
 
 

【西千葉地区（一次避難場所）】 
 

 

 

 

※上記以外の部局等においては、各施設・建物前など、指定の集合場所 

 

各建物の正面玄関前 
（文学部、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、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ関
係融合研究ｾﾝﾀｰ、人社学系事務部） 

理学部４号館裏 
（理学部・理学研究院・融合理
工学府（理学系）、先進ｾﾝﾀｰ） 

ｾﾝﾀｰ前（統合情報ｾﾝﾀｰ、ｿﾌﾄ
分子活性化研究ｾﾝﾀｰ） 

施設前（ｱｲｿﾄｰﾌﾟ実験施設） 

教育学部各号棟前 
（教育学部・教育学
研究科） 

かたらいの森 
（事務局、附属図書館、
ｱｶﾃﾞﾐｯｸ・ﾘﾝｸ・ｾﾝﾀｰ） 

ｾﾝﾀｰ前（ﾌﾛﾝﾃｨｱ医工
学ｾﾝﾀｰ） 

ｾﾝﾀｰ事務室裏 
（環境ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ研究ｾ
ﾝﾀｰ） 

サッカー場 
（国際教養学部、普遍
教育受講学生） 

工学部各号館等前 
（工学部・工学研究院、融合理工学
府（工学系）、理工系事務部） 

ｾﾝﾀｰ前（共用機器ｾﾝﾀｰ） 

自然科学系総合研究棟前 
（分子ｷﾗﾘﾃｨｰ研究ｾﾝﾀｰ） 

施設前 
（ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ） 

機構前（総合安全衛生
管理機構） 

薬学百周年記念講堂前
（KKSG西千葉） 



 
 

【Nishichiba Campus (primary evacuation site)】 
 

 

 

 

 
※In departments other than the above, designated meeting places such as each facility, building front 

 

In In front of each building 
（Letters、Law Politics and Economics、Humanities and 

Studies on Public Affairs、Law School、Center for 
Relational Studies on Global Crises） 

In front of building4 Science 
（Science、Center for Frontier Science） 

In front of the center（Institute of Media 
and Information Technologies、Soft 
Molecular Activation Research Center） 

In front of the center 
（RI Research Center） 

In front of each building 
（Education） 

Katarai Forest 
（Secretariat、Library、Academic 

Link Center） 

In front of the center（Center for 
Frontier Medical Engineering） 

Back of center office 
（Center for Environmental 

Remote Sensing） 

Soccer field 
（Liberal Arts and 

Sciences、Universal 
Education Students） 

In front of each building 
（Engineering） 

In front of the center（Center of 
Analytical Instrumentation） 

In front of each building 
（Molecular Chirality 

h C ） 

In front of each building 
（Venture Business 
Laboratory） 

In front of each building 
（Safety and Health Organization） 

100th Anniversary Hal l 
of Pharmacy（KKSG 
Nishichiba） 



 
 

【西千葉地区（二次避難場所）】 

 
 

 

 

※上記以外の部局等においては、指定の集合場所 

【地域住民】 

専
門
法
務
研
究
科 

文
学
部 

法
政
経
学
部 

人
文
公
共
学
府 教育学部 

国際教養学部 

医学部、薬学部、看護
学部、園芸学部 

 
その他 
（事務局、 
図書館・ALC等） 

災害対策本部 

（事務局１Ｆ第３会議室） 

人
文
科
学
研
究
院 

社
会
科
学
研
究
院 

理学部 
理学研究院 
融合理工学府（理学系） 

その他学内組織等 

工学部 
工学研究院 
融合理工学府（工学系） 
理工系事務部 



 
 

【Nishichiba Campus (secondary evacuation site)】 

 
 

 

※In departments other than the above, designated meeting places 

【Local resident】 
Letters、Law Politics and Economics、
Humanities and Studies on Public 
Affairs、Law School、Center for 
Relational Studies on Global Crises 

Education 

Liberal Arts and Sciences 

Universal Education 
Students 

Secretariat、
Library、ALC 

Disaster Countermeasures 

Headquarters 

（The secretariat 1F third 

meeting room） 

Science、Center for Frontier 
Science 

Other campus organization 

Engineering 




