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緊急：新型コロナウイルス感染対策 3 

学生の登校の可否に関わる対応について 
 

新型コロナウイルス感染症が世界各国で拡大する中、我が国においても、感染者数は増加傾

向にあります。 

そのため、宮崎大学では感染拡大を防止する観点から、下記に該当する学生の登校を制限す

ることとました。 

つきましては、別紙「COVID－１９；学生の登校の可否に関わる対応」を確認し、下記に該

当する場合には、所属の教務・学生担当係へ連絡し自宅待機するなど、別紙の内容に適切に従

い、感染拡大防止に努めてください。 

また、国立大学協会会長より令和 2年 3月 5 日に発せられた要請の趣旨を踏まえ、感染リ

スクを最小限に抑えるための行動を取っていただくとともに、帰省や海外旅行を含め、居住地

域を越えての移動は、できるだけ控えるようお願いいたします。 

 

記 

〔登校禁止対象〕 

１）大学が指定した国・地域から宮崎に戻ってきた学生および新型コロナウイルス確定患者の

濃厚接触者である学生 

２）３７．５度以上の発熱、強い倦怠感、強い空咳、息苦しさのある学生 

３）３７．５度以上の発熱、軽度の鼻汁や咽頭痛のある学生 

 

〔登校禁止期間〕 

上記１）に該当する学生：２週間の自宅待機（登校禁止）【特別欠席】 

上記２）に該当する学生：自宅待機（登校禁止）【特別欠席】 

上記３）に該当する学生：自宅待機（最長４日間の登校禁止）【特別欠席】 

 

※ 新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、特別欠席扱いとなります。 

 

〔連絡先〕学生→各部局の教務・学生担当係 

（各部局の教務・学生担当係は部局長に報告の上、学生支援部学生生活支援課へ報告、学生生

活支援課は取りまとめの上、安全衛生保健センターへ報告） 



【COVID-19︔学⽣の登校の可否に関わる対応】
下記のような症状がある時に教育実習、病院実習がある場合には、所属部局へ相談すること

濃厚接触者の認定は、保健所および公的機関が⾏う。
＊濃厚接触者︔保健所および公的機関により濃厚接触者と認定された学⽣はた
だちに所属の教務・学⽣担当係まで申し出ること。

（濃厚接触者とは、マスクなどの感染防御をせずに罹患者と⻑時間接した等）
＊寮⽣については、⾃宅を寮と読み替えて対応。但し、寮内の居場所は学⽣⽣
活支援課と安全衛⽣保健センターが協議して指示する。

＊学⽣から連絡を受けた部局の教務・学⽣担当係は、学⽣支援部学⽣⽣活支援
課へ報告する。学⽣⽣活支援課は、各部局からの報告を取りまとめて安全衛
⽣保健センターへ報告する。

別紙

2020.03.23



新型コロナウイルス感染対策において宮崎大学が指定した国・地域 

（令和 2年 3月 23日現在） 

 

外務省が感染症危険情報においてレベル２以上を指定した地域を有する国・地域（香港など） 

 

（アジア） 

中国、香港、マカオ、韓国 

 

（欧米） 

米国、英国、アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリ

ア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、ス

ペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、

ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、

マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニ

ア 

 

（中東） 

イラン 

 

（アフリカ） 

エジプト 

 

 



倦怠感 息苦しさ 咳

□なし □なし □なし

□少しある □少しある □少しある

□強くある □強くある □強くある

□なし □なし □なし

□少しある □少しある □少しある

□強くある □強くある □強くある

□なし □なし □なし

□少しある □少しある □少しある

□強くある □強くある □強くある

□なし □なし □なし

□少しある □少しある □少しある

□強くある □強くある □強くある

□なし □なし □なし

□少しある □少しある □少しある

□強くある □強くある □強くある

□なし □なし □なし

□少しある □少しある □少しある

□強くある □強くある □強くある

□なし □なし □なし

□少しある □少しある □少しある

□強くある □強くある □強くある

□なし □なし □なし

□少しある □少しある □少しある

□強くある □強くある □強くある

□なし □なし □なし

□少しある □少しある □少しある

□強くある □強くある □強くある

□なし □なし □なし

□少しある □少しある □少しある

□強くある □強くある □強くある

□なし □なし □なし

□少しある □少しある □少しある

□強くある □強くある □強くある

□なし □なし □なし

□少しある □少しある □少しある

□強くある □強くある □強くある

□なし □なし □なし

□少しある □少しある □少しある

□強くある □強くある □強くある

□なし □なし □なし

□少しある □少しある □少しある

□強くある □強くある □強くある

※次のような症状があった場合には、すぐに所属の教務・学生担当係へ電話で連絡してください。

〇37.5℃以上の体温　　〇強い倦怠感　　〇強い空咳　　〇息苦しさ

※経過観察中、外出した場合や人と会った場合には「外出等記録」の欄に外出先や会った人を記載してください。

13日目

14日目

日目

所属学部・研究科 氏名

： ℃

月　　日 ： ℃

月　　日 ： ℃

15日目
　　　待機期間中（14日間）、症状が出なかった場合には、登校して、このチェックシートを

　　所属の教務・学生担当係へ提出してください。

外出等記録

7日目

8日目

9日目

10日目

11日目

12日目

1日目

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

月　　日

月　　日 ： ℃

月　　日 ： ℃

月　　日 ： ℃

月　　日 ： ℃

月　　日 ： ℃

月　　日 ： ℃

月　　日 ： ℃

月　　日 ： ℃

月　　日 ： ℃

備考

経過観察体調チェックシート１（2週間の経過観察）

月　　日 ： ℃

月日 検温時間 体温
体調

℃：月　　日



倦怠感 息苦しさ 咳

□なし □なし □なし

□少しある □少しある □少しある

□強くある □強くある □強くある

□なし □なし □なし

□少しある □少しある □少しある

□強くある □強くある □強くある

□なし □なし □なし

□少しある □少しある □少しある

□強くある □強くある □強くある

□なし □なし □なし

□少しある □少しある □少しある

□強くある □強くある □強くある

※経過観察中、外出した場合や人と会った場合には「外出等記録」の欄に外出先や会った人を記載してください。

5日目

　　　37.5℃以上の熱が4日以上続く場合や、強い倦怠感、息苦しさがある場合には

　　すぐに所属の教務・学生担当係へ電話で連絡してください。

　　　また、帰国者・接触者相談センターに電話で相談してください。

外出等記録

3日目 月　　日 ： ℃

4日目 月　　日 ： ℃

1日目 月　　日 ： ℃

2日目 月　　日 ： ℃

経過観察体調チェックシート２（発熱等症状がある場合）

所属学部・研究科 氏名

日目 月日 検温時間 体温
体調

備考


