
2021 年 9月 10日 

学生・保護者のみなさまへ 

緊急事態宣言下の生活について 

頌栄短期大学 学長 棟方信彦 

 

兵庫県への「緊急事態宣言」が 9月 30日まで延長されることになりました。 

感染者の増加は想定を超えた状況となり、特に学生のみなさんの年代の感染が目立ちま

す。10代の方の死亡も報告されていることから、自分と大切な人の命を守るため、より一

層の警戒と対策をお願いします。 

また、ワクチン接種は感染予防と感染した場合の重症化を防ぐ効果があると認められて

います。接種を済ませていない方は、受けられるようお勧めします。 

 

 兵庫県知事のメッセージを添付しますので、ぜひ確認してください。 

 



緊急事態宣言延長！ 今度こそ収束を！

本県への緊急事態宣言が９月30日まで延長されました。新規感染者数は減少傾向にあるものの、１週間
平均は第４波のピークを大きく上回る約700人、重症病床使用率も50％を超えるなど、依然、緊急事態に
あります。変異株の脅威も続いています。今度こそ感染を収束させ、医療ひっ迫を防ぎ、大切な人を守る
ためにも、今一度責任ある行動の徹底をお願いします。

・生活･企業活動を維持する場合を除いて、原則、県域を越えた往来はやめてください。
・買い物の回数を減らすなど、混雑した場所等への外出を半減してください。
・時短要請時間外の営業、酒類･カラオケ設備を提供する飲食店等や感染対策（アクリル板の設置など）
が徹底されていない飲食店等の利用はやめてください。

・友人等との会食や宅飲み、路上･公園での飲酒は絶対にしないでください。

・職場や学校園でのクラスター、家庭での感染が多く発生しています。マスクの着用（不織布ﾏｽｸを奨励）、
手洗いや手指消毒、換気など基本的な感染対策を徹底し、発熱等の症状が見られる場合は出勤･通学園の
自粛を徹底してください。

・｢居場所の切り替わり｣（食堂、休憩室、更衣室、喫煙室、サークル室等）では十分注意し、必ずマスクを
着用するなど感染対策を徹底してください。

・多数の方が利用する集客施設は、人数制限･誘導等の入場者の整理を必ず行ってください。
・飲食店では会話時のマスク着用を徹底してください。

１ 人流抑制対策の徹底

２ クラスター対策の徹底

・コロナの感染者の多くは若い世代です。ワクチン接種は感染を予防します。副反応や接種後の死亡例
等の誤った情報には惑わされず、正確な情報のもと、積極的な接種への参加をお願いします。

３ ワクチンの積極的な接種

令和３年９月９日

兵庫県知事 齋藤 元彦



2021 年 8月 20日 

学生・保護者のみなさまへ 

緊急事態宣言下の生活について 

頌栄短期大学 学長 棟方信彦 

 

兵庫県に「緊急事態宣言」が 9月 12日までの期間発出されました。 

感染者の増加は想定を超えた状況となり、特に学生のみなさんの年代の感染が目立ちま

す。自分と大切な人の命を守るため、より一層の警戒と対策をお願いします。 

 

 兵庫県知事のメッセージも確認してください。 

 



緊急事態宣言発出！ 感染対策徹底要請！

本日、本県に緊急事態宣言が発出されました。第５波は急拡大、新規感染者数は本日、過去最多
の８５３人となり、病床使用率は約６割に迫るなど、まさに緊急事態にあります。
感染拡大を早期に食い止め、医療ひっ迫を防ぐためにも、緊急事態宣言下であることを若い世代
の方々をはじめ一人一人が認識し、人流の抑制や、より一層の感染対策の徹底をお願いします。

・日中も含め不要不急の外出･移動を自粛、特に混雑した場所等への外出を半減してください。
・時短要請時間外の営業や酒類･カラオケ設備を提供する飲食店等や感染対策(アクリル板の設置
又は座席間隔１ｍ以上の確保など)が徹底されていない飲食店等の利用はやめてください。

・飲食店において、マスクを着用していない方の入店を禁止してください。飲食以外の会話時に
店側が着用を促しても応じてもらえない場合には退店を依頼してください。

・友人等との会食や宅飲み、路上･公園での飲酒は絶対にしないでください。
・出勤者数の７割削減を目指し、在宅勤務(テレワーク)等の推進をお願いします。

・多数の方が利用する集客施設は、入場整理等により密を避けてください。
・職場クラスターが増えています。従業員の感染対策の徹底をお願いします
・部活動やサークル活動などの際には、熱中症に注意し、会話の際のマスクの着用など感染対策
を徹底してください。

１ 人流削減対策の徹底

２ クラスター対策の徹底

・ワクチン接種は感染を予防します。副反応や接種後の死亡例等の誤った情報には惑わされず、
正確な情報のもと、特に若い方の積極的な接種への参加をお願いします。

３ ワクチンの積極的な接種

令和３年８月17日

兵庫県知事 齋藤 元彦



2021 年 8 月 10 日 

学生・保護者のみなさまへ 

夏休み期間の生活について 

頌栄短期大学 学長 棟方信彦 

 

兵庫県に「まん延防止等重点措置」が 8 月 31 日まで適用されています。また、隣接する

大阪府では緊急事態宣言が発出されています。 

感染者の増加は予断を許さない状況が続き、特にデルタ株による影響が広がっています。

若い世代の感染も多く、30 才代以下が感染者の 6 割を占める中で、より一層の警戒と対策

をお願いします。 

夏休みに入り、生活のスタイルが普段と異なってくると思いますが、在学生のみなさん

は、気を緩めすぎず、特に外出・飲食についてあらためて感染予防対策の徹底をお願いし

ます。 

 

・感染拡大地域との往来の自粛 

・要件を満たしていない飲食店、路上や公園等での飲酒をしない 

・宅飲みを含め、集まっての飲食を避ける 

・感染防止対策を講じていない施設の利用の自粛 

・会話の際は、マスク等により飛沫を防止 

 

保護者のみなさまにおかれましても、ご家庭での学生のみなさんへのお見守りと応援を

お願いいたします。 

 

 兵庫県からの注意事項を添付します。よく読んで参考にしてください。 

  



大学・専門学校等における感染防止対策の取組 

 

１ 授業形態 

  対面授業の実施の際には、感染防止対策の徹底を要請しているが、ワクチン接種の進

捗状況等を踏まえつつ、引き続き感染防止の徹底を図るため、オンライン授業を積極的

に活用 

 （対面授業の実施の際の感染予防対策の強化） 

  ○キャンパス・校舎内や通学時等のマスク着用の徹底、時差通学の推進、ワクチンの

大学拠点接種の推進 

 

２ 部活動・サークル活動 

(1) 県外での活動（※を除く）は、原則行わない 

ただし、既に計画済の活動を実施する際には、改めて緊急事態措置区域、まん延防

止等重点措置区域（都道府県）の知事が指定する区域及び都道府県等が独自の行動制

限を伴う措置を実施している区域でないこと、受入先の意向、参加人数、移動方法な

ど実施可能であることを十分に確認すること 

※中央競技団体・文化関係連盟等が主催する大会（その予選を含む）及び国民体

育大会（その予選を含む）。参加する際は、主催者の行う感染予防措置を確認す

るとともに、その徹底を図る  

(2) 県内で活動する場合は、以下の点に留意すること 

・合宿等、宿泊を伴う活動を実施する場合には、感染防止対策が確認される施設を利

用するとともに、飲食時の感染防止の徹底を図る 

・練習試合等を実施する場合は、必要最小限の参加人数とするなど、移動人数を最小

限にとどめる 

・更衣室・部室でのミーティング時、試合等における応援時にはマスクを着用する 

・近距離で飛沫が飛ぶ接触は避ける 
 

３ 外出・飲食 

学生・教職員に対する以下の点の徹底 

・感染拡大地域との往来の自粛 

・要件を満たしていない飲食店、路上や公園等での飲酒をしない 

・宅飲みを含め、集まっての飲食を避ける 

・感染防止対策を講じていない施設の利用の自粛 

・会話の際は、マスクにより飛沫を防止 

・学生食堂等では、マスクを外しての会話を控え、食事後は速やかに退出 

・学生食堂等の学内の飲食施設では、座席配置の工夫、アクリル板の設置等による感染

防止対策を徹底 
 



４ 学生への呼びかけ 

教育活動の場（授業の開始・終了時、学生一人ひとりへのメール送付等）において、

知事メッセージや学生向け動画等を配付・送信すること等により、感染防止対策の徹底

を学生に強く呼びかける 
 

５ ワクチン接種の推進 

  早期の対面授業の全面実施の実現に向け、大学拠点接種や自治体での接種により、教

職員・学生等のワクチン接種率の向上を推進する 

 



新型コロナウイルスワクチンの職域接種について 
2021 年 6 月 22 日  

 
頌栄短期大学は、新型コロナウイルスワクチンの職域接種を実施します。 
これは神戸大学のご協力により、神戸大学の職域接種にあわせて実施するものです。 
 
ワクチン接種対象者： 本学学生・教職員でワクチン接種を希望される方。 
（実施要領が決まりましたら、希望調査を行います。） 
 
※現時点でお伝えできる概要は次のとおりです。 
 
使用予定ワクチン： 武田／モデルナ社製 
接種会場：  神戸大学六甲台第２キャンパス 神戸大学百年記念館を予定 
具体的な日程等、詳細については現在調整中です。 
 



                              2021 年 6 月 11 日 

学生・保護者のみなさまへ 

 

                         頌栄短期大学 学長 棟方信彦 

  

 兵庫県に発令中の新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言が 6 月 20 日まで延長されま

した。学生のみなさんは、登校・対面授業への希望や学生生活についての不安などを感じ

ておられることと思いますが、みなさんの安全と健康と、学業の完遂とを両立し、また、

保育科 2 年生の実習の準備期にも配慮し、もうしばらくの間、原則遠隔での授業を実施い

たします。 

感染者数は減少傾向にあるものの、強い感染力の変異株が複数確認されつつあり、予断

を許さない状況です。緊急事態の中にあることを改めて受け止め、今一度、感染予防対策

を徹底し、日々の学業に励んでくださることを願っています。 

教職員一同、この制約下にあっても、変わらず学生のみなさん一人ひとりを常に覚え、

保育者になるという志を支えていく所存です。遠隔授業期間も長くなり、心身の疲労も重

なっていることと思います。一人で悩まず、メールや面談等を通してどのようなことでも

相談していただけるよう準備を整えています。今後、状況の好転に伴い、授業をはじめ、

学生生活につきましても、柔軟な対応を検討させていただきます。 

保護者のみなさまには、今後も引き続きご理解とご支援をお願いしますとともに、ご家

庭での学生のみなさんへのお見守りと応援をお願いいたします。 

 

  

 



直近の感染拡大状況下における本学の対処方針 

 

２０２１年４月１５日 

院長・学長 棟方信彦 

保証人の皆さま 

 平素は本学の教育に理解とご支援を賜り誠にありがとうございます。とりわけこの度の感染症禍

にあって、様々な制約の中でのお子様の学修を励まし支えてくださり、感謝申しあげます。 

 本学では新年度にあたり、新型コロナウイルス感染症感染の拡大防止と学修機会確保との両

立、そして新入生の皆さんには学生同士や教職員との人的な交流を通じて円滑な学生生活への

適応に重点を置き、感染防止対策を徹底したうえで、対面によるオリエンテーションを行いました。 

 さらに、２０２１年度前期授業については、原則として面接（対面）授業を実施することでスタート

しました。 

しかしながら、本学の位置する神戸市および近辺地域が「まん延防止等重点措置」の対象地区

に指定された後も、兵庫県内の新規感染者数は最多記録を更新し続けております。感染状況は

第４波に入ったとの見方も報告される状況です。特に今回の患者数の増加の要因としては、２０歳

代の割合が高いとの指摘もあり、本学としてもこれまでとは異なった一歩踏み込んだ対処が必要

となってまいりました。 

 つきましては、学生の皆さんの健康安全の確保を第一に考え、『感染症急拡大下における本学

の対処方針について（２０２１年４月１４日 感染症対策本部会議決定）』のとおり、４月２６日以降

の授業、実習及び課外活動に関する方針を下記のとおり決定しましたのでお知らせします。 

新学期開始早々での方針の変更であり、特に新入生の皆さんにとっては、大学の授業にまだ

十分慣れていないこの時期での対応方針の変更となりますが、何卒ご理解とご協力をいただきま

すようお願いいたします。 

なお、対応方針は今後の感染状況や国・自治体の動向に応じて、適時に見直しを図りますとと

もに、速やかにお知らせしてまいりますので、今後の大学からの配信情報にご注意ください。 

 

①（授業の取り扱い） 

授業については、下記の期間、遠隔授業中心に切り替えます。 

保育科１年 ４月２６日（月）～５月７日（金） 

保育科２年 ４月２６日（月）～６月１１日（金） 

※学生本人と受け入れ実習施設双方の感染リスクの低減のため、保育実習Ⅱの

前後は遠隔授業中心とします。 

専攻科１・２年 ４月２６日（月）～５月７日（金） 

②（実習の取り扱い） 

５月２４日(月)から予定されている保育実習Ⅱについては、施設側の受け入れを前提として、万

全の注意を払いつつ実施します。 

③（登校および課外活動等） 



学生については、感染予防と学修の両立を維持しつつも、５月９日(日)まで、（面接）授業以外

は学生の学内立入りを原則として制限します。 

 

以上、保証人の皆さまも、何卒本学の対応についてご理解をいただき、引き続きご支援をいた

だきますようお願い申しあげます。 

併せて、皆さまもご健康にご留意くださいますよう、重ねてお願い申しあげます。 

 





2020年 11月 20日 

学生の皆さんへ 

 

頌栄短期大学 

学生支援部 

教務部 

 

 

 後期授業が始まり 2/3が過ぎようとしています。前期とは異なり、対面授業の実施、課外

活動なども条件付きではありますが段階的に少しずつ行えるようになってきました。 

本学では、日々感染防止対策を講じ、皆さんの安全と授業の充実に向けて取り組んでいる

ところですが、ここ数日で兵庫県内の感染者数は増え続け、直近 1 週間で平均感染者数が

80人を超え、本日、11月 20日には、県の定める警戒レベルが「感染拡大特別期」となり、

全国レベルで見ても増加傾向が鮮明です。 

こうした状況の中、文部科学省、兵庫県からも「大学等における新型コロナウイルス感染

症対策の徹底について」の通知が届いています。本学においても、感染拡大防止のための「面

接（対面）授業の実施に関するガイドライン」を定めていますが、これだけで感染防止はで

きません。皆さん一人ひとりの適切な行動が、安全な環境を作っていくことに繋がります。 

長いコロナ禍での生活に慣れ、少し気持ちが緩んでいないか、今一度皆さんも自分自身の

行動について考え直してみてください。自分が感染しないこと、人に感染させないことを常

に心がけ、節度を保った生活を過ごすようにしてください。とりわけ、学外での行動につい

ては警戒し、人の集まる場所への出入り、感染リスクの高いアルバイト等を控えるようにし

てください。 

後期授業の開始以降、皆さんの協力を得ながら、対面授業のほか 1年生は観察実習を、2

年生は教育実習を無事行うことができました。学生の皆さんのみならず、お支えくださって

いるご家族のみなさまにも心より感謝申し上げます。そして、これまで以上に感染予防に努

めていただきたいと切に願っております。 

本学は、今後もみなさんの命と健康を守るため、感染防止策を講じて参ります。皆さんも

引き続きご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

兵庫県知事メッセージ（2020年 11月 18日） 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/g_comment20201118.html 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/governor/g_comment20201118.html


Ver.1 2020.8.21 

頌栄保育学院 

院長 棟方 信彦 

頌栄保育学院 

新型コロナウイルス感染症対応ガイドラインの趣旨 

「基本的な考え方」 

新型コロナウイルス感染症は、いまだ不明な点が多い感染症であり、社会全体としての長期的な

対応が必要となることが見込まれる。各自が基本的な感染防止策を徹底して頂くとともに、学院内

における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減した上で、持続的に教育・保育・研究活動に

取り組む必要がある。ガイドラインは、そのために必要な留意事項等を整理し、学院運営の指針を

示すものである。短期大学、幼稚園、同窓会など頌栄保育学院全体の、新型コロナウイルス感染症

への対応に際しては、最も基本的な考え方として、以下の３点について留意をいただく必要がある。  

①感染拡大の防止と学修機会、保育の確保

・学生に対し遠隔授業の実施、対面授業などあらゆる手段を通じて、学修機会の確保に取り組む

こと。

・園児には、感染予防の必要性を理解できるように説明を工夫すること。

・同窓会室は、同窓生の活動を把握するとともに、感染回避に努める。

②学生・園児・同窓生の立場に立った配慮と情報提供及び支援

・今般の状況下で不安を抱える学生の立場に立って、迅速かつ確実な情報提供を行うとともに、

特に、経済的に困難な学生に対しては、修学継続のために柔軟かつきめ細かな相談対応を行う

こと。

・園児への配慮

マスクの着用、適切な手洗いの実施などの基本的な衛生対策を十分行うことは難しいため、十分

な時間を確保して保育者が援助や配慮を行うこと。 

・ハウ会館利用者への感染予防について、ひとり一人の間隔を空け、対面での会話を避けるように

工夫・配慮行うこと。

③教職員の業務の在り方と体制の確保

・在宅勤務や時差出勤など、可能な限り感染拡大の防止のための措置を講じるとともに、非常勤の

教職員を含めた職員全体の働く場の確保を図り、組織全体としての業務の推進に万全を期すこと。 

追記 

新型コロナウイルス感染症は、2020年 1月 16日に国内最初の感染が確認され、全国に感染が広

がっている。現在、様々な分野に多大な影響を与え続け、いまだ不明な点が多く、感染状況を見据

えると、長期的な対応が必要となることが見込まれる。このような状況の中で、新型コロナ第 1波

から第 2波に既に入っている状況となり、重症化傾向が危ぶまれている。ガイドラインは、状況内

容に合わせた指針を示すもので、状況内容に修正が必要になれば変更要点を示し公表する。 



【フェーズおよび主な対応】                                                   ver.1  2020.8.12 

区分 地域社会の状況 構内の感染状況 短大・幼稚園・教職員・同窓会行動 学外者の設備・備品利用 

4 

国より、兵庫県に緊急事態宣言の

対象地域に指定され、自治体から

自粛要請、休業要請がなされる。 

構内でクラスター発生 

教職員・学生・園児・対応者に感染者が発

生し、緊急対応が必要とされる 

構 内 : 立ち入り禁止 

教職員 : 自宅勤務・指定者のみ出勤 

短 大 : 遠隔授業 

幼稚園 : 休園 

同窓会 : 同窓会室閉室 

外部への貸出・使用禁止 

3 

兵庫県より感染拡大Ⅰ・Ⅱ期の宣

言がなされる。 

構内の感染予防は徹底されているが、教

職員・学生・園児の居住地域で感染者が

急増し、一層の注意が必要とされる 

構 内 : 不要不急の立ち入り禁止 

教職員 : 出勤を削減・時間調整出勤 

     学外の会合への参加自粛 

短 大 : 状況に応じた授業形態 

幼稚園 : 状況に応じて休園を検討 

同窓会 : 同窓会室のみ運営 

外部への貸出・使用禁止 

2 

兵庫県より感染増加期の宣言が

なされる。 

1 

兵庫県より感染拡大の兆候がみ

られる警戒期として判断される。 

学内の感染予防は徹底されているが、教職

員・学生・園児の居住地域で感染者が増加

する傾向がみられる 

構 内 : 不要不急の立ち入り禁止 

教職員 :学外の会合への参加自粛 

短 大 : 状況に応じて授業形態を検討 

幼稚園 : 状況に応じて午前保育を検討 

同窓会 : 同窓会室のみ運営 

状況を総合的に判断し、外部へ

の貸出・使用停止を検討する。 

0 

神戸市・兵庫県において感染数が

抑制されている。 

 

新たな生活様式の推奨 

感染予防が徹底されている 構 内 : 予防策を講じて立ち入り可 

教職員 : 学外の会合への参加自粛 

短 大 : 予防策(3密)を講じて実施 

幼稚園 : 予防策(3密)を講じて実施 

同窓会 : 役員を中心に活動 

感染予防対策を講じ、条件付き

で貸出・使用可とする。 

本表はフェーズおよび主な対応行動を示す。別紙「頌栄保育学院新型コロナウイルス感染症対策行動計画表 ver.2.0」2020.8.12 版は全体の行動とともに各部局の具

体的対応および分担を示している。 





頌栄短期大学 新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応マニュアル ver1（2020 年 7 月 28 日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜相談及び報告窓口＞ 

（平日 8：45～16：45） 学生支援課 Tel：078-842-2542 

（土日祝 9：00～17：00） 事務局     Tel：080-8541-7366 

風邪症状などの発症 

＊登校はせずに外出を控えて自宅療養に努める 

★学生支援課に電話連絡する 

＜感染の疑われる症状＞ 

以下のいずれかの症状のある方 

① 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 

② 重症化しやすい方で、発熱や咳などの軽い風邪の症状がある場合 

③ ①以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く（4 日以上) 場合、

もしくは強い症状と思う場合 

帰国者・接触者相談センター 地域の診療所等 

専門外来受診 

新型コロナ紹介検査外来、コロナ検査センターの受診、PCR 検査等 

陽性の場合 

医療機関の指示に従

う。 

陰性の場合 

無症状かつ検査センターが感染のおそれがないと認める

まで、自宅待機（出校停止）を継続する。 

登校 

学生は、登校の前日までに、症状の有無、主治医か

らの指示などを学生支援課に必ず報告する。 

学生支援課に治癒証明書等を提出する。 

必要であれば受診 

＊事前に電話で指示をうけ

ること 

紹介 

自宅療養 

（相談センター、専門外来からの指示） 

自宅療養 

入院加療 

退院 

治癒 

 

治癒 

 

感染者からの聞き取りを行う（学生支援課に連絡す

る） 

氏名、連絡先、判定日、入院の有無、自宅療養の有無 

発症からの経過、発症以降の行動確認等の聞き取り 

電話相談 

 

 

紹介 

 

 



2020 年 8 月 4日 

学生の皆さんへ 

関係者 各位 

頌栄短期大学 

学長 棟方信彦 

新型コロナウイルス感染症拡大の防止について 

兵庫県内では、7月 31日(金)に 1 日当たり過去最多の 62 名の新型コロナ

ウイルス新規感染者となり、8月 1 日(土)には、兵庫県は指標レベルを最高

の「新型コロナウイルス感染拡大２」に引き上げました。同時に、兵庫県企

画県民部管理局大学課長から、次の３点の注意喚起の要請が発せられました。 

 つきましては、感染拡大の傾向を示している中、この要請を踏まえ、「新

しい生活様式」を実践し、引き続き、新型コロナウイルス感染症予防に努め

てください。 

・大人数での会食や飲み会を避けてください。特に、若年層をはじめとする

グループは、接待を伴う飲食店等の利用を控えてください。

・ガイドライン等に基づく感染防止対策がなされていない施設の利用を自粛

してください。

・サークル旅行など多人数での集団旅行や、課外活動におけるイベント・合

宿における感染リスクについて、特に注意を払ってください。

また、これらの内容を受け、本学の感染予防対策の一環として、一般の方々

のキャンパスへの立入禁止措置を継続いたします。訪問を希望される方は、

事前に担当者・担当部署に予約の確認を行って下さい。 

ご不便をおかけしますが、何卒、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申

し上げます。 

以上 

2020 年 7 月 29 日付の兵庫県知事メッセージ別紙掲載 



 



2020.4.27 

頌栄短期大学学生のみなさんへ

新型コロナウイルス感染症対廊に関する重要なお知らせ

頌栄短期大学学長

《重要》新型コロナウイルス感染症に関連した本学の取り組みについて

・キャンパス構内立入り禁止措置について

緊急事態宣言の発令や兵庫県民の外出自粛・休業の要請を鑑み、 また、 学生・教職員の安全と健康、 感染の拡

大防止のため、 学生・園児ならびに一般の方々の入構を基本的に禁止しております。 状況が改善されキャンパス

への立ち入りが可能になりましたら、News&Topicsに掲載いたします。新型コロナウイルスの感染拡大は日々状

況が変化しており、対応も日々変更されています。何卒、 ご理解、 ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

・学内での3つの密（密閉・密集・密接）を防ぐための学内環境整備について

① 密閉：換気の悪い密閉空間にしないために換気を徹底する。

② 密集：多くの人が手の届く距離に集まる場所をつくらない。

③ 密接：近距離での会話や大声での発声を控える。

※対面授業に移行されましたら、 座席数減や座席指定にて対応をいたします。

・基本的な、 学内外感染防止の徹底について

【手洗いの徹底】

① 登校時、 トイレの後、 食事の前等に流水と石鹸での確実な手洗いを実施や消毒を行う。

② 個人用のハンカチやタオルを用意し、 他の人との共用はしない。

【マスク着用等の咳エチケットの励行】

① 咳やくしゃみがでる時、 混みあった場所や発言が必要な授業等ではマスクを着用する。

② マスクは手作りマスク等も含め、 各自で準備する。

本学の対応窓口

新型コロナウイルス感染症と診断された場合のほか、感染が疑われる場合（感染者と接触した自

覚がある、濃厚接触者になった等）には、保健所の指示に従って感染拡大防止に努めていただくと

ともに、 ただちに大学へ連絡をしてください。

平 日：学生支援課078-842-2542

土日祝：総務課携帯080-8541-7366






