
2020 年 4 月 2 日 

学生・教職員各位 

 

大学院総合文化研究科・教養学部 

大学院数理科学研究科 

 

海外への渡航について 

 

 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）については、各国・地域において今なお感染者数が

増加し、世界保健機関（WHO）において「制御可能な世界的大流行（パンデミック）」を宣言

するなど、日々状況が変化しています。 

 本研究科としては、現下の情勢に鑑みて、当面の間、すべての海外への渡航について一律、

原則として中止してくださるよう、全構成員の皆さまにお願いいたします。 

 サバティカル研修や若手研究者の国際展開事業など研究科や大学の承認を得て実施される渡

航について、すでに承認を得ている場合には、情勢変化に伴って生じうるあらゆるリスクをサ

バティカル取得者が自身の責任において負うことを認識した上で、本当に必要な渡航であるか

どうかを慎重に判断してください。サバティカル研修を延期する判断をされた場合は、所属の

専攻・系や部会などでの調整がなされるのであれば、研究科としても柔軟に対応いたします。

また、このお願いは、今後サバティカル研修を計画している方が所属の専攻・系や部会などで

手続きを進めることを妨げるものではありません。 

なお、関連する注意事項を下記のようにまとめましたので、引き続き各自で最新の情報を把

握するとともに、健康管理と安全の確保に努めてください。 

 

  

 

記 

 

（1） 感染症危険レベル情報 

 以下のウェブサイトから、最新の情報を確認できます。 

 なお、現在は、外務省の「危険情報」が全世界に対して「レベル 2 以上」であると指定してお

ります。本研究科の渡航中止要請は本研究科独自の判断によるものですので、今後政府による

措置が緩和されたとしても、それに連動して自動的に緩和されるものではないことを、あわせ

てご諒解ください。 

  

○外務省海外安全ホームページ  

  https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

○外務省渡航登録サービス 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ 

（滞在期間 3 ヶ月未満：「たびレジ」、3 ヶ月以上：在留届、へ登録するようにしてください） 

 

（2）日本からの渡航者等に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限 

 各国・地域が行っている入国制限や行動制限の中には、日本からの渡航者が対象に含まれて

いるものがあります。新型コロナウイルスをめぐる各国の対応も流動的ですので、最新の情報

は、各国当局のホームページや在京大使館等で確認してください。 

 

（3）帰国後の検疫、体調管理 

 検疫強化対象国から日本に入国した場合、政府により、検疫所長が指定する場所において 14

日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。対象国は更新

されながら増加していますので、最新情報を確認するようにしてください。なお、厚生労働省

が定める検疫強化対象国であるか否かにかかわらず、本研究科・学部においては、海外からの

https://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/


入国者に対して、一律、14 日間の自宅などにおける体調管理を求め、大学に来ないようお願い

しておりますのでご協力ください。 

 

○厚生労働省ホームページ（水際対策の抜本的強化について（新型コロナウイルス感染症）） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html 

 ○海外から入国する教職員・学生の皆さまへのお願い（2020 年 3 月 20 日発出の研究科・学部

通知） 

  http://www.c.u-tokyo.ac.jp/topics/files/covid19_0303-20.pdf 

 

 

以上 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
http://www.c.u-tokyo.ac.jp/topics/files/covid19_0303-20.pdf


April 2, 2020 
 
To: Students, Faculty, and Staff 

 
Graduate School of Arts and Sciences 

College of Arts and Sciences 
Graduate School of Mathematical Sciences 

 
 

Notification Regarding Overseas Travel 
 
 

 The number of cases of infection with the novel coronavirus COVID-19 is increasing throughout the 
world, and the World Health Organization has characterized the situation as a global pandemic. In light of 
this rapidly evolving situation, all students, faculty, and staff are asked to refrain from all overseas travel 
for the time being. 
 Faculty and researchers who have already received approval from the Graduate School or the university 
for sabbaticals or projects to be conducted overseas are asked to reconsider carefully whether those trips 
are really necessary, especially after weighing the risks that might arise under these quickly changing 
conditions and the fact that they would have to take responsibility for those risks themselves. 
 If a faculty member decides to delay his or her sabbatical period and the necessary adjustments can be 
made by the affiliated departments, then the Graduate School and College will respond flexibly. 
Furthermore, faculty members who are planning future sabbaticals may proceed with the procedures for 
requesting sabbaticals within their departments. 
 Precautions related to the COVID-19 outbreak are summarized below. Please continue to monitor the 
latest information and to manage your health and safety carefully. 
 
(1) Infection risk levels 
 The following sites contain the latest information about infection risk levels. The Ministry of Foreign 
Affairs has designated all parts of the world as Level 2 or above. The decision to issue this notification 
about overseas travel is made by the Graduate School and College; even if the government 
recommendations are relaxed in the future, this notification may not automatically be relaxed. 
 

MOFA’s Overseas Safety site (in Japanese) 
https://www.anzen.mofa.go.jp/ 
 
MOFA’s Overseas Travel Registration Service (in Japanese; for Japanese citizens) 
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ 

 
(2) Restrictions on entry and/or activities after entry for travelers from Japan 
 Some countries and regions have placed restrictions on the entry and/or activities after entry for 
travelers from Japan. The situation is in flux now, so please check with the relevant government websites 
or embassies in Tokyo. 
 
(3) Quarantine and health monitoring after returning to Japan 



 The Japanese government requires that travelers entering from countries covered by Japan’s quarantine 
restrictions stay for 14 days in a location designed by the quarantine officials and not use public 
transportation. The number of countries covered by these regulations is steadily increasing, so please check 
the latest information. Furthermore, regardless of the specific countries designed by the Ministry of Health, 
Labour and Welfare, the Graduate School and College require that all students, faculty, and staff entering 
Japan from overseas stay home for 14 days, monitor their health, and not come to the university. Your 
cooperation in this regard will be greatly appreciated. 

 
MHLW site about enhanced border restrictions (in Japanese) 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html 
 
Request to faculty, staff, and students entering Japan from overseas (official notification from 
Graduate School and College on March 20, 2020) (in Japanese) 
http://www.c.u-tokyo.ac.jp/topics/files/covid19_0303-20.pdf 


