令和２年 3 月２３日
入学者 各位
北海道大学大学院環境科学院長 大 原

雅

環境科学院入学式の開催中止及び専攻ガイダンスの分散開催
並びに授業開始日の変更について

令和 2 年度環境科学院入学式について、令和 2 年 4 月 3 日（金）に開催予定でご連絡しておりましたが、新型コ
ロナウィルスの感染が北海道を始め日本各地で日々拡大している状況に鑑み、入学式の開催を中止することといた
しました。
入学式は人生の中でもかけがえのない行事であることから、式の規模縮小・時間短縮を含め、必要な感染予防対
策を講じたうえで開催する方法を検討しておりましたが、学生・ご家族の健康と安全の確保及び感染拡大防止の観
点から開催中止の結論に至りました。どうかご理解賜りますようお願い申し上げます。
また、これに伴い、専攻ガイダンス及び授業開始を下記のとおり変更して実施しますので、お知らせいたします。
記
１．専攻ガイダンスの分散開催について
開催日：令和２年４月３日（金）

会場：環境科学院講義棟

10:00～ 環境起学専攻，生物圏科学専攻
13:30～ 地球圏科学専攻，環境物質科学専攻
集合時間：開始 10 分前までに各会場にお集まりください。
２．授業開始日の変更について
集中講義（環境科学総論）
当初予定： 4 月 6 日（月）～8 日（水） →

変更後： 4 月 13 日（月）～15 日（水）

通常授業開始日
当初予定： 4 月 9 日（木） →

変更後： 4 月 16 日（木）

※ 新型コロナウィルス感染症については、日々状況が変化しており、本学の対応も適宜見直しを行う可能性があ
ります。
再度変更の必要が生じた場合は改めてお知らせしますので、
本学院ホームページを定期的に確認願います。
※ 風邪のような症状や 37.5 度以上の発熱がある場合は出席せずに、環境科学事務部教務担当に連絡願います。
環境科学事務部教務担当
電話 011-706-2204
e-mail : kyomu@ees.hokudai.ac.jp

March 23, 2020
To new students,
Masashi Ohara
Dean of Graduate School of Environmental Science
Notice on the Cancellation of Entrance Ceremony and
change of orientation and academic class schedule
In light of the spread of the COVID-19 coronavirus in Hokkaido and throughout Japan, the Graduate School of
Environmental Science has decided to cancel the entrance ceremony scheduled on April 3rd, 2020.
Acknowledging that the Entrance Ceremony is one of the irreplaceable events to walk into a new chapter of your life, we
have carefully discussed different possibilities of holding the ceremony, including a simplified version. However, we
arrived at the difficult decision of cancelling the ceremony in order to prevent the spread of the infection and ensure the
health and safety of students and parents. We are grateful for your understanding.
As a result of the cancellation, the orientation schedule and the start date of classes are changed as follows:
1. Change in orientation schedule
Date: Friday, April 3rd, 2020

Venue: A lecture room designated by division

Time:
Division of Environmental Science Development

10:00 am

Division of Biosphere Science
Division of Earth System Science

1:30 pm

Division of Environmental Materials Science
*Please arrive at least 10 minutes before the time specified above.
2. Change of the start date of classes
Intensive Course (Introduction to Environmental Science)
Initially: April 6 (Mon.) – 8(Wed.)

>> Changed to: April 13(Mon.)-15(Wed.)

Start date of classes
Initially: April 9 (Thur.)

>> Changed to: April 16 (Thur.)

*Information will be updated accordingly on our school website if further changes are made to the schedule. Please
check it regularly.
*Please contact the Academic Affairs Office before coming to school when you have cold or flu-like symptoms or a fever
of 37.5 ℃ (99.5 ℉) or above.
Academic Affairs Office
Graduate School of Environmental Science
Phone: 011-706-2204
E-mail: kyomu@ees.hokudai.ac.jp

