2022 年 1 月 18 日
学生の皆さんへ
文学部・文学研究科
感染拡大に対応した授業等の実施について
すでにお知らせしてありますように、学内で新型コロナウイルスの感染が拡大しています。本
日、本学の BCP レベルも 1 から 2 へ引き上げられました。それを受けて、授業・期末試験・口頭
試問、大学院入試等についての文学部・文学研究科の方針をあらためて連絡します。17 日付の通
知から変更になっている点もありますので、注意してください。
1．今学期の授業について
1）大学院科目、学部専門科目、全学教育科目を問わず、授業はすべて原則オンラインで行います。
2）実験・実習科目で、オンラインに移行できない場合は、感染防止策をこれまで以上にとって
対面で実施することもあります。
＊授業形態の変更等は、授業ごとにクラスルームで告知されますので、注意してください。
2．期末試験
文学部・文学研究科の方針は、「レポートなど非対面で行うことが望ましいが、それが難しい
場合は、これまで以上に感染防止対策を講じた上で、対面での筆記試験の実施も可能とする」で
す。授業中あるいはクラスルームで告知されますので、注意してください。
3．卒論・修論・博論の口頭試問
文学部・文学研究科の方針は、「オンラインで行うことが望ましいが、感染防止対策を十分に
とれば対面でも実施は可能とする。対面の場合は、待機場所での感染防止にも注意する。また、
学生の事情にも配慮する」です。専修・専攻分野からの連絡に注意してください。
4．大学院入試について
大学院入試は、これまでお知らせしてきた通りに実施します。

全体に全学の BCP 表のレベル 2 よりも若干きびしめの方針となっております。1 月 26～28 日の
大学院入試、2 月 12 日の AOⅢ期試験など、重要日程を控えているためです。ご理解の程よろしく
お願いします。
なお、研究室等利用のガイドラインなども変更しますが、それについては追って連絡します。
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新型コロナウイルス感染拡大防止のための東北大学の行動指針（ＢＣＰ）【改訂版】
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段階（レベル）を動かす判断は、国や地域、本学キャンパス内の状況を総合的に勘案して、対策本部において決定します。

R3.8.20 改訂

この行動指針は全学共通を原則としますが、感染状況に応じて団地又は部局ごとに判断することもあります。

R3.10.1 改訂

また、感染状況などに応じて、項目ごとにレベルを変動する場合もあります。
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●警戒情報
（警戒情報を逐次記載します。）
ワクチン 2 回接種完了後の感染事例が多くなっています。感染対策を丁寧に行ってください。
＊医療関係者およびコロナウイルス研究従事者はこの活動制限の適用範囲外です。
＊この行動指針は、感染のフェーズの変化等、今後の状況に応じ、随時見直しを行う場合があります。
＊海外渡航については、「本学構成員の海外渡航及び本邦への再入国・帰国について」（R3.2/15 通知）を参照ください。
＊各種ガイドライン参照のこと
＜研究>各部局における感染防止対策の管理体制の構築について(R2.5/11 通知)
<授業>「ニューノーマルに対応した新しい授業形態について」
BCP レベル１～３における授業実施の取扱い・対応ガイドライン（R3.9/17 通知）
<入試>令和４年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した試験実施のガイドライン（文部科学省・R3.12/28）
<課外活動>課外活動ガイドライン(R2.7/3 通知)
１０月からの課外活動（課外活動ガイドラインに定める再開ステップ Step３から Step４への変更）について（通知）（R3.9/29 通知）
<ボランティア活動>東北大学ボランティア活動ガイドライン（R2.8/5 通知）
<寮>学生寄宿舎新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた入居生活ガイドライン（R3.9/9 通知）
<催事・イベント等>催事等開催時の新型コロナウイルス感染症予防ガイドライン（R2.6/12 通知）
<図書館>附属図書館・図書室の開館（室）状況

延期又は中止

現在進行中の重要な事

2020.4.7 enactment
2020.7.21 revision
2020.9.8 revision
2021.1.8 revision
2021.4.1 revision
2021.8.20 revision
2021.10.01 revision

Tohoku University Emergency Action Plan (BCP) for Preventing Spread of COVID-19 Infection (Revised Version)
The decision to move a stage (level) is determined by the task force, taking into account the overall situation of the country, the region and the campus.
This Action Plan applies to all faculties in principle. Each department or area head can set the level deemed appropriate to the situation.
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●Warnings regarding COVID-19
(Information about warnings will be posted as they are issued.)
There have been many cases of infection after two doses of vaccination have been completed.. Please take the appropriate measures to prevent the spread of infections.
＊ These restrictions do not apply to coronavirus-related medical staff and researchers.
＊ The TU BCP may be revised at any time due to changes in the phase of infection, the situation at that time, etc.
＊ For overseas travel, please refer to the guidelines regarding overseas trips made by Tohoku University staff and re-entry/return to Japan (February 15, 2021) [In Japanese: 本学構成員の海外渡航及び本邦への再入国・帰国について]
＊ Please refer to the various guidelines that have been posted:
<Research Activities> The management system regarding measures to prevent infections within each department (May 11, 2020)
<Classes> The New Style of Conducting Classes to Coincide with the New Normal [In Japanese: ニューノーマルに対応した新しい授業形態について]
Guidelines regarding the management of classes at BCP Levels 1-3 (March 31, 2021)
<Entrance Examinations> Guidelines for entrance examinations in response to COVID-19 (December 28, 2021) [In Japanese: 令和４年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した試験実施のガイドライン]
<Student Extracurricular Activities> Guidelines for Extracurricular Activities (July 3, 2020) [In Japanese: 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策に係る東北大学課外活動ガイドラン]
<Volunteer Activities> Guidelines for Volunteer Activities (August 5, 2020) [In Japanese: 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策に係る東北大学ボランティア活動ガイドライン]
<Dormitories> Guidelines for Residents on Preventing the Spread of COVID-19 Infections (September 9, 2021) [In Japanese: 学生寄宿舎新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた入居生活ガイドライン]
<Events> Guidelines Regarding the Prevention of Coronavirus Infections at Events (June 12, 2020)
<Libraries> Libraries open with restricted services

urgent tasks that require them to
come to work.

