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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（３月２５日更新）

令和４年３月７日、及び１４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「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、新年度のオリエンテーション及び授業は、原則対面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も、令和４年度の開講について、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・データリテラシー（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．授業の取り扱いについて
・危機対策本部長からの通知に準じ、授業は原則対面で実施します（遠隔授業として認定された
科目を除く）。
・対面授業であっても、授業回によっては遠隔で実施する場合がありますので、詳細は各授業の
シラバス及び授業担当教員からの通知で確認してください。
・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．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・データリテラシー（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、受講時の教室情報については、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。併せて、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、教室情報は変更になる場合がありますので、随時、「教室配当表」及びWebClassを通
じた通知を確認してください。
３．授業時刻について
授業時刻は、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、

授業開始時間の繰り下げ等により昼休みを1時間30分確保することで、昼食時の混雑を緩和しま
す）。
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

４．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
基礎教育支援課から、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、再履修案内、教室配当表、環境と生命のクラス分け
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
５．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

（別添１）
令和４年３月７日
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
鮫 島

浩

新型コロナウイルス感染対策について（３月７日更新）
宮崎県では、
「まん延防止等重点措置」が３月６日に終了しましたが、感染者数は減少はし
ているものの、高止まりの傾向が見られ、再び感染拡大の懸念もあることから、引き続き、
感染対策の徹底をお願いしています。
今回の通知は、新学期開始時を含めた、本学での感染対策についてお知らせしますので、
内容を良く確認し、対策に添った適切な行動をお願いします。

記
（＊変更点は下線部）

日常生活

毎朝の検温（登校前）や体調等の確認、マスク（不織布マスク推奨）の着
用及び手指消毒・手洗い、身体的距離の確保やあらゆる場面で換気の徹底
など３密回避に努めて下さい。少しでも体調が悪い場合は外出を控え、最
寄りの医療機関を受診してください。

授業等

４月６日（水）～４月８日（金）在学生オリエンテーション 及び
４月11日（月）からの新学期授業は、原則対面で行います。
・学部・研究科によっては、遠隔で実施される科目もありますので、授業
担当教員の指示に従ってください。
・基礎疾患等があり体調に不安のある学生は、所属の教務・学生支援係に
相談をしてください。

県外移動

県外への移動は原則禁止します。
県内でも、外出は日常生活に必要な最低限度に留めてください。
やむを得ず県外へ移動する場合には、事前に指導教員に許可を受けてから
「宮崎県外移動・来県届」のWeb入力を行って下さい。
・帰省については、特に制限等行いませんが、「宮崎県外移動・来県届」
のWeb入力を必ず行って下さい。

県外からの来
訪者との接触

同居する家族が県外に移動する場合や、県外在住の家族や友人等が来訪す
る場合は、感染リスクが高まることから、
「宮崎県外移動・来県届」の
Web入力を行って下さい。

県外移動
に伴う
行動制限に
ついて

① 帰県翌日より１週間は、対面による授業やゼミ、課外活動への参加は禁
止します。対面による授業やゼミ、課外活動の１週間前は県外移動を自
粛してください。
② 実習やインターンシップへの参加については、学部の判断により、参加
前の１週間～２週間の期間、移動を禁止する場合があります。
③ ①により、対面による授業に出席できない場合は、事前申し出により特
別欠席とします。
④ 帰県翌日より２週間は経過観察体調チェックシートにより日々の体調
確認をお願いします。
★ 学部、研究科においては、更なる追加の指示又は、指示の変更がなされ
る場合がありますので、所属の学部、研究科の指示に従ってください。

サークル・
課外活動

感染対策を十分に講じた上で、
「部・サークル活動に当たってのチェック項目」をクリアし、
「新型コロナウイルス感染対策中の活動日誌」を提出することを条件に
活動を認めます。
ただし、交流試合等、学外者の参加を伴う活動は禁止します。

イベントの
企画・参加

本学（教員）主催のイベントは、参加可とします。
その他のイベントは、個別で検討しますので、事前に学生生活支援課にご
相談ください。

宴会・
コンパ・会食

飲酒の有無にかかわらず、１卓4人まで・2時間以内
（テーブル間の席の移動は控える）
＊次の事項に十分留意の上実施すること。
・基礎疾患を有する学生、高齢の家族と同居している学生は、相手を家族
などいつも一緒にいる身近な人に限定する。
・感染防止対策の認証を受けた「ひなた飲食店認証店」を利用する。
・二次会は開催しない。
・カラオケ、ライブハウスの利用は控える。
・少しでも体調に異変がある場合は、参加しない。
・「みやざきモデル」を徹底する。
＜無料検査について＞（～R4.３.31）
詳細は下記URLで確認してください。
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/fukushihoken/covid19/kenmin/20211221130411.html
＊対象者フローチャートで無料の対象であるか確認してください。

宮崎県が行う
PCR検査
について

＜県外との間を往来する方向けのPCR検査支援＞
申込みは、宮崎県PCR検査サポートホームページで行ってください。
https://notten-miyazaki.jp/pcr/
帰県後は、検査を強く推奨します。
・公共交通機関の利用がわかる書類がある場合：無料
・公共交通機関を利用しない移動の場合：3千円
電話の場合：宮崎県PCR検査サポートセンター
０９８５－４１－５１５７（９時～１７時）土日祝、年末年始含む
＜来店型検査センター＞
設置場所：宮崎空港店、宮崎駅前店、宮交シティー店、都城店、延岡店
検査費用1,900円【キャッシュレス決済のみ】
ネットでの事前申込み必要 https://covid-kensa.com/miyazaki.html
・郵送によるPCR検査について
検査費用2,300円 詳細は下記URLで確認してください。
https://covid-kensa.com/pcrkit.html

アルバイト

適切な感染対策が取られている場合は、可とします。
なお、不特定の者と濃厚接触する機会の多い飲食店でのアルバイトでは、
特に感染を防ぐ行動を徹底してください。

海 外

原則、全ての国・地域への渡航を禁止します。
なお、日本学生支援機構（JASSO）の事業などによる留学等には、個別
に対応しますので、事前に指導教員又は国際連携課にご相談願います。

＊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、所属する学部・研究科の指示に従ってください。

〇緊急時連絡先
医療機関、保健所からPCR検査の指示があった場合や、家族や友人等が濃厚接触者と認定
された場合等は、PCR検査の結果を待つことなく、直ちに大学へ連絡してください。
連絡先は、平日時間内（８：３０～１７：１５）は、下記の所属教務・学生担当係へ、
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）です。
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

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

地域資源創成学部

（別添２）
令和４年３月１４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
鮫 島

浩

新年度に向けた新型コロナウイルス感染対策について

宮崎県内では、
「まん延防止等重点措置」が３月６日に終了したところですが、感染者数は
減少はしているものの、高止まりの傾向が見られ、再び感染拡大の懸念もあることから、引
き続き、感染対策の徹底をお願いしているところです。
本学では、4 月 4 日（月）から、新入生をお迎えすることとなります。
県外在住の方は、遅くとも 4 月 3 日（日）までには来県し、入学前から、常に 3 密（密
閉、密集、密接）を避け、マスクの着用、手洗いの励行など、自分自身の感染リスクを最小
限に抑える行動をお願いします。
また、県外在住の方は、来県時に宮崎県が行う PCR 検査（3 ページ）の受検を強く推奨
します。
入学式及び新入生オリエンテーションは、以下のように予定しております。

入学式
4 月 4 日（月）10:00～

式典の参加は、新入生及び教職員のみ。
ご家族等のご来場はご遠慮ください。
発熱やせきなど体調不良の方は、出席をお控えください。
マスク（不織布）を着用ください。
（詳細は入学手続等案内 p.7）

新入生オリエンテーション
4 月 5 日（火）9:00～

感染対策を行った上で、対面により行います。
その他、宮崎大学ホームページで学部毎にお知らせしますの
で、確認してください。
（詳細は入学手続等案内 p.8）

＊3 月 7 日に在学生に周知しました「新型コロナウイルス感染対策」は 2 ページ目以降に
示しています。よく読んで、感染対策の徹底をお願いします。

日常生活

毎朝の検温（登校前）や体調等の確認、マスク（不織布マスク推奨）の着
用及び手指消毒・手洗い、身体的距離の確保やあらゆる場面で換気の徹底
など３密回避に努めて下さい。少しでも体調が悪い場合は外出を控え、最
寄りの医療機関を受診してください。

授業等

４月11日（月）からの新学期授業は、原則対面で行います。
・学部・研究科によっては、遠隔で実施される科目もありますので、授業
担当教員の指示に従ってください。
・基礎疾患等があり体調に不安のある学生は、所属の教務・学生支援係に
相談をしてください。

県外移動

県外への移動は原則禁止します。
県内でも、外出は日常生活に必要な最低限度に留めてください。
やむを得ず県外へ移動する場合には、事前に指導教員に許可を受けてから
「宮崎県外移動・来県届」のWeb入力を行って下さい。
・帰省については、特に制限等行いませんが、「宮崎県外移動・来県届」
のWeb入力を必ず行って下さい。

県外からの来
訪者との接触

同居する家族が県外に移動する場合や、県外在住の家族や友人等が来訪す
る場合は、感染リスクが高まることから、
「宮崎県外移動・来県届」の
Web入力を行って下さい。

県外移動
に伴う
行動制限に
ついて

① 帰県翌日より１週間は、対面による授業やゼミ、課外活動への参加は禁
止します。対面による授業やゼミ、課外活動の１週間前は県外移動を自
粛してください。
② 実習やインターンシップへの参加については、学部の判断により、参加
前の１週間～２週間の期間、移動を禁止する場合があります。
③ ①により、対面による授業に出席できない場合は、事前申し出により特
別欠席とします。
④ 帰県翌日より２週間は経過観察体調チェックシートにより日々の体調
確認をお願いします。
★ 学部、研究科においては、更なる追加の指示又は、指示の変更がなされ
る場合がありますので、所属の学部、研究科の指示に従ってください。

サークル・
課外活動

感染対策を十分に講じた上で、
「部・サークル活動に当たってのチェック項目」をクリアし、
「新型コロナウイルス感染対策中の活動日誌」を提出することを条件に
活動を認めます。
ただし、交流試合等、学外者の参加を伴う活動は禁止します。

イベントの
企画・参加

本学（教員）主催のイベントは、参加可とします。
その他のイベントは、個別で検討しますので、事前に学生生活支援課にご
相談ください。

宴会・
コンパ・会食

飲酒の有無にかかわらず、１卓4人まで・2時間以内
（テーブル間の席の移動は控える）
＊次の事項に十分留意の上実施すること。
・基礎疾患を有する学生、高齢の家族と同居している学生は、相手を家族
などいつも一緒にいる身近な人に限定する。
・感染防止対策の認証を受けた「ひなた飲食店認証店」を利用する。
・二次会は開催しない。
・カラオケ、ライブハウスの利用は控える。
・少しでも体調に異変がある場合は、参加しない。
・「みやざきモデル」を徹底する。
＜無料検査について＞（～R4.３.31）
詳細は下記URLで確認してください。
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/fukushihoken/covid19/kenmin/20211221130411.html
＊対象者フローチャートで無料の対象であるか確認してください。

宮崎県が行う
PCR検査
について

＜県外との間を往来する方向けのPCR検査支援＞
申込みは、宮崎県PCR検査サポートホームページで行ってください。
https://notten-miyazaki.jp/pcr/
帰県後は、検査を強く推奨します。
・公共交通機関の利用がわかる書類がある場合：無料
・公共交通機関を利用しない移動の場合：3千円
電話の場合：宮崎県PCR検査サポートセンター
０９８５－４１－５１５７（９時～１７時）土日祝、年末年始含む
＜来店型検査センター＞
設置場所：宮崎空港店、宮崎駅前店、宮交シティー店、都城店、延岡店
検査費用1,900円【キャッシュレス決済のみ】
ネットでの事前申込み必要 https://covid-kensa.com/miyazaki.html
・郵送によるPCR検査について
検査費用2,300円 詳細は下記URLで確認してください。
https://covid-kensa.com/pcrkit.html

アルバイト

適切な感染対策が取られている場合は、可とします。
なお、不特定の者と濃厚接触する機会の多い飲食店でのアルバイトでは、
特に感染を防ぐ行動を徹底してください。

海 外

原則、全ての国・地域への渡航を禁止します。
なお、日本学生支援機構（JASSO）の事業などによる留学等には、個別
に対応しますので、事前に指導教員又は国際連携課にご相談願います。

＊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、所属する学部・研究科の指示に従ってください。

〇緊急時連絡先
医療機関、保健所からPCR検査の指示があった場合や、家族や友人等が濃厚接触者と認定
された場合等は、PCR検査の結果を待つことなく、直ちに大学へ連絡してください。
連絡先は、平日時間内（８：３０～１７：１５）は、下記の所属教務・学生担当係へ、
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）です。

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

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

地域資源創成学部

