
 

 

 

 

令和５年４月入学者（石川キャンパス学生）の大学構内への出入り等について 

  

  

新入生は、体調等に問題がなければ、本学到着後、大学構内への出入りを可能とします。

大学構内では、「三つの密を避ける」、「人と人との距離を確保する」、「手洗いなどの手指衛

生を心掛ける」等の基本的な感染対策を励行してください。マスクの着用については、別途

通知します。 

 

〇入学者オリエンテーション 

４月５日からのオリエンテーションは対面で実施します。新型コロナウイルス感染症の罹患者

又は濃厚接触者、あるいは発熱等の体調不良で登学できない学生は、後日録画を視聴することと

なります。詳細は学生生活係（gakusei@ml.jaist.ac.jp）にお問い合わせください。  

 

〇導入配属先の研究室への配属 

新入生は４月６日（木）１４時３０分以降に導入配属先の研究室に配属されます。新型コロナ

ウイルス感染症の罹患者又は濃厚接触者、あるいは発熱等の体調不良で登学できない場合は、学

生生活係（gakusei@ml.jaist.ac.jp）に連絡してください。  

 

〇JAIST シャトルバスの利用 

新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策を励行した上で、利用可能とします。シャトル

バス内は空間の密閉性が高く、換気が不十分になる可能性があるため、バス乗車時にはマスクを

着用するものとします。 

 

〇J-BEANS、附属図書館等の利用  

新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策を励行した上で、利用可能とします。 

 

〇食堂及び売店の利用    

新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策を励行した上で、利用可能とします。 

  

〇体育館及びトレーニングルームの利用 

新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策を励行した上で、利用可能とします。 

  

〇その他 

新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、上記の取扱いを変更することがあります。  

  



 

 
 
 
Access to the facilities of JAIST for students entering in April 2023 

  
  

After arrival, you will be allowed to access the facilities of JAIST if there are no issues 
with your health.  Please take basic infection control measures on campus, such as 
"avoid the three Cs", "keep a safe distance from others”, and "practice hand washing and 
other hand sanitation".  As for wearing a mask, we will announce you separately. 
 
 
〇Orientation 

The orientation starting from April 5 will be held face-to-face. If you have been 
infected with COVID-19 or have been a close contact, or if you are unable to come to 
school due to a fever or other illness, you will be required to watch the recording at a 
later date. Please contact the Student Welfare Section (gakusei@ml.jaist.ac.jp) for the 
details. 

 
〇Temporary lab assignments 

You will be temporary assigned to a laboratory after 14:30 on April 6. If you have been 
infected with COVID-19 or have been a close contact, or if you are unable to come to 
school due to a fever or other illness, please contact the Student Welfare Section 
(gakusei@ml.jaist.ac.jp). 

 
 
〇Use of JAIST Shuttle Bus 

You can use JAIST Shuttle Bus  after taking  basic measures to prevent the spread of 
COVID-19 infections. Please wear a mask when boarding the bus, as the space inside 
the bus is highly airtight and ventilation may be insufficient. 

 
〇Use of J-BEANS and JAIST Library 

You can use J-BEANS and JAIST Library after taking basic measures to prevent the 
spread of COVID-19 infections. 

 
〇Use of Cafeteria & JAIST Shop 

You can use the Cafeteria & JAIST Shop after taking basic measures to prevent the 
spread of COVID-19 infections. 

 
〇Use of Gymnasium and Training Room 

You can use the Gymnasium and Training Room after taking basic measures to 
prevent the spread of COVID-19 infections. 

 
〇Others 

Please note that the above treatment is subject to change depending on the situation of 
COVID-19 infection. 


