
「2023年度 新型コロナウイルスに関する特別対応（4月 1日～5月 7日）」                立教大学 

１．2023年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための活動制限指針に基づく授業および試験実施内容について 

本学では、感染防止策を充分に講じたうえで対面授業を実施します。 また、2023 年度においては、首都圏の感染者数の増減傾向、文部科学省や各自治体、その他

社会からの要請の有無、学内状況等を総合的に検討し、以下のとおり、本学の活動制限指針に基づき、制限レベルに基づく授業および試験の実施内容を設定して

います。なお、年度途中に制限レベルの設定が変更されることがあります。 

2023 年度開講科目の授業形態は「制限レベル０」を想定して決定しています。「制限レベル１～４」に変更となった場合には、その時点の制限レベル設定に応じ

て、対面授業回の実施方法が変更（オンライン・オンデマンドによる実施に変更、オンライン同時配信併用で実施するミックス型授業に変更等）になる可能性が

あります。 

活動制限指針および現時点のレベル設定・対象期間等については、「新型コロナウイルス感染症関連情報 在学生のみなさまへ」にてお知らせしています。 

制限レベルに基づく「授業」「試験」の実施内容は、以下の通りです。また、上記の大学方針を前提として、各学部・研究科等が定める制限レベルに応じた対面授

業の実施方針については、「2.対面授業回について」にてお知らせしています。なお、試験実施の詳細は、必ず「試験方法発表掲示」で確認してください。 

2023 年度春学期授業開始時の制限レベルは「レベル１」です。ただし、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の 5類感染症に移行する 5 月 8日以降の制限レベ

ルは「レベル０」となります。「レベル 0」となった場合の「授業」「試験」の実施内容は、履修要項および R Guideに周知しているとおりです。平時とは異なる対

応が発生する場合には SPIRIT 教務部ページ「教務からのお知らせ」で発表します。 

＜制限レベルに基づく実施内容＞ 

制限 

状況 授業 筆記試験 
レポート 

試験 
レベ

ル 

0 通常。 制限はない。 
すべての授業形態について、シラバスに記載した成績評価方法が

「筆記試験」の場合、通常どおり対面により実施する。 

すべて Web受付により実

施する。     

1 感染が一定程度にとどまっている状態。 
対面授業回は、感染拡大に最大限の配慮をして実施する。オ

ンラインまたはオンデマンドによる実施への変更も可とする。 すべての授業形態について、シラバスに記載した成績評価方法が

「筆記試験」の場合、感染対策に十分配慮した上で対面により実施

する。  2 
感染への警戒が必要な状態。（一都三県の感染

者数に増加がみられる場合等） 

対面授業回はミックス型による実施を推奨するが、オンライン

またはオンデマンドによる実施への変更、感染対策に十分配

慮した上での対面による実施も可とする。 



3 

感染への強い警戒が必要な状態。（一都三県の

感染者数等に大幅な増加がみられ、学内の活動

に一定の制限が必要な場合等） 

原則として全ての対面授業回をオンラインまたはオンデマンド

による実施に変更する。 

特に認められた場合に限り、感染対策に十分配慮した上での

対面（ミックス型を含む）による実施を可とする。 

4 

感染への非常に強い警戒が必要な状態。（緊急

事態宣言等が発出されており、大学への入構禁

止要請が出ている状態等） 

全ての対面授業回をオンラインまたはオンデマンドによる実

施に変更する。 

シラバスに記載した成績評価方法が「筆記試験」であっても、対面

による筆記試験は実施しない。代替措置については、レベル設定

時点の状況を勘案し決定する。 
 

 

２．対面授業回について 

⚫ 対面授業回実施方針について 

各学部・研究科等が定める、制限レベルに応じた対面授業回の授業実施方針については、下記から学部別の資料を参照してください。 

現在の制限レベルは、「レベル１」です。 

制限レベルは年度途中で変更となる場合があります。下記を参照ください。 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/covid-19/SitePages/students.aspx 

シラバスに記載されている授業形態はレベル０の場合の授業形態です。 

制限レベル１以上となった場合に、科目ごとの授業実施形態が変更される際には、詳細については、各科目担当者からの指示（授業支援システム（Canvas LMS, 

Blackboard 等））が随時更新されますので、適宜確認してください。 

下記の学部・研究科別「対面」科目実施方針において「ミックス型」とされる科目は、同時配信（一方向・双方向）併用型の対面授業です。制限レベル変更に伴い

ミックス型の対応を実施する科目については、オンラインでの受講も可能です。 

 

⚫ 学部・研究科別「対面授業回」の実施方針（3/10up） 

 

⚫ 対面授業回の受講について 

対面授業の受講にあたっては、以下を確認してください。 

➢ キャンパスでの授業受講にあたっては、各自が感染予防対策を行ったうえで授業に参加してください。詳しくは、「3.対面授業受講および教室でのオンライン

授業受講の際の注意」を参照してください。 

➢ 基礎疾患等により新型コロナウイルス感染症に罹患した際に重症化するリスクがあり、対面授業の受講について配慮を要する場合には、「5. 活動制限「レベル

１」以上の場合において基礎疾患等により対面授業の受講に関する配慮を要する場合について」を参照してください。 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/covid-19/SitePages/students.aspx
https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/common/SitePages/stuinfo_2023class.aspx


➢ 授業回ごとの実施形態については、科目担当者の指示に従ってください。 

➢ 科目担当者から履修者への各種連絡は、授業時の指示のほか、授業支援システム（Canvas LMS, Blackboard 等）を通じて伝達されます。対面科目について

もこれらのシステムでの連絡を確認しましょう。詳しくは「受講にあたっての基本ツールについて」を参照し、授業開始の前にこれらを利用できるよう準備

をしておいてください。 

➢ 対面科目（全回対面）でも新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、学期途中でオンライン実施となる可能性があります。 

➢ 対面科目でも基礎疾患等により重篤化するリスクがあるなど対面参加できない履修者がいる場合に、ミックス型（同時配信（一方向・双方向）併用型）の授

業運営となる科目があります。 

 

⚫ 授業回により授業形態が異なるまたは変更がある場合の連絡方法について 

科目担当者から履修者への各種連絡は、授業時の指示のほか、授業支援システム（Canvas LMS, Blackboard 等）を通じて伝達されま 

す。各授業回を受講する前に、必ず授業支援システム（Canvas LMS, Blackboard 等）を確認するようにしてください。 

 

３．「対面授業受講」および「教室でのオンライン授業受講」の際の注意 

学内での授業受講にあたっては、以下の点に十分注意し、各自で新型コロナウイルス等の感染予防対策を行った上で受講して下さい。 

 

⚫ 授業受講時の感染予防に関する注意事項 

① 建物入口、廊下、教室等に設置された消毒液により、授業開始前及び終了後に手指の消毒を行ってください。 

②コンピュータ教室、LL教室においては、教室内に設置された除菌シート等により、授業開始前および終了後に各自でキーボード・マウス・机上の消毒を行って

ください。 

② 屋内屋外問わず、近距離において発話を伴う授業においては、マスク等の着用を推奨します。入構後に発熱や体調不良となった際は教室使用を控え、速やかに

退構して下さい。 

④授業受講の際は、必ず受講日時・教室番号・おおよその着席位置を各自記録し、記録は以後 3週間保管してください。 

※上記記録は、後日、自身が感染した場合や、周辺に感染者がいたことが判明した場合などに、接触履歴を確認するためです。必ず記録してください。 

⑤冷房、暖房に支障がない程度に窓・ドアを開け、室内の換気を行ってください。 

※各教室の窓・ドアには換気のサインが掲示されています。 

※窓の開閉ができないタイプの教室では、自動換気がなされています。 

⑥オンライン授業受講のための端末は、自宅で充電して、各自で持参してください（大学の貸出用 PC には台数に限りがあります）。また、教室でのオンライン授

業受講の際は、ヘッドセットをご自身で持参のうえ、必ず使用して下さい。 

⑦コンピュータ教室、LL教室では、教室備え付けの PC を利用できますが、感染予防の観点から、ヘッドセッド（ヘッドフォン・マイク）はご自身のものを持参



して下さい。ご自身のヘッドセットが利用可能か確認するには、学内の主な PC で利用可能なヘッドセットの種類を参照してください。 

⑧授業終了後は速やかに退室し、密回避にご協力ください。また、授業などキャンパス内での用件が終了次第、速やかに帰宅してください。 

 

⚫ その他注意事項 

大学 HPにて新型コロナウイルス感染症に関する情報を発信・随時更新しています。確認のうえ、各自が感染予防の意識を持って行動しましょう。 

新型コロナウイルス感染症に関するまとめページ https://www.rikkyo.ac.jp/covid19/ 

新型コロナウイルス感染症関連情報（在学生向け）https://spirit.rikkyo.ac.jp/covid-19/SitePages/students.aspx 

 

＜上記サイトの主な掲載項目＞ 

新型コロナウイルス感染症の予防について 

新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安 

新型コロナウイルス感染症拡大予防のためのガイドライン 

新型コロナウイルス感染症についての入構の可否 

新型コロナウイルス感染症についての大学への連絡方法 

新型コロナウイルス感染症についての Q&A 

 

４．新型コロナウイルス感染症に感染した（または感染の疑いがある）学生への教務上の対応について 

新型コロナウイルス感染症が感染症法上の２類感染症である 5 月 7 日までは、新型コロナウイルス感染症に感染した（または感染の疑いがある）学生に対して、

下記のような教務上の対応を行ないます。 

感染した場合や、感染の疑いがある場合（※）は、大学構内に入構できません（新型コロナウイルス感染症についての入構の可否については、下記参照）。また、

対面授業への出席も不可とします。 

新型コロナウイルス感染症が感染症法上の 5 類感染症に移行する 5月 8 日以降は、この対応は変更となります。 

入構の可否について https://spirit.rikkyo.ac.jp/newslist/_layouts/15/Vc5.Spirit.PortalV2/Post.aspx?ID=00021448 

「感染した場合」や「（感染の疑いがある場合のうち）濃厚接触者となった場合」は、速やかに保健室に連絡してください(新型コロナウイルス感染症についての大

学への連絡方法については、下記参照)。 

 

大学への連絡方法について https://spirit.rikkyo.ac.jp/newslist/_layouts/15/Vc5.Spirit.PortalV2/Post.aspx?ID=00021450 

感染および感染疑いの場合は、それに伴う「対面授業・オンライン授業の欠席」や「対面授業へのオンライン参加」について、可能な限り配慮されます。詳しく

は、下記を確認してください。なお、試験の扱いについては試験方法発表の際に詳細を確認してください。 

https://www.rikkyo.ac.jp/covid19/
https://spirit.rikkyo.ac.jp/covid-19/SitePages/students.aspx
https://spirit.rikkyo.ac.jp/newslist/_layouts/15/Vc5.Spirit.PortalV2/Post.aspx?ID=00021448
https://spirit.rikkyo.ac.jp/newslist/_layouts/15/Vc5.Spirit.PortalV2/Post.aspx?ID=00021450


①感染等に伴う入構可否 

※「感染の疑いがある場合」とは以下の状況であることを指します。 

▶自身が濃厚接触者と特定された場合 

▶自身が発熱等の風邪症状や味覚・嗅覚異常がある場合 

▶自身がモニタリング検査か民間 PCR検査等の検査で「陽性疑い」等の判定通知を受けた場合 

▶自身が新型コロナウイルス接触確認アプリ等から陽性者と接触した旨の通知を受けた場合 

▶家族等の同居者が感染した場合 

▶家族等の同居者が濃厚接触者と特定され、且つ本人に対して保健所から自宅待機等の指示があった場合 

詳細は、新型コロナウイルス感染症についての入構の可否 を確認してください。 

 

②大学への報告、授業 

「感染および感染疑いの場合」は、それに伴う「対面授業・オンライン授業の欠席」ついて、可能な限り配慮されます。以下のとおり、ご自身の状況に従って、大

学への連絡や科目担当者への申し出を行ってください。 

「感染した場合」や「（感染の疑いがある場合のうち）濃厚接触者となった場合」は、速やかに保健室に連絡してください。連絡先等は、新型コロナウイルス感染

症についての大学への連絡方法 を確認してください。また、感染および感染疑いにより体調不良で授業を欠席する場合や、自覚症状がなくても入構可否基準によ

り対面授業に出席できない、入院・療養先でのインターネット環境の都合によりオンライン授業に出席できないなど、履修上の配慮を希望する場合には、以下を

確認のうえ、その状況に応じて必要な申し出を行ってください。また、濃厚接触者として大学に連絡した後に陽性となった場合は、改めて感染報告を行ってくだ

さい。 

＜感染した場合＞ 

大学へ罹患報告を行うと、教務担当事務局（教務事務センター）から対象学生に科目担当者宛配慮依頼文書 PDF 版を発行します。その際の連絡はメール（立教

メールアドレス宛）にて行います。その後、必要に応じて、自身で科目担当者に文書を提出し、指示を仰いでください。科目担当者の連絡先は授業支援システム

（Canvas LMS, Blackboard 等）にて確認してください（連絡先が公開されていない場合は授業支援システム（Canvas LMS, Blackboard 等）教員への連絡ツー

ルを利用してください）。 

 

＜感染の疑いがある場合＞ 

科目担当者に直接連絡をとり、相談してください。科目担当者の連絡先は授業支援システム（Canvas LMS, Blackboard 等）にて確認してください（連絡先が公

開されていない場合は授業支援システム（Canvas LMS, Blackboard 等）の教員への連絡ツールを利用してください）。なお、「感染の疑いがある場合」について

は（濃厚接触者として大学に報告済の場合も含め）、教務担当事務局による配慮依頼文書の発行はありませんので、自身で科目担当者に事情を申し出てください。 

 



③定期試験 

定期試験における感染時等の対応については、試験方法発表の際に詳細を確認してください。 

 

④問い合わせ先 

池袋キャンパス 

教務事務センター TEL 03－3985－2220 

独立研究科事務室 TEL 03－3985－2170 

新座キャンパス 

教務事務センター TEL 048－471－6942 

 

５．活動制限「レベル１」以上の場合において基礎疾患等により対面授業の受講に関する配慮を要する場合について 

新型コロナウイルス感染症に罹患した際に重症化するリスクがある、下段枠内＜申請対象者＞に挙げるような基礎疾患をお持ちの方で、通常の通学や対面での授

業・実習等への参加が困難な場合は、必要な配慮の有無について主治医に相談してください。相談の結果、本学に対面授業の受講について配慮を求める場合には、

現在の治療状況と必要な配慮について記された主治医の診断書（本学指定様式）および配慮願を提出してください。記載内容を確認のうえ、本学において対応可

能な配慮を行います。 

ただし、本学の活動制限指針に基づき「レベル 0」（制限なし）となった期間および活動制限指針が撤廃された場合は、原則として配慮対象とはなりません。新型

コロナウイルス感染症が感染症法上の 5 類感染症に移行する 5月 8 日以降は「レベル 0」となりますので、ご承知おきください。 

申請により認められた対象者については、2023年度に履修する対面授業回について、オンライン受講を認める等の配慮を行います。 

昨年度中に配慮対象として認められた学生についても、再度申請が必要です。下記の通り、3 月 22日（水）までに（秋学期開講科目のみ申請を行う場合は 8月２

日（水）までに）、申請手続きを行ってください。 

配慮対象となった場合、申請者本人の感染リスクを考慮し、当該学期における大学への入構と学内施設の利用を制限します。また、各種手続き・相談、サービス

等については、各部局において検討のうえ、可能な限りの代替手段をもって個別に対応します。 

年度途中で、病状の回復やワクチン接種によるリスク低減等により、配慮対応の解除を求める場合には教務事務センターまで申し出てください。 

各学部・研究科等の対面授業回の実施方針については、「2.対面授業回の実施方針について」を参照してください。 

＜申請対象者＞ 

本学の正規学生あるいは入学予定者で、以下の(1)および(2)のいずれにも該当する者 

新型コロナウイルス感染症に感染した場合に重篤化するリスクがある基礎疾患を有し現在治療中の者※ 

※糖尿病、心血管疾患、慢性の肺疾患、慢性腎臓病、免疫抑制剤や抗がん剤の投与を受けている方 など 

現在の治療内容と病状から、主治医が大学への通学および入構して対面授業を受講することが困難であると認めた診断書を提出できる者 



＜申請書類＞ 

新型コロナウイルス感染症（重篤化リスク）に係る配慮願（本学様式） 

2022年度以前入学者（在学生）用 

2023年度新入生用 

新型コロナウイルス感染症の重篤化リスクの高い学生の基礎疾患等に関する診断書 （本学様式） 

＜申請期限・書類提出方法＞ 

期限までに申請書類 2点を郵送にて提出してください。 

申請期限：春学期 2023年 3月 22日（水）必着 

     秋学期 2023年 8月 2 日（水）必着 

提出方法：郵送（簡易書留・速達）のみ 

提出先： 

【池袋キャンパスの学部・研究科所属の方】 

〒171-8501 東京都豊島区西池袋 3-34-1 立教大学教務事務センター 授業配慮申請係 

【新座キャンパスの学部・研究科所属の方】 

〒352-8558 埼玉県新座市北野 1-2-26  立教大学教務事務センター 授業配慮申請係 

※提出期限に遅れた場合も受け付けしますが、履修登録や授業開始に間に合うように配慮対象としての認定を受けるためには、原則として上記期限までに提出し

てください。 

※本学としての配慮を検討・決定するため、診断書等の提出書類は本学診療所・保健室、所属学部等の関連部局に共有されることを予めご承知おきください。 

※配慮内容の詳細については、大学として配慮可否の決定後、対象者に教務事務センターから改めてご連絡します（原則としてメールにて連絡します）。 

 

6．通学区間変更特例について 

当制度は、制限レベル 2,3 の場合に受付を行います。必要な方は手順に従い申請してください。 

【注意事項】 

この取り扱いは、制限レベル 2,3 の期間に限定した措置です。 

【申請条件】 

下記①または②に該当する者、および①②いずれにも該当する者 

① 本来の所属キャンパスで受講する対面科目が原則なく、所属キャンパスへの通学の必要がない者で、図書館利用・体育施設利用（富士見グラウンド利用含む）・

大学窓口の利用等の理由で、もう一方のキャンパスへの通学を希望する者 

②新型コロナウイルス感染防止のため、本来の自宅最寄り駅とは別の駅（※）から通学することを希望する者 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/SiteAssets/info/2023/pub/2023_appli_1z.pdf
https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/SiteAssets/info/2023/pub/2023_appli_2s.pdf
https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/SiteAssets/info/2023/pub/2023_medical_certificate_3.pdf


※例えば「通学時間短縮のため、自宅最寄り駅であるＡ駅ではなく、乗り換え駅であるＢ駅まで自家用車で送ってもらうので、Ｂ駅から定期を購入したい」など 

【審査】 

上記①②の詳細な理由を申請用紙で確認し、合理性が認められた場合に申請を認めます。 

【申請手続き】 

通学区間変更願をダウンロードする。 

必要事項を記入、押印する。 

記入・押印した通学区間変更願を以下の要領で、メール送信してください。 

通学区間変更願 

記入・押印した通学区間変更願をスキャンしてＰＤＦファイルに変換、または鮮明な写真データ（用紙全体が写っていること）を取得し、下記メールに添付する。 

送信元：本学 SPIRITメールアドレス（学生番号＋@rikkyo.ac.jp） 

件名：「通学区間変更願」提出 学生番号 

(例)「通学区間変更願」提出 20AB001A 

宛先：tugaku@rikkyo.ac.jp 

（こちらのメールアドレスは、本件専用です） 

通学区間の変更を承認し、「通学証明書」発行完了準備が整い次第、大学からメールで連絡（返信）します。 

※申請から発行まで平日３、４日かかる見込みです。 

※申し込みから一週間経過しても返信が無い場合は、03-3985-2230 までお問い合わせください。 

「通学証明書」を、通学区間変更願に記載した受取希望キャンパスの教務事務センター窓口受け取ってください。 

鉄道会社窓口で定期購入手続きを行ってください。 

 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/academic_affairs/SiteAssets/info/2021/pub/%E9%80%9A%E5%AD%A6%E5%8C%BA%E9%96%93%E5%A4%89%E6%9B%B4%E9%A1%98_202107.pdf

