
2020 年 5 月 27 日 
薬学部 1 年生各位 

薬学部学習指導主任（芝共立） 登美斉俊 
 

6 月 2 日の芝共立キャンパス登校について 
 
学部長からの通知（5 月 25 日付）にあった通り、芝共立キャンパスでは、新型コロナウイルス感染症

の感染防止に十分な配慮をした上で、6 月から、キャンパスにおける教育研究活動を一部再開します。 
1 年生についても 6 月 2 日から、火曜日科目の芝共立キャンパスでの授業を一部実施します。登校にあ

たっては、感染リスクを可能な限り下げるための行動を各自遵守して下さい。 
ただし、特に 6 月前半は緊急事態宣言解除から間もないこともあり、遠距離の移動や引っ越しができ

ない、生活のセットアップができていない、健康上あるいは心理上の不安があるといった理由で登校が難

しい場合があると思います。春学期期間中の欠席は個々の状況に応じた補講などを実施し、成績評価上不

利になる取り扱いは致しません。そのため、無理を押して登校する必要はありません。 
授業を欠席する際は、https://sites.google.com/keio.jp/absence/notification から欠席届を提出するよう

お願いしています。ただ、6 月 2 日は初めての登校となりますので、登校が難しいことが事前にわかって

いる場合や、迷っている場合には、まずは pha-covid@adst.keio.ac.jp までメールでご相談ください。 
6 月 2 日は、以下の表に示す通り、クラスによって集合時間・集合場所・授業の内容が異なります。キ

ャンパス内では、掲示や職員による誘導がありますので、指示に従っての移動をお願いします。なお、当

面はキャンパス内に食事場所はありません（感染防止のため）。授業支援システムを通じて送られる各授

業科目からの通知を必ず確認し、必要な準備を整えてから登校してください。加えて、以下のものも忘れ

ずに持参して下さい。 
 
 １年生 白衣等販売会（事前調査）の回答内容（メール送信済）をプリントアウトしたもの（推奨） 
 学生証および赤いストラップの入ったカードケース（キャンパス入館時に必要です） 
 芝共立キャンパス実習中の荷物保管室利用申請書 

https://www.students.keio.ac.jp/sk/life/facility/storage-room.html 
 塾生サイト（日吉キャンパス薬学部）で指示されている提出書類等 

https://www.students.keio.ac.jp/hy/pha/class/-2020.html 
 
【表 1】6 月 2 日集合時間・集合場所 
芝共立キャンパスには東口からのみ入れます（地図: https://www.keio.ac.jp/ja/maps/shiba.html） 

 集合時間 集合場所 
薬学科 1 組 12:20 1 号館 2 階学生ホール（生協購買部） 
薬学科 2 組【前半※】 12:00 1 号館 2 階学生ホール（生協購買部） 

【後半※】 13:45 1 号館 2 階学生ホール（生協購買部） 
薬学科 3 組 9:35 2 号館 4 階 460 講義室 
薬学科 4 組 10:20 1 号館 2 階学生ホール（生協購買部） 
薬科学科 1,2 組 13:05 2 号館 4 階 460 講義室 
薬科学科 3,4 組 14:05 1 号館 2 階学生ホール（生協購買部） 

https://sites.google.com/keio.jp/absence/notification
mailto:pha-covid@adst.keio.ac.jp
https://www.students.keio.ac.jp/sk/life/facility/storage-room.html
https://www.students.keio.ac.jp/hy/pha/class/-2020.html
https://www.keio.ac.jp/ja/maps/shiba.html


【表 2】6 月 2 日授業時間割 
 第 1 時限  第 2 時限  第 3 時限  第 4 時限 
薬

学

科 

1
組 

 12:20-13:00 
白衣販売会・有機

学習資材配付 

 13:10-16:00 
早期体験学習（薬学科） 
コミュニケーション演習  

2
組 

【前半※】 

12:00-12:40 
白衣販売会・有機

学習資材配付 

荷

物 
預 

13:10-14:10 
早期体験学習（薬

学科）調剤実習 

荷

物 
受 

 

【後半※】 
13:45-14:25 
白衣販売会・有機

学習資材配付 

荷

物 
預 

14:40-15:40 
早期体験学習（薬

学科）調剤実習 

荷

物 
受 

3
組 

9:40～11:00 
情報・コミュニケ

ーション論(5) 

11:05-11:45 
白衣販売会・有機 
学習資材配付 

 

4
組 

10:20-11:05 
白衣販売会・有機

学習資材配付 

待

機

室 

11:20～12:40 
情報・コミュニケ

ーション論(5) 

 

薬

科

学

科 

1,2
組 

 13:10～14:30 
情報・コミュニケ

ーション論(5) 

14:35-15:15 
白衣販売会・有機 
学習資材配付 

3,4
組 

 14:05-14:45 
白衣販売会・有機

学習資材配付 

待

機

室 

14:50～16:10 
情報・コミュニケ

ーション論(5) 
※薬学科 2 組は、前後半に分けて、早期体験学習（薬学科）調剤実習を実施します。 
前後半の班分けは、授業支援システムを通じて早期体験学習の担当教員から連絡されますので、自分がど

ちらに該当するかは、授業支援システムで確認してください。 
 
【表 3】6 月 2 日授業等実施場所 

 集合場所 
情報・コミュニケーション論 2 号館 4 階 460 講義室 
早期体験学習（薬学科）調剤実習 2 号館 1 階 153,154 実習室 
早期体験学習（薬学科） 
コミュニケーション演習 

2 号館 1 階 151,152 講義室 

白衣販売会 1 号館 2 階学生ホール（生協購買部） 
有機化学学習資材配付 1 号館地下 1 階マルチメディア講堂 
授業前待機室 2 号館 3 階 355 講義室 
荷物保管室（クローク） 2 号館 2 階 251 講義室 

キャンパス内では、掲示や職員による誘導がありますので、指示に従って移動してください。 



2020年度春学期　1年生火曜日授業時間表（6/2以降）学科・クラス別 開始時刻は各科目の指示に従ってください 慶應義塾大学薬学部

科目 教室 科目 教室 科目 教室 科目 教室 科目 科目

2020/6/2

2020/6/9 情報・コミュニケーション論(5) 460 生命倫理(5)（特別講義）

前半 早期体験学習（薬学科）調剤実習 153,154

後半 早期体験学習（薬学科）調剤実習 153,154

2020/6/23 情報・コミュニケーション論(6) B53/B54 生命倫理(6) 460 情報・コミュニケーション論(8)

2020/6/30 情報・コミュニケーション論(9) B53/B54 生命倫理(7) 460 早期体験学習(特別講義)

2020/7/7 生命倫理(8) 460 情報・コミュニケーション論(8)

2020/7/14 情報・コミュニケーション論(10)
マルチメ
ディア講堂 生命倫理(9)

マルチメ
ディア講堂 早期体験学習(特別講義)

2020/7/21

科目 教室 科目 教室 科目 教室 科目 教室 科目 科目

前半 早期体験学習（薬学科）調剤実習 153,154

後半 早期体験学習（薬学科）調剤実習 153,154

2020/6/9 情報・コミュニケーション論(5) 460 生命倫理(5)（特別講義）

2020/6/16

2020/6/23 生命倫理(6) 460 情報・コミュニケーション論(6) B53/B54 情報・コミュニケーション論(8)

2020/6/30 生命倫理(7) 460 情報・コミュニケーション論(9) B53/B54 早期体験学習(特別講義)

2020/7/7 生命倫理(8) 460 情報・コミュニケーション論(8)

2020/7/14 情報・コミュニケーション論(10)
マルチメ
ディア講堂 生命倫理(9)

マルチメ
ディア講堂 早期体験学習(特別講義)

2020/7/21

科目 教室 科目 教室 科目 教室 科目 教室 科目 科目

2020/6/2 情報・コミュニケーション論(5) 460

2020/6/9 生命倫理(5)（特別講義）

2020/6/16 情報・コミュニケーション論(6) B53/B54 生命倫理(6) 460

前半 早期体験学習（薬学科）調剤実習 153,154

後半 早期体験学習（薬学科）調剤実習 153,154

2020/6/30 情報・コミュニケーション論(9) B53/B54 生命倫理(7) 460 早期体験学習(特別講義)

2020/7/7 生命倫理(8) 460 情報・コミュニケーション論(8)

2020/7/14 情報・コミュニケーション論(10)
マルチメ
ディア講堂 生命倫理(9)

マルチメ
ディア講堂 早期体験学習(特別講義)

2020/7/21

科目 教室 科目 教室 科目 教室 科目 教室 科目 科目

2020/6/2 情報・コミュニケーション論(5) 460

前半 早期体験学習（薬学科）調剤実習 153,154

後半 早期体験学習（薬学科）調剤実習 153,154

2020/6/16 生命倫理(6) 460 情報・コミュニケーション論(6) B53/B54

2020/6/23 情報・コミュニケーション論(8)

2020/6/30 生命倫理(7) 460 情報・コミュニケーション論(9) B53/B54 早期体験学習(特別講義)

2020/7/7 生命倫理(8) 460 情報・コミュニケーション論(8)

2020/7/14 情報・コミュニケーション論(10)
マルチメ
ディア講堂 生命倫理(9)

マルチメ
ディア講堂 早期体験学習(特別講義)

2020/7/21

科目 教室 科目 教室 科目 教室 科目 教室 科目 科目

2020/6/2 情報・コミュニケーション論(5) 460

2020/6/9 情報・コミュニケーション論(6) B53/B54

2020/6/16

2020/6/23 情報・コミュニケーション論(9) B53/B54 早期体験学習（演習） 情報・コミュニケーション論(8)

2020/6/30

2020/7/7 情報・コミュニケーション論(8)

2020/7/14 情報・コミュニケーション論(10) 460 早期体験学習(特別講義)

2020/7/21

科目 教室 科目 教室 科目 教室 科目 教室 科目 科目

2020/6/2 情報・コミュニケーション論(5) 460

2020/6/9 情報・コミュニケーション論(6) B53/B54

2020/6/16 情報・コミュニケーション論(9) B53/B54 早期体験学習（演習）

2020/6/23 情報・コミュニケーション論(8)

2020/6/30

2020/7/7 情報・コミュニケーション論(8)

2020/7/14 情報・コミュニケーション論(10) 460 早期体験学習(特別講義)

2020/7/21

早期体験学習（薬科学科）　（253実習室）　　創薬物理化学講座

早期体験学習（薬科学科）　　（354実習室）　　有機薬化学講座

早期体験学習（薬科学科）　　（354実習室）　　有機薬化学講座

早期体験学習（薬科学科）　（B53/B54実習室）　生命機能物理学講座

白衣販売会等
12:20-13:00

白衣販売会等
11:05-11:45

白衣販売会等
14:35-15:15

白衣販売会等
14:05-14:45

早期体験学習（薬科学科）　（B53/B54実習室）　生命機能物理学講座

早期体験学習（薬科学科）　　（353実習室）　　医薬品化学講座

早期体験学習（薬科学科）　　（353実習室）　　医薬品化学講座

早期体験学習（薬科学科）　（253実習室）　創薬物理化学講座

第3時限（13:10～14:30） 第4時限（14:50～16:10）

録画配信（講義）・オンライン演習
第1時限（9:40～11:05） 第2時限（11:20～12:45） 第3時限（13:10～14:30） 第4時限（14:50～16:10）

録画配信（講義）・オンライン演習
第1時限（9:40～11:05） 第2時限（11:20～12:45） 第3時限（13:10～14:30） 第4時限（14:50～16:10）

薬科学科
3,4組

芝共立キャンパスでの授業

薬科学科
1,2組

芝共立キャンパスでの授業

第1時限（9:40～11:05） 第2時限（11:20～12:45） 第3時限（13:10～14:30） 第4時限（14:50～16:10）

薬学科
1組

薬学科
2組

薬学科
3組

早期体験学習（薬学科）　　コミュニケーション演習　（151,152）

早期体験学習（薬学科）　　コミュニケーション演習　（151,152）

第1時限（9:40～11:05） 第2時限（11:20～12:45） 第3時限（13:10～14:30） 第4時限（14:50～16:10）

薬学科
4組

白衣販売会等
10:20-11:05

2020/6/2

録画配信（講義）・オンライン演習

第1時限（9:40～11:05） 第2時限（11:20～12:45）
芝共立キャンパスでの授業

録画配信（講義）・オンライン演習
第3時限（13:10～14:30） 第4時限（14:50～16:10）

芝共立キャンパスでの授業

早期体験学習（薬学科）　　コミュニケーション演習　（151,152）

録画配信（講義）・オンライン演習
第1時限（9:40～11:05）

早期体験学習（薬学科）　　コミュニケーション演習　（151,152）

芝共立キャンパスでの授業
録画配信（講義）・オンライン演習

第2時限（11:20～12:45）

芝共立キャンパスでの授業

2020/6/23 情報・コミュニケーション論(8)

白衣販売会・有機学習資材配付
12:00-12:40

白衣販売会・有機学習資材配
付

13:45-14:25

2020/6/16

生命倫理(5)（特別講義）2020/6/9

14:40～15:4013:10～14:10

14:40～15:40

13:10～14:10

14:40～15:40
13:10～14:10

14:40～15:40
13:10～14:10




