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新型コロナウイルス感染症対策
宇都宮大学における授業の実施等に際してのガイドライン【学生用】
本ガイドラインは、
「新型コロナウイルス感染症対策のための宇都宮大学の対応方針」及び
「宇都宮大学における令和３年度授業実施方針について」に基づき、授業の受講、教育研究及び
学生生活に関する対応について、以下のとおり制定しています。
学生の皆さんにおかれては、本ガイドラインを遵守の上、活動ください。
なお、本ガイドラインは、今後の感染状況等を踏まえ、必要に応じ見直しを行っていきます。

１．基本的な注意事項
(1) ３密（密閉、密集、密接）の回避について
①人と人との接触を避け、身体的距離（最低１ｍ）を確保
②大学構内でのマスク着用
③ドア、窓を開けるなどの換気の徹底
④建物入り口で手指消毒の徹底
⑤ていねいな手洗い（30 秒程度）の徹底
(2) 登学時の健康状態の把握について
①登学前に体温を測り、発熱等の風邪の症状がある場合等には登学せず、かかりつけ医等最
寄りの医療機関又は最寄りの「受診・相談センター」に電話で相談するとともに、保健管
理センターに報告すること。
②発熱など体調に異変があった場合には「７．発熱等があった場合及び新型コロナウイルス
に感染した場合の対応について」に従って対応すること。
③体温を測り忘れて登学した場合は、各キャンパス建物出入口に設置してある非接触型体温
計により、各自で検温すること。
〈非接触型体温計設置場所〉
峰キャンパス（8 箇所） ： 学務棟、１号館、２号館、４号館、５号館、
６号館、８号館 及び大学会館の各玄関
陽東キャンパス（8 箇所） ： ２号館、４号館、７号館、８号館、９号館、
10 号館、11 号館 及び石井会館の各玄関
農学部附属農場（1 箇所） ： 管理棟１階
農学部附属演習林（1 箇所）
： 管理棟１階

(3) その他
①行動記録を作成すること。
本学ホームページの「新型コロナウイルスへの対応について」＞「４．その他：在学生へ
のお知らせ」に掲載しています。
https://www.utsunomiya-u.ac.jp/important/essential/008205.php

②新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）を必ずインストールしてください。

２．入構を認める者「新型コロナウイルス感染症対策のための宇都宮大学の対応方針」より抜粋
ステージ
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授業（講義・演習・実
験・実習）
・感染の予防・拡大の防
止に最大限の配慮をし
て対面により実施
・オンラインも積極的に
活用

・授業（講義・演習・実
験・実習等）は、対面
及びオンライン授業

・講義は、原則オンライ
ン授業
・演習・実験・実習等
は、必要に応じて対面
により実施

・原則としてオンライン
授業

学生の入構及び施設利用
・感染の予防・拡大の防止
に最大限配慮することを条
件に、入構、図書館及びコ
モンズ等の施設利用を許可
・入構は一部制限・図書館
及びコモンズ等の施設利
用は、条件を付して許可
・感染の予防・拡大の防止
への最大限の配慮を条件
に、短時間の必要な作業
を認める
★国から緊急事態宣言を受
けた地域から通学する学
生にあっては、
「ステージ
３」と同じ扱いとする。
・入構は一部制限・図書館
及びコモンズ等の施設利
用は一部制限
・感染の予防・拡大の防止
への最大限の配慮を条件
に、短時間の必要な作業
を認める
★国から緊急事態宣言を受
けた地域から通学する学
生にあっては、
「ステージ
３」と同じ扱いとする。

・図書館及びコモンズ等の
施設利用は禁止
ただし、卒業・修了等に
係る図書貸出等について
は、一部許可
・部局長の許可を得た場合
のみ入構可
★各キャンパス、農場、演
習林でクラスターが発生
した場合、発生状況によ
っては、当該キャンパス
等を「ステージ４」と同
じ扱いとする。

４
・オンライン授業
５

入構禁止

学生の課外活動

研究室での活動（ゼミ・卒
論・実験等を含む）

感染の予防・拡大の防
止に最大限配慮するこ
とを条件に、一部の課
外活動を許可

・感染の予防・拡大の防止
に最大限の配慮

・条件を付して一部許
可
・対面による５人以上
での会食、飲み会等
は禁止

・原則禁止（オンライ
ン上の活動は可）
・対面による５人以上
での会食、飲み会等は
禁止

・禁止（オンライン上
の活動は可）
・対面による会食、飲
み会等は禁止

・感染状況に応じて，感染
拡大の恐れのある建物へ
の立ち入りを禁止・換気
の励行、マスクの着用、
手洗いの励行、距離（最
低１ｍ）を取っての対
話、短時間での作業など
感染防止に最大限の配慮
・ただし、学生への参加強
制は禁止
・ゼミ等のオンライン化を
推進
★国から緊急事態宣言を受
けた地域から通学する学
生にあっては、
「ステージ
３」と同じ扱いとする。

・中止により多大な損失が
生じる進行中の実験につ
いて、最小限の関係者に
短時間の立ち入りを許可
・新たな実験の開始は不可
・教員の研究室での業務は
最小限にとどめること
・ゼミ等は原則オンライン
で実施
★各キャンパス、農場、演
習林でクラスターが発生
した場合、発生状況によ
っては、当該キャンパス
等を「ステージ４」と同
じ扱いとする。
※卒業・修了等に係る研究
室での活動については、
一部許可
・宇都宮大学における研究
活動は停止
・ただし、部局長の許可を
得て、生物の世話、サー
バーの維持管理、冷凍保
存装置の液体窒素補充等
といった最低限の施設
・設備の維持管理のための
一時立ち入りのみ可
・教員の研究室での業務は
原則禁止
・ゼミ等はオンラインで実
施

３．授業実施に伴う注意事項
(1)対面授業
①教室
座席が指定されている場合はその指示に従うこと。
指定されていない場合は、前後左右の隣接を避け、可能な限り距離を確保して着席し、
周囲に着席している学生の氏名を控えておくこと。
座席表を回付して学生が記名し、教員が保管する場合もあります。
②実験室・実習室
授業担当教員の指示に従うこと。
十分な対人距離（前後左右 1ｍ以上）を確保し、場合によっては、フェイスシールドの着
用等を指示する場合がある。
③フィールドワーク等
授業担当教員の指示に従うこと。
④レポートの提出および返却
レポートの提出、返却等においては、授業担当教員の指示に従い、感染防止の対策を行う
こと。
⑤授業終了後は、教室等から速やかに退出し、キャンパス内での不要な滞在は避けること。
(2)オンライン授業
①オンライン授業の受講に当たり、自宅等でのインターネット通信環境の準備すること。
②授業で教員が作成した PDF ファイルや音声ファイル等は、特定の受講者にのみ限定的に配
信している著作物で教員に著作権があります。受講する学生が教員に無断で再配布した
り、SNS で共有したり、別のサイトにアップロードすると違法行為になるので注意するこ
と。
③在宅受講届
「在宅受講届」を提出できる者は、基礎疾患等を有する等で新型コロナウイルス感染症の
影響により不安を感じる学生となります。具体的には、基礎疾患を有するなど新型コロナ
ウイルス感染症の影響で重症化のリスクが高い学生、重症化のリスクが高いご家族等と同
居している学生を対象としています。
「在宅受講届」を提出するにあたっては、学生自身が基礎疾患を有する場合は、
「医師の診
断書」の添付すること。また、重症化のリスクが高い家族等と同居が理由となる場合は、
その説明を届け出ること。

４．研究活動について
①研究室・実験室への入退室について記録する。
②研究室・実験室では、定期的に窓を開けるなど換気を行う。
③研究室・実験室での作業は、身体的距離（最低１ｍ）を空けて行う。
④換気が十分にできない場所での滞在時間は可能な限り短くする。
⑤会話は必要最小限とする。
⑥共用の機器・什器は、使用前後に適宜消毒または清拭により清潔にする。
⑦その他ステージに応じた研究活動を心掛けること。
５．入構及び学内施設の利用、課外活動について
感染状況の拡大状況に応じて、本学ステージに合わせた対応方針によるものとする。
なお、課外活動については、課外活動再開計画申請により許可された課外活動団体のみ活動
を許可する。

６．その他の相談について
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、これまで感じたことのない不安やストレスを感じる
ことがあります。また、この影響により経済的に困難な状況に陥る場合もあります。本学で
は、全学的な相談窓口として、学生なんでも相談窓口を設置しています。学生生活において困
ったことや心配ごとなど、どんなことでも OK です。お気軽にご連絡ください。
【学生なんでも相談窓口】
峰地区 学生支援課 電話 028-649-5072 E-mail: gakgakus@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp
陽東地区 陽東学務課 電話 028-689-6003 E-mail: gkmyoto@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp
【こころとからだの健康相談】
保健管理センター
電話 028-649-5123 E-mail: hokekan@cc.utsunomiya-u.ac.jp

７．発熱等があった場合及び新型コロナウイルスに感染した場合の対応について
①下記の「◎」のような状態になった場合は、すぐに、かかりつけ医等最寄りの医療機関又
は「受診・相談センター」に電話で相談するとともに、以下の(1)～(3)の内容を必ず保健
管理センターに報告をしてください。また、同居者の状況についても同様に報告をしてく
ださい。
◎息苦しさ（呼吸困難）
、強いだるさ（倦怠感）
、高熱等の強い症状のいずれかがある場
合、若しくは、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が４日以上続く場合
（基礎疾患等のある方は、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状がある場合）
(1)所属・氏名

(2)現在の状況

(3)連絡先

【報告先】 (平日 8:30〜17:15）保健管理センター
（平日上記時間以外・休日）正門案内所

TEL : 028-649-5123
TEL : 028-649-5044

②かかりつけ医等や受診・相談センターに相談した結果、医療機関を受診した結果、及び、
ＰＣＲ検査の結果についても報告してください。
③新型コロナウイルスに感染した場合は、
「行動記録」
・
「接触者リスト」を速やかに提出し
てください。
（１．
（３）を参照）
④感染拡大防止の徹底を心掛けてください。
マスク着用
こまめな手洗い
消毒
３密を避ける
行動記録や接触者リストの作成
不要不急の外出や複数名での飲食を伴う会合への参加・勤務等の自粛

＊栃木県での発熱患者等発生時における相談体制
① まずは、かかりつけ医等最寄りの医療機関に電話相談
② ①に連絡できない場合は、受診・相談ワクチンセンター*に電話相談
〔ＴＥＬ：0570-052-092 9:00～21:00（土日、祝日を含む）
〕
*:都道府県によって名称が異なります。

【対応フロー】

本人

保健管理センター

医療機関等

体調不良の者

新型コロナウイルス

①息苦しさ（呼吸困難）
、強いだるさ（倦怠感）高熱等の強い症状のいずれか

感染症

がある場合

濃厚接触者と連絡を

②発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が４日以上続く場合

受けた者

③基礎疾患等のある方は、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状がある場合

①保健管理センターへ状況報告（同居者の状況についても同様に報告）
(1)所属・氏名 (2)現在の状況 (3)連絡先
【報告先】 (平日 8:30〜17:15) 保健管理センター TEL : 028-649-5123
（平日上記時間以外・休日）正門案内所 TEL : 028-649-5044
②かかりつけ医等最寄りの医療機関又は「受診・相談センター」に電話で相談

本人

指示

かかりつけ医等最寄りの医療機関又は「受診・相談セン
ター」に相談した結果を保健管理センターへ再度報告

指示に従い医療機関
の受診・検査

医療機関を受診した結果及び PCR 検査結果を保健管理セ
ンターへ再度報告
指示
濃厚接触者・体調不良者への指示

新型コロナウイルス感染症に感染

●当該者へ自宅待機の指示があった場合

●医療機関等の指示に従う

指示期間中は、登学禁止となり、対面授業は公

●登学禁止。

欠とする。

登学禁止により、対面授業は公欠とする。

保健管理センターの指示により、オンライン授

保健管理センターの健康観察に基づき、指示

業の受講は可能とする。

により、オンライン授業の受講は可能とす

公欠届（感染症）の取扱いは保健管理センター

る。

の指示による。

公欠届（感染症）の取扱いは保健管理センタ
ーの指示による。

保健管理センターの健康観察を経て、登学・授業の受講等の判断を仰ぐ

