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【大学の対応】 
 

１．危機管理ステージについて 

現在、危機管理ステージ表のレベルは「ステージ３」ですが、1都 3県（東京都、埼玉県、千葉

県、神奈川県）に発出されている緊急事態宣言が 3月 21日（日）に解除されたことから、3月 22

日（月）より危機管理ステージを「２」に変更いたします。 

≪添付ファイル「新型コロナウイルス感染拡大防止のための危機管理ステージ表（2021 年 3月 9

日変更）」.pdf」≫ 
 

【危機管理ステージ（3 月 22日より）】 

ステージ 状況レベル 学内施設 教職員勤務体制対応 

２ 制限（中） 3 密回避・感染症対策の徹底 在宅勤務及び時差出勤の活用 

講義及び実習対応 学生活動 会議等 

感染防止に配慮した 

対面授業推奨(対面授業は許 

可したものに限る ※1） 

サークル活動の自粛 

（許可したものに限る ※3） 
オンライン会議推奨 

   ※1 対面授業は、実験・実習・演習・資格に関連する科目、1･2年次の科目に限り、学群長、教育セ

ンターが判断し、許可する。 

     ※2 (ステージ 1の内容につき省略) 

     ※3 サークル活動は、教育センターが判断し、許可する（ステージ 1～3 共通）。なお、ステージ 3の

場合は、緊急事態宣言対象地域での活動は禁止とし、対外試合および遠征・合宿等を原則自粛と

し、状況によっては禁止とすることもある。ステージ 2 の場合は、対外試合および遠征・合宿等

を原則自粛とし、状況によっては禁止とすることもある。 

 

２．2021年度前学期授業方針における取り進めについて  

2021 年度の授業運営については、危機管理ステージが１となり、履修者 160 人以上の授業を除

き原則対面での実施を予定しています。しかし、4 月以降にステージ１にならないことも想定し、

ステージ２・３となった場合のケースを含め、各ステージの授業対応方針を定めました。 
 

【危機管理ステージによる授業対応】 

ステージ 講義及び実習対応 

５ 講義及び実習の完全休講 

４ 遠隔授業のみ 

３ 遠隔授業推奨（対面授業は許可したものに限る ※1) 



２ 
感染防止に配慮した対面授業推奨(対面授業は許可したものに限る 

※1) 

１ 
感染防止に配慮した対面授業推奨 

・履修者 160 名以上の授業は原則、遠隔とする。 

０ 感染防止に配慮した対面授業 

   ※1 対面授業は、実験・実習・演習・資格に関連する科目、1･2 年次の科目に限り、学群長、 

教育センターが判断し、許可する。 

 

３．新入寮生を迎えるための対応について 

4月に新入生が入寮し、大勢での共同生活が始まります。安心した学生生活を送ってもらうた

め、新入生は各自で新型コロナウイルス検査（PCR 検査または抗原検査）を受け、「陰性」または

「低リスク」（保健所検査の「低リスク者」ではない）の判定があれば入寮を可といたします。 
 

(1) 入寮までの流れ 

① 入 寮 日：4 月 4 日（日）16:00 まで 

② 入寮条件：4 月 1 日（木）以降に新型コロナウイルス検査を受け、入寮前に「陰性または

低リスク」の判定（72 時間以内）が出ていること。 

③ 入 寮 時：検査結果を報告用紙（当日寮で用意）に記入し、各自提出する。 

(2) 新型コロナウイルス検査 

① 本検査は、医療機関や保健所からの指示で行なう行政検査ではなく、保険適用外の自費検査

となる。 

② 本検査は、「PCR 検査」もしくは「抗原検査」とし、「抗体検査」は不可とする。 

③ 検査方法は次のいずれかの方法で行うこと。 

・各自で最寄りの医療機関や PCR検査センター（判定に 3時間から半日以上かかる）へ行き

検査を受ける。 

・各自でインターネットやドラッグストアで検査キット（15 分で判定されるものが便利で

す）を購入し検査する。 

④ 検査キットの入手方法など各種照会先 

（希望寮 TEL 011-388-4176 、清温寮 TEL 011-388-4171 、平日 9 時から 16 時まで） 

 

４．学生の課外活動のガイドラインについて 

2021 年度前学期の課外活動の方針等について、新北海道スタイルを基本に大学独自のスタイル

をプラスして定めました。学生の課外活動はこのガイドラインに従って行います。 

≪添付ファイル「学生の課外活動のガイドライン（詳細版）」.pdf」≫ 

 

５．学生の海外派遣について 

新型コロナウイルスに関連した学生の海外派遣の実施可否判断の基準については、渡航先の外

務省海外安全情報（危険情報・感染症情報）を判断基準とし、感染症危険レベル２（不要不急の

渡航は止めてください。）が発出された時点で、渡航禁止（既に渡航、滞在している場合は、帰国

指示）とする措置を講じています。引き続き外務省の情報を基に学生等の安全を優先し、対策を

継続いたします。 

【感染症危険レベル】※外務省海外安全 HP（https://www.anzen.mofa.go.jp/）より 



レベル 1  十分注意してください。 

レベル 2  不要不急の渡航は止めてください。 

レベル 3  渡航は止めてください。（渡航中止勧告） 

レベル 4  退避してください。渡航は止めてください。（退避勧告） 

 

６．大学入学式の実施方法について  

2021 年度入学式は、学位記授与式と同様に感染防止対策を講じ、次の内容で準備を進めます。 
 

(1) 日時：2021年 4月 5日（月） 

午前の部 10:00～（食と健康学類、獣医学類、獣医保健看護学類、大学院） 

午後の部 13:00～（循環農学類、環境共生学類） 

(2) 場所：健民館２ 

(3) 基本事項 

① コロナ感染状況によっては中止とする場合がある。 

② 保護者、在学生の来場はご遠慮願う。 

③ 新入生の入学式参加は任意とする。 

④ 感染防止策を講じる。 

(4) 感染防止策 

① 入学式（式典）は時間を短縮する。 

② 座席の間隔を十分に空けて配置する（１ｍ間隔）。配席案は学位記授与式同様とする。 

③ 入学生には、マスクの着用、手指消毒（出入口に複数設置）、会場での検温（出入口に検温

器、サーマルカメラを設置、マスクは設置しないが予備を準備する）を行う。 

※マスクを着用していない場合や発熱が確認される場合は入場させない。 

④ 会場内での会話、写真撮影は極力控える。 

⑤ 会場内は扉を開放し換気を行う場合があるため、十分な防寒対策をとるよう促す。 

⑥ 体調不良の場合には来場を控え、欠席するよう促す。 

⑦ 午前の部終了後、午後の部の入場開始前までに座席等の消毒作業を行う。 

⑧ 立て看板の設置を省略する（※写真撮影による滞留を避けるため）。 

 

 

【高校の対応】 
 
１．高校２・３年生の帰寮および新入生の入寮について 

寮でクラスターを発生させないよう感染防止対策を講じるため、高校 2・3年生の帰寮および新

入生の入寮について次のとおり行います。 
 

(1) 2・3年生の帰寮について 

4月 5日（月）、帰寮時間 19:00まで  ※保護者は寮内には入れません。 

(2) 新入生の入寮について 

4月 6日（火）、入寮時間 16:00まで  ※保護者は寮内には入れません。 

※保護者オリエンテーション、入寮式は中止します。 

(3) 帰寮・入寮時の新型コロナウイルス検査について 



①帰寮・入寮前直近に、地元で各自、新型コロナウイルス検査を実施する。 

※検査は保険適用外の自費検査 

※ＰＣＲ検査もしくは抗原検査を実施（抗体検査は不可） 

※インターネット等により比較的安価で、その場で結果が出る抗原検査キットを入手する 

ことが可（3,000 円程度） 

②検査結果の証明書は必要なし。検査キットを使用する場合、保護者が判定結果を確認する。 

 

２．新入生一日入学の中止および高校入学式の実施について 

新入生一日入学は中止とします。 

入学式は、新型コロナウイルス感染リスク回避のため、次のとおり、保護者の参加を制限した形

で実施します。 

(1) 入学式日時  2021 年 4月 7 日（水）10:00～11:00（12:00 時を目途に下校） 

(2) 会   場  本校 礼拝堂 

※ 保護者の校舎内への立入りは、各家庭 1名に制限 

※ 保護者控室は体育館とし、式の様子をライブ配信 

(3) 当日の動き   8:30 保護者の受付を開始、ＨＲ 

10:00 開式、入学式 

11:00 閉式、ＨＲ 

12:00 下校 

(4) そ の 他 ・本人、同居家族が 37℃以上の発熱や風邪症状のある場合は参加不可 

・必ずマスクを着用の上、玄関で手指消毒を実施 

・ＰＴＡ入会式は中止 

・式直前でも新型コロナの状況等により、延期や中止の判断をする可能性あり 

※ホームページで連絡（必要に応じて 12:00 と 18:00 に更新） 
 

 

【学園全体】 
 
１．新型コロナウイルス感染者及び濃厚接触者となった場合の対応について 

  学生及び教職員で感染者等が発生した場合、「新型コロナウイルス感染者発生時対応マニュア

ル」に基づいて対応します。 

感染者または濃厚接触者（ご本人の他、ご家族・同居人を含む）となった場合は、速やかに

ご連絡ください。 

≪添付ファイル「新型コロナウイルス感染者発生時対応・フロー図.pdf」≫ 
         

【教職員】 

総務課（勤務日：総務課直通 011-388-4111、夜間・休日：総務課長携帯 090-3112-6110、

090-7647-3638） 

【学 生】 

医務室（勤務日及び夜間・休日：新型コロナ専用 0120-567-793、医務室直通 011-386-1024） 

並びにアドバイザー教員・ゼミ指導教員へ連絡 

以 上 


