
１．団体名 2．各団体の独自の感染症対策 3．活動場所 4．活動頻度

茶道部（津島地区）

・常に窓を開け、換気する。
 ・不織布マスク着用を徹底する。
 ・お点前の際、毎回アルコールで手を消毒する。
 ・お茶碗等、お道具をこまめに熱湯消毒する。 文化系クラブ棟１階

⽔曜⽇ 14：00〜17：00
 ⾦曜⽇ 16：00〜19：
00
 ⼟曜⽇ 9：30〜12：30

放送文化部

a. 常時換気(少なくとも15分に1階は換気)
b. 部室内での飲食禁止
c. ブース(部室内の収録室)外に最⼤3〜4⼈、ブース内に最⼤4〜5⼈
d. 不織布マスクを着用の上、最低1m以上の距離をとる
e. 部室入り口付近に扇風機設置、換気効果を高める
f. 不織布マスク未着用での会話(近距離)を禁止
g. 不織布マスク着用状態での会話(近距離)は最⼤15分までに制限
h. やむを得ず活動上で1m以内の距離まで近づく場合は、不織布マスクを着用する前提で最⼤でも15分までに制限
i. 旅行・帰省・普段合わない⼈との会食など、私生活で感染リスクの高い行動をとった者は、当該⽇から1週間程度の対面活動自粛を勧
告
j. 手を触れた個所や、飛沫が飛びかねない部位(机、ドアノブPC周辺機器など)は、使用後に消毒

文芸ペンクラブ

文芸ペンクラブでは感染症対策として、
・不織布マスクの着用徹底（部室に新品のものを常備）
・手指消毒・検温の徹底
・旅行や複数⼈での会食など感染リスクが高いと思われる行動を取った部員への1週間の活動参加自粛
・部室の常時換気徹底
を呼びかけます。

文化系クラブ棟3階⻄側
の端（文芸ペンクラブ
部室）

特に規定無し（部室は
自由に入室可 ※入室
時にパスコード式ロッ
ク解除が必要）

華道部

県外への私的な旅行等により移動し、帰岡した場合、5⼈以上の会食を行った場合は1週間の活動の自粛を要請する。
県内・県外からの通学で特に密である公共交通機関を利用した場合は活動の自粛を要請する。
映画館、カラオケなど、⼈が密集する施設や⼈との距離が近い、または空気を介し感染する可能性が高い施設に滞在していた場合は1週
間の活動自粛を要請する。
体調不良者は活動参加を自粛すること、毎回の検温、不織布マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、手洗いうがいの励行、手指
の消毒、定期的な換気など、基本的な感染拡⼤防止の取り組みを活動⽇に毎回SNS等を通じて発信し、活動参加者に感染拡⼤防止対策を
各自で行ってもらうよう要請する。
部員間のメンバーでの会食をできるだけ自粛してもらうように要請する。また、外食を行う場合には一⼈の場合でも、短時間で、会話を
少なく、飲食以外の場面ではマスクの着用を呼びかける。

⼤学会館 和室
月に二回程度 ⽔曜⽇
14:00~17:00



JAZZ研究会

【新たに設けたルール】
・まん延防止対策や緊急事態宣言が出ている県外に旅行や帰省などを行った場合は、1 週間部活動への参加を控えて体調の変化や発熱が
ないかを確認し、問題がない場合は部活動へ参加する。
→いかなる場合でも県外に出た場合、普段合わない⼈と⻑時間に及ぶ会話・会食を行った場合など私生活において感染リスクが高いと考
えられる行動を行った場合は、1 週間部活への参加を禁止する。その後体調の変化や発熱がないかを確認し、問題がない場合は 1 週間後
以降に部活動に参加する。
・新型コロナウイルスに感染した場合、パートリーダーと部⻑に連絡する。
※感染者が他の部員に特定されないよう、最⼤限配慮します。
【活動に関する注意点】
・不織布マスクを着用して部活に参加する。
※顎などにかけず、鼻の上まで着用するよう徹底し、不織布マスクを着用していない場合、部活動への参加を控えてもらう。
・会話時は必ず不織布マスクを着用して距離をとり、最小限にとどめる。
・BOX 棟や部室の入口に設置してあるアルコールで、こまめに手指や触ったものの消毒をする。
・活動前は体温を計り、熱の有無・体調を確認した上で参加する。 またその内容を部室に来た時に cacao に記入する。
・片付けが終わり次第帰宅する。
→・片付けが終わり次第、必要な用事がない限り部室には残らずすぐに帰宅する。
・活動中は、15 分に 1 回窓を開けて換気を行う。
・演奏時以外(指示を出す時、休憩時間、片付けなど)は不織布マスクを着用する。
→管楽器の⼈は演奏時は、不織布マスクを外すことが認められるが、その前後では不織布マスクの着用する。それ以外の⼈は演奏前後、
演奏時に関わらず不織布マスクの着用をする。
・演奏時は、可能な限り距離をとって演奏する。
→練習時や本番など演奏時は、１ｍ距離をとって演奏する。
【活動時間外に関する注意点】
・部員 5 ⼈以上での会食をしない。

BOX棟1階 JAZZ研究会
部室

ビッグバンドと呼ばれ
る活動は、火曜⽇と木
曜⽇の19時〜21時、コ
ンボと呼ばれる活動は
⽇時自由に活動できま
す。

ギターアンサンブル部

・入退室時に手指の消毒を行う。
 ・入室時に検温をする。
 ・不織布マスクを常時着用し、部室内での飲食を禁止する。
 ・常時換気する。
 ・感染リスクが高い⼈※は練習参加を一週間自粛する。
 ※5⼈以上で会食をした⼈、発熱した⼈、体調が悪い⼈、感染拡⼤地域に移動した⼈など

文系クラブ棟

火、木、⼟の9-14時
（春休み中）または
火、木の16-20時、⼟曜
⽇の9-14時

電子計算機研究会

部室内では⽔分補給等やむを得ない場合を除き、常時不織布マスクを着用する。
部室に1⼈でいるときも含めて、窓とドアを在室時常に開放し換気する。
接触感染のリスクを減らすため、キーボード、マウス等の共有する備品は使用後にアルコール消毒する。
感染拡⼤地域から帰岡した後、普段会わない⼈との会食後、7⽇間の対面での活動及び部員との会食の自粛を要請する。
また、岡山県のオミクロン株リバウンド防止特別対策期間の間は複数⼈での会食の自粛を要請する。
部室の同時入室⼈数は8⼈までに制限する。cacaoを用いて入室⼈数を確認できるようにする。
感染症対策不徹底団体の報告と以上のルールについてオンライン部会やチャットツールで周知する。 文化系クラブ棟 209室

自由（なるべく分散し
て利用）



岡山⼤学邦楽部

部室に来たら健康チェックを行う
症状が少しでもあれば練習に参加しない
マスクは不織布をなるべく着用する
⼤⼈数（5⼈以上）の飲食、旅行といった禁止されていることはしない
決まりを破った場合1週間部活禁止

その他の決まりについては、以下のとおりとする。
全員消毒が終わったのちに演奏の準備に取り掛かる
自分の楽器を極力ほかの⼈が触らないようにする
箏爪の貸し借りは行わない
尺八の⼈は練習でマスクを外すとき以外はマスクを必ずつける
3つの部屋（箏部屋、三弦部屋、尺部屋）ではそれぞれ5⼈までしか入れないようにする
もしも⼈数が多くそれ以上⼈がいた場合新尺の部屋か共用の部屋を使う
換気を十分に行う
練習する⼈がいる場合、空気清浄機を使用する
食事をする際は間隔をあけて対面に座らず交互に座る
店に入店した際手の消毒を行う
料理屋飲み物を共有しない
帰省などで県外に行った場合、⼈ごみの中に入らないようにする
帰省の際家族以外の5⼈以上の⼈と娯楽を楽しんだり会食を共にした場合、その⽇から1週間は部活の⼈に会わないようにする、練習は控
える

文化クラブbox棟 ２階 
邦楽部

一回生⽔曜13:45~15:15
または15:35~17:05 ⼟
曜⽇10:00~12:00 また
は13:00~15:00 上回生
は自主練習です

キャンパスマガジンNUTS編集部

37.5℃以上の熱がある場合や体調に異変がある場合は部員に活動参加を控えてもらう。活動中は部室内を換気し部員の不織布マスクの着
用を徹底する。入室の際などにはアルコールでの手指消毒をするように部内で呼びかける。

文化系クラブ棟1階

雑誌作り 年4回(3月前
半,6月前半,9月前半,12
月前半) 部会 毎週⾦曜
⽇17:40〜

I.S.A.

基本的に活動はオンライン。もし対面での活動が必要な場合は、部⻑に連絡し、不織布マスクの着用を義務付ける。会合は一時間以内に
とどめ、飲食は禁止。岡山県外に一週間以内に出ている部員は対面での参加を禁止。

文化系クラブ棟３階,
ノートルダム清心女子
⼤学 ⽔曜⽇17：00〜19：00

うたう会みみんこ

・部室の出入りを極力なくし、入り口には消毒液を設置する。
 ・対面での活動時には、不織布のマスクをつける。
 ・活動中は、15分に一度換気の時間を設ける。
 ・部室では、常に換気しておく。
 ・部室での密集状態をなくすため、他者との距離を1m以上開ける。
 ・活動するときには、各自で体温を測り、少しでも体調の悪い⼈の活動への参加を禁止する。
 ・⼤⼈数での会食を自粛する。

⼤学会館⼤集会室、南3
集会室、文化クラブ棟
共用ミーティングルー
ム

⽔ 18:45〜20:30  ⼟
11:00〜15:00

環境部エコロ

不織布マスクを着用していない⼈は、部室に立ち入ることを禁止にする。
 県外に外出したりした⼈は1週間はオンラインで部会、活動に参加する。
 ⼈がいるときは、必ず部室の窓は2箇所以上開けておき、換気を行う。
 部員の⼈の間は1メートル開ける。
 部室に入る際は検温、消毒を行う。
 体調が少しでも優れない時は部室への立ち入りを禁止する。 文系クラブ棟1階

火曜⽇の18時30分〜20
時ごろ 不定期のイベ
ント等



ESS(英語研究部)

・対面での活動では不織布マスクの着用を徹底する。
・部室の入口にアルコール消毒液を設置する。
・定期的に(30分に10分程度)換気を行う。
・少しでも体調が悪い場合は、当⽇の活動への参加を禁止する。
・⼤⼈数での会食は自粛してもらう。
・感染拡⼤地域に旅行した場合、帰岡後1週間程度、対面での活動には参加自粛を要請する。 文化系クラブ棟（BOX

棟）2階

スピーチセクション 
火・⽔の18時〜20時、
⼟曜の午前10時〜12時  
ディスカッションセク
ション 火・⽔の18時
〜21時、⼟曜の10〜13
時

天文部

・部室入室時に検温と消毒を行い、個⼈用の行動記録用紙に⽇付、氏名、体温、体調、接触部員の氏名を記入する。体調が優れない場合
は部室の利用を自粛してもらう。
・部室は可能な限り常に換気する。
・マスクは不織布の使用を徹底するよう呼びかけ、原則マスクを外すことを禁止する。
・原則、部として会食を行うことはないが、個⼈間で行う場合であっても4⼈以下で行い食事中は会話をせず、会話をする際はマスクを
着用して行うように、また感染症対策を行っているお店を利用するよう呼びかける。
・県外移動や旅行を行った者、感染者との接触した者には1週間程の活動参加への自粛を行ってもらう。
・活動時にも感染対策を徹底するよう呼びかけ、また活動に参加したメンバーの氏名を団体用の記録用紙に記入する。

文化系クラブ棟321室 ⽔曜⽇18時半〜

書道部

マスクは不織布マスクを着用する。５⼈以上の食事を自粛し、飲食店を利用する際にはパーテーションで区切られた飲食店を利用するよ
うに心がける。部室では常に窓を網⼾にし、換気が常時行われている状態にする。部員の体温や健康をアルコール消毒と共に入室時に確
認し、少しでも体調に異変があった場合には、部活動参加を自粛する。部室内では飲食禁止とし、常にマスクを着けているようにする。
県外外出を終えたばかりの部員には、最低でも一週間の活動の自粛を要請する。以上の周知を徹底し部内で感染者が出ないような部の運
営をしていく。

文系クラブ棟 ⽔曜⼟曜13:00〜17:00

映画研究部

活動中は部員全員が不織布マスクの着用や、部室内の喚起を一時間に五分を目安に部員が部室に一⼈である場合でも行うよう義務付け
る。また、講習会でも話題に挙げられた免疫力の向上に努めるため部員各個⼈に規則正しい生活リズムや適度な運動の呼びかけ、映画撮
影時は必要な⼈数のみを確保するなどの⼈数制限、部室内での飲食物の持ち込み禁止を行う。その他活動場所はほとんど部室に限られて
いるため部室が感染源にならないように帰省からの帰岡など感染リスクが高いとされる行動をした部員に対して部会の参加の自粛を呼び
かけるなど病原体を持ち込ませない、また、部室内で部員同士が固まらないよう各部員に距離を取った席を作るなど感染するような場面
を生み出さないような行動をとることを努める。

文系クラブ棟一階

毎週⽔曜18時〜19時(映
画撮影の場合は不定期)
不定期



ユースホステルクラブ

1.活動時は常に不織布マスクを着用し、手洗い・うがい・こまめな消毒を徹底する。
2.部室利用時は常に換気を行い、⼈数は10⼈以内で各々2m以上の距離をとる。
3.活動への参加を任意とし、37.5℃以上の発熱や体調不良のある場合は参加させない。
4. 県外から帰岡した⼈や、普段会わない⼈との会食に参加した⼈など、感染リスクが高まっている部員は1週間対面での活動を自粛して
もらう。
5.部員同士の会食は原則行わず、もし行う際は4⼈以下・感染症対策のとれたお店・短時間・黙食を徹底する。

文化系クラブ棟1階部室 木曜⽇17:30〜

落語研究会

・検温・健康調査票の準備。
 ・必ず不織布マスクを着用して活動に参加する。
 ・活動の前後両方に全員がアルコール消毒、もしくは石鹸での手洗いを行う。
 ・基本的に活動中は窓を開放し、常に換気を行う。窓を閉めて活動する必要がある場合や夏期、冬期など気温の関係で窓の開放が難しい
場合は30分おきに3分程度窓を全開にし、換気を行う。
 ・部内で落語を披露する際は、原則オンライン上で行う。
 ・「複数⼈での旅行」
 「5⼈以上の私的会食、カラオケ、その他(複数名での私的な濃厚接触)」
 「感染拡⼤地域から来た⼈との接触」
 「ライブなど⼈が多く集まるイベントへの参加」
 のいずれかに該当するメンバーは一週間対面での活動を自粛する。
 ・体調不良のメンバーは、症状が全快してから5⽇間は対面活動への参加を自粛する。
 ・まん延防止等重点措置、緊急事態宣言が発令されている期間中は、サークルとしての会食は一切禁止とする。

⼤学会館和室
月・木の18時〜20時
（不定期）

軽音楽部ロック

アルコール消毒の徹底、15分に1回の換気の徹底、部員で共有している楽器や機材のアルコール消毒、記録表や体温測定の実施、部員全
員の不織布マスクの着用、部室内での飲食禁止、ライブ当⽇の部員及び来場者の体温測定及び不織布マスク着用徹底、部活単位での会食
の禁止、部活動への参加強要の禁止、体調不良の部員に対する部活動参加中止の呼びかけ、コロナに関する不当な差別の禁止 校友会文化系クラブbox

棟

自身の所属するバンド
による（⼟曜⽇は13時
から会議により原則参
加）

将棋部

窓・ドアをしっかりと開け換気を行う。
不織布マスク以外のマスクを認めず、活動中は外さない。
部室で食事はしない。飲み物は可としマスクを外してもいいがそのまま会話はしない。
将棋盤・将棋駒・駒台を使用するたびにアルコールや除菌シートで拭く。
部室に来た際、体調と体温を用紙に記入する。
37.5度以上の熱がある・体調に違和感がある場合は部活に参加しない。
県外へ旅行・5⼈以上の会食を行った場合、一週間活動を自粛する。ただし、県外への旅行・5⼈以上の会食は私生活におけるものとし、
部活としては行わない。
帰省した者で地元の友達など普段合わない者と会食した場合、岡山に戻ってから一週間は活動を自粛する。
感染者また濃厚接触者となった場合、すぐに部⻑に知らせる。
上記のことを部員に周知する。

文系クラブ棟３階
⾦曜⽇ 19時から そ
の他の曜⽇は自由



ボランティアクラブ茜

1)個⼈の感染症対策について
 ・個⼈記録用紙をLINEで部員に配布し、個⼈でダウンロードして毎⽇記録するように指示 する。 
・活動⽇には、家で検温を行うよう指示し、37.5度以上の発熱がある部員は、活動を休ませる。また、少しでも体調が悪い(風邪症状だ
けでなく、頭痛や倦怠感、疲労感など少し の体調変化も含む)と感じたときには、活動を休むように指示する。 
・活動時には、不織布マスクの着用を義務付ける。
・活動中に食事をしないように指示する。 飲み物は可としマスクを外してもよいがそのまま会話しないようにする。
・ゴミの処理・廃棄は、ビニール袋等に入れて、各自持ち帰る。
・ボランティアの前後や活動中の手洗いうがい、手指のアルコール消毒の呼びかけを行う。（追加）
 ・県外への旅行、普段会わない⼈との複数⼈での会食など感染リスクの高い行動をした部員は、その後1週間活動への参加を自粛し ても
らう。

2)団体の感染症対策について 
・各活動後、参加した部員は幹部に個⼈記録用紙を提出し、幹部はそれを保管する。
 ・各活動後、幹部は自分が募集をかけたボランティアの団体記録用紙を作成し、保管する 。
・ボランティアの規模に応じて、適切な⼈数制限を設ける。 
・飲食を伴うボランティア依頼は受けない。 
・外部の方から依頼を受けたときに、依頼者がきちんと感染症対策を行っているか確認し 、確認できた依頼のみ引き受ける。また、依頼
者が他参加者団体等の名前と連絡先を控え ているか、他の参加者は全て岡山県内住みか確認する。
 ・依頼者側にも、少しでも体調が悪い(風邪症状だけでなく、頭痛や倦怠感、疲労感など 少しの体調変化も含む)と感じたときには、参
加をやめていただくように事前に伝えてお く。
・ボランティア内容の連絡は基本的にLINEで行う。
 ・感染が発生した時に備えて、依頼者の連絡先を控えておく。

ボランティアによって
異なるが、基本的に岡
山県内（京山公⺠館、
イオンモール倉敷、表
町商店街など）

個⼈により異なる。頂
いたボランティアに対
し部員に募集をかけ、
希望者の中から募集⼈
数分だけ活動に参加す
る。ボランティアの募
集は月2回以上ある。



岡山⼤学グリークラブ

感染症対策について箇条書きで記載します。
1.活動に関する感染症対策 ・個⼈の健康状態の確認に関して、体温計を確保できない部員は、部室に検温器を常設して 使用前後に消毒
して使ってもらう。
・ ハンドソープ・消毒用アルコールの確保をし、使用を促す。
・ ピアノ ・キーボード ・メトロノーム ・PC 等の共有物品は、いずれも使用前後に消毒 用アルコールをかけた布巾等でふき取る。

・練習時の部員同士の間隔を十分に保つ。また、新歓行事などで観客を部室に入れる場合は、 観客と演奏者の距離を最低 2m 以上確保
し、感染リスクを最小限に抑える。
・ 通常練習、個⼈パート練習について 前提:常に換気扇をまわす。発声時間以外は常に換気。激しい運動以外は、体調に留意しな がら、
“不織布“マスク着用する。団員同士が接触しないように距離を十分にとる。 【体操筋トレ・運動】
個⼈個⼈の間隔を必ず 1m 以上とり、対面にならないように一方向を向いて行う。互いに 触れないよう、一⼈でできる内容に限る。
【発声練習】
個⼈個⼈の間隔を必ず 1m 以上とり、対面にならないように一方向を向いて行う。声を出 す時間以外は窓を開けて換気をする。
【合わせ】 全パートで合わせ練習を行う。指揮者一名が前に立ち練習するが、指揮者の真正面に、歌唱 する部員が立たないように注意
する。
【指揮練・VT(ボイストレーニング)】
[指揮練習] :外部の講師をお呼びして、指揮のレッスンをしていただく。その時 2m 以上 の間隔を保ちながら、行う。歌唱時以外は 15 分
に一度換気をおこない、その際に十分な⽔ 分をとる。対面にならないように留意する。 [VT]:外部の講師をお呼びして、発声のレッスン
をしていただく。その時 2m 以上の間隔 を保ちながら、行う。歌唱時以外は 15 分に一度換気をおこない、その際に十分な⽔分をと る。
対面にならないように留意する。
・ 通常練習時間以外に部室を使用することがあれば、グリークラブの全体 line グループ で情報を共有し、部室内の⼈数が密にならない
ようにする。
・ ⼤学が求める感染症対策と⼤学が定める禁止行為の定期的な周知徹底。
・ 練習終了後は、できる限り速やかに退室し、帰宅。 文化系クラブ棟1階

月の17時30分〜19時、
⽔の14時〜17時、⼟の
13時〜17時

岡山⼤学ギターマンドリンクラブ

【常時】
 ・部室の入退室の際、必ず消毒する。
 ・自分が使わない楽器には触れない。他の部員の楽器を借りるときは、その前後で手指、楽器の消毒を行う。
 ・不織布マスクを着用する。
 ・ほかの⼈と1m以上離れる。
 ・部活への参加を任意とし、少しでも体調が良くないときはそもそも部室に来ないようにする。
 ・5⼈以上の会食は禁止とする。
 ・帰省に伴う県外への移動など感染リスクの高い行動をとった⼈は、1週間活動参加の自粛を要請する。
  
 【部活の時間】
 ・練習の前半(1時間くらい)と後半(約45分間くらい)の合間に10〜15分の換気時間を設ける。
 ・休⽇練習では、午前のパート練習、午後の合奏練習ともに上記と同じ換気時間を設ける。
  
 【個⼈練習】
 ・「○時00分〜○時10分」（例：9時00分〜9時10分、19時00分〜19時10分など）を換気時間とし、この時間に部室に⼈がいればその⼈
たちで換気を実施する。 新BOX棟（サークル共

用施設）

⽔曜⽇18時〜20時、⼟
曜⽇10時〜12時と13時
半〜15時半



岡山⼤学短歌会

各自体調管理を厳密に行い、少しでも不調と思われる場合には不参加とする。帰省に際する県外への外出後など、複数⼈とマスクなしで
の⻑時間の接触があった場合は、各自の判断で活動を自粛する。活動中は、不織布マスクを着用し、飲食は⽔分補給等の最小限しか行わ
ない。手指消毒、換気を意識的に行うよう呼びかけをする。 文系クラブ棟 月2回19時から不定期

囲碁部

不織布マスク着用の徹底、部室にマスク予備の常備
消毒液での手指の消毒液(対局ごとに)
共有物の消毒、専用の消毒製品の常備
常時換気(ドアと窓両方)
対局者の間にビニールシート
碁盤と碁盤の間は最低1メートル取る
対局中は無言
ゴミの持ち帰りの徹底、予備の袋の常備 文系クラブ棟313室 主に⾦・⼟の16時以降

演劇部

🔵活動時の対策

◆以下の地域に移動・滞在した場合は、帰宅後、それぞれ記載してある期間、部活動(対面稽古・会議・作業など)への参加を禁止する。

・緊急事態宣言発令地域の場合
→帰宅後2週間
・蔓延防止等重点措置適用地域の場合
→帰宅後1週間

また、そのような部員との会食も上記期間自粛する。
＊上記地域へ移動した場合は、幹部・その時行っている公演の三役にそれぞれ連絡。

◆対面での部活動(稽古・会議・作業など)に参加する場合は、必ず事前に検温、そして健康記録用紙に必要事項を記入した上で、各自健
康観察を行う。
また、以下の症状がみられる場合は部活動への参加を禁止する。
・平熱以上の発熱又は咳・喉の痛み等の風邪症状
 ・倦怠感又は呼吸困難等の自覚症状
 ・嗅覚又は味覚障害の自覚症状
◆不織布マスクを常時着用し、不必要な会話はできる限り控える。
◆稽古開始時と終了時、そして部員同士が接触した際には手洗い・手指消毒を行う。
◆消毒用品を準備し、ドアノブ、椅子、スイッチなどについては、使用前後に消毒を行う。
◆基本発声練習は、屋外で、部員同士２ｍ以上の間隔をあけて行う。やむを得ず室内で行う場合は、向かい合っての活動は避け、少⼈数
で、かつ常時換気を行いながら、声や呼気が外に出ていくように発声する。（基本マスク着用）
◆⼤学会館の南第四集会室や合宿所で稽古を行う際、換気は常時行う。ただし冷房や暖房をつけている時は30分に１回、10分ほど換気を

⼤学会館 南第四集会
室、合宿所

週3回：月曜⽇・木曜⽇
の18時〜21時、⼟曜⽇
の10時〜13時

男声合唱団コール・ロータス

部室への入出時のアルコール消毒、体温測定、体温の記録を行う。30分に一回の換気。⽇常生活での不織布マスク着用。また、5⼈以上
の会食は行わない。

文化系クラブ棟 月・⽔・⾦18時〜20時



児童文化部

児童文化部の感染予防対策
・検温、アルコール消毒の徹底
・複数⼈が触る部分や部活で使う道具（⼈形等）の消毒
・また、道具の使用者の固定化をして、道具を共有することの防止
・部活参加者の体温、体調の記録（新入生も）
・五⼈以上の会食の自粛
・窓など二か所以上常に開放し、換気を行う
・物理的距離をとることにも注意する
・対面では感染に不安をもつ新入生向けに、オンラインでの説明会等を予定

不織布マスクの着用を定着させるために
・不織布マスクを部室に常備する
・適切なマスクの着用方法の確認（鼻を出すのも注意）
・部員同士や団体間で互いに注意喚起を行う

感染リスクの高い行動を行ったメンバーがいる場合のルール
・五⼈以上の会食をした⼈、県をまたぐ以上をした⼈等感染リスクが高い⼈は一週間の対面活動の参加自粛

メンバー同士の飲食を通じた感染防止のための対策
・五⼈以上の会食自粛 
・黙食の呼びかけ 文化系クラブ棟207号室

⽔曜⽇15：30〜18：
30、⼟曜⽇13：00〜
18：00

漫画倶楽部

オンラインでも活動に参加できるようにする。
毎⽇検温し、発熱、風邪症状、嗅覚・味覚障害等の症状がある場合は、当⽇の活動を禁止する。
活動前後に手洗い・手指消毒をする。
必ず不織布マスクを着用する。
部室に集まる⼈数を制限する。
部室での飲食禁止（⽔分補給は可）。
30分ごとに10分間、換気をする。
部室に来た⼈を記録する。
ゴミは各自が持ち帰る（部室に置いて行かない）。
県外への旅行、５⼈以上での飲食を控える。
県外への旅行後１週間、対面での活動を自粛する。
同居している家族以外と、５⼈以上の会食を行った後１週間、対面での活動を自粛する。

文化系クラブ棟319室
⼟曜⽇10時〜11時、各
自のタイミング

吟詩部

吟詠時以外の場面では不織布マスクを着用する。
不織布マスクを着用していない状態での会話は絶対に避ける。
部室内(屋内)での吟詠･自主練習を控える。（普段の活動は屋内で行う。）
部室内（屋内）に⼈がいる場合は常に対角線上の窓を開ける、ドアを開ける、サーキュレーターを使用するなどして換気を行う。
私的旅行や感染拡⼤地域への移動など、感染リスクが高い行動を行った部員は一週間の活動参加自粛を行う。 文化クラブ棟前

⽔15:30~18:00 ⼟
12:30~16:00



美術部

・入室時、必ず消毒と検温をする。
・二⼈以上の場合、必ず窓とドアを開けて活動する。
・参加者は不織布マスクを着用し、会話する際は1メートル以上の距離を空ける。
・感染リスクの高い行動を取った方には、1週間活動参加を控えてもらう。(例えば、5⼈以上での会食や集団での旅行など)
・発熱症状や風邪症状など体調の悪い⼈には参加を控えてもらう。

校友会文化系クラブ棟3
階美術部室

速記部

参加者には検温、消毒、不織布マスク着用の徹底
会話するときは、1メートル以上の距離をあける
30分ごとに10分間の換気
4⼈以上で、部室に集まらない
感染リスクの高い部員は、1週間の自粛要請
会食は、基本しない。4⼈以上ではしない

文化系クラブ棟速記部
室

⽔曜⽇14時30分~16時
00分

軽音フォーク部

練習について
・部室及びパート練習室の最⼤利用可能⼈数は10⼈まで
・部室は15分ごとに10分以上の換気、パート練習室は常時換気
・バンドメンバーは2m以上の間隔を開け、練習中は同じ方向を向くことで飛沫感染を防止する
・ボーカル、コーラス時以外の不織布マイクの着用を義務付け、ボーカル、コーラス担当者は練習が終わり次第速やかにマスクを着用す
る
・部室に不織布マスクを常備する
・使用したマイク、機材は練習の終わりに必ずアルコールシートによる消毒を行う
・部室、パート練習室常設のゴミ箱は原則利用禁止とし、ゴミは各自で持ち帰る
・練習の参加を強制せず、毎週⽔曜⽇に行われる部会はzoomを用いたオンライン会議で行う
・部室に手指消毒用具を常設し、入退出の際は手洗いうがいをし、手指を消毒するようにする
・部室に非接触式の体温計を常設、練習の際は必ず体温を測り、入退出簿に入退出時間及び体調体温を記入する
・同じバンドで練習した部員に関しては、部室利用簿に利用時間、換気時間、バンドメンバーを記載する

外部での演奏時
※会場毎に推奨している感染対策に基本的には則るが、共通している点や部として行うことについて記載する
・会場の入口に手指消毒用具を設置し、入退出の際は必ず手洗いうがい、及び手指消毒を行う
・非接触式の体温計で体温を測定、記入し会場側と部のそれぞれで管理する
・演奏時はマスクを外すが、それ以外では着用を義務付ける
・演奏時のマスク着脱に伴い、観客はステージから2m離れ、観客同士は1~2m程度間隔を開ける
・1つのバンドの演奏毎に10分の換気を行う
・換気、転換の際に使用した機材の消毒を行う
・演奏後の打ち上げを禁止する 文化系クラブ棟1階部

室、同2階パート練習室

⽔曜⽇の16時30分から
部会を開催。基本的に
は自由参加（月~⼟曜⽇
の8:30~22:00、⽇曜
⽇・祝⽇の9:30~18:00
で活動可能）



交響楽団

1.マスク着用の徹底
楽器の演奏時にはマスクを外すことがあるが、それ以外の時間には必ず不織布マスクを着用する。また幹部をはじめ上級生が声かけを行
い、促す。
2.換気
30分に1回の換気を行う。部屋の前後の窓を開け、こうりつてきに換気する。
3.練習参加自粛の条件
いつもと違うメンバーで会食や外出、帰省をするなど、感染リスクの高い行動をとった場合には7⽇間の練習参加自粛をお願いする。そ
して練習の強要はせず、部員それぞれの責任を持った判断をお願いする。
4.自主的な活動停止
部内で複数の感染が出た場合、2週間の活動停止を行う。ただし、その部員が練習に出席しておらず、感染リスクがないと断言できる場
合を除く。

新Box棟2階
月〜⾦曜⽇の18時〜21
時


