
（Japanese follows English.） 
To: students 
From: Prof. YAHIRO Hidenori 
Director of the Institute for Education and Student Support 
Re: Attendance at Classes (September 22, 2022) 
 
 As you know, the number of cases of Covid-19 infection in Ehime Prefecture has 
decreased compared to the peak period. However, the number of infected students 
and persons in close contact continues to increase on campus. 
 As in the first semester, classes for the second semester will be held in person, but 
we would like to inform you of the rules for attending classes in case you become 
infected, etc, as follows.  
Effective September 7, the period of medical treatment at home was shortened 

from 10 days to 7 days, with the day of onset of illness as day 0. For details, please 
refer to the Ehime Prefecture website. 
 
●If you become a person infected or a person in close contact with Covid-19 
→Treated as “an absence for a valid reason (unlimited number of times).” Please 
submit the prescribed Absence Form to the instructor at a later date. 
●If you feel even slightly unwell (including adverse reactions due to vaccination 
with Covid-19 vaccine) 
→Treated as “an absence for a valid reason (unlimited number of times).” Please 
submit the prescribed Absence Form to the instructor at a later date. 
●If students are unable to take the examination due to the above reasons or other 
unavoidable reasons, a follow-up examination may be administered. If you need to 
take a follow-up exam, please notify the instructor of the class as soon as possible. 
 
(Reference) 
・If you have any symptoms and what to do if you are infected of become a person 
in close contact (Ehime University HP) 
https://hoken.hsc.ehime-
u.ac.jp/info/file/3f1d176550c11065351ccb05dda71f693492b7f1.pdf 
 
・Information on new coronavirus infection (Ehime Prefecture HP) 
https://www.pref.ehime.jp/h25500/coronajitaku/coronajitaku.html#kaijo 
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令和 4 年 9月 22 日 

  学生のみなさん 
                          教育・学生支援機構長   
                               八尋 秀典 
 
             授業への出席について 
 
 ご承知のとおり、愛媛県内の新型コロナウイルス感染者数はピーク時に比べ減少してい
ますが、学内において、学生の感染者および濃厚接触者の発生は継続している状況です。 
 後学期の授業は、前学期と同様に対面授業を基本としていますが、感染者となった場合等
の受講ルールを下記のとおりお知らせしますので、万が一自宅待機となった場合において
も、体調管理を優先させつつ安心して療養してください。 
 なお、令和 4 年 9 月 7 日（水）から、自宅療養の場合の療養期間が発症日を 0 日目とし
て 10 日間から 7 日間に短縮されました。詳しくは愛媛県 HP にて確認してください。 
 
              記 
 
●新型コロナウイルス感染者および濃厚接触者となった場合 
 ⇒「正当な理由による授業欠席（回数制限なし）」として扱いますので、 
  後日所定の授業欠席申出書を授業担当教員に提出してください。 
●少しでも体調のすぐれない場合（新型コロナワクチン接種による副反応も含む） 
 ⇒「正当な理由による授業欠席（回数制限あり）」として扱いますので、 
  後日所定の授業欠席申出書を授業担当教員に提出してください。 
●上記理由、その他やむを得ない理由により試験を受験できなかった場合は、 
  追試験が実施される場合があります。 追試験の受験が必要になった場合は、 
  すみやかに授業担当教員にお申し出ください。 
 
（参考） 
受診・体調の相談と感染した場合や濃厚接触者になった場合の対応について（愛媛大学 HP） 
https://www.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2022/02/soudan_flow_BCP.pdf 
 
新型コロナウイルス感染症に関する情報 （愛媛県 HP） 
https://www.pref.ehime.jp/h25500/coronajitaku/coronajitaku.html#kaijo 

https://www.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2022/02/soudan_flow_BCP.pdf
https://www.pref.ehime.jp/h25500/coronajitaku/coronajitaku.html#kaijo

