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SFC学生の皆さん
キャンパス登校時は必ず以下の対応をしてください。　

授業担当教員の皆さん

授業担当教員の責任で、学生が以下の対応をしていることをご確認ください。

COVID-19対策：教室利用マニュアル（学生用）
1.授業前
(1) キャンパスに来る前に37.5度以上の発熱、咳や身体のだるさ、息苦しさ、嗅覚・味覚に異常を感じるなどの症状
がないことを確認してください。症状がある場合には、登校しないでください。

(2) キャンパスに到着したら、はじめに特設ゲートで検温と入構記録を行ってください。

(3) 教室に入る前に、教室内外に設置しているアルコール消毒用プッシュボトルで手指を消毒してください。

2.授業中
(1) 全員、原則として不織布マスクを着用してください。無い場合や破損してしまった場合は授業担当教員に申し出て
ください。

(2) 授業用教室内での食事は原則禁止します。飲み物については、蓋付きのペットボトルや水筒、タンブラー等に限
るものとします。

(3) 換気のため、全ての窓（5cm以上）とドアを常時開けておいてください。（雨が降っている場合、なるべく機材から
離れた窓、ドアを開けるようにしてください。）

3.授業後
(1) 退出時、換気のため窓・扉は開けたままにしてください。

4.その他
＜自習室：Ω22教室、メディアセンター内＞
➢ オンライン授業をキャンパスで受講する際に上記の場所を自習室として利用してください。

➢ オンライン授業受講中に声を出す（発言、発音練習等）場合はΩ22を、それ以外の場合はメディアセンターを利
用できます。メディアセンター内の自習可能な場所の詳細はメディアセンターで確認してください。

➢ 自習室で音声を聞く場合は、必ずイヤホンもしくはヘッドフォンを使用してください。

➢ 教室内外にアルコール消毒用プッシュボトルを備え付けてあるので、適宜消毒に利用してください。

＜お問い合わせ＞ 湘南藤沢事務室学事担当

sfc-gakuji-kyt(at)sfc.keio.ac.jp
内線：52124



16 September, 2022
To all SFC students
Please take the following measures when coming to campus.
To Faculty in charge of each class
You are requested to take responsibility and ensure the students take the following measures.

COVID-19 measures: Guidelines for using classrooms (for students)

1. Before a class starts
1) Please monitor whether you have a fever of 37.5°C or higher or any symptoms such as a cough, fatigue,

shortness of breath, or any irregularities in sense of taste or smell. If you have any of the abovementioned
symptoms, please refrain from coming to the campus.

2) When you arrive at the campus, please go to the gate to have your temperature checked and a record of your
entry kept.

3) Before entering the classroom, please disinfect your hands and fingers with an alcohol-based disinfectant bottle
dispenser equipped throughout the campus.

2. During class
1) Please make sure that everyone in the class is wearing a mask made from non-woven fabric.
2) Eating in classrooms is prohibited. For bringing beverages, only those in plastic bottles with lids, water bottles,

tumblers, etc., are permitted in classrooms.
3) Leave all windows open at least 5 cm and doors fully-open at all times for ventilation when using the classroom

for classes or self-study. (If it is raining, please try to open the doors and windows that are as far away from the
equipment as possible.)

3. After class
1) When leaving the room, please leave the windows and doors fully open to ventilate.

4. Other notes
< Study rooms: Omega 22 and the Media Center >
➢ Please use the above as study rooms when taking online classes on campus.
➢ Please use Omega 22 when you need to talk while taking an online class (such as for giving comments,

practicing pronunciations, etc.) and use the Media Center for other cases. Please check with the Media
Center for details on where you are allowed to study.

➢ If you need to listen to audio in the study room, please make sure to use earphones or headphones.
➢ Alcohol-based disinfectant bottle dispensers are equipped throughout the campus, so please use them to

disinfect as needed.
➢ Please disinfect chairs and tables before and after using them with a disinfectant that is equipped in the

room.

<Inquiries> Shonan Fujisawa Campus Academic Affairs Office
sfc-gakuji-kyt(at)sfc.keio.ac.jp

ext: 52124


