
 

 
 

 
新型コロナウイルス感染症の影響により、大学の授業がオンラインで実施されるなど、
環境の変化によりストレスを感じている学生の皆さんに対し、学術研究都市内に臨時学
習室を開設します。ぜひご利用ください❢ 

 

■利用対象 
学術研究都市にある大学・大学院の学生 
◆北九州市立大学 ◆九州工業大学大学院 ◆早稲田大学大学院 ◆福岡大学大学院 

■場所 
情報技術高度化センター（３号館）  

共同研究棟１階 研究室  ※定員 １５名 

■期間・時間 
令和 2年 7月 20日（月）～10月 16日（金） 

（土、日、祝日 休館）  9:00～17:00 

■利用方法 

事前予約制 （利用の前日まで） 
●下記の URL（右側のＱＲコード）にアクセスし、予約フォーム 

に必要事項をご記入ください。 

自動返信メールの受信により、予約完了となります。 

URL：https://forms.gle/NqrrCjYYomFa973L9 

●原則４時間／日、３日／週までの利用 
●個人のモバイル PC 等と外部に音が漏れないようイヤホン等を持込み利用 

■利用のルール 

感染防止対策  

 

禁止事項 

●ソーシャルディスタンスの確保 

（人と人の距離をできるだけ２m、最低 1m） 

●常時マスクを着用 

●手指の消毒 

（アルコール消毒液を準備しています） 

●発熱、咳が長引く、強い倦怠感などの症状が 
ある場合の利用 

●学習以外の利用 
●授業における発言以外の私語 
●複数人で利用するなど、騒ぐ等の行為 
●学習室内での水分補給以外の飲食 

■利用当日の流れ 

●学習室入口にて、係員が受付をします。その際、検温を受けてください。 
●着席場所は、係員の指定する場所を利用してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

臨時学習室のご案内 

九州工業大学大学院 

Wi-Fi使えます📶 

【問合せ先】 
●（公財）北九州産業学術推進機構 

（学習室の利用に関すること） 
℡：093-695-3035 
住所：若松区ひびきの２番１号 

 
●北九州市 産業経済局 
産業イノベーション推進室 

（上記以外に関すること） 
℡：093-582-2905 
住所：小倉北区城内１番１号 

情報技術高度化センター 
共同研究棟 

【場所のご案内】 

北九州市立大学 

早稲田大学大学院 



 

 

 

 

 
Some of you might be under the stress from the differences from your previous routine, such as you 

need to have been taking online classes at home for a long period of time. 

Helping to ease up such stressful situation, Temporary Study Room will be set up from 20th of July. 

We hope this Temporary Study Room will help your learning environment. 
 

Eligible 

Person 

Students of University in ＫＳＲＰ 
◆The University of Kitakyushu  ◆Kyushu Institute of Technology 

◆Waseda University    ◆Fukuoka University 

Place 
IT Advancement Center 
１st floor laboratory   *Capacity 15 persons 

Period 
From 20th of July to 16th of October 
9:00-17:00 Monday to Friday（Except holidays） 

How to make 

a reservation 

Need prior reservation  
(at least one day in advance) 
●You can access from the QR code 

Receive auto-reply email to complete your reservation. 

URL：https://forms.gle/NqrrCjYYomFa973L9 
●Use up to 4 hours a day, 3 days a week 

●Bring in your own mobile devices. Also, please use earphones or other devices 

to listen 

Rules of use 

Preventing the spread of infection  

 

Prohibited matter 

●Maintain social distancing 

●Wear a mask 

●Use hand sanitizer 

（Alcohol disinfectant is available） 

●Use of this Study Room, when fever, sore 
throat, prolonged or strong cough. 

●Use other than learning 
●Talking other than remarks in class 
●Use of multiple people and Act of making noise 
●Eat or Drink other than hydration 

 
●At the entrance of Study Room take your temperature and follow the staff's instructions on how to 

be seated. 

 

Open of Temporary Study Room 
Wi-Fi can be used 📶 

Kyushu Institute of 
Technology 

Inquiries 
 
- Kitakyushu Foundation for the 
Advancement of Industry,Science 
and Technology 
℡: 093-695-3035 
 

- Kitakyushu City Industry and 
Economics Bureau, Industry 
Innovation Promotion Office  
℡: 093-582-2905 

IT Advancement Center 

The University of 
Kitakyushu 

Waseda University 


