
令和 ２年 ８月 ４日 

 

学生のみなさんへ 

 

理事・副学長（教育・学生支援担当） 

滝 澤 博 胤 

 

夏季休業期間中の学生生活について（注意喚起） 

 

- 重 要 – 

東北大生として自覚と責任のある行動に努めてください。 

大学からの重要な連絡を受信できるように各自でＤＣメールの必要な設定

を行ってください。 

夏季休業期間中も本学のＨＰで情報を確認してください。 

 

 新型コロナウイルスの国内感染は、首都圏を中心に感染が拡大しており、今後、県外との往

来が多くなる時節（盆・夏休み等）を迎えるにあたり、感染拡大防止に向けた取組みを行う必要

があります。 

 本学では夏季休業期間（８月１３日（木）から９月３０日（水））を迎えるにあたり、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止について、学生のみなさんへあらためて注意喚起を行います。 

 国や地方自治体、報道機関等からの新型コロナウイルスに関する情報を注視し、自分自身が

感染しない、および他人に感染させない行動を引続き心がけましょう。 

 

（注意事項） 

  ○多人数での会食・飲食、イベント参加の自粛 

  ○日常の行動→基本的な感染防止策の徹底（＊ＡＢＣの徹底） 

   ＊ＡＢＣとは、Ａ(あたり前のこと) Ｂ(バカにせず) Ｃ(ちゃんとやる) 

□こまめに手洗い □マスクの着用 □３つの密を避ける □体調管理 

  ○感染が拡大している地域との往来等 

【本学ＨＰで行動指針（ＢＣＰ）内 ★警戒情報 を確認し行動】 

  〇やむを得ない理由で帰省する場合は、高齢者の感染リスクに十分留意するとともに、 

   集団飲食は自粛するなど感染防止策を徹底すること 

  ○３密環境となるアルバイトの自粛 

  ○課外活動ガイドラインを遵守した活動 

 

 なお、新型コロナウイルスに関すること以外にも下記に注意するとともに、事故等に遭った

場合は所属の学部・研究科の事務室へ連絡するようにしてください。 

  ○飲酒に関すること 

  ○交通ルール・マナーの遵守に関すること 

  ○違法薬物の使用に関すること 

  ○ＳＮＳの使用に関すること 

  ○熱中症、食中毒、水難事故、山岳事故などの防止に関すること 

 

（担当事務） 

教育・学生支援部学生支援課支援企画係 

電話：022-795-7818 

MAIL：sta-gaku@grp.tohoku.ac.jp 



August 4th, 2020 

 

ATTN: Students 

 

Executive Vice President/Vice President 

(Education/Student Support) 

Hirotsugu Takizawa 

 

Warning: Daily Life during Summer Holidays 

 

IMPORTANT! 

As representatives of Tohoku University, please behave sensibly and 

responsibly. 

Please set up your mail client to receive DC Mail so you don't miss important 

notices from the university. 

Please continue to check the Tohoku University website, even during the 

summer holidays, for important information. 

 

COVID-19 infections are on the rise in Japan, particularly in the Tokyo metropolitan area. It is 

therefore advisable to take precautions against infection during the coming months (especially 

during the the Obon and school holidays) as many people travel across prefectural borders during 

this season. 

During Tohoku University's upcoming summer vacation (August 13 (Thu.) to September 30 

(Wed.)), we ask that you please be extra cautious regarding the COVID-19 pandemic. 

Stay up to date on the latest COVID-19 information from the national/regional government and 

news media, and continue to take measures to prevent yourself from catching, or spreading, the 

virus. 

 

WARNING 

○Avoid eating/drinking in large groups and participating in events etc. 

○Thoroughly implement infection prevention measures in your daily life (follow the "ABC" rule*) 

*ABC: Always Be Careful! 

□Wash hands often  □Wear a mask  □Avoid the "3Cs"  □Monitor your health 

○Use caution when visiting areas where infections are on the rise 

Check the advisories in the Emergency Action Plan (BCP) on the Tohoku University website 

before planning activities. 

〇When you return home for unavoidable reasons, pay attention to the risk of infection among the 

elderly and take thorough measures to prevent infection such as avoiding eating and drinking in 

groups. 

○Avoid part-time jobs that expose you to the "3Cs" 

○Follow university guidelines on extracurricular activities 

 

If you become involved in an accident over the vacation, please report it to your faculty/graduate 

school. In addition to COVID-19 prevention, please use caution regarding: 

 

○the consumption of alcohol 

○traffic rules and etiquette 



○illegal drugs 

○SNS usage 

○heatstroke, food poisoning, safety during marine/outdoor recreation etc.  

 

Contact 

Education and Student Support 

Department, Student Services Division, 

Support Planning Section 

Phone: 022-795-7818 

Email: sta-gaku＠grp.tohoku.ac.jp 

 

 


