
所属クラブ等
（学内）

学外での
集団活動

○ 体調不良は症状出現時より、必ず体温測定・記録し、症状がある項目の欄に✔をつけてください。
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姫路市保健所 079—289—0055（平日8時35分～19時、土日祝8時35分～17時20分）
兵庫県のコールセンター（総合相談窓口） 078—362—9980（24時間受付）

体 調 観 察 記 録 表

学籍番号

氏　　名

学群・学部・学類

風邪の症状やおおむね37.5度以上の発熱、体調不良（強いだるさや息苦しさ）を感じる場合は、教務課（079—223—6504）に電
話連絡の上、体調が回復するまで授業を休んで下さい。

教務課受付
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症状発現時点での
直近2週間の行動

（学内、学外）
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授業を欠席している間は体調観察記録表にて体調の観察を行い、毎日１回、9時から17時の間に教務課に電話にて体調報告
をしてください。体調が回復し大学に登校した際には、本記録表を速やかに教務課に提出して下さい。

なお、体調不良が3日程度持続する場合は、大学から関係機関に連絡する場合があります。

万が一、新型コロナウイルス感染症の恐れに心当たりのある場合や症状の改善が認められない場合は、大学に連絡するとと
もに、帰国者・接触者相談センターに相談してください。

４日間 


