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❖ はじめに ❖

❖ 大学生活について ❖

　学生の皆さんが気持ち良く生活するためには、お互いが相手の立場を尊重し、思いやることが大切です。大学生
ともなれば、周囲から一人前の大人として扱われます。地域社会の一員としての自覚を持ち、学内・学外を問わず
責任ある行動、恥ずかしくない態度を心掛けてください。社会のルールやマナーを守り、周りの人に迷惑をかけな
いようにし、より良い学生生活を過ごしましょう。

　本学から学生のみなさんへの重要事項の伝達は、本学のホームページ http://www.kansaigaidai.ac.jp、所
定の掲示板への掲示、または以下のツールで配信しています。毎日必ず一度は開いて自分自身で情報収集する習慣
を身につけるように心掛けてください。

・Gaidai Mail　・GAIDAI-Link　・Rapport
※Gaidai Mailに届いたメールを携帯に転送できるよう設定しておきましょう。（設定の方法は冊子「情報システム

ユーザーガイド」を参照ください。）

◇ 本学からの連絡について   

　学生証は、本学の学生であるという身分を証明する大切なものです。在学期間中は学内外で呈示を求められます
ので、常に携行し大切に扱ってください。学内においては授業の出席確認、学内試験の受験時、各証明書・申込書
の申請、学割証の発行、図書館の入館時や図書の貸出などの際に必要になります。学外では通学定期乗車券の購入
の際にバス・鉄道会社等の窓口で呈示が求められます。

（１）学生証の有効期限
学部生は４年間、３年次編入学生と短大生は２年間です。
大学院博士前期課程は２年間、大学院博士後期課程は３年間です。

（２）学生証の学籍番号
在学中、卒業後も変わりません。必ず覚えておいてください。

（３）学生証のICチップとバーコード
授業やガイダンスなどの出席確認と、図書館への入退館および資料の貸出時に使用します。

（４）プリペイド式電子マネー(Edy）機能
あらかじめ現金をチャージすることで、学生証がお財布代わりにもなります。

 注意 
学生証の不正使用について
　学生証を他人に貸与や譲渡することはできません。また、学生証をコピーしたり、コピーしたものを使用するこ
ともできません。それらの行為は学則、学生細則および学生懲戒規程により懲戒処分の対象となります。

Q&A
Ｑ　学生証を紛失した場合はどうしたらいいですか？
Ａ　紛失や盗難にあった場合は、最寄りの警察署または交番に遺失届を出し、受理番号を受け取ってください。そ

の後、学生部に申し出て再交付手続き（手数料は証紙3,000円分を購入；7ページ参照）をしてください。原則と
して手続き２日後（大学休業日を除く）に交付します。

◇ 学生証  

【お得情報】　本学は「国立美術館キャンパスメンバーズ」に加入しています。国立美術館の窓口で学生証を呈示することで
常設展を無料で鑑賞できるほか、企画展の割引が受けられます。
詳細はキャンパスメンバーズ特設サイトをご覧ください。
http://www.campusmembers.jp/

　通学定期乗車券は、駅販売窓口で通学定期乗車券購入証明書と学生証を呈示することで購入できます。
　通学定期乗車券購入証明書は、１年に１枚の発行となりますので、大切に保管してください。
　通学定期区間は、現住所の最寄駅から本学の最寄駅までの最短距離です。電車の場合、京阪電車｢枚方市駅｣また
は｢御殿山駅｣になります。バスの場合、枚方市駅から乗車する人は｢関西外大中宮キャンパス｣まで、長尾方面か
ら乗車する人は｢市立ひらかた病院｣まで購入すると両キャンパスの利用に便利です。

 注意 
不正乗車について
　期限切れや他人名義の通学定期乗車券やそれらのコピーの使用、通学定期区間以外での使用などの不正乗車に対
しては、学則、学生細則および学生懲戒規程により、懲戒処分の対象となります。また、交通機関からは、定期乗
車券の没収や追徴金を課されます。

Q&A
Ｑ　アルバイトのため通学定期区間を変更できますか?
Ａ　アルバイト、私的理由などでの通学定期区間の変更はできません。通学定期区間は現住所の最寄駅から本学の

最寄駅までの最短距離です。

Ｑ　通学定期乗車券購入証明書で、全ての交通機関の定期券が購入できますか?
Ａ　原則購入できます。できない場合は、各種公共交通機関指定用紙を学生部に持参すれば証明します。

購入可能区間は各種公共交通機関によってさまざまです。販売窓口で問い合わせてください。

参考：「ひらかたミニプラン」
｢枚方市駅｣〜｢関西外大｣(御殿山キャンパス、中宮キャンパス)へバスで通学される方は「ひらかたミニプラン｣
を利用することで通常、通学定期乗車券(１ヵ月)8,280円のところ、7,100円(上限額)で乗車できます。
(2021年２月現在）
利用にはPiTaPaカードの事前登録が必要です。
その他、詳細は下記までお問い合わせください。
京阪カード受付係 06-6944-2899（9：30〜17：30受付　土日祝日、年末年始を除く）

◇ 通学定期乗車券購入証明書  
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　バイク・自転車による通学には許可申請が必要です。無許可の場合、学則、学生細則および学生懲戒規程により
懲戒処分の対象となりますので、事前に許可を得てからそれぞれの方法で通学してください。
　また、本学周辺（ICC〈６号館〉含む、マンション、コンビニ等）での迷惑駐輪・駐車についても懲戒処分の対象と
なります。

（注意）
①登録者以外の学内乗り入れを禁止します。
②各キャンパス内の指定された場所に駐車・駐輪してください。
【中宮キャンパス】　　バイク：西駐車場（乗入れは西門からのみ）

　自転車：東駐輪場、西駐輪場（乗入れは東門、南門、西門から）
【御殿山キャンパス】　バイクおよび自転車：駐輪場／駐車場（乗入れは北門から）

③学内乗り入れ許可時間は7:30から21:30までです（学内に留置きはできません）。
放置通告を行った日から30日以上経過している場合は、学生細則に基づき本学が持ち主に連絡することなく処分することがあります。

④登録するバイクは自賠責保険に必ず加入し、任意保険もできるだけ加入してください。
⑤登録する自転車は本人名義の防犯登録と自転車保険の加入（大阪府・加入義務化）が必要です。最寄りのコンビニでも保険に加入する

ことができます。
⑥乗り入れの際は、本学教職員（警備員を含む）の指示に従ってください。
⑦①〜⑥までの違反者は、許可を取り消す場合があります。
⑧本学構内における車両の盗難、損傷、事故などについては、その原因にかかわらず本学は一切責任を負いません。車両に必ず鍵をか

ける、ワイヤーロックをする等の自己管理をしてください。
⑨卒業、退学、除籍などによって離籍する場合、バイク・自転車は放置せず持ち帰ってください。放置した場合は処分費用を請求します。
⑩登録したバイク・自転車を友人や後輩等に譲渡した場合は、まず譲渡した者、譲渡された者ともに車両の名義、防犯登録、自賠責保

険、任意保険等の変更および加入手続きをしたうえで、学内の許可申請をしてください。
⑪両キャンパスとも、自動車通学は全面禁止です。

◇ バイク・自転車による通学(許可制）  

通学許可申請の方法

申請方法

⑴GAIDAI-Linkで必要事項を入力し、「通学許可申請書」を発行してください。（バイクまたは
自転車のいずれか1台のみ。）

⑵証明書自動発行機で⑴で登録した車両の申請登録費を入金し、「通学許可申請登録費(提出
用）｣ を発行してください。

⑶⑴で登録した車両の「通学許可申請書」の誓約書欄に署名・押印のうえ、「通学許可申請登
録費（提出用）」と併せて、学生部に提出し、「登録シール」の交付を受けてください。

⑷「登録シール」を受取り後、速やかに車体後部の確認できる場所に貼ってください。

申請登録費
バイク2,000円／年、自転車1,000円／年(年度更新制です。また、友人等からバイク・自
転車を譲り受けた場合や車両乗換などの場合も必ず再登録してください。）

申請時期
随時（メンテナンス期間がありますので、Rapport、GAIDAI-Linkや学内掲示板で確認して
ください。）

窓口 学生部　

　学校学生生徒旅客運賃割引証（以下、学割証）は、帰省、課外活動などの目的をもった旅行に際し、修学上の経済
的負担を軽減するために、JRの旅客鉄道会社から片道100kmを超える区間で交付される学生割引乗車券（料金は普
通乗車券運賃の２割引です）の購入に必要となります。有効期限は発行日から３カ月（ただし卒業日まで）で、本人以
外は使用できません。また、割引乗車券購入および乗車の時は必ず学生証を携帯してください。

Q&A
Ｑ　学割証は何枚でも発行してもらえますか?
Ａ　学割証の発行は、証明書・申込書自動発行機（以下、自動発行機；P7参照）にて１人あたり年間10枚まで（１回

２枚まで）が原則です。10枚を超えて必要な場合は、学生部に申し出てください。

Ｑ　学割証の片道・往復の違いは何ですか?
Ａ　行先、滞在期間によっては１枚の学割証の利用で往復の乗車券を購入できます。乗車券の有効期限は営業キロ

によって決まりますので、詳しくはJRの窓口で問い合わせてください。

◇ 学割証  

　本学で以下の証明書を発行します。必要な場合は、所定の申込みをしてください。

自動発行機から発行できる証明書（即日発行）
支払いは Edy のチャージまたは ICOCA でも利用できます。

在学証明書

内容：学年・クラス・学籍番号が記載され、現在本学に在学中であることを示す証明書です。
手数料：200円
問い合わせ窓口：学生部

健康診断証明書

内容：健康診断の結果を記載した証明書です。
　　　内科検診未受診者や、再検査項目がある学生は発行できません。
　　　（原則卒業年次生と教職課程履修者の介護等体験参加予定者のみ発行可能です）
手数料：200円
問い合わせ窓口：保健管理センター

学業成績・単位修得証明書

内容：既修得科目の科目名、単位および成績が記載された証明書です。
手数料：200円
問い合わせ窓口：教務部

学業成績・単位修得・卒業見込証明書

内容：卒業年次生のみの発行となり、既修得科目の科目名、単位および成績を記載しており、卒業見込みである
ことを示す証明書です。

手数料：300円
問い合わせ窓口：教務部

◇ 各種証明書  

違反者は停学も！
自転車やバイク、禁止されている自
動車通学の車を本学周辺に違法駐輪・
駐車した場合は、厳しく処分します。
また、スケートボードによる通学も
禁止されています。マナーを守り、
迷惑をかけないよう心がけましょう。
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 単位修得見込証明書 

内容：履修中の科目名および単位が記載された証明書です。
手数料：200円
問い合わせ窓口：教務部

Q&A
Ｑ　私は中宮キャンパスの学生ですが、御殿山キャンパスの自動発行機から証明書を取得することはできますか？
Ａ　証明書であれば、どちらのキャンパスの自動発行機でも取得することが可能です。窓口で申込の必要な証明書

についても、どちらのキャンパスの窓口でも申込可能です。
※自動発行機は、中宮キャンパスでは教務部内、御殿山キャンパスでは事務局内に設置しています。利用するには、

学生証が必要です。

［参考] 証紙券売機、証明書・申込書自動発行機、Edyチャージ機
▪証紙券売機
　自動発行機で発行できない窓口申込が必要な証明書発行、または学生証再交付に必要な手数料として利用します。
窓口で申込の必要な証明書等

種　類 手数料 交付までの日数（大学休業日を除く） 取扱窓口
英文・西文在学証明書 500円 申込手続の１週間〜10日後に交付

学生部在籍証明書（休学中の学生のみ） 200円 申込手続の２日後に交付
学生証（再交付） 3,000円 申込手続の２日後に交付
英文・西文成績証明書 500円 申込手続の１週間〜10日後に交付

教務部
英文・西文卒業見込証明書 500円 申込手続の１週間〜10日後に交付

申込は、取扱窓口で「証明書交付願」を記入し、手数料分の証紙を交付願に添えて申し込んでください。
証紙券売機は、中宮キャンパスでは教務部内、御殿山キャンパスではOFFICE内に設置しています。

▪自動発行機
自動発行機による証明書・申込書の種類
受付、稼働時間：平日9：00〜17：00　土曜日9：00〜16：00
学生部 学割証、在学証明書、バイク・自転車登録申請書など
教務部 成績証明書、卒業見込証明書、実習、講座、資格申請など
国際交流部 TOEFL
キャリアセンター インターンシップ賠償保険など
保健管理センター 健康診断証明書
図書館学術情報センター プリント課金

▪Edyチャージ機
　学生証にはEdy機能がついています。あらかじめ現金チャージをすることで、学内の売店（★）、自動発行機など
で利用できます。注意：一度チャージした現金は返金できません。
　設置場所　中　宮：本館１F教務部
　　　　　　御殿山：OFFICE（Bldg） B 1F
　稼働時間　平　日　９：00〜17：00

土　９：00〜16：00　※日·祝日·メンテナンス期間（GAIDAI-Linkや
学内掲示を確認）

　Edyチャージは学内にあるチャージ機だけではなく、Edyが使えるコンビニであればど
こでもチャージすることができます。
　各種申請や申込が集中する時期は、学内のEdyチャージ機が一時的に使用停止になる場
合もありますので、学外のコンビニのチャージ機もご利用ください。

❖ 大学生活のサポート ❖

◇ 学生食堂、売店など  
　中宮キャンパス、御殿山キャンパスそれぞれに学生食堂があります。メニューは豊富で一般の食堂やレストラン
よりも安く利用できます。また、学内には学生食堂以外にもいろいろなショップがあります。

【中宮キャンパス】

営業時間（授業期間）

第１食堂
（厚生北館１F）

平日
土

10：00〜15：00
11：00〜14：00

第２食堂
（厚生北館２F）

平日
土

10：30〜14：00
休業

ファストフード
McDonald’s ★

平日
土

10：00〜18：00
10：00〜15：00

コンビニ
セブンイレブン ★

平日
土

     8：00〜19：00
     8：30〜18：00

旅行社
アーク・スリー・インターナショナル

平日
土

10：30〜18：00
休業

マンション仲介
アーク・スリー・インターナショナル

平日
土

10：00〜18：00
休業

書籍・文具
丸善雄松堂 ★

平日
土

     9：00〜19：00
     9：00〜17：00

第３食堂
（厚生南館）

平日
土

10：00〜15：00
11：00〜14：00

コーヒーショップ
Starbucks Coffee

平日
土

     9：00〜17：00
10：00〜17：00

イタリアンレストラン
Hamac de Paradies ICC

ラ ン チ
ディナー
カ フ ェ

11：00〜15：00
17：00〜21：30★
11：00〜22：00

【御殿山キャンパス】

営業時間（授業期間）

CAFETERIA 1
（Bldg.E 2F）

平日
土

10：00〜15：00
休業

コーヒーショップ
Starbucks Coffee

（Bldg.E 1F）

平日
土

10：00〜17：00
休業

コンビニ
セブンイレブン ★

平日
土      8：30〜18：00

CAFETERIA 2
（Bldg.D 1F）

平日
土

10：00〜15：00
10：00〜15：00

旅行社
アーク・スリー・インターナショナル

（Bldg.G）

月·水·金
火·木·土

10：00〜18：00
休業

書籍・文具
丸善雄松堂 ★

平日
土

     9：00〜18：30
     9：00〜16：00

コーヒーショップ
Café Incontro

（Bldg.C 4F）

平日
土

     9：30〜18：30
     9：30〜14：00

※営業時間については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により変則的になっています。
　Rapportで庶務部から毎月配信する各キャンパスの「店舗営業時間」を確認ください。
★印：Edy支払可の店です。
※営業時間外でも下記時間帯に食堂スペースを利用することは可能です。
　授業期間　　　８：30〜20：00
　土曜日　　　　８：30〜18：00
　他授業期間外　８：30〜16：00

◇ 忘れ物・落し物  
　本学内での忘れ物・落し物や拾得物に関する窓口は学生部です。原則３カ月間（※）の保管期限を設けています。
期限を過ぎたものは廃棄されます。（※弁当等食品類については当日に廃棄されることもあります。）
　同じタイトルのテキストが複数届けられます。自分のものとわかるようにテキスト、ノート類には必ず名前を記
入してください。
　学生証や持ち主のわかる貴重品については、本人の携帯またはGaidai Mailに直接連絡をします。それ以外の貴重
品については直接学生部で確認してください。
　忘れ物・落し物の引き渡しには、必ず学生証を持参してください。学生証の落し物連絡があった場合は必ず学生
証に代わる身分証明書（健康保険証、運転免許証等）を持参してください。
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Q&A
Ｑ　学内でパソコンが使える場所はありますか？
Ａ　各キャンパスにあるパソコン自習室と図書館で利用できます。パソコン自習室は、中宮キャンパス５号館１階、

御殿山キャンパスACADEMIC COMMONS ５階にあります。

◇ ATM  

◇ 証明写真機  

◇ 担当窓口  

　中宮キャンパスには、三井住友銀行、ゆうちょ銀行、セブンイレブンにセブン銀行のATMがあります。御殿山キャ
ンパスにはセブンイレブンにセブン銀行のATMがあります。

　中宮キャンパスでは厚生北館１階第１食堂裏側と、クラブ館１階クラブ館ホールに証明写真機を設置しています。
御殿山キャンパスでは「結ーYUIー」０階東南角（自動販売機の横）に証明写真機を設置しています。

事務局では、それぞれ以下の内容を担当していますので、わからないことは問い合わせください。

担当窓口 担当内容

学生部
学生生活全般、住所変更、通学定期券購入証明書、クラブ、ボランティア、奨学金、忘れ物・
落し物など

教務部 授業、単位確認、試験全般、休学・退学手続など

国際交流部 国際交流、留学生の派遣・受入、TOEFLの実施など

キャリアセンター 就職、インターンシップ、資格講座、TOEICの実施など

中宮キャンパス（代表：072-805-2801）、御殿山キャンパス（代表：072-805-2701）

　本学では、教育活動中の不慮の事故などによる災害傷害事故への対応として、「学生教育研究災害傷害保険」に一
括加入しています。事故があった場合は、ただちに学生部へ届けてください。
■保険が適用される場合

⑴正課中：講義・実習・実技による授業を受けている時
⑵本学行事中：本学が主催する行事（入学式など）に参加している時
⑶本学施設内にいる間：本学施設内にいる時（本学が認めた場合に限る）
⑷課外活動中：本学の許可を受けた課外活動中（クラブ活動など）
⑸通学中・本学施設間移動中：住居と本学施設等との間の通学・本学施設等相互間の移動中（本学が禁じた方法を
　除く）

◇ 学生教育研究災害傷害保険  

■保険金の種類と金額

担保範囲 正課中・本学行事中 通学中・施設間移動中 課外活動中

死亡保険金
（事故の日から180日以内
に死亡した時）

2,000万円 1,000万円 1,000万円

後遺障害保険金
（事故の日から180日以内
に後遺障害が生じた時）

120万円〜3,000万円 60万円〜1,500万円 60万円〜1,500万円

医療保険金 3,000円〜30万円
6,000円〜30万円

（治療日数４日以上が対象）
3万円〜30万円

（治療日数14日以上が対象）

入院加算金（180日を限度） 1日4,000円 1日4,000円 1日4,000円

■保険金が適用されない場合 
　故意・闘争行為・犯罪行為・疾病・地震・噴火・津波・戦争・暴動・放射線・放射能による傷害、無資格運転・
酒酔い運転・飲酒による急性アルコール中毒など。詳細は、「学生教育研究災害傷害保険のしおり」を参照してくだ
さい。

Q&A
Ｑ　通学途中に事故にあいケガをしました。保険で補償してもらえる制度はありますか?
Ａ　全学生は「学生教育研究災害傷害保険」に加入しており、通学途中の事故・ケガも補償されております。補償内

容については、「学生教育研究災害障害保険のしおり」を参照してください。

Ｑ　介護等体験活動中に、介護施設の器具を私の不注意で壊してしまいました。弁償したいのですが、保険はあり
ますか? 

Ａ　「学研災付帯賠償責任保険」(任意加入)に加入していれば保険金にて支払われます。この保険は学生が万が一実
習先で他者にケガをさせたり、物を壊したりした時に備えての保険で、インターンシップ、介護等体験、教育
実習、ボランティア活動などに参加する際に加入します。（ただし、本学が正課、本学行事および課外活動とし
て認めた場合に限る）取扱窓口は活動内容により異なりますので注意してください。（適用期間：保険料支払日
〜当該年度内）
☆自動発行機より申請

（加入料　210〜340円）

Ｑ　バイクでアルバイトから帰る途中、自転車とぶつかって相手にケガをさせ、自分も軽傷を負いました。このよ
うな場合、適用保険はありますか?

Ａ　「学生教育研究災害傷害保険」（全員加入）では保障されません。学内外を問わず24時間保障の「学生総合保障制
度」（任意加入）があります。万一の事態に備えて加入することをおすすめします。

活動内容 取扱窓口

インターンシップ キャリアセンター

介護等体験、教育実習 教職教育センター

ボランティア活動 教務部

稼働時間

三井住友銀行 ゆうちょ銀行

平日 8：45 〜 18：00 9：00 〜 18：00

土 9：00 〜 14：00 9：00 〜 17：00
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　学校保健安全法によって義務づけられている定期健康診断は、毎年学年別に実施されます。実施期間は保健管理
センターから案内があります。この健康診断は、疾病の早期発見、および健康管理を目的として行うものです。必
ず受診してください。結果に異常があると判断された場合は、精密検査の受診をすすめるなどの健康指導を行います。 

Q&A
Ｑ　定期健康診断を受けられませんでした。どうすればいいのですか？
Ａ　本学専用の健康診断書フォーム（本学ホームページの在学生用各種情報の中の各種申込・フォーム一覧よりダウ

ンロードする）を持参して、学外の医療機関で受診してください。費用は全額自己負担となります。受診後、健
康診断書を保健管理センターに提出してください。

参考　[本学周辺の医療機関]
　　有澤総合病院  TEL 072(847)2606　　　　市立ひらかた病院　　TEL 072(847)2821
   枚方市中宮東之町12−14　　　   枚方市禁野本町２−14−１
　　坂野病院  TEL 072(848)2000
   枚方市中宮本町４−５

❖ 定期健康診断 ❖

◇ 日本学生支援機構奨学金  

授業料等減免（年額） 2021年２月現在

区　分 入学金 授業料

大学

第１区分 250,000円 700,000円

第２区分 166,700円 466,700円

第３区分 83,400円 233,400円

短大

第１区分 250,000円 620,000円

第２区分 166,700円 413,400円

第３区分 83,400円 206,700円

❖ 奨学金について ❖
　奨学金は、修学に必要な授業料や生活費を支援してくれる制度です。
　本学で取り扱っている奨学金には、日本学生支援機構、本学独自、地方自治体等や民間団体からのものがあります。
奨学金によって、返還の有無、支給金額、申込資格などが異なります。また、いずれの奨学金も学業成績、家計状
況などの申込基準があり、採用人数に制限がある場合があります。
　大学ホームページでは、関西外国語大学 奨学金まとめサイト（以下「奨学金まとめサイト」と表記）を設けています。
日本学生支援機構奨学金をはじめ、各種奨学金についての情報を随時更新しています。奨学金情報収集にお役立て
ください。
奨学金まとめサイト　https://kgu-shogakukin.qloba.com

　この奨学金は主に国家予算によって貸与・給付されるもので、家計状況のほかに学業成績が基準となります。

高等教育修学支援新制度（給付型奨学金+授業料の減免）

　住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生を対象に返還不要の「給付型奨学金」が支給され、「授業料の減免」
が行われます。希望者は申請が必要となり、学業成績および家計状況が審査されます。

貸与型奨学金

　「第一種（無利子）」・「第二種（有利子）」の２種類があります。

（注意事項）
① 家計状況により、第１区分〜第３区分に分けられます。３年次編入生は上記の表の通りではありません。
② 給付奨学生として採用された場合、第一種奨学金の月額は制限されます。詳細は日本学生支援機構

のウェブサイト「令和２年度以降採用の給付金と併せて受ける場合の貸与月額」
(https://www.jasso.go.jp/shogakukin/seido/kingaku/1shu/2019ikou.html）をご覧ください。

③ ｢高等教育修学支援新制度」に採用された場合でも、定期的に学業成績、家計状況は審査され、支援区分が変更
になったり、支援が打ち切られる場合があります。

家計急変採用
　通常、毎年春・秋に奨学生の募集を行っていますが、家計急変採用※の場合は通年で申請ができます。家計急変
採用の場合、収入基準は、急変後の収入金額で審査されます。原則、急変3カ月以内に申請する必要があります。
※家計急変とは、生計維持者の死亡、失職、病気、災害（感染症の影響による収入減を含む）により家計が急変

することです。
　家計急変の申請を希望する場合は、学生部まで申し出てください。

緊急採用・応急採用
　生計維持者の失業、破産、事故、病気、死亡等または震災、風水害、火災等の災害等により家計が急変し、奨学
金を緊急に必要とするものです。ただし、家計が急変してから12カ月以内に申込む必要があります。
　詳細は、学生部まで問い合わせください。

奨学金の種類 自宅通学者の月額 自宅外通学者の月額

第一種（無利子)

大学（最高月額)＊ 54,000円 64,000円

短大（最高月額)＊ 53,000円 60,000円

自　宅：20,000円・30,000円・40,000円も選択可能
自宅外：20,000円・30,000円・40,000円・50,000円も選択可能
＊最高月額は、申込み時における家計支持者の年収で最高月額を選択可と判定された場合

のみ選択可能。

第二種（有利子)
20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・60,000円・70,000円・80,000円・
90,000円・100,000円・110,000円・120,000円より希望する金額を選択

給付型奨学金（月額） 2021年２月現在

区分 自宅通学者の月額 自宅外通学者の月額

第１区分 38,300円 75,800円

第２区分 25,600円 50,600円

第３区分 12,800円 25,300円

2021年２月現在
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2021年２月現在

◇ 本学独自の奨学金  

担当
部署 名　称 支給／給付内容 要　件 出願期間 支払期間

（回数）

学
生
部

関西外国語大学谷本入学時支援奨学金※1 入学金・授業料等
（春学期分）の半額

優秀な成績で合格したも
のの、経済的な理由で入
学が困難な者

入 試 要 項
による

入学前
１回限り

関西外国語大学同窓会奨学金 年間36万円
学業・人物ともに優れ、経済
的な理由で修学が困難な者

（２年次以上※2）
５〜６月頃 １回限り

関西外国語大学谷本学業継続緊急支援奨学金
年間授業料・教育充
実費の半額

学業・人物ともに優れ、
家計の著しい急変などに
より修学が困難な者

急変事由
発生から
３ヵ月以内

原則として
１回限り

関西外国語大学谷本災害給付奨学金
当該学期の授業料・
教育充実費を減免

災害による経済的理由に
より修学が困難な者

随時
同 一 災 害
につき
１回限り

関西外国語大学課外活動支援奨学金
必要経費の一部また
は全額

課外活動において本学の
名誉を高めた者あるいは
団体

随時 随時

関西外国語大学荒川化学・戸毛敏美奨学金 年間20万円

学業・人物ともに優れて
いる、中国語履修者で、
経済的な理由で修学が困
難な者（２年次以上※2）

５〜６月頃 １回限り

国
際
交
流
部

関西外国語大学谷本国際交流奨学金

フルスカラシップ
（留学先大学授業料、
住居費、食費）

成績優秀な本学派遣留学生
で選考試験合格者または資
格審査通過者のうち、それ
ぞれの基準を満たした者

STUDY 
ABROAD

（留学の手
引き）参照

３年間/
２年間

フルスカラシップ
（留学先大学授業料、
住居費、食費）
スカラシップ

（留学先大学授業料） １年間/
１学期間

関西外国語大学短期大学部活性化奨学金

フルスカラシップ
（留学先大学授業料、
住居費、食費）
スカラシップ

（留学先大学授業料）

スカラシップ
（留学先大学授業料）

４〜５週間

受入私費留学生奨学金
　メリットスカラシップ

本学の留学生別科授
業料の半額

留学生別科に在籍する成
績優秀な外国人留学生

－ １学期間

注意：学部・学科や学年により対象となる奨学金は異なります。申込みにあたっては、応募条件や募集内容、出願期間などが
　　　異なるため、担当部署に問い合わせてください。
　　　※1　入学時に申込みが必要なため、在学生は申込みできません。
　　　※2　３年次編入生は４年次以上。

◇ その他の奨学金  
○地方自治体等や民間団体の奨学金については各団体のホームページを確認してください。本学に募集のお知らせ

があれば、Rapportもしくは奨学金まとめサイトでお知らせします。
○地方自治体等、民間団体の奨学金に応募する場合、学生部まで必ず連絡してください。

Q&A
Ｑ　奨学金を受けるにはどうしたらいいですか？
Ａ　本学に奨学金受給者募集の案内があれば、Rapportもしくは奨学金まとめサイトを通じて申込資格や申込方法

等をお知らせします。

Ｑ　高校在学時に日本学生支援機構の奨学金を申込んでいませんでしたが、入学後申込むことはできますか？
Ａ　入学後の申込みは可能です。奨学金の募集は原則４月のみ実施されます。申込方法については奨学金まとめサイ

トに掲載しています。

Ｑ　父親の勤務する会社が倒産し、授業料の支払いが困難になりました。何とか勉学を続けたいのですが方法はあ
りますか？

Ａ　日本学生支援機構には「緊急採用（無利子）」、「応急採用（有利子）」「家計急変採用（給付）」の制度があります。家
計が急変したために緊急に奨学金の貸与や給付を受ける必要が生じた場合に申請できます。家計が急変してか
ら奨学金が必要になった場合は早急に学生部まで申し出てください。
また、本学でも家計が急変した学生に対し、学業が継続できるように授業料および教育充実費の半額を給付・
免除する制度(関西外国語大学谷本学業継続緊急支援奨学金)があります。家計が急変した場合は３カ月以内に
申請する必要がありますので、早急に学生部へ相談してください。

〈参考〉
地方自治体等の奨学金例 
石川県教育委員会、茨城県教育委員会、沖縄県国際交流・人材育成財団、岐阜県教育委員会、島根県育英会、新潟
県教育委員会、長崎県育英会、東大阪市教育委員会、島根県育英会、舞鶴市教育委員会、山口県ひとづくり財団、
三木市教育委員会　他

民間団体の奨学金例 
あしなが育英会、江頭ホスピタリティ事業振興財団、奥村奨学会、小野奨学会、交通遺児育英会、大東育英会、大
遊興国際交流会・援助・研究協会、朝鮮奨学会、富本奨学会、船井奨学会　他

❖ 大学生活における相談 ❖

　これから始まる「大学生活」は、これまでのあなたの生活と大きく異なります。大学生活は自らの意志で何事にも
立ち向かっていかなければなりません。入学から卒業までの長い期間には、さまざまな問題が存在します。その困
難に挫折することなく、解決の方向を見出していくことが求められます。ただし、困難な問題を一人で解決できな
い場合に、相談できる制度として「カウンセリング」があります。教職員、学生相談室、クラブ部長などが、学生生
活におけるいろいろな問題の解決に協力し、助言する制度です。
　一人で悩まずに「相談窓口」を気軽に利用しましょう。

◇ 学生生活に関する相談  



15　学生生活について 学生生活について　16

■一般学生の場合　学生相談室　学生部委員　学生部
■外国人留学生の場合　国際交流部

○学生相談室
みなさんの大学生活を応援し、必要に応じてサポートします。
学生相談室では、カウンセラーがその時々の悩みや感情を受け止め、いっしょに解決策を探っていきます。心の
悩みを話すことにためらいがあるかもしれませんが、相談内容の秘密は厳守されます。ささいなことでも不安が
大きくなる前に、ぜひ相談窓口を利用してください。メール、電話からの予約・相談も可能です。

◆相談の予約：https://kgu-gakuso.qloba.com

◇ 相談窓口  

◆メールアドレス：gakuso@kansaigaidai.ac.jp（両キャンパス共通）

中宮キャンパス １号館１階

月〜金曜日　10：30 〜 18：30

土曜日　　　12：00 〜 16：30

電話：072-805-2801
（内線）2111

御殿山キャンパス GLOBAL COMMONS

電話：072-805-2701 「結」− YUI −０階

（内線）1031

Q&A
Ｑ　学生相談室では、どんなことでも相談できるのですか？
Ａ　例えば以下のようなことで悩んでいれば、学生相談室のカウンセラー、相談員と一緒に考えて解決しましょう。

・対人的なこと：親しい友達がいない、友達とのトラブル、恋愛問題、家族の問題
・身体的なこと：過食・拒食、体の調子が悪い、眠れない、頭痛がする、性に関する悩み
・学業・進路のこと：学習意欲がわかない、勉強の方法、授業について、就職への不安、休・退学について、進

路変更、将来への目標、大学生活になじめない
・心理的なこと：自分自身がわからない、気力がわかない、不安や緊張感が多い、気持ちが不安定、イライラ

する、落ち着かない、自分に自信がもてない、性格について
・悪質商法・詐欺の被害：キャッチ商法、アポイントメント商法、マルチ商法、霊感商法、おどし・たかり商法
相談室へは友達と一緒でも結構です。また相談は、電話や手紙・メールでも受け付けます。

Ｑ　クラブ活動のことで悩んでいます。どこに相談へ行けばよいですか?
Ａ　体育系クラブは「部長」、文化系クラブは「チューター」の制度があり、教職員が担当しています。クラブ特有の

問題や悩みのよき理解者として課外活動の自主運営に協力します。
クラブやサークル活動におけるさまざまな問題（例えば過度な練習の強要、クラブ内のいじめ、上級生による理
不尽な指導、そのほか人権にかかわる問題など)を解決するために問題に直面したらクラブ部長・チューター、
学生部、学生相談室へ相談に来てください。

◇ ハラスメント  
Q&A
Ｑ　「ハラスメント」にはどのようなものがありますか?
Ａ　「ハラスメント」には、次のようなものがあります。

⑴セクシュアル・ハラスメント
他の者の意に反する性的な言動であって、他の者に不快感その他の不利益を与えるもの。

【例えば】
⃝不必要に身体に接触したり、異常に接近したりする。
⃝相手の意に反して、しつこいメールや電話等で飲食やデートに誘う。
⃝性的な内容のからかいをしたり、発言をする。
⃝ヌード写真等、卑猥な画像や映像を見せたり、掲示したりする。
⃝性的な要求を拒まれたことから相手に不利益を与える。 

⑵アカデミック・ハラスメント 
教育・研究の場における地位や権力を利用して不快感その他の不利益を与えるもの。

【例えば】
⃝学生が求めても、教育・研究上の指導をしない。
⃝学生の研究成果を盗用する。
⃝成績評価や卒業判定等の権限を有していることで相手を脅したりする。

⑶ジェンダー・ハラスメント 
性別による差別意識に基づく言動であって、他の者に不快感その他の不利益を与えるもの。

【例えば】
⃝飲食の場などでお酌を強要したり、後片付けを押し付けたりする。 
⃝女性あるいは男性という性を一般化して、それに対する軽蔑的な発言をする。
⃝社会的・文化的につくられた男らしさや女らしさを押し付ける。

⑷その他のハラスメント（パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメントなど）
⑴〜⑶以外の不適切な言動であって、他の者に不快感その他の不利益を与えるもの。

【例えば】
⃝個人の能力や性格について、人格を傷つける不適切な発言をする。
⃝相手に対する優越的な地位や権限を利用して、私的活動等に参加・協力させる。
⃝仲間はずれや無視など、正当なコミュニケーションを阻害する。

Ｑ　「ハラスメント」を受けていると思うけど、どこで相談したらいいんでしょうか?
Ａ　前ページ記載の「相談窓口」で相談してください。相談内容は学内・学外を問いません。また、あなたのプライ

バシー、相談内容、秘密は厳守されます。相談したことによって、あなたが不利益を受けることはありません。

Ｑ　「ハラスメント」を受けた時、相談することの他に何をすべきですか?
Ａ　あなたが嫌だと感じていること、止めてほしいという意思を相手に伝えましょう。

でも、なかなか言いにくい時もあります。言えなくても自分を責める必要はありません。
被害の記録を残しておきましょう。日時・場所・内容などの記録、手紙や携帯電話などの事実を証明するもの
を残しておきましょう。
そして一人で悩まずに、友人など身近な信頼できる人に話しましょう。

2021年２月現在
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❖ 課外活動 ❖

　課外活動の「課外」とは、教育課程外の活動という意味であり、正規の教育課程のほかに本学で施される様々な教
育活動全体を指します。具体的には、大学・短期大学の構成員で組織されるクラブ活動やサークル活動、それらを
含め全学生で組織された学友会活動として行われる新入生歓迎祭、文化博覧会、外大祭などの学校行事、さらには
対外試合などを指します。本学は真理を探求する学問の場であると同時に豊かな人間性と心身ともに健康な体を育
成する場です。課外活動の場には授業では得られない多彩な交流の輪があり、仲間と協力し合いながら成長するこ
とによって社会生活を営む基礎となる人間としての魅力を増大することができます。積極的に参加して有意義な学
生生活を送ってください。

学生自治のシステム
　学友会は、本学に在籍する学生全員で構成される団体で学生自治活動を執行する自治組織です。本学の学生は入
学と同時に会員として登録されます。会費は授業料その他納付金の納入時に大学・短期大学部によって代理徴収され、
その後、学友会に活動資金として一括還付されます。（その収支は関西外大通信「THE GAIDAI」で公表されます。）
　学友会の具体的な活動は、以下の各パートを総括し、指導する本部が中心となり、それぞれの年次計画に従い運営
しています。そのほか必要に応じて新たな委員会を組織するなど全学的な立場から課外活動の発展に努めています。

⑴学友会本部　TEL 072(805)2122
全学自治課題を対処すべく、マナー向上運動などを実施。また、新入生歓迎祭や外大祭などを主催します。

⑵体育会本部　TEL 072(805)2609
体育会には29のクラブがあり、スポーツを通して学生生活の充実を図ります。（2021年２月現在）

⑶文化会本部　TEL 072(805)2839
文化会には31クラブと１同好会があり、音楽、芸術、語学、社会科学の４系統の学芸活動を通して学生生活の充
実を図ります。（2021年２月現在）

⑷学生会本部　TEL 072(805)2859
学生会は体育会・文化会に属さない29の公認サークルの活動サポート、どのクラブにも所属していない学生に対
する一般イベントを主催します。（2021年２月現在）

⑸FBS放送局
キャンパス内コミュニケーションに重要な役割を果たし、その活動が全学的行事におよぶことから独立した機関と
なっています。

⑹吹奏楽部
FBS放送局同様、その活動が全学的行事におよぶことから独立した機関となっています。

◇ 課外活動の内容と目的  

◇ 学友会  

◇ 主な年間行事〔予定〕  
４月　　　　⃝新入生歓迎祭

新入生に少しでも早く学生生活に馴染んでもらうため、歓迎の意味を込めて４月に実施されるイベ
ントで友だちや仲間づくりのためのクラブ紹介などが行われます。

⃝クラブ・サークル勧誘
４月上旬に各クラブが新入生を対象にクラブ勧誘を行います。

６月　　　　⃝文化博覧会
例年６月頃に文化クラブの部員が主体となって開催されます。

８月　　　　⃝フレッシュマンキャンプ
新入生同士の交流・親睦を深めるため、体育会・文化会・学生会が実施する宿泊イベントです。

10月（11月）⃝外大祭
例年10月下旬〜11月上旬に学友会が中心となって組織される実行委員会により開催されます。
期間中は休講措置がとられ、クラブの研究発表や展示、模擬店、コンサートなど数々の楽しいイ
ベントが催されます。在学生や近隣の方々だけでなく、卒業生の中からも後輩や恩師たちとの交
流を求め多数の方が来場されます。様々な企画に参加して仲間と集まり交流の輪を大きく広げて
ください。

３月　　　　⃝リーダーズキャンプ 
各クラブのリーダーを育成するため体育会・文化会が実施する宿泊イベントです。

※2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、文化博覧会、外大祭のみオンラインで開催。
　その他の行事は中止。
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◇ 公共マナー・ルールの遵守  

❖ マナー・ルールの遵守 ❖
　本学学生の皆さんは、大学生であるとともに地域社会の一員でもあります。学内外にかかわらず、常に「関西外国
語大学の学生」であるという自覚を持って、規律ある行動を心がけ、学内や社会のマナー・ルールを遵守してくださ
い。今まで何気なくやっていたことが実はマナー違反だったり、気づかないのは自分だけということもあります。
また、いけないことだとわかっていても面倒だから、人目がなさそうだからなど、身勝手な自分ルールはNG！
　以下の内容に違反または学生細則に定める禁止事項に抵触した場合には学則、学生細則および学生懲戒規程によ
り懲戒処分の対象となりますので十分注意してください。

　地域社会の一員として最低限のマナー、ルールを以下に記載しています。他人に迷惑がかからないよう、日頃か
ら注意して行動しましょう。

通学マナー

　京阪電車枚方市駅および御殿山駅から本学までの道路には狭いところや歩道が十分に整備されていないところも
ありますが、途中に病院や薬局もあり、お年寄りや小さい子どもなど、この地域で生活する様々な方が通行してい
ます。そのような中を学生が大人数で歩いたり、大声を出して他の人や自転車などの通行に配慮しない歩き方は非
常に迷惑となっています。
　また、通学やキャンパス間の移動において、時間や距離を短縮しようと団地敷地内の通路や事業所内を通行する
ことは、迷惑行為となりますのでしないでください。バス・電車などの公共交通機関や道路・歩道は学生だけのも
のではありません。 
　近隣の方々に常に見られていることを意識して、通学マナーの向上を心がけてください。

⑴車内では大声で話をしたり、携帯電話で通話をしない。また、並んでいる列に割り込まない。
⑵高齢者や妊婦（優先座席対象者）などには席を譲る。
⑶道路・歩道で横に広がって歩かない。歩きスマホをしない。
⑷自転車やバイクを運転する際は交通法規を遵守する。
⑸公道やコンビニなどで迷惑駐輪・迷惑駐車をしない。また、騒音を出さない。

喫煙マナー　※学内は全面禁煙（電子タバコ含む）

　本学では、禁煙や分煙が国際標準となりつつある中、グローバルな修学環境を構築するために、2018年４月以
降すべてのキャンパス内および隣接道路を全面禁煙と定め、周知と巡回指導を行っています。しかし、周辺の公園
や駐輪場等での喫煙や吸い殻のポイ捨てなど、近隣住民や公園利用者などの地域の方々から多くの苦情が寄せられ
ています。
　未成年の喫煙は法律違反です。言うまでもありませんが、社会の一員としての良識ある行動を強く求めます。

　学外における喫煙マナー
　喫煙者は非喫煙者に対して「受動喫煙」という害を及ぼす可能性を持っていることを常に自覚してください。

⑴歩きタバコや所定の場所以外での喫煙をしない。
⑵吸い殻をポイ捨てしない。 
⑶本学入口付近、およびキャンパス隣接の路上での喫煙をしない。

［参　考］
＜喫煙や吸い殻のポイ捨てについて多く寄せられている苦情＞
・近隣のコンビニやドラッグストア、学習塾の店舗に併設された駐車場で駐車エリアを占領しての喫煙と吸い殻の

ポイ捨て
・小中学校、幼稚園、保育園、病院の周辺での喫煙

・UR団地の敷地内での喫煙や吸い殻のポイ捨て
・小松製作所の門周辺と、寮など関連施設の入口周辺および、その敷地内での喫煙
・歩きながらの喫煙(特に子どもの目の高さでタバコを持っての歩きタバコ）
＜通学マナーについて多く寄せられている苦情＞
・国家公務員宿舎敷地内の通り抜け
・民間駐車場およびUR団地内の通り抜け
・枚方市駅および御殿山駅から本学までの歩道を幅いっぱいになって歩く、大声を出す
・横断歩道の信号無視

SNSのマナー

　SNSは便利なツールですが、利用に際しては他人を傷つけたりしないよう、適切な利用を心がけてください。 
⑴他人を誹謗・中傷などをしない。 
⑵他人から注目を集めるための利用をしない。 
⑶個人情報の公開は最低限に設定し、不特定多数の人が投稿や個人的な情報を閲覧できる状態にはしない。

学外における飲酒マナー

　飲酒は一歩間違えば尊い生命を奪う悲惨な事故につながる危険性をはらんでいることを肝に銘じてください。
⑴飲酒の強要やイッキ飲みをしない。
⑵飲みすぎないよう心がける。
⑶酔って大声を上げたり、騒いだりしない。

◇ 学内ルールの遵守  
　学内では以下の行為は禁止です。以下に記載の内容以外にも、学則などの各種規程により禁止されていることも
ありますので遵守してください。

⑴喫煙　学内は全面禁煙（電子タバコ含む）です。
⑵飲酒　学内および課外活動（合宿を含む）での飲酒は禁止です。
⑶自動車通学　両キャンパスともに自動車通学は全面禁止です。
⑷スケートボード、キックボード、ローラースケートの使用およびそれらの学内への持ち込みは禁止です。

Q&A
Ｑ　ノンアルコールビールは学内で飲んでもいいのですか？
Ａ　ビールとの区別がつきにくく混乱が生じるので禁止とします。
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◇ 危険ドラッグなど薬物乱用の防止について  
薬物のこと、大麻のこと、誤解してると危険です！
薬物は脳にダメージを与えます。
　私たちの脳は、すごいスピードで情報を処理し、心と
身体をコントロールする優れた仕組みを持っています。
しかし、薬物を乱用すると脳の仕組みにダメージを与え、
乱用が続けられるなかで障害を引き起こします。
　そして、一度ダメージを与えられた脳は、薬物を使う
前の状態には戻らなくなってしまいます。
薬物はやめられなくなるから危険!
　薬物は乱用を続けると「耐性」ができて同じ量では効か
なくなり、使用量が増えていきます。また「依存性」によっ
て、自分の意志だけではやめたくてもやめられなくなっ
てしまいます。
　薬物をやめ、通常の社会生活をするまで回復するためには、生涯にわたって適切な治療や周囲のサポートが必要
になります。

❖ 危険な誘惑 ❖

｢薬物のこと大麻のこと誤解してると危険です！
(高校卒業予定者向け)」厚生労働省、2020

　学内・学外において悪質な宗教団体、マルチ商法・ネズミ講などの誘い掛けが巧妙な手段を用いて行われる危険
と隣り合わせの状態にあることを強く意識しておく必要があります。いずれもはじめはサークル活動、うまい話、
甘い言葉、悩みの相談、儲け話などから始まります。しかし、あとになって取り返しのつかない被害をこうむるケー
スが目立っています。心が不安定な時などは、甘い言葉に騙されがち。特に新入生を対象にこのような巧妙な手口
で接近することが予想されます。場合によっては加害者となることもあります。マインドコントロールされて高い
会費を払わされたり、活動に強制参加させられるなどのケースがあります。
　そんな時は…⃝少しでも怪しいと思ったら、とにかく断る！親切にされても「NO！」という勇気、たとえ入会し

ても脱退する勇気を持ちましょう。
⃝氏名や連絡先などの個人情報を絶対に教えないでください。
⃝一人で悩まず、友だちや家族、学生相談室に相談しましょう。特に「誰にも相談してはいけない」

と言われたら要注意です。
　学内で不審な誘いを受けた場合、早急に学生部まで連絡してください。

Q&A
Ｑ　街で「商品を買いませんか？」と声をかけられ、つい購入してしまいました。返品したいのですが、できますか？
Ａ　法律で指定された商品を営業所以外で購入した時は一定期間内であればクーリングオフ制度を利用して契約を

解除(内容証明書で相手先に解除通知の送付が必要)することができます。一部クーリングオフできない商品も
ありますので、以下に問い合わせてください。
⃝独立行政法人国民生活センター：http://www.kokusen.go.jp/

：消費者ホットライン　TEL：188（局番なし）

◇ カルト団体や悪徳商法など  

❖ 感染症対策 ❖
　季節性インフルエンザ、新型コロナウイルス等に感染しない、させないために正しい知識と生活習慣を身につけ
ましょう。一人ひとりが予防することで拡大させないことが大切です。（2021年４月現在）

手洗いの徹底

　正しい手の洗い方

・キャンパスの各施設の入口にアルコール消毒液を配置しています。入館時には各自で手指の消毒を行ってくだ
さい。

マスクの着用

　3つの咳エチケット　周囲の人にうつさないよう咳エチケットを守りましょう。

　

　飛沫感染を防ぐために正しくマスクをつけましょう。

・キャンパス入構の際は原則マスクを着用。

３密の回避（密集、密接、密閉）

・できるだけ人混みや繁華街への外出を控える。
・人との間隔はできるだけ２m(最低１m)あける。
・教室では間隔をあけて着席。
・会話、食事の際は対面を避ける。

○発熱(37.5度以上)や体調不良（咳、咽頭痛、味覚障害、嗅覚障害等）の場合は、保健管理センターに電話相談の
上、登校を自粛してください。

○大学ホームページでは「新型コロナウイルス感染症拡大に関する本学の対応」を配信しています。随時更新して
いますので、最新の情報を確認してください。

マスクを着用する。

マスクがない時
咳・くしゃみをするときは、
口と鼻をハンカチ、ティッシュ
などで覆う。

不意に、咳・くしゃみが出るときは、
上着の内側や袖で覆う。

①鼻と口の両方を確実に覆う。
②ゴムひもを耳にかける。
③隙間がないように鼻まで覆う。
使い捨て(不織布)マスクを使い終わったら、ビニール袋に入れて口を閉じて捨てる。
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［届出･申請②　試験を受けられなかった場合］
Ｑ　病気や事故、公欠で、学期末試験が受けられなかった場合、どうすればいいですか？
Ａ　教務部で追試験の手続を行うことになります。

［追試験の申請］
種類 内容 取扱窓口

追試験
指定締切日までに所定の用紙および欠席事由にかかる証明書を届出てください。
１科目 1,500 円

教務部

［届出･申請③　公欠について］
Ｑ　公欠とはどんなものが認められますか？
Ａ　公欠とは、当該授業への不参加を欠席として扱わないことをいい、当該授業における授業の内容（各種テスト、

試験、レポート含む）まで免除するものではありません。公欠として認められるものは下表のとおりです。申請
方法は、公欠理由により異なります。各種取扱窓口で確認してください。

公欠理由 取扱窓口

クラブ活動（大会出場）
学生部

気象警報（暴風警報、または特別警報など）、公共交通機関運休

忌引
教務部

感染症（例：インフルエンザ）

教育実習および介護等体験（教職課程履修者） 教職教育センター

駐日外国公館の面接（本学の留学制度によるビザ取得のための面接） 国際交流部

就職試験（説明会・筆記・面接・会社での健康診断）、内定式、内定会社での研修会、
入学試験

キャリアセンター

［届出･申請④　その他］
Ｑ　GAIDAI-Linkで入力した現住所に変更があります。どこで手続したらいいですか？
Ａ　自身でGAIDAI-Linkから修正変更を行ってください。GAIDAI-Linkでは本人、保証人（親権者）の住所と電話番

号の変更が可能です。
　　また、他にも以下のような届出と提出が必要な書類があります。

▪️届出の必要な書類
種類 内容 添付書類 取扱窓口

国籍変更届 本籍地（国籍）の変更 住民票

学生部

保証人（親権者）変更届 保証人（親権者）の変更 ー

改姓・氏名届 改姓・氏名の変更
住民票またはパスポートの
コピー

学生証再交付願

紛失・盗難にあった場合、警察に届出
後、再交付願の提出が必要です。
毀損、氏名の変更の場合は現物を添え
て提出してください。

紛失・盗難の場合は、警察
が発行する受理書など（受理
番号が記載されたもの）

授業料その他納付金延
納願

納付期限までに全額納められない場
合、延納願を提出し受理されることで
定められた期間の延納が可能です。

ー

❖ Q & A ❖
［授業料その他納付金の延納］
Ｑ　家庭の事情によって経済的に苦しくなり授業料その他納付金の延納を希望したいのですが、どうすればいいで

しょうか？
Ａ　「授業料その他納付金規程（各種規程参照）」にもとづいて、延納の申請ができます。

納入期日までに、ホームページから「授業料その他納付金延納願」をダウンロードして記入の上、学生部に提出
してください。無届の場合は、除籍の対象となりますので注意してください。

［ケガをした場合］
Ｑ　ケガをした場合や健康の相談がある場合はどこに行けばいいですか？
Ａ　両キャンパスにある保健管理センターに行ってください。保健管理センターでは以下の業務を行っています。
　　①救急処置
　　　外傷、火傷、頭痛、腹痛などの救急処置を行い、場合によっては病院に移送します。
　　②健康相談
　　　健康に対する不安などの相談に応じています。いつでも気軽にご相談ください。

保健管理センター開室時間       2021年２月現在
授業期間 授業期間外

平日
9：00 〜 18：30

（受付 9：00 〜 18：00） 9：00 〜 16：30
（受付 9：00 〜 16：00）

土曜日
9：00 〜 16：30

（受付 9：00 〜 16：00）

［教員への連絡方法］
Ｑ　先生の連絡先を知りたいのですが、先生が不在の場合はどうすればいいですか？
Ａ　シラバスにメールアドレスが掲載されている場合もあります。掲載のない場合は教務部にて確認してください。

［届出･申請①　長期の欠席など］
Ｑ　病気治療のため、長期の入院が必要となりました。大学への届出はどうすればいいですか？また、退院したら

大学へ戻りたいと思っています。
Ａ　事前に詳細を教務部に相談ください。長期の欠席には、おもに以下の２つの方法があります。

長期欠席　　原則として１カ月以上欠席する場合に、教務部から担当教員へ授業の欠席理由を説明します。
欠席した授業は、欠席として取り扱われ、学生細則に定める公欠には該当しません。

〈手続方法〉　長期欠席届を教務部で入手し、診断書または病状証明書を添付のうえ、提出してく
ださい。

休　　学　　病気の理由により、学長の許可を得て休学することができます。休学期間は、休学許可日から当
該年度の末日までの１年以内とし、通算して２年を超えることはできません。休学する場合は、
所定の休学費用を支払う必要があります。

〈手続方法〉　休学願を教務部で入手し、必要書類を添付のうえ提出してください。
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