
自転車危険走行 騒がしく歩行注意

歩きスマホ 複数名での歩行注意

喫煙所以外禁煙

授業中の着帽禁止歩行喫煙禁止

授業中私語気持ち良い挨拶 学内完全禁煙 ゴミの分別

ポイ捨て禁止
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Bunkyo Style
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。文京

キャンパスで学ぶ大学生活が、円滑に始動できる

ように、このリーフレットを作成しています。

全学部同一キャンパスで学ぶ4年間一貫教育を平成

27年度より始めましたが、特に文京キャンパスでは、

10年間にわたり整備事業を進め、歴史性・シンボル性を

残しつつ、都心型新キャンパスに生まれ変わりました。

このような状況の中、文京キャンパスで学ぶ皆さんに、

最新の情報をお伝えすることを目的として、当リーフ

レット「Bunkyo Style」の発行を重ねています。

大学生であることを自覚し、品位ある大学生活を送る

ことを通じて、キャンパスが皆さんにとって快適な

空間になるように望みます。また、この限られた空間で

多くの学生が学ぶにあたって、最寄り駅周辺、通学路

等混雑することは必然です。常に私たちは、地域の

皆様への感謝の気持ちを忘れることなく、ルールを

守り、マナーに満ちた行為・行動を心がけなければ

なりません。

このリーフレットが「学生生活必携」として活用される

ことを願っています。
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Vol.8Bunkyo Style 授 業
自分に適した科目を、熟考の上選択し履修登録してください。
4年間で卒業所要単位を満たすよう、計画的に学修を進めてください。
自学自習も、単位修得の必要条件です。

1時限目
2時限目
3時限目
4時限目
※11:30～12:30：事務窓口昼休み

何かの理由で授業を欠席する（した）場合は「欠席届」 用紙に必要
事項を記入。学生主事確認後、担当教員に申し出て下さい。
なお、「欠席届」は、欠席の理由を明確に届け出るものであり、
「＝出席」に変わるものではないことを認識して下さい。

各科目ごと必要事項記入（必ず所定の位置に印鑑を押すこと）
※印鑑は、常に携帯すること

証明できるものを持って、「学生支援室」来室。「学生主事」確認後、
各科目担当の先生に、よく説明した上で、「欠席届」を提出すること

16：20～ 17：50
18：05～ 19：35
19：50～ 21：20

5時限目
6時限目
7時限目

9：20～ 10：50
11：05～ 12：35
12：50～ 14：20
14：35～ 16：05

「欠席届」用紙を、学生支援室で受け取る

各時限開始時刻前に、必ず入室すること。
授業開始後は、教員の指示なく離退席しないこと。
授業に集中し、私語はしないこと。
教員の指示なく、携帯端末等を使用しないこと。
授業終了後は、速やかに退室すること。
ゴミは、各自ゴミ箱に捨てること。
忘れ物がないか、確認すること。
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5

6

7

授業時間

欠席届制度について

※7時限目は、大学院授業時間

※オンライン授業の場合は担当教員に直接知らせてください。

課外活動

地下1階 総務局連合会、体育局連合会、大学祭実行委員会
学生健康保険委員会、新聞部、吹奏楽部、図書館後援会
放送部、体育局連合会共同使用室
愛好会ロッカールーム、留学生会室1・2／印刷室

1階 文化局連合会、アジア研究会、アラビア研究会
インドネシア研究会、英語研究会、演劇研究会
軽音楽研究会、コリア文化研究会
コンピュータ研究会、写真研究会、将棋・囲碁研究会
書道研究会、ジャズ研究会、造形美術研究会
日本文化研究会
共同使用室1（印度・パキスタン研究会、電気自動車同好会）
共同使用室2（国際協力問題研究会、アカペラ同好会）

2階 税法学研究会、探検部、中国研究会、美術研究会
ブラジル研究会、文学研究会、邦楽研究会
貿易研究会、ユースホステル部、雄弁会、落語研究会
ラテンアメリカ研究会、釣り研究同好会
アジア安全保障研究同好会

3階 会議室1・2・3

地下2階 多目的スタジオ1・2・3／暗室

●開館時間：9時　閉館時間：21時（会議室・スタジオのみ19時30分）
●部会室以外の使用（登録団体に限る）については、学生支援室
（麗澤会事務局）で申請受付・許可制

多くの皆さんに課外活動に参加して欲しいと思っています。本学には、
麗澤会（課外活動の総称）所属団体（総務局４団体・文化局32団体・体
育局35団体・事務局2団体）、麗澤会外委員会２団体、学生支援室が
直接支援している愛好会があります。登録団体全てにメールアドレス
を付与し、学生間の交流がより円滑にできるようになっています。

文京キャンパス内の課外活動施設として、『Ｈ館（部室棟）』があります。
参考までご紹介します。
※詳細は、【サークルインフォメーション・扶桑Vol.61】で確認できます。

～ 課外活動に参加しましょう！ ～

注意：自動車・オートバイ・自転車による通学は認めません

通学路では、静粛に努め、友人との会話に夢中になって、
道をふさぐようにひろがって歩行することなどないように、
注意して下さい。

困ったこと、わからないこと、不安、悩み…
【大学生活の相談窓口＝学生支援室】
来室してください。「学生主事」が、対応します。

麗澤会ボランティア部では様々なボランティア情報の紹介をしてい
ます。 毎週水曜日、12時40分～13時10分、学内美化活動に参加し
てみてはいかがでしょうか。「麗澤会学生マナー委員会」の一員とし
て、活動しませんか？ぜひ、多くの人に協力してもらいたいのです。
また、東日本大震災発生直後から本学では、被災地復興支援ボラン
ティア活動を「麗澤会学生レスキュー・ボランティア」を中心に展開
してきました。その他、外部団体からのボランティア募集情報をご案
内しています。
社会貢献活動とはどのようなことなのかを考える上で、その一歩を
踏み出すことを期待しています。
※参加希望者は「学生支援室」に相談して下さい。

以下の事項に注意して、充実した学生生活を送ってください。

●法令遵守（特に、未成年者禁酒・禁煙）
●マナーある行為・行動
●手荷物管理の徹底
●消費生活に関するトラブル　　　　　　　　　　
（キャッチセールス、マルチ商法等）
●ハラスメント
●SNS等利用時の情報モラル
 軽率な書き込みが大きなトラブルに繫がります！
●薬物（覚醒剤・大麻等）の恐怖・違法性
●災害（地震）対応マニュアルの確認、防災意識向上

【注意】 ～手荷物管理の徹底～
手荷物管理を徹底して下さい。特に貴重品（財布や腕
時計等）は常に身に付けて下さい。手荷物を置いて、その
場を離れることのないように注意して下さい。
なお、学内において不審物・不審者を見かけた際は、学生
支援室までお知らせ下さい。

学生健康保険互助組合では、文京キャンパスに在籍する学生の皆さん
の健康増進や文化活動促進の一助として、文京区の文化・運動施設を
利用した際の利用料の一部を補助しています。

詳細は、大学のHP
（http://www.takushoku-u.ac.jp/students/bunnkyou_shisetsu.html）
及び学生生活課にて確認して下さい。

文京区施設の案内

ボランティア活動

場所：C館2階　電話：03-3947-7178

最新の情報は、掲示板、Takudai Portal、本学ホームページや
学報を通じてお知らせしています。登校時には必ず掲示板を
確認して下さい。

学生支援センターについて

“大学生活に関する諸問題に総合的に対応することにより、学生の
人間形成及び進路選択を指導・援助すること”を目的として「学生支援
センター」が設けられています。

商学部・政経学部の学生
大学公認団体（麗澤会及び愛好会の登録団体）

学生個人・500円、公認団体・2000円
（何れも1年間の上限額）

学生生活課

利用補助対象

利用補助額

申請窓口

主な施設
運動施設（文京スポーツセンター、文京総合体育館等）
文化施設（アカデミー文京、アカデミー湯島等）

すぐにできる！ボランティア活動があります！！
麗澤会ボランティア部

ルール・マナー健全な学生生活に向けて

学内外を問わず、法令を遵守すること

未成年者飲酒・喫煙厳禁
未成年者の飲酒・喫煙は法律で禁じられています。
未成年者へ飲酒を勧めることも同様です。

学内完全禁煙：喫煙場所以外での喫煙厳禁

公共の場所における路上喫煙・ポイ捨て厳禁
文京区は「文京区歩行喫煙等の禁止に関する条例」を定め、公共の場所に
おける歩きたばことポイ捨て等を禁止しています。

ルール

マナー

～共生社会の実現のために～
平成28年４月から「障害者差別解消法」がスタートしていま
す。障害の有無にかかわらず、思いやりのある行動を心掛け
て行きましょう。

持続化給付金等の受給資格がない大学生に対して「不正受
給」をもちかけた悪質な勧誘が行われ、犯罪行為に巻き込ま
れる事例が多く報道されるようになりました。
同様に「高額報酬」「闇バイト」「裏バイト」と称した勧誘から、
安易な気持ちで引き受けたアルバイトが、オレオレ詐欺等の
特殊詐欺への加担に繋がる恐れがあるので注意！



A館

B館

H館

C館

D館

E館

G館 F館

E館（図書館・教室棟）
E901教室～E905教室／展望ラウンジ
E801教室～E809教室
E701教室～E709教室
E601教室～E608教室
E501教室～E508教室
E401教室～E407教室（AED)
E301教室～E307教室
研究室／講師控室／合同研究室／サポートデスク
学習支援室
後藤新平・新渡戸稲造記念講堂(E101教室)
学生ホール／購買会／軽食コーナー
図書館／図書課
図書館

9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F

1F

B1F
B2F

D館（大学院棟）
D601教室～D605教室
大学院生研究室・控室
地方政治行政研究所所長室
（防災教育研究センター）
D501教室～D503教室
大学院生研究室・控室　
D402教室／D403教室
大学院生研究室・控室
国際協力学研究科専任教員室
D301教室～D308教室
D201教室～D203教室
大学院生研究室・控室
言語教育研究科教員室
PC教室（AED)
大学院客員教授室
大学院非常勤教員室
トレーニング室

6F

5F

4F

3F
2F

1F

B1F

G館（国際教育会館別館）
4F
3F
2F
1F

研究室
研究室
研究室
研究室・桂太郎塾塾生控室

A館（本部棟）
学友会／創立百年史編纂室／内部監査室／会議室
役員室／学長室／副学長室／学部長室
研究科委員長室／学長事務室／会議室
国際課／経理課／入学課／広報室
総務課／企画課／人事課／（株）紅陵企画／ミーティングルーム
NEW ORANGE PROJECT ROOM

3F
2F

1F

F館（国際教育会館）
F301教室～F303教室
F201教室～F213教室
F217教室～F219教室
教員室／PC教室／PC自習室
別科事務室（AED)／学生ホール

3F
2F

1F

キャンパスマップ
B館（研究室・学生ホール棟）

研究室
研究室
研究室
研究室／授業支援室／研究所長室
研究室
学生ホール／管財課／購買会
学生食堂

6F
5F
4F
3F
2F
1F
B1F

AED設置場所 車椅子設置場所 災害時避難場所
注意：手荷物（貴重品・バッグ等）の自己管理を徹底して下さい。

バリアフリートイレ：1F
wc

C館（教室棟）
展望ラウンジ
C601教室～C606教室
C501教室～C515教室
C401教室～C407教室（AED)
C301教室～C307教室
C201教室／学務課／研究支援課（オープンカレッジ）
学生支援室／学生生活課／医務室（AED)／就職課
C101教室／PC1～3教室／CALL1～3教室
PC自習室／電算課
PC4～7教室

7F
6F
5F
4F
3F
2F

1F

B1F

バリアフリートイレ：1F～6F、医務室内
wc

バリアフリートイレ：1F
wc

バリアフリートイレ：1F、B1F
wc バリアフリートイレ：1F

wc

正 門正 門

東 門東 門

国際教育会館国際教育会館

東京メトロ丸ノ内線
茗荷谷駅

H館（部室棟）
会議室
部会室
部会室
部会室・留学生会室
愛好会ロッカールーム／印刷室
多目的スタジオ／暗室

3F
2F
1F
B1F

B2F

止
ま
れ

桂太郎初代校長銅像
創立者桂太郎先生の銅像前、
建物外や通路に座り込んでの
飲食、談笑は厳に慎んで下さい。

飛
び
出
し
危
険！
！

・片側通行！！
・車や自転車等に注意！！
・静粛に！！

キャンパスが快適空間になるように、
マナーある行為・行動に努めて下さい。

大学構内全面禁煙
～喫煙マナーを守り、決められた場所で！～

学生食堂の混雑時には、食べ終わった人から速や
かに次の人に席をゆずるように心掛けて下さい。

キャンパス内での、ボール遊びやスケートボード
等は禁止です。

＜通学マナーの向上＞
一部心ない学生による通学路における歩行喫煙、大きな声での談笑、並列歩行など他者の通行を妨げる
マナー違反が見受けられます。地域の皆様に不快感を与えぬように、通学マナー向上に努めて下さい。

＜安易に個人情報を提供しないこと！！＞
就活塾やアンケートと称し、個人情報の収集活動と思われる行為が見受けられます。学生の消費者トラブルが
増加傾向にあることもあり、安易に自らの名前や住所、電話番号を教えないように、十分注意して下さい。

駅周辺・通学路でのお願い

丸ノ内線茗荷谷駅改札口
改札口は2ヵ所あります。
1ヵ所に集中することを避けて下さい。
駅構内・周辺での立ち止まっての会話や集会
等は、他の利用者の妨げになりますので注意
して下さい。

注意：自動車・オートバイ・自転車による通学は認めません。

【参考】
有楽町線 「護国寺駅」 徒歩15分
  「江戸川橋駅」 徒歩15分
三田線 「千石駅」 徒歩20分
 「春日駅」 徒歩25分
山手線 「大塚駅」 徒歩25分　
中央線  「飯田橋駅」 徒歩30分

電 車

【参考】
都営バス 「音羽一丁目」 徒歩15分　
[都上58：早稲田～上野松坂屋前]

バ ス

山手線

東京メトロ丸ノ内線

東京メトロ有楽町線

音羽一丁目

茗荷谷駅前

都
営
三
田
線

新大塚駅

茗
荷
谷
駅

大塚駅

東池袋駅

護
国
寺
駅

江戸川橋駅

千石駅

春日駅

後楽園駅

白
山
駅拓殖大学

文京キャンパス

都営大江戸線

丸ノ内線「茗荷谷駅」  徒歩3分

都営バス「茗荷谷駅前」  徒歩3分
【都 02：大塚駅前～錦糸町駅前】

後楽園方面ホームへ

池袋方面ホームへ

改札口

改札口

正門へ
出口2

出口3

出口1


