
                             令和２年３月２５日 
 

新入生の皆様へ 
 保護者の皆様へ 
                      国立大学法人福井大学長 

       上田 孝典 
 

令和２年度授業開始日等の変更について（お知らせ） 
 

本学では、新型コロナウイルスの感染防止に努めております。 
 そのため、令和２年度授業開始日等を、下記のとおり変更することとしましたのでお

知らせします。 
 今後の感染拡大の状況次第では、さらに変更する場合がありますので、本学ホームペ

ージを随時閲覧し、情報の収集に注意してください。 
 なお、授業開始後の具体的な授業日程については、後日、決定次第、ホームページで

お知らせします。 
 

※学部・研究科毎の連絡事項は必要に応じ、別途本学ホームページでお知らせしますの

で、随時確認するようにしてください。 
 

記 
 
Ⅰ．授業開始日・オリエンテーション実施日 
１．文京キャンパス・敦賀キャンパス 
（１）教育学部、工学部、国際地域学部 

   ①オリエンテーション実施日 
     当初：４月７日（火）、８日（水）→ 変更後：４月２０日（月）、２１日（火） 
   ②授業開始日 
     当初：４月９日（木） → 変更後：４月２２日（水） 

    ※国際地域学部の TOEFL 当初：4 月 11 日(土)→ 変更後：4 月 25 日（土） 
（２）大学院連合教職開発研究科、工学研究科 

   ①オリエンテーション実施日 
    ○連合教職開発研究科 

  当初：４月４日（土） → 検討中 
    ○工学研究科 

  当初：４月８日（水） → 変更後：４月２１日（火） 
   ②授業開始日 
     当初：４月９日（木） → 変更後：４月２２日（水） 
 



（３）国際地域マネジメント研究科 
   ①オリエンテーション実施日 

当初：４月４日（土） → 変更なし 
   ②授業開始日 
     当初：４月９日（木） → 変更後：４月２２日（水） 
 

２．松岡キャンパス 
（１）医学部 

   ①オリエンテーション実施日 
     当初：４月７日（火） → 変更後：４月６日（月）、７日（火） 
   ②授業開始日 
     当初：４月８日（水） → 変更後：４月２２日（水） 

（２）大学院医学系研究科 
   ①オリエンテーション実施日 

当初：４月６日（月） → 変更なし 
   ②授業開始日 
     当初：４月８日（水） → 変更なし 
 
Ⅱ．注意点 

○ 授業が開始されるまでの間、不要不急の外出を避け、できる限り自宅等に待機

するようにしてください。 
○ 特に換気が悪く人が密に集まるような感染リスクの高い場所への出入りは避

けるなど、本学学生として節度と責任のある行動をとるように心がけるとともに、

石鹸・アルコール消毒液による手洗い・咳エチケットを励行し、感染症の予防と

健康管理に十分努めてください。なお、朝晩２回検温し、記録することをお願い

します。  
○ 世界各国及び日本国内において感染者数や死亡者数が増加していることから、

旅行等の自粛を強く要請します。 
  ○ 発熱等風邪の症状がみられる場合は、下記問合せ先に連絡し、オリエンテーシ

ョンに参加せず、自宅で休養するようお願いします。 
 

以上 
 
                【問合せ・連絡先】 

                 文京キャンパス 
                  教務課 学務総務・共通教育担当 
                  TEL ： 0776-27-8600，8627，9770 
                                    E-mail：  kyoumu-soumu@ml.u-fukui.ac.jp 
 

mailto:kyoumu-soumu@ml.u-fukui.ac.jp


【問合せ・連絡先】 
                   松岡キャンパス 
                   松岡キャンパス学務課 教務（医学）担当 
                   TEL  ： 0776-61-8278，8241，8244 
                                     E-mail： m-kyomu@ml.u-fukui.ac.jp  
 
                 【問合せ・連絡先】 

                  敦賀キャンパス 
                   敦賀キャンパス運営管理課 
                  TEL ： 0770-25-0553，0551，0021 
                                    E-mail：  skatom-s@ml.u-fukui.ac.jp 

mailto:m-kyomu@ml.u-fukui.ac.jp


                                25th March 2020 
 

To successful applicants, 
 To parents of successful applicants, 
                      President of the University of Fukui 

          Takanori Ueda 
 

【Notice】Change of Class Starting Day for spring 2020 
 

University of Fukui has been making every effort to prevent the spread of the 
novel Covid-19. Therefore, we have decided to change the starting day of class for 
spring 2020 as below; 
 
  Since further change may be made depending on the future situation, please 
check our website regularly and try to collect the latest news. 
 The detailed class schedule would be announced on the website as soon as 
decided. 

 
*As for the message from each school or graduate school, we will announce on our 
website as needed, so please check it regularly too. 

 
 
Ⅰ．Class Starting Day and Orientation 
１．Bunkyo Campus and Tsuruga Campus 
（１）School of Education, Engineering, and Global and Community Studies 

   ①Orientation 
     Original schedule：7th (Tue), 8th (Wed) April 

→  Revised schedule：20th (Mon), 21st (Tue) April 
   ②Class Starting Day 
     Original schedule：9th April (Thu) 

→ Revised schedule：22nd April (Wed) 
*TOEFL test for the School of Global and Community Studies 
 Original schedule：11th April (Sat) →Revised schedule：25th April (Sat) 

（２）United Graduate School of Professional Development of Teachers, 
Graduate School of Engineering 

   ①Orientation 
    ○United Graduate School of Professional Development of Teachers 

 Original schedule：4th April (Tue)  
→ Revised schedule：Under Consideration 



    ○Graduate School of Engineering 
  Original schedule：8th April (Wed) 

→ Revised schedule：21st April(Tue) 
   ②Class Starting Day 
     Original schedule：9th April (Thu) 

→ Revised schedule：22nd April (Wed) 
（３）Graduate School of Global and Community Studies 

   ①Orientation 
     Original schedule：4th April (Sat) →  No Change 
   ②Class Starting Day 
     Original schedule：9th April (Thu)  

→ Revised schedule：22nd April (Wed) 
 

２．Matsuoka Campus 
（１）School of Medical Science 

   ①Orientation 
     Original schedule：7th April (Tue)  

→ Revised schedule：6th (Mon), 7th (Tue) April 
   ②Class Starting Day 
     Original schedule：8th April (Wed) 

→ Revised schedule：22nd April (Wed) 
（２）Graduate School of Medical Science 

   ①Orientation 
Original schedule：6th April (Mon) → No Change 

   ②Class Starting Day 
     Original schedule：8th April (Wed) → No Change 
 
Ⅱ．Notice 

○ Please avoid going out unless absolutely necessary and stay home as 
possible until the class starts. 

○ Please be modest and responsible as a student at the University of Fukui as 
avoiding places with a high risk of infection, especially where ventilation is 
poor and people are densely gathered. We also ask you to prevent infection 
with washing hands with soap and alcohol disinfectant and practicing cough 
etiquette. In addition, please check your temperature regularly and record it.  

○ In consideration of the increasing number of infected people and deaths all 
over the world, we strongly request you to refrain from going for a trip. 

  ○ In case you have any symptoms of cold such as high fever, please contact 
the office below, stay home, and do not join the orientation. 



 
                 【Contact Information】 

                  Bunkyo Campus 
                      Educational Division 

Section for General Education 
                  TEL ： 0776-27-8600，8627，9770 
                                    E-mail：  kyoumu-soumu@ml.u-fukui.ac.jp 
 

【Contact Information】 
                      Matsuoka Campus 
                   Academic Affairs Division 

for Matsuoka Campus 
                                   Section for the School of Medical Science 
                   TEL  ： 0776-61-8278，8241，8244 
                                     E-mail： m-kyomu@ml.u-fukui.ac.jp  
 
                  【Contact Information】 

                   Tsuruga Campus 
                  Administration Division for Tsuruga Campus 
                  TEL ： 0770-25-0553，0551，0021 
                                    E-mail：  mailto:skatom-s@ml.u-fukui.ac.jp 
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