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愛媛大学国際連携推進機構  

 

新型のコロナウイルスの感染拡大を受け、世界保健機関は、感染がほかの国

でも拡大するおそれがあるとして「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事

態」を宣言しました。このような状況を受け、愛媛大学においても、愛媛大学

危機管理規程第１０条に基づき危機対策本部（新型コロナウイルス対応）を設

置しました。国際交流・留学生に関連する事柄については、以下の対応をとっ

ています。  

①学生の海外渡航について  

大学が実施する海外短期派遣プログラムについては、現時点で未実施のもの

は中止を強く推奨しています。  

また、卒業旅行等、学生の私事での海外渡航については外務省の海外安全ホ

ームページ（感染症危険情報含む）で「危険レベル２以上」の地域への渡航を

計画している場合は、事態が終息するまで渡航の中止を求めています。（「危

険レベル２以上」の地域については、次の外務省サイトで確認してください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/） 

その他の地域への渡航については、今後、日本人に対する各国・地域の入国

制限措置及び入国・入域後の行動制限が厳しくなる可能性が大きいこと、実際

に海外で日本人が隔離されているとの報道もあること、さらに今後日本帰国後

に検疫所で留め置きの可能性もあります。そのため、海外安全ホームページの

みならず渡航国側の警戒情報・警戒レベルについても常に最新の状況を確認

し、危険地域への渡航に関しては家族や大学（指導教員や国際連携課）に相談

したうえで判断する等、慎重な対応を求めています。  

また、従来から、学生が海外へ渡航する際には、私事・研究を問わず、担当

学務チームへの「海外渡航届」の提出及び「外務省海外渡航サービス」への登

録を義務づけています。  

 

（以下、3 月６日の文書への追加情報）  

現在海外渡航中の学生については，危険レベル「レベル２」になった場合は

原則として帰国を勧めます。「レベル３」になった場合は帰国していただきま

す。レベル２になった時点で，レベル３となった際に直ぐに帰国ができるよう

準備をしてください。  

 

②留学生の受入れについて  

2020 年度前学期に中国・韓国の学術交流協定校から渡日する交換留学生

（特別聴講学生・特別研究学生）の受入れについては、中止とします。  

2020 年度前学期に中国・韓国から渡日する研究生の受入れについては、事

態が終息するまで延期とします。その他の国・地域から来日する交換留学生・

研究生の受入れについては、事態が流動的なため、今後状況を見極めて判断を

行います。  

海外から渡日して入学する正規 (留 )学生の受入れについても、合格発表後

に、状況を見極めて判断を行います。  

  

https://www.anzen.mofa.go.jp/


The University's response to measures against infectious diseases related to the 

new coronavirus (international exchange and international student relation s) 

 

March 12, 2020 

Institute for International Relations, Ehime University  

 

Following the spread of the new coronavirus, the World Health Organization 

has declared an "international public health emergency" that the infection could 

spread in other countries. Under these circumstances, Ehime University has also 

established a crisis response headquarters (new coronavirus response) based on 

Article 10 of the Ehime University Crisis Management Regulations. Regarding 

matters related to international exchange and international students, the following 

measures are taken.  

 

1. On overseas travelling of students  

It is strongly recommended that short -term outgoing programs be stopped if 

they are not yet implemented.  

Also, if students are planning to travel to a  “risk level 2 or higher” area on the 

Overseas Safety Website of the Ministry of Foreign Affairs (including infectious 

disease risk information) for overseas travelling. We are asking our students to 

cancel traveling until it is over. (For areas with a dan ger level of 2 or higher, 

check the Ministry of Foreign Affairs website: https://www.anzen.mofa.go.jp/)  

Regarding travel to other regions, it is highly probable that restrictions on entry 

of Japanese nationals / regions and restrictions on behavior after e ntry / entry will 

be stricter in the future. There is a possibility of being quarantined after returning 

to Japan in the future. Therefore, we recommend our students to check the latest 

information not only on the overseas safety website but also on the al ert 

information and alert level of the destination country, and consult with family or 

university (supervisor or International Affairs Division) if you plan to go to 

dangerous areas.  

In addition, when our students travel abroad, they should submit an “Over seas 

Travel Notification” to their academic affairs office and register with the 

“Ministry of Foreign Affairs Overseas Travel Service”.  

 

(Hereafter is added information on March 12) 

Our Japanese students who are currently traveling abroad are advised to return 

Japan if the the danger level of traveling area reaches "Level 2". If it reaches 

"Level 3", our Japanese students must return Japan. 

 

2. On acceptance of incoming international students  

Ehime University decided to cancel to accept all incoming exchange students 

who comes directly from China and Korea in the first semester of 2020.  

We postpone to accept research students coming directly from China and Korea 

in the first semester of 2020 until the situation is over. Regarding the acceptance 

of exchange students and research students coming from other countries and 

regions, the situation is in flux, and we will make judgments based on the 

situation in the future.  

Regarding the acceptance of regular (international) students who will arrive in 

Japan from abroad, we will make a judgment based on the situation.  

 


