
一橋大学国際学生宿舎における飲酒に関する取り決め 

 

令和2年11月20日 

一橋大学国際学生宿舎主事 

 

（趣旨） 

第１条 この取り決めは、一橋大学国際学生宿舎（以下「学生宿舎」という。）における飲酒に関して、必要な事項

を定めるものとする。 

 
（飲酒に関する基本原則） 

第２条 一橋大学（以下「大学」という。）は、未成年者の飲酒を認めない。学生宿舎に入居している者（以下「入居

者」という。）は、いかなる場合においても未成年者に対して飲酒を勧め、または強要してはならない。 

 

（禁止事項） 

第３条 学生宿舎内における飲酒は、入居者個人の居室空間及び捕食・談話室（以下「私的空間等」という。） を

除き原則禁止とする。ただし、所定の手続きの上、大学が特別に認めた場合はこの限りでない。なお、私的空間

等においても学生宿舎内の秩序、風紀を乱す行為又は他の入居者の迷惑となる行為は行ってはならない。 

 

 

（処分等） 

第４条 前条に規定する禁止事項を行った場合、その対象となる行為の態様、結果及び影響等を総合的に検討

し、教育的配慮を加えた上で、次の各号に掲げる処分又は教育的指導を行うものとする。 

 

一 学則に基づく懲戒処分 

二 一橋大学国際学生宿舎規則第 20 条第 1 項に基づく入居許可の取消し 

三 主事が必要と認める教育的指導 

 

 

（救命措置） 

第５条 入居者は、飲酒した際、他者の生命・身体に危険が認められたときは、直ちに救急車を呼んで医療機関に

搬送するなど、適切な措置をとらなければならない。 

 

附 則 

この取り決めは、令和 2 年 11 月 20 日から施行する。 

 



Settlement of drinking at Hitotsubashi International Residence Halls 

2020 November 20 

Director of Hitotsubashi International Residence Halls  

(Substance) 

Article 1 

This settlement with respect to drinking at Hitotsubashi International Residence Halls (hereinafter 

referred to as the "dormitory") provide for the necessary matters. 

 

(Fundamental Rules of Alcohol) 

Article 2 

Hitotsubashi University (hereinafter referred to as the "University") does not permit under-age 20 

drinking. Residents of Hitotsubashi International Residence Halls (hereinafter referred to as 

"residents") are not allowed to serve or offer to those under-age 20. 

 

(Prohibited Matters) 

Article 3 

Alcohol may not be consumed in any part of dormitory except in contractually assigned private 

residence hall rooms and dining spaces (hereinafter referred to as "private spaces"). However, if 

permission is granted by the University, student organizations may consume alcohol in non-private 

spaces at a registered and approved events).Residents will be penalized when they disturb public 

order, regardless of if they are drinking in a private space. 

 

(Penalty, etc.) 

Article4 

In the case of a violation of the provisions of the preceding Article, the University reserves the right to 

take following actions; 

1.Take disciplinary action based on the university regulations. 

2.Revoke the resident’s dormitory residency permission under Article 20 of Hitotsubashi 

International Residence Halls Regulation.  

3.Give the educational guidance determined to be necessary. 

Such actions are taken only after careful consideration by appropriate officials of the University. 

 

(Life-saving Measures) 

Article5 

All residents should be mindful of safe drinking. In case of an emergency, all residents should take 

the appropriate measures (e.g. call ambulance immediately).  

 
Supplementary Provisions 

This transaction shall come into effect from November 20, 2020. 
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