
令和 4 年 12 月 9 日 

学生のみなさん 

 学長         仁科 弘重 
 教育・学生支援機構長 八尋 秀典 

 【続注意喚起】愛媛県全域の警戒レベルが「特別警戒期間」に引き上げ！ 

12 月 5 日から、愛媛県全域の警戒レベルが「特別警戒期間」に引き上げられました。県 
内全域で感染リスクが高まっていることを認識の上、引き続き、感染回避行動の徹底をお願 
いします。 

・毎朝の検温等各人の健康管理を行い、少しでも体調がすぐれない場合（新型コロナワク
チン接種による副反応も含む）は登学・外出せず、自宅で療養してください。下記の「授
業欠席の取扱い」を各自確認して、心配ならば授業担当教員と相談してください。

・手洗い、手指消毒、マスク着用（脱着を指示された場合を除く）の徹底など基本的な感
染防止対策を行ってください。会食の感染対策（体調が悪い時は参加しない。「密」に
ならない。長時間を避け、大声を控え、羽目を外さない。）はこれまで以上にしっかり
と。

・接種可能な方は、オミクロン株対応ワクチンの早期接種を検討してください。

（授業欠席の取扱い） 
愛媛大学ホームページ：https://www.ehime-u.ac.jp/tp_20221208_kyo/ 

（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（令和 4 年 7 月
25 日） 

https://www.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2022/02/soudan_flow_BCP.pdf 

(English translation follows.)

https://www.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2022/02/soudan_flow_BCP.pdf


December 9, 2022 
 
Dear Students 
 

                            President  NISHINA Hiroshige 
     Director of Education and Student Support Division  YAHIRO Hidenori  

 
 

【Continued Warning】The Alert Level for the Entire Ehime Prefecture Has Been Raised 
to "Special Alert Period" ! 

 
 As of December 5, the alert level for all of Ehime Prefecture has been raised to "Special 
Alert Period.” Please be aware that the risk of infection has increased throughout the 
prefecture, and continue to take thorough measures to avoid infection. 
 ・If you are not feeling well (including side effects of corona vaccine), please do not go to 
school or outside, and stay at home for recovery. Please check the "Handling of Class 
Absences" below and consult with your class instructor if you have concerns.  
 ・Please take basic infection prevention measures such as washing hands, disinfecting hands, 
and wearing a mask (except when instructed to remove it). Infection control measures for 
dining together (Do not attend if you are not feeling well. Do not be "closely packed." Avoid 
long hours, refrain from shouting, and do not get carried away.) should be observed more 
firmly than ever before. 
 ・Those who are capable of vaccination should consider early vaccination with Omicron 
strain-compatible vaccines. 
 
(Handling of Class Absences) 
Ehime University Website: https://www.ehime-u.ac.jp/tp_20221208_kyo/ 
 
(Reference) 
Consultation on medical examinations and physical condition and what to do if you are 
infected or become a close contact person (July 25, 2022) 
https://www.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2022/02/soudan_flow_BCP.pdf 
https://hoken.hsc.ehime-
u.ac.jp/info/file/3f1d176550c11065351ccb05dda71f693492b7f1.pdf 

 
  

https://www.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2022/02/soudan_flow_BCP.pdf
https://hoken.hsc.ehime-u.ac.jp/info/file/3f1d176550c11065351ccb05dda71f693492b7f1.pdf
https://hoken.hsc.ehime-u.ac.jp/info/file/3f1d176550c11065351ccb05dda71f693492b7f1.pdf


2022.12.08 
授業欠席の取扱いについて（令和 4 年 12 月 8 日） 
 
新型コロナウイルス感染等により授業や試験を欠席した場合の取扱いについては、

以下のとおりです。欠席した場合は、後日、学務担当窓口にて所定の「授業欠席申出

書」を受け取り、授業担当教員に提出してください。なお、不明な点などありましたら、

学務担当窓口までご相談ください。 

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 

「愛媛大学学業成績判定に係る授業欠席の取扱いに関する申合せ 第 2（１）学校保

健安全法施行規則に定める感染症に感染した場合」に該当します。 

⇒「正当な理由による授業欠席」として取扱い、欠席回数に制限はありません。 

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） 

「愛媛大学学業成績判定に係る授業欠席の取扱いに関する申合せ 第 2（10）当該

学部又は教育・学生支援機構が認めた場合」に該当します。 

⇒「正当な理由による授業欠席」として取扱いますが、欠席回数に制限があります。 

各授業科目につき、開講時数が 15 回の場合は 2 回まで、15 回以外の場合は開講

時数に 15 分の 2 を乗じて得られた時間数に対応する授業の回数を限度とします。 
例えば 8 回開講授業の場合、8×(2/15)＝1.06 1 回欠席が限度となります 

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。 

 愛媛大学学業成績判定に係る授業欠席の取扱いに関する申合せ  

 
  

https://www.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2022/12/moushiawase-1.pdf
https://www.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2022/12/moushiawase-1.pdf


(Handling of Class Absences) 
Ehime University Website: https://www.ehime-u.ac.jp/tp_20221208_kyo/ 
 
December 08, 2022 
Handling of Class Absences (December 8, 2022) 
 
The following are the procedures for students who are absent from classes or examinations 
due to infection with COVID-19 or other reasons. If you are absent, please pick up the 
prescribed "Class Absence Request Form" at your Faculty Desk and submit it to the instructor 
in charge of the class at a later date. If you have any questions, please contact the Faculty Desk. 
 
If you are infected with COVID-19 or have had a close contact with an infected person 
 
⇒ The absence from class will be treated as "absence from class for justifiable reason," 
and there is no limit to the number of times a student can be absent from class. 
 
If you are not feeling even a little bit unwell (including side effects of corona vaccination) 
 
⇒The absence from class will be treated as "absence from class for justifiable reason," but the 
number of absences is limited. 
If the number of class sessions is 15, the number of absences is limited to 2. If the number of 
class sessions is other than 15, the number of absences is limited to the number obtained by 
multiplying the number of class sessions by 2/15. (For example, in the case of 8 class sessions, 
the limit is 8 x (2/15) = 1.06 = 1 class.)  
 
If a student is unable to take the examination due to the above reasons or other unavoidable reasons, a follow-

up examination may be conducted. If you need to take a follow-up exam, please notify the instructor of the 

class as soon as possible. 

 
  Ehime University Agreement on the Handling of Class Absences for Grading of Academic 
Grades 愛媛大学学業成績判定に係る授業欠席の取扱いに関する申合せ (ehime-u.ac.jp) 
 

https://www.ehime-u.ac.jp/tp_20221208_kyo/
https://www.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2022/12/moushiawase-1.pdf
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