
 
（English translation follows.） 

                                  令和３年６月２５日 
 
学生(科目等履修生、研究生等を含む) 各位 

  
ワクチン接種対策班長 
理事・副学長  満田 憲昭 

 
  

新型コロナウイルスワクチン接種の日程変更について 
 

 新型コロナウイルスワクチン接種希望調査にご協力いただきありがとうございました。 
 ワクチン接種の日程については，当初、なるべく多くの大学関係者へ接種するため、８月１４日

（土）と９月１８日（土）を予備日として設け、１回目と２回目を５週間の間隔で接種をする形で

計画しておりましたが、調整の結果、通常の４週間の間隔で接種可能と判断し，接種日程を下記の

とおり変更することとしました。 
皆様には、急な日程変更となり、ご迷惑をおかけすることになりますが、より多くの方へワクチ

ンを少しでも早く接種していただくよう、大学としても全力を尽くしていきたいと考えております

ので、ご理解・ご協力いただけると幸いです。 
なお，接種を希望された方には，下記のいずれかのグループのうちから，接種日時を指定して，

来週中に案内しますので，そのグループでは都合が悪い場合は，通知に記載の担当まで連絡してく

ださい。 
                  

                   記 
 
１ 接種日時（予定） 
  ※１回目の接種から，４週間後に２回目を接種します。 
  ※接種日は，希望調査終了後，次のいずれかのグループを指定して，連絡することになります

ので，ご承知おきください。 
①第１グループ：１回目７／１７（土）→ ２回目８／１４（土）  
②第２グループ：１回目７／１８（日）→ ２回目８／１５（日） 
③第３グループ：１回目７／２４（土）→ ２回目８／２１（土） 
④第４グループ：１回目７／２５（日）→ ２回目８／２２（日） 
⑤第５グループ：１回目７／３１（土）→ ２回目８／２８（土） 
⑥第６グループ：１回目８／ １（日）→ ２回目８／２９（日） 

  
 
２ 総合健康センターワクチン接種サイトの開設について 

当日までに準備すること，持参物など，大切なお知らせを掲載していますので，接種希望の学

生は，必ず確認してください。 
URL : https://hoken.hsc.ehime-u.ac.jp/info/page181.html 
 
【ワクチン接種に係る窓口】 
愛媛大学新型コロナワクチン接種対策班 

 E-mail：vaccine＠stu.ehime-u.ac.jp 
 

https://hoken.hsc.ehime-u.ac.jp/info/page181.html


June 25, 2021  
To: all students (including non-degree students, research students, etc.) 
 
From: Prof. Mitsuda Noriaki  
Head of Vaccination Team 
Director and Vice President of Ehime University  
 

 
Change of schedule for the COVID-19 vaccination 

 
Thank you for your cooperation in the vaccination application survey. 

 In order to vaccinate as many people as possible at the university, we had originally planned 
to set aside August 14 (Sat.) and September 18 (Sat.) as backup days for the vaccination, and to 
administer the first and second doses at a five-week interval. However, as a result of adjustments, 
we have decided that vaccinations could be given at the usual four-week intervals, and the 
vaccination schedule has been changed as follows. 

We apologize for any inconvenience caused by this sudden change in schedule, but we would 
appreciate your understanding and cooperation as we do our best to provide vaccines to as many 
people as possible and as soon as possible. 

For those who have requested vaccination, the date and time will be specified from one of the 
following groups and notified within the next week. If that group is not convenient for you, please 
contact the person listed in the notification. 

 
1. Date and time (tentative)  
※The second vaccination will be given 4 weeks after the first one. 
※Please note that the date of the vaccination will be decided by the university from one of the 
following groups after the request survey is completed. 
 
[Date of 1st dose and 2nd dose] (After change) 
Group 1: 7/17 (Sat), 8/14 (Sat)  
Group 2: 7/18 (Sun), 8/15 (Sun) 
Group 3: 7/24 (Sat), 8/21 (Sat) 
Group 4: 7/25 (Sun), 8/22 (Sun) 
Group 5: 7/31 (Sat), 8/28 (Sat) 
Group 6: 8/1 (Sun), 8/29 (Sun) 
 
2. Health Services Center Vaccination Website 

Please be sure to check the following website for important information such as what to 
prepare before the day of vaccination and what to bring to the vaccination site, etc. 

URL: https://hoken.hsc.ehime-u.ac.jp/info/page181.html 
 
Contact: 
COVID-19 Vaccination Team, Ehime University 
vaccine@stu.ehime-u.ac.jp 

https://hoken.hsc.ehime-u.ac.jp/info/page181.html

