令和２年４月２日
在学生の皆様へ
国立大学法人福井大学長
上田

孝典

令和２年度授業開始日の変更等について（その２）
このことについては、３月２５日付けで、令和２年度授業開始日等を変更する旨、ホ
ームページ等でお知らせしたところですが、その後、福井県における新型コロナウイル
ス感染の状況が急激に悪化してきたため、皆様の健康・安全を第一に考え、下記のとお
り再変更（赤字）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
ージ等を随時閲覧し、情報の収集に努めてください。
なお、具体的な授業日程については、後日、決定次第、ホームページ等でお知らせし
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等でお知らせします
ので、随時確認するようにしてください。
記
授業開始日
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
当初：４月９日（木）

→ 変更後：５月１１日（月）

（２）大学院教育学研究科、連合教職開発研究科、工学研究科
当初：４月９日（木）

→ 変更後：５月１１日（月）

２．松岡キャンパス
（１）医学部
当初：４月８日（水）

→ 変更後：５月１１日（月）

※医学科５年次生実習ガイダンスは４月２日（木）、３日（金）で実施します。
（２）大学院医学系研究科
当初：４月８日（水）

→

変更なし

【問合せ・連絡先】
文京キャンパス
教務課
TEL

学務総務・共通教育担当
：

E-mail：

0776-27-8600，8627，9770
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

：

E-mail：

0770-25-0553，0551，0021
kyoumu-soumu@ml.u-fukui.ac.jp

2nd April 2020
To All Students,
President of the University of Fukui
Takanori Ueda
Re-arrangement of Class Starting Day for spring 2020

(2nd notice)

In consideration of the recent severe situation in Fukui with the novel Covid-19,
University of Fukui has made the decision to postpone the class starting day for
spring 2020 again as below; (see the parts in red for the latest information)
Since further change may be made depending on the future situation, please
check our website regularly and 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
１．Bunkyo Campus, Tsuruga Campus
（１）School of Education, Engineering, Global and Community Studies
Original schedule：9th April (Thu)
→

Revised schedule：11th May (Mon)

（２）Graduate School of Education,
United Graduate School of Professional Development of Teachers,
Graduate School of Engineering
Original schedule：9th April (Thu)
→

Revised schedule：11th May (Mon)

２．Matsuoka Campus
（１）School of Medical Science
Original schedule：8th April (Wed)
→

Revised schedule：11th May (Mon)

*Practical Guidance for 5th year will be held on 2nd (Thu) and 3rd (Fri) April.
（２）Graduate School of Medical Science
Original schedule：8th April (Wed)

→

No Change

【Contact Information】
Bunkyo Campus
Educational Division
Section for General Education
TEL

：

E-mail：

0776-27-8600，8627，9770
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

：

E-mail：

0770-25-0553，0551，0021
kyoumu-soumu@ml.u-fukui.ac.jp

