
授業開始前の留意事項 

 

 

１．新型コロナウイルス感染拡大防止のため、授業開始までの一定期間を経過観察

のための期間とします。 

  経過観察の期間は、他者との接触を控え、発熱等の症状がないか健康状態を確

認していただくことをお願いします。 

  前期の授業は５月１１日（月）から遠隔授業により実施します。 

   

 

【経過観察期間】 令和２年４月２０日～令和２年５月１０日 

 

 

２．経過観察期間中は、次のことに留意してください。 

 ① 次の「自己健康チェック表」を参照し、体温測定と健康チェックを実施して

ください。 

   今後、教育実習等に参加するにあたっては、体温測定が必要になりますので、

早めに各自で体温計を用意してください。 

② 不要不急の外出は避けてください。 

 ③ 学生寮に入寮している者は、寮内での交流も 低限にしてください。 

 ④ 「換気の悪い密閉空間」「多数が集まる密集場所」「間近で会話や発生をす

る密接場面」を作らない・行かないことを心がけてください。 

 ⑤ 万一の感染に備え、各自の行動を記録しておいてください。 

３．感染予防に努めてください。 

 ① 手洗い、うがいを徹底するとともに、手指のアルコール消毒を行ってくださ

い。 

 ② マスクを着用するなど、咳エチケットを徹底するとともに、できるだけ人混

みを避けてください。 

マスクが手に入らない場合は、タオル、ハンカチ、ティッシュ等で口元を押

さえて会話する等、飛沫を飛ばさないことを心がけてください。 

 ③ 外出時は、意識して、手で眼、鼻、口等に触れないようにしてください。 

 

４．健康管理を行ってください。 

 ① 風邪や発熱などの軽い症状が現れた場合には、外出を控え自宅で静養してく

ださい。 

 ② 次の症状のいずれかが現れた場合には、相談窓口に連絡し、指示を仰いでく

ださい。 

  

 ・風邪のような症状や３７．５℃以上の発熱が４日以上（基礎疾患のある者は

２日程度）続いている場合。 

  ・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合。 



 

 【相談窓口】それぞれの地域の保健所等 

       または旭川市保健所(電話：0166-26-2397) 

 

 ③ 免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスのとれた食事を心

がけてください。 

 

５．濃厚接触者となった可能性がある場合や感染したことが判明した場合には、次

のように対応してください。 

 ① すみやかに保健管理センター旭川分室へ電話かメールで連絡してくだ   

さい。 

  ※不在の場合は旭川校学務グループ(電話：0166-59-1229)へ連絡してください。 

 ② 自宅待機の期間や治癒するまでの間は「出席停止」となります。なお、出席

停止により欠席した授業科目については、学生の不利益にならないように代替

措置を講じます。詳細は、個別にご説明します。 

③ 健康状態に関して不安を感じる場合には、保健管理センター旭川分室に相談

してください。 

 

 

【保健管理センター旭川分室連絡先】 

 

 メール：asa-hoken@j.hokkyodai.ac.jp 電話：0166-59-1245 

 

 

６．やむを得ず移動等を行う場合には、次のことに留意してください。 

 ① できる限り公共交通機関での移動は避け、自家用車等を利用してください。 

 ② 公共交通機関を利用して移動する者は、できる限り「リスクとなる３つ状態」 

  (換気の悪い密閉空間、多くの人が密集、近距離での会話等)を避け、上記感染 

  症対策について十分な注意を払って移動してください。 

 

７．海外から帰国した者は、渡航日程、訪問国等について、旭川校学務グループ 

 (電話：0166-59-1221)へお知らせください。 

 

 

「自分はすでに感染しているかもしれない」という意識を持ってください。 

 

 



⾃⼰健康チェック表 
学⽣/職員番号（            ） 所属（           ） ⽒名（            ） 
 

＊朝・夜 2回の体温測定と症状の有無を記載してください。                              第 1 週 

                                                        

 

  月 日（ ） 月 日（ ） 月 日（ ） 月 日（ ） 月 日（ ） 月 日（ ） 月 日（ ） 

朝 

体温      ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 

咳 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

息切れ あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

痰 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

喉の痛み あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

鼻水 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

関節痛 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

頭痛 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

下痢・嘔吐 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

嗅覚異常 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

味覚異常 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

夜 

体温      ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 

咳 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

息切れ あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

痰 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

喉の痛み あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

鼻水 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

関節痛 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

頭痛 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

下痢・嘔吐 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

嗅覚異常 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

味覚異常 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 



⾃⼰健康チェック表 
学⽣/職員番号（            ） 所属（           ） ⽒名（            ） 
 

＊朝・夜 2回の体温測定と症状の有無を記載してください。                              第２週 

                                                        

 

  月 日（ ） 月 日（ ） 月 日（ ） 月 日（ ） 月 日（ ） 月 日（ ） 月 日（ ） 

朝 

体温      ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 

咳 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

息切れ あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

痰 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

喉の痛み あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

鼻水 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

関節痛 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

頭痛 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

下痢・嘔吐 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

嗅覚異常 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

味覚異常 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

夜 

体温      ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 

咳 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

息切れ あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

痰 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

喉の痛み あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

鼻水 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

関節痛 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

頭痛 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

下痢・嘔吐 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

嗅覚異常 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 

味覚異常 あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし あり・なし 
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