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コロナ新時代における行動ガイドライン（新しい生活様式として） 

松山東雲女子大学 

松山東雲短期大学 

  

本学では、学生・教職員が安心して教育活動を行うことができる安全なキャンパスを維持するために、本ガ

イドラインを定めます。本ガイドラインは、状況の変化により対応の見直しをする場合があります。各自で必

ず最新の感染情報に留意してください。本学の対応に変更がある場合は、その都度、ホームページや Gmail で

ご案内しますので、こまめに確認してください。本学の学生として自覚ある行動に努めてください。 

 

◆「うつらないよう自己防衛！」 

・こまめな手洗いや定期的な換気 

・十分な栄養と休養で健康管理 

・体温測定を含む体調観察 

 

◆「うつさないよう周りに配慮！」 

・マスク着用 

・体調不良のときは、まずは自宅療養 

・他人と接するときは、距離をとる 

 

◆「習慣化しよう「３密」回避」 

・「３つの密」のある場への外出注意 

✖換気の悪い密閉空間 

✖多数が集まる密集場所 

✖間近で会話や発声をする密接場面 

 
1.  感染症防止対策について 
 

  (1) 日頃の体調管理の徹底 

  ・登校前には必ず検温を行うなどの体調確認を行ってください。 

・自らが感染した場合や濃厚接触者になった場合は、日々の健康状態や行動履歴を詳しく記録しておく

ことが大切となります。健康記録シートを活用して健康状態等を記録するようにしてください。 

  ・提出の義務はありませんが、新型コロナウイルス感染に関連する欠席の手続きの際には提出が必要と

なります。 

  「健康記録シート」 

 

 (2) マスク着用のルール 

   ・屋内においては常時マスクを着用してください。廊下、エレベータ、階段等の共有部分や複数の人が

同時にいる部屋の場合もマスクを着用してください。 

   ・屋外においては、熱中症対策として、対人距離が 2m 以上確保できる場合は、マスクを着用しなくて

もかまいません。但し、近距離での会話や発声が必要な場面では、マスクの着用を原則とし、可能な限

り真正面を避けてください。 

   ・電車やバス等での移動時でもマスクの着用に努めてください。 

   ・マスクは各自で準備し、忘れた場合は生協ショップで購入してください。 

・マスクは不織布のマスクを推奨します。 

 

  (3) 手洗いの励行 

   ・30 秒程度かけて水と石鹼やハンドソープを泡立てて丁寧に洗ってください。（手指消毒薬の使用も可） 

・こまめに手洗いを行ってください。特に、教室入・退室時、帰宅時、調理前後、食前、咳やくしゃみ・

鼻水をかんだ時、何かに触った時等。 

・手洗いができなかった場合は、各施設・教室に設置の除菌用アルコールを利用してもかまいません。 

 



3 

 

  

 (4) 拭き取り消毒の励行  

    ・接触感染防止のため、授業終了後や食事後は、自分が座っていた教室の机・椅子等を、除菌用アルコー

ルにて拭き取り消毒を適宜に行ってください。詳細は教室に掲示している「拭き取り実施要領」を遵

守してください。 

    (5) 換気について 

    ・学内の教室・施設は、エアコンを稼働していても定期的に窓を開けて換気を行います。そのため、授業

終了後は窓を開けたまま退室してください。雨天時、雨が吹き込む場合は、廊下側の出入り口を開放

し、換気扇を回します。 

  (6) ゴミの廃棄 

   ・鼻水、唾液等が付いたごみは、ビニール袋（各自用意）に入れて密閉して縛り、廃棄してください。 

 

2.  授業について （教務課） 
 

(1) 座席について 

・座席は、各教室に掲示している着席可能な席が決められており、授業は原則座席指定となります。 

・履修者が座席数よりも多い場合は、感染防止対策を徹底した上で座席配置を変更する場合があります。 

・座席について不安な場合は、授業科目担当者へ申し出てください。 

・座席指定が難しい科目の場合は、授業科目担当者がどこに着席したか把握するようにしています。 

 

(2) 2022 年度の欠席の取扱いについて 

・学校保健安全法に基づく学校感染症(新型コロナウイルス感染症と診断された場合も含む)、および濃厚

接触者と特定された場合等、新型コロナウイルス感染に関連する欠席については、「公欠席」とします。

欠席の取扱いおよび手続き書類については、「新型コロナウイルス感染に関連する欠席の取扱いおよび

手続き書類について」を確認してください。 

 

※2022 年度４月より、特例欠席はすべて公欠席とします。 

  ◆公欠席  ・・・欠席回数に含む。 

 

(3) 自宅待機期間中の代替措置について 

・やむを得ず県外に行き、自宅待機となる場合は、授業科目担当者に連絡をするようにしてください。 

・自宅待機が成績評価の面で不利とならないよう、授業科目担当者に遠隔授業の実施を依頼することが

できます。ただし、授業形態や授業内容によっては遠隔授業が実施できない科目もありますので、授

業科目担当者に相談してください。 

・自宅待機期間中に受講する遠隔授業が「面接授業に相当する教育効果を有する」と授業科目担当者が

認めた場合は、出席として扱います。なお、その場合の遠隔授業の形態は、同時双方向型（オンタイ

ム）を原則としますが、これ以外の授業形態も授業科目担当者の裁量により可能です。 

 

(4)授業配慮について 

・授業への出席が困難な学生（基礎疾患を有するなど重症化のリスクが高い学生、または基礎疾患を有

するなど重症化のリスクが高い家族と同居している学生）は、オリエンテーション期間中にアドバイ

ザーに申し出てください。 

 

3. 大学施設の利用について 
  

（1） 食事について 

    ・食事は、原則としてテーブルパーテーションを設置しているピアホール・学生ホールを利用してくだ

さい。ピアホール・学生ホールが満席となった場合は、飲食可能な以下の教室を利用してください。

ただし、教室にはテーブルパーテーションが無いため、対面での着座を避けて、横並びや同じ方向に

十分な間隔を空けて座ってください。 

     飲食可能な教室： 保育科：D-3-1 現代ビジネス学科：,B-2-3,B-2-4 食物栄養学科：D-5-1 

子ども専攻：本-3-11 心理福祉専攻：本-4-4,本-4-5   
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   ・飲食可の教室で食事をする場合は、教室に掲示している「注意事項」を遵守してください。 

   ・食事中の会話は控え、ピアホール混雑緩和のために必要最低限の時間で退出してください。 

 

   ・食事は黙食とし、会話と食事を分け、ノーマスクでの会話を控えてください。 

   ・食事の時も、「1.感染症対策について（4）拭き取り消毒の励行・（6）ゴミの廃棄」をしっかりと行っ

てください。 

 

（2） 図書館について 

   ・感染状況により、閉館することがあります。開館状況については図書館ホームページで確認してくだ

さい。利用の際は、新型コロナウイルス感染対策を十分に講じた上でご利用ください。閉館時に緊急

に図書館利用を希望する学生は、図書館メール（lib@shinonome.ac.jp）に学籍番号、氏名、来館日

時を送信してください。 

 

4. クラブ・サークル・ボランティア活動について （学生支援課） 
 

(1) 競技連盟等のガイドラインの遵守 

・競技連盟等によりそれぞれの競技・活動内容の特性に合わせたガイドラインが作成されています。本学

が定めた以下の注意、遵守事項を守りつつ、該当する競技のガイドラインを遵守してください。 

 「スポーツ庁：https://www.mext.go.jp/sports/index.htm」 

「公益財団法人日本スポーツ協会：https://www.japan-sports.or.jp/」 

 

(2) 活動時間 

  ・感染状況を確認しながら、その都度各クラブのキャプテン・顧問に Gmail にてご案内します。許可

された時間内で活動を行ってください。 

 

(3) 活動を許可された場合に伴う注意、遵守事項 

※身体接触の練習は禁止とします。 

①練習再開前に、必ず「活動予定」を学生支援課に提出し、学生支援部の活動許可を得てから練習して

ください。 

②感染予防の基本対応を徹底してください。 

 ・3 密環境の回避、ソーシャル・ディスタンスの確保、支障のない範囲でのマスクの着用、検温によ

る体調管理等 

 ・休憩中は 3 密を避けて、静かにすること。会話する時は必ずマスクを着用してください。 

・感染拡大防止のため、活動後集団での飲食（外食を含む）を極力控えてください。 

③活動開始時に、指導者（監督、コーチ）もしくはキャプテンが必ず部員の体調確認をしてください。 

・活動開始前、活動参加者は必ず体温を測ってください。 

・風邪症状（発熱、咳、のどの痛みなど）や、普段と違う症状（だるさ、息苦しさ、下痢、嗅覚・味

覚異常など）がある場合は、活動を自粛してください。 

※「健康記録シート」は、1 週間分をまとめて学生支援課に提出してください。 

④活動時は、大声での発声を控え、接近した距離での会話をしないでください。 

⑤活動後は清掃及び器具等の除菌を行ってください。 

⑥消毒作業終了後は、速やかに解散してください。 

⑦活動後当日中には、必ず「実施報告書」を提出してください。 

・提出方法：紙媒体もしくは学生支援課のメールアドレスに添付ファイルにてご提出ください。 

学生支援課のメールアドレス：gaku@shinonome.ac.jp 

          メールの件名 ：●●部 〇月〇日 実施報告書 

⑧シャワールームの使用は禁止とします。 

 

(4) 県外での対外試合や大会への参加、発表会、ボランティア活動について 

①対外団体との合同練習（練習試合を含む）は原則自粛とします。 

②大会への参加、発表会、ボランティア活動は、緊急かつやむを得ない場合を除き、原則自粛としま

す。顧問は、参加の申込や活動を検討の上、学生支援部にご相談ください。 

https://www.mext.go.jp/sports/index.htm
https://www.japan-sports.or.jp/
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5. 県外への移動、海外渡航について （学生支援課・キャリア支援課・教務課） 
 

(1) 県外への移動について 

  移動を決定する前に、必ずアドバイザーと相談してください。 

  緊急事態宣言発令地域、まん延防止等重点措置地域への移動は、禁止とします。 

その他の県への移動については、移動を可としますが、感染状況や移動先の県が出す情報などを確認

して、十分に注意をしてください。自身の行動に自覚を持ち、感染対策に努めてください。また、帰県し

た日の翌日から７日間は、健康記録シートを活用して健康状態を記録するなど、健康管理を徹底するこ

とを条件とします。 

  なお、大学が許可した以下の場合に限り、帰県後に体調が優れない場合の自宅待機が「公欠席」の対

象となります（帰県した日の翌日から 7 日間を公欠席の対象とし、それ以上の期間は認めない）。 

 

・学生支援部長が認めた課外活動 

・キャリア支援部長が認めた就職試験および進学試験 

・教務部長が認めた学外実習・忌引き 

・その他、やむを得ない事由として相当と認められる場合 

 

※ 上記以外の理由で、帰県後に体調が優れない場合の欠席は、公欠席の対象とはなりません。 

 

学生の皆さんは、決して警戒を緩めることなく、一層の感染回避行動の徹底と、自覚ある行動をお願

いします。 

詳細は、本ガイドライン 2.(2)にある「新型コロナウイルス感染に関連する欠席の取扱いおよび手続

き書類について」を確認してください。軽率な行動が単位取得の妨げにならないよう、自己管理を徹底

してください。 

 

(2) 海外渡航について（学生支援課） 

・外務省海外安全レベルに基づき、渡航先国の危険情報・感染症危険情報がレベル２※以上の場合は、原

則として、海外渡航を禁止します。 

※レベル２：「不要不急の渡航は止めてください。」 

 

6. 感染または感染の疑い等がある場合の対応について 
 

詳細は「体調不良時の連絡・受診フローチャート」 を確認してください。 

 

(1) 体調不良で授業を欠席する場合 

 ・風邪症状（発熱、咳、のどの痛みなど）や、普段と違う症状（だるさ、息苦しさ、下痢、嗅覚・味覚異

常など）がある場合は、授業開始前までに教務課まで連絡してください。連絡方法は、学生用ホームペ

ージ内『新型コロナウイルス感染症関係』のグーグルフォームにて、連絡してください。その後の流れ

については「体調不良時の連絡・受診フローチャート」を確認してください。 

※事前にグーグルフォームに連絡されていない場合は、公欠席は認められません。 

  

  (2) 新型コロナウイルス感染症と診断された、濃厚接触者と特定された場合 

    ・速やかに学生用ホームページ内『新型コロナウイルス感染症関係』のグーグルフォームから送信し、

アドバイザーと今後の対応について相談してください。 

・本学の学生または教職員が新型コロナウイルスに感染したことが判明した場合、感染拡大防止の観点

から、個人情報保護に配慮して、ご本人の同意を得た上で事実を公表します。 

    ※新型コロナウイルスへの感染の可能性は誰にでも、どこにでもあります。感染した学生や教職員、そ

のご家族の人権尊重と個人情報保護にご理解とご協力をお願いいたします。 
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7. コロナ禍での心のケアに関する情報のお知らせ（カウンセリングルーム） 
 

・学生用 HP のカウンセリングルームページ『コロナ禍での心のケア』にて、アロマテラピー講座や心

のケアに関する情報（外部サイト）を掲載しています。 

8. 接触確認アプリの活用 
 

新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」 

 ・厚生労働省が開発した「新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ：COVID-19 

ContactConfirming Application）は、利用者が新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可

能性がある場合に通知を受けることができるものであり、その後の検査の受診など保健所のサポ

ートを早く受けることができます。感染拡大の防止につながることが期待されていますので、ご

活用ください。 

 インストール方法・使い方については、松山市のホームページをご確認ください。 

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/smph/kurashi/iryo/hokenyobo/kansensho/tyuui/c

ocoatosystem.html 

  

〇問い合わせ先 

松山東雲女子大学・松山東雲短期大学 代表電話番号 089-931-6211（平日 8：40～17：50） 

     

以上 

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/smph/kurashi/iryo/hokenyobo/kansensho/tyuui/cocoatosystem.html
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/smph/kurashi/iryo/hokenyobo/kansensho/tyuui/cocoatosystem.html

