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【教育学部版・第１０報】 

【重要】「レベル３」から先の教育活動等に関する教育学部の考え方 

   

令和２年７月２９日（水）に本学の活動制限が「レベル２」に引き上がったばかりです

が、県内の感染状況の急激な悪化および学内関係者に感染者が出たことから、８月１日

（土）よりさらに「レベル３」に引き上げられました。 

 ５月以来の「レベル３」ですが、その頃とは状況が異なることから、改めて別添資料に

て「レベル３」における教育活動指針を示します。（研究活動については、本学の活動制

限指針をご参照ください。） 

 また、今回は「レベル４」「同５」（両レベルの違いは、県から大学への直接要請の有

無や立ち入り可能区域の違いのみであり、基本的な活動指針はほぼ同様）への引き上げも

想定されることを念頭に、ご対応いただけると幸いです。 

 いずれのレベルにおいても、必要に応じて別添の「対面授業申請書」「実施報告書」を

ご活用ください。 

 

 以下、「レベル３」またはそれ以上における【授業および期末試験】【教育実習】【教

員採用試験対策】【学生の夏期休業の過ごし方と教員からの連絡】【その他、教員の活

動】について、順に現時点での考え方を示します。 

 

【１、授業および期末試験について】 

詳細は別添資料をご確認ください。対面授業については、学部長の承認を必要としつ

つ、「レベル３」においては 10 人以下での実施のみ可能、「レベル４」以上では教育実

習準備に係る授業科目のみ実施可能です。期末試験については現状に鑑みて、全ての科目

において対面による試験を中止し、オンラインを活用した課題提出等に切り替えてくださ

いますよう、お願いいたします。 

 

【２、教育実習について】 

 教育実習を控えた学生が教材研究や模擬授業のために登校する際には、十分な感染

症予防を講じたうえで活動してもらいます。教員が指導や文献等の貸与を行う際に

は、事前にメール等で連絡を取り合ったうえで、最小限の対面時間で済むよう、ご配

慮ください。なお、「レベル４」以上になった場合には、入校する全ての学生に「入

校許可カード」を名札ケースに入れて身に付けてもらうよう指導します。 

８月下旬からの教育実習の実施については、附属小学校・附属中学校それぞれの夏休み

明けの再開の状態いかんによります。 



小・中学校において休校措置が取られる場合には、実習の期間や形態が変更になる可能性が

あります。また、分散登校や部分登校等の措置が取られる場合には実習は実施しますが、適

宜実習生の動きも縮小・制限していくことになります。 

 通常どおりの再開となる場合においても、実習生が教室や控室で３密とならないよう対策を

講じたり放課後の在校時間を制限したりするなど、危機管理を徹底してまいります。 

すでに実習生には健康管理について、ガイドラインを提示するなど詳細に指示をしておりま

すので、ご安心ください。なお、感染症に対する心身の不安による欠席は欠席扱いにしない

など、例年とは異なる対応をします。 

 既報のとおり、今年度は学部教員による授業参観や授業研究会の参加を大幅に制限いた

しますので、ご確認よろしくお願いいたします。  

 

【３、教員採用試験対策について】 

 ２次試験を受験する学生に対する指導は、遠隔でも可能なものは遠隔で行うようにして

ください。対面の必要がある場合は、授業に準じて、適宜事前申請や事後報告をお願いし

ます。学生とは綿密に連絡を取り合い、最小限の接触で済むようご配慮ください。 

 

【４、学生の夏期休業の過ごし方、および教員からの連絡について】 

 感染症は現在、全国的に拡大傾向にあり、危機的な状況はしばらく続くと考えられるこ

とから、県内で過ごす自宅生も帰省先で過ごす自宅外生も、不要不急の外出を控えるよ

う、ご指導ください。アルバイトをしたい学生もいると思われますが、勤務先の業務内容

や感染症対策についてよく検討し、慎重を期させてください。学生自身はもちろん、同居

する家族等にも健康管理にご協力いただいてください。 

 帰省した学生については、県内外の感染症の状況が落ち着いている場合でも、後学期開

始の２週間前までに沖縄に戻るようご指導ください。（ただし状況によっては、後学期も

遠隔授業中心となることが考えられます。） 

 年次指導教員は、夏休みの間、定期的に学生にメッセージを発信してくださいますよ

う、お願いいたします。 

  

【５、その他、教員の活動について】 

 研究活動、研究のための出張、帰省など私事による県内外の移動など、教員の諸活動に

ついては、全学の活動制限指針や注意事項に従ってください。 

 ８月は、全学レベル・学部レベルの会議は基本的に予定されていませんが、講座・学科

等での会議や入試準備等を行う際には、適宜メール会議・オンライン会議に移行したり十

分な感染症対策を講じたりしながら、実施してください。 

 ９月１日を〆切としている（講座等への）審議依頼「今後の教員組織について」は、必

要資料を全教員に配信し、教員個人からの意見や質問も総務係にて受け付けます。 

 ９月１６日の教授会・研究科委員会は ZOOM で開催します。教授会前に、遠隔授業に関

するＦＤを予定していますので、よろしくお願いいたします。 

                                                                                      

以上 



令和２（2020）年 8月 3日 

 

【レベル３対応】教育学部における教育活動方針 

 

１．「レベル３」における対面授業実施の条件・ルール 

 

 

 

 

 

 

①【授業内容】教職課程において当該学期での単位取得が必須の科目、学生が教育実習

（３年次の附属実習、４年次のオプション実習）で確実に単位取得するために必要な

事前指導に関する科目、または教員採用試験対策に係る科目・セミナー。 

 

②【受講者数と使用教室】10名以下であること。10 名を超える場合は、グループ分けに

よる分散実施にご協力ください。また、使用教室については、受講者および担当教員

の合計人数が収容能力人員の３割以下に収まるサイズの教室をお使いください。下記

の１階の教室はいずれも使用可能です。 

     （参考）教育学部本棟の教室収容能力人員と対面授業実施可能人数 

教室名 本来の収容能力 教室名 本来の収容能力 

教１０１ ８１ 教１０５ ２８ ※２ 

教１０２ ６３ 教１０６ ６３ 

教１０３ ６３ 教１０７ ４２ 

教１０４ （使用不可）※１ 教１０８ ４２ 

※１ 当教室については、本学部の会議時間帯である水曜午後以外は、Wi-fi 環境を 

求める学生がノートパソコン等を持ち込んで遠隔授業を受講するために開放し 

ます。 

    ※２ 当教室はスリッパ使用の教室ですが、当面備品のスリッパ使用を禁止します。 

使用の場合は、学生に個人の上履き・スリッパ等を持参させてください。 

    

 ③【除菌・消毒】教員は必ず、対面授業開始前に事務室から除菌用備品（ウェットシー

トまたはスプレーとティッシュペーパーのセット）を借り出し、授業終了後に学生に、

自らが使用した机を椅子の背等、手を触れた箇所を拭かせてください。教員は、黒板

消しやホワイトボードクリーナー等の拭き取りをしてください。なお、スプレー使用

の場合は学生に触らせず、教員が噴射するようにしてください。 

  

全学の活動制限指針における「講義、演習、実習等」 ： 原則、遠隔で実施し、

学生は可能な限り自宅で受講する  ※対面での授業は、感染拡大防止の措置

を講じた上で、かつ、教職課程や国家資格などで真に必要とされ、部局長等の承

認を得た場合にのみ実施可とする 



 ④【学生自身の感染防止策の徹底】マスクの着用を義務付け、入室前と退室後に手洗い

や手指消毒を徹底してください。37 度以上の発熱がある学生、体調に違和がある学生

は出席を自粛するようご指導ください。 

 

⑤【学生の教室内の言動への指導】使用する机・椅子以外には極力触れず、教室空間を

十分に活かし間隔を空けて着席させてください（教員による座席指定が望ましい）。

グループ活動は推奨できませんが、実施する場合は長時間になることを避け、教員が

一定の距離を保つよう指導してください。近距離でのディスカッションはしないでく

ださい。また、複数の学生による教具の共用を極力避け、どうしても必要な場合は使

用後に除菌・消毒が可能なものだけにしてください。 

  

⑥【換気】１階の教室については、夏日であることを目安に授業中は冷房を使用できま

すが、30分に１回程度、換気（窓とドアを開放する）時間を設定してください。各専

修が管理する教室等についても、これに準ずるものとします。 

 

⑦【授業開始・終了時間の厳守】前後の時間に遠隔授業を受講する学生のために、授業

開始・終了時間を厳守してください。（上記の除菌・消毒徹底のために、ゆとりをも

って授業を終了してくださいますようお願いします。）遠隔授業は自宅で受講するの

が原則ですが、登校・帰宅が間に合わない学生に対しては、デバイス所持の場合は１

０４教室が使用できることをお伝えください。 

 

⑧【学生の出欠】ウイルスに対する身体的・精神的な不安から対面授業への出席を望ま

ない学生に対しては、無理に授業に参加させず、適宜課題を課すなどの柔軟な対応を

行ってください。心身の健康保持のために県外の実家に帰省している学生については、

無理な帰沖を強いないようお願いします。また、今学期の成績評価に関しては、出席

回数を弾力的に扱ってくださいますよう、重ねてお願いいたします。 

 

⑨【事前・事後報告書の提出】万全の注意を払い情報の把握に努めるために、対面授業

を実施する場合は、事前申請書・事後報告書（別添書式参照）の提出を必須とします。 

    ※一階の教室（教育実践棟を含む）を使用する場合は、一回の授業ごとに事前報告書

を添付ファイルまたは印刷により学務係に提出し、使用教室を確保する（可能な限

り、使用教室を分散させたいため） 

 

 

２．「レベル３」における学生への指導・指示について 

 

 

 

 

全学の活動制限指針における「学生の学内立入」 ： 制限あり ※ネット環

境等に支障等がある学生はネット環境の整備及び感染拡大防止の措置が講

じられ、かつ、部局長等が指定する講義室等を利用することができる 



  

 全門開門ではありますが、「原則、学生は自宅で受講」であることに留意し、校舎内に

多くの学生の姿が見られることのないよう、先生方のご協力をお願いします。 

 なお、附属学校教育実習または教員採用試験（二次試験）を控えた学生に係る対応につ

いては、赤字で記してあります。 

  

①【入校できる学生】下記に限ります。 

   ・対面授業を受講する 

   ・オンライン型遠隔授業を受講するためのデバイスがない、または自宅の通信環境

が整っていない 

   ・対面授業を受講するため自宅でオンライン型遠隔授業が受けられない（対面授業

の前後の時間帯の授業を履修している） 

   ・修学に関する相談等、喫緊の用事が指導教員や事務室にある 

   ・教育実習の準備を行う 

   ・教員採用試験（二次試験）の対策を行う 

 

②【校舎内に留まる時間】上記①に該当する時間のみであり、それが終了し次第、すみ

やかに帰宅すること。 

 

 ③【校舎内での居場所】 

   ・３、４年次で専修専用の学生研究室がある場合は、「３密」を避けて利用可。（同

時間帯に多くの学生が滞在、談笑することがないよう、主任や年次指導教員の指

導をお願いいたします。） 

   ・オンライン型遠隔授業を受講するための通信環境が自宅にない学生は、教１０４

室を利用可。（入室ルールを厳守すること。） 

   ・対面授業のため登校し、移動時間がないため自宅でオンライン型遠隔授業を受け

られない場合は、教１０４室を利用可。（入室ルールを厳守すること。） 

   ・ラウンジは利用不可とします。 

   ・教育実習の準備や教員採用試験の対策のために、３密を避ける空間が必要な場合

は、学務係に相談し、１階の空き教室などを借用すること。ただし事務室窓口が

開いている時間内のみとします。 

 

 ④【日常の健康管理】以前から推奨している、朝晩の体温測定はじめ日々の健康チェッ

クを怠らないこと。特に、附属学校教育実習を控えた学生は、これを必須とします。

家族等同居者にも同様の健康チェックに協力いただくよう、ご指導ください。 

   

 ④【メンタルケア】教員の皆様には引き続き年次指導教員を中心に、LINE やメール等に

より、定期的に学生の心身の健康状態をご確認くださいますよう、お願いいたします。



様子が気になり、研究室等で対面したい学生がいる場合には、学務係にご相談くださ

い。 

 

 ⑤【修学支援】保護者および本人の経済的状況が苦しく修学に困難をきたす学生に対し

ては、大学内外で多くの支援が実施（実施予定）されています。情報をまめにチェッ

クして、ぜひ機会を活かすよう、適宜ご指導ください。 

   ※下記のサイトには、「学生支援緊急給付金給付事業」「授業料免除」「奨学 

金」等の情報がコンパクトにまとめられています。ご確認くださり、該当しそ 

うな学生にはご紹介ください。 

  参照（琉大公式ＨＰ）https://www.u-ryukyu.ac.jp/campuslife/support/ 

 

 ⑥【研究指導について】大学院生については、「指針」の「レベル３」における「研究

活動：学生」の「指導教員による感染拡大防止の措置及び指導の下、細心の注意をは

らって研究を実施する」に基づき、対面での研究指導・論文指導が可能です。学生に

ついては、オンラインでの指導を原則とし、対面の指導をする場合は、授業と同様に

事前申請により学部長の許可を得てください。 

 

⑦【帰省先から戻る学生について】県外から帰沖した際に２週間の自宅待機をご指導く

ださい。 

 

以上 

https://www.u-ryukyu.ac.jp/campuslife/support/


                          令和 2 年７月 31 日(金) 
教育学部教員の皆様 
 

附属学校教育実習中の授業参観及び授業研究会について 
                                   教育学部長 
                                       萩野 敦子 

教育学部副学部長 
（教育実習委員長） 

      浅井 玲子  
附属小学校長  

島袋 優 
附属中学校長  

比嘉 智也 
 

ここ数日、県内のコロナ感染者の 1 日最高人数が日々更新され、他大学の休校、本学での濃厚接触学

生の報告等、大学を取り巻く感染拡大の状況は厳しくなってきています。 
今年度の附属学校教育実習についても、これまで培ってきた学部教員と附属学校教員との連携した指

導を大切にしながらも、学生や児童生徒、教員が「感染しない、させない」「無事に実習を終える」事

を第一の目標に据えなくてはならない状況です。 
そこで、学部教員や学生の授業の参観及び授業研究会への参加について、下記のようにお願いしたい

と思います。 
ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

                      記 
1．授業の参観について 

 (1) 大学教員(教育実習担当教員，年次指導教員，ゼミ指導教員等)の授業参観は、一回の授業につき 
１名とする。 

（2）附属小学校においては、同じ学級に配属された教育実習生は教室内から参観し、他の教育実習生

の参観は不可とする。 
(3) 附属中学校においては、同じ教科の教育実習生は廊下からの参観のみ可とし、他の教育実習生の 

参観は不可とする。 
(4) 教育実習生以外の学生（１年次、２年次、４年次、院生）の授業参観は不可とする。 
(5) 大学教員の参観者は、名札、マスク着用、健康チエックを必須とし、不必要に校内の物には手を

触れないようにする。 
 

2．授業研究会について 
大学教員を交えた授業研究会は本年度に限っては行わない。 
(1) 授業を参観した大学教員は、必要に応じて授業参観メモ等をメール等で送ることにより、授業を

行った学生に指導助言を行う。 
(2)  附属小学校の対面による学生への指導助言は、クラス担任が行う。 
(3) 附属中学校の対面による学生への指導助言は、教科指導教員が行う。 

（4）授業を参観した教育実習生は、参観コメント用紙に記入し、授業者に渡すようにする。 
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琉球大学新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた 

活動制限（令和２年８月１日実施）について（通知） 

 

 

沖縄県内では、今週に入って以降、新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が過去最高を更新し続けて

おります。本日３１日（金）にいたっては７０名を超える見込みとの報道が出ていることや、本学の構成員

においても陽性確認がされたとの連絡があったこと等を受け、急ではありますが、明日、令和２年８月１日

（土）から「琉球大学新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた活動制限指針」のレベルを「３」に引き

上げることとしましたので、お知らせいたします。 

皆さまには、大変急なお知らせとなってしまい、本当に申し訳ございませんが、学生・教職員に対して、

別添の通知をメールや掲示等により周知いただきますとともに、レベル３に沿った対応等をして下さるよう、

よろしくお願いいたします。 

沖縄県内においては、予断を許さない状況となっていることから、場合によっては、さらなるレベル引き

上げを行うこともあり得ます。その際も、急な引き上げとなる可能性がありますので、あらかじめご承知お

き下さるよう、お願いいたします。 

なお、今回のレベル引き上げによって、制限内容がより厳しいものとなります。課外活動や授業の実施に

関しては、教育担当理事から別途お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
本件担当 
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琉球大学の学生・教職員のみなさまへ 
 

 

～ 本学に お け る 活動制限 （ 令和 ２ 年 ８ 月 １ 日実施 ） に つ い て ～ 
 

 

本学では、昨日７月３０日（木）より、「琉球大学新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた活動

制限指針」をレベル「２」に引き上げたところですが、沖縄県内で、新型コロナウイルス感染症の新規

感染者数が急激に増加していることや、学内外の状況等を総合的に判断し、明日、令和２年８月１日（土）

から、本学（大学病院を除く）における活動制限を、さらに「引き上げる」こととしましたので、お知

らせいたします。 

なお、本日３１日（金）の沖縄県内の新規感染者数は、７０名を超えており、非常に厳しい状況にあ

ります。今後の状況にもよりますが、さらなるレベル引き上げも想定されますので、メール、本学公式

ホームページ（新型コロナウイルス感染症に関する特設ページ）等でのお知らせをこまめにご確認くだ

さるよう、よろしくお願いします。 

本学では、引き続き、学生・教職員の健康と安全を守るため、また、地域に貢献する大学として、新

型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため取り組んでまいりますので、皆さまのご理解とご協力を

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１．開  始  日：令和２年８月１日（土）より実施 

 

２．活動制限の状況：レベル３ 

 

３．制限の内容等：以下のとおり 

 

入  校  時：全門開門（一時的または一部の建物閉鎖等もあり得る） 

 

講義・実習等：原則、遠隔で授業を実施する。 

※対面での授業は、感染拡大防止の措置を講じた上で、かつ、教職課程や国家資

格などで真に必要とされ、部局長等の承認を得た場合にのみ実施可とする。 

※遠隔授業は自宅で受講する。ネット環境等に支障等がある学生はネット環境の

整備及び感染拡大防止の措置が講じられ、かつ、部局長等が指定する講義室等

を利用することができる。 

※授業の実施方法については、教務情報システムや科目担当教員等から通知（周

知）がされるので、これらをこまめにチェックすること。 

 

課 外 活 動：全面禁止とする 

 

研     究：感染拡大防止の措置を講じた上で実施する。 

※大学院生については、指導教員による感染拡大防止の措置および指導の下、細

心の注意をはらって実施する。 

 

そ  の  他：以下のとおり 

※国や県からの要請及び協力依頼、厚生労働省の示す「新しい生活様式」の他、

本学発出の新型コロナウイルス感染症に関する注意事項にも留意すること。 

 

 

令和２年７月３１日 
琉球大学長 西 田  睦 


