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情報の取り扱いに関する注意レポート・論文の作成について

　皆さんは、大学で、何のためにレポートや論文を

書くのでしょうか。学問をするためです。学問とは、

先人たちが築いてきた知識を踏まえ、新たな知識

を構築する営みです。中学や高校では、すでに発

見された知識をテストに反映させることが求められ

ました。しかし、大学では、「新しく発見した知識」

を書き記すために論文を書きます。レポートでは、

論文作成の前段階として、参考文献を読み込んだ

り、分析する視点を定めたり、分析の練習をしたり

します。

　人は言葉を使って考えを組み立てます。文章で

論理の飛躍や曖昧さがある部分は、自分の考えが

はっきりしていない部分です。何度も文章を書き直

すことによって、内容を緻密にしていきましょう。書

き直す際に、他者の助言が役立ちます。友人やラ

イティング・センターのチューターに文章を読んで

もらい、内容と書き方に関する感想を聞きましょう。

　学問が新しい知識を構築する営みである以上、

先人たちの仕事を丁寧に見つめなければいけませ

ん。そのため、先行する文献を参照した際には、

そうと分かるように書くことが大切です。書き写し

たら引用符で括り、どの文献から書き写したかを明

記します。先人がこれまで発見した知識と、自分の

考えていることとの区別がつくようにしましょう。

　次のチェック・リストを活用し、新たな発見に挑戦

してください。

GEC アカデミック・ライティング教育部門長
国際学術院教授　佐渡島 紗織

参考にしたい資料
『これから研究を書くひとのためのガイドブック』

佐渡島紗織・吉野亜矢子
ひつじ書房
2008年

□ 指定枚数に収まる範囲のテーマを選んだ。

□ 特殊な意味で使う用語を始めに説明した。

□ 最初の部分でレポートの目的を書いた。

□ 立場または主張を明確に示した。（レポートの
最初か最後か双方に。）

□レポートの目的と結論が対応している。

□ キーワードが途中ですり替わっていない。

□ 解釈の分かれる「その」「この」などがない。

□「彼／彼女」「最近／近年／昔」と書かず実名、
実年で書いた。

□ 自分を「筆者」と呼んだ。

□ 複雑で長い文がない。

□ 主語と述語のねじれた文がない。

□ 参考にした他者の考えは、著者と参考文献を
示して紹介した。

□どこまでが参考文献の内容でどこが自分の感想
や解釈か分かるように書いた。

□ 書き写した箇所は、「　」で囲んだ。

□ 書き写した元の文献を、本文中に（　）で、
または注で明記した。

□「ですます調」でなく「である調」で書いた。

□ 話し言葉が混ざっていない。

□ 題や見出しが中身とぴったり合っている。

グローバルエデュケーションセンター設置科目フルオンデマンド授業として「学術的文章の作成」と
いう講義を設置していますので、ぜひ受講してください。また、ライティング・センター（P.165参
照）でもレポートや論文のサポートを行っています。

剽窃（盗用）行為には厳罰が課されます（P.192 参照）。

　インターネットに関わるトラブルで特に注意が必要なのは、知的財産権の侵害やSNSの不適切な利用、

不審なメールへの返信や添付ファイルの開封、怪しいサイトへのアクセスによるウイルス感染（個人情報の

流出）です。ほとんどの場合、本人にそのつもりがなくても、ちょっとした誤解が火種となり、思わぬトラブ

ルにつながっています。インターネットは、社会的なルールや一般常識に配慮しながら利用しましょう。

知的財産権の侵害

不審なメールへの返信や添付ファイルの開封、怪しいサイトへのアクセスによるウイルス感染

　インターネットにまつわる事件で、大学で問題と
なる事例の大半が知的財産権の侵害です。
　知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、
意匠権、著作権、商標権などを指しますが、近年、
違法とされる範囲は拡大されています。例えば、ク
リック一つでできるダウンロード。場合によっては、
この単純な行為が著作権の侵害に当たります。ま
た、楽曲や映像などを違法にファイル共有すること
は、犯罪行為に当たります。国内外を問わず、違

　ウイルスメールはさまざまな件名で送られ、添付
されているファイルを実行（ダブルクリック）すると、
PC遠隔操作ウイルスに感染するプログラムの類い
です。また、ウイルスによっては、ウイルスチェッ
クソフトで検知されないものもあります。
　怪しいサイトへのアクセスは、自己責任の範囲内
として禁じられていませんが、それに伴うリスクを
十分認識しなければなりません。特に、サイト内で
むやみにリンクをクリックしたり、ソフトウェアをダウ
ンロードするのは、極めて危険な行為です。
　また、スマートフォンが急速に普及していますが、
スマートフォンはコンピュータと同様の機能を持っ
ています。個人情報を抜き取るための不正なアプ
リも横行しており、電話番号やメールアドレスなど、 
1,190万件以上の個人情報が流出する事件も発生
しています。自分のスマートフォン内のアプリを見
直すとともに、スマートフォンの特性を理解し、慎
重に利用するようにしましょう。

法にアップロードされた音楽・映像をダウンロードす
る行為は、著作権法により、「2年以下の懲役又は
200万円以下の罰金、あるいはその双方」が刑
罰として科されます。
　「黙っていればバレない」は、通用しません。違
法にファイル共有している者がいないか、常に監視
している組織が、日本やアメリカをはじめとして世
界中にあるのです。

 
注意点

● よく知らない送信元からの電子メールに記載
されているリンク先（URL）にアクセスしない。
また返信などもしない。

● 添付ファイルは、一見Word のような体裁を
しているものの拡張子が「.exe」となってい
る場合や、「.lzh」といった圧縮ファイルとなっ
ている場合などが確認されている。よく知ら
ない送信元からこのような不審なファイルが
添付されてきた場合には、絶対に開かない。

● もし、添付ファイルを開いてしまったり、ウイ
ルスに感染しているような場合（変なメッセー
ジが表示される、挙動がおかしい）、ただちに
PCのネットワークケーブルを抜く、あるいは
無線LAN接続の機能をオフにし、感染の拡大
を防いだ上で、WPOなどの窓口に相談する。

【参考】
「メールの添付ファイルの取り扱い5つの心得」
独立行政法人 情報処理推進機構

http://www.ipa.go.jp/security/antivirus/attach5.html
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SNS の不適切な利用

文字でのやりとりで生まれる誤解

　違法行為や不正行為は、そもそも許されるもの
ではありませんが、ここ数年、SNS（LINE、 
Facebook、Twitter など）を通じて自らの犯罪
行為を告白する事例が多発しています。わが目を疑
うような行為ですが、実際に皆さんと同じ学生の中
にも、未成年者の飲酒・喫煙、万引き、セクハラ、
カンニング（大学の試験における不正行為）といっ
た、書き込みを行っている人がいるのです。

　人はコミュニケーションにおいて、 ちょっとした言
葉の使い方で、行き違い、齟

そ ご

齬、葛藤を生んでし
まいます。まして、不特定多数を相手に文字だけ
でやりとりをする場合、いつ「炎上」が発生しても
おかしくはありません。しかも、一度炎が上がると、
繰り返す発言は燃料となり、炎はいっそう激しく燃
え上がってしまいます。
　情報を発信する際は、できるだけ自分の意図を
明確に、厳密に表現すること。逆に情報を受け取る
ときには、行間など読まずに、書いてあることだけ

　彼らの多くは、SNSが世界に開かれたものであ
ることを理解していないか、インターネットの匿名
性を過信しているのではないかと思われます。たと
え、断片的な個人情報であっても、つなぎ合わせ
ることで個人が特定されるケースもあります。また、
インターネット上に公開された情報は、完全には削
除できないことを認識してください。

を素直に受け取ることにしましょう。それでも誤解
が生まれてしまったら、それ以上は文字だけのやり
とりを続けないことが大切です。

コンピュータを使用する際の注意事項

● 大学のコンピュータを学外者に利用させない。
● 学生証やID・パスワードを第三者に貸与しない。
● 試験問題、レポート課題やその解答例を
Webサイトに掲載しない。

● Web サイトなどへファイルをアップロードす
る、Webサイトなどからファイルをダウンロー
ドした際は、必ずウイルスチェックをする。

● 名簿や写真など大事なデータを保存する際
は、パスワードや指紋認証などセキュリティ機
能のある記憶媒体に保管する。

●ファイル交換ソフトウェアを用いた著作物の不
正コピーはしない。

● 購入したソフトウェアの違法コピーはしない。

● OS、アプリケーションなどソフトウェアは、
最新の状態にアップデートし、かつウイルス
対策ソフトなどのセキュリティソフトを導入し
ておく。

● スマートフォンやタブレットPCにもパスワー
ドでロックをかける。

SNSでの発
言には注意
が必要

　大学近隣地域では、古くから地域住民と学生が共存してきました。早大生となった皆さんは、日頃からコミュ

ニティの構成員としての自覚を持つようにしましょう。その場の雰囲気に流され、マナー違反を行ってしまうこ

とのないよう、心掛けてください。これから先も地域住民から愛され、信頼される早大生であり続けましょう。

「馬場歩き」はさっそうと！

　高田馬場駅と早稲田キャンパスを結ぶ早稲田通
りを歩く際、仲間との会話に夢中になって、つい
大声を上げたり、歩道を横に広がって歩いたりし
ていませんか？ 人によっては、スマートフォンの
画面に見入って周りが全く見えていないなんてこ
とも…。これは早稲田通りに限ったことではありま
せんが、少しでも思い当たることがあれば、ぜひ
今日から自身の行為を客観視してみてください。
知らず知らずのうちに誰かに迷惑を掛けているこ
とに気が付くはずです。

気を付けたい身近なマナー違反
● 電車など公共交通機関で騒ぐ
● 近隣に自転車を違法駐輪する
● 公園で禁止された行為（球技など）を行う
● 集会などで道路や公園を占有する
● 所構わず非常識な飲食をする
● 夜間、住宅密集地で大声で話しながら歩く

タバコを吸うということ

　タバコを吸う人の数は年々減ってきています。
その大きな理由の一つが、健康面への影響です。
タバコの煙に含まれる発がん性物質などの有害物
質は、タバコを吸う本人はもちろん、受動喫煙に
より家族や親しい友人の健康をも害してしまいま
す。それでもタバコを吸い始めよう、吸い続けよ
うと思いますか？ 1、2年生の皆さんは、未成年
の喫煙が法律によって禁止されていることをあら
ためて認識してください。
　タバコに手が伸びたときには、自身を律する気
持ち、そして他人を思いやる気持ちを持ってもら
いたいと思います。

新宿区内全域の路上喫煙禁止
早稲田キャンパスなどがある新宿区では、区長が指
定する喫煙所を除き、区内全域で路上喫煙が禁止
されています。

分煙キャンパス
早稲田大学では徹底した分煙を行っています。定
められた喫煙所以外は、屋外・教室・ラウンジな
ど全て喫煙禁止です。

公共の場でのマナー

困ったときの相談窓口
インターネットなどを利用していてトラブルに
巻き込まれた、もしくは巻き込まれそうな場合
には、すぐに所属学部事務所に相談しましょう。
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　20歳になれば飲酒は認められますが、同時に、飲酒に伴う責任やルールを守ることが必要になります。

ちょっとした油断や不注意が、自分だけでなく一緒にお酒を飲んでいる人の危険につながる場合もあります。

飲酒に関する正しい知識を深め、ルールや節度を守った飲酒を心掛けましょう。

アルコール・ハラスメントと暴力行為 お酒の強さに対する間違い

飲酒運転・未成年者飲酒

危険な飲み方・イッキ飲み

　酔いの代表的な状態として、気が大きくなること
が挙げられます。誰かに寄ってたかって飲酒を強要
したり、意図的に酔いつぶしたり、酔った上で乱暴
を働いたりするなど、決してしないようにしましょう。
　これらのアルコール・ハラスメントと見なされる
行為や暴力行為は、処罰の対象になることも十分
に考えられます。

　「自分はお酒に強い」という考えは深刻な事態を
招きかねません。お酒に強い人は悪酔いしにくく、
大量飲酒をしてしまいがち。つまり、その分、アル
コールによる臓器障害や急性アルコール中毒を起
こしやすいと考えられます。また、いくら訓練して
もお酒に強くなることはありません。お酒に対する
過信や誤った知識を改めましょう。

　飲酒運転、未成年者飲酒は違法行為です。違反
者には厳しいペナルティーが課せられます。未成年
飲酒、飲酒の強要は法律で禁止されており、それ
に違反した場合、その場にいた関係者を含め、法
的責任を追及され、社会的責任が問われる場合が

　短時間での大量飲酒は、ほろ酔いやいい気分を
飛び越えて一気に脳をマヒさせます。気付いたと
きには、すでに昏

こんすい

睡状態に陥っていることもあり
ます。また、吐いては飲むような飲み方も大変危

あります。昨今は、飲酒に関するマナーについて、
学外から厳しい指摘を受けています。
　一方、学内では、学生としての処分やサークルと
しての処分を受けることとなりますので、早大生と
して、自覚ある行動をしましょう。

険です。アルコールはそのほとんどが腸から吸収
されますが、腸での吸収は速く、本人が思ってい
る以上に体内に吸収されています。

大学近隣地域では長年にわたり、地域住民と
学生が相互に信頼・尊重し合いながら共存し
てきました。皆さんは、早大生であると同時
に、地域社会の一員です。地域住民から愛
され、信頼される早大生として、恥ずかしく
ない行動を常に心掛けましょう。

飲酒に関する注意

　薬物の危険は、自分に関係ないと思っていませんか？ しかし現実には、薬物に関わる流言飛語は後を絶た

ず、自らが望む望まないに関係なく、誰もが薬物の危険にさらされているのです。薬物乱用による事件が多

発している今、すぐそこにある身近な問題として、薬物の危険性について、あらためて考えてみてください。

薬物乱用は法律で厳しく罰せられます 社会問題化する「危険ドラッグ」

薬物依存が引き起こす、さまざまな問題

　近年、大学生の薬物乱用が拡がっています。「薬
物」には、大麻、覚せい剤、マジックマッシュルーム、
シンナーのほか、「合法ドラッグ」「脱法ハーブ」な
どと称して店舗やインターネット上で販売されている
「危険ドラッグ」などが含まれます。こうした薬物
を所持・使用、購入、譲渡などすることは、法律で
厳しく規制されており、違反した場合には薬物事犯
として重い刑罰を受けるばかりか、大学としても退
学などの厳しい処分を課すことになります。

　「危険ドラッグ」の中には、「ハーブ」「お香」「バ
スソルト」「アロマ」などと偽装販売されているも
のがありますが、実際は覚醒剤や大麻などと同様
の、またはそれ以上の薬理作用がある危険で違法
な薬物です。使用した本人が最悪の場合死亡して
しまうケースがあるほか、周囲の人を巻き込んだ事
件・事故に発展するなど、社会問題化しています。
　「合法」や「安全」といった言葉を信用せず、勧
められてもきっぱり断りましょう。

　薬物を使い始めた時期から、少しずつ進行する
薬物依存。薬物依存とは、脳の慢性的な異常状
態であり、薬物の使用を止めようと思っても、渇
望を自己コントロールできずに薬物を乱用してしま
う状態のことです。この渇望を抑える医薬品（治

療薬）は今はなく、一度薬物依存症になってしまっ
た脳は、元の状態に戻らないと考えられています。
そして、自身の健康を害すのみならず、その被害
は周囲の人、社会全体にまで広がっていきます。

薬物に手を出した瞬間から
全ての人が不幸に…

●性格の変化
●精神障害
●身体的障害

●事故の多発
●薬物汚染
●犯罪の多発

●家族の心身への負担
●家族機能の障害
●家庭内暴力
●家族崩壊

●トラブルの頻発
●友人・知人の喪失
●孤立
●薬物乱用仲間の形成

●欠席、学習不適応

大学では、薬物の所持・使用に
対して、退学などの厳しい
処分を下します。

健康の問題 社会的な問題

家族の問題

対人関係の問題

学校生活の問題

見た目では判別できませんが、
これらは危険な薬物です

危険な薬物に関する注意
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誰もが加害者・被害者にならないために トラブルに巻き込まれないために

　大学生が、さまざまなトラブルに巻き込まれるケースが発生しています。楽しい学生生活を送るためにも、

予備知識を持つことで無用なトラブルに巻き込まれないようにしましょう。万が一、巻き込まれて困ったとき

には一人で解決しようとせずに、「学生生活１１０番」（P.214，232参照）などの相談窓口にご連絡ください。

　学生生活ではさまざまな人と出会い、交流を持ち、活動範囲もぐっと広まると思います。そのような中で

充実した学生生活を送るために、日頃から他者を思いやる気持ちを大切にすると同時に、自分の言動に責任

を持つように心掛け、よい人間関係を築きましょう。

カルト集団・政治セクトからの勧誘

　サークルを装って勧誘したり、「就職や留学のた
めの勉強会に参加しませんか？」などと声を掛けた
りして、連絡先を聞き出し、親しくなってからカルト
集団や政治セクトへの入会を勧めるケースがありま
す。最近ではSNS（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）を使った勧誘もあるようです。
　カルト集団や政治セクトへ一度入ってしまうと、
巧妙な手口でマインドコントロールされてしまい、
正常な生活を送れなくなってしまう恐れがあります。
不審に感じたら、毅然とした態度で対処してくださ

い。また、アンケートなどを依頼されても、個人情
報は安易に渡さないようにしましょう。

架空・不当請求 キャンパス内の盗難

　メール・電話・ハガキなどで「有料サイトの利用
料金が未納。至急振り込まないと裁判になる」な
どと脅して、お金を振り込ませるケースがあります。
また、パソコンやモバイルサイト上で不適切なサイ
トに誘導し、不当に料金を請求するケースもありま
す。一度料金を支払ってしまうと、新たな請求を受
ける可能性があるので、覚えがない場合は、絶対
に連絡を取ったり、振り込んだりしないでください。

　教室、図書館、ラーニングコモンズ、ＰＣルーム、
学生会館などで荷物を置いたまま席を離れたり仮
眠をしている間に盗難に遭うケースが発生していま
す。誰でも自由に出入りできる大学は、開放的な
反面、さまざまな危険がひそんでおり、人目がある
からと油断した に盗られてしまうこともあります。
貴重品は常に身に付け、荷物から目を離さないな
ど、日頃から自己管理を徹底しましょう。

ブラックバイト

　アルバイトには、大学生が従事するには適当で
ない職種もあります。労働条件の確認は事前に行
い、トラブルが起きた場合はただちに学生部学生
生活課に相談してください。各自がアルバイト情
報誌などの媒体を通して行う場合は、右の7つの
ポイントを知って、十分注意してください。

性に関すること

性暴力とセクシュアル・コンセント（性的同意）
　レイプや痴漢だけでなく、SNS上の性的嫌がら
せ、デートDV、避妊具を使わない性行為など、
身体接触の有無に関わらず、相手が望まない性的
言動は性暴力です。「セクシュアル・コンセント（性
的同意）」を大切に、お互いの意思を尊重しましょう。

性感染症
　性行為などによって感染する性感染症は、自覚
症状が出にくく、気付いたときには多くの人に感染
を広めてしまっている可能性もあります。自分自身、
そしてパートナーを守るためにも正しい知識を持
ち、心配があれば医療機関を受診しましょう。

マルチ商法・キャッチセールス

　投資に関わるもうけ話を持ち掛け、USBなどの
高額商品を購入させるマルチ商法トラブルが、学
生間で広がっています。被害者の多くは友人やサー
クルの仲間などから勧誘を受けています。学生ロー
ンで借金を背負うケースもあり、金銭的被害だけで
なく、友人関係も破たんしてしまいます。

　「アンケートに協力を」「モデルになりませんか？」
などと勧誘するキャッチセールスの被害報告もあり
ます。勧誘は巧妙な手口で行われますが、内容を
見極め、断る勇気を持ち、さらには自分自身が加
害者にならないよう注意してください。
※ 事業者からの電話による勧誘やマルチ商法などによる契約は、
クーリング・オフ制度を利用し、契約解除が可能です。

※困ったときは、消費者ホットライン☎188へ相談してください。

ハラスメント
　ハラスメントとは、自分の言動により相手に不利
益や不快感を与えたり、尊厳を損なう人権侵害で
す。意図的でなくても、相手がそう感じたらハラス
メントとなり得ます。ここに挙げるのは一例ですが、
具体的に何を指すか理解しましょう。
　ハラスメントに関する悩みは、一人で我慢せずに

信頼できる人やハラスメント防止室（P.179）に相
談しましょう。また、状況によって保健センター学
生相談室（P.180‒181）、GSセンター（P.176）、
学生生活110番（P.214、232）、各所属事務
所などでも対応します。詳細は各ページをご確認く
ださい。

アルバイトをする前に知っておきたいポイント
1.アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう
2.アルバイト代は、毎月、あらかじめ決められた日に、全額支払われるのが原則
3.アルバイトでも、残業手当があります
4.アルバイトでも、条件を満たせば、有給休暇が取れます
5.アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます
6.アルバイトでも、会社が自分の都合で自由に解雇することはできません
7.困ったときには、総合労働相談コーナーに相談を

【出典】厚生労働省
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/parttime/

危険な勧誘から身を守るために
最も効果的な対策は、自分の住所や電話番号、メールアドレス
などの個人情報を安易に教えないことです。また、以下の点に
注意して、危険な勧誘から身を守りましょう。

●名称・代表者・活動内容は必ず確認。不明瞭な場合は要注意。

●情報操作などが行われていると感じたときは、その団体から離れる。

●その他、ささいなことでもおかしいと感じたときは、きっぱりと断る。

● 一人で解決しようとせずに、家族や友人・専門家・大学など

へすぐに相談する。

セクシュアル・ハラスメント
身体的な接触や性的暴力・言動などにより相手を
不快にさせること
アカデミック・ハラスメント
教員等の権威的または優越的地位にある者によ
る、教育上不適切な言動、指導または待遇
パワー・ハラスメント
組織内で優越的地位にある者による不適切な言
動、指導または待遇

アルコール・ハラスメント
飲酒の強要や酔った上での暴力行為など、アルコー
ル飲料に関連した嫌がらせや迷惑行為
S
ソ

OG
ジ

I（※）・ハラスメント
許可なく他人のセクシュアリティを暴露するアウ
ティングや、性的指向・性自認に関わる差別的な
言動、暴力などの精神的・肉体的な嫌がらせ
（※）Sexual Orientation（SO：性的指向）とGender Iden-
tity（GI：性自認）の頭文字をとった略称。「LGBT」が特定
のセクシュアルマイノリティの「人（カテゴリー）」を指すの
に対し、「SOGI」は、全ての人に関係する「属性」を表す。
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懲戒処分

　どのような組織にも守るべきルールがあり、

それに違反するとしかるべき処分が課せられ

ます。国の場合には、憲法という大原則と民

法・刑法といった各種法律によって国民とし

て守るべきルールが規定され、それらに違反

するとその罪に応じて罰せられます。

　早稲田大学で学生生活を送る場合、学生

は、憲法に相当する『早稲田大学学則』や

日頃の学生生活で守るべきルールを規定した

『課外活動等に関する規程』（次ページ掲載）

などに従う義務があります。そして、それら

に違反する行為があった場合には、懲戒処分

が課せられることになります。

　違反行為に対する早稲田大学の懲戒処分

としては、重い順に、「退学」「停学」「訓告」

の3種類があります。「停学」の場合には、

下記のような「停学処分に伴う措置」が取ら

れます。

　どのような場合にどのような処分が行われる

かを事前に特定することはできません。なぜ

なら、違反行為が行われる背景にはさまざま

な要因が考えられ、それらを総合的に判断して

処分内容が決定されるからです。しかし、誤

解を恐れずにあえて具体例を挙げるとすると、

違法薬物の所持・使用の場合には退学処分が、

試験の不正行為、傷害、器物損壊などの場合

には停学処分が課せられることがあります。

　懲戒処分は、学生がその違反行為を深く反

省し、早大生としての自覚と誇りを取り戻す

ために行われます。しかし、そのような違反

行為をしないことが決定的に重要です。早稲

田大学では、学生の皆さんが入学した時から、

そのような事態に至らないようにさまざまな

形で注意喚起を行っています。このハンドブッ

クもその一つです。

　懲戒処分を課せられるということは、皆さ

んが入学時に立てた学生生活の計画が大き

く狂ってしまうことを意味します。それは決し

てあってはならないことです。早大生として

守ることは全て常識の範囲内のことです。逆

に、早大生だから許される、ということもあ

りません。軽い気持ちで行ったことが重大な

結果を招くこともあります。守るべきルール

を常に認識した上で、有意義な学生生活を

送ってください。

軽い気持ちが重い処分を招く

停学処分に伴う措置
①学生証の所属箇所での保管。
②登校の禁止。
③課外活動および体育各部の活動の禁止。
④ 早稲田大学の諸施設（図書館、学生会館等）
の利用禁止。

⑤科目登録の禁止。
⑥ 当該年度学内奨学金の全額返還。日本学生支
援機構（JASSO）や民間財団等の奨学金に
ついてはそれぞれの団体の判断による。

課外活動等に関する規程

課外活動等に関する規程
（2011 年２月14日規約第 10―91 号の１）
《所管：学生生活課長》

（趣旨）
第１条　この規程は、本大学学生が、個性ゆたかにして教養高く、国家お
よび社会の形成者として有能な人材となるために、学術の研究、芸能の修
練、趣味の涵養等の課外活動等を行う上で、必要な事項について定める。

（サークルの登録）
第２条　学生のサークルは、早稲田大学の名のもとに課外活動を行う場合
は、次の各号に掲げる事項を毎年４月（秋学期より新たに活動を行う場合
にあっては、９月）の所定日までに大学に届出なければならない。
一　サークル名
二　会長、幹事長、副幹事長および会計
三　活動場所
四　前各号のほか大学が必要と認める事項
２　大学は、前項の届出をしたサークルを登録する。ただし、大学は、第１条
の趣旨に明らかに反すると認めた場合には、届出を受理しないことができる。
（公認サークル）
第３条　前条第２項の大学に登録されたサークルのうち、第４条に定める要
件を満たしたサークルを公認サークルとする。
２　前項に規定する公認サークルは、次の５種とする。
一　学生の会
二　学生稲門会
三　同好会
四　学外ＮＰＯ等に所属するサークル
五　学術院承認サークル
３　公認サークルの承認は、学術院長会の議を経て大学が行う。
４　公認サークルの公認期間は、７月１日から翌年６月30日までの１年間とする。
５　公認サークルは、毎年４月の所定日までに大学に継続届を提出するも
のとする。提出のない公認サークルは、解散したものとみなす。
６　公認サークルが、学外施設において宿泊、遠征その他の活動を行う際
は、事前に大学に合宿・遠征届を提出するものとする。
７　公認サークルを解散したときは、速やかに大学に届け出なければならない。
８　公認サークルが法令または本規程その他の本大学の規約に違反したと
きは、公認を取り消すことがある。公認の取り消しは学術院長会の議を経
て大学が行う。
（公認サークルの会長）
第３条の２　公認サークルの会長は、本学の専任教員、特任教授、教授（任
期付）、准教授（任期付）または専任職員でなければならない。ただし、
研究を目的とするサークルにあっては、専任教員、特任教授、教授（任期
付）または准教授（任期付）でなければならない。
２　専任教員、特任教授または専任職員が会長となることができるのは、２
つの公認サークルまでとする。ただし、第３条第２項第１号、第２号および第
５号に規定するサークルにあっては、同一種類の会長を兼ねることができない。
３　教授（任期付）および准教授（任期付）が会長となることができるのは、
１つの公認サークルとする。
４　公認サークルの会長の嘱任は、大学が行う。
５　公認サークルの会長の任期は、７月１日から翌年６月30日までの１年
間とする。ただし、再任を妨げない。
６　公認サークルの会長は、公認サークルの活動内容を把握し、適切な指導を行う。
７　事故等が発生した場合、公認サークルの会長は、大学と連携し、問題
解決のための対応に協力する。
（公認サークルの要件等）
第４条　前条に規定する公認サークルとなるためには、次の各号に定める
要件を満たさなければならない。
一　本学学生のみで21人以上、かつ２学部以上にまたがる構成員があること。
二　設立するサークル名で、学内外での活動実績が１年間以上あること。
三　領収書を添付した１年間以上の会計報告があること。
四　会長、幹事長、副幹事長および会計を１人ずつ置いていること。
五　その他大学が必要と認める事項

２　前項の規定にかかわらず、学生稲門会および学術院承認サークルの要
件は別に定める。
３　第２条第２項の大学に登録されたサークルのうち、公認サークルを除く
サークルを登録（未公認）サークルとよぶ。
（学生の会の要件）
第５条　第３条第２項第１号に規定する学生の会となるためには、同好会と
して５年以上継続して承認され、その後さらに５年以上継続して学生の会の
設立を申請していなければならない。
（便宜供与）
第６条　公認サークルならびに大学が特に認めた者および団体は、次の各
号に定める便宜供与を受けることができる。供与の内容については別に定
める。
一　学生会館等の部室の使用
二　教室および施設の利用
三　新規会員募集活動等での場所等の利用
四　課外活動補助金の受給
五　大学行事への参加
（損害賠償）
第７条　学生または学生の団体が、故意または過失により本大学の施設、
設備および物品等を汚損または損傷した場合は、その損害を賠償しなけれ
ばならない。
２　大学は事情によって、前項の賠償額を減免することができる。
（懲戒等）
第８条　学生または学生の団体が本規程および同施行細則（2011 年２月
14日規約第 10―91 号の２）に違反したときは、第６条に定める便宜供
与を停止し、または早稲田大学学則（1949 年４月１日示達）第 46 条も
しくは早稲田大学大学院学則（1976 年４月１日教務達第１号）第 38 条
の規定により、懲戒処分に付することができる。
（細則の制定）
第９条　立看板の設置ならびに文書等の掲示および配布の方法、学生が課
外活動等を行う上で遵守しなければならない事項その他この規程の施行に
必要な事項は、細則をもって別に定める。
附　則
（施行期日）
１　この規程は、2011 年４月１日から施行する。
（関連規約の廃止）
２　学生の会に関する規程（1951 年５月24日示達）、掲示板使用につ
いて（1950 年４月１日制定同日施行）および立看板取扱いについて
（1953年４月１日制定同日施行）は、この規程施行の日をもって廃止する。
附　則（2012 年２月16日規約第 11―62 号の１）
この規程は、2012 年４月１日から施行する。
附　則［整理］（2012 年７月26日規約第 12―16 号の５）
この規程は、2013 年４月１日から施行する。
附　則（2017 年 10 月６日規約第 17―40 号の１）
（施行期日）
１　この規程は2018 年４月１日から施行する。
（経過措置）
２　2018 年３月31日において、公認サークルであるサークルの公認期
間および当該サークルの会長の任期は、2018 年６月30日までとする。
３　2018 年３月31日において、３つ以上のサークル会長となっている
者は、当分の間、この規程による改正後の課外活動等に関する規程第３条
の２第２項の規定を適用しない。

課外活動等に関する規程施行細則
（2011 年２月14日規約第 10―91 号の２）
《所管：学生生活課長》

（細則の制定）
第１条　この細則は、課外活動等に関する規程（2011 年２月14日規約
第 10―91 号の１。以下「規程」という。）第９条の規定に基づき、規程
の施行に必要な事項を定める。
第２条　削除

早稲田134-232.indb   192-193早稲田134-232.indb   192-193 2020/03/23   13:592020/03/23   13:59



194 195

（公認サークルの学生責任者）
第３条　公認サークルの学生責任者は複数の公認サークル責任者を兼ねる
ことはできない。ただし、大学が特に認めた場合は、この限りではない。
２　学生責任者は学部の正規生でなければならない。ただし、学術院承認
サークルのうち、大学が特に認めたサークルはこの限りではない。
（立看板および掲示物等）
第４条　学生または学生の団体が、立看板を本大学構内に設置し、または
文書、チラシおよび新聞等（以下「文書等」という。）を掲示する場合は、
公認サークルにあってはサークル名を、個人および公認サークル以外の団
体にあっては、本大学学生である掲示責任者の所属箇所、学年、氏名、連
絡先および団体名を当該立看板または文書等に記載しなければならない。
２　本大学構内で立看板を作製しようとするときは、あらかじめ大学の許可
を得て、所定の場所で作製するものとする。
３　立看板の設置または文書等の掲示を行う際は、公認サークルにあって
は幹事長その他の学生責任者、公認サークル以外にあっては、本大学学生
が掲示責任者として立ち会わなければならない。
４　設置・掲示の期間を経過したときは、設置・掲示を行った者は、速やか
に立看板・掲示物を撤去しなければならない。
５　立看板および掲示物は、営利目的、虚偽の内容、他者のプライバシー
の侵害、特定の個人もしくは団体等への誹謗中傷または名誉毀損にあたら
ないもので、公序良俗に反しないものでなければならない。
６　立看板および掲示物は、倒壊の危険や通行妨害がないよう、安全に配
慮して設置しなければならない。
７　立看板および掲示物が、前３項の規定に反していると大学が判断したと
きその他大学が必要と認めた場合は、当該立看板および掲示物を撤去する
ことがある。
８　前各項の規定にかかわらず、早稲田キャンパス以外のキャンパスにおい
て、立看板および掲示物等の規定がある場合は、当該キャンパスの規定を
適用できるものとする。
（立看板の大きさ等）
第５条　立看板の大きさは、ベニヤ板（180㎝×90㎝）２枚分までとする。
２　立看板を設置する際は、通行の妨害および人身に危険の及ばない場所
を選ぶものとし、植栽等を傷めてはならない。
３　突起物のある立看板は設置してはならない。
４　フェンスにガムテープまたはそれに類似するものを貼り、設置の場所取
りを行ってはならない。
５　フェンスへの掲出は、危険防止のため四隅を固定しなければならない。
６　同一内容の立看板については、一キャンパスにつき２箇所以内の設置
とする。
７　立看板の設置場所について、各キャンパスにおいては、大隈銅像周辺、
正門付近その他の大学が指定する場所に設置してはならない。ただし、大
学が特に認めた場合はこの限りではない。
８　大学は、原則として年４回、立看板を撤去する。
（掲示物の大きさ等）
第６条　掲示物の大きさは、最大Ａ２サイズまでとする。
２　掲示物の枚数は、次の各号に定めるとおりとする。
一　枠のある掲示板　１掲示板につき１団体あたり１枠まで
二　枠のない掲示板　１掲示板につき１団体あたり１枚まで
３　掲示板以外の場所（壁やフェンス等をいう。）に文書等を掲示してはな
らない。
４　掲示物を固定する際は、画鋲を使用し、ホッチキス、ガムテープ等を使
用してはならない。また他の掲示物の上に重ねて貼ってはならない。
５　大学は、月に１回（原則として第４月曜日の午前中）、すべての掲示物
を撤去する。
（文書等の配布）
第７条　学生または学生の団体が、本大学構内において文書等を配布しよ
うとする場合は、公認サークルにあってはサークル名を、個人および公認
サークル以外の団体にあっては、本大学学生である掲示責任者の所属箇所、
学年、氏名、連絡先および団体名を当該文書等に記載しなければならない。
２　文書等の配布を行う際は、公認サークルにあっては幹事長その他の学
生責任者、公認サークル以外にあっては本大学学生である責任者が、立ち
会わなければならない。
３　文書等の配布は、屋外のみとし、建物内での配布は認めない。ただし、

大学が特に認めた場合は、この限りではない。
４　文書等の配布は、手渡しとし、受け取る意思のない者への強要を行っ
てはならない。
５　配布する文書等は、営利目的、虚偽の宣伝、他者のプライバシーの侵
害、特定の個人もしくは団体等への誹謗中傷または名誉毀損にあたらない
もので、公序良俗に反しないものでなければならない。
６　前各項の規定にかかわらず、早稲田キャンパス以外のキャンパスにおい
て、文書等の配布の規定がある場合は、当該キャンパスの規定を適用でき
るものとする。
（教室の貸出し）
第８条　学生または学生の団体が、会合その他の目的で教室を利用すると
きは、あらかじめ大学の許可を得なければならない。
２　大学は、前項の許可の申請が次の各号の一に該当する場合は、同項の
許可をしないことがある。
一　教室の利用目的が公序良俗に反する恐れがあるとき。
二　入場料その他の料金を徴収しようとするとき。
三　授業の妨げになる恐れがあると認められるとき。
３　大学は、次の各号の一に該当するときは、第１項の許可を取り消すこと
ができる。
一　大学が教室を利用しなければならない緊急の必要が生じたとき。
二　借用願の記載事項に虚偽の記載があったとき。
三　前項各号のいずれかに該当することとなったとき。
四　その他大学が必要と認めたとき。
４　前各項の規定にかかわらず、早稲田キャンパス以外のキャンパスにおい
て、教室の貸出しの規定がある場合は、当該キャンパスの規定を適用でき
るものとする。
（学生証の提示）
第９条　学生は、学生証を常に携帯し、本学教職員の請求があったときは、
これを提示しなければならない。
（遵守事項）
第 10 条　学生は、本大学構内において大学が定めた場所以外で、喫煙
および飲酒をしてはならない。ただし、大学が特に認めた場合はこの限り
ではない。
２　学生は、本大学構内において物品の販売およびこれと同視すべき行為
をしてはならない。ただし、大学が特に認めた場合はこの限りではない。
３　学生は、大学の施設、設備および備品を占有してはならない。ただし、
大学が特に認めた場合はこの限りではない。
４　学生は、横断幕、垂れ幕、ステッカー等を施設、植栽等に設けまたは
掲げてはならない。ただし、大学が特に認めた場合はこの限りではない。
５　学生は、本大学構内および大学周辺で拡声器、楽器等を使用してはな
らない。
６　学生は、衛生環境の維持および改善に努め、ゴミの放置などをしては
ならない。
７　学生は、常に安全確保に努め、危険行為および他人への迷惑行為をし
てはならない。
（拡声器および楽器等の使用）
第 11 条　前条第５項の規定にかかわらず、早稲田キャンパスにおいては、
授業実施期間（試験期間および大学が指定した日を除く。）の 12 時 10
分から13 時まで拡声器、楽器等を使用できるものとする。
２　前項のほか、大学が特に認めた場合は、大学構内で拡声器、楽器等を
使用できるものとする。
３　拡声器および楽器等を使用する際は、大学の指示に従わなければなら
ない。
附　則
この細則は、2011 年４月１日から施行する。
附　則（2012 年１月27日規約第 11―62 号の２）
この細則は、2012 年４月１日から施行する。
附　則（2016 年２月23日規約第 15―68 号）
この細則は、2016 年４月１日から施行する。
附　則（2017 年 10 月６日規約第 17―40 号の２）
この細則は、2018 年４月１日から施行する。
附　則（2019 年２月26日規約 18-81 号）
この細則は、2019 年２月26日から施行する。

サークル活動

サークルの登録・運営に関するお問い合わせ
30号館１F（学生会館）

学生部学生生活課（課外活動デスク）
03‒3202‒0706
http://www.waseda.jp/student/

　正課授業とは違った出会いや、経験が得られるサークル活動。早稲田大学では、条件を満たしたサーク
ルを公認し、さまざまな課外活動支援を行っています。

サークルの種類
　公認サークルには、「学生の会」「学生稲門会」
「学外 NPO 等に所属するサークル」「同好会」
および「学術院承認サークル」があります。公認
サークルとなるためには、以下に記載されている

ような要件を満たす必要がありますが、「登録（未
公認）サークル」としてサークル名や学生責任者
などの情報を学生生活課に届け出ることで、教室
貸し出しなどを利用することもできます。

公認サークルの要件
　主に、①サークル員の構成、②活動実績、③会
長という3つの要件があります。初めはハードルが
高いように感じるかもしれませんが、100年にわ
たって活動を続けているサークルから、昨年公認さ

れたばかりのサークルまで、現在、約550もの公
認サークルが活動中です。サークル会員の努力は
不可欠ですが、学生部としてもより多くの公認サー
クルが活動できるように支援を行っています。

公認サークルに対する支援
　学生会館の部室・会議室・練習室などの施設利
用の他、課外活動補助金の交付が支援の柱です。
補助金の申請を行った公認サークルのうち、活動
規模や継続年数などの条件を鑑みて、最大で年間
30 万円を補助しています。この課外活動補助金

は公認サークルの直接経費の半額を支給するもの
で、具体的には、印刷費用や機材のレンタル費用、
ライブ会場などの施設利用料などが対象。皆さん
のサークル活動をより充実したものとする手助け
となっています。

学外での活動について
　公認サークルが学外で課外活動（合宿・遠征な
ど）を行う際は、必ず事前に学生生活課に「合宿・
遠征届」（「学傷補」の届け出も兼ねる）を提出し
ましょう。提出がないと、課外活動中に事故など
が起こった場合、大学からの指示を受けることが

できないだけでなく、「学傷補」も適用されません。
なお、「学傷補」の対象は早大生のみで、他大学
の学生は対象外です。他大学生には必ずその旨を
伝え、サークルで独自に保険加入することをお勧
めします（P.208 参照）。
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