
新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する  

本学の対応について（国際交流・留学生関係）  
 

2020 年 3 月 25 日  

（2020 年 5 月 13 日更新 (赤字箇所 )）  

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  

①  愛媛大学生の海外渡航を当面の間、禁止します（愛媛大学に留学中の者を含み

ます）。  

②  現在海外に渡航中の学生については、日本への帰国を勧告します。帰国する場

合は、直ちに国際連携課に連絡するとともに、帰国準備を行い、安全に確実に帰国

できることを確認してから、速やかに帰国してください。外務省の海外安全ホーム

ページで危険レベル「レベル３」以上になった場合は、帰国していただきます。  

③  海外から帰国した学生については、帰国後 2 週間自宅等において体調観察を行

ってください。その間、不要不急の外出も控えてください（登学を含む）。空港等

の検疫所で指示が出た場合は、その指示に従ってください。なお、これらにより登

学が新学期開始の４月１日（水）に間に合わない場合は、所属学部・研究科の学務

担当チームに、健康診断開始に間に合わない場合は、総合健康センター（089-

927-9193 平日 8：30－17：00）に連絡してください。また、帰国後 2 週間

の体調観察で以下の症状が出た場合には、愛媛大学総合健康センターへ電話連絡し

てください。夜間や休日は愛媛県・松山市の相談窓口へ連絡してください（089-

909-3468）。  

・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかが

ある場合  

・発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が続いている場合  

・（基礎疾患がある方、妊婦）発熱や咳など比較的軽い風邪の症状がある場合  

 

＊留学のためにすでに休学願を提出したが、休学を変更する学生、渡航の途中で帰

国し休学の期間を変更する学生は、至急所属学部・研究科の学務担当チームに連絡

してください。  

 所属学部・研究科の連絡先のリンク  

URL：http://web.isc.ehime-u.ac.jp/file/madoguchi.pdf 

 

②留学生の受入れについて  

2020 年度前学期に中国・韓国・欧州・アメリカ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は、個別対応とします。  

http://web.isc.ehime-u.ac.jp/file/madoguchi.pdf


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

coronavirus (international exchange and  international student relations)  

 

March 25, 2020 

（Renewed on May 13, 2020 (in Red)）  

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 relate d to 

international exchange and international students, the following measures are taken.  

 

①  Ehime University prohibits the students from traveling abroad  (outside Japan) for 

the time being (including international students).  

②  Ehime University recommends that the students who are currently traveling 

abroad return to Japan. When returning to Japan, contact the International Relations 

Office immediately, make preparations for returning to Japan, and make sure that you 

can return safely and securely. If the risk level of the area becomes "Level 3" or higher 

on the Ministry of Foreign Affairs' overseas safety website, Ehime University will 

order the students to return to Japan.  

③  The students returning from abroad must observe their physical condition at home 

for two weeks after returning to Japan. In the meantime, please refrain from going out 

(including going to the campus)  except urgent cases. If the quarantine office at an 

airport gives you an instruction, please follow its instruction. If you may not come to 

the university at the beginning of the new semester, starting on April 1, please contact 

the academic office/team of your faculty / graduate school. If you have any of the 

following symptoms during your physical condition observation for two weeks after  

returning to Japan, please call the Ehime University Health Center, 089 -927-9193 

(weekdays 8: 30-17: 00). Please contact the joint consultation desk of Matsuyama City 

& Ehime Prefecture at night or on holidays (089 -909-3468). 

・  If you have strong symptoms, such as difficulty breathing, strong feeling of 

fatigue or high fever.  

・  If the symptoms of a relatively mild cold, such as a fever or cough, persist （ If 

you are a senior citizen or have an underlying disease） . 

・  If you have symptoms of a relatively mild cold, such as a fever or cough.  

 

* If you are returning to Japan after a long absence (e.g. after studying abroad, etc) 

and wish to resume your study at Ehime Universit y, please be sure to contact the 

Academic Affairs Office/Team of your faculty or graduate school . 

Contact information of each faculty / graduate school  in Ehime University:  

URL: http://web.isc.ehime-u.ac.jp/file/madoguchi.pdf  

 

2. On acceptance of incoming international students 

Ehime University decided to cancel the acceptance of all incoming exchange students 

who come directly from China, Korea, European Countries and the United States of 

America in the first semester of 2020.  

We postpone the acceptance of 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.  


