2020 年 3 月 16 日
学 生 各 位
麗 澤 大 学

新型コロナウイルス感染症への対応について
【３月 16 日付

改訂版】

改定内容：２．大学行事について
■学生寮

開寮日（3 月 19 日）の延期

➡ 4 月 1 日(水) 開寮

■新入生の入寮日（3 月 30 日）の延期

➡ 4 月 6 日(月) 入寮

■２～４年履修オリエンテーション（3 月 23・24 日）➡ web での登録
（下記 URL より）
■健康診断（3 月 31 日・4 月 4 日）の延期（５月以降で日程調整中）
■４月当初のオリエンテーション・授業開始日について ➡学生ポータルにて周知
（※在学生対象です）

（下記 URL より）

改定内容：３．校内への入構について
■２月 28 日より当面の間

➡

３月 31 日まで（今後、再度変更の可能性有り）

改定内容：４．課外活動について
■２月 28 日より当面の間

➡

３月 31 日まで（今後、再度変更の可能性有り）

改定内容：７．正規留学生の対応について
■正規留学生情報を追加しました
改定内容：８．新入生の対応について
■新入生情報を追加しました

マスコミ報道等にてご承知のとおり、世界各国で新型コロナウイルスによる感染症拡大が
懸念されております。本学におきましては、学生・教職員の健康と学内外への感染拡大防止
を最優先とした当面の対応についてお示しします。なお、本対応は現時点のものであり、新
型コロナウイルスに関する情勢は日々変化していくため、
定期的に大学ホームページ（新着情報）にて最新情報をご確認ください。

１．感染症対策について
手洗い、うがいやマスクの着用等を徹底するとともに、できるだけ人混みや外出を避け
てください。また、次の症状のいずれかが現れた場合は、「帰国者・接触者相談センター」
に相談し、その指示に従ってください。
・風邪のような症状や 37.5℃以上の発熱が 4 日以上続いている。

・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。
柏市（帰国者・接触者相談センター）TEL：04-7167-6777
※各自治体については厚生労働省 HP より確認するようにしてください。

新型コロナウィルスによる感染と診断された場合は、電話またはメールにて大学事務局
の学生支援グループへ連絡してください。
（※「3.■学内連絡先」参照）

２．大学行事について
■２～４年生履修オリエンテーション（3 月 23・24 日）
⇒中止いたします。オリエンテーションにて配布予定の資料等及び履修案内について
は、3 月 26 日より下記の WEB ページにて公開いたしますので、熟読してください。
※履修内容の電話での問い合わせはお控えください。

＜オリエンテーション資料 WEB ページ＞↓
http://www2.reitaku-u.ac.jp/koho/kyoumu/kyomudoc/orientation/ori_pt.htm

＜履修案内 WEB ページ＞↓
https://youran.reitaku-u.ac.jp/

■２～４年生履修登録について（3 月 26、27 日）
⇒3 月 30、31 日に延期します。
履修登録は Web 申請が可能であるため、通常どおり登録申請してください。
なお、時間割の公開は、下記の WEB ページにて 3 月 24 日を予定しております。
＜時間割公開 WEB ページ＞↓
http://www2.reitaku-u.ac.jp/koho/kyoumu/kyomudoc/jikanwari/jikanwari.htm

■健康診断（3 月 31 日・4 月 4 日）
⇒延期を決定。
（５月以降で日程調整中）
■入学式（2020 年 4 月 2 日）
⇒式典の開催を中止としました。
■授業開始日について（4 月 8 日）
⇒1 週間遅らせ、4 月 15 日より授業開始します。また、4 月以降に予定していたオリ
エンテーション等についても、原則 1 週間遅らせて（一部中止）開催いたします。
詳細スケジュールについては、下記の WEB ページより確認してください。※授業日程
等については、今後の状況変化により、再度変更になる可能性があります。

＜オリエンテーション日程 WEB ページ＞↓
http://www2.reitaku-u.ac.jp/koho/kyoumu/kyomudoc/orientation/schedule.htm

３．校内への入構について
2 月 28 日より 3 月 31 日までの間、学生の皆さんの安全を考え、図書館を含め大学キャ
ンパス内への入構を禁止します。学内窓口も原則として閉鎖とします。必要な方は HP のお
問い合わせよりご連絡ください。
（今後の状況により期限変更の可能性有り）
■学内への連絡については HP 内にある「お問い合わせ」よりご連絡ください。
＜お問い合わせ＞↓
https://www.reitaku-u.ac.jp/info_contact.html

４．課外活動等について
2 月 28 日より 3 月 31 日までの間、部活動・サークル活動・合宿・イベント開催・学外で
の活動・ボランティア活動への参加等は原則禁止とします。大会等へ参加する等、やむを
得ない場合については、学生支援グループへ連絡してください。活動再開時期は今後の状
況に応じて決定します。
（今後の状況により期限変更の可能性有り）

５．海外渡航について
感染症危険情報がレベル２以上の地域への渡航は中止してください。それ以外の地域へ
海外渡航する予定の方は、不要不急の渡航は自粛してください。現時点においては、留学
プログラムは中止にしていませんが、保護者と渡航先の安全情報を随時確認してください。

６．感染症危険情報レベル２以上の国や地域からの帰国者について
■これから日本へ帰国予定の学生
帰国時点で３７．５℃以上の発熱や呼吸器症状のある方は、速やかに空港または港湾の
検疫所に報告し、その指示に従ってください。
上記の症状がない方は、帰国後 14 日間は外出を控え、自身の健康状態の経過を厳重に観
察する必要があります。該当する方は、入学式や授業開始日を確認し、14 日前までに必
ず入国するようにしてください。
※感染症危険情報については外務省のホームページにて随時確認してください。

７．正規留学生の対応について
正規留学生の対応内容については、下記の WEB ページ（大学掲示板）にて公開いたしま
すので、ご確認ください。※ログインが必要です。
＜大学掲示板 WEB ページ＞↓
「学生生活」内→新型コロナウイルス感染症に関する正規留学生の対応について」
https://bbs.reitaku-u.ac.jp/wp-login.php

８．新入生の対応について
本学では、新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえ、２０２０年４月２日（木）に
予定しておりました入学式の開催を中止することといたしました。新たなスタートの節目
となる入学式を中止することは、新入生・ご家族の皆様のお気持ちを思うと断腸の思いで
はありますが、皆様の健康と安全を最優先に考えて下した決断であることを、ご理解賜り
ますようお願いいたします。
さて、まず入学予定者のみなさん（編入生含む）にご出席いただくのは、当初４月１日
を予定しておりました TOEIC、日本語プレースメントテストは、４月８日に変更いたしま
す。以下のとおり当日は集合してください。
【４月８日（水）
】
＜外国語学部・国際学部＞
集合時間

内容

集合場所

対象者

9:00

日本語科目プレースメントテスト

校舎かえで 1602 教室

外国人留学生のみ※

13：00

TOEIC 団体試験

校舎かえで 1 階ラウンジ

全員（編入生含む）

＜経済学部＞
集合時間

内容

集合場所

対象者

9:45

TOEIC- -Bridge 団体試験

校舎かえで 1 階ラウンジ

全員（編入生含む）

13：30

日本語科目プレースメントテスト

校舎かえで 1602 教室

外国人留学生のみ※

※日本留学生試験、日本語能力試験を受験した学生は、成績通知書（日本留学生試験）、合否結果通知
書（日本語能力試験）を持ってくること。

なお、４月８日以降の新入生のオリテーション等の詳細については、３月１８日（水）に
下記の WEB ページにて公開いたしますので、ご確認ください。※授業日程等については、今後
の状況変化により、再度変更になる可能性があります。

＜新入生オリエンテーション等案内 WEB ページ（3/18 より公開）＞↓
http://www2.reitaku-u.ac.jp/koho/kyoumu/kyomudoc/sinnyuusei/sinnyuusei.htm

以

上

