2020 年 9 月 1 日（学生向け）

東京都立大学における２０２０年度後期の授業等実施について
本学における後期の大学方針については、8 月 5 日（水）に概要をお示ししたところですが、詳細について
以下のとおりお示しします。（大学方針は 8 月から変更ありません。）
内容が多岐に渡りますが、よく読んで留意事項を守っていただくようお願いします。

■後期大学方針概要

■後期も、授業は基本オンラインです
○後期も授業は基本オンラインとなります。引き続き積極的な姿勢で受講をお願いします。
○対面授業は、「実験・実習・演習などのうちの一部科目」となります。
以下により、対面授業の科目等をよく確認ください。
○対面授業がない限り、大学に来ていただく必要はありません。

■後期は入構規制を解除します
○後期は学生に対する大学の入構規制はありません。
○図書館（学部学科図書室含む）や情報処理教室も利用可能となっています。大学施設も是非
活用してください。

■「学生生活における感染防止ガイドライン」の確認・遵守
○学生向けに、学内外での生活における感染防止に係る留意事項をまとめた、
「学生生活における感染防止ガイドライン」を作成いたしました。
各自、必ずよく読んでいただき、行動の際の指針としてください。

■相談は遠慮なく学生相談室等へ
○学生相談室は、対面での相談業務も行っています。心配事や不安などがありましたら、遠慮なく
お問い合わせください（詳細は下記参照）。

■都内の感染状況等に応じた本学の対応 ～こまめに大学ＨＰ等の確認を～
○都内の感染状況の変化等に伴い、都から「本学への休業の再要請」が出された場合等は、
全ての授業をオンラインに移行する可能性があります。
※こまめに大学ＨＰ、Ｔｗｉｔｔｅｒ等を確認し、最新の情報入手をお願いします。
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■対面授業参加に当たって
各授業の開講方法（対面授業・オンライン授業等）をよく確認を
○対面授業は、実験・実習・演習などのうち、一部の科目での開講となります。
〇後期においても、多くの科目においてオンライン授業が継続します。
オンライン授業は、前期に引き続き自宅で受講するようにしてください。

【対面授業に当たって】健康管理について
○通学前に、毎朝必ず「検温と自身の体調（息苦しさ、強いだるさ等の症状の有無等）確認」
を行ってください。
〇軽度であっても何らかの症状が確認される場合は、無理をせず自宅で休養してください。
こうした理由による授業欠席については、可能な限り履修上の配慮を行いますので、必ず速やか
に教務課又は各教務係※にその旨連絡してください。
〇また、自身に感染疑いがある場合や、濃厚接触者となっている場合や、同居しているご家族等
に新型コロナウイルス感染症に感染した方がいる場合等についても、できるだけ速やかに各
教務係にご連絡いただくようお願いします。
※詳細は「P4:大学内の連絡先一覧」参照

対面授業参加について
■授業スケジュール（オンライン・対面）を十分に把握してください。
オンライン授業は自宅での受講を原則としますが、一部の学生においては、やむを得ずオンライ
ン授業を大学内で受講せざるを得ない時間割となる可能性があります。また、一部の対面授業は
開講時間が変更＜時間割変更＞となっている場合があります。
「いつ大学に行くのか」、「どの授業が対面で、どれがオンラインなのか」などについて、事前に大
学ホームページや授業担当教員からの連絡等により、十分把握するようにしてください。
■オンライン授業は自宅で受講【原則、大学内でオンライン授業を受講しない】＜重要＞
多くの学生が同時に学内でオンラインを受講すると、学内のネットワークに甚大な影響が発生す
ることが懸念されます。
オンライン授業は可能な限り自宅で受講してください。ただし、時間割上、学内でオンライン授業
を受講せざるを得ない場合については、大学で対応します。
■その他
現在、地方の実家等で過ごされていて、対面授業に参加することが難しいなどお困りの事情が
ありましたら、可能な限り柔軟な対応をしますので、各教務係へ御連絡ください。

学内における留意点 ～あなたと大学全体のために～
■学内滞在時や移動の際には、マスクの着用など咳エチケットをお願いします。
■「３つの密」を避けた行動をお願いします。
授業終了後や、食事の際について、特に注意をお願いします。
■手洗いを「正しいタイミング」かつ「正しい方法」で行ってください。
・タイミング：来学時、食事前後、共用の設備・教材等を使用した後、鼻をかんだ後等
・方法：石鹸を使用し、３０秒以上かけ手首まで洗い、十分水で流し、清潔なハンカチ等で拭く
■身体的距離（１～２ｍ程度）確保 ： 列に並ぶ際などに十分ご留意ください
※詳細は「都立大・学生生活のための感染防止ガイドライン」参照
※各教務係：学部１年生・2 年生（健康福祉学部除く）は教務課、学部３年生（健康福祉学部は２年生以上）以上及び大学院生は各所属の教務係
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【本学学生における後期の対応】
項 目

内

容

備 考

■学生への入構規制は解除となります。

大学への
入構

（学内関係者は入構可能となります。）
■授業や図書館等の施設利用、窓口への申請などの際に、
大学内に入構していただくことが可能です。
■後期の授業については、オンライン授業を基本として、

授業に
ついて

【注意点】

実験・実習及び一部の演習等について、対面授業を実施する

・対面授業とオンライン授業が

予定です。

同一日に重なる場合でも、オ

■各授業の開講方法については、「後期授業科目別開講方法一

ンライン授業は自宅で受講す

覧表（＊）」をご覧ください。 （＊）学生ポータルに掲出します。

るようにしてください。

各自、（オンラインと対面など）授業開講方法や時間割（変更

・時間割上、学内でオンライン

となっている場合があります）をよく確認してください。

授業を受講せざるを得ない場

■受講上の留意点を①「対面授業受講時の留意事項」に整理し
ておりますので、必ず読んでおくようにしてください。

合は、教務課又は各教務係あ
てにご連絡ください。

■感染拡大防止策の徹底を前提として、研究活動を実施する

研究活動

ことができます。
詳細は、各研究室からの指示に従ってください。
■図書館（本館、日野館、荒川館）は、遠隔サービスを継続しつ
つ、窓口サービス及び施設の一部が利用できます。
■具体的には、窓口サービス（貸出等）、施設利用（閲覧席等）な

図書館の
利用

どの利用が可能です。

【注意点】
・閲覧席とパソコンについて、
利用数の制限等があります。
・アクティブエリアは使用不可

■詳細は②「後期における東京都立大学図書館の利用につい
て」をご確認願います。

となっています。
・ノートパソコンの貸出は行い

■なお、各学部学科図書室も利用可能です。詳細は、各図書室

ません。

にお問い合わせください。
■南大沢キャンパスにおいては、１号館及び情報処理施設内の
情報処理教室を利用することが可能です。

情報処理
教室の利用

■詳細は③「後期における情報処理教室（南大沢）の利用につ
いて」をご確認願います。

【注意点】
・利用者数の制限及び教室数
の変更等があります。
・開放の詳細は TMUNER の

■日野キャンパス、荒川キャンパスについては、別途お知らせい
たします。ＨＰ等をご確認ください。

開放スケジュールを参照して
ください。

■各窓口（学生課、キャリア支援課、教務課、各教務係等）

窓口・相談
等

については、ご利用いただくことが可能です。
■郵送・メール・電話等での手続きや対応も可能です。
■学生相談等は、④「学生の皆さんへ～学生サポートセンター
からのお知らせ」をご参照ください。

課外活動

■学生サポートセンターに活動計画を認められた団体は、屋外

【注意点】

施設などの利用可能施設において、活動が可能となります。

・合宿、飲食を伴う会合等は

■詳細は、⑤「後期課外活動ガイドライン」をご参照ください。

自粛をお願いします。
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【大学内の連絡先一覧】
・

体調不良等の連絡先は、下記「対象となる学生」の所管部署に連絡してください。

・

受講科目等についてのお問い合わせも、下記をご参照の上ご連絡ください。

・

対面授業に関する相談を希望する場合は、9 月上旬頃に学生ポータル等で周知するフォームに入力して
ください。（9 月 30 日（水）締切<厳守>）

■南大沢キャンパス
対象学生

対象となる

所管部署

連絡先

授業科目
学部１,２年次

全学共通科目

教務課

tmu-kyomu★jmj.tmu.ac.jp

学部３,４年次

学部専門教育

人文社会学部/人文・社会系

jinbun-info★jmj.tmu.ac.jp

大学院

科目

人文科学研究科

大学院科目

法学部/法学系

（健康福祉学部２
年次除く）

hougaku-kyoumu★jmj.tmu.ac.jp

法学政治学研究科/社会科学
研究科（法学政治学専攻）
経済経営学部/経営学系

biz★jmj.tmu.ac.jp

経営学研究科/社会科学研究
科（経営学専攻）
理学部/理工学系

rikou.r★jmj.tmu.ac.jp

理学研究科/理工学研究科
都市環境学部

fues-k★jmj.tmu.ac.jp

都市環境科学研究科

■日野キャンパス
学部３,４年次

学部専門教育

システムデザイン学部

大学院

科目

システムデザイン研究科

hino-kyoumu★jmj.tmu.ac.jp

大学院科目

■荒川キャンパス
学 部 ２ , ３ , ４ 年 学部専門教育 健康福祉学部
次

科目

大学院

大学院科目

a-kyomu★jmj.tmu.ac.jp

人間健康科学研究科

■晴海キャンパス
大学院

大学院科目

法学政治学研究科

ls-info★tmu.ac.jp

（法曹養成専攻）

（１番目の文字は小文字の「ｌ(エル)」です。）

経営学研究科

biz★jmj.tmu.ac.jp

■丸の内キャンパス
大学院

大学院科目

社会科学研究科（経営学専攻）

■国際課
交換留学生

国際交流科目等

国際課

inbound-to-tmu★jmj.tmu.ac.jp

※「★」を「＠」に置き換えて入力してください。
4

【参考】本学における感染防止対策【2020 年 10 月 1 日～】
学生生活で留意すべき事項の周知・徹底（ガイドラインの配布等）
学生の体調管理や体調不良時の自宅療養の徹底をはじめとして、感染防止に係る学内外での注意事項を
詳細にまとめた「都立大・学生生活のための感染防止ガイドライン」を作成・配付するなど、学生の一人ひとり
の感染防止や感染拡大防止対策を徹底します。

学内各所への消毒薬の設置
学内各所に消毒薬を配置しています。
【主な設置場所】
・建物入口、各教室前、学生室、研究室前、図書館・情報処理教室内、食堂内、各窓口前 等

飛沫感染防止対策
飛沫感染防止のため、主に以下の対策を実施しています。
【窓口】
・窓口にビニールシート又はアクリル板の設置
・窓口対応職員のマスク又はフェイスシールド装着
【教室】
・教壇前に飛沫感染防止のアクリル板設置
【食堂】
・テーブルに飛沫感染防止のための仕切り板（アクリル板）設置

清掃・消毒
・共用部（ドアノブ、スイッチ）、教室等については、定期的な清掃に加え、消毒液による定期的な消毒を
行っています。
・図書館、情報処理教室等は共用部分のほか、机・PC などの定期的な消毒を行っています。
・実験機器等の共用物やマイク等についても、定期的な消毒を行っています。

換気
・教室等では換気に重点を置いた空調運転を行っています。
・加えて、可能な限り、２方向の換気を実施しています。

教室内の定員管理
・各教室の定員を設定し、周囲の学生等との適切な間隔を確保して授業を受講できるようにしています。

各種座席・オープンスペースの運用
学内の各種座席（図書館、食堂）やオープンスペースのベンチ・テーブルについては、座席数の制限等を行っ
ています。オープンスペースについては、注意喚起も併せて掲示しています。

各研究室における入退室管理等
各研究室において、研究室内の密防止などを踏まえた研究体制の構築と合わせて、日々の研究室の入退室
管理を徹底しています。

必要な備品・消耗品の確保
各キャンパスに非接触型体温計を配置するなど、必要な備品・消耗品等を確保しています。
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