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はじめに 

 
 
令和３年度は、１月早々に１都３県に「緊急事態宣言」が発令され、３月に解除された

ものの、４月下旬に４都府県に再び「緊急事態宣言」が発令され、６月になってやや収束
したものの、7月に入ってから爆発的な感染拡大が第５波として押し寄せ、「緊急事態宣言」
は 21 都道府県に及びました。９月下旬に全ての宣言が解除され、数字で見る限りでは収
束に向かっていたかに見えましたが、12 月から再拡大して第 6 波を迎えました。多くの
都道府県に発出されていたまん延防止等重点措置もようやく解除されましたが、感染者数
が増加したり下げ止まりの地域もあります。   
本校が所在する愛媛県上島町においても感染者が出ており、新型コロナウイルスが消滅

しない限り、いつ、どこで感染者が発生するか全く予想ができないのが現状です。  
本校でも感染者が出ましたが、迅速かつ適切な対応で、拡大を避けることができ、学生

諸君の我慢強い努力と教職員の尽力に、改めて感謝いたします。また、学生及び教職員の
3 回目のワクチン接種も上島町のご努力で順調に進んでおりますが、ワクチンを接種して
も感染される方も出ており、決して予断を許す状況にはありません。 
現在、体調不良者が出た場合は、保護者に連絡し、ご相談の上で然るべき対応を取る態

勢にしております。  
第１章では本校の対応方針等、第２章では感染症が疑われる場合の対応、第３章では学

校における感染症対策、第４章では学寮における感染症対策を掲載しています。  
 
本校に在籍する学生の皆さんには新型コロナウイルスの特徴を理解し、正しく恐れて適

切な対応をしていただき、「感染しない」、「感染させない」を常に意識して、感染リスクを
最大限抑える努力をお願いします。  

 
 

令和 4年 ４月 １日 
弓削商船高等専門学校長 

 石田 邦光 
 
 
 
 
 
 
 

 
【第５版における主な変更点】 
１ 濃厚接触者の隔離期間 
２ 感染が疑われる症状が現れた寮生は原則帰省させていたが、保健所の助言に基づき寮
内で行動制限する 

３ 陽性者が学内に生じた場合は、学校が調査して保健所と協議し濃厚接触者を特定する 
４ アルバイト、車両運転免許取得、課外活動等の条件 
５ 感染者、濃厚接触者の学寮での過ごし方 
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１．本校における新型コロナウイルス感染症に関する対応 
 

（１）基本方針  

① 学生・教職員の感染予防及び感染拡大防止対策に万全を期し、健康被害を防ぎます。 

② 学生の教育への影響を最小限にとどめるため、通常授業の実施を基本とし、学生の安全が確保でき

ないと判断される期間は遠隔授業を実施します。 

③ 適切かつ十分な情報を迅速かつ確実に発信します。 

④ 国や県の方針及び地域の感染状況等を踏まえ、柔軟に対応します。 

 ※ 本対策指針における「県」とは広島県も含めます。 

 

（２）体制  

① リスク管理室  

・ 臨時開催も含め、変化する状況や事象に迅速に対応します。 

・ 各部署からの報告や提案に基づき、基本的な対応・対策を決定します。 

・ 感染時の対応フローなどについて、最新の情報に基づき検討します。 

② 危機対策本部  

感染者が発生した場合など、学校の閉鎖も考慮する必要があると判断される場合に校長が招集しま

す。 

③ 外部機関等との対応窓口  

総務課総務係に一本化します。 

 

（３）情報の収集・提供・管理 

① 高専機構及び国や地方自治体等が発表する情報を早期に把握し、学校内で共有するとともに対策

等に反映させます。  

② 学校の対応状況について、ホームページで情報を提供します。  

③ 感染予防に関する情報、授業や行事等に関する情報は、学生・保護者に対しては「さくら連絡網」

（一斉メール）、教職員に対してはガルーン（本校のグループウェア）により速やかに提供します。  

④ 新型コロナウイルスへの感染等に関する情報は、学生については学生課教務係、教職員について

は総務課人事係に集約し、関係教職員に連絡します。その際、当該者のプライバシーに最大限配慮

します。 

⑤ 健康チェック等で回答いただいた内容は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の目的以外では使

用しません。また本人の同意がなければ第三者に個人情報を提供することはしません。ただし、保

健所等から感染拡大防止対策に必要な情報の提供を求められた場合は、公共の安全のために指示に

従います。取得した個人情報は、紛失や漏洩などが発生しないよう適切に管理します。 

 

（４）感染予防及び拡大の防止  

① 予防の徹底  

国や地方自治体から示される予防対策に関する情報をもとに、学生及び教職員に対して「新しい生

活様式」をはじめとする予防対策を周知し徹底させます。 

② 国内移動  

全国的にコロナウイルス感染者数の推移が落ち着きつつあるものの、未だ、首都圏を中心に、日々、

感染者が報告されています。本校では独自に「移動自粛都道府県」を設けています。「移動自粛都道府

県」に移動した場合は、経過観察等の自己管理を徹底してもらいます。なお、「移動自粛都道府県」は、

感染状況により随時更新し、本校ＨＰ及びさくら連絡網で連絡します。 

※ 就職試験、編入学試験、校外実習（インターンシップ等）で「移動自粛都道府県」に旅行しなけれ

ばならない場合は、保護者の了解を得るとともに、事前に担当教員に必ず連絡し、指示を受けてくだ

さい。 

③ 海外渡航  
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その時点の国の方針に従うほか、感染拡大の可能性が認められる場合には渡航の中止を要請します。

また、海外から帰国した場合は、国の方針に従った期間の自宅待機とします。  

④ 出席停止と公欠扱い 

・感染や感染の疑いのある場合は「出席停止」とし、欠席にはなりません。 

・学校長の判断により出席させない場合は「公欠扱い」とし、欠席にはなりません。 

 

（５）行事等への対応  

国や県の方針、感染状況を踏まえ、学生や教職員の安全が確保できない場合には延期又は中止を検

討します。 

 

（６）メンタルヘルスケア 

① 学生の精神的健康の保持・増進を目的とした学生相談室の運営、カウンセラーの活動は、通常ど

おりの体制とします。 

学生相談室の窓口は学生課学生支援係 0897-77-4621・保健室 0897-77-4619です。 

② 電話やメールでの相談受付を行います。Teams（テレビ会議システム）等も必要に応じて活用し

ます。 

③ 心身の健康状態を把握し支援を行うため、アンケート調査、メンタルヘルス研修の実施、心のケ

アに関する情報発信などを行います。 

 

（７）学寮の対応  

① 感染拡大防止の観点から、寮生の安全が確保できないと判断される期間は閉寮します。 

② 留学生については、健康観察を十分に行いながら在寮を継続させます。 
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２．感染症を疑う症状が現れたときから感染の確認まで 
 

 
2.1 判断の目安 
 
（１）感染を疑う症状の目安 

 発熱、喉の痛み、咳、倦怠感、息苦しさ、味覚・嗅覚の低下など 

 

（２）かかりつけ医等への相談の目安 

 少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに相談する必要があります。 

① 強いだるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）又は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、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状がある場合 

③ 上記以外で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状が続く場合（症状が４日以上続く場合や解熱

剤を飲み続けなければならない場合は必ず相談してください）  

※重症化しやすい方とは、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患など）等の

基礎疾患なる方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方をいいます。 

 
 
2.2感染症を疑う症状が現れた場合 
 

※ 以下の対応に伴う欠席は「出席停止」とします。 

 

（１）学内にいる通学生の場合 

① 保健室（0897-77-4619）または、学生支援係（0897-77-4621）に連絡してください。 

② 指示に従い、図書館２階静養室に移動し待機してください。 

※ 指定場所から出る必要がある場合は、学生支援係に連絡して指示を仰いでください。 

③ 状況に応じて、抗原検査キットによる簡易検査を実施することがあります。 

④ 保護者には学生本人から連絡し、迎えを依頼してください。 

保護者の迎えにより一緒に帰宅してください。 

※ 状況に応じて、保護者からも十分指導いただいた上で、各自で帰宅させます。 

帰宅後、かかりつけ医等に電話し受診してください。 

 

（２）寮生の場合 

① 連絡先 

平日の 8:30～17:00、学内にいる場合は保健室（0897-77-4619）または学生支援係（0897-77-

4621）、寮内にいる場合は寮事務室（0897-77-4622）に電話で連絡してください。 

平日の 17:00～8:30や休日の場合は、宿日直室に電話で連絡してください。 

Ｂ棟宿直室 0897-77-4622 

Ｃ棟宿直室 0897-77-4623 

女子学生棟 0897-77-3010       ※ 宿直室に直接行かないこと。 

② 個室の学生は自室で待機し、複数人部屋の学生は静養室や経過観察室（男子：青雲館、女子：A棟

寮母室・A棟教員当直室）などの指定場所に移動してください。 

③ 保護者の方に相談の上で受診します。 

④ 検査結果が判明するまでは、自室ないし指定場所で静養・待機してください。 

※ 指定場所から出る必要がある場合は、宿日直教員（または寮事務室）に電話で連絡して指示を

仰いでください。 

⑤ 状況に応じて、抗原検査キットによる検査を実施することがあります。 
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⑥ 隔離の際の対応 

時間 問合せ担当 問合せ先 保護者に連絡 受診時の引率 

平日 8:30 

～17:00 

看護師 

学生支援係 

①学校医:秦医院 0897-77-2074 

8:30～12:00  16:00～18:00 

②近隣の医療機関（因島総合病院等） 

③受診相談センター（愛媛県） 

24時間対応（土日・祝日含む） 

089-909-3483 

①担任 

②看護師 

①担任 

②学生主事補 

平日 8:30 

～17:00 

休日 

 

宿日直教員 

①宿日直教員 

②寮務主事補 

寮務主事補 

 

 

（３）自宅にいるとき（帰宅後も含む） 

① かかりつけ医等に電話し受診してください。 

② PCR検査等が実施されることとなった場合には、教務係（0897-77-4620）に直ちに連絡してく

ださい。その後 PCR 検査等の結果が判明次第、改めて連絡をお願いします。(ご家族の場合も連絡

をお願いします。)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

感染症を疑う症状が現れた場合の 発熱等の症状

対応フローチャート

寮生 通学生

寮にいる 学校にいる 自宅にいる 学校にいる

保健室又は学生支援係へ

夜間 平日 保護者の迎えを

休日 8:30～17:00 図書館２階静養室で待つ

宿日直室に電話 寮事務室に電話 保健室又は

Ｂ棟宿直室 0897-77-4622 0897-77-4622 学生支援係

Ｃ棟宿直室 0897-77-4623

女子学生棟 0897-77-3010

帰宅

かかりつけ医等に電話で相談

寮の指定場所で療養 保護者の迎えで帰省 保護者の管理下で受診

行動制限 指定場所で迎え待ち 教務係(0897-77-4620)に連絡

(原則は寮で隔離) moodle健康チェックに毎日入力

平日 夜間・休日

学校医等に相談、受診 愛媛県受診相談センター

秦医院0897-77-2074 089-909-3483
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2.3陽性者となった場合 

 
（１）教務係（0897-77-4620）への報告内容 

① PCR検査、抗原検査を受けた月日、医療機関名、検査結果 

② 行動歴 

校内で濃厚接触の可能性がある者（対象者）を特定するための調査を行い、陽性者と接触のあった

者の候補者リストを作成し、保健所と協議の上で対象者の決定を行いますのでご協力をお願いしま

す。 

発症日（無症状の場合は検体採取日）、感染可能期間（発症日２日前から最終接触日まで）におい

て、以下に該当する学生及び教職員をお知らせください。 

 ・陽性者がマスクをしていなかった場合 

□ 陽性者と同じクラスのマスクをしていない者 

□ 陽性者と同じテーブルで食事をした者 

□ 陽性者と特別仲の良いマスクをしていない者 

□ 陽性者と換気の悪い環境で長時間過ごした者（狭い部屋など） 

□ 陽性者と一緒に入浴した寮生 

□ その他（上記以外で陽性者と密に接触があった者） 

・陽性者がマスクをしていた場合 

□ 陽性者と長時間一緒にいたマスクをしていない者 

□ 陽性者と同じテーブルで食事をした者 

□ 陽性者と相部屋の寮生 

□ その他（上記以外で陽性者と密に接触があった者） 

 ③ 毎日の健康状態（moodle健康チェックに入力） 

④ 保健所、医療機関の指示 

⑤隔離期間終了日（分かり次第） 

 

（２）対応 

① 寮生 

必要に応じて学校が保健所、医療機関と連携して寮内で対応します。 4.6参照 

 ② 通学性、下宿生 

  保健所、医療機関の指示に従い治療に専念してください。 

 

2.4濃厚接触者に特定された場合 

（１）学内陽性者の濃厚接触者に特定された場合 

① 保健所の対応 

保健所による PCR検査は行われません。 

風邪症状等が現れた場合は受診してください。 

受診について、保健所への連絡は不要です。医師の判断により PCR検査、抗原検査が行われ、陽

性の際は医療機関が保健所に届け出ます。 

保健所からの、待機期間の連絡はありません。 

② 出席停止 

・陽性者との最終接触日の翌日から 7日間は、出席停止です。 

・寮生 

居室で隔離となります。 

待機期間中は毎日健康状態を報告するとともに、風邪症状等が現れた場合は、日中は寮務係、夜

間休日は寮当直教員にすぐ報告してください。 
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風邪症状等が現れた場合は、保護者に連絡するとともに教員が引率し受診します。 

・通学生、下宿生 

保護者の迎えにより下校、自宅待機してください。 

待機期間中は、健康観察（セルフチェック）を行ってください。 

風邪症状等が現れた場合は、本人または保護者が医療機関に受診予約するとともに、学校に報告し

てください。 

 

（２）学外陽性者の濃厚接触者に特定された場合 

① 教務係（0897-77-4620）に連絡 

陽性者とはいつ、どこで接触したか、陽性者と接触してからの本校学生、教職員との接触の有無、

PCR検査、抗原検査を受けた場合は、結果等 

② 保健所、医療機関の指示に従い自宅待機 

8日目に解除となった後も 10日間が経過するまでは、検温などで健康状態を確認と感染対策をお

願いします。 

 

    

2.5出席停止に該当する状況と期間 
 
保健所の指示に従うが、目安は以下のとおり 

 

 

  

出席停止期間 対応 注意事項 備考

症状あり

症状発症日を0日として10日間経

過。かつ、症状軽快後 3 日間経過

していること。

症状なく

経過

検体採取日を0日として7日間経過し

症状がないこと。

症状なく

経過

陽性者との最終接触日を0日目とし

て7日間

別の同居者が発症した場合は、改め

てその発症日（別の同居者が無症状

の場合は検体採取日）を0日目とし

て7日間

自宅待機

寮生は指定

場所で待機

10 日間を経

過するまで

は、健康観

察が必要

同居家族が陽性になった場合、家庭

での感染対策として日常生活を送る

うえで可能な範囲での対応をした場

合は、発症日（検査日）または、感

染対策を講じた日のいずれか遅い方

を 0 日目として 7 日を経過するま

で

症状あり

その後に陽性者となった場合は、そ

の発症日を0日目として10日間

受診 受診について保健所への連絡は不

要。医師の判断によりPCR検査等が行

われ、陽性の際は医療機関が保健所

に届け出る。

検査結果（陰性）が判明するまでの

間

受診

同居家族の検査結果（陰性）が判明

するまでの間

同居家族の

症状なし

なし 学生が濃厚接触者に該当していなけ

れば登校可

同居家族の

症状あり

同居家族の検査結果（陰性）が判明

するまでの間

同居家族は

要受診

（公欠扱）

場合

新型コロナワクチン接種を

する場合や副反応で登校で

きない場合

自宅等で

隔離

寮生は指定

場所で隔離

症状軽快と

は→解熱剤

なしで解

熱、呼吸器

症状の改善

学生に

疑わしい症状あり

同居家族に

疑わしい症状あり

本人が感染したあとに、同居家族が

続けて感染した場合は、本人の療養

期間が明ければ登校可

同居家族が

濃厚接触者

濃厚接触者

（同居家族が陽

性の場合はここ

に含まれる）

陽性者



9 

 

2.6 主な連絡先  

（１）学校電話連絡先 

① 学生課教務係 0897-77-4620  平日 8:30～17:00 kyoumu@yuge.ac.jp 

② 学生課学生支援係 0897-77-4621  平日 8:30～17:00 gakusei@yuge.ac.jp 

③ 寮事務室  0897-77-4622  平日 8:30～17:00 

④ 宿直室      平日 17:00～8:30、休日 

Ｂ棟宿直室 0897-77-4622 

Ｃ棟宿直室 0897-77-4623 

女子学生棟 0897-77-3010 

⑤ 学校医（秦医院） 0897-77-2074 

 

（２）愛媛県   

https://www.pref.ehime.jp/h25500/shiteihp.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）広島県  

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/269/korona-soudan-kennsai.html 

積極ガードダイヤル 

（082-513-2567） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24時間対応 
（土日・祝日含む） 
089-909-3483 
（愛媛県・松山市共通） 

mailto:kyoumu@yuge.ac.jp
mailto:gakusei@yuge.ac.jp
https://www.pref.ehime.jp/h25500/shiteihp.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/269/korona-soudan-kennsai.html
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３．学校における基本的な新型コロナウイルス感染症対策 

 
3.1 新しい生活様式 
（参考）新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」

（2020年 5月 4日・６月 19日改訂）から抜粋 
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3.2 基本的な感染症対策の実施 

 
（１）感染源を絶つこと 

① 毎朝 8:30までに「moodleによる健康チェック」を行ってください。 

 発熱等の風邪の症状がある場合には登校できません。 

 

② 登校時の持ち物を確認しましょう。 

   体温計、マスク、清潔なハンカチとティッシュ、マスクを置く際の清潔なビニール袋や布等 

 

（２）感染経路を絶つこと 

① 手洗い 

 手指で目、鼻、口をできるだけ触らないようにするとともに、接触感染を避ける方法として、手洗

いを徹底します。様々な場所にウイルスが付着している可能性があるので、外から教室等に入る時や

トイレの後、昼食の前後など、こまめに手を洗うことが重要です。手洗いは 30 秒程度かけて、水と

石けんで丁寧に洗います。また、手を拭くタオルやハンカチ等は個人持ちとして、共用はしないよう

にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 咳エチケット 

 咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッ

シュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえることです。 

   

 

moodle健康チェック 
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③ 清掃・消毒 

・大勢がよく手を触れる箇所（教室出入口の取手・窓ガラスの取手・照明等のス    

イッチなど）は日直が 1日に１回、水拭きした後、消毒用エタノール噴霧したペ

ーパータオルで拭きます。 

・消毒作業中に目、鼻、口、傷口などを触らないようにしてください。アルコー   

ルに敏感な学生は、各自が持参した手袋を着用のうえ消毒を行ってください。 

・換気を十分に行います。 

・消毒は、感染源であるウイルスを死滅させ、減少させる効果はありますが、学校生活の中で消毒に

よりウイルスをすべて死滅させることは困難です。床、机、椅子等は通常の清掃の範囲で清掃しま

す。特別な消毒作業の必要はありません。各自が持参した布巾や教室備え付けの雑巾を用い、身の

回りを清掃してください。なお、物の表面についたウイルスの生存期間は、付着した物の種類によ

って異なりますが、24 時間～72 時間くらいと言われています。 

・トイレや洗面所は、家庭用洗剤を用いて通常の清掃の範囲で清掃します。 

・器具・用具や清掃道具など共用する物については、使用の都度消毒を行うのではなく、使用前後に

手洗いを行うことが重要です。 

・教室のアルコール消毒液等が足りなくなった時は、保健室に行き補充してください。  

 

（３）身体全体の抵抗力を高めること 

 身体全体の抵抗力を高めるため、「十分な睡眠」、「適度な運動」及び「バランスの取れた食事」を心が

けましょう。 
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3.3 集団感染のリスクへの対応 

 
（１）「密閉」の回避（換気の徹底）  

換気は、気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに（30 分に１回以上、数分間程度、窓を全

開する）、２方向の窓を同時に開けて行うようにします。 

① 常時換気の方法 

気候上可能な限り、常時換気に努めます。廊下側と窓側を対角に開けることにより、効率的に換気

することができます。なお、窓を開ける幅は 10 ㎝から 20 ㎝程度を目安としますが、上の小窓や

廊下側の欄間を全開にするなどの工夫も考えられます。 

② 常時換気が困難な場合 

常時換気が難しい場合は、こまめに（30 分に 1回以上）数分間程度、窓を全開にしましょう。 

③ 体育館のような広く天井の高い部屋 

換気は感染防止の観点から重要であり、広く天井の高い部屋であっても換気に努めるようにします。 

④ エアコンを使用している部屋 

エアコンは室内の空気を循環しているだけで、室内の空気と外気の入れ替えを行っていないことか

ら、エアコン使用時においても換気は必要です。  

⑤ 換気設備の活用と留意点 

学校に換気扇等の換気設備がある場合には、常時運転します。 

窓開け等による自然換気と併用します。 

⑥ 冬季における換気の留意点 

冷気が入りこむため窓を開けづらい時期ですが、空気が乾燥し、飛沫が飛びやすくなることや、季

節性インフルエンザが流行する時期でもありますので、徹底して換気に取り組むことが必要です。気

候上可能な限り、常時換気に努めてください（難しい場合には 30 分に１回以上、少なくとも休み時

間ごとに、窓を全開にします）。 

換気により室温を保つことが困難な場面が生じることから、室温低下による健康被害が生じないよ

う、暖かい服装を心がけましょう。 

 

（２）「密集」の回避（身体的距離の確保）  

「新しい生活様式」では、人との間隔は、できるだけ２メートル（最低１メートル）空けることを推

奨しています。学校は「３つの密」となりやすい場所であり、可能な限り身体的距離を確保することが

重要です。 

１メートルの距離を確保できない場合には、できるだけ距離を離し、換気を十分に行うことや、マス

クを着用することなどを併せて行うことより「３つの密」を避けるよう努めてください。 

 

（３）「密接」の場面への対応（マスクの着用）  

① マスクの着用について  

  食事や水分補給、運動時等以外は、症状がなくてもマスクを着用しましょう。 

② マスクの取扱いについて 

マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外し、手指にウイルス等が付着しないよう、なるべく

マスクの表面には触れず、内側を折りたたんで清潔なビニールや布等に置くなどして清潔に保ちます。 

 布製マスクは１日１回、洗濯してください。 

 

（４）白雲館食堂 

・入ロで手洗いをしてから入室しましょう。 

・列に並ぶ時は前の人との距離をとりましょう。 

・同一方向に着席し、対面での食事は控えましょう。 



14 

 

対角線上に座る 

手指消毒の励行 

・食事中の会話、談笑は控えましょう。 

・食事後は、各テーブルに設置されている消毒用アルコールで、ペーパータオルを

用いて席を拭き、決められた出口から速やかに退室しましょう。 

・席数が限られているため、持込の食事はやめましょう。 

 

（５）白雲館売店 

・出入ロで手洗いをしましょう。 

・動線案内に従って並びましょう。 

 

（６）図書館  

・入口付近で手指消毒をしてから入館しましょう。 

・カウンター前に並ぶ時は、動線案内に従いましょう。また、カウンターには飛沫防止のためにパー

テーションを設置しています。 

・閲覧後の図書は本棚に戻さず、図書館内に設置された返却ボックスに返却してください。職員が図

書の消毒を行います。 

・閲覧コーナーでは、隣の人から席を１つ空けて着席しましょう。 

・OPAC端末を使用する際は、使用前に用意された消毒液とふき取リペーパー等を用いて、席の付近、

キーボード、マウス、本体の電源スイッチ、モニターの電源スイッチ等を消毒してください。 

・席数が限られています。長時間の使用は控えましょう。 

・席は移動させず、隣の人と離れて使用しましょう。 

・図書館前ホールを利用する時は、十分な距離を取って着席しましょう。 

・図書館を利用する前後には流水と石鹸での手洗いを行いましょう。 

・図書館付近の個室トイレには消毒液を設置しています。利用前に便座を消毒しましょう。 

・入り口のドアは定期的に開放し、館内にサーキュレーターを設置することで、換気を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
導線案内に従う 

入り口付近 
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3.4 課外活動等 
 

（１）課外活動 

① 課外活動については、各クラブ、同好会が作成したガイドラインに基づいて実施します。 

感染防止対策を徹底した上で保護者に確認して許可された活動は認めます。 

② 登校後(寮生は帰寮後)、4日間については、第 1体育館トレーニング場の使用は禁止します。 

③ 登校後(寮生は帰寮後)、4 日間については、原則として授業以外での体育館の使用を禁止します。

④ 活動前 

・moodleによる健康チェックを怠らず、日々の健康管理を徹底する 

・部室・更衣室を利用するときは、短時間で決められた人数を守る（三密回避） 

・参加しない・できない学生をみんなで支え合う 

⑤ 活動中の約束（愛媛県の方針及び本校ガイドラインの遵守） 

・決められた活動時間を守る 

・こまめな手洗い、手指消毒、マスク着用を徹底する 

・接近・接触 (1m以内) した状態で、大きな声、マスクなしの会話 (ミーティング、休憩)、飲食

時の会話は避ける 

・用具の消毒等を行う・タオルの共用はしない 

・部屋（体育館を含む屋内施設）は、常時換気する 

・決められた施設（グランドを含む）の利用人数を守る 

⑥ 家庭・学寮など学校の外での約束 

・万が一、発症したときのために、誰とどのような活動をしていたかメモするなど、行動歴をひか

えておく 

・活動の内容を保護者にしっかりと伝える（とくに校外との交流） 

・活動終了後は寄り道（途中で軽食をとる等）をせず、速やかに帰宅する 

・他校の学生との自主練習はしない 

・飲食の際の感染予防対策を徹底する 

 

（２）校内行事の縮小 

 商船祭は縮小して実施する予定です。 

 

（３）アルバイト 

 ・アルバイトをする場合は，必ず保護者の承諾を得た上で、アルバイト許可願を提出すること 

・飲食店の場合は，ワクチン接種の記載が必要である 

・アルバイト許可願は年度ごとに提出すること 

 

（４）車両運転免許の取得 

・緊急事態宣言が出ている地域及びそれに準ずる通達が出ている地域、コロナ感染拡大防止を目的

として自治体からなにがしかの自粛要請が出ている地域は認めない 

・それ以外の地域は、自宅から日帰りで教習所等に通える範囲とする（合宿免許は認めない） 

・保護者の責任のもと、新型コロナ対策「感染回避行動」をあらゆる場面で実践し、毎日の健康管 

理を怠らない 

・講習先の自動車教習所等の新型コロナウイルス対策マニュアルに従い、感染予防に努める 

 

 

  



16 

 

3.5 下宿での過ごし方 
 

（１）基本事項 

・手洗いを徹底しましょう。顔を洗うのも効果的です。 

・居室、共通区域問わず、可能な限り、マスクをし、咳エチケットに心がけましょう。 

・換気は、気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめにドアと窓の 2方向を同時に開けて行うよ

うにしましょう。 

・会話をする際は、可能な限り真正面は避けましょう。 

・友人等の居室訪間は原則禁上します。 

 

（２）食事 

・食事及びその準備の際には、手洗いをしましょう。 

・複数で食事をする際は、対面ではなく横並びで座りましょう。 

・大皿は避けて、料理は個々に取り分けましょう。 

・食事中の会話、談笑は控えましょう。 

・回し飲みは避けましょう。 

 

（３）風呂・トイレ・洗面所など共通区域 

・手が触れる部分の消毒など衛生面に十分配慮しましょう。 

・混雑時は密を避け、時間帯をずらしましょう。 

・会話、談笑は控えましょう。 
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４．白砂寮における新型コロナウイルス感染症予防対策 

 
4.1 安全対策のポイント 
 
（１）「ウイルスを寮内に持ち込まない行動」を身に着けよう 

「不要不急の移動の自粛」「日々の手洗いうがい」「マスク着用の徹底」が“ウイルスの持ち込み”を予

防します。 

 
（２）正しく恐れて適切に対応しよう 

新型コロナウイルス感染症の特徴を正しく理解し、予防に努めましましょう。 

 
（３）体調不良（感染症を疑う症状が現れた）の場合はすぐに伝えよう 

あなたの素早い行動がみんなの命を救います。 

寮生ひとりひとりの協力が必要です。これをよく読んで、みんなの命を守るために、皆さんが積極的

に安全対策に取り組むことを期待しています。 

 

（４）帰寮後、４日間は外出を禁止 

 

（５）検温を行わない、moodle健康チェックに入力しない等、学寮の方針に従えない場合 

安全対策を怠り、全寮生を危険に陥れる行為とみなし、離寮処分を検討します。 

 
 
４.2 帰寮・入寮時 
 

（１）帰寮・入寮時に持参する持ち物 

衛生確保・感染防止の観点から下記のものを必ず持参してください。 

① 体温計  

② マスク 

③ 感染防止用のビニール手袋（清掃・消毒時に使用します。） 

④ ペーパータオルや雑巾 

なお、可能な方は、アルコール消毒液・除菌シート・ビニール袋（入浴時の際の脱衣服用など）等

の持参をお願いします。 

 

（２）帰寮・入寮日に確認する事項 

① 確認事項１：当日の体温（その場で体温を確認します。）  

② 確認事項２：『健康チェック表』の記載内容 

 

 

4.3 日課 
 

（１）検温  

寮生は点呼前に朝・晩 2回の検温を各自室で実施し、moodle健康チェックに入力してください。 

発熱、喉の痛み、咳、倦怠感、息苦しさ、味覚・嗅覚の低下などの症状がある場合には、点呼場所

には行かず、宿日直室に事前に電話してください。 

 

（２）点呼 

 ① 当面の間、従来の点呼方法を中止します。 
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食堂にて学年ごとに集まり点呼します。 

朝点呼の時間 7:00～8:15 カードによる点呼 Ｂ棟玄関 

巡検の時間  19:30 1年生男子 

19:45 女子 

       20:00 2年生男子 

       21:20 3年生男子 

21:30 4年生男子 

21:40 5年生・専攻科男子 

※ 通常の点呼の時間よりも早めて実施します。 

不要不急の外出や夜間の外出を控えるための措置ですのでご理解ください。 

② 休日は朝点呼を行いません。各自検温を行い moodle健康チェックに入力してください。 

 
 
4.4 食事 
 
（１）食事の提供方法 

① 朝食：食堂  7:00～ 8:15（8:25までに退室） 

② 昼食：食堂 11:40～13:00（13:10までに退室） 

③ 夕食：食堂 17:00～19:00（19:15までに退室） 

 

（２）注意事項 

① 密集を避けるために、食堂内に入ることができる人数を 91席に制限します。 

② 指定した席で食事をとってください。（指定された席以外では、食事をとらないでください。） 

③ 決められた時間内に食事をとってください。 

④ 食事後は使用したテーブルを、消毒用アルコールを含ませたペーパータオルで拭き、速やかに食

堂から退出してください。 

 

 

4.5 寮内での過ごし方 
 
（１）寮内で基本的に守ること 

① 他人の部屋への立ち入りは原則禁止とします。 

② 補食談話室を使用する際は、密集を避けるため入室は最大 5名を限度とし、必要最低限の時間で

使用してください。補食談話室使用後は、自身が触れたところを、補食談話室に置いてある消毒用

アルコールをペーパータオル等に含ませて消毒を行い、窓を開けて換気するなど衛生確保・感染防

止対策を徹底してください。 

③ 持参した手袋・消毒液・除菌シート等を利用して、衛生確保・感染防止のための行動を心がけて

ください。 

④ 手洗い・うがいをこまめに行い、感染予防を意識してください。顔を洗うのも効果的です。 

⑤ 早寝・早起きを徹底し、健康に留意してください。 

⑥ 外泊は、保護者承認のもとで認めることとします。非常事態宣言等が発令された場合、外泊は原

則として認めません。 

 

（２）寮室での過ごし方 

① 各居室はこまめな換気を行ってください。（1時間に 10分程度の換気） 

② 居室外では必ずマスクを着用してください。  

③ 複数人部屋の学生は、居室内においてもできる限りマスクを着用し、咳エチケットを心がけてく

ださい。 
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④ 会話をするときは、できるだけ換気された広い場所に移動してください。 

また、できる限り真正面での会話は避けてください。 

 

（３）入浴 

① 密集を避けるために、混雑状況を避けて入浴してください。 

② 自分の衣服はビニール袋に入れ、他の人のものと混ざらないようにします。 

また、浴室・脱衣所での会話・談笑は控えてください。 

 

 

4.6 寮内の共有場所の清掃方法 
 
（１）清掃の基本 

① 清掃日時 

□食堂清掃：毎日 19：15～19：30 

□各階清掃：毎日 22：00～22：30 

② 清掃時は窓・扉を開いて換気し、マスク、手袋を着用して行ってください。 

③ 特にトイレ、洗面所、補食談話室や食堂のテーブル、ドアノブ、イスなど

の共同利用する箇所は入念に実施してください。 

④ 清掃後は必ず、手洗い消毒をしてください。 

⑤ 消毒液は寮の事務室に用意してあります。無くなったときには事務室に申

し出てください。 

⑥ 消毒液により衣服が色落ちする場合があります。作業服を着る等、各自で

対応してください 

 

（２）拭き掃除 

① 消毒用アルコールを雑巾等に噴霧し、掃除をしてください。  

② 特に、共通で使用している箇所（洗面所、補食談話室）の蛇口、洗濯機・乾燥機、冷蔵庫、IHク

ッキングヒーター等の手が触れる部分は念入りに掃除してください。  

③ 拭き掃除で使用した手袋、雑巾等は、水洗いして乾燥させ、常にきれいな状態で使用しましょう。 

 

（３）トイレの掃除 

① 消毒用アルコールをトイレットペーパーに噴射し、便座を拭いてください。 

② 消毒時に使用したトイレットペーパーはそのまま流してください。 

 

 
4.7 寮での感染者、濃厚接触者の対応 
 

（１）隔離施設での隔離 

新型コロナ対策の陽性者・濃厚接触者（複数人部屋）の隔離施設として、男子：

青雲館、女子：A棟教員当直室等を利用しています。 

 

① 隔離指示があった場合は、寝具・生活用品を持ち、指定場所に移動してください。 

② 体調不良者が休養する場所となりますので、静かに過ごせるようにしてください。 

③ 隔離対象者間の接触は控えてください。 

④ 食事は毎回１階通用口まで配膳します。放送で伝えますので各自で受け取りに行き、自室で食べ

てください。 

⑤ 食べ終わった容器は入口のビニール袋に入れ、お盆にアルコールを噴霧し、積んでおいてください。 
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⑥ 部屋で出たゴミはそのままにせず、その都度ビニール袋に入れて縛り、町所定のゴミ袋に入れて

ください。 

⑦ シャワーは２階ツインの部屋が利用可能です。利用時間は各自で相談してください。使用後は必

ず清掃・消毒を行ない、１時間以上間隔を空けてください。 

⑧ 部屋で出たゴミ等は、入口付近にあるゴミ袋に入れてください。 

⑨ 補食室の利用は可能ですが、火気の取り扱いには十分注意してください。 

⑩ 補食室に飲料水のペットボトルを置いてあります。自由に利用して構いません。 

⑪ Teamsで健康状況などの確認を求めますので、連絡が取れるようにしてください。 

⑫ 隔離期間終了後は利用施設の清掃・消毒をおこなってください。 

 

（２）居室での隔離 

新型コロナの濃厚接触者（個室）については、居室での隔離を行う場合があります。食事・入浴な

どの制限を行います。 

 

① 行動制限の期間、原則として自室で過ごしてください。他学生との接触はないようにしてください。 

② 状況により、部屋移動を行う場合があります。 

③ 原則として補食室の利用は禁止します。 

④ 食事、入浴、トイレ・洗面所は指示された場所、方法に従ってください。 

⑤ 食事は指定された時間に食堂に取りに行き、自室で喫食してください。使用済みの食器トレイ

は、速やかに返却してください。 

⑥ Teamsで健康状況などの確認を求めますので、連絡が取れるようにしてください。 

 

（３）隔離中の緊急連絡先 

寮事務室（低学年当直室）0897-77-4622、4623 

寮務主事 090-6845-4977 
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新型コロナウイルス感染症予防対策MAP 

 
 

共同利用区域 

（入口・寮務事務室付近） 

（寮事務室） 
 受付に『飛沫防止用ビニールシー
ト』を設置します。 

 『非接触体温計』を設置します。 
 『消毒液』を準備します。 
 寮生は事務室内には立ち入らないよ
うにします。 

（補食談話室） 
 使用する際は、5人
で必要最低限の時間
で使用します。 

 〇時以降は施錠しま
す。 

 『消毒用アルコール』
の設置 

 『ハンドソープ』の
設置 

 『手洗いポスター』
の掲示 

（各棟入り口） 
 『消毒用アルコール』の設置 
 『手洗い消毒ポスター』の掲示 

 

（トイレ・洗面所） 
 『ハンドソープ』の設置 
 『手洗いポスター』の掲示 
 『消毒用アルコール』の設置 

 

（宿日直教員室・寮母室） 
 寮生は立ち入らないようにし
ます。 

（浴室・脱衣室・ｼｬﾜｰﾙｰﾑ） 
 浴室・脱衣室での会話、談笑
は控えましょう。 

 『消毒用アルコール』の設置 
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