
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学当初の諸行事案内
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新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応として、掲載行事の日程等を変更する場合があります。 
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Ⅰ．入学にあたって 
現在、皆さんは本学の入学手続を終え、４月の入学式を心待ちにされていることと思います。 
大学は、高校までとは違い、すべて自分の責任において様々なことを進めなければなりません。その

ため、不安と期待の気持ちを持って入学されることと思いますが、不安を解消するための第一歩として
授業開始前から、大学生活を理解するための行事が予定されています。 

よりよい大学生活を送るためにも、入学当初の諸行事に参加し、少しでも早く大学生活に慣れ、有意
義なキャンパスライフを送ってくださることを心から願っています。 

入学当初の諸行事日程 
入学当初の諸行事日程については、２ページからの「Ⅲ．日程表」及び「Ⅳ．各行事のご案内」を参

照してください。 
【注意!!】 

行事の当日、やむを得ない事情により、遅刻・欠席をする場合は予め学生支援課まで必ず連絡をして
ください（連絡先は裏表紙を参照してください）。 

３月３０日（火）に学籍番号及び４月１日（木）の集合教室をメール等（「駿大ドリル」経由）でお
知らせします。 

 
新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応として、掲載行事の日程等を変更する場合があります。最

新の日程については、本学ホームページ（https://www.surugadai.ac.jp/）を参照してください。  
Ⅱ．ご父母向けガイダンスについて 

入学式当日に新入生のご父母の皆様を対象としたガイダンスを実施いたします。 
ご参加にあたりまして、予約の必要はありません。下記をご確認のうえ、お時間に余裕がございまし

たらご参加ください（各建物については、巻末の「キャンパスレイアウト」をご参照ください）。 
※感染状況により、４月３日（土）の入学式及びご父母向けガイダンスについて、ご父母の参加（入場）

を制限させていただく場合もございます。その場合は、別途大学ホームページでお知らせします。 
 
○ご父母向けガイダンス 

本学の教育方針やご父母の皆様にご承知おきいただきたい事項等についてご説明させていただき
ます。 

実施日︓４月３日（土） 
学 部 法学部 経済経営学部 メディア情報学部 スポーツ科学部 心理学部 
時 間 １３︓５０～ １１︓５０～ １５︓５０～ １６︓１０～ １４︓１０～ 

会 場 講義棟１階 
３１０１教室 

第二講義棟４階 
７４０１教室 

講義棟１階 
３１０１教室 

講義棟４階 
３４０５教室 

講義棟１階 
３１０２教室 

○就職説明会（ご父母向け） 
卒業生の就職状況や本学における就職支援についてご説明させていただきます。また、学内で受講

できる公務員講座、資格講座のご案内をいたします。 
実施日︓４月３日（土） 

学 部 法学部 経済経営学部 メディア情報学部 スポーツ科学部 心理学部 
時 間 １４︓１０～ １２︓１０～ １６︓１０～ １５︓５０～ １３︓５０～ 

会 場 講義棟１階 
３１０１教室 

第二講義棟４階 
７４０１教室 

講義棟１階 
３１０１教室 

講義棟４階 
３４０５教室 

講義棟１階 
３１０２教室 

○奨学金ガイダンス（ご父母向け） 
入学後、申込方法等についてご説明させていただきます。 
実施日︓４月３日（土） 

学 部 法学部 経済経営学部 メディア情報学部 スポーツ科学部 心理学部 
時 間 １４︓３０～ １２︓３０～ １６︓３０～ １６︓３０～ １４︓３０～ 

会 場 講義棟１階 
３１０１教室 

第二講義棟４階 
７４０１教室 

講義棟１階 
３１０１教室 

講義棟４階 
３４０５教室 

講義棟１階 
３１０２教室 
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Ⅲ．⽇程表 
１．法学部 ⽇程表 

日 時 間 行 事 場 所 対 象 者 

3 月上旬 ― 日本語クラス編成試験 オンライン実施 主に外国人 
留学生※1 

3/30（火） １３︓００ 学籍番号及び４月１日（木）集合教室 
メールまたは駿大ドリル経由にて連絡 ― 全学生 

4/ 1（木） 

９︓２０～ 新入生集合 
学生証交付・所属クラス発表 3/30 にメールにて連絡する集合教室 全学生 

4/ 2（金） 

１０︓００～ 

英語クラス編成試験 
学籍番号︓1121001～1121100 ３１０１教室 

全学生 

１０︓００〜 
１１︓００ 

定期健康診断 
ＬＡ、ＬＢ、ＬＣ、ＬＤクラス 

３１０２教室 全学⽣ １１︓００〜 
１２︓３０ 

定期健康診断 
ＬＥ、ＬＦ、ＬＧ、ＬＨクラス 

１３︓３０〜 新１年次⽣ガイダンス 
学籍番号︓1121001〜1121130 ７４０５教室 全学⽣ 

１４︓５０〜 新１年次⽣ガイダンス 
学籍番号︓1121131 以降の者 

１６︓００〜 

海外語学演習ガイダンス 
(夏休み・春休みに海外の⼤学で受講する

短期語学留学) 
教室 

英語       ︓7301 
ドイツ語     ︓7306 
フランス語    ︓7307 
中国語      ︓7308 
韓国語      ︓7309 

履修希望者のみ 

予約奨学⽣対象ガイダンス（貸与） 
⽉額納付制度利⽤者ガイダンス 

（4/２と同⼀内容） 
７４０５教室 該当者のみ※2 

外国⼈留学⽣（新⼊⽣）ガイダンス ７２０２教室 外国⼈留学⽣のみ 

運動部⼊部希望ガイダンス ７４０１教室 ⼊部希望者のみ 

１７︓３０〜 予約奨学⽣対象ガイダンス（給付） 
（4/２と同⼀内容） ７４０５教室 該当者のみ※2 

英語クラス編成試験 
学籍番号︓1121101〜1121190 ３１０２教室 

英語クラス編成試験 
学籍番号︓1121191 以降の者 ３１０３教室 

１１︓３０〜 資格（司書・学芸員）課程 
ガイダンス ３１０１教室 資格課程登録 

希望者のみ 

１３︓００〜 教職課程ガイダンス ３４０５教室 教職課程登録 
希望者のみ 

１４︓３０〜 
予約奨学⽣対象ガイダンス（貸与） 

⽉額納付制度利⽤者ガイダンス 
（4/１と同⼀内容） ７４０５教室 該当者のみ※2 

１６︓００〜 予約奨学⽣対象ガイダンス（給付） 
（4/１と同⼀内容） 

※1︓主に留学⽣を対象としている⽇本語の授業を学⽣⼀⼈ひとりにあったものにするため、クラス分けを⾏い
ます。⽇本語クラス編成試験はそのための試験です。⽇本語の授業を履修する学⽣は必ず受験してください。 
詳細は別途通知致します。 

※2︓⾼校において⽇本学⽣⽀援機構予約奨学⽣として採⽤が決定している⽅が対象です。なお、学費⽉額納付
制度利⽤者の⽅は貸与ガイダンス終了後、引き続き⽉額納付制度についてのガイダンスを⾏いますので、必ず
参加してください。 

※資格取得講座（キャリアカレッジ）及び公務員対策については、別途ガイダンスを⾏います。詳細はキャリア
センターで確認してください。 
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法学部 ⽇程表 

日 時 間 行 事 場 所 対 象 者 

4/ 3（土） 

１２︓２０～ 新入生集合 4/1 に配布する「クラス名簿」で指
定された教室に集合してください。 全学生 

4/ 5（月） 

１０︓００～ 学生生活ガイダンス 
（学籍番号︓1121001～1121130） 

７４０５教室 
全学生 

4/ 6（火） 
１３︓００～ 

英語クラス発表 
Ｗｅｂ掲示 

英語履修者 

4/ 7（水）～ 
4/ 8（木） 

新入生セミナー 
4

4/10（土） 春学期授業開始  全学生 

 
 
 
 
 
 
 
 

１３︓００〜 ⼊学式 体育館２階アリーナ 全学⽣ 

１３︓３０〜 ⼊学オリエンテーション 中庭 全学⽣ 

１１︓３０〜 学⽣⽣活ガイダンス 
（学籍番号︓1121131 以降の者） 

１６︓００〜 新規希望者対象奨学⾦ガイダンス 
（4/6 と同⼀内容） 

新規申込 
希望者のみ 

⽇本語クラス発表 主に外国⼈ 
留学⽣※１ 

１５︓００〜 新規希望者対象奨学⾦ガイダンス 
（4/5 と同⼀内容） ７４０５教室 新規申込 

希望者のみ 

/7（⽔）〜4/8（⽊）の１〜2 ⽇間にて実施予定 
集合時間、場所等詳細は⼊学後に 
連絡します。 全学⽣ 
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２．経済経営学部 日程表 
日 時 間 行 事 場 所 対 象 者 

3 月上旬 ― 日本語クラス編成試験 オンライン実施 主に外国人 
留学生※1 

3/30（火） １３︓００ 学籍番号及び４月１日（木）集合教室 
メールまたは駿大ドリル経由にて連絡 

― 全学生 

4/ 1（木） 

１０︓００～ 新１年次生学生証交付及びガイダンス 
ＥＡ、ＥＢ、ＥＣ、ＥＤクラス ７４０１教室 全学生 

１１︓３０～ 新１年次生学生証交付及びガイダンス 
ＥＥ、ＥＦ、ＥＧ、ＥＨクラス 

１３︓００～ 
１４︓００ 

定期健康診断 
ＥＡ、ＥＢ、ＥＣ、ＥＤクラス ３１０２教室 全学生 １４︓００～ 

１５︓３０ 
定期健康診断 

ＥＥ、ＥＦ、ＥＧ、ＥＨクラス 

１６︓００～ 

海外語学演習ガイダンス 
(夏休み・春休みに海外の大学で受講する

短期語学留学) 
教室 

英語       ︓7301 
ドイツ語     ︓7306 
フランス語    ︓7307 
中国語      ︓7308 
韓国語      ︓7309 

履修希望者のみ 

予約奨学生対象ガイダンス（貸与） 
月額納付制度利用者ガイダンス 

（4/２と同一内容） 
７４０５教室 該当者のみ※2 

外国人留学生（新入生）ガイダンス ７２０２教室 外国人留学生のみ 

運動部入部希望ガイダンス ７４０１教室 入部希望者のみ 

１７︓３０～ 予約奨学生対象ガイダンス（給付） 
（4/２と同一内容） ７４０５教室 該当者のみ※2 

4/ 2（金） 

１０︓００～ 

英語クラス編成試験 
学籍番号︓2021001～2021100 ７２０１教室 

全学生 英語クラス編成試験 
学籍番号︓2021101～2021200 ７２０２教室 

英語クラス編成試験 
学籍番号︓2021201 以降の者 ７２０３教室 

１１︓３０～ 資格（司書・学芸員）課程 
ガイダンス ３１０１教室 資格課程登録 

希望者のみ 

１３︓００～ 教職課程ガイダンス ３４０５教室 教職課程登録 
希望者のみ 

１４︓３０～ 
予約奨学生対象ガイダンス（貸与） 

月額納付制度利用者ガイダンス 
（4/１と同一内容） ７４０５教室 該当者のみ※2 

１６︓００～ 予約奨学生対象ガイダンス（給付） 
（4/１と同一内容） 

※1︓主に留学生を対象としている日本語の授業を学生一人ひとりにあったものにするため、クラス分けを行い
ます。日本語クラス編成試験はそのための試験です。日本語の授業を履修する学生は必ず受験してください。 
詳細は別途通知致します。 

※2︓高校において日本学生支援機構予約奨学生として採用が決定している方が対象です。なお、学費月額納付
制度利用者の方は貸与ガイダンス終了後、引き続き月額納付制度についてのガイダンスを行いますので、必ず
参加してください。 

※資格取得講座（キャリアカレッジ）及び公務員対策については、別途ガイダンスを行います。詳細はキャリア
センターで確認してください。 
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経済経営学部 日程表 
日 時 間 行 事 場 所 対 象 者 

4/ 3（土） 

１０︓２０～ 新入生集合 4/1 に配布する「クラス名簿」で指
定された教室に集合してください。 全学生 

１１︓００～ 入学式 体育館２階アリーナ 全学生 

１１︓３０～ 入学オリエンテーション 中庭 全学生 

4/ 5（月） 

１０︓００～ 

クラス別履修ガイダンス（EA クラス） ７２０１教室 

全学生 

クラス別履修ガイダンス（EＢクラス） ７２０２教室 
クラス別履修ガイダンス（EＣクラス） ７２０３教室 
クラス別履修ガイダンス（EＤクラス） ７２０４教室 
クラス別履修ガイダンス（EＥクラス） ７３０１教室 
クラス別履修ガイダンス（EＦクラス） ７３１３教室 
クラス別履修ガイダンス（EＧクラス） ７３１４教室 
クラス別履修ガイダンス（EＨクラス） ７４０１教室 

１３︓３０～ 学生生活ガイダンス 
学籍番号 2021001～2021130 ７４０１教室 全学生 

１５︓００～ 学生生活ガイダンス 
学籍番号 2021131 以降の者 

１６︓００～ 新規希望者対象奨学金ガイダンス 
（4/6 と同一内容） ７４０５教室 新規申込 

希望者のみ 

4/  5（月）～ 
4/10（土） ９︓００～ 経済学部数学基礎能力試験 

～４/10（土）17︓00 まで オンライン実施 全学生 

4/ 6（火） 
１３︓００～ 

英語クラス発表 
Ｗｅｂ掲示 

全学生 

日本語クラス発表 主に外国人 
留学生※１ 

１５︓００～ 新規希望者対象奨学金ガイダンス 
（4/5 と同一内容） ７４０５教室 新規申込 

希望者のみ 

4/ 7（水）～ 
4/ 8（木） 

新入生セミナー 
4/7（水）～4/8（木）の 1～2 日間にて実施予定 

集合時間、場所等詳細は入学後に 
連絡します。 全学生 

4/10（土） 春学期授業開始  全学生 
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３．メディア情報学部 日程表 
日 時 間 行 事 場 所 対 象 者 

3 月上旬 ― 日本語クラス編成試験 オンライン実施 主に外国人 
留学生※1 

3/30（火） １３︓００ 学籍番号及び４月１日（木）集合教室 
メールまたは駿大ドリル経由にて連絡 ― 全学生 

4/ 1（木） 

１０︓００～ 新１年次生学生証交付及びガイダンス 
ＭＡ、ＭＢ、ＭＣクラス 

７２０４教室 全学生 
１１︓３０～ 新１年次生学生証交付及ガイダンス 

ＭＤ、ＭＥクラス 
１３︓００～ 
１４︓００ 

定期健康診断 
ＭＡ、ＭＢ、ＭＣクラス 

３１０３教室 全学生 
１４︓００～ 
１５︓３０ 

定期健康診断 
ＭＤ、ＭＥクラス 

１６︓００～ 

海外語学演習ガイダンス 
(夏休み・春休みに海外の大学で受講する

短期語学留学) 
教室 

英語       ︓7301 
ドイツ語     ︓7306 
フランス語    ︓7307 
中国語      ︓7308 
韓国語      ︓7309 

履修希望者のみ 

予約奨学生対象ガイダンス（貸与） 
月額納付制度利用者ガイダンス 

（4/２と同一内容） 
７４０５教室 該当者のみ※2 

外国人留学生（新入生）ガイダンス ７２０２教室 外国人留学生のみ 

運動部入部希望ガイダンス ７４０１教室 入部希望者のみ 

１７︓３０～ 予約奨学生対象ガイダンス（給付） 
（4/２と同一内容） 

７４０５教室 該当者のみ※2 

4/ 2（金） 

１１︓３０～ 資格（司書・学芸員）課程 
ガイダンス ３１０１教室 資格課程登録 

希望者のみ 

１３︓００～ 

英語クラス編成試験 
学籍番号︓3021001～3021080 ３１０２教室 

全学生 
英語クラス編成試験 

学籍番号︓3021081 以降の者 ３１０３教室 

１４︓３０～ 
予約奨学生対象ガイダンス（貸与） 

月額納付制度利用者ガイダンス 
（4/１と同一内容） ７４０５教室 該当者のみ※2 

１６︓００～ 予約奨学生対象ガイダンス（給付） 
（4/１と同一内容） 

※1︓主に留学生を対象としている日本語の授業を学生一人ひとりにあったものにするため、クラス分けを行い
ます。日本語クラス編成試験はそのための試験です。日本語の授業を履修する学生は必ず受験してください。 
詳細は別途通知致します。 

※2︓高校において日本学生支援機構予約奨学生として採用が決定している方が対象です。なお、学費月額納付
制度利用者の方は貸与ガイダンス終了後、引き続き月額納付制度についてのガイダンスを行いますので、必ず
参加してください。 

※資格取得講座（キャリアカレッジ）及び公務員対策については、別途ガイダンスを行います。詳細はキャリア
センターで確認してください。 
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メディア情報学部 日程表 

日 時 間 行 事 場 所 対 象 者 

4/ 3（土） 

１４︓２０～ 新入生集合 4/1 に配布する「クラス名簿」で指
定された教室に集合してください。 全学生 

１５︓００～ 入学式 体育館２階アリーナ 全学生 

１５︓３０～ 入学オリエンテーション 中庭 全学生 

4/ 5（月） 

１３︓３０～ 学生生活ガイダンス 
学籍番号︓3021001～3021090 

７２０４教室 全学生 
１５︓００～ 学生生活ガイダンス 

学籍番号︓3021091 以降の者 

１６︓００～ 新規希望者対象奨学金ガイダンス 
（4/6 と同一内容） ７４０５教室 新規申込 

希望者のみ 

4/ 6（火） 
１３︓００～ 

英語クラス発表 
Ｗｅｂ掲示 

全学生 

日本語クラス発表 主に外国人 
留学生※１ 

１５︓００～ 新規希望者対象奨学金ガイダンス 
（4/5 と同一内容） ７４０５教室 新規申込 

希望者のみ 

4/ 7（水）～ 
4/ 8（木） 

新入生セミナー 
4/7（水）～4/8（木）の 1～2 日間にて実施予定 

集合時間、場所等詳細は入学後に 
連絡します。 全学生 

4/10（土） 春学期授業開始  全学生 
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４．スポーツ科学部 日程表 
日 時 間 行 事 場 所 対 象 者 

3 月上旬 ― 日本語クラス編成試験 オンライン実施 主に外国人 
留学生※3 

3/26（金） 

 ９︓５０～ 新入生集合※1 
学生証交付・入学前準備セミナー ３４０５教室 全学生 

１２︓３０～ 
１４︓３０ 

定期健康診断 
 Ａチーム※2 

３１０３教室 全学生 
１４︓３０～ 
１６︓３０ 

定期健康診断 
 Ｂチーム※2 

3/30（火） １３︓００ ４月１日（木）集合教室 
メールまたは駿大ドリル経由にて連絡 ― 全学生 

4/ 1（木） 

１０︓００～ 新１年次生ガイダンス 
学籍番号︓4021001～4021120 

３４０５教室 全学生 
１１︓２０～ 新１年次生ガイダンス 

学籍番号︓4021121 以降の者 

１６︓００～ 

予約奨学生対象ガイダンス（貸与） 
月額納付制度利用者ガイダンス 

（4/２と同一内容） 
７４０５教室 該当者のみ※4 

外国人留学生（新入生）ガイダンス ７２０２教室 外国人留学生のみ 

運動部入部希望ガイダンス ７４０１教室 入部希望者のみ 

１７︓３０～ 予約奨学生対象ガイダンス（給付） 
（4/２と同一内容） 

７４０５教室 該当者のみ※4 

4/ 2（金） 

１０︓００～ 

英語クラス編成試験 
学籍番号︓4021001～4021100 ３４０５教室 

全学生 英語クラス編成試験 
学籍番号︓4021101～4021190 ３３０７教室 

英語クラス編成試験 
学籍番号︓4021191 以降の者 ３３０６教室 

１１︓３０～ 資格（司書・学芸員）課程 
ガイダンス ３１０１教室 資格課程登録 

希望者のみ 

１３︓００～ 教職課程ガイダンス ３４０５教室 教職課程登録 
希望者のみ 

１４︓３０～ 
予約奨学生対象ガイダンス（貸与） 

月額納付制度利用者ガイダンス 
（4/１と同一内容） ７４０５教室 該当者のみ※4 

１６︓００～ 予約奨学生対象ガイダンス（給付） 
（4/１と同一内容） 

※1︓開始時間等変更の場合もあるので、最新情報は本学のホームページをご覧ください。 
※2︓チーム分けについては午前中の入学準備セミナーで発表。 
※3︓主に留学生を対象としている日本語の授業を学生一人ひとりにあったものにするため、クラス分けを行い

ます。日本語クラス編成試験はそのための試験です。日本語の授業を履修する学生は必ず受験してください。 
詳細は別途通知致します。 

※4︓高校において日本学生支援機構予約奨学生として採用が決定している方が対象です。なお、学費月額納付
制度利用者の方は貸与ガイダンス終了後、引き続き月額納付制度についてのガイダンスを行いますので、必ず
参加してください。 

※資格取得講座（キャリアカレッジ）及び公務員対策については、別途ガイダンスを行います。詳細はキャリア
センターで確認してください。 
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スポーツ科学部 ⽇程表 
日 時 間 行 事 場 所 対 象 者 

4/ 3（土） 

１４︓２０～ 新入生集合 4/1 に配布する「クラス名簿」で指
定された教室に集合してください。 全学生 

4/ 5（月） 

１０︓００～ 学生生活ガイダンス 
学籍番号︓4021001～4021120 

３４０５教室 全学生 

4/ 6（火） 
１３︓００～ 

英語クラス発表 
Ｗｅｂ掲示 

全学生 

4/ 6（火）～ 
4/ 9（金） チームビルディング・１年次生履修指導ガイダンス 別途案内 全学生 

4/10（土） 春学期授業開始  全学生 

１５︓００〜 ⼊学式 体育館２階アリーナ 全学⽣ 

１５︓３０〜 ⼊学オリエンテーション 中庭 全学⽣ 

１１︓３０〜 学⽣⽣活ガイダンス 
学籍番号︓4021121 以降の者 

１６︓００〜 新規希望者対象奨学⾦ガイダンス 
（4/6 と同⼀内容） ７４０５教室 新規申込 

希望者のみ 

⽇本語クラス発表 主に外国⼈ 
留学⽣※３ 

１５︓００〜 新規希望者対象奨学⾦ガイダンス 
（4/5 と同⼀内容） ７４０５教室 新規申込 

希望者のみ 
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５．⼼理学部 ⽇程表 
日 時 間 行 事 場 所 対 象 者 

3 月上旬 ― 日本語クラス編成試験 オンライン実施 主に外国人 
留学生※1 

3/30（火） １３︓００ 学籍番号及び４月１日（木）集合教室 
メールまたは駿大ドリル経由にて連絡  全学生 

4/ 1（木） 

９︓２０～ 新入生集合 
学生証交付・所属クラス発表 3/30 にメールにて連絡する集合教室 全学生 

4/ 2（金） 

１１︓３０～ 資格（司書・学芸員）課程 
ガイダンス ３１０１教室 資格課程登録 

希望者のみ 

１０︓００〜 
１１︓００ 

定期健康診断 
ＰＡ、ＰＢ、ＰＣ、ＰＤ、 

ＰＥ、ＰＦクラス ３１０３教室 全学⽣ 
１１︓００〜 
１２︓３０ 

定期健康診断 
ＰＧ、ＰＨ、ＰＩ、ＰＪクラス 

１３︓３０〜 新１年次⽣ガイダンス 
学籍番号︓5021001〜5021080 ７２０３教室 全学⽣ 

１４︓５０〜 新１年次⽣ガイダンス 
学籍番号︓ 5021081 以降の者 

１６︓００〜 

海外語学演習ガイダンス 
(夏休み・春休みに海外の⼤学で受講する 

短期語学留学) 
教室 

英語       ︓7301 
ドイツ語     ︓7306 
フランス語    ︓7307 
中国語      ︓7308 
韓国語      ︓7309 

履修希望者のみ 

予約奨学⽣対象ガイダンス（貸与） 
⽉額納付制度利⽤者ガイダンス 

（4/２と同⼀内容） 
７４０５教室 該当者のみ※2 

外国⼈留学⽣（新⼊⽣）ガイダンス ７２０２教室 外国⼈留学⽣のみ 

運動部⼊部希望ガイダンス ７４０１教室 ⼊部希望者のみ 

１７︓３０〜 予約奨学⽣対象ガイダンス（給付） 
（4/２と同⼀内容） 

７４０５教室 該当者のみ※2 

１３︓００〜 

英語クラス編成試験 
学籍番号︓5021001〜5021090 ７２０３教室 

全学⽣ 
英語クラス編成試験 

学籍番号︓5021091 以降の者 ７２０４教室 

１４︓３０〜 
予約奨学⽣対象ガイダンス（貸与） 

⽉額納付制度利⽤者ガイダンス 
（4/１と同⼀内容） ７４０５教室 

該当者のみ※2 

１６︓００〜 予約奨学⽣対象ガイダンス（給付） 
（4/１と同⼀内容） 該当者のみ※2 

※1︓主に留学⽣を対象としている⽇本語の授業を学⽣⼀⼈ひとりにあったものにするため、クラス分けを⾏い
ます。⽇本語クラス編成試験はそのための試験です。⽇本語の授業を履修する学⽣は必ず受験してください。 
詳細は別途通知致します。 

※2︓⾼校において⽇本学⽣⽀援機構予約奨学⽣として採⽤が決定している⽅が対象です。なお、学費⽉額納付
制度利⽤者の⽅は貸与ガイダンス終了後、引き続き⽉額納付制度についてのガイダンスを⾏いますので、必ず
参加してください。 

※資格取得講座（キャリアカレッジ）及び公務員対策については、別途ガイダンスを⾏います。詳細はキャリア
センターで確認してください。 
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心理学部 日程表 
日 時 間 行 事 場 所 対 象 者 

4/ 3（土） 

１２︓２０～ 新入生集合 4/1 に配布する「クラス名簿」で指
定された教室に集合してください。 全学生 

１３︓００～ 入学式 体育館２階アリーナ 全学生 

１３︓３０～ 入学オリエンテーション 中庭 全学生 

4/ ５（月） 

１３︓３０～ 学生生活ガイダンス 
学籍番号︓5021001～5021080 

７４０１教室 全学生 
１５︓００～ 学生生活ガイダンス 

学籍番号︓5021081 以降の者 

１６︓００～ 新規希望者対象奨学金ガイダンス 
（4/6 と同一内容） ７４０５教室 新規申込 

希望者のみ 

4/ 6（火） 
１３︓００～ 

英語クラス発表 
Ｗｅｂ掲示 

全学生 

日本語クラス発表 主に外国人 
留学生※１ 

１５︓００～ 新規希望者対象奨学金ガイダンス 
（4/5 と同一内容） ７４０５教室 新規申込 

希望者のみ 

4/ 7（ 水）～ 
4/ 8（木） 

新入生セミナー 
4/7（水）～4/8（木）の 1～2 日間にて実施予定 

集合時間、場所等詳細は入学後に 
連絡します。 全学生 

4/ ８（木） １６︓００～ 公認心理師ガイダンス ３４０４教室 希望者のみ 

4/10（土） 春学期授業開始  全学生 
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Ⅳ．各行事のご案内 
１．４月１日（木）の行事 ※スポーツ科学部のみ(1)-(B),(3)-①,(5)は３月 26日(金)に行います。 

（１）当日の持ち物 
（Ａ） 高等学校卒業証明書 又は 高等学校卒業程度認定試験合格証明書 
    卒業した高等学校等で入手してください。 
（Ｂ） 健康状況報告書 

本冊子２５・２６ページの書類に必要事項を記入の上、切り取って健康診断の受付で提出
してください。 

（Ｃ） 令和３年度大学入学共通テスト受験票 
共通テスト利用型入試合格者のみ提出してください。万が一紛失した場合は大学入試セン

ターにて再発行手続を行ってください。 
（Ｄ） 筆記用具 

（２）集合教室発表 
「集合教室」を３月３０日（火）メールまたは駿大ドリル経由にて発表します。自分の集合教室

を確認し、指定された教室で待機してください。 

（３）学生証の交付 

①学生証の交付 
各学部指定の時刻より（スポーツ科学部は３月２６日（金）９︓５０より交付しますが、スク

ール型３期・一般 C 方式・共通テスト利用型３期・外国人留学生３月の入試方式合格者は４月１日
に交付します）、指定された教室で学生証を交付します。また、高等学校卒業証明書等の回収を
行います。 

②当日の配布物 
学生証交付教室で次のものを配布する予定です。 

（Ａ） 当日の予定表 
（Ｂ） クラス名簿 
（Ｃ） 履修ガイド、講義時間割表-履修の手引き 
（Ｄ） 手帳（Creative Life 学生生活のてびき）  
（Ｅ） 住所届 
（Ｆ） その他資料等 

※ 住所届は、入学手続時に入学後の住所が未定で学籍原簿に記載しなかった方のみ記入・提 
出します。郵便番号・住所を正確に記入できるように準備をしてきてください。 

（４）新１年次生ガイダンス 
授業の履修方法を中心に大学生活を送るにあたっての説明、注意を行います。開始時間に遅れな

いように必ず全員（留学生含む）出席してください。 
また、スポーツ科学部の学生には、４月６日（火）～９日（金）に行われるチームビルディング

についての詳しい説明をします。 

（５）定期健康診断 
年度当初のガイダンス日に、学校保健安全法に基づき、全学生を対象とした定期健康診断を実施

します。この健康診断は、健康診断証明書の交付を受けるために必要となります。必ず、毎年受け
てください（本冊子２４～２６ページを確認してください）。 
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（６）海外語学演習ガイダンス 
海外語学演習は、夏休み又は春休みに海外の大学で受講する短期語学留学です。海外語学演習の

履修希望者は、ガイダンスに必ず出席してください。スポーツ科学部の学生は配当年次が２年次生
以上となるため、１年次では履修することができません。 

（７）運動部入部希望ガイダンス 
運動部へ入部希望の学生は必ず出席してください。なお、同時刻に行われるガイダンスと重複を

している学生は、そちらのガイダンスを優先してください。運動部入部希望ガイダンスを欠席した
学生は、後日必ず体育課窓口に来てください。 

（８）外国人留学生ガイダンス 
このガイダンスは、留学生が１日も早く大学生活に慣れることができるように実施するものです。

奨学金制度や授業料減免の概要及び「留学生調査票」等の提出書類の説明をします。このガイダン
スに出席しない場合には授業料減免の対象者とはなりません。提出書類等に不備がある場合にも授
業料減免の対象者とはなりませんので、注意してください。留学生は、新１年次生ガイダンスと外
国人留学生ガイダンスの両方に必ず出席してください。 

① 「住所変更」について 
住所を変更した場合、市区町村役場に「在留カード」を持って行き、住所変更の手続きをして

ください。また、大学にも届出をしてください（グローバル教育課、学生支援課）。 

② 資格外活動について 
 「留学」の在留資格では働くことが認められていないため、アルバイトをする場合には、必ず
「資格外活動の許可」が必要です。また、アルバイトをする予定がなくても、「資格外活動の許
可」は、必ず受けてください。申請手続きについて、詳しくは、ガイダンスでお知らせします。 

③ 提出書類について 
 ガイダンス時に配布する「留学生調査票」を４月１０日（土）までにグローバル教育課に提出
してください。なお、「留学生調査票」を提出するにあたり、以下の書類が必要となります。ガ
イダンス時に持ってきてください。 
（Ａ）住民票（原本のみ、コピー不可）︓２０２１年３月１日以降に市区町村で発行したもの。 
（Ｂ）学生証 
（Ｃ）経費支弁能力を証する書類コピー︓出入国在留管理庁に提出した書類と同様に預金通帳の 

コピーなど、２０２０年４月～２０２１年３月の経済状況を確認できる資料。 
また、入学手続時に提出した書類（在留カード、国民健康保険証、パスポート）で提出後変更

が生じた場合は、変更後の書類を再度提出してください。 
提出期限までに書類の提出がない場合には、授業料減免申請をすることができませんので、注 

意してください。 
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2．４月３日（土）の行事 

（１）入学式当日の集合場所について 
①受付時間・場所 

入学式当日は、｢クラス名簿｣で指定された教室に集合してください。 
新入生の集合時間は以下のとおりです。 
１０︓２０【経済経営学部】 
１２︓２０【法学部・心理学部】 
１４︓２０【メディア情報学部・スポーツ科学部】 

②当日の配布物 
（Ａ）入学式式次第  （Ｂ）入学式当日の予定  （Ｃ）その他資料等 

③当日の服装 
平服で構いませんが、入学式ということもあり、例年、スーツ姿が多く見受けられます。 

（２）入学式 
時 間︓１１︓００～【経済経営学部】 

１３︓００～【法学部・心理学部】 
１５︓００～【メディア情報学部・スポーツ科学部】 

場 所︓体育館 ２階アリーナ 
※集合教室から会場まで案内します。 

（３）入学オリエンテーション（予定） 
※変更や中止する場合もあります。最新の日程は本学ホームページをご確認ください。 
時 間︓１１︓３０【経済経営学部】 

１３︓３０【法学部・心理学部】 
１５︓３０【メディア情報学部・スポーツ科学部】 

場 所︓中庭 
内 容︓学生サークルの紹介等 
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３．4 月２日（金）・５日（月）・６日（火）の行事 

（１）英語クラス編成試験・・・４月２日（金） 
この試験は英語の履修の有無に関わらず新入生全員が受験するものです。 
高校までの皆さんの英語の学習状況を把握すること、そして英語履修者には授業を学生一人ひと

りにあったものにするために実施する試験です。詳細については４月１日（木）の新１年次生ガイ
ダンスで説明します。なお、英語履修者のクラス発表（授業曜日・時限・担当教員）は４月６日（火）
13︓00 から Web 掲示にて行いますので、必ず確認してください。 

また、経済経営学部では数学についても基礎能力試験を 4 月 5 日（月）より Web 上で行います。 

（２）教職課程ガイダンス及び資格（司書・学芸員）課程ガイダンス・・・４月２日（金） 
教職課程は法学部、経済経営学部、スポーツ科学部で履修できます。メディア情報学部、心理学

部では履修できません。資格（司書・学芸員）課程は全学部で履修できます。教職課程及び資格（司
書・学芸員）課程の受講希望者は、このガイダンスに必ず出席してください。 
※ 法学部、経済経営学部、スポーツ科学部、心理学部では資格（司書・学芸員）課程を開設して

おりませんが、「他学科設置の司書資格・学芸員資格取得のための他学科科目履修制度」によ
り、メディア情報学部で開設している司書資格・学芸員資格取得の機会があります。 

（３）学生生活ガイダンス・・・４月 5 日（月） 
学生生活全般、海外留学、資格取得講座（キャリアカレッジ）、進路・就職などについて説明し

ます。また、法学部、経済経営学部、メディア情報学部、心理学部の学生には、４月７日（水）・ 
８日（木）に行われる新入生セミナーについての詳しい説明をします。 

持ち物︓（Ａ）手帳（Creative Life 学生生活のてびき）（Ｂ）New Adventures（Ｃ）筆記用具 

【学生生活全般】学生支援課 
学生生活を送るにあたって、理解しておいて欲しいことや注意事項について説明します。 

【＜まちプロ＞活性化プロジェクト】地域連携課 
地元飯能市や入間市の地域活動を通じて、様々な実践的プログラムを体験しながら社会体験を行う

プロジェクトです。参加した先輩学生の体験をもとに説明します。まちづくりに参加しながら単位が
修得できます。 

【海外留学】グローバル教育センター 
海外提携大学で学ぶことができる、長期留学制度と短期留学（海外語学演習）について説明します。 

【資格取得講座（キャリアカレッジ）と公務員講座】キャリアセンター 
学内で受講できる「資格取得対策講座（キャリアカレッジ）」や「公務員講座」について説明しま

す。 
※なお、資格取得講座（キャリアカレッジ）、公務員対策については別途ガイダンスを行います 

ので、詳細はキャリアセンターで確認してください。 

【進路・就職】キャリアセンター 
「卒業後の進路に向けて、学生生活で何をしていけばいいのか︖」などについて説明します。 

（４）英語クラス発表・・・４月６日（火）13︓00 
４月２日（金）に受験した「英語クラス編成試験」に基づいて、必修英語のクラス（授業曜日・

時限・担当教員）の発表を行います。Web 掲示で確認してください。 

（５）日本語クラス発表・・・４月６日（火）13︓00 
３月上旬に受験した「日本語クラス編成試験」に基づいて、必修日本語のクラス（授業曜日・時

限・担当教員）の発表を行います。Web 掲示で確認してください。 
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４．学部ごとの行事について 

（１）チームビルディング［スポーツ科学部］４月６日（火）～９日（金） 
チームビルディングは、プロジェクトアドベンチャー（様々な身体活動を伴うグループワーク）

プログラムの実践を通して、楽しみながら新入生同士の親睦を深め、仲間づくりをしながらコミュ
ニケーションスキルやソーシャルスキルを高めることを目的とした実習です。 

また、1 年次の専攻基礎科目群に配置（クラス指定）されている「チームビルディング」という
科目を履修することで、卒業単位に含まれる１単位を修得することもできます。 

持ち物︓プロジェクトアドベンチャーのしおり、学生証、健康保険証（又は、その写し）、 
着替え、筆記用具、常備薬等 

※ 詳細は４月１日（木）の１年次生ガイダンスにおいて説明します。 

（２）新入生セミナー［法学部・経済経営学部・メディア情報学部・心理学部］４月７日（水）～８日（木） 
新入生セミナーは、新入生が速やかに大学生活に慣れることができるよう、教職員等による説明

会や相互の交流をはかることを目的としたものです（学部により内容が異なります）。 
持ち物︓学生証、筆記用具等 
※ 当日の実施場所や持ち物等の詳細は、学生生活ガイダンスにて連絡します。 
 
 

５．春学期授業開始 

春学期授業の開始日︓４月１０日（土） 
※ 年間の授業予定（学年暦）については、新 1 年次生ガイダンスで説明します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 本学入学前の既修得単位等の認定  

本学に入学する前に他の大学・短期大学で修得した単位について、本学が教育上有益と認めた場合
に本学で修得した単位とみなして、卒業のために必要な単位数として認定する場合があります。 

単位認定を希望する学生は、春学期授業開始前に教務課窓口まで申し出てください。 

教室番号の見方 
教室番号は、次のようにすべて頭に各棟の番号がつけられた形で表示されています。 

    【例】 3  3  0 １  教室    【棟番号】 １…本部管理棟 

２…ゼミナール棟 

３…講義棟 

５…体育館 

７…第二講義棟 

８…クラブハウス棟 

９…メディアセンター 

                                             
各棟の場所は、巻末の「キャンパスレイアウト」を参照してください。 

部
屋
番
号 

階
数 

 

棟
番
号 
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Ⅴ．奨学⾦制度 
 問い合わせ先︓学⽣⽀援課 042-972-1101  

在学中、経済的援助を必要とする学⽣のために、学外（⽇本学⽣⽀援機構、地⽅公共団体、⺠間団体
等）、学内（給付奨学⾦）の奨学⾦制度があります。家庭事情の急変、災害等により経済的に困難とな
った学⽣に対しての制度もあります。 

１．⽇本学⽣⽀援機構奨学⾦ 
毎年４⽉に貸与奨学⾦、４⽉と９⽉に給付奨学⾦の定期募集を⾏っています。希望者は、⼊学後に

実施される「奨学⾦ガイダンス」（新規申込者対象）に必ず出席してください。 
なお、⾼校において既に⽇本学⽣⽀援機構予約奨学⽣として採⽤が決定している場合は、予約奨学

⽣対象のガイダンスに出席し、「進学届」を指定期⽇までに提出してください。（１８ページの（４）
⽇本学⽣⽀援機構予約奨学⽣の「進学届」提出についてを参照） 

（１）奨学⾦ガイダンス（新規申込者対象） ※各回とも同じ内容です（所要時間約１時間） 
⽇ 時 奨学⾦種類 対 象 場 所 

４⽉ 5 ⽇（⽉） 16︓00〜 貸与・給付 新たに申込みを希望する 
全学部・全学年の学⽣ 

７４０5 教室 
（第⼆講義棟４階） ４⽉６⽇（⽕） 15︓00〜 貸与・給付 

※ ご⽗⺟向けのガイダンスについては１ページをご参照ください。 
※ 予約奨学⽣向けのガイダンスについては１８ページをご参照ください。 

（２）奨学⾦概要 
⽇本学⽣⽀援機構奨学⾦の種類は、第⼀種・第⼆種・給付の 3 種類です。 
○ ⽇本学⽣⽀援機構 第⼀種奨学⾦（無利⼦） ※緊急採⽤制度あり 
貸与⽉額 ⾃ 宅 ２０,０００円、３０,０００円、４０,０００円、５４,０００円※ 

⾃宅外 ２０,０００円、３０,０００円、４０,０００円、５０,０００円、６４,０００円※ 

出願資格 

次の（１）〜（２）のいずれかに該当すること 
（１）学業成績が優秀な者（⾼校調査書の評定平均値が 3.5 以上の者、または、⾼等学校卒業程度認定

試験合格者） 
（２）学業成績が（１）の基準を満たさない場合でも、⽣計維持者（⽗⺟、⽗⺟がいない場合は代わっ

て家計を⽀えている⼈）が住⺠税⾮課税である者、⽣活保護受給世帯の者または社会的養護を必
要とする者であって、次の①または②のいずれかに該当する者 

①特定の分野において、特に優れた資質能⼒を有し、特に優れた学習成績を修める⾒込みがあること 
②学修に意欲があり、特に優れた学習成績を修める⾒込みがあること 

貸与期間 
・４⽉から最短修業年限 
・緊急採⽤は、事由発⽣⽇以降で当該年度の本⼈の希望する⽉から原則当該年度末まで（毎年の願出に

より継続可） 

返還⽅法 ・⽉賦または⽉賦半年賦併⽤ ・卒業した年の１０⽉より返還開始 
・１０〜１８年（貸与⾦額に応じて年数は変わります） 

備  考 採⽤後は、年に⼀度、継続⼿続きと学業成績による適格認定があります 
※最⾼⽉額は、併⽤貸与の家計基準に該当する場合のみ利⽤できます。 
※⽇本学⽣⽀援機構給付奨学⾦と併給される場合には、第⼀種の貸与⽉額が調整される場合があります。 
○ ⽇本学⽣⽀援機構 第⼆種奨学⾦（有利⼦） ※応急採⽤再度あり 
貸与⽉額 ２０,０００円〜１２０,０００円（１０,０００円単位） 

出願資格 

次の①から④のいずれかに該当すること 
①出⾝学校または在籍する学校における成績が平均⽔準以上と認められること 

 ②特定の分野で特に優れた資質能⼒を有すると認められること 
 ③学修に意欲があり学業を確実に修了できる⾒込みがあること 
 ④⾼等学校卒業程度認定試験合格者で、上記①〜③のいずれかに準ずると認められること 

貸与期間 ・本⼈の希望した⽉から最短修業年限 
・応急採⽤は、事由発⽣⽇以降で当該年度の本⼈の希望する⽉から卒業予定期（過年度⽣不可）まで 

返還⽅法 
・⽉賦または⽉賦半年賦併⽤  ・卒業した年の１０⽉より返還開始 
・１０〜２０年（貸与⾦額に応じて年数は変わります） 
・利率︓固定⽅式または⾒直し⽅式から選択（どちらも年 3.0％が上限） 

備  考 採⽤後は、年に⼀度、継続⼿続きと学業成績による適格認定があります 
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○ ⽇本学⽣⽀援機構 給付奨学⾦（＋⼊学⾦の免除・授業料減免） ※家計急変制度あり 

⽀給⾦額 
※1※2※３ 

⾃ 宅 第Ⅰ区分︓38,300 円（42,500 円）第Ⅱ区分︓25,600 円（28,400 円） 
 第Ⅲ区分︓12,800 円（14,200 円） 

⾃宅外 第Ⅰ区分︓75,800 円 第Ⅱ区分︓50,600 円 第Ⅲ区分︓25,300 円 

⽀援対象者 
の要件※４ 

1.学業等に係る基準 
2.家計に係る基準（収⼊基準・資産基準） 
3.その他の基準 
（⼤学等への⼊学時期等に係る基準・在留資格等に係る基準（⽇本国籍でない場合）） 

⽀給期間 標準修業年限（４年間・ただし、家計、成績が基準から外れたときには、停⽌、廃⽌となる） 

備  考 

・採⽤後は、⽉額納付制度を利⽤することはできません 
・採⽤後、第⼀種奨学⾦と併給される場合には、第⼀種の貸与⽉額が、減額または増額される場合があ

ります。 
・採⽤後、年に１度適格認定(家計)が⾏われ、その結果、毎年１０⽉に⽀援区分の⾒直しが⾏われます。 
・採⽤後、年に１度適格認定（学業等）が⾏われ、その結果、⽀給が廃⽌・停⽌となることがあります。 
・採⽤後、４⽉・７⽉・１０⽉に在籍報告の⼿続きがあり、１２⽉頃に継続願の提出があります。 
・採⽤後、３⽉・９⽉に授業料減免に係る継続願の提出があります。 
・詳細は以下のホームページを確認してください 
 ⾼等教育の修学⽀援新制度（⽂部科学省） 
  http://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm 
 奨学⾦の制度（給付型）（⽇本学⽣⽀援機構 奨学⾦ホームページ） 
  https://www.jasso.go.jp/syoukakkukin/kyufu/index.html 

※１家計に係る基準により、⽀給が第Ⅰ〜Ⅲ区分に振り分けられます。 
  ⽇本学⽣⽀援機構のホームページより、シミュレーションを⾏ってください。 
※２（ ）内の⾦額は⽣活保護を受けている⽣計維持者と同居している⼈及び児童養護施設などから通学する⼈に適⽤

されます。 
※３⾃宅外通学とは、あなたが⽣計維持者のもとを離れて家賃を払って⽣活している状態のことをいいます。⾃宅外⽉

額を選択する場合、証明書類（アパート賃貸借契約書のコピー等）の提出が必要です。また、規定の要件に該当し
ている必要があります。 

※４それぞれの基準の詳細は、備考欄のホームページを確認するか、学⽣⽀援課へお問い合わせください。 

（３）採⽤⼿続 
前記の奨学⾦に出願した後は、本学において書類審査・⾯接があります。⾯接は書類審査通過者

を対象に⾏います。 

【採⽤までのながれ】 
ガイダンス・出願 書類審査 ⾯接 推薦 ⽇本学⽣⽀援機構で家計状況審査 採⽤決定 

【書類審査】 
学⼒及び家計状況が、出願した奨学⾦の基準に該当しているかどうかを確認し審査します。 
出願者全員が採⽤されるとは限りません。 
※生計維持者（父母又は代わって家計を支えている方）の収入や世帯人数、就学状況等により家計基準が決

定します。 

【⾯接】 
学⽣⽀援課が指定する⽇に⾯接を⾏います。 

（４）⽇本学⽣⽀援機構予約奨学⽣の「進学届」提出について 
⾼校において既に⽇本学⽣⽀援機構予約奨学⽣として採⽤が決定している⽅は、⼊学後に予約奨

学⽣対象のガイダンスに出席してください。その後、指定された期間内に、各⾃でインターネット
から｢進学届｣を提出してください。この登録を⾏わないと、本採⽤にはなりませんので注意してく
ださい。 

予約奨学⽣対象ガイダンス ※各回とも同じ内容です 
⽇ 時 奨学⾦種類 場 所 

４⽉ 1 ⽇（⽊） 16︓00〜 貸与 
７４０５教室 

（第⼆講義棟４階） 
17︓30〜 給付 

４⽉２⽇（⾦） 14︓30〜 貸与 
16︓00〜 給付 

持ち物（Ａ）「採⽤候補者決定通知」 
（Ｂ）「⼤学等奨学⽣採⽤候補者の皆さんへ」等、⽇本学⽣⽀援機構から配付された書類 
（Ｃ）筆記⽤具等 
（Ｄ）（該当者のみ）Ｐ.１９の〔添付書類〕 
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〔添付書類〕 
進学届にて「自宅外通学」を選択する人や入学時特別増額貸与奨学金を申し込み、「採用候補者決

定通知」に「日本政策金融公庫の国の教育ローン」の申込︓必要」と印字がある人は、条件を満たす
書類の添付が必要です。詳しくは「採用候補者決定通知」の裏面を参照してください。 

 
あらかじめ「大学等奨学生採用候補者の皆さんへ」をよく読んで、進学後の手続き・提出書類につ

いて確認してください。 
 

（５）日本学生支援機構奨学金「在学届」について 
本学入学前に高校等において日本学生支援機構奨学金の貸与を受け、返還手続きをした方は、入

学後に「在学届」を学生支援課に提出してください。大学在学中の返還が猶予されます。 
提出期日︓４月２３日（金）まで   
提出場所︓学生支援課窓口 
※ 「在学届」は学生支援課で受け取り、必要事項をすべて記入し、提出してください。 

（６）その他 
奨学金に関する情報は、総合掲示板、大学ホームページ及びポータルサイトでお知らせいたしま

す。ガイダンス日時や教室が変更になる場合がありますので、必ず確認してください。 
 

２．地方公共団体奨学金・民間団体奨学金 
大学を通して募集を行うものは入学後に随時、大学ホームページにて連絡しますが、大学を通さず

に各団体が独自に募集を行っているものがあります。各団体が独自で募集を行っているものについて
は、直接、各団体等に問い合わせてください。 

大学を通して募集した主な奨学金                （２０２０年度募集状況） 
奨学金名 奨学金名 

⽯川県奨学⽣ ⼭⼝県ひとづくり財団奨学⽣ 

飯能市奨学⽣ あしなが育英会 

交通遺児育英会 福島県奨学⽣ 

ツツミ奨学財団 本多静六博⼠奨学⽣ 

芸備協会奨学⽣  

※奨学⾦の詳細は、各団体のホームページでご確認ください。 
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Ⅵ．本学在学⽣及び卒業⽣の⼦⼜は兄弟姉妹等に対する 
⼊学⾦免除制度について 

 問い合わせ先︓財務課 042-972-1191  
 
本学では、本学在学生の兄弟姉妹及び本学卒業生の子又は兄弟姉妹等が本学に入学する場合、入学金

免除とする制度を設けています。制度の概要は次の通りです。対象となる学生は、期日までに申請を行
ってください。 

 
１．対象者 
（１）本学卒業生の子又は兄弟姉妹 
（２）本学在学生の兄弟姉妹（双子など同時入学の場合は、弟妹が対象者となります。） 
（３）駿台甲府高等学校の卒業者 
（４）学校法人駿河台学園が設置する専門学校の卒業者 
（５）学校法人駿河台大学専任教職員の子 
（６）学校法人駿河台学園、学校法人駿台甲府学園及び駿台グループ関連企業の教職員又は社員の子 
 
２．免除額 
入学金 ２００,０００円 

 

３．手続方法 
申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて、財務課窓口（本部管理棟１階）に提出してくだ

さい。 
○手続きに必要な書類 

（１）申請書（４月１日以降、財務課窓口にて配布します。） 
（２）添付書類 

①申請書に記載の口座番号が確認できる預金通帳（表紙又は１ページ目）の写し 
②入学者との親子関係又は兄弟姉妹関係を確認できる次のいずれかの書類 

・ 扶養家族としての記載により健康保険証で確認できる場合…健康保険証の写し 
・ 扶養家族ではないが同居している世帯主が親又は兄弟姉妹である場合 

…世帯主との続柄が記載された住民票 
・ 健康保険証でも住民票でも確認できない場合…戸籍謄本 

 

４．提出期限・振込予定日 
第１回提出締切︓２０２１年４月３０日（金） 振込予定日 ５月下旬 
第２回提出締切︓２０２１年５月３１日（月） 振込予定日 ６月下旬 
第３回提出締切︓２０２１年６月３０日（水） 振込予定日 ７月下旬 

 
振込の詳細な日程については、別途ポータルサイト等でお知らせします。 
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Ⅶ．本学卒業⽣の⼦⼥に対する給付奨学⾦制度について 
 問い合わせ先︓同窓会事務局 042-972-1101  

 
同窓会では、本学卒業生の子女が本学に入学する場合、初年度授業料の一部を給付する制度を創設し

ました。制度の概要は次の通りです。対象となる場合は、期日までに申請を行ってください。 
 
１．対象者 
 以下全ての要件を満たす場合に支給対象とします。 

① 本学同窓会員の子女 
② 駿河台大学が設置する学部に新たに入学する子女であること 

ただし、編入学及び再入学の場合は当制度の対象としない 
③ 本学同窓会員が保証人であり、同窓会員又はその配偶者が当該子女を扶養していること 

 
２．給付額 

入学時初年度授業料の半額を給付します。 

給付額 ３６７,５００円 

 

３．手続方法 
保証人である同窓会員が申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて、同窓会事務局（学生支

援課内）に郵送してください。 
○手続きに必要な書類 

（１）申請書（駿河台大学同窓会のホームページよりプリントアウトしてください。） 
   https://www.surugadai.ac.jp/dousou/info.html 

（２）添付書類 
①申請書に記載の口座番号が確認できる預金通帳（表紙又は１ページ目）の写し 
②入学者との親子関係を確認できる次のいずれかの書類 

・卒業生本人が扶養していて健康保険証の記載で確認できる場合…健康保険証の写し 
・卒業生本人ではなく配偶者が扶養している場合…世帯全員が記載された住民票 
・健康保険証でも住民票でも確認できない場合…戸籍謄本 

    
○郵送先 

  〒357-8555 埼玉県飯能市阿須 698 駿河台大学同窓会事務局 
 

４．提出期限・振込予定日 
提出締切︓２０２１年４月３０日（金） 振込予定日 6 月末日 
※ただし、学費等月額納付制度を利用される場合は、振込予定日が別途対応になります。 
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Ⅷ．通 学 
 問い合わせ先︓学⽣⽀援課 042-972-1101  

１．交通手段 

通学の際は、安全性を考え、飯能駅､元加治駅、金子駅、川越駅からスクールバスを利用するか、元
加治駅から徒歩で通学するようにしてください。なお、午前中の授業開始近くの時間帯は、スクール
バスが大変混雑します。バスに乗車できなかったことは遅刻の理由にはなりませんので、通学時間に
は余裕をもつよう心掛けてください。 

※授業開始時間 

 
 

２．通学定期券購入 

学生証の交付を受けた後、 

（１）電車・バス等の公共交通機関を利用する学生は、駅又は最寄りの定期券発売所で、定期券購
入申込書に必要事項を記入し、学生証を提示して購入してください。 

※ 学生証の裏面には、必ず各自で通学区間を明記してください。 

（２）路線バスの定期券を購入する際に、通学証明書（１通 200 円）が必要となる場合があります。
必要な学生は、学生証を携行し、学生支援課まで申し出てください。 

時  限 １時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限 
開始時間 ９︓２０〜 １１︓００〜 １３︓２０〜 １５︓００〜 １６︓４０〜 

 

自動車通学及びバイク通学について 
やむを得ない事情により自動車通学を希望する学生は、運転マナーを守り、必ず大学付近の

民間駐車場を確保してください。大学構内の学生駐車場は所定の手続きを取れば２年生から利
用できます。駐車場が確保できない場合は、自動車通学はできません。 

また、バイク通学をする学⽣には、⾞両登録をした後、許可ステッカーを交付します。詳細
については、学⽣⽣活ガイダンス等でお知らせしますので、各⾃確認してください。 
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学生支援課では、キャンパス周辺・西武池袋線沿線の物件を中心に、アパートの紹介をしています。
地元の不動産会社の協力のもと、経済的な負担を軽減できるように各種の割引制度も用意していますの
で、お気軽にご相談ください。 

１．アパートの紹介窓口 

窓口︓学生支援課 第二講義棟１階 
時間︓９︓００～１７︓００ 

［アパート特別相談会］ 
＊第二講義棟１階学生ラウンジ内の特設会場で、不動産会社の専門スタッフによる＜アパート特別

相談会＞を開催いたします。開催スケジュールは以下のとおりです。 
    開 催 日︓２０２１年２月 ６日（土）・ ７日（日）・１３日（土）・１４日（日） 

２０日（土）・２１日（日）・２７日（土）・２８日（日） 
３月 ６日（土）・ ７日（日）・１３日（土）・１４日（日） 
  ２０日（土）・２１日（日） 

     時   間︓9︓３０～１６︓００（受付は１５︓３０まで） 
 
 
 

２．健康保険被保険者証（保険証） 

病気やけがで医療機関を利用する時、「健康保険被保険者証」（保険証）が必要です。特に一人暮
らしをする学生は必ず保険証を用意してください。保険証はご父母が加入している健康保険組合等に
よって形式が異なります。 

個人の健康保険証（カード）が交付されている場合は、ご自分の保険証を用意してください。 
個人の健康保険証（カード）が交付されていない場合は、必ず本人用の保険証として「遠隔地被保

険者証」を取り寄せてください。取得方法は以下のとおりです。 
 
 
＜「遠隔地被保険者証」の取得方法＞ 

ご父母が加入している健康保険組合等に本学交付の「在学証明書」を添えて請求します。 
※「在学証明書」は、4 月１日以降第二講義棟１階の証明書自動発行機にて交付します。 
保険証の請求先 

ご父母が会社に勤めている場合 ⇒ 勤務先へ 
ご父母が国民健康保険に加入している場合 ⇒ 市区町村の国民健康保険取扱い窓口へ 

Ⅸ．アパート紹介、保険証 
 問い合わせ先︓学⽣⽀援課 042-972-1101  
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駿河台⼤学 学⽣⽀援部 健康相談室 
【健康相談室の開室】⽉曜⽇〜⼟曜⽇ ９︓００〜１７︓００ 
【学⽣相談】カウンセリングをご希望の⽅ 

⽉曜⽇〜⾦曜⽇ １１︓００〜１７︓００ 
【問い合わせ先】〒３５７-８５５５ 埼⽟県飯能市阿須６９８ 

駿河台⼤学 健康相談室 
℡ ０４２－９７２－１７８３（直通） 

Ⅹ．定期健康診断の受診について 
 問い合わせ先︓健康相談室  042-972-1783  

学校保健安全法に基づき、年度当初のガイダンス日に、全学生を対象とした定期健康診断を実施し
ます。必ず、毎年受けてください。 
（１）日時・受付・検査項目 

日時・受付︓時間・受付場所は各学部の日程表で確認してください。 
検 査 項 目︓身長・体重・視力・胸部レントゲン・医師の問診 

※スポーツ科学部は心電図と貧血検査（採血）が追加されます。 
※当日に交付された学生証を提示して、各自の「健康診断受診票」を受け取ってください。 
※受付時に２５・２６ページの「健康状況報告書」を回収するので、事前に記入してください。 

（２）健康状況報告書の提出について 
「健康状況報告書」は、新入生の皆さんが大学での学生生活をより円滑に始められるように支

援することを目的として記入をお願いしています。 
提出された書類は、学生支援部健康相談室で保管し、秘密は厳守いたします。この書類が、履

修する授業の評価などに影響することは一切ありません。 

注意事項︓「健康状況報告書」の右上に、必ず学籍番号を記入してください。 
学籍番号は、学生証に記載されています。 

（３）受診にあたっての諸注意 
（Ａ）視力検査について 

眼鏡を使用している場合は矯正視力を測ります。必ず眼鏡を持参してください。コンタク
トレンズ使用の場合は、検査の際に申し出てください。 

（Ｂ）胸部レントゲン撮影時の服装について 
胸部レントゲンは、無地のＴシャツで受けてください。Ｔシャツはボタン・ビーズ・絵柄

などがないものを各自で用意してください。また、髪の毛が肩にかかる人は、ゴムで 1 つに
束ねてください。 

（Ｃ）現在治療中の病気について 
現在治療中の病気がある方は、健康診断時に医師が作成した診断書を提出してください。

また、「障害者手帳」「サポート手帳」等を取得している方は、４月中に健康相談室までお
越しください。 

 
『健康相談室』とは… 

健康相談室は、中学・高校の保健室に相当するところです。 
看護師やカウンセラーが、みなさんの体や心について、相談に応じています。気軽にご利用くださ

い。開室状況・連絡先は、以下のとおりです。 
入学前に相談を希望される方もご連絡ください。 
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２０２１年度 この用紙は事前に記入し、健康診断の受付時に提出してください。 

所属する学部に◯をしてください。                           

（ 法学部 ・ 経済経営学部 ・ メディア情報学部 ・スポーツ科学部 ・ 心理学部 ） 

 学籍番号        

                       ※学籍番号は学生証交付後、記入してください。 
 

学生氏名             性別（男・女） 生年月日（西暦）  年  月  日生 
 

 健 康 状 況 報 告 書  

 
 

1．現在治療中の病気・けがの有無についてご記入ください。 

なし ・ あり： 病気・けが名                          

 

2．アレルギーの有無についてご記入ください（花粉症は疾患の欄にご記入ください）。 

なし ・ あり： 疾患によるもの ：                       

 食べ物によるもの：                       

薬によるもの  ：                       

 

 3．入学時の健康調査 

以下の症状で、自分にあてはまるものに○印をつけてください（複数回答可）。 

 

１．よく頭痛がする 11．体に鉛が入ったかのように重い 

２．目が疲れやすい 12．疲れて、何もできない時がある 

３．動悸や息切れがする 13．時々、全てを投げ出したいと思うことがある 

４．心臓が悪いと言われたことがある 14．人前で話すのが苦手である 

５．食欲が無い 15．わけもなく涙がでてくる 

６．胃の具合が悪い 16．緊張しやすい 

７．便秘しやすい 17．孤独を感じる 

８．下痢しやすい 18．イライラして感情的になりやすい 

９．朝、決まった時間に起きられない 19．心配なことがある 

10．夜、布団に入っても眠れない 20．これからのことを考えると不安である 

  

 

※裏面も記入してください。 

 

    駿 河 台 大 学 

《 

切 

り 

取 

り 

》 
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２０２１年度 この用紙は事前に記入し、健康診断の受付時に提出してください。 

所属する学部に◯をしてください。                           

（ 法学部 ・ 経済経営学部 ・ メディア情報学部 ・スポーツ科学部 ・ 心理学部 ） 

 学籍番号        

                       ※学籍番号は学生証交付後、記入してください。 
 

学生氏名             性別（男・女） 生年月日（西暦）  年  月  日生 
 

 健 康 状 況 報 告 書  

 
 

1．現在治療中の病気・けがの有無についてご記入ください。 

なし ・ あり： 病気・けが名                          

 

2．アレルギーの有無についてご記入ください（花粉症は疾患の欄にご記入ください）。 

なし ・ あり： 疾患によるもの ：                       

 食べ物によるもの：                       

薬によるもの  ：                       

 

 3．入学時の健康調査 

以下の症状で、自分にあてはまるものに○印をつけてください（複数回答可）。 

 

１．よく頭痛がする 11．体に鉛が入ったかのように重い 

２．目が疲れやすい 12．疲れて、何もできない時がある 

３．動悸や息切れがする 13．時々、全てを投げ出したいと思うことがある 

４．心臓が悪いと言われたことがある 14．人前で話すのが苦手である 

５．食欲が無い 15．わけもなく涙がでてくる 

６．胃の具合が悪い 16．緊張しやすい 

７．便秘しやすい 17．孤独を感じる 

８．下痢しやすい 18．イライラして感情的になりやすい 

９．朝、決まった時間に起きられない 19．心配なことがある 

10．夜、布団に入っても眠れない 20．これからのことを考えると不安である 

  

 

※裏面も記入してください。 

 

    駿 河 台 大 学 

《 

切 

り 

取 

り 

》 
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》
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4．心身の健康について、相談したいことがありますか？ 

 
① 今のところはない 

 

② 相談したい        

※相談したいことがある方は、健康相談室まで来室してください。 

手紙や電話での相談にも応じています。 

お待ちしております。 

 

5. その他、病気で定期的に検診・指導を受けている方や、他に伝えておきたいことがある方は 

ご自由にお書きください。 

 

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           
 

 

 

上記報告内容については秘密厳守いたします。 

 

   

駿 河 台 大 学
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お待ちしております。 

 

5. その他、病気で定期的に検診・指導を受けている方や、他に伝えておきたいことがある方は 
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上記報告内容については秘密厳守いたします。 

 

   

駿 河 台 大 学

‐26‐



 

キャンパスレイアウト 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

① 本部管理棟 

入試広報課・財務課・経営企画課・総務課・学務企画課・研究支援室・施設管理課 

教員研究室 

② ゼミナール棟 

２１０１教室など、２から始まる番号の教室 

③ 講義棟 

３１０１教室など、３から始まる番号の教室（メディア工房・模擬法廷） 

情報処理教育センター 

④ 大学会館 

食堂・ショッピングセンター・セブン-イレブン・カフェテリア・サークル室 

⑤ 体育館 

5101 教室・アリーナ・小体育館・トレーニングセンター・体育課・スポーツ教育センター 

⑦ 第二講義棟 

７４０１教室など、７から始まる番号の教室 

教務課・学生支援課・健康相談室・キャリアセンター・キャリア教育・就職支援課 

地域連携課・グローバル教育センター・グローバル教育課・学生ラウンジ 

ボランティア活動支援室・学習相談連携デスク・スカイラウンジ・教員研究室 

⑧ クラブハウス・心理カウンセリングセンター 

部室・サークル室・ミーティングルーム・ラウンジ・保健体育実習室 

⑨ メディアセンター 

９５０１教室など、９から始まる番号の教室・パソコンワークエリア・ＡＶライブラリー 

開架書架・閲覧席・メディアラボ・FM スタジオ・情報システム課・学術情報課 

グループ学習室・ビューラウンジ・山﨑記念ルーム 

 学生寮（フロンティアタワーズ・フロンティア S 館・山﨑春之記念スポーツ館） 

寮室・集会室・研修室・食堂・売店・武道場 

⑧ 

① 

② 
③ 

⑦ 

学生寮 

④ ⑨ ⑤ 



スクールバス発着所のご案内 
以下の発着所よりスクールバスを運行します（無料）。 
バスダイヤは、大学ホームページ又は各バス停乗り場に掲示中の運行表を確認してください。 
※川越駅バスステーションの乗降場(変更する予定あり)は、ダイヤによって異なります。詳細については大学ホームページ等で確認してください。

飯能駅南口（飯能キャンパスまで約７分） 元加治駅（飯能キャンパスまで約５分）

金子駅（飯能キャンパスまで約８分） 川越駅西口（飯能キャンパスまで約５０分）

○ 西武池袋線飯能駅【池袋駅より特急利用 40 分、急行利用 47 分】南口下車  無料スクールバス 7 分 
（ＪＲ八高線東飯能駅西口から西武池袋線飯能駅南口まで徒歩 10 分） 

○ 西武池袋線元加治駅【池袋駅より急行利用 45 分】下車  無料スクールバス 5 分又は徒歩 20 分 
○ ＪＲ八高線金子駅【八王子駅より約 30 分、川越駅から直通 35 分】下車  無料スクールバス 8 分 
○ ＪＲ川越線・東武東上線 川越駅西口下車  無料スクールバス 50 分 

駿河台大学交通マップ
至 熊谷

至 横浜

●

●

●

●

●

（東海道線）
（南武線）

（川越線）

（武蔵野線）

（西武新宿線）

（西武池袋線）

●

●大宮●
●飯能

東飯能

高麗川

●

●
池袋

●
拝島

高田馬場

新宿

東京

●

●

●● ●

所沢

●
●
秋津

●
東村山

（中央線）

府中本町

立川

新秋津

西国分寺

国分寺

●
元加治

八王子

南浦和●駿河台大学

本川越至 高崎
至 秩父

●金子

（青梅線）

川越

〒357-8555 埼玉県飯能市阿須６９８

教 務 課 TEL︓042-972-1110
学 生 支 援 課 TEL︓042-972-1101


