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※新型コロナ感染症拡大の状況によっては期間や内容を変更することがあります。
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アジア学院新型コロナ感染症予防対策
ARI COVID-19 Countermeasures
この度はアジア学院にお越しくださり、ありがとうございます。
新型コロナ感染症予防策として、以下をお読みいただきますようお願いいたします。
Thank you for coming to ARI. Please read our ARI COVID-19 Countermeasures below.
【訪問者の受入について／Acceptance of Visitors】
●来校する一週間前から指定のフォームに従って体温・体調チェックをお願いいたします。
また、アジア学院ご到着後も 1 週間同様のチェックを続けてください。お持ちの方は自分
の体温計を持って来てください。
-Please measure your body temperature and check your health condition for at least one
week before you come to ARI and for one week after your arrival. Please bring your own
thermometer when possible.
●到着日から初めの 3 日間は待機期間として、アジア学院近隣のホテル等にご宿泊いただ
きます（宿泊費は自己負担）。3 日目以降はアジア学院内の寮など宿泊施設に滞在してい
ただきます。
※新型コロナの感染状況によっては、到着日からアジア学院の宿泊施設にお泊り頂ける可
能性もあります。
For the first 3 days after you arrive, please stay in a hotel near ARI as a precautionary
measure.(at your expense) After 3 days, you can stay in the ARI dormitory.
※Depending on the spread of the coronavirus, you may be able to stay in the ARI
dormitory from your first day.
●医療用抗原検査キットをご用意いただき、ご出発日当日の朝にご自身で検査を行ってく
ださい。
-Please prepare a medical purpose Antigen Test Kit and test yourself the morning of
your departure date.
●到着日の次の日の朝はお部屋でゆっくりお休みいただき、朝食（8 時 15 分）からアジア
学院の活動にご参加ください。
-The day after your arrival, please rest in your room in the morning and join ARI activities
from breakfast (8:15am).

【生活について／Regarding community life of ARI】
●他の人と話したり、作業をする時は、屋内屋外どちらでもできるだけマスクを着用して
ください。
-Please wear a mask when you talk or work with someone, regardless of whether you
are indoors or outdoors.
●キッチン内で作業をする時は必ず不織布のマスクを着用してください。
-You must wear a disposable mask when working in the kitchen.
●他の人との間に１ｍ～２ｍ以上の距離を保ってください。
-Please maintain distance between yourself and others (at least 1 m apart) .
●大人数での集まりは避けてください。
-Please avoid large meetings/gatherings.
●握手、ハグなどのスキンシップは避けてください。
-Please do not greet with physical contact. (shake hands, hug ,etc.)
●滞在中、他の宿泊施設や寮、各部屋には訪れないでください。
-During your stay, please do not visit the following places: Nasu Seminar House, the
Guest House, Men’s (1st floor) and Women’s Dorms, and individual rooms within your
own place of accommodation.
【食事について／Regarding meals of ARI】
●食事前の手洗い、消毒は常に行ってください。
- Please wash and disinfect your hands very well before every meal.
●食事はパーティションのある席で１つの食卓には４人以上座らないよう、お願いいたし
ます。屋外で食べる際にも隣の人と充分な距離（１ｍ以上）を保って食べてください。
-Please use the tables with partitions at meal times with no more than 4 people per
dining table. Even when you are eating outside, be sure to keep enough distance (at
least 1 meter) between you and others.
【体調がすぐれないとき／When you don’t feel well】
●体調が優れないときは、無理せずスタッフにお伝えください。
-When you don’t feel well, please don’t hesitate to tell the staff.

以下の症状がある場合は、保健所に電話をし、指示を仰ぎます。
-When a person has the following symptoms, we will report to the Public Health Center
to get their instruction.
1) If you have a strong feeling of weariness (fatigue) or shortness of breath (difficulty
breathing) or high fever.
息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある
場合。
2) If you are a senior citizen, have an underlying disease such as diabetes, heart failure
or respiratory disease (e.g., chronic obstructive pulmonary disease) or receive
dialysis, or take immunosuppressant drugs or anticancer drugs, and you have had
the symptoms mentioned above for about two days.
重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合。
※高齢者、糖尿、心不全、呼吸器疾患等の基礎疾患がある方や透析を受けいている方、
免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方。
3) Aside from the above mentioned symptoms, if you have had cold symptoms such as
fever, coughing, etc for four days or more.
上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪症状が続く場合。（症状が 4 日以上続
く場合や強い症状と思う場合はすぐに相談する）

新型コロナ感染症拡大の状況によっては期間や内容を変更することがあります。
みなさまのご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
This is subject to change depending on the situation of COVID-19.
Thank you for your understanding and cooperation.

