2022年度春学期 自習教室・利用可能時間一覧
List of Study Rooms and Their Opening Hours <2022 Spring Semester>
今出川校地
Imadegawa Campus

定員
Capacity

月～金
Mon. to Fri.

良心館４２２番教室（RY422）

40

8：40～22:00

良心館４２３番教室（RY423）

40

良心館４２４番教室（RY424）

40

良心館４２５番教室（RY425）

40

良心館４４０番教室（RY440）

12

良心館４４１番教室（RY441）

12

土
Sat.

8：40～20:00

日
Sun.

閉室
Closed

12

※情報教室、PCコーナー、
ラーニングコモンズは
土曜日も開室しています。

良心館４４３番教室（RY443）

12

*Computer classroom,
PC Corner and Learning
Commons are open on
Saturdays.

尋真館６番教室（Z6）

78

8：40～22:00

志高館１０２番教室（SK102）

34

8：40～22:00

定員
Capacity

月～金
Mon. to Fri.

土
Sat.

8:40～20:00

8:40～
14:45

良心館４４２番教室（RY442）

京田辺校地
Kyotanabe Campus

知真館１号館１０１番教室（TC1-101）

42

知真館１号館１０２番教室（TC1-102）

36

知真館１号館１０３番教室（TC1-103）

36

知真館１号館１０４番教室（TC1-104）

36

知真館１号館１０５番教室（TC1-105）

42

夢告館１０２番教室（MK102）

150

8:40～20:00

恵道館１０４番教室（KD104）

120

8:40～20:00

160

※備考の授業時間を除く
*Excluding the times listed in the
"Remarks" column.

恵道館１０６番教室（KD106）

備考
Remarks

日
Sun.

備考
Remarks

閉室
Closed
※情報教室、PCコーナー、
ラーニングコモンズは
土曜日も開室しています。
*Computer classroom,
PC Corner and Learning Commons
are open on Saturdays.

※木5（16:40-18:10）を除く
≪昼休み（12：15-13：10）は使用可)≫
※月3～5(13:10-18:10)、火1～6(9:00-19:55)、
金1・3～5(9:00-10:30・13:10-18:10) を除く
≪昼休み（12:15-13:10）は使用可)≫

※「新型コロナウイルス感染症拡大予防のための教育支援機構 教務部所管 教室 利用運用基準」に準じて利用ください。
教室 利用運用基準： https://www.doshisha.ac.jp/students/curriculum/operation_standards/classrooms.html
※ネット配信授業を受講する場合、イヤホンを持参してください。
※学内で利用できる電源コンセントには限りがありますので、モバイルバッテリーの持参を推奨します。
※授業・試験等の実施のため、自習室の利用可能時間が変更になる場合があります。
※開室期間は授業期間中（2022年4月8日～2022年7月28日）とします。
※情報教室、PCコーナー、ラーニングコモンズは土曜日も開室しています。
情報教室、PCコーナーの空席状況は空席照会サービスをご確認ください。ラーニングコモンズの開室日時はラーニングコモンズのHPをご確認ください。
空席照会サービス https://it.doshisha.ac.jp/service/openpc.html
ラーニング・コモンズ https://ryoshinkan-lc.doshisha.ac.jp/
※混み合っている際には別の自習室を利用してください。
■双方向オンライン（リアルタイム）型授業で自習室を利用する場合
・ハウリング防止のために自身が発言する際以外は必ずマイクをミュートにしてください。
・マイクを利用する際は、他の利用者に配慮してください。
*Please refer to "Operation Standards for the Use of Classrooms Administered by Division of Academic Affairs,
Organization for Educational Support for Preventing the Spread of Novel Coronavirus Infections".
Operation Standards for the Use of Classrooms： https://www.doshisha.ac.jp/en/students/curriculum/operation_standards/classrooms.html
*Please bring your own earphones to take online classes.
*The number of outlets on campus is limited so using a mobile battery is recommended.
*Opening hours may be subject to change due to the schedule of classes or exams.
*Study rooms are open during lecture period (April 8, 2022 - July 28, 2022).
*Computer classroom, PC Corner and Learning Commons are open on Saturdays.
Please check the availability of Computer classroom and PC Corner on the Availability Check Service.
Please check the Learning Commons website for opening dates and times.
Availability Check Service https://it.doshisha.ac.jp/service/openpc.html
Learning Commons https://ryoshinkan-lc.doshisha.ac.jp/en/
*Please go to another study room when the one you're about to use is crowded.
-In the case of using the study room for interactive (real-time) online classes.

Be sure to mute the microphones to prevent howling except when you speak.
When using a microphone, please be considerate of other users.

