学生支援課れ等，形態や原因も様々です。まずは各自で防犯
・学生支援課
ATTENTION
帰宅時や離席する際の戸締りや貴重品
ATTENTION
主計課 事務局１号館１階 場地階の更衣室に，それぞれ設置されたロッ

ことが大切です。また，教員からの指示
・大岡山 （例えば，部・サークル活動時にはサークル棟，体
を徹底し，防犯意識を高めましょう。
事務局１号館１階
●防犯対策
担当部署
学生支援課
ことが大切です。
また，教員からの指示があれ
●防犯対策
担当部署 主計課
帰宅時や離席する際の戸締りや貴重品
Taki Plaza
地下１階
場地階の更衣室に，それぞれ設置されたロッカーを
もし学内で被害に遭った場合は，守
ATTENTION
学生支援課
学内において盗難等の事件が発生する場合があります。これらは
・主計課
・大岡山
帰宅時や離席する際の戸締りや貴重品の管理
学内において盗難等の事件が発生する場合があります。これ
・主計課 事務局１号館１階
を徹底し，防犯意識を高めましょう。
・すずかけ台
ことが大切です。
また，教員からの指示があればそれ
届を提出しましょう。
（被害届を提出し
・大岡山
ラスを割り部屋に侵入する悪質なものや，個人の不注意による鍵の
・守衛所
Taki Plaza 地下１階を徹底し，防犯意識を高めましょう。
ラスを割り部屋に侵入する悪質なものや，個人の不注意による
●防犯対策
担当部署
・守衛所
もし学内で被害に遭った場合は，守
学生支援課
ATTENTION
Ｊ１棟１階帰宅時や離席する際の戸締りや貴重品の管理
（金庫
盗難品が持ち主に戻らないことがあり
Taki ・すずかけ台
Plaza 地下１階
れ等，形態や原因も様々です。まずは各自で防犯対策を徹底して下
ATTENTION
・学生支援課
もし学内で被害に遭った場合は，守衛所に
学内において盗難等の事件が発生する場合があります。
れ等，形態や原因も様々です。まずは各自で防犯対策を徹底
・主計課
・学生支援課
届を提出しましょう。
（被害届を提出し
・大岡山
を徹底し，防犯意識を高めましょう。
●喫煙の禁止事項
＜守衛所＞ 学内で挙動不審な者を
●防犯対策
担当部署
■禁止
・すずかけ台
Ｊ１棟１階
届を提出しましょう。
（被害届を提出しなけれ
ラスを割り部屋に侵入する悪質なものや，個人の不注意に
（例えば，部・サークル活動時にはサークル棟，体育授業時に
・守衛所Taki（例えば，部・サークル活動時にはサークル棟，体育授業時には屋
盗難品が持ち主に戻らないことがあり
Plaza 地下１階
●防犯対策
担当部署
もし学内で被害に遭った場合は，守衛所に連絡し
キャンパス内は指定喫煙所以外禁煙となっています！
大岡山：
03-5734-3119
学内において盗難等の事件が発生する場合があります。これらは，窓ガ
主計課
・主計課
Ｊ１棟１階
主計課
場地階の更衣室に，それぞれ設置されたロッカーを利用して必ず施
盗難品が持ち主に戻らないことがあります。
れ等，形態や原因も様々です。まずは各自で防犯対策を徹
・学生支援課
＜守衛所＞
学内で挙動不審な者を
・すずかけ台 場地階の更衣室に，それぞれ設置されたロッカーを利用して必
学内において盗難等の事件が発生する場合があります。これらは，窓ガ
・主計課
届を提出しましょう。
（被害届を提出しなければ容疑
構成員（学生・教職員等）の健康の保持増進及び快適な修学・職場環境
担当部署
すずかけ：045-924-5119
ラスを割り部屋に侵入する悪質なものや，個人の不注意による鍵の締め忘
事務局１号館１階
・守衛所
事務局１号館１階 ことが大切です。
また，教員からの指示があればそれに必ず従って下
＜守衛所＞
学内で挙動不審な者を見かけ
（例えば，部・サークル活動時にはサークル棟，体育授業
また，
教員からの指示があればそれに必ず従っ
大岡山：
03-5734-3119
Ｊ１棟１階 ことが大切です。
ラスを割り部屋に侵入する悪質なものや，個人の不注意による鍵の締め忘
・守衛所
盗難品が持ち主に戻らないことがあります。
の形成の促進を図るため，喫煙については，以下の基本的方針を定めてい
・総合安全管理
○ 各自で出来る取り組み ）
ATTENTION
れ等，形態や原因も様々です。まずは各自で防犯対策を徹底して下さい。
学生支援課
・学生支援課
主計課
学生支援課
帰宅時や離席する際の戸締りや貴重品の管理
（金庫やロッカーによる
大岡山：
03-5734-3119
場地階の更衣室に，それぞれ設置されたロッカーを利用し
帰宅時や離席する際の戸締りや貴重品の管理
（金庫やロッカー
すずかけ：045-924-5119
れ等，形態や原因も様々です。まずは各自で防犯対策を徹底して下さい。
＜守衛所＞１．研究室，部室等の居室内には，現
学内で挙動不審な者を見かけた場合
ます。
部門・学生支援課 （例えば，部・サークル活動時にはサークル棟，体育授業時には屋内運動
・大岡山
ATTENTION
事務局１号館１階
・大岡山
を徹底し，防犯意識を高めましょう。
●防犯対策
担当部署
ことが大切です。また，
教員からの指示があればそれに必ず
を徹底し，防犯意識を高めましょう。
各自で出来る取り組み
○すずかけ：045-924-5119
（例えば，部・サークル活動時にはサークル棟，体育授業時には屋内運動
大岡山：
03-5734-3119
主計課
１．建物内禁煙。
２．帰宅時，離席時の戸締りや貴重品
ATTENTION
ATTENTION
場地階の更衣室に，それぞれ設置されたロッカーを利用して必ず施錠する
Taki
Plaza
地下１階
学生支援課
Taki
Plaza
地下１階
もし学内で被害に遭った場合は，守衛所に連絡し，最寄りの警察
学内において盗難等の事件が発生する場合があります。これらは，窓ガ
各自で出来る取り組み
○
・主計課
帰宅時や離席する際の戸締りや貴重品の管理
（金庫やロッカ
主計課
もし学内で被害に遭った場合は，守衛所に連絡し，最寄りの
１．研究室，部室等の居室内には，現
●防犯対策
担当部署
場地階の更衣室に，それぞれ設置されたロッカーを利用して必ず施錠する
すずかけ：045-924-5119
事務局１号館１階
２．指定喫煙所以外禁煙。
（貴重品をロッカー，場合によって
ことが大切です。
また，
教員からの指示があればそれに必ず従って下さい。
）
・すずかけ台
・大岡山
・すずかけ台
届を提出しましょう。
（被害届を提出しなければ容疑者が捕まった場
ラスを割り部屋に侵入する悪質なものや，個人の不注意による鍵の締め忘
１．研究室，部室等の居室内には，現金・貴
・守衛所
●防犯対策
担当部署
●防犯対策
担当部署
を徹底し，防犯意識を高めましょう。
事務局１号館１階
届を提出しましょう。
（被害届を提出しなければ容疑者が捕まっ
２．帰宅時，離席時の戸締りや貴重品
学内において盗難等の事件が発生する場合があります。これらは，窓
・主計課
ことが大切です。
また，
教員からの指示があればそれに必ず従って下さい。
）
ATTENTION
○ 各自で出来る取り組み
学生支援課
３．歩行喫煙禁止。
３．サークル，部室等の合鍵の管理の
帰宅時や離席する際の戸締りや貴重品の管理
（金庫やロッカーによる施錠）
Ｊ１棟１階
ATTENTION
Taki
Plaza
地下１階
Ｊ１棟１階
盗難品が持ち主に戻らないことがあります。
）
れ等，形態や原因も様々です。まずは各自で防犯対策を徹底して下さい。
学内において盗難等の事件が発生する場合があります。これらは，窓ガ
学内において盗難等の事件が発生する場合があります。これら
２．帰宅時，離席時の戸締りや貴重品の管理
・学生支援課
・主計課
・主計課
もし学内で被害に遭った場合は，守衛所に連絡し，最寄
学生支援課
盗難品が持ち主に戻らないことがあります。
）
（貴重品をロッカー，場合によって
ラスを割り部屋に侵入する悪質なものや，個人の不注意による鍵の締め
・守衛所
帰宅時や離席する際の戸締りや貴重品の管理
（金庫やロッカーによる施錠）
ATTENTION
１．研究室，部室等の居室内には，現金・貴重品を
・大岡山
４．禁煙指導等の支援。
４．脚立，ポリバケツ等，泥棒が侵入
を徹底し，防犯意識を高めましょう。
●防犯対策 学内で挙動不審な者を見かけた場合も御連絡下さい。
担当部署
・すずかけ台
＜守衛所＞
（例えば，部・サークル活動時にはサークル棟，体育授業時には屋内運動
ラスを割り部屋に侵入する悪質なものや，個人の不注意による鍵の締め忘
ラスを割り部屋に侵入する悪質なものや，個人の不注意による鍵
（貴重品をロッカー，場合によっては金庫
・守衛所
届を提出しましょう。
（被害届を提出しなければ容疑者が捕
・大岡山 ・守衛所
＜守衛所＞
学内で挙動不審な者を見かけた場合も御連絡下
●防犯対策
３．サークル，部室等の合鍵の管理の
担当部署
れ等，形態や原因も様々です。まずは各自で防犯対策を徹底して下さい
を徹底し，防犯意識を高めましょう。
ATTENTION
２．帰宅時，離席時の戸締りや貴重品の管理の徹底
Taki Plaza 地下１階 ・学生支援課
※令和元年度から令和２年度にかけて喫煙所の見直しを行っています。
い
学内において盗難等の事件が発生する場合があります。これら
もし学内で被害に遭った場合は，守衛所に連絡し，最寄りの警察へ被害
・主計課
主計課
●防犯対策
担当部署
Ｊ１棟１階
大岡山：
03-5734-3119
場地階の更衣室に，それぞれ設置されたロッカーを利用して必ず施錠する
れ等，形態や原因も様々です。まずは各自で防犯対策を徹底して下さい。
れ等，形態や原因も様々です。まずは各自で防犯対策を徹底し
３．サークル，部室等の合鍵の管理の徹底
・学生支援課
・学生支援課
盗難品が持ち主に戻らないことがあります。
）
Taki Plaza
地下１階 学内において盗難等の事件が発生する場合があります。これらは，窓ガ
大岡山：
03-5734-3119
４．脚立，ポリバケツ等，泥棒が侵入
・主計課
（例えば，部・サークル活動時にはサークル棟，体育授業時には屋内運
もし学内で被害に遭った場合は，守衛所に連絡し，最寄りの警察へ被害
（貴重品をロッカー，場合によっては金庫に必ず
・すずかけ台
下記の喫煙場所は令和２年１１月時点の情報となりますので，最新の喫煙
５．見かけない人には声をかけるなど
ラスを割り部屋に侵入する悪質なものや，個人の不注意による鍵
届を提出しましょう。
（被害届を提出しなければ容疑者が捕まった場合でも
・守衛所
事務局１号館１階
学内において盗難等の事件が発生する場合があります
●防犯対策
担当部署
・主計課
すずかけ：045-924-5119
ことが大切です。
また，
教員からの指示があればそれに必ず従って下さい。
）
（例えば，部・サークル活動時にはサークル棟，体育授業時には屋内運動
（例えば，部・サークル活動時にはサークル棟，体育授業時には
４．脚立，ポリバケツ等，泥棒が侵入するた
主計課
＜守衛所＞
学内で挙動不審な者を見かけた場合も御連絡
・すずかけ台
すずかけ：045-924-5119
ラスを割り部屋に侵入する悪質なものや，個人の不注意による鍵の締め忘
い
・守衛所
場地階の更衣室に，それぞれ設置されたロッカーを利用して必ず施錠す
届を提出しましょう。
（被害届を提出しなければ容疑者が捕まった場合でも
３．サークル，部室等の合鍵の管理の徹底
Ｊ１棟１階
【喫煙について】
所の情報はＨＰを確認して下さい。
れ等，形態や原因も様々です。まずは各自で防犯対策を徹底し
盗難品が持ち主に戻らないことがあります。
）
・学生支援課
学生支援課
主計課
学内において盗難等の事件が発生する場合があります。これらは，窓ガ
ラスを割り部屋に侵入する悪質なものや，個人の不注意
主計課
・主計課
・守衛所
各自で出来る取り組み
○ 場地階の更衣室に，それぞれ設置されたロッカーを利用して必ず
帰宅時や離席する際の戸締りや貴重品の管理
（金庫やロッカーによる施錠）
場地階の更衣室に，それぞれ設置されたロッカーを利用して必ず施錠する
い
事務局１号館１階
大岡山：
03-5734-3119
Ｊ１棟１階
○ 各自で出来る取り組み
れ等，形態や原因も様々です。まずは各自で防犯対策を徹底して下さい。
５．見かけない人には声をかけるなど
・学生支援課
ことが大切です。
また，
教員からの指示があればそれに必ず従って下さい
盗難品が持ち主に戻らないことがあります。
）
４．脚立，ポリバケツ等，泥棒が侵入するための足
●物品の持ち出し(情報セキュリティ
（例えば，部・サークル活動時にはサークル棟，体育授業時には
＜守衛所＞
学内で挙動不審な者を見かけた場合も御連絡下さい。
・大岡山
事務局１号館１階
ラスを割り部屋に侵入する悪質なものや，個人の不注意による鍵の締め忘
れ等，形態や原因も様々です。まずは各自で防犯対策を
事務局１号館１階
・守衛所
担当部署
・学生支援課
１．研究室，部室等の居室内には，現金・貴重品を置かない
を徹底し，防犯意識を高めましょう。
ことが大切です。
また，教員からの指示があればそれに必ず従って下さい。
）
ことが大切です。
また，
教員からの指示があればそれに必ず従って
５．見かけない人には声をかけるなど常日頃
学生支援課
すずかけ：045-924-5119
１．研究室，部室等の居室内には，現金・貴重品を置かない
（例えば，部・サークル活動時にはサークル棟，体育授業時には屋内運動
帰宅時や離席する際の戸締りや貴重品の管理
（金庫やロッカーによる施錠
大学で管理する物品を学外活動，研
主計課＜守衛所＞ 学内で挙動不審な者を見かけた場合も御連絡下さい。
い
場地階の更衣室に，それぞれ設置されたロッカーを利用して必ず
大岡山：
03-5734-3119
Taki
Plaza 地下１階
学生支援課
れ等，形態や原因も様々です。まずは各自で防犯対策を徹底して下さい。
（例えば，部・サークル活動時にはサークル棟，体育授
学生支援課
・学生支援課
・主計課
２．帰宅時，離席時の戸締りや貴重品の管理の徹底
主計課
もし学内で被害に遭った場合は，守衛所に連絡し，最寄りの警察へ被害
帰宅時や離席する際の戸締りや貴重品の管理
（金庫やロッカーによる施錠）
帰宅時や離席する際の戸締りや貴重品の管理
（金庫やロッカーに
・大岡山
○ 各自で出来る取り組み
２．帰宅時，離席時の戸締りや貴重品の管理の徹底
●物品の持ち出し(情報セキュリティも
場地階の更衣室に，それぞれ設置されたロッカーを利用して必ず施錠する
を徹底し，防犯意識を高めましょう。
大岡山：
03-5734-3119
出す場合には，手続きが必要となりま
担当部署 ５．見かけない人には声をかけるなど常日頃から防
事務局１号館１階
主計課
ことが大切です。
また，
教員からの指示があればそれに必ず従って
すずかけ：045-924-5119
・すずかけ台
・大岡山
（例えば，部・サークル活動時にはサークル棟，体育授業時には屋内運動
場地階の更衣室に，それぞれ設置されたロッカーを利用
・大岡山
・会計課
（貴重品をロッカー，場合によっては金庫に必ず入れ，施錠するこ
事務局１号館１階
●物品の持ち出し(情報セキュリティも含め
届を提出しましょう。
（被害届を提出しなければ容疑者が捕まった場合でも
を徹底し，防犯意識を高めましょう。
を徹底し，防犯意識を高めましょう。
Taki ことが大切です。
Plaza 地下１階
大学で管理する物品を学外活動，研
１．研究室，部室等の居室内には，現金・貴重品を置かない
（貴重品をロッカー，場合によっては金庫に必ず入れ，施錠
また，
教員からの指示があればそれに必ず従って下さい。
）
もし学内で被害に遭った場合は，守衛所に連絡し，最寄りの警察へ被
担当部署
名(通常は，教員等)で，財産管理担当
・主計課
学生支援課 すずかけ：045-924-5119
主計課
事務局１号館１階
帰宅時や離席する際の戸締りや貴重品の管理
（金庫やロッカーに
各自で出来る取り組み
○ 地下１階
Ｊ１棟１階
Taki Plaza
場地階の更衣室に，それぞれ設置されたロッカーを利用して必ず施錠する
ことが大切です。
また，
教員からの指示があればそれに必
Taki Plaza
地下１階
大学で管理する物品を学外活動，研究発表
３．サークル，部室等の合鍵の管理の徹底
学生支援課
盗難品が持ち主に戻らないことがあります。
）
もし学内で被害に遭った場合は，守衛所に連絡し，最寄りの警察へ被害
もし学内で被害に遭った場合は，守衛所に連絡し，最寄りの警
・すずかけ台
出す場合には，手続きが必要となりま
２．帰宅時，離席時の戸締りや貴重品の管理の徹底
３．サークル，部室等の合鍵の管理の徹底
帰宅時や離席する際の戸締りや貴重品の管理
（金庫やロッカーによる施錠）
届を提出しましょう。
・主計課
○ 各自で出来る取り組み
●物品の持ち出し(情報セキュリティも含めて)
さい。尚，昨今個人情報等の管理の徹底
・会計課 （被害届を提出しなければ容疑者が捕まった場合で
・大岡山
事務局１号館１階
学生支援課
を徹底し，防犯意識を高めましょう。
１．研究室，部室等の居室内には，現金・貴重品を置かない
担当部署
・すずかけ台
ことが大切です。
また，
教員からの指示があればそれに必ず従って下さい。
）
帰宅時や離席する際の戸締りや貴重品の管理
（金庫やロッ
・すずかけ台
出す場合には，手続きが必要となりますので
喫煙所
４．脚立，ポリバケツ等，泥棒が侵入するための足場を建物周りに置
・大岡山
＜守衛所＞
学内で挙動不審な者を見かけた場合も御連絡下さい。
届を提出しましょう。
（被害届を提出しなければ容疑者が捕まった場合でも
届を提出しましょう。
（被害届を提出しなければ容疑者が捕まった
Ｊ１棟１階
名(通常は，教員等)で，財産管理担当
（貴重品をロッカー，場合によっては金庫に必ず入れ，施
４．脚立，ポリバケツ等，泥棒が侵入するための足場を建物周
を徹底し，防犯意識を高めましょう。
盗難品が持ち主に戻らないことがあります。
）
・会計課
１．研究室，部室等の居室内には，現金・貴重品を置かない
大学で管理する物品を学外活動，研究発表等の学
SMOKING
個人情報等の入った
USB
メモリ，ノ
Taki Plaza
地下１階
学生支援課
・大岡山
・主計課
Ｊ１棟１階２．帰宅時，離席時の戸締りや貴重品の管理の徹底
（金庫やロッカーによる施錠）
を徹底し，防犯意識を高めましょう。
Ｊ１棟１階 帰宅時や離席する際の戸締りや貴重品の管理
名(通常は，教員等)で，財産管理担当グルー
いもし学内で被害に遭った場合は，守衛所に連絡し，最寄りの警
Taki Plaza 地下１階
大岡山：
03-5734-3119
盗難品が持ち主に戻らないことがあります。
）
盗難品が持ち主に戻らないことがあります。
）
さい。尚，
昨今個人情報等の管理の徹底
３．サークル，部室等の合鍵の管理の徹底
い
もし学内で被害に遭った場合は，守衛所に連絡し，最寄りの警察へ被害
＜守衛所＞
学内で挙動不審な者を見かけた場合も御連絡下さい。
２．帰宅時，離席時の戸締りや貴重品の管理の徹底
出す場合には，手続きが必要となりますので，物品
厳正な管理をお願いします。
・すずかけ台
・大岡山
Taki
Plaza
地下１階
届を提出しましょう。
（被害届を提出しなければ容疑者が捕まった
（貴重品をロッカー，場合によっては金庫に必ず入れ，施錠すること。
）
・会計課
を徹底し，防犯意識を高めましょう。
もし学内で被害に遭った場合は，守衛所に連絡し，最
さい。
尚，
昨今個人情報等の管理の徹底につい
５．見かけない人には声をかけるなど常日頃から防犯意識を持ちまし
・すずかけ台
すずかけ：045-924-5119
＜守衛所＞
学内で挙動不審な者を見かけた場合も御連絡下さい。
＜守衛所＞
学内で挙動不審な者を見かけた場合も御連絡下さ
個人情報等の入った USB メモリ，ノー
４．脚立，ポリバケツ等，泥棒が侵入するための足場を建物
５．見かけない人には声をかけるなど常日頃から防犯意識を持
届を提出しましょう。
（被害届を提出しなければ容疑者が捕まった場合でも
大岡山：
03-5734-3119
（貴重品をロッカー，場合によっては金庫に必ず入れ，施錠すること。
）
名(通常は，教員等)で，財産管理担当グループ宛に
【手続先】
Ｊ１棟１階
Taki Plaza
地下１階
・すずかけ台
盗難品が持ち主に戻らないことがあります。
） メモリ，ノートパ
３．サークル，部室等の合鍵の管理の徹底
届を提出しましょう。
（被害届を提出しなければ容疑者が
個人情報等の入った
USB
Ｊ１棟１階
各自で出来る取り組み
○ もし学内で被害に遭った場合は，守衛所に連絡し，最寄りの警察へ被害
大岡山：
03-5734-3119
大岡山：
03-5734-3119
厳正な管理をお願いします。
い
盗難品が持ち主に戻らないことがあります。
）
すずかけ：045-924-5119
３．サークル，部室等の合鍵の管理の徹底
さい。尚，昨今個人情報等の管理の徹底についても求
大岡山：主計課財産管理グループ 0
・すずかけ台
Ｊ１棟１階
＜守衛所＞
学内で挙動不審な者を見かけた場合も御連絡下さ
４．脚立，ポリバケツ等，泥棒が侵入するための足場を建物周りに置かな
届を提出しましょう。
（被害届を提出しなければ容疑者が捕まった場合でも
盗難品が持ち主に戻らないことがあります。
）
厳正な管理をお願いします。
●物品の持ち出し(情報セキュリティも含めて)
１．研究室，部室等の居室内には，現金・貴重品を置かない
すずかけ：045-924-5119
【手続先】
●物品の持ち出し(情報セキュリティも含めて)
５．見かけない人には声をかけるなど常日頃から防犯意識を
＜守衛所＞
学内で挙動不審な者を見かけた場合も御連絡下さい。
担当部署
各自で出来る取り組み
○ すずかけ：045-924-5119
４．脚立，ポリバケツ等，泥棒が侵入するための足場を建物周りに置かな
個人情報等の入った
USB メモリ，ノートパソコン
担当部署
主計課
すずかけ台：会計課経理グループ
0
Ｊ１棟１階
大岡山：
03-5734-3119
い
大学で管理する物品を学外活動，研究発表等の学会参加等で学外
盗難品が持ち主に戻らないことがあります。
）
＜守衛所＞
学内で挙動不審な者を見かけた場合も御連
【手続先】
大学で管理する物品を学外活動，研究発表等の学会参加等で
２．帰宅時，離席時の戸締りや貴重品の管理の徹底
各自で出来る取り組み
○ １．研究室，部室等の居室内には，現金・貴重品を置かない
○ 各自で出来る取り組み
大岡山：主計課財産管理グループ
03
大岡山：
03-5734-3119
・主計課
い
厳正な管理をお願いします。
・主計課
事務局１号館１階
●ハラスメント・ゼロの大学へ
すずかけ：045-924-5119
５．見かけない人には声をかけるなど常日頃から防犯意識を持ちましょう
出す場合には，手続きが必要となりますので，物品を管理する使用
＜守衛所＞
学内で挙動不審な者を見かけた場合も御連絡下さい。
大岡山：
03-5734-3119
大岡山：主計課財産管理グループ
03-5734
出す場合には，手続きが必要となりますので，物品を管理する
（貴重品をロッカー，場合によっては金庫に必ず入れ，施錠すること。
）04
１．研究室，部室等の居室内には，現金・貴重品を置かない
主計課
１．研究室，部室等の居室内には，現金・貴重品を置かない
●物品の持ち出し(情報セキュリティも含めて)
すずかけ：045-924-5119
・会計課
５．見かけない人には声をかけるなど常日頃から防犯意識を持ちましょう
【手続先】 すずかけ台：会計課経理グループ
担当部署２．帰宅時，離席時の戸締りや貴重品の管理の徹底
・会計課
会計課
仲間たちと切磋琢磨しつつ有意義な
各自で出来る取り組み
○
名(通常は，教員等)で，財産管理担当グループ宛に申請手続きを行
大岡山：
03-5734-3119
すずかけ：045-924-5119
主計課
すずかけ台：会計課経理グループ
045-924
大学で管理する物品を学外活動，研究発表等の学会参加
名(通常は，教員等)で，財産管理担当グループ宛に申請手続き
３．サークル，部室等の合鍵の管理の徹底
２．帰宅時，離席時の戸締りや貴重品の管理の徹底
事務局１号館１階
２．帰宅時，離席時の戸締りや貴重品の管理の徹底
●ハラスメント・ゼロの大学へ
○ 各自で出来る取り組み
大岡山：主計課財産管理グループ
03-5734-2306
・主計課 （貴重品をロッカー，場合によっては金庫に必ず入れ，施錠すること
Ｊ２棟４階
員の間，または，学生相互の間にもミ
●物品の持ち出し(情報セキュリティも含めて)
１．研究室，部室等の居室内には，現金・貴重品を置かない
さい。
尚，
昨今個人情報等の管理の徹底についても求められています
すずかけ：045-924-5119
各自で出来る取り組み
○
事務局１号館１階
●ハラスメント・ゼロの大学へ
担当部署
出す場合には，手続きが必要となりますので，物品を管理
さい。
尚，
昨今個人情報等の管理の徹底についても求められてい
４．脚立，ポリバケツ等，泥棒が侵入するための足場を建物周りに置かな
（貴重品をロッカー，場合によっては金庫に必ず入れ，施錠すること。
）
会計課
（貴重品をロッカー，場合によっては金庫に必ず入れ，施錠す
仲間たちと切磋琢磨しつつ有意義な
１．研究室，部室等の居室内には，現金・貴重品を置かない
３．サークル，部室等の合鍵の管理の徹底
●物品の持ち出し(情報セキュリティも含めて)
主計課
すずかけ台：会計課経理グループ
045-924-5914
・会計課
あります。不快に思った場合，困った
大学で管理する物品を学外活動，研究発表等の学会参加等で学外に持ち
担当部署
２．帰宅時，離席時の戸締りや貴重品の管理の徹底
個人情報等の入った
USB
メモリ，ノートパソコン等の取扱いについ
各自で出来る取り組み
○
１．研究室，部室等の居室内には，現金・貴重品を置かな
会計課
仲間たちと切磋琢磨しつつ有意義な学生生
・主計課
名(通常は，教員等)で，財産管理担当グループ宛に申請手
個人情報等の入った
USB
メモリ，ノートパソコン等の取扱い
い
３．サークル，部室等の合鍵の管理の徹底
Ｊ２棟４階
３．サークル，部室等の合鍵の管理の徹底
員の間，または，学生相互の間にもミ
大学で管理する物品を学外活動，研究発表等の学会参加等で学外に持ち
２．帰宅時，離席時の戸締りや貴重品の管理の徹底
４．脚立，ポリバケツ等，泥棒が侵入するための足場を建物周りに置か
事務局１号館１階
●ハラスメント・ゼロの大学へ
ょう。
【すずかけ台キャンパス】
出す場合には，手続きが必要となりますので，物品を管理する使用責任者
・主計課
（貴重品をロッカー，場合によっては金庫に必ず入れ，施錠す
厳正な管理をお願いします。
１．研究室，部室等の居室内には，現金・貴重品を置かない
２．帰宅時，離席時の戸締りや貴重品の管理の徹底
Ｊ２棟４階
員の間，または，学生相互の間にもミスマッ
・会計課
さい。尚，昨今個人情報等の管理の徹底についても求められ
厳正な管理をお願いします。
５．見かけない人には声をかけるなど常日頃から防犯意識を持ちましょう
４．脚立，ポリバケツ等，泥棒が侵入するための足場を建物周りに置かな
４．脚立，ポリバケツ等，泥棒が侵入するための足場を建物周り
あります。不快に思った場合，困った
出す場合には，手続きが必要となりますので，物品を管理する使用責任者
（貴重品をロッカー，場合によっては金庫に必ず入れ，施錠すること。
）
会計課い
仲間たちと切磋琢磨しつつ有意義な学生生活を送
なお，キャンパスで生じやすいハラス
名(通常は，教員等)で，財産管理担当グループ宛に申請手続きを行って下
・会計課
３．サークル，部室等の合鍵の管理の徹底
【手続先】
２．帰宅時，離席時の戸締りや貴重品の管理の徹底
（貴重品をロッカー，場合によっては金庫に必ず入れ，
あります。不快に思った場合，困った場合は
個人情報等の入った
USB
メモリ，ノートパソコン等の取扱
【手続先】
い
い
ょう。
名(通常は，教員等)で，財産管理担当グループ宛に申請手続きを行って下
３．サークル，部室等の合鍵の管理の徹底
５．見かけない人には声をかけるなど常日頃から防犯意識を持ちましょ
Ｊ２棟４階
員の間，または，学生相互の間にもミスマッチやト
さい。尚，昨今個人情報等の管理の徹底についても求められていますので，
４．脚立，ポリバケツ等，泥棒が侵入するための足場を建物周り
大岡山：主計課財産管理グループ
03-5734-2306
（貴重品をロッカー，場合によっては金庫に必ず入れ，施錠すること。
）
３．サークル，部室等の合鍵の管理の徹底
ょう。
●物品の持ち出し(情報セキュリティも含めて)
厳正な管理をお願いします。
大岡山：主計課財産管理グループ
03-5734-230681
５．見かけない人には声をかけるなど常日頃から防犯意識を持ちましょう
５．見かけない人には声をかけるなど常日頃から防犯意識を持ち
なお，キャンパスで生じやすいハラス
さい。尚，昨今個人情報等の管理の徹底についても求められていますので，
担当部署 ４．脚立，ポリバケツ等，泥棒が侵入するための足場を建物周りに置かな
あります。不快に思った場合，困った場合は下記の
個人情報等の入った
USB
メモリ，ノートパソコン等の取扱いについては，
い
主計課 主計課 ３．サークル，部室等の合鍵の管理の徹底
すずかけ台：会計課経理グループ
045-924-5914
４．脚立，ポリバケツ等，泥棒が侵入するための足場を建
大学で管理する物品を学外活動，研究発表等の学会参加等で学外に持ち
なお，キャンパスで生じやすいハラスメント
【手続先】
すずかけ台：会計課経理グループ
045-924-5914
個人情報等の入った
USB
メモリ，ノートパソコン等の取扱いについては，
い
●物品の持ち出し(情報セキュリティも含めて)
・主計課
ょう。
担当部署
81
厳正な管理をお願いします。
５．見かけない人には声をかけるなど常日頃から防犯意識を持ち
事務局１号館１階
●ハラスメント・ゼロの大学へ
４．脚立，ポリバケツ等，泥棒が侵入するための足場を建物周りに置かな
い
出す場合には，手続きが必要となりますので，物品を管理する使用責任者
事務局１号館１階
●物品の持ち出し(情報セキュリティも含めて)
大岡山：主計課財産管理グループ 03-5734-2306
●物品の持ち出し(情報セキュリティも含めて)
●ハラスメント・ゼロの大学へ
大学で管理する物品を学外活動，研究発表等の学会参加等で学外に持
厳正な管理をお願いします。
５．見かけない人には声をかけるなど常日頃から防犯意識を持ちましょう
・会計課
担当部署
担当部署
81
なお，キャンパスで生じやすいハラスメントには以
・主計課
【手続先】
会計課 会計課
仲間たちと切磋琢磨しつつ有意義な学生生活を送る中でも，学生
い
５．見かけない人には声をかけるなど常日頃から防犯意識
名(通常は，教員等)で，財産管理担当グループ宛に申請手続きを行って下
大学で管理する物品を学外活動，研究発表等の学会参加等で学外に持ち
大学で管理する物品を学外活動，研究発表等の学会参加等で学
主計課
すずかけ台：会計課経理グループ
045-924-5914
仲間たちと切磋琢磨しつつ有意義な学生生活を送る中でも，
出す場合には，手続きが必要となりますので，物品を管理する使用責任
【手続先】
・主計課
・主計課
・会計課
大岡山：主計課財産管理グループ
03-5734-2306
●物品の持ち出し(情報セキュリティも含めて)
Ｊ２棟４階
員の間，または，学生相互の間にもミスマッチやトラブルが生じる
５．見かけない人には声をかけるなど常日頃から防犯意識を持ちましょう
81
さい。
尚，
昨今個人情報等の管理の徹底についても求められていますので，
出す場合には，手続きが必要となりますので，物品を管理する使用責任者
出す場合には，手続きが必要となりますので，物品を管理する使
事務局１号館１階
Ｊ２棟４階
担当部署
●ハラスメント・ゼロの大学へ
員の間，または，学生相互の間にもミスマッチやトラブルが生
名(通常は，教員等)で，財産管理担当グループ宛に申請手続きを行って
●物品の持ち出し(情報セキュリティも含めて)
大岡山：主計課財産管理グループ
03-5734-2306
・会計課 すずかけ台：会計課経理グループ
・会計課
担当部署
主計課
大学で管理する物品を学外活動，研究発表等の学会参加等で学
045-924-5914
●物品の持ち出し(情報セキュリティも含めて)
あります。不快に思った場合，困った場合は下記の相談窓口を利用
個人情報等の入った
USB
メモリ，ノートパソコン等の取扱いについては，
名(通常は，教員等)で，財産管理担当グループ宛に申請手続きを行って下
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ATTENTION
担当部署
・学生支援課
・総合安全管理
部門
・主計課

●飲酒の禁止事項
『お酒は，二十歳になってから！』は，当然のことであり，新入生歓迎
コンパ等で新入生の未成年者に飲酒を強要することは，成人である先輩と
しては，絶対に行ってはいけない行為の一つです。
また，飲酒の強要は，時によって，急性アルコール中毒など命の危険性
も含んでいます。近年，学生がイッキ飲みによる急性アルコール中毒で死
亡する事故が全国の大学で発生しており，本学においても，死亡事故には

学生支援課

至っていないものの，急性アルコール中毒によって救急搬送される事故が

・大岡山

毎年のように起こり，近年増加傾向にあります。

Taki Plaza 地下 1 階

短時間に大量のアルコールを摂取すると，血中アルコール濃度が急激に

・すずかけ台

上昇して呼吸中枢がマヒし，最悪の場合には命を落とすことになります。

Ｊ１棟１階

イッキ飲みは絶対にしないこと，させないことが重要です。強引な勧めに
対しては断る勇気を持って下さい。
アルコールに対する体質には個人差があります。自分の適量を把握し，
無理な飲み方はしないようにしましょう。また，飲めない人や飲みたがら
ない人に無理に勧めてはいけません。飲酒の強要はハラスメントであり，
万一事故になった場合には犯罪となります。
飲酒をしたら，絶対に自動車・バイク・自転車の運転をしてはいけませ
ん。酒気帯び運転をした本人だけでなく，運転する可能性がある者に対し
飲酒をすすめる，または，酒気帯び運転を知りながら同乗することも法律
で禁止されており，違反した場合には罰則が適用されます。
学生の皆さんは，学内外の法令・規則を遵守するとともに，東工大生と
して節度ある行動を心がけて下さい。
また，講義室内での飲酒は一切禁止です。
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ATTENTION
●薬物乱用の防止（薬物に手を出さないこと）
若者による薬物乱用が後を絶たず，大きな社会問題となっています。大
麻や合成麻薬等の薬物は依存性が高く，そこから抜け出すことは困難で，
やがて精神，身体両面を破壊することとなります。また，使用者本人の健
康に危害を及ぼすだけでなく，家族や社会も不幸にすることとなり，影響
は計りしれません。
このため，薬物の乱用については，法律で厳しく規制されており，例え
ば，大麻については，大麻取締法により，栽培・輸出・輸入した者は，7
年以下の懲役，所持・譲受・譲渡・使用した者は，５年以下の懲役とされ
ています。インターネット等で，
「合法」と表示して販売されている薬物が
ありますが，麻薬や覚せい剤が法律で所持・使用を禁止されているのに対
し，
「所持，使用の禁止について規定されていない」という意味で「合法」
という言葉が使われているものです。これらの中には身体に重大な影響を
及ぼす成分が含まれている場合があり，危険であることには変わりません。
近年，
「合法ドラッグ」や「脱法ドラッグ」
，
「脱法ハーブ」等の乱用者に
よる事故等が多発したことから，これらの呼称が「危険ドラッグ」に統一
されました。
薬物は，一度限りのつもりで安易に手を出すと，やがて依存症に陥り，
生涯を台無しにすることになります。恐ろしさを十分に認識し，絶対に手
を出さないようにして下さい。
●キャンパス内での禁止行為
キャンパス内では，次の事故等につながる行為や騒音等で近隣の迷惑と
なる行為を禁止しています。
・飲酒

【当然，ウッドデッキでの飲酒も禁止です】

・火器の使用（花火，ガスコンロなど）
・指定場所以外での喫煙
・遊具の使用（スケートボード，ローラースケート）
・ビラの配布・掲示
※ただし，許可された場合を除く
●情報倫理
通信ネットワークの発達により，情報を手に入れたり，情報を流したり
することが容易になりました。インターネットを活用した不適切なサイト
の開設，誹謗・中傷行為，他人の情報の掲載等は行わないよう，ネットワ
ークの利用には十分注意して下さい。
（次頁参照）
日常生活において，諸般の規律をしっかり守り，本学学生としての本分に
背かないよう専心勉励して下さい。
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