
              令和 2 年 9 月 9 日 

東京大学教養学部学生支援課学生支援チーム,  

文化活動施設運営協議会 御中 

使用責任者 ■■■■ 

         代表者 ■■■■ 

活動再開に際する計画書 

 

 平素より劇工舎プリズムの活動において、多大なるご支援およびご指導を賜りまして誠に

ありがとうございます。7 月 17 日に東京大学本部学生支援課より発表された「課外活動再

開に向けての本学の方針について」を受けて、以下のように感染症対策の具体案を策定いた

しましたので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。 

 

[多目的ホールについて] 

1) 劇工舎プリズムの多目的ホール使用形態 

1-1. 団体概要 

・劇工舎プリズムは多目的ホールにおいて演劇公演を実施している団体です。ホー

ル備品・機材及び持ち込みの木造構造物などを持ち込み、舞台装置や照明・音響

環境を設営しております(参考画像 1,2)。 

1-2. 構成員 

・全体で 50 名。団体構成員の所属は東京大学・お茶の水女子大学・日本女子大学・

東京女子大学です。（※９月公演の参加者は「学内生」に限ります。） 

・舞台、照明、音響、制作などのセクションに分かれ活動しています。  

 

(参考画像 1, 2)  

 

2) 2020 年度 9 月公演での使用形態 

2-1. ホール使用期間 

・ 2020/9/15/9:00~2020/9/23/21:00。 

2-2. 使用目的 



・ 演劇公演（無観客）の実施。 

・ 公演に伴うホール備品・機材及び木造構造物等の持ち込み。舞台装置、照明・

音響環境の設営。 

 ※公演は無観客で実施し、公演を撮影して後日配信する。 

2-3. ホール使用者 

・ 参加者リストとして別途提出したものを参照。 

※ 参加者は学内生に限定している。 

2-4. 使用スケジュール 

 

3) ホール使用期間を通して行う感染症対策 

ホール使用時に、弊団体は『新型コロナウイルス感染拡大防止体制下におけるガイドラ

イン』に記載の感染症対策を前提として取り入れつつ、下記の感染症対策を実施いたし

ます。 

3-1. 「三密」対策 

        3-1-1. 密閉 



              ・熱中症や防犯上の危険が高まる場合を除いて感染リスクの高まる活動中

は必ず換気を行う。 

・楽屋のドアやトイレの窓は常時開放する。 

        3-1-2. 密集 

              ・『新型コロナウイルス感染拡大防止体制下におけるガイドライン』を参照

し、同時間に集まるのは最大 30 人とする。 

・ミーティング・打ち合わせ等は、オンラインツールの活用を構成員に要請

する。 

        3-1-3. 密接     

              ・原則として、ホール内では互いに十分な距離を保つ。 

3-2. 予防体制  

・ 入退館時、休憩前後での手指消毒を徹底する。 

・ 使用者の手指および館内の消毒の実施や必要物資の調達,管理は、制作セクシ

ョンに割り振るものとする。 

・ 館内におけるマスクの着用を徹底する。 

・ 飲食をする際は身体的距離を十分に確保し、会話は控える。 

・ その他、東京大学及び教養学部の制限・指針に従う。 

・ 泊まり込みでの作業などは行わない。 

3-3. 健康管理  

      ・有事の際に、健康管理者がホール総務部および学生支援課へ速やかに報告できるよ

うに、使用期間中の使用日ごとの参加者のリストを作成し、保管しておく。 また、

参加者の緊急連絡先に関しても同様に保管しておく。 

      ・ 使用までの 2 週間及び使用中は体調管理及び自宅での検温を行い、体調不良者に

関しては『新型コロナウイルス感染拡大防止体制下におけるガイドライン』に示

された通りの対応を取り活動に参加させない。また、同居者に体調不良者がいる

場合も参加させない。 

      ・使用期間中の体調・行動記録の保管を参加者ごとに義務付ける。 

 

4) ホール使用中の詳細な活動内容と、感染リスク及びその対策 

   『ホール使用スケジュール』に記載した活動の詳細です。3)を前提とし、それぞれの作

業時に以下の対策を実施いたします。 

   4-1. 叩き作業 

        4-1-1. 内容 

              ・ネイルハンマー,玄翁,卓上丸鋸,ジグソーなどの工具を用いて舞台構造物

を作成する(参考画像 3)。 

              ・最大同時参加人数は 7 人。 



        4-1-2. 感染リスク  

              ・工具や木材の受け渡し時の間接的接触。 

              ・作業時に密接になることによる接触。 

        4-1-3. 感染対策 

              ・工具は原則として共用せず、工具の個数上止むを得ない場合は、逐一消毒

を行う。 

              ・作業上やむを得ない場合を除いて互いに 2m 以上の距離を保ち、マスク着

用の上で作業を行う。 

           

          (参考画像 3(屋外写真)) 

4-2. 舞台仕込み作業 

     4-2-1. 内容 

        ・叩き作業で製作した構造物や、ホール備品の平台,箱馬,幕を用いて舞台装

置の組み立てを行う。完成予定図は、別途提出の『継続使用申請書』を

参照(参考画像 4)。 

               ・ホール備品のスピーカーを設置し、ケーブルを結線する。 

         また、調光室に音響操作用の機材を設置する。 

               ・最大同時参加人数は 30 名。 

               ・3 時間ごとに休憩をとる。この際、休憩は 5 人ずつに分けてとる。 

 4-2-2. 感染リスク 

       ・工具や木材の受け渡し時の間接的接触。 

               ・作業時に密接になることによる接触。 

 4-2-3. 感染対策 



       ・工具は原則として共用せず、工具の個数上止むを得ない場合は、逐一消

毒を行う。 

               ・作業上やむを得ない場合を除いて互いに 2m 以上の距離を保ち、マスク

着用の上で作業を行う。 

         

 
(参考画像 4) 

4-3. 照明仕込み作業 

     4-3-1. 内容 

        ・ホール備品及び持ち込みの燈台や LED を、多目的ホール 3F ギャラリ

ー,2F ギャラリー,1F に設置する。 

               ・最大同時参加人数は 20 名。 

               ・3 時間ごとに休憩をとる。この際、休憩は 5 人ずつに分けてとる。 

4-3-2. 感染リスク 

       ・工具や木材の受け渡し時の間接的接触。 

               ・作業時に密接になることによる接触。 

 4-3-3. 感染対策 

       ・工具は原則として共用せず、工具の個数上止むを得ない場合は、逐一消

毒を行う。 

               ・作業上やむを得ない場合を除いて互いに 2m 以上の距離を保ち、マスク

着用の上で作業を行う。 

4-4. 場稽古 

     4-4-1. 内容 

        ・設営した舞台上で、柔軟、発声練習、台本読み合わせ、演技練習を行う

(参考画像 5)。 



               ・最大同時参加人数は 4 人。 

               ・3 時間ごとに休憩をとる。 

    4-4-2. 感染リスク 

               ・発声による飛沫。 

        ・練習中の接触。 

        ・小道具の共用による間接的接触。 

     4-4-3. 感染対策 

        ・常にマスクを着用した上で行う。 

               ・柔軟,発声練習の際には、十分な距離を取る。 

        ・小道具の受け渡し時、練習前後での手指消毒の徹底。 

 

(参考画像 5) 

4-5. 明かり合わせ作業 

     4-5-1. 内容 

        ・4-3 で吊り込んだ照明の位置,角度,照射範囲,カラーフィルターの微調整

を行う。 

               ・最大同時参加人数は 10 名。 

               ・3 時間ごとに休憩をとる。 

 4-5-2. 感染リスク 

       ・工具や木材の受け渡し時の間接的接触。 

               ・作業時に密接になることによる接触。 

 4-5-3. 感染対策 

       ・工具は原則として共用せず、工具の個数上止むを得ない場合は、逐一消

毒を行う。 



               ・作業上やむを得ない場合を除いて互いに 2m 以上の距離を保ち、マスク

着用の上で作業を行う。 

 

4-6. きっかけ合わせ作業 

     4-6-1. 内容 

        ・照明,音響,映像,撮影カメラを切り替えるタイミングを、実際の演技と共

に調整する。 

               ・最大同時参加人数は 20 名。 

               ・3 時間ごとに休憩をとる。 

4-6-2. 感染リスク 

       ・工具や木材の受け渡し時の間接的接触。 

               ・作業時に密接になることによる接触。 

               ・発声による飛沫。 

               ・練習中の接触。 

               ・小道具の共有による間接的接触。 

 4-6-3. 感染対策 

       ・工具は原則として共用せず、工具の個数上止むを得ない場合は、逐一消

毒を行う。 

               ・作業上やむを得ない場合を除いて互いに 2m 以上の距離を保ち、マスク

着用の上で作業を行う。 

・常にマスクを着用した上で行う。 

            ・柔軟,発声練習の際には、十分な距離を取る。 

        ・小道具の受け渡し時、練習前後での手指消毒の徹底。 

4-7. 撮影  

     4-7-1. 内容 

        ・照明,音響,映像効果込を用いて劇を通しで行い、それを撮影する。 

               ・最大同時参加人数は 20 名。 

        ・劇は通しで約 60 分。 

               ・通しごとに休憩をとる。 

4-7-2. 感染リスク 

 ・工具や木材の受け渡し時の間接的接触。 

        ・作業時に密接になることによる接触。 

・発声による飛沫。 

 ・練習中の接触。 

 ・小道具の共用による間接的接触。 

4-7-3. 感染対策 



 ・工具は原則として共用せず、工具の個数上止むを得ない場合は、逐一消 

毒を行う。 

 ・作業上やむを得ない場合を除いて互いに 2m 以上の距離を保ち、マス

ク着用の上で作業を行う。 

・常にマスクを着用した上で行う。 

       ・柔軟,発声練習の際には、十分な距離を取る。 

       ・小道具の受け渡し時、練習前後での手指消毒の徹底。 

・舞台上での演技時はマスクを外すため、役者同士ができる限り距離を保 

てるように演出計画を練る。 

               ・一度の撮影前後で、役者意外でホールにいた者も手指の消毒を徹底する。 

4-8. バラし・撤収作業 

     4-8-1. 内容 

        ・4-2,4-3 において設営した舞台装置や照明,音響,映像機材をホールから撤

去する。 

        ・撤去した舞台構造物は槌音広場に移動し、後日解体及び廃棄する。 

        ・ホール内,調光室,廊下,楽屋,トイレを箒や雑巾で清掃・消毒する。 

               ・最大同時参加人数は 30 名。 

               ・3 時間ごとに休憩をとる。 

     4-8-2. 感染リスク  

              ・工具や木材の受け渡し時の間接的接触。 

              ・作業時に密接になることによる接触。 

         4-8-3. 感染対策 

              ・工具は原則として共用せず、工具の個数上止むを得ない場合は、逐一消毒

を行う。 

              ・作業上やむを得ない場合を除いて互いに 2m 以上の距離を保ち、マスク着

用の上で作業を行う。 

 

[槌音広場使用について] 

1) 劇工舎プリズムの槌音広場使用形態 

   1-1. 団体概要 

        ・ [多目的ホールについて]1-1 の通り。同項目 4-1 の叩き作業を槌音広場におい

ても行います。 

   1-2. 構成員 

    ・[多目的ホールについて]1-2 の通り。 

2) 2020 年 9 月における槌音広場使用形態 



2-1. 使用期間 

     ・2020/9/7~2020/9/25 

2-2. 利用目的 

     ・2020/9/15~2020/9/23 のホール利用の際に用いる舞台装置の製作。 

2-2. 構成員 

      ・別途提出の『参加者リスト』において、『備考』欄に槌音広場使用の旨を記載した

者。 

2-3. 使用時間帯 

     ・9:00~21:00 

2-4. 備考 

   ・使用時間帯は日によって異なるが、2-2 の範囲で活動する。 

3) 活動内容の詳細とその対策 

当該施設使用時には、『新型コロナウイルス感染拡大防止体制下における槌音広場利用

のガイドライン』及び、東京大学及び教養学部の示す指針や制限に従いつつ、以下の感

染症対策を行います。 

 

3-1. 活動内容 

        ・ネイルハンマー,玄翁,卓上丸鋸,ジグソーなどの工具を用いて舞台構造物を作成 

する(参考画像 3)。 

        ・最大同時参加人数は 7 人。 

   3-2. 感染リスク  

        ・工具や木材の受け渡し時の間接的接触。 

        ・作業時に密接になることによる接触。 

   3-3. 感染対策 

        ・工具は原則として共用せず、工具の個数上止むを得ない場合は、逐一消毒を行う。 

        ・作業上やむを得ない場合を除いて互いに 2m 以上の距離を保ち、マスク着用の上 

で作業を行う。 

※ 熱中症の危険がある場合は十分な距離を取った上でマスクを外して作業する。 

3-3. 健康管理  

       ・有事の際に、健康管理者が学生支援課へ速やかに報告できるように、使用期間中

の使用日ごとの参加者のリストを作成し、保管しておく。 また、参加者の緊急連

絡先に関しても同様に保管しておく。 

       ・使用中は体調管理及び自宅での検温を行い、体調不良者に関しては活動に参加さ

せない。また、同居者に体調不良者がいる場合も参加させない。 

       ・使用期間中の体調・行動記録の保管を参加者ごとに義務付ける。 

 



<参考資料>  『課外活動再開に向けての本学の方針について』  東京大学本部学生支援課 

https▶://www.u-tokyo.ac.jp/content/400142655.pdf 

  


