＜2021 年度サークル活動の手引き（豊田）＞
【ルール】大学が指定するルールを遵守しなかった場合は、活動停止や解散などの団体への処分を行います。
また、内容によっては学生個人への処分も行います。
事項
活動期間について

詳細
1 年間で 6 ヶ月以上活動すること
・中京大学の学生であること

会員について

・5 名以上であること
※5 名未満の場合は秋学期開講日まで募集期間として活動を認めます

活動について
連絡会について

会員以外が活動することは認めません
サークル連絡会があれば必ず参加すること
・会員を把握すること

代表について

・大学からの情報を会員に漏れなく共有すること
・会員へのルール遵守への指導すること
(１) 選挙及び政治活動を目的とするもの
(２) 布教活動などの宗教活動を目的とするもの

活動内容に関する
禁止事項について

(３) 営利目的なもの
(４) 大学へ申請のない学外団体および学外者が参加するもの
(５) 学内で会食、コンパ、打ち上げ等の飲食（お酒を含む）を目的とするもの
(６) 借用申請を行っていない施設を許可なく使用するもの
(７) その他、教育上及び管理上不適切と認められるもの

違反行為について

(１) 申請内容と実際の使用目的が異なる場合
(２) 周辺住民等から迷惑行為等の苦情が寄せられた場合
(１) 許可された目的と異なる活動を行うこと
(２) 許可されていない器具又は備品の持ち込み、及びそれを使用すること
(３) 施設の破壊、滅失又は汚損の可能性が高いもの
(４) 火気、工具類を使用すること

施設使用に関する
禁止事項について

(５) 施設のレイアウト（机、イスの台数、配置）を許可なく変更すること
※許可された場合は、借用後、原状復帰すること
(６) 施設の機器を勝手に使用すること（コンセント等も勝手に抜かないこと）
(７) 指定場所以外での喫煙（借用施設及び建物内の廊下やトイレを含む）
(８) 許可なく借用した施設を他の団体へ転借、または共同で利用すること
(９) 指定場所以外へのポスター等の掲示

【中京大学生として気をつけて欲しいこと】
事項

詳細

ＳＮＳの利用について

別紙 1 を参照

飲酒について

別紙 1 を参照

ハラスメントについて

別紙 1 を参照

喫煙について

本学では喫煙スペースが設けられています
歩きタバコ・ポイ捨て等はマナー違反です

【サークル運営について】
手続き方法

内容

備考

HP から登録

」
・
「2021 年度 サークル登録フォーム（豊田）
から登録すること
・本学の m.mail でログインすること

サークル登録

「2021 年度 サークル名簿」を使用すること
新会員の加入・脱退があれば随時 ・
名簿登録＆更新

更新すること

・名簿にない人が怪我をした場合、大学が加入
している保険の対象にはなりません
・名簿にない人の活動は一切認めません
・継続した活動をすること

注意

【各種届出】
事項

・活動をしなくなれば、解散をすること
申請期限

用件

・学生支援課窓口で受け付けます

使用予定日の
教室借用申請書

1 週間前から

備考

大学内の教室を利用する

前日まで

・借用可能教室・時間等は学生支援課で確
認すること
・
「2021 年度

運動施設

年度内有効

利用登録申請書

年度更新

豊田キャンパス フィット

フィットネスプラザ・プール

ネスプラザ利用の手引き」参照

を利用する

・
「2021 年度

豊田キャンパス プール利

用の手引き」参照

学内活動届

ビラの配布

・ビラ見本を添付すること

立て看板設置

・デザイン見本を添付すること

活動日の
1 週間前まで

学外者入構
例：指導者の来校など

・入構者の名簿を添付すること
・見学以外で運動施設を利用する場合は
入構者を賠償責任保険に加入させること
・公共交通機関で移動すること
・貸切バスを学内停車する際は、大学の休

学外活動届

活動日の
1 週間前まで

学外での活動

業期間や大学でのイベント等でできない

例：学外練習・講演会・

場合があるので事前に学生支援課窓口に

演奏会・合宿等

相談すること
・学外活動届を出さずに活動をし、怪我を
した場合は保険の対象になりません

学外活動終了届

企画書

終了後
1 週間以内
活動日の
2 週間前まで

学外での活動が終了した際に

・事故等があった場合は、事故報告書を添

提出

付すること

・発表会
・演奏会
・イレギュラーイベント

・別紙 2 を参照し作成してください
・手書きは認めません

別紙 1

【SNS(Twitter、LINE、Facebook、Instagram 等) 】
○SNS の危険性
１）プライバシー設定を正しく行わないと不特定多数へ意図せず情報が公開されてしまう可能性が
あります
画像及び動画の掲載にはくれぐれも注意してください
２）就職活動などで企業は Twitter や Instagram などで不適切な投稿をしていなか確認をしています
投稿が炎上をしていなくても、不適切な投稿や他者からみて不快な投稿をしていれば不採用になる
可能性があります
○SNS 利用にあたって知ってもらいたい５つのこと
１）ＳＮＳ上の情報は必ずしも正しいものではない
２）ＳＮＳ上においても社会的ルールは守らなくてはならない
３）ＳＮＳ上の情報は世界中に広まるものである
４）ＳＮＳ上では匿名であっても責任を伴う発言として取り扱われる
５）ＳＮＳ上での不用意な発言は大学、家族や友人まで被害が及ぶことがある

【飲酒について】
○飲酒するにあたって守ってもらいたい５つのこと
１）未成年に飲まさない※発覚した場合は同席している成人が罪に問われます
２）飲めない人へ気を遣うこと
３）強いからと過信しないこと
４）体調が悪いときには飲まないこと
５）周りの人に気を遣うこと
○急性アルコール中毒の症状
１）千鳥足になる、何度も同じことをしゃべる、呼吸が速くなる、吐き気・嘔吐がおこる
２）まともに立てない、意識がはっきりしない、言語がめちゃくちゃになる
３）ゆり動かしても起きない、大小便は垂れ流しになる、呼吸回数が少なくなる、死亡
●救急車（電話番号：119）を呼ぶサイン
１）顔色が悪く、トロンとして名前を呼んでも反応がない
２）いびきをかいて、つねっても反応がない
３）体温が下がって全身が冷たい
４）呼吸が異常に早く浅い、または異常にゆっくりで時々しか息をしない
★休ませる際には回復体位（右上の図参照）をさせること
寝ていると思っているときに、嘔吐物が詰まって死んでしまうことがあります。放置はせず呼吸の有無
を確認すること。

【ハラスメント】
○セクシャル・ハラスメント
・行為者の意図に関わらず、性的な関心や欲望に基づく言動により、相手や周囲の者を不快にさせること
例）相手の望まない性的言動、交際又は性的関係の強要
○アルコール・ハラスメント
・飲酒の強要
・一気飲ませ
・意図的酔いつぶし
・酔ったうえでの迷惑行為等
○アカデミック・ハラスメントまたはパワー・ハラスメント
・地位や職務権限を濫用して、学生又は教職員に対して不適切かつ不当な言動を行い、これによって
相手が就学、教育、研究、就労等に関して不利益・損害を被ることを言います
例）
「論文を通さない」
「卒業させない」と毎日のように言われ、ストレスで体調を崩した等
※自分が気に入らない発言を教員がしたということだけではハラスメントとは言えません

別紙 2
20○○年 ○月 ○日
団

企画名（大きさ 20 ﾎﾟｲﾝﾄ）
【企画概要】
○100 文字以内。
○目的及び理由が明確に書かれているか
例：日頃のサークル活動の成果を発表するため。
【日時 or タイムスケジュール】
開 催 日：20○○年 ○月 ○日（曜日）
○時 ○分 ～ ○時 ○分
受付開始：○時 ○分 ～
完全撤収：○時 ○分
【場所】
学内施設（教室、運動施設など）
※用途によって借用できる施設に限りがあります
【人数 or 対象者】
団体（組織名）

○名

来場者（対象者） ○名※入構者がいれば学外者入構手続きをすること
【備考】

【担当者連絡先】
学生代表者
学籍番号：
氏

名：

電話番号：

体

名

