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新型コロナウイルス感染症対応に関する寮生活マニュアル（令和２年７月１６日更新） 

 

寮務主事 制定 

制定 令和２年６月５日 

1. 開寮（入寮）について 

開寮は、次の日程で行います。２～５年、専攻科生は、説明会開始時刻までに帰寮してください。当

日のスケジュール詳細は、後日ホームページで案内します。 

日程 学年 集合時間 夕食 ※ 点呼・清掃 

6 月 14 日（日） 
４，５年生， 

専攻科生 

１６：００から説明会開始

（視聴覚教室にて、30 分

×4 グループで実施） 

18：00～ 

全員喫食すること 

（7 月 10 日まで

の欠食は認めませ

ん） 

２１：４５～２２：１５ 

・当番制で共有部

分を清掃 

・その他学生は自

室清掃 

6 月 21 日（日） ２，３年生 

6 月 27 日（土） １年生 

９：００～１１：００ 

学生寮にて鍵を受け取

り、荷物搬入を済ませて

ください。 

※外出禁止期間は、体調を整えるために 3食とも寮食堂で食べてください。 

 

2. 学生寮の特別運営に関する基本的な考え方 

 「新型コロナウイルス感染症対応に関する学生寮の特別運営」（以下、特別運営という）に基づ

き、寮生活マニュアルを制定します。 

 マニュアルの適用期間は、特別運営に従います。また、今後の状況により、内容を変更する場

合があります。  

 特別運営の適用期間中、寮生および保護者は、このマニュアルに従うものとし、その他につい

ては、寮生活のしおりに従うものとします。 

 このマニュアルに従わない場合は、保健衛生上共同生活に適さない者と認め、退寮を含めた

指導を行います。 

 

3. 開寮（入寮）までの間に寮生が行う必須事項 

 体温計を各自準備し、毎朝の健康管理表（平常時）による健康チェックと検温を行い記録

（Office365 Forms による報告を含む）を義務付けます。 

 入寮時、開寮 8 日前からの健康調査に未記入・未報告がある場合は入寮を許可しません。 

 入寮時、記録内容に問題がある場合は入寮を許可しません。 

 処方薬が必要な学生は、薬を切らさないようにしてかかりつけ医と事前に相談してください。 

  



   

 

2  

  

 各自持参する物（入寮（開寮）時） 

「寮生活のしおり」p.2 に記載されているものに加え、以下を各自必ず持参してください。必

要な物が準備できているか今一度確認してください。 

 

持参物 備考 

入寮誓約書 年度末に送付したもの 

入寮調査票兼誓約書 「新型コロナウイルス感染症対応に関する学生寮の特別運営」の適用

と入寮再確認のお願い」（令和 2 年 6 月５日付け文書） 

体温計、マスク 毎日の体温測定、マスク常時着用のため必要です。 

手指消毒液（できる限り） 自室内で使用するためにできる限りご用意ください。 

自室除菌用の洗剤など 自室の除菌に使用します。対象物を腐食させないものをご用意くだ

さい。 

例えば、住宅家具用洗剤（例：花王 かんたんマイペット）または、台所

用洗剤（例：P&G ジョイ）など 
参考： （独）製品評価技術基盤機構 新型コロナウイルスに有効な界面活性剤が含まれてい

る製品リスト 

https://www.nite.go.jp/information/osirasedetergentlist.html 

北里大学 医薬部外品および雑貨の新型コロナウイルス不活性化効果について 

https://www.kitasato-u.ac.jp/jp/news/20200417-03.html 

洗剤ふき取り用の布・雑巾 

ハンカチやタオル（複数枚）  

鎮痛解熱剤、処方薬 薬は、自分の体にあったものを持参してください。 

処方薬が必要な学生は、薬を切らさないようにして体調を整えるな

ど、かかりつけ医と相談し準備をしてください。 

レジ袋等の小さなゴミ袋 使用済みマスク、ティッシュなどは、直接捨てず、小さなゴミ袋に入

れてゴミ箱に捨ててください。 

１か月分の日用品（洗面道

具、洗剤等） 

一般的な日用品は、青葉会館内のコンビニでも購入できますが、そ

の他必要物品は、入寮までに各自で準備してください。 

 

 持込物品最小化のお願い 

本校内でコロナウイルス感染者が確認された場合は、急遽、閉寮となる可能性があります。閉

寮となった場合は、保護者の方に、直ちに迎えに来ていただくとともに、原則、部屋の明け渡

しをお願いすることとなります。 

 持込物品は必要最小限※にとどめるよう、ご協力をお願いします。 

※必要最小限の荷物＝閉寮となった際に、直ちにすべて持ち帰り、部屋を明け渡すことがで

きる荷物 

 

 

 

 

https://www.nite.go.jp/information/osirasedetergentlist.html
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4. 学寮諸経費、その他費用について 

 学寮諸経費、寄宿料については、半期分（６～９月分）を【６月２６日（金）】に指定口座から引き落とし

させていただきますのでよろしくお願いします。 

  

(1) 学寮諸経費、寄宿料 

     6 月の徴収額は、固定費月額（4200 円（エアコン・洗濯機のリース料、光熱水基本料、清掃代の年

額を 10 か月分に換算したもの））に加えて諸経費月額の残りをそれぞれの開寮日から日割りした額

とします。寄宿料は、入寮月から徴収します。 

 なお、急遽、閉寮になった場合も、固定費（後期徴収相当分）を徴収させていただきます。 

 

4、5 年生、専攻科生（留学生除く） 

 6 月分 ７月分以降 

学寮諸経費 
7,481 円 

（固定費 4,200 円+日割 3,281 円） 
月額 10,000 円 

※追加徴収の可能性があります。 

寄宿料 
 入寮月から徴収 

個室・・・月額 800 円 

 

2、3 年生 

 6 月分 ７月分以降 

学寮諸経費 
5,744 円 

（固定費 4,200 円+日割 1,544 円） 
月額 10,000 円 

※追加徴収の可能性があります。 

寄宿料 

 入寮月から徴収 

2 人部屋・・・月額 700 円（男子） 

個室・・・月額 800 円(男子指導寮生・女子） 

 

1 年生 

 6 月分 ７月分以降 

学寮諸経費 
4,972 円 

（固定費 4,200 円+日割 772 円） 
月額 10,000 円 

※追加徴収の可能性があります。 

寄宿料 

 入寮月から徴収 

2 人部屋・・・月額 700 円（男子） 

個室・・・・・・月額 800 円(女子） 

 

(2) 食費について 

翌月 25 日に指定のゆうちょ銀行口座から引き落としされます。 

（ゆうちょ銀行が休業日の場合は、翌営業日） 

 6 月 ７月以降 

食費   1 日(890 円）×(喫食日数）  1 日(890 円）×喫食数-欠食数 

食堂運営費 帰寮・入寮した日×260 円(水光熱費） 

（各学年で異なる）   
 各月の営業日数×260 円（水熱光費） 
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※6 月喫食分は 7 月 27 日に引落とし予定。 

 

5. 寮生活での注意点について 

コロナウイルス感染拡大防止のため、寮内活動の厳しい制限を設けます。（削除）制限内容は下表の

とおりです。制限を変更する場合は、掲示等でお知らせします。 

 

以下の内容をよく読み必ず実行してください。コロナウイルス感染拡大防止のため、違反者につい

ては、退寮を含めた指導を行います。今後の状況により、期間の延長、制限内容を変更する場合があ

ります。  

 

表：（削除）寮内活動の制限内容   ※状況により内容が変更になる場合があります。 

 

 

(1) 余裕を持った行動 

３密を避けるため、時間に余裕を持った行動をしてください。 

 

(2) マスクなどの着用 

寮内を移動するときも、マスクを着用してください。マスクは、各自で用意し

てください。 

マスクがない場合は、インターネットなどで紹介されているマスクの作り方を

参考にして、ペーパータオルやハンカチ、バンダナなど自作のマスクを用意し

てください。 

※マスクの作り方（文部科学省ホームページ「子供の学び応援サイト」）

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00460.html#masuku 

 レベル 3（開寮時） レベル２（緩和時） レベル１（平常時） 

他人の寮室

への移動 
禁止 

換気・マスク着用徹底した

上で可 

（３密防止に留意） 

制限なし 

自習室・ 

ラウンジ 
使用禁止 使用可 

門限（外出） 外出禁止 
通常の日課表のとおり 

（男子 ２２：００、女子 ２１：３０） 

アルバイト 原則禁止 許可制 
（舞鶴高専アルバイトに関する指導基準よる） 

点呼 

各フロア（階）のグループで指定時間に行う 通常の日課表のとおり 食事 

風呂 

荷物の受渡 原則中止 通常どおり 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00460.html#masuku
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(3) 毎朝の検温 

毎朝検温を行い、それをオンライン健康調査（Office365 Forms）に回答します。 

朝に寮内放送で呼び掛け、点呼の時に各自で検温します。検温は土日休日にも行います。体温計

は、各自で用意してください。 （感染予防のため、体温計の貸出は行いません。） 

 

(4) 部屋の換気 

定期的に寮内放送で部屋の換気を呼び掛けます。 

 

【個室】（主に 4、5 年、専攻科生、女子寮） 

 定期的に換気を行ってください。 

 エアコンを使用する場合でも、1 回、数分間程度、入口のドアと窓を開け空

気の流れを作り、毎時 2 回以上の全開換気を行ってください。（通常の家

庭用エアコンは、空気を循環させるだけで、換気は行っていません。） 

 廊下等の窓も開けて換気をしてください。 

 

【2 人部屋】（主に 1～3 年生） 

 部屋に居るときは、原則、常に換気してください。 

 部屋のドアを 10cm 程度と窓を開け、廊下等の窓も開けてください。 

 雨天時、就寝時は状況に応じて判断してください。 

 エアコン使用時も定期的に全開換気を行ってください。 

 

(5) 手洗いの徹底 

帰寮時や食堂入室前、用便後には必ず石鹸で手を洗ってください。寮内には

アルコール消毒液を設置していますが、先ず手を洗うことが肝要です。 

 

(6) 2 足制の遵守（女子寮 1 号館除く） 

清潔な学寮を維持するため、2 足制を守ってください。 

 

(7) 居室での過ごし方 

 集団感染防止のため、他の寮生の部屋には、立ち入らないでください。 

 寮室内の間仕切りカーテンは飛沫感染防止のためのものです。在室中はカーテンで間仕切り

をしてください。 

 対面にならないよう距離をとってください。 

 自習室、ラウンジは、当面の間、使用禁止とします。 

 

(8) ネットワークの不正利用禁止 

 多数の寮生が授業の予習・復習等でネットワークを使用します。 

 ネットワークに接続するコンピュータ等を 1 台に限ります。 

 ルーター等を使用した無線 LAN ネットワークの不正使用、また、本来の目的から外れる使用

は禁止しています。 
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(9) 点呼・門限 

 点呼は、密集を避けるため、自室前で待機し、指導寮生が点呼に回ります。 

 開寮後は、感染が発生するリスクが特に高いため、当面の間（7 月 10 日頃まで）、学外へ出る

ことを禁止します。 

 門限を 20:00とします。 

 

(10) アルバイト（原則禁止） 

 アルバイト先における感染拡大防止のため、当面、原則禁止します。 

 

(11) 食事について（時間制） 

 感染防止対策として、座席は対面を避けたレイアウトとし、食事を従来のバイキング形式では

なく、トレーにあらかじめ盛り付けられたものを受け取る方法に変更します。（次ページ図） 

 非常に混雑するため、時間制とします。 

 指定された時間帯に食事を摂ってください。 

 食堂内での不要な発声やスマートフォン等の使用を厳禁とし、２０分以内にすみやかに食事を

終えてください。 

 食事中以外はマスクを着用してください。 

 アレルギー食材がある献立の日は、カードスタンドにて掲示（特別の場合、名前を表記）しま

す。 

 ご飯、味噌汁のおかわりは、調理師に声を掛けて、よそってもらいます。 

 食堂は入り口と窓を開放します。事前に十分に手を洗ってから食堂に入って下さい。 

 

食事の割当時間は後日配付および掲示します。 
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(12) 入浴時間（時間制） 

 ３密を避けるため、浴室のシャワーのみ使用できます。 

 指定された時間帯に入浴し、20 分以内にすみやかに入浴を終えてください。 

 入浴の割当時間は後日配布および掲示します。  

 

(13) 荷物の受渡し（原則中止） 

 寮務係事務室での宅配便の受け渡し業務を当面の間、原則中止し、手紙や書類等の郵便物の

み、受け渡しを行います。 

（多数の寮生が事務室を訪問すると、３密を避けることが不可避になります。また荷物の受け

渡しによる感染事例が出ているための措置です。） 

 ６月５日（金）以降に到着した宅配便は、受け渡し（寮務係で保管）しませんので、荷物の郵送は

行わないでください。 

 

(14) 清掃とゴミ捨て 

 各自の部屋の室内およびドアノブ等は、各自で持参する洗剤や消毒液など（例：マイペットな

ど）で定期的に清掃してください。 

 必ずレジ袋等の小さなゴミ袋に包んでから、各フロアのゴミ箱に捨ててください。 

○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○

○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○

○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○

○　○ ○　○ ○　○ ○　○

○

○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○

○

○

○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○

○

○

○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○

○

○

○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○

○

○

○

○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○

○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○

○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○

○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○

○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○ ○　○

食堂入口 食堂出口

手

洗

場

ご飯・みそ汁

メイン料理

サラダ・小鉢

食器返却

④食堂スタッフが、ト

レイに箸（スプーン）

を載せる。

②入り口で各自

トレイを取る

③ICカードで

喫食確認

⑤カウンターに並んだ食

事を各自で取る。

①感染予防のため、十

分手洗いを行う

⑧食事終了後、返却口で、

食器を洗い返却する。

⑥混雑緩和のため、２０分以内で

食事をお願いします。

不要な発声やスマートフォン等の

使用を厳禁とします。

給茶機

給茶機

給茶機

⑦お茶・珈琲・ジュース（朝

のみ）は、アルコール薬剤を

浸したガーゼ等をスイッチに

貼り消毒。

ジュース（朝）

ジュース（朝）

給茶機
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 使用済みのマスクを直接捨てることは禁止します。 

 共用部分（各フロア）のドアノブや手すりなどは、清掃当番が毎日１回、学寮が用意する洗剤で

清掃してください。 

 

(15) 学寮の設備等を破損した場合は、原則個人負担で現状復帰していだきます。 

 

(16) 6 月開寮時に自分で車両（4 輪、2 輪、原付）を運転して帰寮することを禁止します。 

 

 

6. 開寮後、寮生に感染が疑われる場合の対応について 

(1) 感染が疑われる場合の対応 

 登校前に風邪症状や新型コロナウイルス感染の諸症状があれば、寮生が、保護者、学生寮職員

（寮務係・寮監等）、担任に連絡してください。 

 原則当日中に保護者に迎えに来ていただき、公共交通機関を使わず、帰省してください。 

 ２人部屋の場合、症状の有無に関わらず、同室の寮生も原則当日中に保護者に迎えに来てい

ただき、公共交通機関を使わず、自宅へ帰省します。 

 

 教職員は緊急時を除き、原則、病院搬送は行いません。 

 舞鶴高専の周辺は、地域の特性上、医療体制が十分整っているとは言えません。 

 診療時間外に体調不良となった場合でも、救急の場合を除き、原則、学寮で待機いただくこ

とになります。 

 

＜※ 寮生・保護者の皆様にお願い※＞ 

 朝の健康調査で、少しでも体調不良を感じたら、ためらわずに連絡をしてください。 

ご自宅でもご指導をお願いします。 

 体調に不安がある場合は、入寮までにかかりつけ医に相談をしてください。 

 

(2) 感染者が確認された場合の対応について 

 寮生の感染が確認された場合は、保健所の指導を仰ぎ、閉寮を含めた措置を検討します。 

 閉寮となった場合、指導寮生を通じて各フロアの寮生に連絡し、寮生は各自で保護者に迎えを

依頼してください。 

 原則、荷物を持ち帰り部屋を明け渡していただきます。感染が疑われる箇所については、保健

所からの指導を仰ぎます。 

 留学生・帰宅困難者は、寮内にて待機します。 

 閉寮後の帰寮時期は、学校よりホームページ等を通じて連絡を行う。 

 

7. 閉寮 

感染発生時等における緊急閉寮時および、夏季休業等における閉寮時には、荷物を持ち帰り部屋を

明け渡してください。 

以  上 


