
※  （下線）が更新箇所 

 

新型コロナウイルス感染防止に向けた学生の行動指針（６月１６日更新） 

 

                             令和２年４月 ９日 

                        一部改正 令和２年４月２２日 

                        一部改正 令和２年５月１３日 

                        一部改正 令和２年５月２２日 

                        一部改正 令和２年６月 ２日 

                        一部改正 令和２年６月１６日 

                福井大学新型コロナウイルス感染症危機対策本部 

 

５月２１日に政府は、緊急事態措置を実施すべき区域をこれまでの８都道府県（北海

道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県）から５都道県（北

海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県）に変更し、さらに５月２５日には、これ

らの区域も含め全都道府県が緊急事態措置を実施すべき区域に該当しないと判断し、緊

急事態解除宣言を行いました。 

これを受け福井県は、６月１９日以降の福井県の対応方針を発表しました。 

これらのことを踏まえ、本学においては感染症対策に万全を期すため、６月１９日以

降当分の間、次のことに留意し行動してください。 

不明な点、相談したい点等がありましたら、下記の【問合せ・連絡先】まで連絡くだ

さい。 

 

１．基本方針 

（１）日常的に、人との間隔をできるだけ２ｍ（ 低１ｍ）空け、咳エチケットや手洗

いなどの基本的な感染症対策を徹底する。 

（２）次の３つの条件が重なることを徹底的に回避するよう心がけて行動する。 

①換気の悪い密閉空間 

②多数が集まる密集場所 

    ③間近で会話や発声をする密接場面 

（３）不要不急の登学は自粛する。 

 

２．具体策 

（１）日常の注意点 

○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行わない。 

○一堂に会して飲食を行う長時間の会食（コンパ）等は禁止する。 

○不特定多数者、特に子供、高齢者との接触を避け、感染のフォローアップが困難

になるような行動はしない。 

○アルコール消毒又は石鹸による手洗い・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る。 

○人との間隔をできるだけ２ｍ（ 低１ｍ）空け、近距離での会話や大声での発声

を控える。必要な場面が生じた場合は、飛沫を飛ばさないよう、マスクの装着を

励行する。なお、マスクにより熱中症の危険性が高まるため、屋外で周りに人が

いない場合ははずす、こまめな飲水、涼しい服装などで熱中症を予防する（下記

の環境省・厚生労働省通知参照）。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_coronanettyuu.html 

○毎日決めた時間に検温し、（別紙１）の「健康チェック表（文京・敦賀キャンパ

スと松岡キャンパスとで様式が異なります。なお、松岡キャンパスではＷｅｂ上

で健康チェックを行うシステムになっています。）」に記録して健康観察を行う。

健康チェック表は各自で保管し、大学からの求めに応じ提出できるようにしてお

く。 

○十分な睡眠、適度な運動やバランスのとれた食事を心がける。 

○継続して感染者が発生している地域（本学では、北海道、埼玉県、千葉県、東京

都、神奈川県及び福岡県の６都道県を対象地域として取り扱います。以下同じ。）

へ往来する場合は、感染防止対策に十分注意して行動する。なお、継続して感

染者が発生している地域から福井県に移動した場合は、移動後２週間は（別紙１）

の「健康チェック表」により特に注意深く健康観察を行うこととし、体調の変化

があった場合は、下記の【問合せ・連絡先 ①、④又は➄】に連絡し、大学から

の指示に従う。 

○海外への渡航については、危険情報レベルに関わらず禁止する。やむを得ず、海

外から帰国したときは、移動後２週間は自宅等に待機して（別紙１）の「健康チ

ェック表」に記録して健康観察を行う。体調の変化があった場合は、下記の【問

合せ・連絡先 ①、④又は➄】に連絡し、大学からの指示に従う。 

（２）授業・研究活動等の注意点 

○授業（試験を含む。）は、基本的に全てインターネットを用いた遠隔授業により

行うため、原則自宅で履修するが、自宅等にＰＣ等の機器や通信環境がなく、そ

れらを用意することが困難な場合のみ、３密を避けるため事前申請に基づき、大

学内の端末室等の利用を認めることがあるため、該当する者は下記の【問合せ・

連絡先 ②又は④】に問い合わせる。 

○実験・実習等、遠隔授業によることが困難な場合は、各学部・研究科の状況に応

じて、遠隔授業で代替可能な内容の実施を工夫しつつ、３密を徹底的に回避する

対策と十分な換気（３０分に１回以上数分間程度）を講じた上で、分散実施や実

施時期の変更など感染リスクに十分配慮して実験・実習等を行うことを可能とす

るので、担当教員等の指示に従い受講する。なお、試験についても、遠隔により

行うことが困難な場合は同様の取扱いとする。 

○研究室における研究・学生指導等については、各学部長・研究科長がやむを得な

いと認めた場合は、３密を徹底的に回避する対策を講じた上で、行うことを可能

とするが、実施に当たっては学生からの同意を得ることを条件とするため、指導



教員等からの指示・意思確認を経て登学する。 

○呼吸の障害や基礎疾患等があることにより重症化リスクが高い学生は、主治医や

学生総合相談室、保健管理センター等とよく相談して登学の判断を行うこととし、

これらの理由により登学できない場合は、授業担当教員や指導教員等にその旨報

告する。 

（３）発熱・咳・全身の倦怠感等風邪様の症状がみられる場合の注意点 

○発熱・咳・全身の倦怠感等風邪様の症状がみられる場合は、下記の【問合せ・連

絡先 ①、④又は➄】にメール又は電話にて「学籍番号・氏名・体調の状態・経

過」を連絡し、大学からの指示に従う。 

  ※文京キャンパスにおいては、授業に参加できない場合は授業担当教員に対し

シラバスに記載のメールアドレス宛にも連絡する。 

○友人や同居する家族が感染者と診断された場合など、感染者と濃厚接触した疑い

がある場合、同様に、下記の【問合せ・連絡先 ①、④又は➄】にメールまたは

電話にて連絡し、大学からの指示に従う。 

（４）課外活動・大学生活・修学支援等の注意点 

○課外活動は、原則として活動を自粛とする。ただし、遠征、大会参加、合宿、飲

食を伴う会合（コンパ等）、本学施設等を利用した活動などは禁止とする。 

○生協食堂での昼食については、アルコール消毒や石鹸による手洗いを行い、食堂

内での会話を控える、飲食後は速やかに退店する等、生協の指示に従う。また、

屋外や使用していない講義室で弁当等を食すなど、食事場所の分散に協力するこ

ととし、その際にもアルコール消毒や石鹸による手洗いを徹底する。なお、体調

が悪い場合は入店を控えて自宅静養とする。 

  ○新型コロナウイルス感染拡大の影響により、学資負担者の状況や家計の状況が変 

   化し、授業料等の納付が困難になったり奨学金が必要になった場合には、下記の 

【問合せ・連絡先 ①又は④】に問い合わせる。 

  ○アルバイトについては、アルバイト先が適切な感染防止対策を講じていることを

確認することとし、飲食店での接客など「３密」のリスクが高いアルバイトは自

粛する。なお、アルバイト収入の減に伴い奨学金が必要になった場合には、下記

の【問合せ・連絡先 ①】に問い合わせる。 

  ○授業料等免除や奨学金などの申請等に関しては、窓口での手続き・相談は行わず、

申請等関係書類の受け渡しは、原則として郵便（簡易書留又は特定記録）にて行

うので、相談があれば下記の【問合せ・連絡先 ①又は④】に問い合わせる。 

  ○各種証明書発行、履修相談等の窓口対応は、原則行わず、郵便やメールによるこ

ととする。ただし、実験・実習等のため登学した場合は、窓口対応を行う。 

○就職活動については、インターネット、ＳＮＳ、企業が発信している情報を利用

して企業研究を行うよう努めるとともに、ＯＢ・ＯＧ訪問は自粛し、電話やイン

ターネット等で話ができないか交渉する。採用試験においてＷＥＢ面接等を受け

る環境が用意できない場合は、下記の【問合せ・連絡先 ③】に問い合わせる。

やむを得ず就職活動のため外出する場合は、感染予防に十分に注意するとともに、



自分の行動を記録する。また、継続して感染者が発生している地域への移動があ

った場合は、上記２．（１）の日常の注意点にある継続して感染者が発生してい

る地域から福井県に移動した場合と同じ対応をとること。 

 ※詳細は（別紙２）の「学生の皆さんへ：就職活動，インターンシップについ

て」（令和２年４月２２日更新）を参照 

 

◎国内外の新型コロナウイルス感染状況が日々変化しており、本学の対応も今後変

更することがあるため、毎日、本学ホームページを確認する。 

 

 

              【問合せ・連絡先】 

                文京キャンパス 

①学生サービス課 学生支援担当 

                  TEL ： 0776-27-8716・8403 

                                    E-mail：  ggakusei@ml.u-fukui.ac.jp 

 

               （授業に関すること） 

                 ②教務課 学務総務・共通教育担当 

                  TEL ： 0776-27-8600 

E-mail： kyoumu-soumu@ml.u-fukui.ac.jp 

 

               （就職活動に関すること） 

                 ③キャリア支援課 進路指導担当 

                  TEL ： 0776-27-9904 

E-mail： g-syusyoku@ad.u-fukui.ac.jp 

 

【問合せ・連絡先】 

                  松岡キャンパス 

                 ④松岡キャンパス学務課 学生（医学）担当 

                     TEL  ： 0776-61-8266，8265，8850 

                                       E-mail： m-gakusei@ml.u-fukui.ac.jp 

 

              【問合せ・連絡先】 

                敦賀キャンパス 

                 ➄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 



（別紙１）

文京キャンパス・敦賀キャンパス

学年： 学籍番号： 　　　　　氏名：

検温し、症状の有無を記入してください。（「行動記録等」の欄には、静養の場所や気になる症状等を記入）

　　　　　月

　　　　項目 体温 だるさ 咳 息苦しさ

日付 （℃） （倦怠感） （咳嗽） （呼吸困難）

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

日（　　） 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無 有　・　無

※各自で保管すること。大学からの求めにより提出できるようにしておくこと。

健康チェック表

発熱・咳等、風邪症状がある場合は、最寄りの保健所等にある「帰国者・接触者相談センター」に電話で相談し、
学生サービス課又は敦賀キャンパス運営管理課に連絡のうえ、大学に登校せずに自宅等で静養すること。

味覚・嗅覚
障害

頭痛 行動記録等

学部・研究科：



 

 

 

松岡キャンパス 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙２） 

令和２年４月２２日 
学生の皆さんへ：就職活動，インターンシップについて（更新） 
 

福井大学学務部キャリア支援課 
 
 日本での新型コロナウイルス感染症の感染者が日々増えている状況を踏まえ，福井大学では，感

染を広げないため，また，学生の皆さんの健康と安全を一番に考え，授業開始日の繰り下げを行い，

課外活動の中止，旅行にもいかないようにお願いしています。 
 外出や移動が制限される中，キャリア支援課では，就職活動を行っている皆さんの不安に今以上

に寄り添って支援をしていきたいと思っています。わからないことや，心配なことがあれば，どん

な小さなことでもいいので，キャリア支援課に相談してください。 
 
・ 授業日程が変更になっています。大学のホームページや学生ポータルで 新の情報をチェック

し，就職活動や，インターンシップのスケジュールを立ててください。 
 
・ 授業や研究，移動制限のため企業等の採用活動と日程が合わない場合は，企業の採用担当者に連

絡を取り，福井大学の状況を説明の上，調整を行ってください。 
 
・ 出席日数不足やレポートの提出が遅れるなどで単位が取れないと卒業できなくなることがあり

ます。就職活動やインターンシップ参加で授業を受けないことは認められません。注意してくだ

さい。 
 
・ インターネットや SNS，企業が発信している情報を利用し，十分に企業研究を行ってください。 
 OB, OG 訪問は自粛し，電話やネットで話ができないか交渉してください。 
 
・ 就職やインターンシップの説明会の多くが中止や延期になっています。WEB 説明会などの代替

えがないか，新たな日程設定がないかなど確認ください。 
 なお，WEB 面接を受ける環境が用意できない場合は，キャリア支援課に相談ください。 
 
・ 企業説明会同様，採用試験についてもネットを利用した試験や面接に変えて実施しているとこ

ろが増えています。各企業のホームページで確認するか，メールや電話で問い合わせて確認して

ください。 
 
・ やむを得ず就職活動等のため外出する場合，予防に十分に気を付けるとともに行動を記録して

おいてください。また，朝夕の健康観察を行ってください。発熱，咳等の症状がある場合は，自

宅で療養し，厚生労働省が出している「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安

について」に従って行動してください。 
 
・ 応募書類について 

健康診断書：健康診断の実施が遅れます。診断書の提出が遅れること，発行できる時期も未定

であることを送付状等で伝えてください。 
なお，成績証明書は４月２日（木）から，卒業・修了見込証明書は４月６日（月）から発行可

能となっていますが，当面，郵送での取り扱いとなります。詳細は，大学ホームページの重要

なお知らせ内の「【新入生・在学生の皆様へ】新型コロナウイルス感染症への対応について（授

業関連情報・各種証明書発行）（4 月 17 日更新）」で確認ください。 
 
※ 就職活動は早めの行動と情報戦です。学事日程が過密になりスケジュール管理が厳しくなりま

すが，就職活動を中断することはそれだけ遅れをとることになります。体調管理に十分気を付け，

少しずつでも前に進んでください。 



 

（参考資料） 

令和２年４月９日 

 

企 業 等 各 位 

 

国立大学法人 福 井 大 学    

キャリアセンター長  安 田 年 博 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた 2020 年度卒業・修了予定者等 

の就職・採用活動についての御願い 

 

 

 貴社におかれましては、ますます御健勝のことと御慶び申し上げます。また、平素より

本学学生の就職に関して御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

さて、2020 年度（2021 年 3 月）卒業・修了予定者等を対象とした就職・採用活動につ

いては、本年３月１日から企業の広報活動が開始されており、６月１日には採用選考活動

の開始が予定されております。 

しかしながら、現在、新型コロナウイルス感染症に伴う政府要請を踏まえ、多数の学生

が集まる合同企業説明会をはじめ、2021 年度入社希望者を対象とした各種採用関連イベ

ントが中止・延期となるなど例年とは異なる状況が生じております。 

このため、学生に不安が生じていることや、学生が企業を十分に理解する機会が失われ

企業に対する理解が進まず、雇用のミスマッチが生じる可能性があることなど、今後の就

職・採用活動等への影響が懸念されます。 

既に新型コロナウイルスの感染拡大の防止に取り組んでおられることとは存じますが、

以上の状況に鑑み、学生が十分な企業情報を得て、深く理解する時間を確保できるよう、

採用活動を最大限柔軟に行うことにより、学生が安心して就職活動に取り組める環境を整

えていただければと存じます。 

貴社におかれましては、就職・採用活動に特段の配慮がなされるよう、別紙のとおり要

望いたします。御理解と御協力のほど宜しくお願い申し上げます。 



新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた 2020 年度卒業・修了予定者等の 

就職・採用活動への特段の御配慮に関する要望事項 

 

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて、2020 年度（2021 年３月）に卒業・ 

修了予定の学生を対象とした就職・採用活動につきまして、特段の御配慮を要望する事

項は、以下のとおりでございます。 

 

＜要望事項＞ 

１．企業説明会について 

（必要性の検討） 

① 現時点で全国一律の自粛要請を行うものではないが、新型コロナウイルス感染症の

拡大防止の観点から、感染の広がり、会場の状況等を踏まえ、開催の必要性を改め

て検討願います。 

（開催の場合） 

② 出席者へのマスクの着用や手洗いの推奨、アルコール消毒薬の設置、こまめな換気

の実施など感染の拡大防止に十分配慮願います。 

③ 学生が出席できなかったことをもって、その後の採用選考に影響を与えることがない

旨を積極的に情報発信願います。 

（中止・延期の場合） 

④ 学生の交通、宿泊等への影響に鑑み、可能な限り速やかに中止・延期の連絡をお願

いします。 

⑤ インターネットをはじめ多様な通信手段を活用した代替的な企業説明会を積極的に

実施願います。 
 

２．エントリーシートについて 

学生が企業を理解する十分な機会を確保するため、エントリーシートの提出期限の延長

を積極的に検討するとともに、こうした対応を実施する場合には、積極的に情報発信をお

願いします。 
 

３．採用選考活動について   

① 本学では、コロナウイルス感染症への対応として、令和２年度の授業開始日を繰り下げ

たことにより、例年に比べ授業日程が過密となっております。このため、採用選考時期

が学期期間中となった場合は、採用選考活動と授業等とが重複することのないよう、学

生からの求めに応じ、個別的な採用選考日時の変更などの対応をお願いします。 

② 採用選考日程を後倒しにするなど柔軟な日程の設定や秋採用・通年採用などによる一

層の募集機会の提供を行うとともに、その旨を積極的に情報発信願います。 

③ 学生の意向にも配慮しつつ、インターネットをはじめ多様な通信手段を活用した面接や

試験を実施するとともに、その旨を積極的に情報発信願います。 

（別紙） 


	１－１．学生行動指針（更新）
	１－２．別紙１（文京）健康チェック表0407
	１－３．別紙１★健康チェック表（松岡）
	１－４．別紙2_学生へのメッセージ（キャリア支援課）200421
	１－５．別紙2（参考）企業対応（キャリア支援課）

