
法学研究科 建物・教室における注意事項 

〇大学キャンパス内では必ずマスクを着用するととも教室に

備え付けのアルコール洗浄液で手指を消毒してください。 

〇教室の机を使用する際は、両隣と１席以上（１ｍ程度）あけ

て使用してください。 

〇必ず、窓を開けて教室内の空気を換気してください。 

〇机・椅子は、教室に備え付けの消毒用アルコールスプレー及

びキムタオル（ペーパータオル）で消毒してから使用してく

ださい。また、消毒後に出たゴミは、必ず自身で教室前廊下

や教室外のゴミ箱に捨ててください。 

〇教室及び建物内では私語は慎むとともに、社会的距離（ソー

シャルディスタンス）を保つようにしてください。近距離で

の会話、大きな声での会話は行わないでください。 

〇物品（筆記用具、教科書、講義資料、情報機器等）の共有を

行わないでください。 

〇所有物の紛失、盗難等に関しては、一切責任を負うことはで

きません。席を離れる場合は、各自パソコンなど貴重品の管

理には十分注意してください。 

〇教室で出たゴミは教室内に放置せず、教室外のゴミ箱へ捨て

てください。ただし、使用済みマスクは学内ゴミ箱へは捨て

ず、自宅へ持ち帰って捨ててください。 

〇消毒用物品は教室外には絶対に持ち出さないでください。 

〇退室後は手洗い・うがいをしっかり行ってください。 

〇授業終了後は学内にとどまらず、速やかに帰宅してください。 

〇最後に退室する学生は、戸締り（すべての窓を締め、蛍光灯

及び空調の電源を切る）をしてからお帰りください。 

※事務室へ緊急の要件がある場合は、電話でお問い合わせください。 
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Conditions while inside classroom and building 

 
- Always wear a mask while inside Rokkodai Campus and clean your hands with alcohol available at the 
classroom. 
 

- Sit in every other seat and stay about 1 meter away from other people in the classroom. 

 

- Open the windows and ventilate the classroom. 

 
- Disinfect desk and chair with alcohol spray and paper wipes available at the classroom before use. 
Dispose of used wipes in the trash cans provided in the corridor/outside the classroom. 
 
- Refrain from social chatting inside the classroom and inside the building and keep a social distance 
from other people. Avoid speaking to other people when very close to them and speaking in a loud voice. 
 

- Do not share things such as pens, textbooks, IT devices etc. 

 
- Faculty/Graduate School of Law are not responsible for lost or stolen items. Take care of your valuable 
items such as PC when away from the desk. 
 
- Do not leave trash in the classroom. Dispose of trash in the trash cans outside the classroom. Do not 
throw away used masks in the campus but take them home. 
  

- Do not take away disinfectant products outside the classroom. 

 

- Wash your hands and gargle thoroughly after leaving the classroom. 

 

- Do not remain on campus after the end of the class but return home promptly. 

 

- Close all the windows and turn off the light/air conditioner if you are the last one to leave the classroom. 

 

 

Call 078-803-7234 if you need to contact the office in case of an emergency. 
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