぐ観点から更に
２週間延長されました。また、変異株による感染も徐々に広がりを見せており、第四波への
懸念の要因となる恐れが指摘されています。
本学では、これから春季休業となり、その後新年度を迎えることとなりますが、リバウン
ドや第四波を抑えるためにも、引き続き、常に3密（密閉、密集、密接）を避け、マスクの
着用、手洗いの励行、ソーシャルディスタンスの確保など、自分自身の感染リスクを最小限
に押さえる新しい生活様式を徹底していただきますようお願いいたします。
ついては、春季休業期間及び新年度の開始を迎えるに当たっては、以下の点に特に注意し
て過ごすようにしてください。
なお、清武キャンパスについては、医学部からの指示に従ってください。
このほか、学部・研究科においては、更なる追加の指示が行われる場合がありますので、
学部・研究科の指示に従ってください。
記
１．新しい生活様式の徹底
〇常に3 密（密閉、密集、密接）を避け、マスクの着用、手洗いの励行（ハンカチの携
行）、ソーシャルディスタンスの確保など新しい生活様式を徹底してください。
２．健康観察の継続
〇春季休業期間中においても常に体温、体調の確認は行ってください。発熱や風邪症状
のほか、息苦しさ、倦怠感、味覚・嗅覚異常があった場合には、外出を控え、医療機
関の受診を希望する場合には、最寄りの医療機関（かかりつけ医等）へ電話にて相談
し、医療機関の指示に従ってください。
〇スマートフォンを持っている学生は、厚生労働省が配布している新型コロナウイルス
接触確認アプリ「COCOA」をインストールすること。既に「COCOA」をインスト
ールしている学生は、最新版のアプリに更新を行ってください。（最新バージョン
1.2.２） Android端末の方は、定期的（１日１回程度）なCOCOAの再起動が推奨さ
れています。
〇常日頃から自分の行動履歴の記録等に心がけてください。
〇新型コロナウイルス感染症への感染又は感染者との接触が疑われる場合には、外出を
自粛し人との接触を避け、所属の教務・学生担当係（８．緊急時連絡先）へ電話で連
絡してください。
３．県外への不要不急の移動の自粛
〇県外への不要不急の移動は自粛してください。
〇特に緊急事態宣言が出されている地域、「千葉県」、「埼玉県」、「東京都」、「神
奈川県」への移動については、厳に慎んでください。
〇やむを得ず県外へ移動する場合には、事前に別添の「離県届」を所属の教務・学生担
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当係へ必ず提出してください。
〇公共交通機関による移動中や屋内では必ずマスクを着用してください。
４．課外活動
〇感染対策を講じることを条件として活動することができます。具体的な感染対策は、
これまで各部・サークル代表者、顧問にメールで周知した内容により行ってくださ
い。
〇新入生の勧誘は、オンラインでの勧誘を除き、４月１９日（月）以降に行ってくださ
い。
※ 離県した学生は、帰宮後２週間は、課外活動への参加を禁止します。
※ また、発熱や風邪症状などの体調不良者も、課外活動への参加を禁止します。
※ 県外での不要不急の課外活動は当面自粛してください。
５．イベントの企画・参加
〇本学が主催するイベントへは参加することができます。
〇サークル等が企画するイベント（食事を伴わないものに限る。）は、十分な感染対策
をとった上で、参加者数が収容定員50%以内、参加者を当面の間、県内在住者に限定
する場合に限り開催できます。
〇十分な感染対策が取られた県内で開催される学外イベント（食事を伴わないものに限
る。）への参加はできます。
※ ただし、離県した学生は、帰宮後２週間は学内外を問わずイベント参加を自粛して
ください。
６．大人数での会食禁止
〇謝恩会、送別会、歓迎会、お花見など大人数での会食は、原則禁止します。ただし、
４名以内で飲酒を伴わない会食は可能としますが、以下の条件下で行ってください。
① 感染対策を講じた店舗で、「みやざきモデル」で実施すること。

（宮崎県作成「みやざきモデル」キャッチフレーズより）
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kansensho-taisaku/kenko/hoken/kinkyujitaisengen_covid19.html#new_lifestyle

②
③
④
⑤

体調不良者は、参加を禁止すること。
県外から移動後２週間以内の者は、参加を禁止すること。
原則２時間以内とするとともに、節度ある行動を心掛けること。
会食中は大声を避け、食事中以外はマスクをして飛沫の飛散を抑えること。

※

やむを得ず離県している場合には、少人数であってもできるだけ会食は控えてくださ
い。やむを得ず少人数での会食を行う場合には、できるだけ短時間とし、①から⑤の感染
対策を必ず行ってください。
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７．授業開始の準備
〇４月７日（水）、８日（木）の在学生オリエンテーション及び４月９日（金）から開
始される授業は４月２２日（木）までは、原則全て遠隔で実施する予定です。ただ
し、学部・研究科によっては、十分な感染対策を講じた上で対面による授業・指導
（卒論・学位論文の指導を含む。）を行ったり、遠隔授業を補うための補講等を行う
科目がある場合があります。この場合、学部・研究科より指示があるので、それに従
ってください。
〇 ４月２３日（金）からの授業の実施方法等については、４月上旬に新型コロナウイ
ルスの感染状況を踏まえ改めてお知らせします。
〇県外へ移動した学生は、４月７日（水）からのオリエンテーションに備え、４月６日
（火）までに宮崎県内へ戻って来てください。
〇離県の有無にかかわらず、４月７日（水）から２２日（木）までは、経過観察体調チ
ェックシート１により、体温や体調のチェックを行ってください。
〇その間、発熱や風邪症状のほか、息苦しさ、倦怠感、味覚・嗅覚異常があった場合に
は、外出を控え、所属の教務・学生担当係まで電話にて連絡した上で、医療機関の受
診を希望する場合には、最寄りの医療機関（かかりつけ医等）へ電話にて相談し、医
療機関の指示に従ってください。
〇前学期（クォーター制は第１期、第２期）の授業時間は次のとおりとします。
（授業時間90分を確保するとともに、一部休み時間の短縮、授業開始時間の繰り下げ
により昼休みを1時間30分確保）
時限
第１・２時限
第３・４時限
昼休み
第５・６時限
第７・８時限
第９・10時限

時間割
8:40-10:10
10:30-12:00
12:00-13:30
13:30-15:00
15:15-16:45
17:00-18:30

８．緊急時連絡先
〇事故等あった場合には、平日時間内（８：３０～１７：１５）は、下記の所属教務・
学生担当係まで、土日、祝日及び平日時間外は、０９８５－５８－２８９４（木花キ
ャンパス門衛所）まで、連絡してください。
学部名

教務・学生担当係
連絡先

大学院研究科名

教務・学生担当係
連絡先

教 育 学 部

0985-58-2891

教育学研究科

0985-58-2890

医

学 部

0985-85-9243

看護学研究科

0985-85-9126

工

学 部

0985-58-2874

工学研究科

0985-58-7979

農

学 部

0985-58-3834

農学研究科

0985-58-7152

地域資源創成学部

0985-58-7847

地域資源創成学研究科

0985-58-7847

医学獣医学総合研究科
農学工学総合研究科

0985-85-9126
0985-58-7870
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