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副学長（学生支援担当） 

                            濵田 豊彦 

 

【注意喚起】課外活動および宿泊を伴う活動について 

 

７月５日以降、国内・都内における新型コロナウイルスの感染者数が増大してお

り、本学においても、複数人の陽性者が確認された課外活動団体が急増しておりま

す。本学では「令和４年６月６日（月）以降の課外活動について」で示したように、 

①飲食を伴う活動、会食・懇親会の禁止 

②団体代表者（実施責任者）は、２週間前からの健康観察を記録し保管すること。 

③体調不良の者に、参加を強要しないこと。 

④活動環境にあたった十分な感染防止対策を図り、人数・活動場所・時間・活動

形態等を一定程度制限しつつ活動すること。 

⑤マスクなしでの会話はしないこと。 

⑥活動の前後においても、会食をしないこと。 

①～⑥などを遵守して活動を行うように通知したところです。 

現時点ではこの方針を変更する予定はありませんが、複数人の陽性者が確認され 

た課外活動団体が増加する場合は、何らかの方針変更を検討することになりますの

で、上記６月６日付通知を再度確認し、感染拡大防止に努めてください。 

また、課外活動で複数人の感染者が確認された際には、更なる感染拡大を防ぐた

めに一定期間活動を中断することは有効な手段です。顧問教員と相談し、クラスタ

ーの発生を防ぐような対応をとるようにしてください。 

また、サークルの夏合宿や遠征合宿（含む学科行事としての宿泊研修）等の宿泊

を伴う活動に関しても、活動中止を要請するなどのことは現時点では考えておりま

せんが、上記のような適切な感染対策をとった上で実施するように改めてお願いし

ます。 

 

※なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、上記の通知を見直すこと 

があります。 
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令和４年６月６日 

 

顧問教員 各位 

課外活動団体 各位 

 

東京学芸大学新型コロナウイルス感染症対策室 

 

令和４年６月６日（月）以降の課外活動について 

 

 令和４年６月６日（月）以降、新型コロナウイルス感染症による課外活動の活動制限要請につい

て、以下のとおりとします。各団体は、本通知の内容を確認した上で、感染防止対策の徹底に努め

ながら活動を行ってください。 

   

＜１＞ 可能な活動内容等について 

 【可能な活動】 

  下記の「当面の間、不可とする活動」以外の活動について可能とします。（５頁の「◎活動にあ

たって」を厳守してください。） 

  ※宿泊を伴う活動については、以下の感染防止対策の徹底を条件に可能とします。 

   ・宿泊施設での１部屋当たりの宿泊人数を可能な限り少人数とすること 

・食事は短時間で、可能な限り少人数で黙食すること 

   ・屋外・宿泊施設を問わず、マスクなしでの会話はしないこと  

 

【当面の間、不可とする活動】 

 ・飲食を伴う活動、会食・懇親会等 

    ※飲食を軸とする団体（例：茶道部）の活動についてはこの限りではありませんが、活動に

ついては慎重に判断願います。 

  

＜２＞ 活動場所等について 

・学内施設の使用可能時間、活動人数については、各施設の使用条件に従ってください。また、

使用可能最大人数の設定された施設では、その人数を上限とします。 

 

・以下の施設については、引き続き、使用不可とします。 

使用不可 
課外活動共用施設（通称：サークル棟）＜アトリエＴのみ使用可＞、 

合宿所、小生前 

 
・学内における有観客での公演、演奏会等の開催については、以下の施設のみ感染症対策を条
件に可能とします。ただし、当面の間、観客は本学学生・教職員のみとします。 

  
  アトリエＴ、芸術館ホール、音楽ホール 
 
・サークル棟内にある用具の出し入れ等のためにやむを得ず立ち入る必要がある場合は、以下
のとおりとします。 

    ＊同時に立ち入ることができる人数は、１団体２名まで（用具が多い場合等は最大４名まで） 

    ＊サークル棟内での滞在時間は、用具の出し入れ等に必要な最小限の時間にとどめること。 

 

 ・学外施設は、新型コロナウイルス感染症防止対策が施され、適切に管理をされている施設を

利用してください。また、利用する際は、当該施設の利用規則及び感染防止ガイドライン等

に従い、適切に利用してください。なお、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、再

び活動制限を行う可能性があるため、キャンセル料等が発生するような活動は、各団体の責

任において慎重に計画してください。（キャンセル料などについての援助はありません。） 

 

 

User
タイプライターテキスト
参 考
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＜３＞学内施設の使用時間、使用可能最大人数等について 

【体育施設使用可能時間・使用可能最大人数】 

体育施設の使用可能時間は通常の時間帯とします。使用可能最大人数については制限を設け

ませんが、各体育施設の使用条件に従ってください。また、必ず体育施設管理責任者の教員

に使用許可を得てください。 

 

【講義棟使用可能時間・使用可能最大人数】 

  講義棟の使用可能時間は通常の時間帯としますが、使用可能最大人数は下表のとおりとし

ます。 

  

月・火・木・金（授業期間中） 
18：00～22：00 

ただし、音出しを伴う活動は 20：30まで 

水（授業期間中）  
15：00～22：00 

ただし、音出しを伴う活動は 20：30まで 

土・日・祝日・授業期間外 9：00～20：00 

 

教室

名 

使用可能

最大人数 

 教室

名 

使用可能

最大人数 

 教室

名 

使用可能

最大人数 

 教室

名 

使用可能

最大人数 

N101 48  N201 48  N301 48  N401 48 

N102 48  N202 48  N302 48  N402 48 

N103 83  N203 83  N303 83  N403 83 

N104 51  N204 51  N304 93  N404 93 

N105 51  N205 51  N305 38  N405 38 

N106 51  N206 51     C401 195 

N107 32  N207 32     W110 227 

 

※講義棟を使用できるのは、当面の間、文化系団体（小金井祭実行委員会、生協学生委員会、生

協留学生委員会、生協読書マラソン委員会、学生自治会を含む。）のみとします。（体育系団体

については、文化系団体が使用しない教室があった場合のみ貸出し可。） 

※音楽系の団体は、窓・扉を開けての演奏・発声等は騒音上の問題があるため禁止としますが、

必ず定期的に活動を止めて換気を行ってください。（換気の目安：30分に１回５分程度） 

※他者と対面する形での大声での発声や歌唱等を伴う活動は行わないでください。 

※教室の使用にあたっては、必ず学生課窓口で予約をし、貸し出し当日に鍵を借りてください。 

 

【教室鍵、テニスコート鍵、鷹野荘鍵の受け渡し時間について】 

学生課１番窓口での受け渡し時間 ： 平日 8:45～16:15 

（授業期間外の 12:00～13:00は貸出不可） 

正門守衛所での受け渡し時間   ： 平日 6:00～8:00 / 16:45～24:00 

土日祝日 6:00～24:00  

 

※以下の時間帯は、鍵の引き継ぎ準備のため、鍵の受け渡しは原則行えません。 

平日 8:00～8:45 / 16:15～16:45  

※テニスコート照明鍵の貸出は学生課のみで対応します。守衛所では貸し出していません。 

平日 8:45～16:15（授業期間外の 12:00～13:00は貸出不可） 
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＜４＞ 届出が必要な活動 

1) 通常の活動・練習については、届出は不要ですが、以下については届出が必要です。活動内

容に応じて計画書の種類が異なりますので、該当する様式にて作成してください。 

 

活動計画書の様式 活動内容・注意点 

課外活動計画書 兼 大会等開催届 

学内での公式戦や練習試合の開催 

※大会１週間前までに提出 

※提出時に大会要項（大会の詳細がわかるもの）を添付 

課外活動計画書 兼 学外活動（大会・

合宿等）届 

通常活動以外の学外での活動（合宿、大会・試合、コン

サート、ライブ等への出場・参加、合同練習、登山等） 

※大会１週間前までに提出 

※提出時に大会要項（大会の詳細がわかるもの）を添付 

課外活動計画書 兼 集会届 

学内でのビラ配り、説明会等の開催 

※提出時に配布物や集会の概要がわかるものを添付 

※集会届の活動は大学の承認が必要です。承認手続きに

は時間がかかるため、必ず実施予定日の２週間前までに

は学生課に届くよう提出してください。後日学生課より

承認の可否を連絡します。 

 

 2) 作成した「課外活動計画書」は顧問教員へ送付し、内容を確認してもらい、承認を受けてく

ださい。 

 

 3) 顧問教員は、団体代表者（実施責任者）から提出された「課外活動計画書」の内容を確認の

上、承認してください。（「課外活動計画書」の内容が十分でない場合は、適切なご指導・ご助

言をお願いします。） 

 

 4) 顧問教員は、承認した「課外活動計画書」を、以下のいずれかの方法により学生課課外教育

係に提出してください。 

 

【学芸ポータルメッセージの場合】宛先に「課外教育係」及び「団体代表者」を入れた状態で提出 

【メールの場合】宛先に「kagai@u-gakugei.ac.jp」及び「団体代表者」を入れた状態で提出 

 

なお、「課外活動計画書」には署名・押印欄を設けず、顧問教員本人からの提出をもって署名・

押印の代わりとします。 

 

 5)顧問教員から学生課に「課外活動計画書」が提出された日から活動が可能となります。 

団体代表者（実施責任者）は必ず、「課外活動計画書」が顧問教員から学生課に提出されたこ 

とを確認してください。（「大会等開催届」及び「学外活動（大会・合宿等）届」について、不

備等が無い場合は、学生課から個別の連絡は行いません。） 

 

 ※「課外活動計画書」の記載事項に追加・変更がある場合は、「課外活動計画書」を再度提出し

てください。 

 

  

 

mailto:kagai@u-gakugei.ac.jp
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＜５＞団体内で新型コロナウイルス感染者等が発生した場合の対応について 

団体内で感染・濃厚接触が確認された場合、団体代表者（実施責任者）及び感染者・濃厚接

触者本人は以下のとおり対応してください。 

 

①団体代表者（実施責任者）は、「taisaku@u-gakugei.ac.jp」宛にメールで以下について 

報告してください。 

  

 感染が確認された場合 濃厚接触が確認された場合 

１ 団体名 

２ 団体代表者・顧問教員 氏名 

３ 感染者の氏名・学生番号 濃厚接触者の氏名・学生番号 

４ 検査した日 接触日（最後に接触した日） 

５ 感染者の直近１週間の活動参加日 濃厚接触者の直近１週間の活動参加日 

 

 ②感染者・濃厚接触者本人は、「taisaku@u-gakugei.ac.jp」宛にメールで以下について 

報告してください。 

 

 感染が確認された場合 濃厚接触が確認された場合 

１ 所属、氏名、携帯等直接連絡のできる電話番号、学籍番号、指導教員名 

２ 
発症日、検査日、陽性判明日、診断・検

査を行なった医療機関名、保健所名 

濃厚接触者の診断・判定を行なった医療

機関名、保健所名 

３ 

症状等の経過、療養期間（～〇月〇日ま

で療養□月□日から通常生活可）、療養

場所（自宅療養／ホテル療養／その他） 

濃厚接触認定日、指示された待機期間

（～〇月〇日まで療養□月□日から通

常生活可） 

４ 

保健所からの連絡のあった日、経過観察

期間についての保健所・医療機関の指示

等（すでに確認できている場合） 

 

陽性者との最終接触日、接触状況、自身

の症状等の経過、経過観察期間について

の保健所・医療機関の指示等（すでに確

認できている場合） 

５ 感染の経路（わかる範囲で） 接触の経路（わかる範囲で） 

６ 学内における活動（最終入構日等） 

７ 学生寮在住の場合は寮名 

８ 団体名 

 

 ※新型コロナウイルス感染者、体調不良でＰＣＲ検査を受けることになった者、濃厚接触者及び

感染の疑いがある者（発熱等いつもと違う症状がある者）の活動参加は「入構にあたってのお願

い」のとおりとしますが、原則として、団体全体の活動中止は求めません。 
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◎活動にあたって 

1) 団体代表者（実施責任者）は、活動参加者の活動日を含め、２週間前からの健康観察表（コ

ピー可）を各団体の責任において保管してください。（参加者は活動後２週間の健康観察表を

記録すること） 

また、活動当日の参加者や活動時間とその内容について、「活動記録簿」及び「参加者名簿」

に記録してください。（大学が提出を求めたらすぐ提出できるように管理すること。） 

  

2) 体調不良の者、参加を望まない者に、参加を強要しないでください。 

 

3) 学内での活動にあたり、団体に所属する他大学の学生についても、当該学生の所属大学が当

該活動を禁止していないことを条件に参加可能とする。学外者の入・退構については、当該団

体の顧問教員が「入構指示書」を発出し、入・退構時に当該団体の部員が立ち会うこと。 

 

 4) 活動にあたって、換気、ソーシャルディスタンス、活動に使用する道具やドアノブ・スイッ

チ等の直接手が触れるものの消毒、手洗いなど、感染予防のために十分な衛生管理を行うこと。

（活動時はソーシャルディスタンスを保持し、唾液が飛沫するような大声を出さないこと。ま

た、ボールのパス練習等やむを得ない場合を除き、用具（特にタオル・スクイズボトル等）の

共有は行わないこと。） 

 

 5) 活動環境にあった十分な感染防止対策を図り、人数・活動場所・時間・活動形態等を一定程

度制限しつつ活動すること。また、活動前、活動中、活動後の感染拡大防止に向けて、人数・

活動場所・時間・活動形態等を工夫すること。また、衛生管理に必要な物品は各自（各団体）

で保持すること。 

 

 6)マスクなしでの会話をしないこと。 

 

 7)活動の前後においても、会食はしないこと。 

  

 

◎注意事項 

・本通知内容に違反した団体については、活動停止等のペナルティを科す場合があります。 

また、必要な手続きを取らずに活動した場合も同様とします。 

 

 ・新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、上記の通知を見直すことがあります。 


