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                        人事課長 田中 俊之  
 
           学内施設の利用再開について  
 
 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応として、ゲストハウスせ  
んたんと大学会館内の一部施設を閉鎖しておりましたが、政府による「緊急事  
態宣言」の解除と昨今の社会情勢をふまえ、適切な感染防止策及び安心・安全  
対策を徹底したうえで、以下のとおり利用を再開いたします。  
 
（施設利用上の注意事項）  
■下記のような新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の症状が疑われる場合  
 は利用をお控えください。  
 ・発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続いている方  
 ・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさがある方  
 ・咳、痰、胸部不快感のある方  
 ・味覚・嗅覚に少しでも違和感のある方  
 ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）陽性とされた者との濃厚接触があ  
  る方  
 ・身内や身近な接触者に上記の症状がみられる方  
■施設を利用する際は必ずマスクを着用してください。  
■こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施をお願い致します。  
■密接を避けるため、利用者間で身体の接触を避け十分な距離を確保してくだ  
 さい。  
■密閉を避けるため、窓・扉を開放し十分な換気をしてください。  
 
１．ゲストハウスせんたん  
（１）宿泊施設  
 ・宿泊施設の利用は８月１日（土）から再開します。  
 ・宿泊施設利用の予約申込（８月１日～１月３１日宿泊分）を、７月２１日  
  （火）から７月２２日（水）まで受け付けます。受付結果は７月２９日  



  （水）に確定します（利用希望者多数の場合は、利用調整することがあり  
  ます）。  
  受付結果確定後は先着順とし、随時予約（宿泊日の６か月前から宿泊予約  
  受付を開始）を受け付けます。  
 ・海外からの渡航者については、入国規制が実施されている場合、予約を受  
  け付けることはできません。  
  規制が解除される可能性を見越して予約される場合は、１４日の待機期間  
  を考慮してください。解除の見通しが立たない場合、必ずキャンセルを申  
  し出てください。  
 ・申し込み方法 https://ad-info.naist.jp/jinji/member/fukuri/guesthouse.html  
 
 ※利用後宿泊部屋は消毒清掃の必要があるため、チェックアウト後３日間は  
  予約することはできません。また、本施設には新型コロナウイルス感染症  
  （COVID-19）の影響によって母国に帰国が困難になった外国人の方を収  
  容しており、空室数が少なくなっておりますので、通常より予約が取りづ  
  らい状況になっております。  
 
（２）集会施設  
 ・集会施設の利用は８月１日（土）から再開します。  
 ・集会施設利用予約につきましては、７月２１日（火）から受付を開始しま  
  す。  
 ・利用対象者は、本学学生及び大学関係者の使用に限定します。  
 ・利用人数は２０名を上限とします。  
 ・利用者全員の名簿を提出してください。  
 ・土日祝日の使用を禁止します。  
 ・大声での発声、歌唱や声援をともなう活動はできません。  
 ・食事・調理をともなうご利用はできません。  
 ・使用後は、利用者による共用備品のアルコール消毒、床の清掃をお願いし  
  ます。  
 ・申し込み方法 https://ad-info.naist.jp/jinji/member/fukuri/sentansyukaisisetu.html  
 
（３）フィットネス室  
 ・安全の確保が困難なため、当面の間、利用の停止を継続いたします。  
 
 
２．大学会館内の特別会議室及び和室  
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 ・大学会館内の特別会議室及び和室の利用は８月１日（土）から再開します。  
 ・大学会館内の特別会議室及び和室利用予約につきましては、７月２１日  
  （火）から受付を開始します。  
 ・使用後は、利用者による共用備品のアルコール消毒、床の清掃をお願いし  
  ます。  
 ・利用者全員の名簿を提出してください。  
 ・申し込み方法 https://ad-info.naist.jp/jinji/member/fukuri/daigakukaikan.html  
 
 
 
 
 
                        【担当】  
                         人事課福利厚生係  
                         fukuri@ad.naist.jp  
 
 
------------------------------------------------  
 
                          July 21, 2020  
 
 
To all faculty, staff and students  
 
 
       Opening of on-campus facilities for use  
 
  Due to measures implemented to prevent the spread of the new  
coronavirus infection (COVID-19), areas of Guesthouse Sentan and  
the University Union were closed, but, considering the retraction of  
the declaration of a state of emergency and the recent societal  
situation, use of the facilities will be possible again as outlined  
below, with thorough measures in place to prevent the spread of  
infection and ensure safety.  
 
（Points to note for facility use）  
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■Refrain from use if any of the following coronavirus infection-like  
 symptoms, etc. apply to you.  
 ・A fever or cough, or prolonged light cold symptoms  
 ・Strong fatigue or breathing troubles  
 ・coughing, phlegm or chest pains/discomfort  
 ・Sense of taste or smell is abnormal  
 ・Had close contact with someone diagnosed as having the  
  coronavirus infection  
 ・Have a family member or person close to you who had contact  
  with someone who has any of the above symptoms  
■Please make sure to wear a mask at all times when using the  
 facilities.  
■Please wash and/or disinfect your hands regularly.  
■Please maintain distance between facility users to avoid physical  
 contact close contact.  
■Please open doors and windows to avoid creating a closed  
 environment.  
 
１．Guesthouse Sentan  
（１）Accommodations  
 ・Use of the accommodations will restart from August 1st.  
 ・Reservation applications for Guesthouse accommodations  
  (between Aug. 1st and Jan. 31st) will be accepted Jul. 21st -  
  Jul. 22nd .  
  The final decisions for reservations will be announced on  
  Jul. 29th. (In cases of multiple applications, use will be  
  arranged as deemed necessary.)  
  After the above announcement, reservations will be accepted  
  anytime on a first-come, first-served basis. (Reservations are  
  possible 6 months prior to the day the application is for)  
 ・For visitors that will come from abroad, reservations for those  
  who are coming from countries which are currently refused entry  
  to Japan cannot be accepted  
  When making reservations for persons who may be allowed to  
  enter Japan, please consider the 14-day quarantine to be done  
  before coming to NAIST. If the person(s) are not able to enter  



  Japan, please cancel the reservation.  
 ・Reservations can be made at  
  https://ad-info.naist.jp/jinji/member/fukuri/guesthouse.html  
 
 ※Rooms will be cleaned and disinfected after use, so they will not  
  be able to be used for 3 days following check-out. Also, the  
  Guesthouse is housing those foreigners who are not able to return  
  to their home countries due to the new coronavirus infection  
  spreading, so there are not many rooms available. Due to this  
  making reservations may be more difficult than usual.  
 
（２）Assembly Hall  
 ・Use of the Assembly Hall will restart from August 1st (Sat.).  
 ・Reservations for use will be accepted from Jul. 21st.  
 ・The hall will be open for use by NAIST students, faculty staff and  
  other related persons.  
 ・Hall use is limited to 20 people at a time.  
 ・Please submit a list of all participants.  
 ・Hall use is not allowed on weekends or holidays.  
 ・Activities that involve loud voices, singing or cheering are not  
  permitted.  
 ・Activities that involve cooking or eating are not permitted.  
 ・After use, please disinfect the equipment used with alcohol and  
  clean the floor.  
 ・Reservations can be made at  
  https://ad-info.naist.jp/jinji/member/fukuri/sentansyukaisisetu.html  
 
（３）Fitness Room  
 ・The Fitness Room will continue to be closed until further notice as  
  it is difficult to maintain a safe environment there.  
 
２．University Union Special Conference Room and Japanese Tea  
  Room  
 ・Use of the University Union Special Conference Room and Japanese  
  Tea Room will restart from August 1st (Sat.).  
 ・Reservations for use will be accepted from Jul. 21st.  
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 ・After use, please disinfect the equipment used with alcohol and  
  clean the floor.  
 ・Please submit a list of all participants.  
 ・Reservations can be made at  
  https://ad-info.naist.jp/jinji/member/fukuri/daigakukaikan.html  
 
 
                    TANAKA Toshiyuki  
                    Head, Personnel Affairs Division  
 
 
 
                 【For inquiries】  
                  Welfare Section, Personnel Division  
                  fukuri@ad.naist.jp  
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