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2021年 3月 25日 

関西学院大学 

 

関西学院大学 新型コロナウイルス感染防止マニュアル（学生用） 

 

 新型コロナウイルス感染症の収束は未だに見通せない状況ですが、本学は感染防止対策を講じ

ながら、学生の皆さんにキャンパスで学ぶ機会と学生同士のコミュニケーションの場をできる限

り提供していきます。 

 このマニュアルは、皆さんがキャンパスでの学生生活を安全に過ごすために、行ってもらいた

い感染防止対策や学内施設の感染対策、陽性者が確認された場合の対応を示したものです。 

「感染しない」「感染させない」「持ち込まない」ことに常に気をつけてください。 

しかし、感染リスクは誰にでもあります。もし友人・知人が感染した場合は、そのことを吹聴

や誹謗中傷するのではなく、その仲間が安心して元の生活に戻れるよう自分ができるサポートを

行ってください。 

 

１． 基本的な感染防止対策 

次の（１）・（２）は、学内外に関わらず、全ての活動において実施してください。 

（１）一人ひとりの感染防止対策 

・体調管理・健康観察を毎日行いましょう。発熱や風邪症状があるなど体調がすぐれない場合

は、登校せず、所定の申請手続き（P.2）を行ってください。 

・手洗い・手指消毒をこまめにしましょう。 

・マスクは自分で用意し着用してください。（屋外で会話をしない場合は、周囲に人がいない

か気を配りながらマスクを外して熱中症等にも気を付けましょう。） 

・ソーシャルディスタンスをできるだけ確保しましょう。 

・会話をする際は、できるだけ正面で向き合うことは避けましょう。 

・接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」を随時更新し使用するか、自ら行動履歴を記録しましょう。 

・３つの密（密閉・密集・密接）を避けて行動しましょう。 

 厚生労働省 HP 

学生用 
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・感染リスクが高まる「５つの場面」に注意してください。 

 

              内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 HP 

 

（２）感染源への防止策 

・次のいずれかに該当する場合は、登校せず、登校停止の申請手続きを行ってください。 

  １）学校感染症 

   新型コロナウイルス感染症またはそれ以外の学校感染症（※）と診断された。 

    ※インフルエンザ、はしか、風しん、水ぼうそう、結核等。詳細は HP参照。 

https://www.kwansei.ac.jp/a_affairs/a_affairs_003723.html 

 

  ２）新型コロナウイルス感染症対策により登校停止となる要件に該当する場合 

① 発熱（※）や風邪症状がある。 

② 海外から帰国・入国した。 

③ 濃厚接触者として保健所等から自宅待機を指示された。 

④ 接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」で陽性者との接触に関する通知があった。 

⑤ 同居家族などに発熱や風邪症状がある。 

⑥ 同居家族などが PCR検査等の対象者となった。 

※発熱の体温基準は定めません。平時より熱があると感じる場合は、登校を控えて 

ください。 

 

 ＜該当する場合の対応＞ 

・上記のいずれかに該当する場合、ただちに所定の登校停止の申請ページ（Microsoft 

Forms）で登校停止の申請をしてください。 

「登校停止の申請ページ（Microsoft Forms）」 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MATZn9TuPk6aWibNlNnIs33MiX2E

zHdLv45lgi7jE2ZUMUEwWkpSTlpZSEc1Qk1aVUwzRTc3TzRTMCQlQCN0PWcu 

https://www.kwansei.ac.jp/a_affairs/a_affairs_003723.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MATZn9TuPk6aWibNlNnIs33MiX2EzHdLv45lgi7jE2ZUMUEwWkpSTlpZSEc1Qk1aVUwzRTc3TzRTMCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MATZn9TuPk6aWibNlNnIs33MiX2EzHdLv45lgi7jE2ZUMUEwWkpSTlpZSEc1Qk1aVUwzRTc3TzRTMCQlQCN0PWcu
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・新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、所属学部･研究科事務室に電話でも連絡し

てください（全学学生交換協定に基づく交換学生、および国際教育・協力センター（以下、

CIEC）主催プログラムによる短期留学生の場合は CIEC）。対応の詳細は、「５.罹患した場

合」を確認してください。 

・寮生、国際学生レジデンス入居者の場合は、所定の連絡先（寮母、寮長、管理人）に連絡し

てください。教育実習等の学外実習の予定がある場合は、担当部署に連絡してください。 

・登校停止中の健康観察、登校停止の解除、教務上の配慮は HPを確認してください。 

  「感染症への対応について」 

   https://www.kwansei.ac.jp/a_affairs/a_affairs_003723.html 

 ・学生からの申請を確認した各学部・研究科事務室（CIEC）は、当該学生が履修する科目の授

業担当者に連絡し、教務上の配慮について依頼します。 

 ・また、各学部・研究科事務室（CIEC）は、保健館と情報共有します。保健館は必要に応じて

学長室・教務機構と連携し対応します。 

 ・当該学生が、クラブ・サークル所属者、寮生、国際学生レジデンス入居者、教育実習等の学

外実習の予定者である場合は、保健館と各担当部署（学生団体統括部署、学生寮・国際学生

レジデンス管理部署、学外実習担当部署）が連携して対応します。 

 ・関係者や関係部署と情報共有は、個人情報保護に配慮のうえ行います。 

 

２． 教室における感染防止対策 

 各教室では次の感染防止対策を講じますので、ご協力ください。 

※着席の目安として、着席マーク（校章マーク）を机に貼付しています。出席者が多い科目

は貼付されていない席も使用しますので、席を譲りあって受講してください（大阪梅田キ

ャンパスの教室には別の座席制限マークを貼付しています）。 

 

（１）教室内の換気 

・教室の状況に応じて 30分に 1回５分程度の換気や常時窓を開けるなどの換気を行います

（窓の開閉ができない教室など一部のキャンパス・教室は除きます）。 

＜エアコン使用時の換気＞ 

・冷暖房を入れたまま、可能な限り常時、困難な場合はこまめに（30分に１回以上、数分間

程度、扉・窓を全開する）、２方向の扉・窓を同時に開けます。 

【注意】エアコンは室内の空気を循環しているだけで、室内の空気と外気の入れ替えを行っ

ていないことから、エアコン使用時においても換気は必要です。 

・常時換気を行う場合には、扉や窓を狭く開けたとしても、廊下側と窓側を対角に開ける方法

をとることにより効率よく換気を行うことができます。 

・換気の補助のために扇風機を設置する教室があります。窓を広く開け、扇風機による換気を

常時行います。 

・授業終了時には、可能な限り扉と窓を開け、休憩時間中に換気を行いましょう。 

【参考】文部科学省「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 

～『学校の新しい生活様式』～」 

https://www.mext.go.jp/content/20201203-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf 

 

 

https://www.kwansei.ac.jp/a_affairs/a_affairs_003723.html
https://www.mext.go.jp/content/20201203-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf
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（２）消毒 

 ・手洗い・手指消毒をこまめに行いましょう。 

 ・各教室もしくは各フロアに手指消毒液を配置します。 

 ・マイク等の消毒は、使用者が除菌シートで行いましょう。 

【除菌シートの配布場所】 

西宮上ケ原：各建物の管理人事務室  神戸三田：学部事務室（Ⅰ号館、Ⅵ号館） 

西宮聖和 ：教育学部事務室     西宮北口：司法研究科事務室 

大阪梅田 ：キャンパス事務室 

・建物の共用部分（ドアノブ、手すり、スイッチ、トイレ等）は、１日２回（朝と午後）、 

清掃員による消毒を行います。 

・PC教室等、機器や備品などを使用した授業を行う教室には、除菌シートを配置します。 

使用前に機器や備品などを自分で消毒してください。 

   ※PC 教室では、PCのスイッチ、キーボード、マウス等を除菌シートで拭きましょう。 

 

（３）飛沫感染予防 

・マスクを自分で用意し着用してください。教職員もマスクを着用します。 

 ＜体質等により着用できない場合＞ 

所属事務室または授業担当者に申し出てください。着席する場所等について配慮します

（前に他の学生がいない席や離れた席等）。 

  ＜マスクを忘れた場合＞ 

   所属事務室で予備のマスクを受け取ってください。大学生協等でも販売しています。 

 

・授業担当者は、フェイスシールドやマウスシールドを必要に応じて使用します。 

 ・発言する際は、できるだけ周囲の人の正面で話すことは避けてください。 

・会話をする場合は、可能であれば、斜めの位置を取る、1ｍ程度は距離を置く、より小さい

声・短い時間で話すなどの工夫をしましょう。 

・すぐ隣や前後に接して座っている人との会話・私語は避けてください。 

 ・大きな声での会話や複数名で集まって騒ぐことは慎んでください。 

 

（４）発熱・咳等の症状がある場合 

・感染防止のため、登校および授業の出席は控えてください。 

・速やかに退室し、所属の学部・研究科事務室に電話で連絡してください。 

 （所定の登校停止の申請ページ（Microsoft Forms）で登校停止の申請をしてください） 

 

（５）ポスター掲示による注意喚起 

 ・教室内外に使用上の注意事項や注意喚起のポスターを掲示します。 

（休憩時間・空き時間の教室利用に係る注意事項や３密回避の感染防止ポスターなど） 

 

３． 食事場所、休憩時間・空き時間の滞在場所での感染防止対策 

 休憩時間に入った時や居場所が切り替わる時は、気が緩みがちになります。 

特に、食事の際のマスク無しの会話は、感染リスクが非常に高いため慎んでください。 
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（１）食事場所 

・大学生協等の食堂・店舗及びその他店舗は、感染防止対策を講じた上で営業します。 

・食堂・店舗に手指消毒液を配置します。 

・レジやカウンター窓口など対面で応対する場所には、飛沫遮断板等を設置します。 

・食堂のテーブルに飛沫遮断板を設置し、席の間隔を空けて食事中の飛沫感染を防止します。 

・食事中はマスク無しでの会話を慎んでください。食べ終わったらマスクをしましょう。 

  ※マスク無しで会話をしている場合は、スタッフから声かけすることがあります。 

・座席に限りがあるため、多くの人が利用できるよう食事が終わったら席を譲りましょう。 

・天候の良い日は、屋外での食事を奨励します。ただし、間隔を少なくとも１ｍできれば２ｍ

空けてください。また、食事中はマスク無しでの会話を慎んでください。 

・食堂の混雑を緩和するために、一部の教室等を臨時の食事場所として開放します。 

（利用可能な教室は授業開始時に別途お知らせします。） 

 

＜臨時の食事場所を利用する際の注意事項＞ 

 ・「兵庫県新型コロナ追跡システム」に登録してください。登録用の QRコードを各食事場所の

入口等に掲示します。 

 ・飛沫遮断板のある席を使用し、席の間隔を少なくとも１ｍできれば２ｍ空けてください。 

・食事中はマスク無しでの会話を慎んでください。食べ終わったらマスクをしましょう。 

・座席に限りがあるため、多くの人が利用できるよう食事が終わったら席を譲ってください。 

 ・飛沫遮断板は授業の際も使用しますので、汚れた場合は備え付けの除菌シート等で拭いてく

ださい。 

 

（２）休憩時間・空き時間の滞在場所 

・空き教室を開放しますので、３つの密（密閉・密集・密接）を避けて過ごしてください。 

・指定の教室は、オンライン授業の受講場所としても開放します。 

 （利用可能な教室や注意事項は、授業開始時に別途お知らせします。） 

・西宮上ケ原キャンパスでは、中央講堂を第１時限から第５時限まで滞在場所として開放しま

す（飲食は禁止）。土曜日曜・祝日及びイベント等が開催される際は利用できません。 

 

 ＜滞在場所での注意事項＞ 

 ・ソーシャルディスタンスを確保してください。 

 ・会話をする際は、正面に座るのを避け、できるだけ小さい声で話してください。 

 ・大きな声での会話や複数名で集まって騒ぐことは慎んでください。 

 ・空き教室での食事は、１人の場合を除き、禁止とします。 

  ※マスクを外した状態で会話をしながら食事をしてはいけません。 

  ※感染防止対策を講じた大学生協等の食堂や臨時の食事場所を利用してください。 

（大阪梅田キャンパスは、指定の場所・時間帯以外での食事は禁止です。） 

 

４． 事務室や面談時などの感染防止対策 

次の感染防止対策を講じます。 

・事務室や会議室等、複数の者が滞在する部屋は常時換気を行います。 

・各事務室の窓口・相談カウンターで会話する際は、面談者間の距離を確保し、マスクや飛沫
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遮断板で飛沫感染を防止します。 

・個人面談を行う際は、距離の確保およびマスクや飛沫遮断板による飛沫感染の防止に加え

て、面談者と面談日時を記録し、陽性者発生の際の行動履歴調査に備えます。 

・狭い部屋での長時間の会話は避け、場所を変える等の対応を行います。 

・会議やミーティングは、オンラインの併用や会議室の収容人数の制限により、３つの密（密

閉・密集・密接）が重なる状況を避けます。 

 

５． 罹患した場合 

・新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、ただちに所定の登校停止の申請ページ

（Microsoft Forms）で登校停止の申請をするとともに、所属学部・研究科事務室（CIEC）に

電話連絡してください。 

・新型コロナウイルス感染症は新型インフルエンザ等感染症であるため、第 1 種学校感染症の

扱いになり、治癒するまで登校停止となります。療養期間終了時に、学生本人から保健館へ

電話連絡し、保健館から所属学部・研究科事務室（CIEC）に「学校感染症・登校許可証明書」

が送付され登校停止が解除されます。 

＜感染症への対応について＞ 

   https://www.kwansei.ac.jp/a_affairs/a_affairs_003723.html 

 

６． その他 

・本学は、新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、感染防止対策を講じた上で各活動を実施

します。その指針として、地域社会の感染状況に応じて設定する「活動制限レベル」に対応

した「活動再開基準」を定め、これに基づき各活動の実施条件や制限内容を検討します。 

下表は大学全体としての指針であり、詳細は各活動単位で個別ガイドライン等を定めて実施

します。 

なお、「活動制限レベル」および「活動再開基準」は、国や自治体の指針変更や感染予防状

況の変化に応じて改定することを想定しています。 

 

＜活動制限レベル＞ 

 

 

https://www.kwansei.ac.jp/a_affairs/a_affairs_003723.html
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＜活動再開基準＞ 

 

・多くの大学で課外活動（クラブ活動）や学生寮での感染事例が報告されています。 

集団生活を行う場であり共用施設・設備なども多く、大人数が共に日常生活を送る場である

ことから密になる環境が形成されやすいと考えられます。それぞれの感染防止のガイドライ

ンやルール、注意事項を順守し、十分に注意してください。 

以上 

関西学院大学 活動再開基準

活動制限レベル
レベル５

＜全面的制限＞
レベル４

＜重点的制限＞
レベル３

＜部分的制限＞
レベル２

＜一部制限＞
レベル１

＜制限なし＞

キャンパス入構
（キャンパスごとで判断）

教職員のみに限定。
学生・学外者は入構不可。

学生・教職員は入構可。
学外者は原則入構不可。
ただし、各施設の収容人数等の
制限強化を検討。

学生・教職員は入構可。
学外者は原則入構不可。
ただし、一部の施設では収容人
数等の利用制限あり。

原則入構可。
ただし、一部の施設では収容人
数等の利用制限あり。

入構可。

授業形態 原則オンラインで実施。
基本的な感染防止対策を講じた
上で対面授業とオンライン授業
を組み合わせて実施。

基本的な感染防止対策を講じた
上で対面授業を中心に実施。よ
り教育効果が期待できる科目や
発声・発話が多い科目等は一部
オンラインで実施。

基本的な感染防止対策を講じた
上で対面授業を中心に実施。オ
ンラインで実施中の科目は対面
への移行を検討。

対面で実施。

共同利用施設
（コモンズ・図書館等）

原則利用不可。

施設ごとに収容人数の制限強化
を検討。発声・発話が生じる施
設は、飛沫遮断板の設置や座席
数の制限等を実施。

一部の施設では収容人数を制
限。発声・発話が生じる施設
は、飛沫遮断板の設置や座席数
の制限等を実施。

収容人数の制限がある施設は緩
和を検討。発声・発話が生じる
施設は、飛沫遮断板の設置や座
席数の制限等を実施。

通常利用可能。

研究活動（学生）
研究資産維持のための必要最小
限の人員に限定。

屋内での活動は収容人数の制限
強化を検討。チーム交代制やシ
フト制により参加人数を調整。

屋内での活動は収容人数を制
限。チーム交代制やシフト制に
より参加人数を調整。

施設の収容人数、チーム交代制
やシフト制による参加人数の段
階的緩和を検討。

対面で実施。

活動の自粛を要請。
ただし、オンランの活動に限り
可。

認められたガイドラインを遵守
し、認められたガイドラインの
最も厳しい水準（対面活動のう
ち最も厳しい水準）、もしくは
大学が示した水準のいずれか厳
しい方の水準で活動可。

認められたガイドラインを遵守
し、基本的な感染防止策を講じ
た上で活動可。
ただし、発声・発話・接触・密
着等が多い活動等は一部不可。
なお、ガイドラインのレベル移
行については大学の承認が必
要。その他、大学が活動内容に
制限を設ける場合がある。

認められたガイドラインを遵守
し、基本的な感染防止策を講じ
た上で活動可。
ただし、大学が活動内容に制限
を設ける場合がある。

基本的な感染防止策を講じた上
で活動可。

行事・イベント 原則オンラインで開催。

収容人数の制限強化を検討。オ
ンラインで代替可能なものは実
施方法の変更を検討。発声・発
話が生じる場合は、座席数の制
限等を実施。

一部の施設では収容人数を制
限。発声・発話が生じる場合
は、座席数の制限等を実施。

収容人数の制限がある施設は緩
和を検討。発声・発話が生じる
場合は、座席数の制限等を実
施。

通常の定員で実施可能。

職員の業務体制
自治体からの要請に基づき在宅
勤務や分散出勤等を実施。

自治体からの通知に基づき在宅
勤務や分散出勤等の導入も検
討。

基本的な感染防止策を講じた上
で原則通常勤務。

基本的な感染防止策を講じた上
で原則通常勤務。

通常勤務。

学内会議 原則オンラインのみで開催。
オンライン出席者を増やし、会
議室の収容人数制限の強化を検
討。

オンラインを併用し、会議室の
収容人数を制限。

オンラインを併用しながら、会
議室の収容人数制限の緩和を検
討。

対面で実施。
（オンラインも併用）

出張・来客 実施可。

学外団体への施設貸与 原則不可。
新規受付を停止。予約済のもの
は、中止・延期・開催方法の変
更を勧告。

屋内施設は収容人数の制限が条
件。発声・発話が生じる場合
は、座席数の制限等を実施。

収容人数制限の緩和を検討。発
声・発話が生じる場合は、座席
数の制限等を実施。

通常の定員で貸出可能。

　本学は、新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、感染防止対策を講じた上で各活動を実施します。その指針として、地域社会の感染状況に応じて設定する「活動制限レベル」に対応し
た「活動再開基準」を定め、これに基づき各活動の実施条件や制限内容を検討します。下表は大学全体としての指針であり、詳細は各活動単位で個別ガイドライン等を定めて実施します。
　なお、「活動制限レベル」および「活動再開基準」は、国や自治体の指針変更や感染予防状況の変化に応じて改定することを想定しています。

正課外活動

注記１：各団体の認められたガイドラインと施設のガイドラインで、同じ項目について異なる基準が設定されている場合は。厳しい基準を適用する。
注記２：所属する学部、活動するキャンパスが「緊急措置＜臨時休校＞」に該当した場合、これに限らず、施設使用については各キャンパスの指示に従う。

政府または自治体より都道府県をまたぐ移動の制限が求められている地域への移動、同地域からの来客の受入は原則不可。


