
 
 

○学内避難場所                                 

部局等名 一次避難場所 二次避難場所 

西

千

葉

地

区 

人 社 系 

国際教養学部 サッカー場（中央） サッカー場（中央） 

文学部 

各建物の正面玄関前 陸上競技場（西側） 

法政経学部 

人文科学研究院 

社会科学研究院 

人文公共学府 

専門法務研究科 

グローバル関係融合研究センター 

教育学部・教育学研究科 教育学部各号棟前 サッカー場（東側） 

附属幼稚園 附属幼稚園園庭 附属幼稚園園庭 

附属小学校 附属小学校校庭 附属小学校校庭 

附属中学校 附属中学校グランド 附属中学校グランド 

附属特別支援学校 特別支援学校グラウンド 特別支援学校グラウンド 

理 工 系 

工学部・工学研究院・融合理工学府（工学系） 工学部各号館等前 

陸上競技場（東側） 

分子キラリティー研究センター 自然科学系総合研究棟前 

ベンチャービジネスラボラトリー 施設前 

理学部・理学研究院・融合理工学府（理学系） 理学部４号館裏 

ソフト分子活性化研究センター センター前 

環境リモートセンシング研究センター センター事務室裏 

共用機器センター センター前 

アイソトープ実験施設 施設前 

フロンティア医工学センター センター前 

附 属 図 書 館 
附属図書館（本館） 

かたらいの森 サッカー場（西側） 
アカデミック・リンク・センター 

情 報 企 画 課 統合情報センター センター前 陸上競技場（東側） 

学 生 支 援 課 総合安全衛生管理機構 機構前 サッカー場（西側） 

事務局 かたらいの森 サッカー場（西側） 

普遍教育受講学生（総合校舎） サッカー場（中央） サッカー場・陸上競技場 

その他学内組織（基幹、機構、センター等） 居住施設前 陸上競技場（東側） 

亥

鼻 

地

区 

亥 鼻 地区 事務 部 

真菌医学研究センター センター前 

正門前 

未来医療教育研究機構 
医学部本館正面玄関前広場 

事務部 

医  学  部 
医学部・医学研究院・医学薬学府（医学系） 医学部棟前 

関連センター 各センター前 

薬  学  部 薬学部・薬学研究院・医学薬学府（薬学系） 薬学部棟前 

看 護 学 部 看護学部・看護学研究科 看護学部中庭 

 図書館（亥鼻分館） 亥鼻分館前 

その他学内組織（基幹、機構、センター等） 居住施設前 

松戸

地区 

園 芸 学 部 園芸学部・園芸学研究科、図書館（松戸分館） 最寄りの安全な場所 厚生施設前 

その他学内組織（基幹、機構、センター等） 最寄りの安全な場所 厚生施設前 

柏の

葉 
フィールドセンター 

環境健康フィールド科学センター 管理棟前駐車場 管理棟前駐車場 

柏の葉診療所 管理棟前駐車場 管理棟前駐車場 

 



 
 

○Campus evacuation site                        
Department name Primary evacuation site Secondary evacuation site 

Nishichiba  

Humanities and 

social sciences  

Liberal Arts and Sciences Soccer field (center) Soccer field (center) 

Letters 

In front of each building 

Athletics stadium 

 (west side) 

Law Politics and Economics 

Humanities and Studies on Public 

Affairs 

Law School 

Center for Relational Studies on Global 

Crises 

Education Soccer field (east side) 

Kindergarten Playground Playground 

Primary school Schoolyard Schoolyard 

Junior high school ground ground 

Special support school ground ground 

S c i e n c e  a n d 

e n g i n e e r i n g 

Engineering  In front of each building 

Athletics stadium 

 (east side) 

Molecular Chirality Research Center In front of each building 

Venture Business Laboratory In front of each building 

Science 
In front of building4 

Science 

Soft Molecular Activation Research Center In front of the center 

Center for Environmental Remote Sensing Back of center office 

Center of Analytical Instrumentation In front of the center 

RI Research Center In front of the facility 

Center for Frontier Medical Engineering In front of the center 

L i b r a r y 
Library (main building) 

Katarai Forest Soccer field (west side) 
Academic Link Center 

Jōhō kikaku-ka Institute of Media and Information Technologies In front of the center Athletics stadium (east side) 

Gakusei shien-ka Safety and Health Organization In front of each building Soccer field (west side) 

Secretariat Katarai Forest Soccer field (west side) 

Universal Education Students (General School Building) Soccer field (center) Soccer field · Track and field stadium 

Other campus organization In front of each building Athletics stadium (east side) 

Inohana  

Future medical 

Medical Mycology Research Center In front of the center 

Front gate 

Future Medicine Education and 

Research Organization 
Main Building front 

entrance square 
Inohana district Office 

Medicine 
Medicine In front of the Medicine 

Related center In front of each center 

Pharmaceutical Sciences In front of the Pharmacy 

Nursing Nursing Courtyard 

Library（inohana） Before the branch 

Other campus organization In front of each building 

Matsudo 
Horticulture Nearest safe place In front of welfare facilities 

Other campus organization Nearest safe place In front of welfare facilities 

Kashiwanoha Center for Environment Health and Fied Sciences 
Administration building 

front parking lot 

Administration building front 

parking lot 




