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本学関係者の皆様 
 

 教育推進部門長 川市 正史  
 

令和３年度春学期からの授業実施要領について（通知） 
 
  令和３年度春学期（４月）からの講義は、新学年開始時には全国からの新入生及び在学生が移動するこ

とを考慮し、感染拡大防止策として、約２週間の経過観察期間を設けることとします。このため、令和３年４月

１９日までの序論科目と一部の基盤科目については、原則授業アーカイブを利用することとします。授業ア

ーカイブは、カリキュラムに示された講義日程に従って視聴してください。 
令和３年４月２０日からは、十分な感染対策を講じた上で、原則対面講義で行います。 
個々の講義に関する諸注意事項は、シラバスシステム上に記載されますので注意してチェックしてくださ

い。 
詳細な対面授業実施要領は以下の URL に載せてあります。学生に関連した部分を確認してください。 

 
  URL：https://ad-info.naist.jp/gakusei/gakumu_kankei/risyu/2021_春学期からの授業実施要領.pdf 
 
新型コロナウイルスの感染予防のため、特に以下の点に注意してください。 
 
１．体温を測り、平熱を超える発熱あるとき、風邪様症状、味覚や嗅覚の異常がある時は出席を自粛してくだ

さい。特に 37.5℃以上の発熱があるときには、必ず欠席してください。 
 
２．入室前に消毒用アルコールで手指の消毒をし、教室内では必ずマスクを着用してください。 
 
３．教室内では印の付いた席にのみ座ってください。 教室の入口と出口が指定されている時には、その指

示に従ってください。履修者が多いため、講義室を分ける場合は、原則、早く教室に着いた順に着席し、

座れなくなったときは別の指定された教室に移動してください。 
 
４．発熱や風邪様の症状で欠席する場合は、授業アーカイブを視聴することで履修を認めることがあります。

欠席の場合は学務係及び講義担当教員にメールで連絡しください。 
 
５．特別な理由（例：基礎疾患を有するなど重症化のリスクが高い学生、通学のために要する移動距離が長

い学生、重症化リスクが高い高齢者と同居している学生など）で、感染のリスクを最小にする必要がある場

合は、Webex 等で同時オンライン授業を受けることを許可される場合があります。講義担当教員の許可を

受けてください。 



 
 
 

[問い合わせ先] 

教育推進部門 

電話：0743-72-5924 

E-mail：ded@ad.naist.jp 

教育支援課学務係 

電話：0743-72-5932 

E-mail：g-gakumu@ad.naist.jp 

 



March 29, 2021 
To all students: 
 
Spring Semester Instructional Guidelines for Face-to-Face Lectures 
 
The spring semester lectures will have a two-week observation period as a measure to prevent the spread of 
infection. For this reason, the archives will be used for the introductory subjects and some basic subjects until 
April 19. Please view the archives according to the lecture schedule shown in the curriculum. 
In principle, face-to-face lectures will be held from April 20th, while taking sufficient infection prevention 
measures. 
 
Please check the syllabus system for notes on classroom changes and other matters related to individual subjects. 
Please refer to the details of the face-to-face lectures, posted at the following URL. 
URL： https://ad-info.naist.jp/gakusei/gakumu_kankei/risyu/2021GuidelineFace-to-FaceLectures.pdf 
 
In order to prevent the spread of new coronavirus (COVID-19) infection, please pay particular attention to the 
following 
 
1 Refrain from attending class if you have a fever above your normal temperature, cold-like symptoms, or 
abnormalities in your sense of taste or smell. If you have a fever of 37.5 degrees Celsius or higher, you must not 
attend class. 
 
2 Disinfect your hands with rubbing alcohol before entering the classroom and wear a mask when in the 
classroom. 
 
3 Please sit only in the marked seats in the classroom. If there are designated entrances and exits to the classroom, 
please follow the instructions for these. 
 
4. If you are absent due to a fever or cold-like symptoms, you may be allowed to take the class by viewing the 
lecture archives. If you will be absent from a class, please contact the Academic Affairs Section and the subject 
lecturers via email. 
 
5. If you need to minimize the risk of new coronavirus (COVID-19) infection for special reasons, such as living 
with elderly family members, you may be allowed to take concurrent online classes using Webex or other 
methods. Permission must be obtained from the subject lecturer(s). 
 
6. If it is necessary to distribute students to several classrooms because of many students registered the subject, 
early arrivals should be seated first, and when there are no more seats available, they should be moved to another 



assigned classrooms. 
 
For inquiries:  
Division for Educational Development,  
Institute for Educational Initiatives 
Email: ded@ad.naist.jp 
 
Academic Affairs Section, 
Educational Affairs Division 
Email: g-gakumu@ad.naist.jp 
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