
                                （学部入学生用） 
令和２年３月 27 日 

 

富山大学医学部及び薬学部新入生の皆様へ 
 

                                  富山大学杉谷(医薬系)キャンパス 

                                       医 薬 系 学 務 課  
 
 

新入生オリエンテーション、入学式の開催について（お知らせ） 

 

 

  このたびは，富山大学へのご入学おめでとうございます。令和２年度新入生オリエン

テーション、入学式については、新型コロナウイルス感染対策を講じた上で下

記のとおり実施しますので、ご出席くださるようお願いします。 

 なお、今後の状況に応じて、中止を含む変更を行う場合がありますので、引き続き本学

ウェブサイトをご覧ください。 

                                     記 

 

※4 月 3 日以降のスケジュールの詳細については、4 月 2 日（木）に説明します。 

 

○令和２年４月２日（木）  

 

午前：学生生活オリエンテーション 

午後：学科（専門教育）オリエンテーション 他 

 

開始時刻、場所は、下記のとおりです。学部によって異なりますのでご注意 

ください。また、受付の混雑を避けるため、余裕をもって集合してください。 

「学生身上調書」、「預金口座振替依頼書」を提出してください。 

 

●医学部（医学科、看護学科）：  

開始時間 ： 9：40～（受付 9：00～） 

場  所 ： 講義実習棟大講義室 

 

●薬学部（薬学科、創薬科学科） 

    開始時間 ： 9：00～（受付 8：30～） 

場  所 ： 医薬イノベーションセンター日医工オーディトリアム 

 

＊４月２日（木）は五福キャンパス黒田講堂前から、杉谷キャンパス行き（直通）の臨時

バスを運行します。 

  黒田講堂前出発時刻 ７：４５発 ８：１０発 ８：３０発 

（乗車人数に限りがありますので、可能な限り公共交通機関をご利用ください。） 
 
○令和２年４月３日（金）  

 

教養教育オリエンテーション 

午前： 教養教育全般の説明 

午後： 学科毎の卒業要件の説明、履修計画作成  

 

 



                                （学部入学生用） 
 

○令和２年４月６日（月）  

 

・午前  医学科のみ  早期基礎臨床体験実習（4 月 6 日(月)～4 月 7 日(火)） 

・午後   医学科、看護学科、薬学部（学科ごと時間指定） 

       教養教育科目履修登録   ：講義実習棟情報処理実習室（大） 

       定期健康診断（胸部Ｘ線撮影など）：（受付）医薬学図書館ロビー 

 

○令和２年４月７日（火） 
・ 医学科のみ  早期基礎臨床体験実習 

 

○令和２年４月８日（水）  

   ・ 入学式 １０：００～（入場開始：９：３０～）：杉谷キャンパス体育館 

・午後     クラス別懇談会、クラス写真撮影 

https://www.u-toyama.ac.jp/outline/event/index.html#event_200408 

 

 

当日は、会場入口等でのアルコールによる手指消毒及びマスクの着用をお願いします。 

普段から感染予防を心がけ、体調管理に十分ご留意ください。 

健康チェックシート（郵送ずみ、医・薬学部の HP からダウンロードもできます）を、

オリエンテーション初日（4 月 2 日（木））の朝、自宅で記入し、会場の受付で提出して

ください。提出しない場合は、会場に入場することはできません。忘れず持参ください。 

 

次のいずれかに該当する方は、他の学生への感染防止のため、オリエンテーションへの

参加を禁止します。 

・感染症危険地域から帰国・入国してから 2 週間が経過していない方 

・本人及び同居のご家族などに発熱等の風邪症状がみられる方 

 

該当者は、オリエンテーション欠席の旨、メールで、mpkyoumu@adm.u-toyama.ac.jp 

にお知らせください。（メールのタイトル：新入生オリエンテーションの欠席） 

 

感染症危険地域（3 月 26 日現在） 

 

中国（香港，マカオを含む。），韓国，イラン，イタリア，サンマリノ，バチカン市国，

スイス，スペイン，アイスランド，オーストリア，オランダ，スウェーデン，スロベニア，

デンマーク，ドイツ，ノルウェー，フランス，ベルギー，リヒテンシュタイン，ルクセン

ブルグ，アンドラ,モナコ，エストニア，ギリシャ，スロバキア，チェコ，ハンガリー，フ

ィンランド，ポーランド，ポルトガル，マルタ，ラトビア，リトアニア，英国，アイルラ

ンド，キプロス，クロアチア，ブルガリア，ルーマニア，エジプト，米国，イスラエル、

カタール、バーレーン、インドネシア、 シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベ

トナム、マレーシア、コンゴ民主共和国 

感染症危険地域は、今後も増えることが予想されます。  

http://www.u-toyama.ac.jp/news/2020/0203.html#Immigration をご確認ください。 

 

 

今後のオリエンテーションの変更情報は、下記のウェブサイトでご確認ください。 

富山大学ウェブサイト（https://www.u-toyama.ac.jp/）  

 医学部ウェブサイト （http://www.med.u-toyama.ac.jp/） 
薬学部ウェブサイト （http://www.pha.u-toyama.ac.jp/） 

 

mailto:mpkyoumu@adm.u-toyama.ac.jp
http://www.u-toyama.ac.jp/news/2020/0203.html#Immigration
https://www.u-toyama.ac.jp/
http://www.med.u-toyama.ac.jp/
http://www.pha.u-toyama.ac.jp/


【重要】令和２年度入学式について（３月２６日時点） 

 

 富山大学では、入学式の重要性、富山県における感染状況、政府の専門家会議における検討状況などを

踏まえ検討した結果、入学生の安全を最優先に考え、学部の分散、式典時間の短縮、参加者同士の距離を

保つ、式場内の換気に努める、アルコール消毒液を設置する等の感染予防対策を講じた上で、入学式を 

下記のとおり挙行することといたしました。 

 なお、今後の状況に応じて、中止を含む変更を行う場合がございますので、引き続き本学ウェブサイト

をご確認ください。 

  

 挙行日程 令和２年４月８日（水）  

時間 対象学部 会場 

８：３０入場開始 
９：００開式 
９：１０閉式 

人文学部、人間発達科学部、経済学部 富山市総合体育館 

９：３０入場開始 
１０：００開式 
１０：１０閉式 

医学部、薬学部 杉谷キャンパス体育館 

１０：３０入場開始 
１１：００開式 
１１：１０閉式 

理学部、工学部、都市デザイン学部 富山市総合体育館 

１３：００入場開始 
１３：３０開式 
１３：４０閉式 

芸術文化学部 高岡キャンパス講堂 

 ※大学院の入学式は行いません。 

 

【入学生の保護者及びご家族の方へ】 

・ 令和２年度入学式は、入学生のみにて行うこととさせていただき、保護者及びご家族の方はご参列

いただけませんので、ご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。 

 

【入学生の方へ】 

・ 開式時間までに入場し、指定された座席に着席してください。（座席は学籍番号で指定します。） 

・ 当日は、会場入口等でのアルコールによる手指消毒およびマスクの着用をお願いいたします。また、

普段から手洗い、アルコールによる手指消毒、マスク等の咳エチケットによる感染予防を心がけ、体調

管理に十分ご留意ください。 

・ 次のいずれかに該当する方は、他の参列者への感染防止のため、入学式への参加を禁止します。 

 ① 挙行日（４月８日）時点において、感染症危険地域から帰国・入国してから２週間が経過していな

い方（帰国以降に渡航した国・地域が感染症危険地域に指定された場合も出席はご遠慮ください。） 

 ② 本人および同居のご家族などに発熱等の風邪症状が見られる方 

 

【在学生の方へ】 

・ 公衆衛生上の観点から、在学生等の方（入学生以外の方）は式場内に入場しないでください。 

  富山市総合体育館周辺への来場も禁止します。 

 

感染症危険地域（３月２６日現在） 

※外務省が感染症危険レベル２以上に指定した国（一部地域がレベル２以上に指定された国を含む。） 

中国（香港，マカオを含む。），韓国，イラン，イタリア，サンマリノ，バチカン市国，スイス，スペイン，アイス

ランド，オーストリア，オランダ，スウェーデン，スロベニア，デンマーク，ドイツ，ノルウェー，フランス，ベ

ルギー，リヒテンシュタイン，ルクセンブルグ，アンドラ,モナコ，エストニア，ギリシャ，スロバキア，チェコ，

ハンガリー，フィンランド，ポーランド，ポルトガル，マルタ，ラトビア，リトアニア，英国，アイルランド，キ

プロス，クロアチア，ブルガリア，ルーマニア，エジプト，米国，イスラエル，カタール，バーレーン，インドネ

シア，シンガポール，タイ，フィリピン，ブルネイ，ベトナム，マレーシア，コンゴ民主共和国 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

富山大学 総務部総務・広報課   ０７６－４４５－６０１１ 

https://www.u-toyama.ac.jp/news/2020/0203.html


氏名 学科

１）3月20日（金）以降に海外から帰国・入国しましたか？　（3月20日も含みます）

□ はい →

□ いいえ

２）風邪の症状や３７．５度以上の発熱がありますか？または、強いだるさ（倦怠感）や

　　息苦しさ（呼吸困難）がありますか？

□ はい →

□ いいえ

３）過去2週間に同居していた人に、新型コロナウイルスの感染者はいますか?

　　また新型コロナウイルス感染者と接触がありましたか？

□ はい →

□ いいえ

・ 当日は会場入口でアルコールによる手指消毒及びマスクの着用をお願いします。

　【マスクは持参してください】

・ 次のいずれかに該当する方は、他の学生への感染防止のため、オリエンテーション等

　 への参加を禁止します。

　① 感染症危険地域から帰国・入国してから２週間が経過していない方

　② 本人および同居のご家族などに発熱等の風邪症状が見られる方

   なお、参加を禁止した方への今後の対応については、追って御連絡します。

感染症危険地域（３月２６日現在）

　※外務省が感染症危険レベル２以上に指定した国

　　中国（香港，マカオを含む。），韓国，イラン，イタリア，サンマリノ，バチカン市国，スイス，
　　スペイン，アイスランド，オーストリア，オランダ，スウェーデン，スロベニア，デンマーク，
　　ドイツ，ノルウェー，フランス，ベルギー，リヒテンシュタイン，ルクセンブルグ，アンドラ,モナコ，
　　エストニア，ギリシャ，スロバキア，チェコ，ハンガリー，フィンランド，ポーランド，ポルトガル，
　　マルタ，ラトビア，リトアニア，英国，アイルランド，キプロス，クロアチア，ブルガリア，
　　ルーマニア，エジプト，米国，イスラエル，カタール，バーレーン，インドネシア，シンガポール，
　　タイ，フィリピン，ブルネイ，ベトナム，マレーシア，コンゴ民主共和国

以下の国からの帰国・入国者は，帰国日から２週間の自宅待機を要請します。
体調に異変がある場合は速やかに大学に連絡するとともに，厚生センター・保健所等に
電話連絡の上，医療機関の受診をお願いします。

健康チェックシート
※ 本健康チェックシートは４月２日（木）開催「新入生オリエンテーション」受付時に必ず提出すること

具体的な症状：

いつ、誰と接触したか：

国名と入国日：



杉谷キャンパス案内図
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　　薬学部（薬学科・創薬科学科）　4月2日（木）9：00～　医薬イノベーションセンター　　日医工オーディトリアム
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テキストボックス
　　医学部（医学科・看護学科）　　　4月2日（木）9：40～　講義実習棟大講義室
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令和２年３月２５日 

入学生・在学生の皆様 

富山大学長 齋 藤 滋 

令和２年度前学期における授業等の実施及び休校時の 

対応について（お知らせ） 

４月からの授業等の実施及び休校時の対応について，下記のとおりお知らせいたします。 

記 

（１）授業開始及びオリエンテーションの実施について

現時点では，令和２年度学年暦に基づき，４月９日（木）から授業を開始（※）する予定

です。 

※医学科２，３，４年次は４月１日（水），看護学科２，３，４年次は４月２日（木）から開始。

また，授業開始前に予定している新入生オリエンテーションや在学生オリエンテーショ

ン等についても，現時点においては，感染防止策を講じた上で予定どおり実施します。

（２）休校時の対応について

本学で感染者が出た場合は，必要に応じて，全学又はキャンパス単位での休校を行いま

すが，授業回数の不足を補うための対応として，補講を実施することの他，オンライン授

業の実施準備を進めています。 

オンラインでの授業については，インターネット回線と，パソコンやタブレット，スマ

ートフォンが必要ですので，可能な範囲で予め，準備しておいてください。 

※準備が困難な場合は，別途対応を検討しますので，所属学部等へ御相談ください。

なお，自宅やアパート等でオンライン授業を受信する際は，通信料金（※従量制の場合，

高額になる恐れがあるため。）がどのような取扱いになっているか事前に確認しておいてく

ださい。 

オンライン授業の実施に関する詳細については，現在，調整中ですので，新入生オリエ

ンテーション（※在学生の方へは，スマートフォンアプリケーション「とみだい iNfo」や

学務情報システム）にて，お知らせいたします。

（本件お問い合わせ先） 

学務部学務課修学支援チーム 

電話：０７６－４４５－６０７８ 

E-mail：j-gakumu@adm.u-toyama.ac.jp

https://www.u-toyama.ac.jp/campuslife/pdf/r02_calendar.pdf
https://www.u-toyama.ac.jp/campuslife/procedure/index.html#Information
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