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令和３年 1 月 27 日／January 27, 2021 

 

１．Walk in Hours の一時休止について / On suspension of  ‘#215 Walk in hours’ 

今日から当分の間、‘#215 Walk in hours’を中止することになりました。 

もし、国際連携推進機構の教職員と話をしたい場合や、勉強するのに適した場所が見つか

らない場合は、連絡してください。 

4 月から‘#215 Walk in hours’を再開予定です。 

--- 

1. On suspension of  ‘#215 Walk in hours’ 

For the time being there will be no walk in hours. 
If you do would like to have a chat with a member of the international office, or if you can not 
find a suitable spot for studying, please let us know. 
We hope we can start-up the walk in hours again coming April. 
 

２．令和 2 年度学位記授与式について/On Graduation Ceremony of Academic Year 2020 

（卒業・修了予定学生各位） 

 新型コロナウイルス感染症が全国的に広がりを見せ、いまだ収束が見えない昨今の状況

を鑑み、令和 2 年度学位記授与式は、学生代表者のみで本学南加記念ホールにおいて挙行

することといたしましたのでお知らせします。 

日時：3 月 24 日（水）10 時～ 

※代表者以外の卒業生・修了生の皆さまへの学位記授与の方法は各学部・研究科からの指

示にしたがってください。 

※本通知は卒業・修了を確定するものではありません。 

（学位記授与式についての詳細は以下よりご確認ください。） 

https://www.ehime-u.ac.jp/data_event/data_event-144042/ 
--- 
2. On Graduation Ceremony of Academic Year 2020 
(*For the graduating students) In view of the recent situation of the new coronavirus infection, 
which has spread nationwide and is not yet under control, the university has decided to hold 
the graduation ceremony for the 2020 academic year in the Nanka Memorial Hall of Johoku 
Campus, with only student representatives. 

Date and time: Wednesday, March 24, 10:00 a.m.～ 

 
**Please follow the instructions of your faculty or graduate school regarding the awarding 
degrees to the graduating students other than the students representatives. 
**This notification is not a confirmation of your graduation. 
*For more information on the ceremony, please refer to the following website. 
https://www.ehime-u.ac.jp/data_event/data_event-144042/ 
 

３．愛媛県における「新型コロナウイルス感染症に関する特別警戒期間」の延長について
/Extension of the Special Alert Period in Ehime Prefecture 
 

 このことについて、愛媛県知事が県民・事業者宛てにメッセージが発出しました。 

 愛媛県では，年末年始の会食や人の動きに起因する感染の急激な拡大を踏まえ，１月８

日（金）から「特別警戒期間」に移行していますが，現在の状況を総合的に検討した結果，

１月２７日（水）から２月７日（日）までの１２日間，「特別警戒期間」を延長することが

決定されました。 

https://www.ehime-u.ac.jp/data_event/data_event-144042/
https://www.ehime-u.ac.jp/data_event/data_event-144042/
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 なお、PCR 検査又は抗原検査を受ける場合は、以下を確認の上、必ず大学に連絡してく

ださい。 

http://web.isc.ehime-u.ac.jp/c_covid2019.html?id=c_covid2019_03 
 

※愛媛県民・事業者の皆様へ「新型コロナウイルス感染症に関する特別警戒期間の延長に

ついて」 

http://www.epic.or.jp/news_and_topics/wp-
content/uploads/2021/01/030122message_plainjapanese.pdf 

 ○ 人混みや人との接触を避け、基本的に「ステイホーム」を。 

 ○ 会食かどうかに関わらず、マスクなしでの近距離や大声での会話は避ける。 

 ○ 感染拡大地域との不要不急の往来や、特にこうした地域の方々との会食は、 

  親しい間であっても避ける。 

--- 
3. Extension of the Special Alert Period for New Coronavirus Infections 
 The Governor of Ehime Prefecture has issued a message to the residents and businesses 
of the prefecture. 
 In light of the recent spread of the COVID-19 caused by the New Year's holidays and the 
movement of people, Ehime Prefecture has been under a "Special Alert Period" since Friday, 
January 8. However, considering the current situation, it was decided to extend the "Special 
Alert Period" for 12 days from January 27 (Wed.) to February 7 (Sun.). 
http://www.epic.or.jp/news_and_topics/wp-
content/uploads/2021/01/030122message_english.pdf 
 
 If you are to take a PCR test or antigen test of COVID-19, please be sure to notify the 
university. 
http://web.isc.ehime-u.ac.jp/c_covid2019.html?id=c_covid2019_03 
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