
２０１９年度 オリエンテーション日程・入学式等について 

文教大学事務局 

１．オリエンテーションについて 

学生生活に必要な事項についての説明会（オリエンテーション）を下記のとおり実施します。 

入学式を除き、オリエンテーションは各キャンパスで行いますので、必ず出席してください。 

 

（１）越谷キャンパス【教育学部・人間科学部・文学部・大学院（人間科学・言語文化・教育学）・専攻科】 

日程 対象 時間 内容 

3月 28日（木） 編入生（全学部） 13：00～15：00 学生証交付／オリエンテーション 

4月 2日（火） 

教育・人間科学・文学 9：30～14：30 学生証交付／オリエンテーション 

教育・人間科学・文学 

（希望者のみ） 
15：00～16：30 

日本学生支援機構奨学金（在学採用）説明会 

※入学後に奨学金を申し込む方が対象です。 

4月 3日（水） 教育・人間科学・文学 10：00～18：00 オリエンテーション 

4月 4日（木） 

教育・人間科学・文学 

（対象者のみ） 
10：30～12：00 

日本学生支援機構奨学金（予約採用）説明会 

※高等学校等で既に手続きをしている方が対象です。 

教育・人間科学・文学 13：00～18：00 オリエンテーション 

大学院・専攻科 9：00～16：00 学生証交付／オリエンテーション／健康診断 

4月 5日（金） 全学部・大学院・専攻科 入学式（東京国際フォーラム） ※詳細は 2ページ参照 

4月 6日（土） 
教育・人間科学 9：00～12：00 健康診断 

文学 13：30～17：00 健康診断 

4月 8日（月） 全学部・大学院・専攻科 授業開始 

※学部 1年生は 4月 2日、大学院 1年生及び専攻科生は 4月 4日が登校初日です。 

 

（２）湘南キャンパス【情報学部・国際学部・健康栄養学部・経営学部・大学院（国際学・情報学）】 

 対象 時間 内容 

4月１日（月） 

※学部１年生 

初日登校日 

情報(ｼｽﾃﾑ・情報社会) 9：30～16：30 

学生証交付・オリエンテーション 

情報(ﾒﾃﾞｨｱ表現) 10：20～17：10 

国際 10：30～17：40 

健康栄養 12：00～16：40 

経営 9：30～17：10 

4月 2日（火） 

～4日（木） 

情報 ・国際 

健康栄養・経営 
学部によって異なる 

オリエンテーション・健康診断 

※日時等の詳細は、4/1配布の資料を確認すること。 

4月 3日（水） 大学院・学部編入生 9：10～16：00 

学生証交付・オリエンテーション・健康診断 

※学部編入の留学生は、4/2 の留学生オリエンテーション

に参加すること。 

4月 5日（金） 全学部・大学院 入学式（東京国際フォーラム） ※詳細は 2ページ参照 

4月 8日（月） 

情報 

(情報社会・ﾒﾃﾞｨｱ表現)  
- 

学外実習 

⇒詳細はオリエンテーション時に別途お知らせします。 

健康栄養 - 
スポーツ研修会、新入生交流会、各種実験の教育訓練 

⇒詳細はオリエンテーション時に別途お知らせします。 

4月 8日（月） 

～9日（火） 

国際 - 

学内研修 

⇒詳細はオリエンテーション時に別途お知らせします。 

3,500円程度（「国際学入門」の教科書代含む）の個人負担を

お願いする予定です。 

経営 - 

新入生オリエンテーション合宿 

⇒詳細はオリエンテーション時に別途お知らせします。 

合宿費用 10,000円程度の個人負担をお願いする予定です。 

4月 10日（水） 全学部・大学院 授業開始日 

※詳細は、湘南キャンパス教育支援課HP（http://open.shonan.bunkyo.ac.jp/kyomu/）及び４月 1日の配布資料を確認してください。 

  

 [湘南キャンパス教育支援課HP] 

  

http://open.shonan.bunkyo.ac.jp/kyomu/


２．学生証の交付について 

 学生証は、各キャンパスで行われるオリエンテーションの初日に、下記書類①②と引き換えで交付します（前頁１．参照）。 

提出書類名称 備考 

①学生証引換証 

入学手続の完了後、ご自宅（アドレスシールに記入された住所）へ「入学許可書」と併せて

郵送しています。必要事項について「学籍事項届出要項Ⅱ」の５ページと同じ要領で記入し、

オリエンテーション初日に忘れずにお持ちください。 

※入学許可証と切り離してお持ちください。 

②最終学校の卒業証明書 

※卒業証書ではありません 

証明書の右上に「受験番号」をボールペンで記入の上、学生証交付時に提出してください。

なお、封筒に入っている場合は、封筒から取り出して提出してください。 

※高等学校卒業程度認定試験合格（見込み）で出願した方は「高等学校卒業程度認定試験合

格証明書」を、大学入学資格検定合格で出願した方は、「大学入学資格検定合格証明書」を

提出してください。 

※４年制大学からの編入生のうち、大学を卒業していない方は、編入学前の最終学年までの

「成績証明書」を提出してください。 

 

３．通学定期券の購入について 

「通学定期券」は、本人の通学住所から大学までの最短距離となる区間で購入できます。 

「学生証」交付後、通学住所及び通学定期券購入区間を記入し、最寄りの定期券販売駅または販売所で「学生証」を提示の

うえ、購入してください。 

 

 湘南キャンパスに入学する方へ 

湘南キャンパスの学生向けに、茅ヶ崎駅・湘南台駅からのバス割引定期券を販売します。 

購入方法の詳細は、入学後にご案内します。なお、バスの割引定期券の使用は授業開始日（4/10）からとなります。 

 

４．入学式について 

【日時】２０１９年４月５日（金） 開場１２：００ 式典開始１３：００（終了予定１４：４０） 

【会場】東京国際フォーラム（ホールA） 

 

【ＪＲ線】 
・有楽町駅より徒歩 1分 
・東京駅より徒歩 5分  

(京葉線東京駅と B1F地下コンコースにて連絡) 
 
【地下鉄】 
有楽町線：有楽町駅と B1F地下コンコースにて連絡 
日比谷線：銀座駅より徒歩 5分/日比谷駅より徒歩 5分 
千代田線：二重橋前駅より徒歩 5分 

日比谷駅より徒歩 7分 
丸ノ内線：銀座駅より徒歩 5分 
銀座線：銀座駅より徒歩 7分/京橋駅より徒歩 7分 

三田線：日比谷駅より徒歩 5分 

【注意】 

・式典開始時刻を過ぎた場合、会場に入れないことがあります。式典開始の１０分前までに入場してください。 

・来場者用の駐車場の用意はありません。お車での来場はご遠慮ください。 

・式典での服装の指定はありません（例年、男女ともにスーツ着用される方が多いです）。  



５．証明書の発行について 

 「在学証明書」等の発行は、証明書自動発行機を利用してください。  

キャンパス 設置場所 発行方法 

越谷キャンパス ３号館１階 ２台 発行には『学生証』と「暗証番号」が必要です。 

※「暗証番号」は、「家族居住地電話番号」の下４桁が登録されています。 湘南キャンパス 事務棟１階 ２台 

 

６．奨学金について 

下記の奨学金は、入学後に募集説明会を行います。 

説明会の詳しい日程は、オリエンテーションで説明しますので、電話での問い合わせはご遠慮ください。 

奨学金名 対象 手続方法 

日本学生支援機構奨学金 

（貸与型） 

新規に申し込む方 

（学部・大学院・専攻科） 

各キャンパスで実施される説明会に必ず出席してください。 

※越谷校舎は 4/2（火）、湘南校舎は 4月中旬に説明会を実施。 

高校等で予約申込をし、 

採用候補者となった方 

各キャンパスで実施される説明会に必ず出席してください。 

※越谷校舎は 4/4（木）、湘南校舎は 4月中旬に説明会を実施。 

出席の際は、以下の書類を必ず持参してください。 

・「平成３１年度大学等奨学生採用候補者決定通知」 

・「平成３１年度貸与奨学金採用候補者のしおり」 

日本学生支援機構奨学金 

（給付型） 

高校等で予約申込をし、 

採用候補者となった方 

文教大学奨学金 

文教大学大学院奨学金 

学部生 

大学院生 

各キャンパスで実施される募集説明会（４月中旬予定）に必ず出

席してください。 

その他の奨学金 
財団法人、地方自治体の奨学制度を希望する方及び採用が決定している方は、入学後に担当

窓口（越谷：学生課、湘南：教育支援課）に申し出てください。 

※奨学金は学生本人が申し込むものです。説明会の出席、その後の手続は、すべて学生本人が行わなければなりません。 

ご家族からの問い合わせは受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。 

※日本学生支援機構奨学金（給付型）は、大学入学後の申し込みはできません。 

 

７．留学生として入学する方へ 

（１）在留手続について 

留学生として大学で学ぶためには、原則として在留資格「留学」が必要です。 

①既に在留資格「留学」を有して日本に滞在している方 

 入学前に在留期限を迎える場合は、原則としてご自身で在留期間更新許可申請を行っていただきます。 

申請に必要な書類を大学で発行しますので、下記の書類を入学する学部のあるキャンパスの国際交流センター国際交流 

室に直接持参してください。  

必要書類 

・在留期間更新許可申請書（申請人等作成用 ※あらかじめ必要事項を記入しておくこと） 

・パスポート 

・在留カード 

・入学許可書  

・レターパック（あらかじめ返送先住所を記入しておくこと） 

国際交流室で申し込みを受け付けた後、書類を郵便でお送りしますので、書類一式を入国管理局に提出して手続を行って

ください。なお、書類の作成には時間を要しますので、期日に余裕を持って手続するようにしてください（即日発行できま

せん）。  

②「留学」以外の在留資格を有して日本に滞在している方 

原則として入学前に「留学」の在留資格を取得する手続きが必要です。入学する学部のあるキャンパスの国際交流センタ

ー国際交流室に連絡し、確認してください。 

③これから日本に入国する方 

原則として、在留資格認定証明書交付申請を行い、査証(ビザ)を取得してから入国していただきます。入学する学部のある

キャンパスの入学センター事務室に連絡し、確認してください。 

 

（２）市役所等への届出 

住居を変更した場合は、速やかに転出届（旧住所地の役所へ）、転入届（現住所地の役所へ）を提出し、在留カードの住所

変更を行ってください。 

  



（３）国民健康保険への加入 

 国民健康保険は、みなさんが病気やケガをした際に、国・地方自治体及び個人が医療費を分担することで、経済的な心配を

することなく医療機関にかかれることを目的とした医療保険制度です。日本に３か月以上在留する留学生は、全員国民健康保

険への加入が義務付けられています。未加入の方は、市役所等で加入手続をしてください。 

 

８．既修得単位の認定について 

 １年次入学の方 

大学等（大学・大学院・短期大学・高等専門学校の専攻科・専修学校専門課程 ※国内外問わず）を卒業もしくは中途退

学し、新たに本学の第１年次に入学した場合、その大学等で修得した単位について教育上有益と認められるときは、本学に

入学した後の授業科目の履修により単位を修得したものとして認定する場合があります。 

 この認定を希望する方は、下記の必要書類をあらかじめ準備し、指定された期日に各キャンパスの担当窓口（越谷：教務

課、湘南：教育支援課）に提出してください。 

 

 編入生の方 

 大学等（大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校専門課程 ※国内外問わず）で修得した単位について、審査

のうえ本学の授業科目の単位を修得したものとして認定します。下記の必要書類をあらかじめ準備し、指定された期日に各

キャンパスの担当窓口（越谷：教務課、湘南：教育支援課）に提出してください。 

 

（１）必要書類 

書類名称 部数 備考 

①単位成績証明書 1通 日本語以外の言語で書かれている場合は、原本と併せて、

大使館・在籍学校・翻訳機関等の翻訳証明書付の日本語訳

を提出してください。 
②修得科目の講義内容・時間数等を説明できる書類 

（学生便覧・講義概要等） 
1式 

 

（２）提出日時／提出方法 

対象者 提出日時 提出方法 提出先 

教育学部 

人間科学部 

文学部 

編入生 3月 28日（木）編入生オリエンテーション 
直接持参 越谷キャンパス 教務課 

新入生 4月 2日（火）9：00～16：30 

情報学部 

国際学部 

健康栄養学部 

経営学部 

編入生 3月 4日（月）～8日（金） 郵送 

〒253-8550 

神奈川県茅ヶ崎市行谷 1100 

文教大学教育支援課 宛 

新入生 4月１日（月）9：00～16：40 直接持参 湘南キャンパス 教育支援課 

 

（３）単位認定に関する問い合わせ先 

学部 問い合わせ先 問い合わせ時間 

教育学部／人間科学部／文学部 
越谷キャンパス 

教務課 048-974-8811（代） 平日 9：00－17：00 

土曜 9：00－12：00 
情報学部／国際学部／健康栄養学部／経営学部 

湘南キャンパス 

教育支援課 0467-53-2111（代） 

 

９．湘南キャンパス 路線バス（神奈川中央交通）時刻表 

湘南キャンパスへのバスで通学される場合は、下記の時刻表を参照してください。 

経路 URL 備考 

茅ヶ崎駅利用 http://www.bunkyo.ac.jp/access/sho_bus01.htm 

 
路線バスの発車時刻は、ダイヤ

改正により変更になることがあ

りますので、ご注意ください。 
湘南台駅利用 http://www.bunkyo.ac.jp/access/sho_bus02.htm 

 
 

 


