
 

 

学内アクセスポイントの利用について 

 

 

○ アクセスポイントの開放ｑ 

キャンパス内のオープンスペースや対面授業を実施していない空き（施錠されて

いない）講義室をアクセスポイントとして利用できます。 

ただし、文学部・人文学研究科と法学部・法学研究科のアクセスポイントは、以下

のとおり利用場所を限定します。 

 

  ・文学部・人文学研究科： 文学部棟 2 階 237 講義室 

・法学部・法学研究科： アジア法交流館 2 階 AC フォーラム 

  

 利用の際は、以下の注意事項等を遵守してください。 

 

【アクセスポイント利用時の注意事項】 

・体調不良でないこと 

（必ず自宅で体温計測を行い、発熱がある場合は登校しないこと） 

・学内に配置されている消毒液により入室時に手指の消毒を行う 

・原則、マスクを着用する 

・原則、会話は禁止 

・少なくとも前後、左右の間隔（レベル 1-2：１ｍ、3-4：2ｍ）を空けて着席する 

・ゴミは講義室に放置しない 

・利用後は速やかに退出する 

※飲食の可否は、講義室の掲示に従ってください。 

 

【利用可能時間】 

 平日 8：30～17：15    

 （法学部は、8:45～18:00 経済学部は、8:45～16:15 教養教育院は、8:30～18:00）  

 

【各部局等連絡先】 

※不明なことは以下にお問い合わせください。 

 

「文学部/人文学研究科」 

：052-789-2206 bungaku@adm.nagoya-u.ac.jp.  

       

「教育学部/教育発達科学研究科」 

：052-789-2606  educa@adm.nagoya-u.ac.jp 
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「法学部/法学研究科/法科大学院」 

：052-789-2316  law-kyomu@adm.nagoya-u.ac.jp 

 

「経済学部/経済学研究科」 

：052-789-2358  bun-kei@adm.nagoya-u.ac.jp 

 

「国際開発研究科」 

：052-789-4957  gsidoffice@adm.nagoya-u.ac.jp 

 

「情報学部/情報学研究科/情報文化学部/情報科学研究科」 

：052-789-4823  jyo-kyomu@adm.nagoya-u.ac.jp 

 

「理学部/理学研究科/多元数理科学研究科」 

：052-789-2401  ri-kyo@adm.nagoya-u.ac.jp 

 

「医学部医学科/医学系研究科（医科学）」 

学部：052-744-2430  iga-1gak@adm.nagoya-u.ac.jp 

研究科：052-744-2422、052-744-2431 med@adm.nagoya-u.ac.jp 

 

「医学部保健学科/医学系研究科（保健学）」 

：052-719-1518： ihogakumu@adm.nagoya-u.ac.jp 

 

「工学部/工学研究科」 

：052-789-3177  kou-kyomu@adm.nagoya-u.ac.jp 

 

「農学部/生命農学研究科」 

：052-789-4290 kyomu@agr.nagoya-u.ac.jp 

 

「環境学研究科」 

：052-789-4591  env@adm.nagoya-u.ac.jp 

 

「創薬科学研究科」 

：052-789-6780  kyoumu_tantou@ps.nagoya-u.ac.jp 

 

【教養教育院】 

：kyoikuin@adm.nagoya-u.ac.jp 

  



 

Use of on-campus access points  
 
 

All students can use an open space on campus or an empty (unlocked) lecture room where 
face-to-face classes are not conducted as an access point. 

However, the access points of the Faculty of Humanities /Graduate School of Humanities 
and the Faculty of Law / Graduate School of Law are limited to the following locations. 

 
・Faculty of Humanities /Graduate School of Humanities 
  : 237 Lecture room on the 2nd floor of the Faculty of Humanities Building 
・Faculty of Law / Graduate School of Law 

: AC Forum on the 2nd floor of the Asian Legal Exchange Plaza 
 
Please observe the following precautions when using. 
 
【Notes When Using Access Points】 
・Students who are not in bad physical condition (must take a temperature at home and do not 

come to school if you have a fever) 
・Hand sanitizer will be made available, so please use it upon arrival. 
・Please wear a mask. 
・Talking with friends and other students is not permitted. 
・Please sit at least enough space(Level 1-2: 1m, 3-4: 2m) in front, back, left and right. 
・Please do not leave garbage in the lecture room. 
・Please leave immediately after use. 
* Please follow the notice in the lecture room to see if you can eat or drink in the lecture room. 
 
【Available Time】 

Weekdays, 8:30 - 17:15 
（8:45-18:00 School of Law / Graduate School of Law/Law School 

8:45-16:15  School of Economics / Graduate School of Economics 
8:30-18:00  Institute of Liberal Arts and Sciences） 

 
【Contact Information】 
*If you have any questions, please contact the following. 
 
「School of Humanities / Graduate School of Humanities」 
: 052-789-2206 bungaku@adm.nagoya-u.ac.jp.  

 
「School of Education / Graduate School of Education and Human Development」 
: 052-789-2606  educa@adm.nagoya-u.ac.jp 
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「School of Law / Graduate School of Law/Law School」 
: 052-789-2316  law-kyomu@adm.nagoya-u.ac.jp 

 
「School of Economics / Graduate School of Economics」 
: 052-789-2358  bun-kei@adm.nagoya-u.ac.jp 

 
「Graduate School of International Development」 
: 052-789-4957  gsidoffice@adm.nagoya-u.ac.jp 

 
「School of Informatics / Graduate School of Informatics 

/School of Informatics and Sciences/Graduate School of Information Science」 
: 052-789-4823  jyo-kyomu@adm.nagoya-u.ac.jp 

 
「School of Science / Graduate School of Science /Graduate School of Mathematics」 
: 052-789-2401  ri-kyo@adm.nagoya-u.ac.jp 

 
「School of Medicine / Graduate School of Medicine (Medical Science)」 
School：052-744-2430  iga-1gak@adm.nagoya-u.ac.jp 
Graduate School：052-744-2422、052-744-2431 med@adm.nagoya-u.ac.jp 
 
「School of Health Sciences / Graduate School of Medicine (Health Sciences)」 
: 052-719-1518  ihogakumu@adm.nagoya-u.ac.jp 

 
「School of Engineering / Graduate School of Engineering」 
: 052-789-3177  kou-kyomu@adm.nagoya-u.ac.jp 

 
「School of Agricultural Sciences / Graduate School of Bioagricultural Sciences」 
: 052-789-4290 kyomu@agr.nagoya-u.ac.jp 

 
「Graduate School of Environmental Studies」 
: 052-789-4591  env@adm.nagoya-u.ac.jp 

 
「Graduate School of Pharmaceutical Sciences」 
: 052-789-6780  kyoumu_tantou@ps.nagoya-u.ac.jp 
 
「Institute of Liberal Arts and Sciences」 
: kyoikuin@adm.nagoya-u.ac.jp 
 


