芝共立キャンパスガイド

ルールを守って快適なキャンパスライフを過ごしましょう
奨学金・学生生活・就職に関わることは学生課（学生生活）
，授業・履修・成績・証明
書発行等に関わることは学生課（学事）にお問い合わせください。
学生課の受付時間

平 日 ８：45 ～ 16：45 （11：20 ～ 12：20 除 く ）

１．掲示板および keio.jp ポータルによる通知
⑴ 芝共立キャンパスの学生に対する告知，通知はすべて「掲示」または keio.jp ポータ
ルによりおこなわれます。各自，確認するようにしてください。
２．非常・緊急時の校内放送
⑴ 緊急時には校内放送でお知らせします。教職員の指示に従い，行動してください。
３．禁止事項
⑴ 20：00 以降，学内に残るのは禁止です。メディアセンターの利用，研究，その他特
別な許可がある場合は除きます。
⑵ 特定の宗教・教団等の布教及び活動は禁止です。
⑶ 自動車・バイク通学は禁止です。自転車通学する場合は駐輪場の登録申請（登録料
500 円／年）が必要です。詳細は以下の塾生サイトをご確認ください。
https://www.students.keio.ac.jp/sk/life/facility/bicycle.html
⑷ 芝共立キャンパス内は全面禁煙です。
⑸ 学内で飲酒する場合は事前に「薬学部会合届」の提出と教員の同席が必要です。
⑹ キャンパス内での賭け事（トランプ，麻雀等）は禁止です。
⑺ 携帯電話等の充電は避難経路確保の妨げとなるため禁止です。
⑻ トレーニングルームは，トレーニング目的以外（睡眠，飲食，休憩，自習等）の入
室は禁止です。また，トレーニングルームへ私物を放置することは禁止です。放置
物は見つけ次第直ちに処分します。
⑼ １号館３階更衣室での飲食は禁止です。また，更衣室へ私物を放置することは禁止
です。放置物は見つけ次第直ちに処分します。
⑽ ２号館ロッカー利用にあたり（薬学科２，３，４年生，薬科学科２，３年生）
，ロッ
カー上部に私物を放置することは禁止です。放置物は見つけ次第直ちに処分します。
⑾ 生協食堂の食事，食器を食堂外へ持ち出すことは禁止です。
⑿ 防犯上の観点から学生証をネックストラップに入れて常時外部から見えるように携
帯してください。

＜必読：飲酒について＞
芝共立キャンパスは医療人を育成する薬学部のキャンパスであり，キャンパス内は原則，
禁酒です。
教員が同席し，学生課に届出をする場合に限り，学食等で飲酒することができます。アル
コールの危険性，飲酒のマナーについて十分な知識を持ってください。
１．
「イッキ飲み」はなぜ危険なのか
お酒はつまみや会話を楽しみつつ，ゆっくり飲んでいる分には，アルコール血中濃度が
ゆるやかに上昇します。ところが，
「イッキ飲み」だとその時平気でも，約 20 分経つと
血中濃度は急上昇します。知らぬ間に致死濃度を越えてしまうことがあります。体重 60
キロの人なら，日本酒５～７合をイッキに飲めば昏睡から死に至ります。個人や体調に
よる差も大きいので注意しなければなりません。
２．知っておきたい急性アルコール中毒
①酒には致死量があること
②酔い：脳がマヒすること
Ａ．ほろ酔い（このあたりで切り上げるのがうまい飲み方）
酔いの症状

•おしゃべりがはやくなる

•陽気にはしゃぐ

•脈が速くなる

•判断力が鈍る

Ｂ．酩酊（いわゆる酔っぱらい。これ以上飲むと急性アルコール中毒に）
酔いの症状

•足がふらつく

•何度も同じことを言う

•吐き気がする

•記憶が途切れる

③これが急性アルコール中毒
Ｃ．泥酔（危険。絶対に一人にしないこと。状態によっては病院もしくは救急車の手配）
酔いの症状

•立てなくなる

•言葉が支離滅裂

•意識が朦朧

•激しく吐く

Ｄ．昏睡（すぐに救急車を呼ぶこと）
酔いの症状

•ゆすって呼んでも反応しない。
絶対に一人にせず，様子を見守りながら病院へ連れていきましょう

④アルコールに対する自分の体質を知る
⑤ムリに飲ませたら犯罪になる（刑事告発されます）
⑥イッキ飲みを断る
３．飲酒のマナー
20 歳未満の者：絶対に，飲まない・飲ませない
20 歳以上の者：①イッキ飲みは決してしない・させない
②食べながらゆっくり飲む
③飲める人でも「ほろ酔い」段階で切り上げる

Ⅰ

学生課（学生生活）関係事項

１．学生生活に関すること
（１）学内での活動：公認団体のみ
・活動は放課後または，休憩時間に行ってください。
・集会（部会）を行う時は，４日前（土日祝日を除く）までに，集会の日時，目的，場所
学生団体名，責任者氏名，参加人数を，所定の用紙「施設貸与承認申請書」に記入し，
教員の署名・捺印を受けて，学生課に提出する必要があります。
（※「施設貸与承認申請
書」用紙は塾生サイトに掲載しています。
）
・学内での集会（部会）に学外者が参加するときは前項の「施設貸与承認申請書」に，
外部参加者数，余白に学校名等を記入し提出してください。
（２）学外での活動（学外試合，合宿等）
：公認団体のみ
・学生団体が学外で活動するときには期限までに学生団体活動支援システムから「学外
行事届」を提出してください。届出がされていない場合，学外活動中の事故が学生保険
の対象外となります。
※学内・学外とも集会や活動が，学内の秩序を乱すおそれのあるときは，禁止あるいは
解散を命ずることがあります。
（３）施設及び器具の使用：公認団体のみ
・薬学部の施設，器具は前項の「施設貸与承認申請書」の手続きにより使用することが可
能です。体育館等，定期的に使用する団体が重なる場合はクラブ連絡会議（通称：クラ
連）にて調整を行います。
※薬学部に在籍する学生が所属していても他キャンパスの学生団体，外部学生団体への施
設貸出はお断りしています。
・施設使用時には火気厳禁，整理整頓，退出時刻厳守（20：00 退出）
・器具を破損・紛失してしまったら⇒直ちに学生課に届け出て指示を受けてください。
（４）休日（日・祝日等）の登校
学部生は原則として休日の登校は認められません。大学院生は入館証を使用することで
入館可能です。
（５）印刷物（新聞・雑誌・パンフレット・ビラ等）の配布：公認団体のみ
学生が印刷物（新聞雑誌，パンフレット，チラシ等）を発行し学内で配布するときは，
必ず事前に学生課３番窓口で許可を受けてください。

※印刷物には発行責任者，発行日を明記してください。
（６）ポスター等の掲示：公認団体のみ
・学生課３番窓口で許可を受けてください。すべて学友会掲示板（２号館１階）に掲示し
ます。
・ポスターには，学生責任者氏名，学生公認団体名を記載してください。
・掲示期間は５日。期間終了後は学生課にて取り外します。
・学園祭時には特別の取り扱いとなります。
・学生課の許可のない掲示物は掲示不可です。
（７）紛失物および拾得物
学内での紛失物・拾得物はすべて中央管理室（３号館１階）に届け出てください。
拾得物は中央管理室にて３ヶ月保管後，処分します。
（８）ロッカーについて
薬学部では，学内で薬学実習を行う薬学科２年，３年，４年，薬科学科２年，３年の
学生を対象に年度更新の登録制でロッカーの貸与を行っています。貸与を希望する場合
は、塾生サイト（https://www.students.keio.ac.jp/sk/life/facility/locker.html）よりダウ
ンロードした申請書に記入し，指定期日までに学生課３番窓口へ提出してください。
ロッカーは後輩が引き継いで使用していきます。大事に使ってください。
なお，ロッカーを使用する際は各自で鍵を用意し，財布などの貴重品は保管しないで
ください。
また，消防法上，ロッカーの上に荷物を置くことは禁止されています。ロッカー周辺
の放置物は直ちに処分します。
（９）SNS の利用について
薬学部では，１年次に倫理教育の講義があります。必ず受講し，倫理を遵守して SNS を
利用してください。
２．学生団体
公認学生団体は，毎年，年度始めに所定の「学生団体組織届」を提出しなければなりませ
ん。また，次年度以降も慶應義塾大学の公認を希望する団体は，毎年４月下旬に公認申請書
類一式も提出する必要があります。審査の結果，慶應義塾の教育目的に添い，かつ適当と認
められた団体は引き続き慶應義塾大学公認学生団体となることができます。
薬学部で課外活動を行っている公認学生団体や新規に公認申請をする場合の詳しい手続
きについては、以下の塾生サイトを確認してください。

https://www.students.keio.ac.jp/com/life/extracurricular/club.html
大学全体の課外活動内容は，
「CALAMVS GLADIO FORTIOR（塾生案内）
」を参照してく
ださい。
3．学生ホール（食堂）
営業時間：11：00 ～ 13：30（平日）
※新型コロナウイルス感染症の影響により営業時間を変更する場合があります。
休 業 日：土曜日，日曜日，祝祭日，福澤先生誕生日，開校記念日，その他生協が営業を休
業とした日。
※営業日程は生協の掲示板で確認してください。
お 願 い：① 食堂営業時間内（11：00 ～ 13：30）は食事をする方の優先となります。
食事が終わった方は席をゆずるようお願いします。
② 食堂での「席取り行為」は禁止です。
③ 食事を食堂の外に持ち出すことは禁止です。
④ 白衣を着たまま食堂を利用しないでください。
4．和室
⑴ 会長のいる学生団体，アドバイザー会，講座の会合について使用を認めます。
⑵ 使用申し込みは，３ヶ月前から各団体の会長（教員）が施設予約サイトから Web 入力し
てください。Web 入力とは別に，学生課へ「施設貸与承認申請書」を提出してください。
⑶ 使用する時は代表者が，中央管理室にて鍵を受け取り，退室時に施錠し中央管理室に
返却してください。なお，使用後は清掃・整頓・後片付けを行ってください。
⑷ 使用時間は，平日８：00 ～ 20：00，土曜日９：00 ～ 17：00 とします。
（休日の利用
については原則出来ません）
⑸ 屋上も含めて全館禁煙となっています。
⑹ これらの使用心得に違反し指示に従わない者は，場合によっては使用許可を取り消し，
以後の使用を認めないことがあります。
⑺ 飲食を目的とした貸出は行っていません。
5．その他の施設について
各 Weｂサイトや塾生サイト等を確認してください。
薬学メディアセンター（芝共⽴薬学図書館）
：https://www.lib.keio.ac.jp/pha/
芝共⽴ ITC：https://www.skc.itc.keio.ac.jp/
保健管理センター：http://www.hcc.keio.ac.jp/
浦和共立キャンパス： https://www.students.keio.ac.jp/sk/life/facility/urawa-reserve.html

Ⅱ

非常事態における処置

１．非常事態における通報および伝達方法
● 火災や震災等により非常事態が発生したら３号館１階中央管理室
（内線 26303）に
電話するか直接伝えること。
● 災害の状況は非常放送より正確に放送します。放送が不能の場合にはハンドマイ
ク等により伝達します。
＊非常放送は災害の状況に応じて段階的に行われるので注意を払うこと。また各
室の放送用音量調節器は常時１以上にしておくこと。
２．避難の要領（避難先は大学前の芝公園）
● ２号館には地下２階から４階迄各階ともエレベーター昇降口付近に避難経路図が
掲出してあるので，各自避難経路を確認しておくこと。
● ２号館には避難器具（救助袋）が４階に２基，255 号教室，355 教室に各１基が設
置してあるので使用法を確認しておくこと。
● 災害の状況を正確に把握し避難の時期を失うことのないように判断し行動するこ
と。
● 塾生が講義中あるいは実習中に非常事態に遭遇したときは教員の指示に従って行
動すること
＊火災の場合は火災の発生している階およびその上の階を最優先として避難する
こと。
＊避難時には人員の分散を図り混乱の防止をすること。
● 避難時には火を消しガス栓を閉め電源を切り窓を閉めること。
● 避難時にはエレベーターは使用しない。
（エレベーター内にいるときは最寄りの階
で降りること。
）
● エレベーターは地震の初期波動を感じると最寄りの階へ停止するので非常用（避
難
用）階段で避難すること。
● 非常灯（避難口誘導灯，通路誘導灯，避難用階段灯）は停電しても 30 分間は内蔵
蓄
電池により点灯します。また，２号館の廊下等には乾電池式の常備灯が設置してあ
ります。
● 防火扉
（２号館は緑色）は災害発生時には避難用階段確保のため閉鎖しますが防火
扉は，手で押すか引けば開きます。
● 全ての自動扉は非常事態発生時に自動的に解放（パニックオープン）します。
● ２号館１階（地上階）の非常口（緑色扉）は，常時脱出可能です。
● 避難口誘導灯，通路誘導灯，下図の様な標示です。

