2020 年 3 月 9 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
新型コロナウィルス（COVID-19）に関連した感染症対策への対応について
1 海外から入国する場合には、以下の対応をお願いします。
（1）外務省において「感染症危険情報レベル 2」以上の危険情報が出されている国・地域
から入国した場合、入国した日から起算して 14 日間は体調管理（体温測定、健康管理、
外出を控える）に努め、大学には来ないようにしてください。また、14 日間の体調管
理中であることを所属専攻・所属部署または所属する各課程の事務に伝えてください。
宿舎に居住している場合は、共有スペース（多人数が利用するホール・ラウンジ等）
を使用しないようにしてください。
＊外務省海外安全ページ「各国・地域における新型コロナウイルスの感染状況」か
ら各国・地域名をクリックして、当該地域の感染症危険情報を確認してください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/country_count.html
（2）入・進学時において日本国外に滞在していたため、本学の提供する宿舎への入居手続
きや履修登録手続きなどの諸手続が所定の期間内に完了しなかった場合には、入国後
に本人の条件が整い次第、順次手続きをしてください。授業開始に間に合わない場合
にも同様です。学生のみなさんが各種手続きの遅延や授業欠席に伴う不利益を心配し
て入国を急ぐ必要がないよう、研究科・学部として対策を講じます。問題や困難が生
じた場合には、所属課程の事務に相談してください。
２ 各学生団体による課外活動について、各団体は以下のように対応してください。
（1）感染予防の観点から実施の可否を慎重に検討し、状況によってはふだんの活動の自粛
を検討してください。
（2）課外活動における各種イベント（合宿、遠征、懇親会、送別会等を含みます）、新入
生に関わる歓迎イベント、新学期オリエンテーションなどについては、縮小、中止ま
たは延期することを検討してください。なお、判断に迷ったときには、学生支援課に
相談してください。
3 カウンセリング窓口の紹介
不安を感じている方には以下の相談窓口がありますので参考にしてください。
（1）留学生相談室・カウンセリング
（日本語：https://www.globalkomaba.c.u-tokyo.ac.jp/inbound/support/advising.html）
（英語：https://www.globalkomaba.c.u-tokyo.ac.jp/en/inbound/support/advising.html）
（2）駒場学生相談所（http://kscc.c.u-tokyo.ac.jp/）
（3）駒場保健センター精神科（http://dcs.adm.u-tokyo.ac.jp/mhs/offices/）

〔関連ホームページ〕
○国立感染症研究所ホームぺージ
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-corona/9305-corona.html
○WHO ホームページ（英語）
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
○厚生労働省ホームページ（新型コロナウイルス感染症について）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
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Responding to infectious disease outbreak of the novel coronavirus COVID-19
1.

If you have recently entered Japan from another country, take the following measures:

(1) If you were recently in a country or region that is designated as Infection Hazard Information
Level 2 or higher by Japan’s Ministry of Foreign Affairs,* monitor your physical condition
carefully for 14 days from the day you entered Japan. Take your temperature regularly, maintain
healthful habits, and avoid going outside. Do not come to the university during that period.
Inform your department that you are monitoring your health for a 14-day period. If you live in
university housing, avoid using shared spaces such as lounges and halls.
*Information provided by the Ministry of Foreign Affairs about infection conditions in
individual countries and regions is linked from the following page:
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/country_count.html (Japanese)
(2) If you are unable to complete procedures for enrollment in the university or for moving into
university-provided housing because you are outside Japan at the designated time, do those
procedures as soon as you can after arriving in Japan. The College and Graduate Schools will
take steps so that students who are unable to enter the country or attend classes due to this
infectious disease outbreak are not penalized as a result. If you have any questions or problems
in this regard, please consult with your department office.
2.

Student groups should modify their extracurricular activities as follows:

(1) Think carefully about whether your group’s activities might pose a risk of spreading infection.
Depending on the situation, consider suspending your usual activities.
(2) Consider cancelling, postponing, or reducing the scale of extracurricular activities, including
training camps, field trips, parties, recruiting events, and orientations for new members. If you
are uncertain what to do, consult with the Student Support Office.

3.

Counseling
The following counseling services are available for students who have personal concerns:

(1) International Students’ Advisory Room and Counseling
https://www.globalkomaba.c.u-tokyo.ac.jp/en/inbound/support/advising.html (English)
https://www.globalkomaba.c.u-tokyo.ac.jp/inbound/support/advising.html (Japanese)
(2) Student Counseling Center
http://dcs.adm.u-tokyo.ac.jp/scc/en/ (English)
http://kscc.c.u-tokyo.ac.jp/ (Japanese)
(3) Office for Mental Health Support
http://dcs.adm.u-tokyo.ac.jp/mhs/en/ (English)
http://dcs.adm.u-tokyo.ac.jp/mhs/offices/ (Japanese)

Related Websites
(1) National Institute of Infectious Diseases
https://www.niid.go.jp/niid/en/2019-ncov-e.html (English)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-corona/9305-corona.html (Japanese)
(2) World Health Organization
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
(English)
(3) Ministry of Health, Labour and Welfare
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html (English)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html (Japanese)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_09534.html (Chinese)
(4) Ministry of Foreign Affairs’ Overseas Safety Page
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (Japanese)

