大阪大学

To International Students,

留学生の皆さん
もうすぐ新学期に入り、仲間と集まってパーティーなどに参加する機会が多くなること
と思いますが、阪大生としての自覚と責任を持って節度ある行動を心掛けてください。特
に、アルコールの大量摂取や危険薬物の誘惑には十分注意してください。詳細は以下（大
阪大学 HP からの引用）を参照してください。

The new semester will come soon, and you will have many opportunities to take part in
parties with your friends. Please be careful not to have heavy alcohol and not to be involved
in illegal drug use. For further information, please refer to the following information, copied
from the HP of Osaka University.

Cautions on consumption of Alcoholic beverages
飲酒に関する諸注意
新入生コンパ、大学祭やサークルの飲み会など、大学生になると飲酒の機会があります
が、一方で大学生の飲酒事故が発生し、中には死亡者も出ています。大阪大学でも暴飲に
よる急性アルコール中毒で学生が倒れ、救急車が出動するケースがありました。
急性アルコール中毒は、「イッキ飲み」のように大量のアルコールを短時間に飲むと起こ
りますが、ひどい場合は死に至るため、自殺行為だといえます。
飲酒の席では「イッキ飲みしない」ことが大前提ですが、イッキ飲みを「させない」こと
も大切なルールの一つです。また、飲酒の強要により重大事故等を引き起こした場合は、
本学学生としての身分にも影響を及ぼしかねないだけでなく、刑事的責任や民事的責任が
発生するケースもあります。今一度、阪大生としての自覚と責任を持って節度ある行動を
心がけて下さい。
薬物乱用防止について
昨今いわゆる「脱法ドラッグ」の乱用者の犯罪や、重大な交通死亡事故を引き起こす事
案が後を絶たず、深刻な社会問題となっています。
日本政府としても薬物乱用防止に向けた取組を強化しており、報道されているとおり、呼
称が「危険ドラッグ」に決定する等の啓発、注意喚起や取締が行われています。
「危険ドラッグ」はもとより、大麻や覚醒剤などの薬物（ドラッグ）の使用は、心と体に
悪影響を及ぼし、人格の破壊へと導かれます。また、本学学生としての身分にも大きな影
響を与えることは明白です。
薬物（ドラッグ）は、乱用や売買だけでなく、所持するだけでも違法です。甘い言葉や
軽い気持ち、誤った情報に左右されることなく、きっぱりと拒否する強い意志を持つ必要
があります。
学生のみなさんへは、従前より掲示・ポスター等で「薬物の危険性に関する注意喚起」
を行っていますが、今一度、阪大生としての自覚と責任を持って節度ある行動を心がけて
下さい。

College students have a lot of opportunities to drink such as welcoming parties, college
festivals, and club parties. However, with these increased opportunities, come an increase
in serious alcohol-related incidents, some resulting in student death! Although you may not
be aware of it, certain student have suffered acute alcohol poisoning and some have even
been rushed to a hospital in an ambulance.
Much of this acute alcohol poisoning is caused by binge drinking. At parties, avoid getting
yourself involved in binge drinking in any way! Don't do such drinking yourself and never
get involved in making someone else binge drink!
Remember: If you should be involved in forcing someone (or even encouraging someone)
to binge drink and that person later is involved in a serious incident such as their death or
a traffic accident, you could be charged as an accessory under criminal and/or civil law.

Finally, INTERNATIONAL STUDENTS
As with drug offenses, an offense of some sort involving alcohol could also impact your
stay in Japan and/or career at Osaka University. In particular, "DUI" offenses (driving under
the influence, i.e., driving when drunk) carry very strict penalties and very high fines.

Dangers of Illegal Drugs
The abuse of illegal drugs (cannabis (marijuana), stimulants, etc.) is now spreading among
young people.
You may believe that experimenting only once will not do any harm, but this leads to
dependency. Drugs will affect your body and mind. Moreover, this will disappoint your
parents and friends, and will have an adverse effect on your university life.
Students are advised to recognize the horrors of drugs, and maintain sound judgment and
courage in resisting temptations.
If you're an international student, a drug offense can easily mean the end of your studies
and career in Japan.
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