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I. 施設利用 

1. 利用概要 

１－１使用可能施設 

施設利用にあたり、順ずる規定は以下の通りとする。 

講堂：公立大学法人首都大学東京南大沢キャンパス講堂管理運営要綱、同実施細則 

学生会館（7 号館）：公立大学法人首都大学東京南大沢キャンパス学館管理運営要綱、同実施細則 

教室：公立大学法人首都大学東京南大沢キャンパス１号館の講義室及び演習室の使用に関する要綱 

運動施設：公立大学法人首都大学東京南大沢キャンパス運動施設管理運営要綱、同実施細則 

     ※本マニュアルにおいて、学生会館は以下「学館」と表記する。 

１－２施設利用 

１）利用にあたって 

① 本学学生団体に登録していること。登録はその年度限り有効で、毎年度更新が必要。 

更新を行わない場合は、登録抹消となり、施設利用資格も抹消される。 

② 更新期間中は施設の使用・申請不可。団体登録完了後に申請すること。 

③ 施設利用にあたっては、大学授業・学会・行事等、本学運営に関わるものが優先される。 

④ 講堂使用にあたり、照明・舞台・音響装置を使用する場合は、装置ごとに講習を受講し、資格を得たものが

使用すること。なお、音響講習以外は半期ごとの更新が必要。 

⑤ 使用許可後の転貸は原則禁止。但し、両団体の話し合いのもとで変更をする場合は可とする。 

⑥ 禁止事項  

・申請団体不在による他団体・個人の利用 

・当日キャンセル 

・飲酒・飲食 

・公序良俗に反する恐れのあるもの 

・興行等営利を目的とするもの 

・建物や附帯設備を汚損・損傷する恐れのあるもの 

・その他本学の運営上、支障をきたす恐れのあるもの 

 

２）利用可能期間 

本学の一斉休業期間、入試、保守点検・清掃・工事等、本学が指定する日を除く期間。 

・大学授業・行事が優先される。（授業には OU 講座も含む） 

・各施設の詳細は使用要件を参照 

 

３）学生課窓口受付時間（平日・祝日授業日を除く） 

授業時間中→８：３０am～６：１５pm （１２：３０pm～１：３０pm 昼当番対応） 

授業休業中→８：３０am～５：４５pm （１２：３０pm～１：３０pm 昼当番対応） 

★備品貸出・返却時間→９：００am～５：３０pm（１２：１５pm～１：３０pm 受付不可） 
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※学外者の定義 ★非加盟団体は原則、学外者の参加は不可 

・ＯＢ・ＯＧ（ただし、学内ＯＢ・ＯＧは学内者として取扱う） 

・大学外からの指導者 

・公演などのイベントのお客（本学学生や教職員のみを対象とする場合は、学内者として取扱う） 

・対外試合の相手（体育会所属団体以外は、本学運動施設において対外試合の実施を禁止する） 

１－３施設利用要件 

講堂 学館（７号館） 体育施設
11・12号館

※例外利用施設

１階

２階

101~105,109,110

201～206,

208～210,220,240

月曜日～日・祝日 月曜日～日曜日

利用規定に準ずる

９：００am～９：３０pm

※夏季休業期間のみ

12:30pm～14:30m使用不可

９：００am～９：３０pm ９：００am～９：３０pm

【照明/音響/舞台装置】

講堂ホール設備技術者登

録資格者に貸出、技術者

が操作すること。

※この登録資格を得るに

は、例年2回開催される講

堂ホール設備技術者講習

会を受講する。（日程

は、掲示やホームページ

で告知する）

【和室】

畳の部屋でないと活動が

困難と判断された、上部

団体所属団体に限る。

【トレーニングルーム】

トレーニングルーム講習会

（時期は5月・11月頃に開

催予定）を受講する必要

がある。（日程は、掲示

やホームページで告知す

る）

【アリーナ】

バレーボールやバドミン

トンをする際はネットや

ラケットは各団体で用意

すること。

【合宿所】

宿泊使用は不可とする。

★学館や1号館がやむを得

ず使用できない場合、特

例として可能な範囲で１

１・１２号館の使用を認

める。

★施設構成のうち、下線

の教室は理学部教務係に

て受付する。下線のない

教室は都市環境学部教務

係にて受付する。

【申請】

利用にあたっては、事前に希

望施設を仮押さえした上で、

学生課へ企画書を提出し、利

用許可を得る。学生課の許可

をもって、本申請を行う。

施

設

概

要

施設構成

大ホール…1,197席

（1階814席、2階383席）

小ホール…311席

リハーサル室…1室

控室…3室

集会室12室

和室3室、茶室1室、

スタジオ1室

音楽室3室

１１号館(101・102・

103・105・106・108・

109・110・201・202・

204・206・208・301・

302・306・308・309）

１２号館（101・102・

103・104・105・106・

201・202・203・205・

206・207・208）

※３階教室は使用不可。

月曜日～日曜日

※４月、１０月及び試験

期間中は、貸出制限アリ

【イベント利用】

※授業期間に実施する場

合の開始時刻６：００pm

以降とすること。

★教室備え付けの音響機

材、プロジェクター、ス

クリーンは使用不可。

※スクリーンは以下の教

室のみ使用可能

２０２～２０６、２０

８、２０９教室

使用可能教室

使用時間

１号館教室

使用上の

注意

日曜日、祝日

月曜日～土曜日開館日

☆ 12 月 29 日 か ら 1 月 3 日 ま で 。 こ の ほ か 臨 時 休 館 あ り 。

休館日

体育館（アリーナ、柔道

場、剣道場、トレーニン

グルーム、温水プール）

多目的運動場（人工

芝）、和・洋弓道場、球

技場、野球場、陸上競技

場、テニスコート、ゴル

フ練習場

９：００am～９：３０pm

※プールは１０：００am～９：３０pm

★日曜日、祝日は９：００am～５：００pm

祝日

 

【時間外申請】 

原則、運動施設利用にて※学外者を含む試合等の場合、例外的に許可する。 

練習利用は対象外。 

運 動 施 設    月 ～ 土    ８：００am～ ９：００am／９：３０pm～１０：００pm 

日 ・ 祝 日    ８：００am～ ９：００am／５：００pm～ ６：００pm  

プ ー ル    月～日・祝日   ９：３０㏂～１０：００am のみ 

 

【学外者申請】 

施設を利用し、学外者を含む活動を行う団体は、年度当初、顧問教員へ当該活動の承認を得る。 

学外者を含む施設利用を行う際は、必ず事前に顧問教員へ内容を通知し確認を得たうえで、 

予約申請を行う。 

 

 

 

 

  



 

３ 

 

2. 利用方法 

施設利用は、学生団体が各施設を予約申請し、承認を受け利用することが可能。 

 

２－１事前会議 

次月以降の予約について、事前に調整する場を以下の通り設ける。 

事前調整を行う団体は、代表者 1 名以上参加のうえ、その場において他団体と調整を行う。なお、この会議は事前

調整の場であり、参加は任意である。なお、予約は予約システムにて行う。 

※特に講堂を使用する団体は、できるだけこの場で予定案を事前調整すること。 

 

【事前会議開催日】原則定例開催 

体育会団体→毎月第 3 木曜 開催場所は前期、後期ごとに決定 

その他団体→毎月第 2 月曜 7 号館 230 室にて開催 

★定例開催が不可の場合、開催日等は施設予約システムの「お知らせ機能」において通知する。 

★体育会所属団体は、事前会議後、運動施設のみ 2 カ月前第 3 木曜から先行予約が可能。 

 

２－２予約要件  

１）予約受付開始 

講堂→原則 1 カ月前第 2 火曜以降。ただし、学外者（指導者や学外の団体、大学など）を招いたイベント、 

または練習実施については、開催日の 2 カ月前までに学生課へ企画書を提出し、承認を受ければ例外的

に予約を認める。なお学外者なしの通常の練習はこの対象ではない。 

学館・教室・運動施設→1 カ月前の第２火曜以降 

体育会団体(運動施設のみ)→2 カ月前の第 3 木曜以降(1 カ月前の第 1 金曜までに入力を済ませる) 

 

２）予約申請締切日 ※営業日→平日月～金を指す（土日祝日を除く） 

使用日の 2 営業日前までに申請する（★土曜日・日曜日使用する場合は、水曜日までに申請する） 

  

２－３簿冊管理による予約（1 号館教室・備品貸出）※備品については２－３で述べる 

１）利用方法 

① 予約表及び、時間割を参照し、予約表及び使用申請書に必要事項を記載する 

※学外者を含む場合（非加盟団体は学外者申請不可） 

・使用申請書の責任教員欄に署名・押印が必要。 

・“学外者を含む施設の使用について”にも記載する 

② 予約表、使用申請書（+学外者を含む施設の使用について）を学生課窓口に提出する 

③ 許可決済後、許可書を受け取る（学生課窓口横フォルダに設置） 

２）当日の利用 

使用にあたっては必ず許可書を持参し、直接教室に行く。※教室のカギの開施錠は南門守衛室で行う 

３）取消方法 

申請書提出前→予約表の当該記載部分に二重線を引くこと 

許可書受取後→①予約表の当該記載部分に二重線及び“キャンセル”表記 

②使用申請書にてキャンセル申請 



 

４ 

 

利用者 

 
 

予約システム 

予約決定

大 学 

２－４施設予約システム 

１）概要 

施設予約について、各学生団体が、各自で要件に沿って予約を行う予約システム。 

以下「予約システム」と表記する。 

 

２）全体システム図 

  

 

 

 

 

 

 

 

３）要件 

① 予約者用 ID（固定） 

各学生団体は予約システム専用 ID が発行される。ID 取得を行うためには、※学生団体登録に併せて、学生

ポータルにて団体名・登録アドレス（pdf 受理可能）、パスワードを申請する。 

※学内団体登録：年度内 2 回（前期・後期）にメールにて受付を行う。詳細は掲示及び HP 等を参照する。 

② 登録団体名（固定） 

原則、学生団体登録名と同じものとする。 

③ パスワード（任意設定可能） 

パスワードは各団体で設定する。パスワードは年度更新のため、年度ごとに作業が必要。 

④ メールアドレス（任意設定可能） 

事由により年度途中も予約システム上で変更可能。変更を行った際は必ず学生課までメールで連絡を行う。 

〔体育会 ID〕 

   体育会所属団体は、運動施設に限り 2 か月前から先に予約をすることができる。 

  

 

４）予約方法 （★次ページ及び予約システム操作マニュアルも参照してください） 

〔申請〕システム URL: https://tmu-cloudtrir.com/ss/ 

①  予約システムにログイン 

②  空き施設・時間を選択し、申請する 

③  学生課内にて※決裁→不備なければ予約承認 

④  登録先のアドレスに、メールで通知される 

※必要情報の入力がない、使用用途が妥当でない場合等は利用承認がされない。 

 非承認の場合、メール等での通知はないため、予約申請をした場合は、 

トップページ等で、申請状況を確認をすること。 

 

 

 

 

予約者用 ID 

取得者 



 

５ 

 

【システム入力時の注意】 

★「利用内容」→団体名+利用内容を記載すること 

★「備考」→以下について記載のない場合は使用不許可とする。 

①学外者を含む場合 

・ “学外者の欄にチェックをする 

・ 備考欄にイベント概要、学外者の内訳を入力する   

Ex.対外試合（〇〇大学 15 名／××大学 20 名） 

②講堂装置・空調の利用許可が出ている場合 

・ 利用項目にチェックをする 

・ 備考欄にイベント概要を記載する 

グレー：予約未承認 

ログイン団体名 

構内マップから 

選択して、検索可能 

希望日時に予約を申請する 

 

〔予約システム利用方法〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②空き施設を検索 

ブルー：予約承認済み 

①ログイン 

③予約申請 

〔予約内容〕 

入力する際は、 

団体名+内容が記載ルール 

学外者を含む等、入力が必須な場合アリ 

④予約申し込み 



 

６ 

 

 

５）空き施設の検索 

予約システムにおいて、その年度内予約対象施設全ての空き情報を閲覧することが可能。 

ただし、予約開始は予約要件に準ずる。 

 

６）予約取消（キャンセル）方法 

予約承認前→予約システムにログインし取消申請を行う（予約日の 2 日前まで受付） 

予約承認後→予約日の３日前（営業日換算）までに、学生課へメールにて取消依頼を行う。 

※メールによる取消依頼については、即日対応は行わない 

※他団体に譲渡する等、止む無く即日取消が必要な場合は、譲渡側と授受側 2 団体が学生課窓口受付時間

（12:30~13:30 を除く）に来校のうえ、用紙に記入し、その場で学生課の処理を受けてください。予約の二

日前まで対応可能です。 

 

７）当日の利用 

〔講堂・学館〕 

鍵の受け渡しを受ける際には、モバイル端末等にて、予約システム上の予約情報を窓口に提示する。（別途、

照明装置、音響装置、舞台装置のカギの受け渡しの際は、許可書、技術者登録証、学生証（写し可）を預ける。 

使用終了後は、使用簿のチェックリストに基づき室内点検を行い、カギ・使用簿を返却。 

 

〔講堂（照明装置）を使用する場合の手続〕 

事前に、依頼状（3.企画書・依頼状）にて承認のうえ、予約システムで、空調及び照明装置にチェックをし、

備考欄に概要を入力する。当日は講堂登録証を窓口にて提示する。 

※照明の使用は、エコキャンパス推進の観点から使用用途、回数、時間に制限がある。 

 

〔講堂（音響・舞台装置）を使用する場合の手続〕 

事前に、依頼状（3.企画書・依頼状）にて承認のうえ、予約システムで、利用装置にチェックをし、備考欄に

概要を入力する。当日は講堂登録証を窓口にて提示する。 

 

〔運動施設〕 

施設を使用する際は、モバイル端末等にて、予約システム上の予約情報を体育館管理人に提示し、鍵貸出簿

に使用場所、名前、所属等の必要事項を記入する。使用後は、カギを体育館管理人に返却する。 

 

【守衛所】 

カギの貸出→モバイル等で予約画面（利用日時、利用施設、団体名）を提示し、利用表に記入する。 

カギの返却→施設使用簿をチェックし、利用表に返却時間を表記し、返却する。 
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3. 備品貸出 

３－１備品利用 

１）備品貸出・返却時間→※９：００am～５：３０pm 

  ※１２：１５pm～１：３０pm は受付不可 

※５：３０pm 以降は受付不可 

 

２）申請方法（当日利用可能） 

① 予約表を参照し、予約表及び使用申請書に必要事項を記載する 

② 予約表、使用申請書を学生課窓口に提出する 

③ その場で許可決裁後、許可書を受け取る 

 

３）当日の利用 ※大きいもの、搬出に人手を要する場合は、人員を整えて受付。 

〔貸出の場合〕 

① 窓口受付時間内に、許可書を提示する 

② 職員立会のもと、指定の備品を借りる。その際、学生証（写し可）と許可書は窓口で預かる 

〔返却の場合〕 

① 窓口受付時間内に、返却する旨を申し出る。 

② 職員立会のもと、返却する。返却時は汚損破損がないか、返却数に齟齬が無いか確認を行う。 

不備なく返却された場合は、学生証と許可書を返却する。 

 

4. ペナルティ 

 

施設利用にあたっての禁止事項や予約ルールを逸脱したケースが発覚した場合、 

利用団体について、アカウントの取消や使用制限等ペナルティを課す。 

※施設の都合で利用できなかった場合は、ペナルティの対象とはならない。 
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Ex.イベントにおける企画書・依頼状取り扱い 

① 学生：イベントの企画案決定・・・・・・・・・・（講堂装置利用アリ） 

② 学生：学生課へ企画書、依頼状をメール提出・・・（講堂装置利用の許可の依頼） 

③ 学生課よりメール回答・・・・・・・・・・・・・（イベント及び装置利用許可） 

④ 学生：予約予約システムにて申請・・・・・・・・・・（予約申請） 

⑤ 学生課より予約システムにて内容を承認・・・・・・・（施設・装置利用予約の完了） 

※②の処理は、イベント日の 2 週間前（営業日換算）までに行うこと 

II. 企画書・依頼状（講堂装置使用含む） 

 

1. 依頼状・企画書（窓口では取扱をしない） 

学生課との相談・依頼、企画概要周知等の際は、依頼状及び企画書を用いて事前調整を行うこと。 

本件には、文言体裁は問わないが各書類に合わせた、必要情報を含める。また提出は電子データ形式とし、メール

添付にて送付とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１企画書（イベント等の概要の説明書） 

学内施設を利用しての公演・演奏会等、イベントを行う際は、企画書を事前提出し承認を得る。内容を満たしてい

れば、チラシ等に代えることも可能。2 週間前（営業日換算）までに電子データで作成し、学生課に送付する。な

お、同様の情報を施設予約の際、備考欄に入力すること。 

 

 

 

１－２企画書（講堂 2 カ月前予約）様式は上記企画書を準用 

学外者を招いての公演・演奏会等、イベント実施やそれに伴う練習を、講堂にて行う際は、企画書を 2 カ月前（営

業日換算）までに学生課へ提出し承認を得る。企画書は内容を満たしていれば、チラシ等に代えることも可能。電

子データで作成し、学生課に送付する。なお、施設予約の際、同様の情報を備考欄に入力すること。 

 

 

★利用希望日は他団体とのバッティングを避けるため、事前会議において予め調整すること。 

 

〇〇年〇月〇日

企画書 (例）

〇〇　についての企画

開催日時（期間）

開催場所

開催概要

★開催チラシ等で内容を満たし

ていれば、代替可

【企画書＿必須記載事項】 

①開催日時（期間） 

②開催場所 

③開催概要 

④学外者有無（学外者内訳） 

⑤書類提出日 

⑥団体名・提出者名 

⑦提出者の連絡先(電話番号・メールアドレス) 

【メール例】 

Sub：（学生団体名）〇〇についての企画書提出 

〇〇についての企画書を提出します。 

××団体 △△□□ 

連絡先： 



 

９ 

 

【依頼状＿必須記載事項】 

①利用日時（期間） 

②講堂（大ホール・小ホール） 

③利用概要 

④学外者有無（学外者内訳） 

⑤書類提出日 

⑥団体名・提出者名 

⑦提出者の連絡先(電話番号・メールアドレス) 

【メール例】 

Sub：（学生団体名）〇〇についての依頼 

〇〇により、講堂の装置利用を行いたいため、 

別添のとおり依頼します。 

××団体 △△□□ 

連絡先： 

 

あ aa 

〇〇年〇月〇日

依頼状（例）

〇〇　についての依頼

利用日時（期間）

講堂（大ホール）

利用概要

利用希望装置 担当者

舞台装置 （　　　　　）

照明装置 （　　　　　）

音響装置 （　　　　　）

１－３依頼状（学生課への依頼・問い合わせ全般に用いる） 

学内施設における問い合わせ、例外的な利用や空調等の稼働依頼について、2 週間前（営業日換算）までに依頼状

を電子データで作成し、学生課に送付する。 

なお、同様の情報を施設予約の際、備考欄に入力すること。 

 

 

 

 

１－４依頼状（講堂装置利用） 

講堂利用時における装置依頼について、2 週間前（営業日換算）までに依頼状を電子データで作成し、学生課に送

付する。施設予約の際は、該当装置にチェックを入れ備考欄に情報を入力する。 

 

 

〇〇年〇月〇日

依頼状（例）

〇〇　についての依頼

利用日時（期間）

利用場所

相談事由

【依頼状＿必須記載事項】 

①利用日時（期間） 

②利用場所 

③相談事由 

④学外者有無（学外者内訳） 

⑤書類提出日 

⑥団体名・提出者名 

⑦提出者の連絡先(電話番号・メールアドレス) 

【メール例】 

Sub：（学生団体名）〇〇についての依頼 

〇〇の事情により、空調利用を行いたいため、 

別添のとおり依頼します。 

××団体 △△□□ 

連絡先： 
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III. Q&A 

1. 施設使用に関する Q＆A 

Q１ 施設利用に関する相談を行いたい場合は、どうしたら良いか 

A１ 原則、メールにて受付ております。ご希望の方は以下に沿ってご連絡ください。 

宛先：学生課学生係（kagai-katsudo@jmj.tmu.ac.jp）  

タイトル：【学生団体名】〇〇の相談 or 依頼 

 

Q２ 依頼事項がある場合はどうしたら良いか 

A２ 例外的な施設利用や、空調利用の希望等の際は、依頼状をもって受付けています。必ず電子データで作成し、

メール添付のうえ学生課宛に送付ください。なお、依頼状はイベントの 2 週間前（営業日換算）までに提出す

ること。詳細は３．企画書・依頼状をご確認ください。 

  

Q３ 学生課からの施設利用に関する連絡事項を確認するには 

A３ 予約システムの「お知らせ」を参照してください。  

  

Q４ 学内施設における、公演やイベント実施の際はどうしたら良いか 

A４ 学外者を含む公演や、演奏会、イベント等実施においては電子データにて企画書を作成し、2 週間前（営業日

換算）までに、メールで学生課に提出してください。なお、依頼状・企画書はイベントの 2 週間前（営業日換

算）までに提出すること。詳細は３．企画書・依頼状をご確認ください。 

学内者のみで行うイベントに等おいては、予約システムの備考欄に詳細を記載してください。ただし、学内者

のみであっても、規模により別途企画者の提出を求める場合もあります。 

 

Q５ 対外試合において企画書等は必要か 

A５ 不要です、ただし、予約システムの備考欄に必ず内訳を明記してください。 

 

Q６ 定期的な演奏会や、発表会等において事前に講堂ホールを確保したいのだが、それは可能か 

A６ 年度の始めに、学生団体に対して年間スケジュールの調査を行います。講堂について、調整が必要な団体はそ

の際に申告をしてください。昨年度の実績等を考慮し、予約について配慮を行います。なお、配慮対象施設は

講堂（大小ホール）のみです。ただし、本件は大学行事や工事等における日程配慮を前提としており、仮予約

を約束するものではありません。 

 

Q７ 空調はいつでも利用可能か。 

A７ 練習段階では、空調利用は認めておりません。学外者を含む講演や、イベントにおいては、学生課へイベント

の 2 週間前（営業日換算）に依頼状を電子データ提出のうえ、内容に応じ対応をしております。なお、著しい

暑さ・寒さが想定される、現在そうだ等の場合は、都度、学生課へ相談ください。また、講堂利用において、

照明機器を使用する際は、火事防止のため空調を入れる必要があるため、空調稼働の依頼状を 2 週間前までに

学生課へ提出してください。 

 

Q７ 早い時間から練習がしたいのだが、時間外申請は可能か 

A７  練習は時間外申請の対象外であり、認めておりません。 

mailto:kagai-katsudo@jmj.tmu.ac.jp
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Q８ 施設の連続使用は可能か 

A８ 連続で同じ施設を使って頂く事は可能ですが、他の団体が不利益を被ることが顕著な利用が散見される場合は、

予約を制限させて頂きます。 

 

2. 施設予約・申請に関する Q＆A 

Q１ 予約 ID、パスワード、メールアドレスについて  

A１ 予約 ID は、固定となり学生課にて割振ります。（変更はできません）。ID を取得するためには、学生ポータル

等にて団体名・メールアドレス・パスワードの申請が必要です。申請後、学生課から申請アドレスに ID を通

知します。ID とパスワードにて、予約システムにログインしてください。 

  体育会・文化部連合・サークル連合所属団体は、ID・団体名は年度問わず固定、パスワードは年度ごとに変更

になります。 

  非加盟団体は学生団体登録後、年度ごとに団体名・メールアドレス（pdf 受信）・パスワードを、学生ポータル

にて回答してください。 

 

Q２ 予約 ID、パスワード、メールアドレスは変更可能か  

A２ 予約 ID 以外は各自予約システム上で変更可能です。ただし変更後必ず学生課にメールで報告して下さい。 

 

Q３ 非加盟団体について 

A３ 年度末をもって ID 及びパスワードは失効します。別年度に改めて学生団体登録を行う場合、予約システム予

約 ID も改めて付与されます。学生ポータル等にて申請が必要です。 

 

Q４ 登録 ID、パスワードは毎年同じものか 

A４  ID は固定ですが、パスワードは年度ごと更新となります。年度失効しますので、 

新年度 4 月以降新たにパスワードを設定してください。（予約システムにて変更可能） 

 

Q５ 予約承認後、予約情報が変更になった場合は、どうした良いか 

A５ 予約承認後、ユーザー側での変更はできません。変更するためには、管理者である学生課に予約情報の取消を

メールにて依頼してください。そのうえで、取消後改めて情報を入力してください。 

 

Q６ 当日キャンセルは可能か 

A６ 当日キャンセルはできません。キャンセルは予約日の３日前（営業日換算）まで 1 団体あたり 1 日※3 件まで

可能です。学生課にてメールで受付ます。 

※1 施設あたりの予約件数（Ex,2/3 の 7 号館 101 室 14~15 時と 2/4 の 101 室 11～16 時は 2 件とカウントし

ます） 

 

Q７ 講堂を 2 カ月前から予約したいのだが、可能か 

A７ 講堂予約については、1 カ月前からの予約としております。ただし、学外者を含む公演やイベント等、その実

施にともなう練習において、2 カ月前でないと支障がある、実施ができないと判断される場合は、予約を認め

ております。２カ月前までに企画書を学生課にメール提出し、実施許可を得て下さい。なお、利用希望日につ

いては事前会議で他団体と調整を行う事。学生課では調整を行いません。 
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Q８ 空調申請の方法を教えて欲しい 

A８ 事前に依頼状をもって、学生課の承認を得たうえ、予約システム申請時に、空調利用にチェックをいれてくだ

さい。さらに、備考欄に依頼状概要を入力すること。記載のない場合は許可しません。照明装置を用いる場合

も、必ず空調の申請をしてください。空調チェックをいれただけでは、利用は認められません。 

 

Q９ 講堂における、各装置の申請方法を教えて欲しい 

A９ 予約システム申請時に、利用設備にチェックをいれ、備考欄に設備技術登録者の名前と利用概要を記載してく

ださい。記載のない場合は使用を許可しません。また、照明装置は、本番とリハ―サルの 2 回、計 3 回のみ使

用を認めています。使用する場合は、備考欄に設備技術登録者の名前を明記し、本番とリハの日持を記入して

ください。リハの時間は本番１．５倍の時間まで許可します。なお。照明装置を使用する場合は、空調稼働が

前提になるため、本番の 2 週間前までに依頼状を学生課に提出してください。 

 

Q１０ 予約システム上で他団体へ施設を譲渡したい場合。 

A１０ 予約承認後に各学生団体が予約の変更や、取消を行うことはできません。学生課に取消の依頼を行ってくだ

さい。なお、取消依頼の即日対応はできません。ただし止む無く、他団体への譲渡において即日取消が必要

な場合は、キャンセルする側と受取る側 2 団体が学生課窓口受付時間（12:30~13:30 に除く）に来校のうえ、

用紙に記入し、その場で学生課の処理を受けてください。予約の二日前まで対応可能です。 

 

 

 


