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何を夢見る？摂大生のための学内情報誌

［摂大キャンパス］
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ようこそ、摂南大学へ

「可能性を拡げよう」
歓迎！ 2016 年度春風祭

摂南大学キャンパスマップ／年間キャンパスカレンダー
学生生活を楽しもう！ プロジェクトの紹介

ピアサポーター／ CCS ／ Setsunan Girl's Press ／
アドミッションスタッフ／学生広報プロジェクト

新入生ふれあいキャンプに参加しよう！
これから奨学金を申し込む方へ

安全で快適なキャンパスライフのために

可能性 を拡 げよう

みなさん、ご入学おめでとうございます。みなさんは、

学

長

八木

紀一郎

クト型学習）で、インターンシップで、あるいはボラン

す。学生が主人公であった大学の起源に回帰しはじめて

主体的に学ぶアクティブ・ラーニングが重視されていま

あったものが多くあります。いま大学教育では、学生が

組 合 を つ く っ て 教 師 を 雇 っ た と か、学 生 た ち が 中 心 で

と教師がむすびついて団体をつくったとか、学生たちが

大学の起源にはいくつかのタイプがありますが、学生

た。みなさんが伸びることは、大学が伸びることです。

南大学という共同体（コミュニティ）の一員になりまし

あるいはコーチとして活用してください。これからの活

性 を 拡 げ ま す。大 学 で 友 人 の 輪 を 拡 げ、教 員 を ガ イ ド、

します。それは、みなさんを成長させ、みなさんの可能

獲得・創造、そして地域・産業・社会への貢献にも発展

らば、それは自分自身の学習だけでなく、新しい知識の

のに転換しはじめています。みなさんが主体的に学ぶな

生が自ら能動的に学び、教員がそれを支えガイドするも

いう３つの責務をもっています。大学における教育も学

大学は社会に対して、教育と研究、そして社会貢献と

ティアで積極的な学びをおこなってください。

いると言ってもよいでしょう。教室で、課外活動で、キャ

躍に期待します。

本学に入学して、学生、教員、そして職員が構成する摂

ンパスを出て地域と関わるPBL（課題解決型・プロジェ
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摂大キャンパス

摂南大学 寝屋川キャンパス

2016 春風祭

枚方キャンパス

4

月 1㊎‒‒‒‒

課外活動団体／サークル団体
新入生勧誘活動

2㊏‒‒

（キャンパス内・駐輪場や屋外は除く）

4㊊‒‒

（７号館・10号館前・中庭）

クラブ紹介を
お楽しみに！
2016 年 4 月５日
（火）
、15 時 05 分から
クラブ紹介を行います。
枚方キャンパスで活躍している
13 団体＋サークルが
各々の魅力を最大限にアピール★
「どのクラブに入ろうかなぁ」
と
悩んでいるあなた、必見ですよ！

クラブ説明会

5㊋‒‒

ステージ企画

7㊍‒‒‒‒ 春風祭実行委員会
8㊎‒‒‒‒ アーチェリー部
11㊊‒‒‒‒ フォークソングmusic研究部
12㊋‒‒‒‒ ジャズクラブ同好会NOJ
13㊌‒‒‒‒ ブラック・ミュージック・アンサンブル同好会
14㊍‒‒‒‒ 軽音楽部
15㊎‒‒‒‒ 放送部
19㊋‒‒‒‒ sonnymusic研究部

回
第39

20㊌‒‒‒‒ 吹奏楽部
22㊎‒‒‒‒ PEP JOY CREW
26㊋‒‒‒‒ 摂大祭実行委員会
28㊍‒‒‒‒ 春風祭実行委員会
ステージ企画（エンディング）
新入生歓迎立食会

昼休み

主催：春風祭実行委員会
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摂大キャンパス

摂南大学
寝屋川キャンパス

※天候などの理由により日程を変更することがあります。

Vol.204 Apr.1.2016

テー

マ

16
20

期 間
開 催
8日木
4月2
日木 ~
催
員会
主
行委

4月 7

祭実

春風

大学

摂南

展示も
クラブ紹介のりだくさん !!
盛

4 号館前ウッドステージ 他

※日程の変更は４号館（oisis）横に掲示しているステージスケジュールをご確認ください。

学生課

キャンパスマップ

1 寝屋川キャンパス５号館１階

学生課はクラブ活動やボランティア、奨学金・
学生貸付金、国際会館（学生宿舎）、学生相談、
通学証明書の発行などの学生生活全般に関す
ることの窓口です。学生生活において何か困っ
たことや不安があれば、また、どこに行けばよ
いか分からない時はまずは学生課へ！みなさんの
一生の思い出に残る大学生活のために親身にサ
ポートします♪

トレーニングセンター

2 寝屋川キャンパス総合体育館１階

トレーニングセンターにはエクササイズバイクやランニングマシンなどの本格的なマ
シンが揃い、専従のトレーナーがトレーニングやリハビリ、健康管理などの指導・
相談を行っています。個人の目的に合ったトレーニングができるので、日頃の運動
不足を解消したい人、ダイエットに励みたい人、競技能力を高めたい人はぜひトレー
ニングセンターへ足を運んでみてください。（利用するには講習の受講が必要です）

2
3

総合体育館

1

11 号館

13 号館

4 号館

5 号館
1 号館

4

7 号館

7

8

5

6

10 号館

3 号館
8 号館

12 号館

教務課

3 寝屋川キャンパス 11 号館１階
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教務課では、学生生活を送る中で重要となる授
業、履修、試験、成績、進級および卒業など学
業全般に関する業務を取り扱っている部署です。
入学後に少しでも不安なことがあれば、いつで
も教務課へ相談に来てください。
スタッフが皆様の学生生活を全力でサポートし
ます！
！

国際交流センターは留学生に関すること、海外
派遣プログラムに関すること、海外留学支援に
関することなど国際交流全般に関する窓口で
す。留学の相談など、気軽に国際交流センター
に寄ってください！

4 寝屋川キャンパス 10 号館１階

就職部では進路（就職）相談、求人票の公開、
推薦状の発行や就職に関する各種行事を開催し
進路支援を行っています。
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April

入学宣誓式（入学式）

新入生ガイダンス

新入生何でも相談会
＠寝屋川キャンパス

前期授業開始

春風祭（新入生歓迎祭）
＠寝屋川キャンパス

体育会各クラブ春季リーグ戦

ふれあいキャンプ

5

May

新入生ふれあいキャンプ
（１回目）

常翔学園３大学体育会
課外活動団体交流戦

新入生ふれあいキャンプ
（２回目）

体育会・文化会
フレッシュマンキャンプ

七夕祭＠寝屋川キャンパス

前期期末試験

前期期末試験

夏期休暇開始

各クラブ夏合宿

ゼミ合宿

常翔学園 3 大学体育会課外活動団体交流戦

June

摂大
キャンパスカレンダー

7

July

地下１階・1 階～３階

資料の貸出し・返却、新聞・軽雑誌・学術雑誌の閲覧、映像資料
の視聴、個人やグループでの学習など、多用途に利用できます。ま
た、ノートパソコンの貸出しや、図書や文献の取り寄せ、アドバイス
が受けられるレファレンスなど、種々のサービスを行っています。カ
ウンターは１階と３階にあります。図書館を有効に活用しましょう！

掲載内容は予定であり、変更することがあります。
※

8

August

フレッシュマンキャンプ

5 寝屋川キャンパス 10 号館

8 寝屋川キャンパス３号館４階

就職課

寝屋川キャンパス

図書館

国際交流センター

春風祭

摂大キャンパス
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枚方事務室

9 枚方キャンパス１号館１階

TA
HIRAKAm
Ca pus

枚方事務室１には、教務係、就職係、学生係があります。
・教務係は、授業、履修、試験、成績、進級や卒業などの学業に関する
業務を行っています。
・就職係は、進路（就職）相談、求人票の公開、推薦状の発行や就職に
関する各種行事を開催し進路支援を行っています。
・学生係は、奨学金・学生貸付金、課外活動や学生生活全般に関する業
務を行っています。
学業・卒業後の進路や、学生生活で困ったこと、分からないことなどがあ
れば、一人で悩まず枚方事務室に相談ください。

情報メディアセンター

6 寝屋川キャンパス 10 号館４～７階

11 枚方キャンパス５号館３・４階

情報メディアセンターは、ポータルサイト・メー
ルシステムなどの情報システムや情報処理 ( 演
習 ) 室・CALL 教室などの情報教育設備、無線
LAN などのネットワーク設備のコンピュータ利
用に関する窓口です。コンピュータのことで困っ
たことがあれば情報メディアセンターに相談くだ
さい。

枚方キャンパス

6 号館

7 号館

9

12

5 号館

11

1 号館

10

4 号館
2 号館
3 号館

保健室

7 寝屋川キャンパス３号館１階

12 枚方キャンパス１号館１階

図書館

保健室では定期健康診断の結果や来室記録などをもとに皆さんの健康管理をサポートし
ています。
学内での負傷や急病に対しての応急処置や医療機関の紹介、感染性疾患などの予防措
置・衛生管理、精神衛生指導も行っていますので、身体に不調を感じたときは気軽に
利用してください。

10 枚方キャンパス２号館２階

枚方分館は薬学・看護の各学部に関連する図
書を中心に各種資料を取り揃え、頼りになるス
タッフが常駐、資料や学習の相談を含め日々の
学習や教育研究の支援を行っています。
通路から直接ウォークインできる２階がワンフロ
アの図書室で読書や学習に最適。隣には独立し
た閲覧室があり、長時間にわたる自習や必要に
応じてグループ学習なども可能です。
また、読書ラリーを行っており気楽に読書しな
がらポイントレースを楽しむなど、大いに図書館
を利用して有意義に過ごしましょう！

▲寝屋川キャンパス
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2

March

December

11

10

November

9

October

後期授業開始

摂友祭

前期成績交付

摂大祭

体育会各クラブ秋季リーグ戦

日）

30

September

オータムフェスタ＠寝屋川キャンパス

月

10

摂大祭＠寝屋川キャンパス

摂友祭＠枚方キャンパス

学園創立記念日（

常翔学園３大学文化会
課外活動団体交流会

クリスマスフェスタ＠寝屋川キャンパス

冬期休暇開始
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後期授業再開

リーダー研修会

12

January

後期期末試験

後期期末試験

摂大キャンパス

文化会・体育会リーダー研修会

5

学年末成績交付

学位記授与式
学位授与式

1

February

▲枚方キャンパス

学生生活を楽しもう！

『ピアサポーター』
活動内容：自習室の設営、新入生なんでも相談会など学生
生活をサポートする企画運営を行っています。
活動日時：毎週金曜日 18：00 ～
活動場所：学生課
一
言：学生生活で困っている学生をサポートしたい！
と思う人を募集しています。
参加方法：学生課窓口で申し込むか、
〈SETSUNAN.Gakusei@josho.ac.jp〉に〈学籍番
号・氏名・連絡先〉を明記して送信してください。

プロジェクトの紹介

※主に寝屋川キャンパスの学生で構成していますが、枚方キャンパスの学生の
参加も大歓迎です！ぜひご相談ください。

グループでの自習室を企画

『ＣＣＳ
（Campus Clean Supporter）』
活動内容：環境への負担軽減を目的として、昼休みや放課後
に学生によるエコ活動を行っています。また、環
境改善に関しての話し合い、ペットボトル削減や
喫煙マナー向上等について企画しています。
活動日時：「できるときに」を謳っています。毎日・毎週で
なくても構いません。
皆さんの空き時間（主に昼休み・放課後）に活動
しています。
活動場所：寝屋川キャンパスおよびキャンパス周辺
一
言：この活動で普段の生活では気付けない新しい発
見がありました！
参加方法：学生課窓口で申し込むか、
〈SETSUNAN.Gakusei@josho.ac.jp〉に
〈学籍番
号・氏名・連絡先〉を明記して送信してください。

『Setsunan Girl's Press』
活動内容：摂南大学の女子学生を増やす活動をしています。
女子高生たちが入学したいと思える大学にするた
めに、リーフレットやムービーを製作し、女子向
けの広報活動を行ったり、食堂の新メニューを提
案したりと、幅広く活動しています。
活動日時：毎週１回程度、会議や打ち合わせを行っています。
活動場所：第２会議室（寝屋川キャンパス７号館７階入試部横）
一
言：元々、消極的な方ではなかったんですが、より積
極的になれました！また、学外の企業の方と関わ
ることが多いのですが、自分の考えやイメージを
伝えることが難しく、勉強になります！
参加方法：春にポスターを掲示する予定なので、それを確認
していただき、説明会に参加してください！

食堂新メニュー
試食会を
開催☆

新企画について
打ち合わせ中♪

『アドミッションスタッフ』
活動内容：オープンキャンパスの企画や運営、高校生の大学
見学会の運営サポートなどを行っています。
活動日時：オープンキャンパスや大学見学会の実施日。その
他、毎週１回、昼休みや放課後に会議をしています。
活動場所：会議は、空いている教室で行っています。
一
言：ぼくたちと一緒にオープンキャンパスを作り上げ
ましょう！
クラブやサークルとは違うやりがいがある活動で
す！！
参加方法：春と秋に入部募集をしています。ポスターを掲示
していますので、ぜひ見てください！わからない
場合は学生活動ルーム（寝屋川キャンパス３号館 4
階）にお越しいただくか、入試部にお問い合わせく
ださい。

『学生広報プロジェクト』
活動内容：自らが記者となって、自分たちが取り組む PBL
授業やクラブ活動について、大学ホームページ
などで情報発信しています！
活動日時：勉強会は２週間に１回程度、昼休みや放課後
活動場所：教室など
一
言：取材の基本や記事
作成のイロハを元
新聞記者のプロに
学びます。基礎知
識だけでなく、人
の心を掴む文章表
現力も付きます！
参加方法：学生課にお問い合
わせください。

全員集合！

見出しの
付け方について
勉強中☆

摂大キャンパス
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新入生ふれあいキャンプに参加しようよ！

楽しすぎて ないコール続出！
帰りたく

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます！
“大学生活に慣れるかな～、友達できるかな～” と不安に思っていませんか？
そんな人はぜひ「新入生ふれあいキャンプ」に参加しましょう！
みんなで野外ゲームをしたり、一緒に夕食を作ったり、キャンプファイヤーで歌ったり…
と楽しいプログラムがいっぱい！
新入生全員が対象なので、同じ学部だけでなく他学部の友達もできるビッグチャンス！
先輩学生がすべて企画・運営し、丁寧に接してくれるので、これから始まる新生活の不安
も一気に解消できます。
ぜひこのキャンプに参加して、実り多い大学生活をスタートさせてください。

実施日

5 月 21日（土）～22 日（日）

第１回目

１泊２日
第 2 回目

6 月 4 日（土）～5 日（日）

１泊２日

※いずれかに参加できます。

○場

所：宇治市総合野外活動センター「アクトパル宇治」
（京都府宇治市西笠取）
※宿泊はテントではなく、近代的な宿泊施設を使います。
大きなお風呂や食堂も完備されています。

○内 容：仲間作りゲーム、キャンプファイヤー、アウトドアクッキング など
○移 動：大学から現地までの往復チャーターバスを利用します。
○指導員：摂南大学学生（先輩）、教職員およびキャンプ指導員
○費 用：2,000 円
【注意】申込み時に前払い。キャンセルの場合も返金しません。

☆申し込みから参加までの流れ☆
「学籍番号」、
「氏名」、
「性別」、
「携帯電話番号」
❶ fureai@jm.setsunan.ac.jpに次の内容を書いて送信してください。 「学部・学科」、
メールで申し込み！
（期間４月 7 日
（木）午前９時 ～ 10 日
（日）午後５時）

開催日程のうち
「第１希望の日程」、
「第２希望の日程」、
「どちらでもよい」

【注意】
１．後日、参加可否の返信メールが届きます。
２．先着順ですので、定員をオーバーした時点で受付を終了します。
３．参加人数が偏った場合は、こちらで調整することがあります。その場合は改めて相談のメールをお送りします。
４．４月 7 日
（木）午前９時前に送信した人は
「フライング」として
「無効」となるので十分注意してください。
５．fureai@jm.setsunan.ac.jp のアドレスを着信拒否設定すると、こちらからのメールが届かなくなりますので、着信拒否設定を必ず解除してください。

❷ 参加可能のメールが届いた人は、参加費用２,000 円の証紙を購入
参加費を支払い！←【注意】現金での支払ではありません！
！

寝屋川キャンパス

枚方キャンパス

日時：

日時：

4 月 25 日（月）
4 月 26 日（火）

してください。

※証紙発行機であらかじめ購入した証紙を持参のうえお越しください。

12時30分～ 13時20分【昼休み】

（1 号館 1 階）

（1 号館 1 階）

証紙発行機の設置場所：教務課（11 号館 1 階） 証紙発行機の設置場所：枚方事務室（1 号館 1 階）

❸ 学生スタッフが事前説明会を実施しますので、必ず参加してください。 日時：5 月 12 日（木）
事前説明会に出席！

枚方キャンパス

寝屋川キャンパス

１８時２０分～１９時００分

場所：５５１教室（５号館５階）

奨学金の種類

対象学部・研究科

年

次

法学部・経営学部・経済学部

日本学生支援機構奨学金
（貸与制）
大学院学内奨学金
（給付制）

理工学部・外国語学部・法学部・
経営学部・経済学部
薬学部・看護学部
大学院
理工学研究科・経済経営学研究科・
法学研究科・国際言語文化研究科
大学院
薬学研究科・看護学研究科

日

１８時２０分～１９時００分

場所：３２１教室（３号館２階）

時

場

全年次

4月8日
（金）
12：40 ～ 13：10

所属学部の説明会に出席できない場
合は他学部の説明会に必ず出席して
ください

（どちらかの日程に出席ください）

枚方キャンパス
551教室(5号館5階)

4月7日
（木）・8日
（金）
12：35 ～ 13：10

２～４年次
2～3年次
４～６年次

全年次

所

寝屋川キャンパス
551教室（5号館5階）

4月7日
（木）
12：40 ～ 13：10

薬学部・看護学部

学内一般奨学金
（給付制/出願資格は２年次以上）

5 月 10 日（火）

日時：

奨学金を希望する学生は、該当する説明会に本人が出席してください。
説明会開催 （外国人留学生は対象外）

理工学部・外国語学部
日本学生支援機構奨学金
（貸与制）

12時30分～ 13時20分【昼休み】

場所：プレゼンテーションロビー 場所：枚方事務室

証紙を忘れずに持ってきてください。支払のない場合は、参加許可を取り消します。
なお、支払い後にキャンセルした場合も返金できません。

これから奨学金を申し込む方へ

4 月 14 日（木）
4 月 15 日（金）

4月11日
（月）・12日
（火）

寝屋川キャンパス
551教室(5号館5階)

（どちらかの日程に出席ください）

12：40 ～ 13：10

枚方キャンパス
321教室(3号館2階)

4月11日
（月）・12日
（火）

（どちらかの日程に出席ください）

12：35 ～ 13：10

枚方キャンパス
322教室(3号館2階)

4月5日
（火）
14：30 ～ 15：00

寝屋川キャンパス
1122教室(11号館2階)

4月2日
（土）
15：00 ～ 16：00

枚方キャンパス
324教室(3号館2階)

注１：説明会に出席しない方は、出願資格がありません。出席できない方は、事前に学生課（枚方事務室）までご連絡ください。ただし、アルバイト等の理由は原則認めません。
注２：貸与制は、卒業後返還が必要です。 注３：摂南大学学生海外留学生規定により留学中の学生は、ポータルサイトの案内を確認してください。

奨学金に関する
お問い合わせ先
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学生課厚生係(寝屋川キャンパスの学生)
寝屋川キャンパス5号館1階

Vol.204 Apr.1.2016

072-839-9107

TEL.

枚方事務室学生係(枚方キャンパスの学生)
枚方キャンパス1号館1階

072-866-3100

TEL.

ダメ！

守ろう

対
薬物は絶

を
喫煙場所

大学生が薬物の所持や使用、売買等の疑いで警察に逮捕される報道が多数ありま
す。“薬物は所持している時点で犯罪”です。中枢神経（脳）を中心に身体的にも計り
知れない影響があります。もし、みなさんに大麻などの薬物に関する何らかの勧誘が
あった場合は、断固として拒否し、決してかかわらないこと。また、危険ドラッグも
幻覚症状を引き起こす危険な薬物です。本学は、薬物の所持・使用などあらゆる行
為に対し、厳正な処分を行います。

近年、健康面からも禁煙が社会の流れとなって
おり、公共施設や企業内でも禁煙が推進されてい
ます。本学では学生諸君の健康を考え、キャンパ
ス内に喫煙コーナーを設置し、分煙を実施してい
ます。喫煙する学生は喫煙場所を必ず守るととも
NO
に、禁煙について考えましょう。
SMOKING

寝屋川
スは
キャンパ

ろう！
マナーを守
の
内
ス
バ
電車・

禁！

学厳
自動車通

寝屋川キャンパスでは、怪我などやむを得ない場合を除き、
自動車通学を禁止しています。
その
理由は次のとおりです。
●自損、他損の交通事故が多発しており、重症、死亡事故等により休学、退学を余儀なくされる恐
れがあること
●通学時間帯には最寄駅から大学までの直通バスを増便するなど、公共交通機関による通学が
十分可能であること
●違法・迷惑駐車、騒音、交通妨害等により地域住民や近隣商業施設に多大な迷惑をかけること
しかしながら、
自動車で通学し近隣の商業施設（特にTSUTAYA、
かごの屋、パチンコ店）
や大
学内の駐車場に違法駐車をする学生が後を絶ちません。
この行為は各商業施設等に多大な迷惑
をかけるだけでなく、業務妨害、不法侵入などの犯罪にもなりかねません。
摂南大学の学生として、
マナー・素養や常識的判断力を備えた社会人になろうとする者として、
絶対に他人に迷惑をかけることのないよう、諸君の良識ある行動を強く望みます。
諸君は入学時に保護者と連名で
「自動車通学禁止にかかる誓約書」
を全員が提出し、大学に対
して自動車通学をしないことを誓約しています。
この誓約を破り自動車通学をした学生に対して
は、学則等により
「停学」
など厳しく処分します。

電車やバスの中で、他人が大声で電話しているのを
聞いて、「うるさいなぁ。外で話したらいいのに」と思
うことはありませんか？友達同士で仲良く通学すること
は、友情を深める大切な機会です。しかし時として会
話がヒートアップし、大声で話したり騒いだりしてしま
うことがあります。特に通学中の電車やバス内で大声
で話すことは、他の乗客への迷惑行為になりますので、
絶対にしないでください。
他の乗客は、「摂大生はうるさいなぁ」と思われて
しまいますよ。
その他、次のマナーも守ってください。
●お年寄りや身体の不自由な方、妊婦の方などに席
を譲る
●車内が込み合う場合は、できるだけ乗客が乗れる
よう間を詰める
●電車・バスを待っている列に割り込みをしない

通学ルート

寝屋川キャンパス自転車通学ルート
府道13号
（府道守口京都線）

淀川
国道1号線

ネッツトヨタ
新大阪
日本
ペイント

●外環状沿いは比較的
道幅が広い。
●直線道路で非常に
走りやすい。
●距離は住宅街のルート
と同じ。

浜屋
寝屋川店

菅原神社

事故
多発

ひかり病院

住宅街は
通行しない！
！

ファミリー
マート

川沿いの道を通る

寝屋川浄化
■狭い道が多く、出会いがし
らの事故やトラブルが多発。 ポンプ場
■住宅街の中は生活道路にな
るため、多数の自転車通行
は迷惑になる。

京阪本線

菅原神社前交差点は交通量
が多く、事故が多発していま
す。また、歩道が狭く、信号
待ちの場所がほとんどあり
ません。
通行は避けよう!!

国道170号線
（外環状線）

アド毎広

桜木保育園
スーパー玉出
寝屋川店

バスルート

りそな銀行

バスルートは道幅が狭
く、交通量も多いため、
通行しないこと。
寝屋川市駅→大学

寝屋川市駅

大学→寝屋川市駅

アドバンス
ねやがわ2号館

自転車で通学する場合は必ずこのルートを利用してください

摂大キャンパス
2016年4月1日発行
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自転車マナーについて
2015 年 6 月 1 日から道路交通法が改正され、自転車への罰則
が強化されました。3 年以内に2 回取り締まりの対象になると
「自
転車運転者講習」を受けなければなりません
（受講時間 3 時間、
手数料 5,700 円）。従わなかった場合は5 万円以下の罰金です。
大阪府警が警告している危険な行為（違反行為対象）は以下の 14
種類です。

❶信号無視
❷通行禁止違反（進入禁止等の標識・標示無視）
❸歩行者用道路における車両の義務違反（徐行違反）
❹通行区分違反（車道：左側通行違反、歩道：車道寄り通
行違反）
❺路側帯通行時の歩行者の通行妨害
❻遮断踏切立ち入り
❼交差点安全進行義務違反等（歩行者用信号無視、二段階
右折の不実施）
❽交差点優先者妨害等（歩行者の通行妨害）
❾環状交差点安全進行義務違反等（車両・歩行者に注意し、
できる限り安全な速度と方法で進行する）
指定場所一時不停止等（一時停止の標識・標示無視）
歩道通行時の通行方法違反（歩行者優先、車道寄りを徐行）
制動装置（ブレーキ）不良自転車運転
酒酔い運転
安全運転義務違反（夜間のライト不点灯、二人乗り等）
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