就実大学・就実短期大学

新型コロナウイルス感染拡大防止のための活動制限指針（改訂版） レベル 2（2022年1月17日～2月10日適用）

本指針は、全ての大学構成員の生命と健康、安全を守ることを目的とし、本学の活動制限をレベルで表現し可視化することで、構成員の適切な意識と行動の変容を促すため、策定するものである。
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