⾐笠学びステーション

⾐笠キャンパス⾃習教室について

※期間中情報更新を⾏う可能性が有ります。
利⽤する際は必ず最新の案内 PDF を確認してください。（最終更新⽇ 2022/4/6）
【期間】
春学期︓4/6（⽔）〜7/22（⾦）
秋学期︓9/26（⽉）〜1/20（⾦）
※⼟⽇祝⽇、統⼀補講⽇、冬期休暇除く（⼟曜授業⽇、祝⽇授業⽇は利⽤可能）
【⾃習教室】発話可能
・メディア授業を受講する場合、シラバスに記載されている教室で授業を受講することも可能です。
※対⾯授業受講とメディア授業受講にグループ分けして授業を実施する場合もあります。
メディア授業を受講するグループはシラバスに記載された教室を利⽤できません。
※情報教室は利⽤できませんので、⾃習教室やその他施設を利⽤してください。
⾃習教室

利⽤可能曜⽇時限

＜洋洋館4階＞
YY407
YY408
YY409

⽉曜⽇〜⾦曜⽇
9:00〜17:50

※教員や職員から移動指⽰がある場合は、他の⾃習教室を利⽤して下さい。
※空き教室も利⽤可能ですが、教職員の使⽤や予約利⽤がある場合には速やかに教室の移動をお願いします。
【留意事項】
・周囲の⼈と間隔をあけて着席下さい。マスク着⽤/⼿指消毒の遵守をお願いします。使⽤者で適宜教室の換気を⾏ってください。
・ご⾃⾝でパソコン、ヘッドセット（イヤフォンとマイク）、充電ケーブル等を準備してください。
コンセントの数には限りがあります。パソコンは必ず充電をした状態で持参してください。コンセントは譲り合って使⽤してください。
・⽔分補給以外の飲⾷/荷物を置いたままの⻑時間の離席、休憩及び睡眠/私語は禁⽌です。
【⾃習教室以外で WEB 授業を受講できる施設】
・学⽣ラウンジ（以学館、充光館、存⼼館ろこも、清⼼館 RiLICC、恒⼼館）
・平井嘉⼀郎記念図書館 http://www.ritsumei.ac.jp/lib/d02/010/
※ぴあら以外は発話不可

・マルチメディアルーム（洋洋館・尽⼼館）https://it.support.ritsumei.ac.jp/hc/ja/articles/900006853623

・Café ゆんげ

Kinugasa Manabi Station

Self-study classrooms on Kinugasa Campus

※The information may be updated.
Please check the latest information (PDF) before using them. (Last updated︓April 6, 2022)
【Opening Period】
Spring Semester︓April 6 (Wed.) - July 22 (Fri.)
Fall Semester︓September 26 (Mon.) - January 20 (Fri.)
*Except Saturdays, Sundays, makeup class days and Holidays (Available to use on Saturday and
Holiday class day.)
【Classrooms】speech-enabled
・When attending a media-based class, you can attend the class in the classroom described in the
syllabus.
*In some cases, classes may be conducted by dividing students into groups of those taking face-toface classes and those taking media-based classes. Groups taking media-based classes will not be able
to use the classroom described in the syllabus.
*You cannot use information processing rooms, so please use self-study classrooms or other facilities.
Self-study classrooms

Available Days & Hours

＜Yoyokan 4th floor＞
YY407
YY408
YY409

Monday to Friday
9:00〜17:50

*If an instructor or staff member instructs you to move, please use other self-study classrooms.
*You can use vacant classrooms other than self-study classrooms; however, please move classrooms
as soon as possible if the room is used or booked by faculty members.
【Notes】
・Please be seated with distance from others around you. Please also wear a mask, sanitize your hands
and ventilate the classroom as appropriate by the users.
・Please bring your own computer, headset (earphones and microphone), charging cable, etc.
The number of outlets is limited. Please be sure to bring a computer with a charged battery. Please
share outlets with others.
・Eating,/drinking (except for rehydration), leaving your luggage unattended for a long period of time,
resting, sleeping and talking to others are not allowed.
【Facilities where students can take web classes other than self-study rooms】
・ Student Lounge （ Igakukan, Jukokan, Zonshinkan Law Commons Square, Seishinkan RiLICC,
Koshinkan）

・HIRAI KAICHIRO Memorial Library http://www.ritsumei.ac.jp/lib/d02/010/
※Speaking in the library is prohibited except in Piara. (Piara is utterable.)
・Café Yunge
・Multimedia Rooms (Yoyokan Hall・Jinshinkan Hall)
https://it.support.ritsumei.ac.jp/hc/ja/articles/900006853623
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