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恵泉女学園大学 教育活動実施方針（2020新型コロナ感染症対策） 
 

本学で安心・安全な教育活動をおこなっていくために、基本方針に基づき、場面・状況に

応じた感染症拡大防止に係る対策・対応を行う。 

 

1．大学の教育活動・学生活動等可否に係る基本方針 
 

緊急事態宣言発令期間 

  発令日以降、授業はすべてオンライン授業に切り替え実施 

  学生活動は禁止（学内外問わず） 

  学食・三省堂・スクールバス停止 

    

外出自粛要請発令期間 

対面実施授業についても、週単位（発令日～期間終了日の週末まで）で 

対面実施なし・オンライン授業実施   

学生活動は禁止（学内外問わず）  

  学食・三堂は委託会社の方針のもと営業可否を決定 

  スクールバスは、減便でも原則運行継続（ただし、委託会社方針により停止

となる場合あり） 

 

週末等休日について外出自粛要請発令期間 

授業は原則予定通り（講義：オンライン、実習・実技・ゼミ：対面） 

  学生活動は条件付きで可 

   ＊不特定多数の人が集まる場所への参加活動は不可 

  学食・三省堂：営業、スクールバス：運行 

 

 

 

2．2020 年度秋学期授業実施方針 
◆実習系（実習・実技・ゼミ等）の授業科目については対面実施、その他講義系の授 

業科目については原則オンラインで実施。 

＊体育実技（エアロビクス、太極拳）については、オンライン実施 

ただし、「1. 大学の教育活動・学生活動可否に係る基本方針」に従って、学期途中で 

も全授業がオンライン授業に切り替わる可能性がある。 

◆学生は、実習系科目の授業で大学へ出校する日は、履修している講義系授業科目は大 

学でオンライン授業を受講。 

◆学生は、大学での学修生活に必要なツールとして、必要最低限のスペック（Microsoft  

Word,Excel, PowerPoint）を備えたノート PCを用意する。 

   ➡「参考資料 1 ノートパソコンのご購入にあたって（ご参考）」p5参照 

「9.短期貸与奨学金（PC購入・コロナ緊急支援対応）について」p4参照 

 
（１）対面授業実施・受講における感染防止対策・注意 

  ①マスク着用・手洗い(石鹸利用)・除菌 

・全員マスク着用で授業に参加。 
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   ただし、聴覚障がい学生が履修する対面授業においては、教員はマウスシールド 

もしくはフェイスシールドを着用 

・こまめな手洗い(石鹸利用)奨励。 

・ドアノブ、テーブル等の事前・事後の清掃、除菌。 

・備品等の使い回しをしない。 

・資料配布は手渡しせず、机等に設置し各自が取る。 

 

②換気の徹底 

・教室のドアを常時開放する。 

・教室の窓を定期的に開放し換気を行う。 

 

③教室における密集の回避 

・履修学生の間隔を可能な限り保ち、1 部屋あたりの人数を一定数に制限。 

・密集した形式での会話やグループワーク・討論を避ける。 

＊十分な間隔を取った形式でのグループワーク・討論は可。 

   

④授業終了後はすみやかに帰宅 

   ・教員、学生とも大学での授業がすべて終了したら、すみやかに帰宅をする。 

 

（２）オンライン授業実施・受講における注意 

①教員は、春学期オンライン授業における利点・改善点（Google Classroom「オンラ 

イン授業のためのプラットフォーム（教員用）」、「春学期学生のオンライン授業に 

ついてのアンケート結果」）を確認し、新しい授業形式を工夫する。 

     ➡同時双方向型オンライン授業における休憩時間（画面 OFFなどリラックスタ 

イム）の設定・授業時間の遵守など 

   

②学生は、同時双方向型オンライン授業出席にあたっては、必ず恵泉メールアカウン 

トを使用する。 

 

 

3．学生・教職員の出校判断について 
 ◆各自健康状態を日々確認（朝の検温）必須 

◆コロナ感染症罹患のおそれがある、体調不良であるなどの時には出校しない 

  判断に迷う不安のあるとき、出校判断フローチャートに基づき判断 

      ➡「参考資料 2 出校判断フローチャート」（p6・7）参照 

 ◆接触確認アプリ「COCOA」登録推奨 

      ➡「参考資料 3 新型コロナウイルス接触確認アプリ COCOA」（p8）参照 

◆学生・教職員とも、感染が判明した場合には、大学へ必ず報告（学生でゼミ教員等を 

通じての連絡となった場合は、事務局から当該学生に確認連絡） 

      ➡「参考資料 4 登校禁止対象者とその期間」（p9）参照 

   

 

4．スクールバスについて 
 ◆バスダイヤ増便運行（座席満席になり次第発車） 

◆運転席には感染防止用に仕切り設置 

◆運行時は窓開放、運行合間に適宜バス内消毒 
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（１）利用時注意 

①バス待ちの間、乗車の間もマスク着用。 

②階段壁寄りに 1列に並んで待つ。 

③乗車待ちおよび乗車中は、飲食厳禁・私語厳禁のルールを守る。 

④乗車は原則着席、ただし状況によっては間隔をとった立ち乗りあり。 

⑤降車後大学入構の際は、手洗い等手指消毒をおこなう。 

 

（２）スクールバス維持費 

春学期徴収済みのスクールバス維持費は、秋学期分として振替させていただきます。 

 

 

5．事務室・キャンパス内各施設利用について 
（１）各棟事務室［庶務・学生・教務・入試・就職・園芸教育］ 

◆入口にアルコール消毒液設置、カウンターに感染症拡大防止用の仕切り板設置。 

  ◆学生相談は予約制とし、各事務室に入室できる人数は制限する。 

◆エントランス等での掲示物等情報は＠Kにて配信、指定期間中に窓口で受領できる

工夫などを行う。 

 

（２）学習・研究利用施設［教室・図書館・メディアセンター］ 

◆入口にアルコール消毒液設置、カウンターに感染症拡大防止用の仕切り板設置 

または対応用フェイスフィールド利用。 

  ◆室内換気（窓・ドアの開放）。 

  ◆机・機器等利用後の消毒。 

   

（３）学食 

  ◆食券購入、食事受け渡し、片付けの動線整理。 

  ◆カウンターに感染症拡大防止用の仕切り設置。 

  ◆座席レイアウト変更（テーブルの片側のみに一方向で着席可）。 

◆定期的な換気・消毒・除菌。 

◆マイカップ、マイ箸持参推奨。 

 

  ①利用者は手洗い・消毒の上利用 

②座席は一方向に向いて着席 

  ③食事中は私語厳禁 

  ④食事後は使用したテーブルを除菌・消毒（セルフ） 

  ⑤学食提供のメニュー以外での食事禁止 

⑥食事以外での学食利用・滞在は不可 

    ※持参弁当等は学生ラウンジ（L棟、F-G棟地下ラウンジ）、空き教室利用可。 

     ただし、利用後は設置されている消毒液等で除菌・消毒すること。 

 

（４）三省堂 

  ◆店内動線整理、入店者数制限。 

 

（５）健康管理室 

  ◆休養での利用は不可。 
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（６）カウンセリングルーム 

  ◆カウンセリング（オンライン・対面）は完全予約で実施。 

  ◆対面の場合は、入室前手洗い・室内換気に留意。 

 

（７）講師控室・学部研究室 

  ◆飲み物提供なし・講師控室での教員の弁当注文、手配あり。 

  ◆室内換気（窓・ドアの開放）。 

  ◆学生入室禁止の徹底。 

 

（８）L棟、F・G棟学生ラウンジ 

  ◆座席レイアウト変更。 

 ◆定期的な換気・消毒・除菌（ドア開放）。 

  

（９）チャペル 

  ◆入室前の手洗い。 

◆室内換気。 

 

 

6．大学キャンパス内で体調不良になった場合について 
 ◆体調不良時はすみやかに帰宅。 

 ◆公共交通機関利用可（場合によって家族による送迎）。 

 

  ①授業中の場合：学生の場合、教員に申し出て帰宅、教員は学生名を記録、事務所に 

報告。時間・学生名・教員名・授業名を記録。 

教員の場合、学生に説明したうえで事務所に申し出て帰宅。 

事務は、時間・教員名・授業名を記録。 

  ②授業以外（空き時間等）の場合：学生・教員とも事務所に申し出て帰宅。 

時間・学生名 or教員名を記録。 

   

 

7．秋学期大学行事・学生活動について 
□全学保証人懇談会 オンライン懇談会 8/29（土）午後実施予定、その他適宜実施  

□入学式 9/3（木）実施予定 

□卒業式 9/17（木）実施予定 

□恵泉祭 11/8（日）中止 

 □学生の課外活動（クラブ・サークル） 当面 ZOOMでの活動、勧誘等を推奨 

  ※問い合わせ先：学生課 042-376-8213 

 

 

8．短期貸与奨学金（PC 購入・新型コロナ緊急支援対応）について 
◆無利子・上限 10万円の貸与。 

◆卒業年度の 12 月末実までに返済。 

  ※問い合わせ・手続き先：学生課 042-376-8213 
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参考資料 1 ノートパソコンのご購入にあたって 

 

１．推奨スペック（オンライン授業用） 

OS     Microsoft Windows 10 Home、Pro（※Windows 10 S モードは不可） 

または Mac OS 10.9 以降 

CPU     Intel Core i3（Core2Duo 2GHz）以上  

または AMD Ryzen 3 以上 

メモリ    4GB 以上 

ストレージ  SSD 128GB 以上 または HDD 500GB 以上 

サイズ    13.3 インチ または 15.6 インチ 

カメラ・マイク内蔵 

LAN     無線 LAN 内蔵、有線 LAN ポートがあればなお可 

インターフェイス  HDMI ポート 

USB ポート（2 個以上あると便利※） 

※ 1 個のみの場合は USB ハブを併せて購入されることを 

お勧めします。 

例：全長 10cm、4 ポート程度追加、バスパワー、 

1,500 円程度 

基本ソフトウェア  Microsoft Office Home and Business （または Office365） 

２．その他に購入すると便利な物  USB メモリ 1GB 程度 

３．ご家庭のお考えにより推奨スペック以上のパソコンを どちらのメーカー、販売店、 

Web 等で購入されましてもよろしいかと存じます。 

また、上記に記しました推奨スペックを目安に購入されます 10 万円未満のノート

パソコンでも、オンライン授業の受講は十分可能です。 

以上 
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参考資料 2 出校判断フローチャート 
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参考資料 3 新型コロナウイルス接触確認アプリ COCOA 
 

 



2020 年 7 月 31 日 

恵泉女学園大学 

9 

参考資料 4  登校禁止対象者とその期間 

 

 

*1  ①：発症日から 10 日間かつ症状軽快後 72 時間経過 

   ②：症状軽快後 24 時間経過後、24 時間以上間隔をあけ、２回の PCR 検査陽性 

 

*2  ①：検体採取日から 10 日間経過  

   ②：検体採取日から 6 日間経過後、24 時間以上間隔をあけ、2 回の PCR 検査陰性 

 

 

状況 登校禁止期間 

 PCR 陽性(+) 入院（有症状） 退院基準に達するまで *1 

  宿泊療養（無症状） 宿泊療養棟解除基準に達するまで *2 

濃厚接触者 自宅 
PCR 結果にかかわらず、最終暴露日から

14 日間の健康観察期間終了まで 

濃厚接触者と同居                              

または                                     

濃厚接触者と濃厚

な接触状況 

  

自宅 

濃厚接触者の PCR 結果が出るまで 

 

(濃厚接触者が PCR(+)の場合 

 ⇨ 相談センター・医療機関に相談。 

その結果期間延長あり 

 

何らかの自覚症状

がある場合 

医療機関を受診 

相談センターに相談 

それぞれの機関で登校可能と判断された

日まで 

 

海外からの帰国・

入国 
自宅 

PCR 結果にかかわらず、14 日間の健康

観察期間終了まで 


