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学生生活
オリエンテーション
2022年４月１日（木）

校 歌

オリエンテーションの内容
湘南校舎を知る

まず覚えてもらいたいこと

奨学金・奨励金

課外活動

困ったときは・・・

今後の手続き

資料を用意しましょう
配付された袋から、

下記の資料を用意してください。

①学生生活のお知らせ

②学生生活案内（冊子）

③学生教育研究災害傷害保険加入者のしおり

今日から成人です

成人として気を付けること

新型コロナウイルス対策
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学生の行動指針
2022年度春学期新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ための学生の行動指針

１．新型コロナウイルス感染症に感染、または感染の疑いが
ある場合は、大学へ連絡してください

２．飛沫防止対策をとってください

３．「３密」回避の対策をとってください

４．清潔な環境を作り出してください

５．通学時の感染防止に努めてください

学生の行動指針①
１．新型コロナウイルス感染症に感染、または感染の疑いが
ある場合は、大学へ連絡すること

①大学へ連絡すること
感染、または感染が疑われる症状がある場合、感染者と

濃厚接触していた場合、同居者に濃厚接触者が出た場合
には、登校はせずに、大学指定の連絡フォームにその旨を
連絡すること(授業担当教員への連絡は不要／欠席扱い
免除とします）。

②再登校するときは、体調の回復を待つこと
薬剤を服用していない状態で、解熱後および症状消失後

に少なくとも3日以上経過した後に可とする。

学生の行動指針②
２．飛沫防止対策をとること

①マスクを必ず着用すること
マスクを必ず着用し、むやみに顔やマスクを手で触らな

い。

②密接した状態での会話や発声は避けること
人と話す必要が生じた時にはマスクを付けたまま、聞こ

える程度の小声で、1.5～2メートル程度の距離をとって
話す。

③食事時の会話は控えること
食事時の会話は行わず、必要であれば食事終了後に場所

を移動しマスクを着用し、ソーシャルディスタンスを保って
会話する。

学生の行動指針③
３．「３密」回避の対策をとってください
①ソーシャルディスタンスを確保すること

学生間の距離を最低1メートルあけて着席する。

②密閉空間にしないこと
室内では換気に注意しましょう。出来る限り2方向の窓や

ドアを開け、30分に一度は空気を入れ換える。

③エレベータの利用は控えること
エレベータは、足の不自由な人やけがをしている人を除

き、利用しない。

④不要不急の集団活動や懇親会に参加しないこと
「３密」になるような場所への出入りや一堂に会して飲食

を行う懇親会に参加しない。

学生の行動指針④
４．清潔な環境を作り出してください

①手指を常に清潔に保つこと
各教室や施設利用の前後などは必ず手洗い、もしくはア

ルコールで消毒を行うこと。

②鞄や上着を不用意に置かないこと
ウイルスが付着するおそれがあるため、鞄や上着は床や

机の上に置かず、使用していない椅子等に置くこと。
③教室等利用する際に使用するものを消毒すること
パソコン教室や食堂等を使用するときは、机、テーブル、椅

子、パソコンやキーボード、マウス等、自分が使用するもの
を消毒用シートなどで丁寧に拭くこと。なお、使用後も消毒を
心がけること。

学生の行動指針④
４．清潔な環境を作り出してください

④教室のドアや建物出入り口を開放すること
ドアノブ等を触る機会を減らすために出来る限り開放し

ておくこと。
⑤トイレを利用する際に消毒すること

トイレを利用する際には、必ず手指の手洗いやアルコール
消毒を行う。なお、ウイルスの浮遊を避けるために、常に換
気扇をつけたままにすること。
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学生の行動指針⑤
５．通学時の感染防止に努めてください

①自分自身の感染回避や周囲の人への感染回避に努める
こと

通学中のリスクも考慮し、アルコールジェルや除菌シート
を持ち歩くこと。また、マスクを外したり、大声で話したり
歩きながら飲食したりといった、自分や周囲の人への感染
リスクを高める行動は行わないこと。

②湘南校舎へのバス通学には、次の点に注意すること
湘南校舎の通学バスが混雑しているときは無理に乗り込

まず、次のバスを待つこと。

事務局の紹介

湘南校舎事務局【P.32】

教
育
支
援
課

教育支援課
授業、成績、学籍（休学・退学等）、 実習等に関すること

奨学金、課外活動、アルバイト、遺失物等に関すること

保健センター 学生の健康管理業務（医務室・相談室） ※看護師・カウンセラー等

学生支援室 学生生活に関わる相談と自立支援

情報システム課 情報システムの利用支援、情報機器の貸し出し 等

キャリア支援課 進路や就職についての相談、就職試験情報の提供 等

国際交流室 海外研修・交換留学に関すること、留学生の就学支援 等

総務課 各種大学行事の運営 等

財務課 学納金の収納 等

施設課 学内の施設・設備・備品の維持管理 等

地域連携課 資格取得講座の企画運営、資格試験の実施運営 等

図書館課 学習、教育、研究に必要な資料の提供 等

事務局窓口対応時間
授業期間 授業期間外

（試験期間・長期休業中等）

月～金 9：00～16：30

9：00～11：30

12：30～15：00

15：15～16：30

土 9：00～11：30 9：00～11：30

※この時間を基本としていますが、時期や課によって異
なる場合があります。

※問い合わせは学生本人が行うことが原則です。

学生証の確認
学籍情報の確認

学生証【P.22】

 本学の学生であることを証明する
重要な証明書です

 常時携帯してください

 学生証の提示が必要な場面
◇試験（定期・追・再）の受験

◇証明書の発行

◇健康診断受診

◇図書館、学内施設、備品類の借用

◇通学定期券の購入
（裏面の住所・通学区間を必ず記入）

◇その他、教職員から提示を求められたとき

住所を記入

磁気飛びに注意！
×スマホと一緒

※紛失時の再発行は1,000円
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住所変更／改姓名【P.43】

住所変更・電話番号の変更

学生本人、保証人の住所・電話番号が変わったら、
速やかに教育支援課に届け出てください。
※添付書類は不要です。

※B!bb‘sでのオンライン手続も可能です。

改姓名（氏名変更）

戸籍抄本とともに教育支援課に届け出てくださ
い。

湘南校舎を知る
（施設紹介）

湘南校舎案内図

曜日 開門時間

月～日 ６：３０～２１：００

教室番号【P.15】

教室番号は、４桁の数字で表されています。

例

４ １ ０ １

←

号
館
番
号

←

階
数

←

番
号

皆さんが今いる教室の番号は？

※なお、メディア棟は「7号館」です。

体育施設

更衣室／セーフティボックス
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厚生棟

事務棟

図書館【P.58】

ＡＥＤ【Ｐ．４７】

無線LAN
情報システム室HPでPWを確認

暗号化キーの設定
【SSID】 bunkyo-wifi
【暗号化キー】 情報システム室ホームページで確認してください。

大学からの
連絡方法について
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大学からの各種連絡【P.18】

 ホームルームはありません。

 大学からの各種お知らせは、皆さん自身が
自主的に「 B!bb’s 」や「Gmail」、「掲示板」等で
確認しなければなりません。

 情報の未取得による不利益は自己責任です。

Ｂ!ｂｂ’ｓ／Gmail
B!bb’s
・掲示板の補助機能として各種情報配信
・学生呼び出し
・自宅のPCでも利用可能
・履修登録（スマホ不可）

※利用方法は時間割冊子参照！

Gmail
「学籍番号@bunkyo.ac.jp」が全員に付与され
ます。
→ (例)c２ｐ11001@bunkyo.ac.jp

通学方法について

通学方法通学方法

× 自動車
△ バイク・原付
○ バス・自転車

バイク通学【P.10】

自転車通学の申請

【申請期間】

2022年4月1日～7月29日

【申請方法】

①manabaの「バイク通学申請」から交通法規の
テストに回答

②合格後に文教サービス（厚生棟1階）で申請

※詳細は教育支援課HPを確認してください。

※許可証が貼っていないバイクは撤去することが
あります。

神奈川県自転車条例
神奈川県内で自転車に乗るす

べての方が対象

自転車通学をする場合は、

必ず保険に加入してください。

事故時の賠償額は、
9500万円にもなるケース！
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事故に遭ってしまったら
①落ち着いて、自分を含めた周囲の安全を確保す

る。

※けが人がいる場合は救護する。

②事故の大小に関わらず、警察に連絡する。

③相手方の氏名や連絡先を確認する。

④目撃者の確保、事故状況の記録

⑤（被害者の場合）病院で診察を受ける

※外傷がないからといって安心しない。

加害者となってしまった場合は、
特に、誠実な対応が求められます。

証明書の発行

証明書発行機【P.30】

事務棟１階の証明書発行機で下記の証明書が発
行可能です。

①現在発行可能な証明書の例

・在学証明書

・学割証

②これから発行可能になる証明書の例

・成績証明書（春学期成績発表日以降）

・健康診断証明書（4年生のみ）

発行機の初期PWは、入学手続で入力した保証人
の電話番号（下４桁）です。

授業料等について

授業料等について【P.33】

入学手続時に分納を選択した場合は、7月頃に秋
学期分の授業料振込用紙が送付されます。

2年次以降は毎年度4月に振込用紙（春学期分・
秋学期分・年間分の３種）が送付されます。

納入期限に間に合わない場合は、「延納願」を提
出してください。

学納金は学年が上がると変わります。2年次以降
の学納金の額は33ページで確認してください。

学友会、父母と教職員の会、藍蓼会の会費につい
ては各会に問い合わせてください。

授業料減免について
【別配布資料】

高等教育の修学支援新制度の対象の方は、授業
料を減免します。本学では、正規の授業料を納入
していただいた後に、減免額を還付する方式です。

高等学校等で申し込んだ方（予約採用）、これから
申し込む方（在学採用）とも、「11．奨学金等につい
て」に記載する日本学生支援機構奨学金の説明を
確認し、必要な手続きをとる必要があります。
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その他会費【P.36】

学友会費

藍蓼会（同窓会）費

父母と教職員の会会費

※各会の会費納入用紙は入学手続き時に印刷

※「父母と教職員の会」のみ単年度会費となり、毎
年度振込用紙が送付されます。

※学友会、父母と教職員の会の事務室は、厚生棟３
階にあります。

奨学金・奨励金

奨学金について【P.36】

①日本学生支援機構奨学金（貸与／給付）

②文教大学奨学金

③その他

・藍蓼会、父母と教職員の会の援助金など

【奨学金の申請に関する約束】

◇奨学金を希望する場合は、必ず学生本人が、制
度を理解したうえで申請しなければなりません。

奨励金について【P.39】

学業成績優秀者奨励金

成績優秀者に給付します（申請不要）。

チャレンジ育英制度

①企画奨励

②論文奨励

前田学術研究奨励金

「英語」の有資格者に対して奨励金を給付します。

申請方法は学生生活案内39ページ参照

学研災等について

保険【P.53】

 学生教育研究災害障害保険（略称：学研災）

在学生は卒業まで全員加入しています。授業や
学校行事、クラブ活動等で本人がケガをした場
合に、保険金が支払われることがあります。

賠償保険（施設賠償保険）

授業、クラブ活動、インターンシップ等で他人を
ケガさせてしまった場合、財物を壊してしまった
場合に保険金が支払われる場合があります。

ケガをした（させた）場合は、
速やかに教育支援課に申し出てください。
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学研災保険【P.45】

冊子の表紙に記入してください。

加入年度：２０２2年
保険期間：４年
通学特約：あり
接触感染特約：なし

災害時の対応

災害時の対応【P.10】

 関東圏で震度５弱以上の地震が発生した際等、
下記のアドレスから安否確認メールを、この後
説明するB!bb’sに登録されたメールアドレス
宛に配信します。

【安否確認】bunkyo@ems8.e-ansin.com 

【避難の流れ（地震の場合）】
①揺れがおさまるまで、

身の周りの安全を確保し待機
②構内放送にて避難指示
③最寄りの教職員に従って避難場所に移動

その他の注意事項

遺失物・拾得物【P.21】

物を拾った場合

物を落とした場合

↓

速やかに教育支援課へ

盗難に注意【P.44】

体育の授業では貴重品はセーフティボック
ス若しくは教場の目の届くところに。

カバン、財布を置きっぱなしにしない。

学内のコンセントで携帯電話を充電しない

部室の施錠を確実に。

不審な人物を見かけた場合はすぐに最寄り
の教職員へ
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課外活動

クラブ・サークル
学友会

聳塔祭実行委員会

文化会本部・体育会本部

学友会オリエンテーション
（新入生歓迎会）

2022年4月4日（月）13：00～
＠体育館ほか

表彰制度【P.49】

 文教大学学生個人特別表彰（※学業成績優秀者）

 文教大学学生課外活動表彰

 文教大学学園スポーツ・学術優秀功績者表彰

結果を残した活動があれば、
学生課に報告してください！

ボランティア等【P.39、P.42＆配布資料】

 ボランティア

・ボランティア保険に加入すること

 アルバイト

・バイトネットで求人を紹介

・ブラックバイトに注意

学生の本分は「学業」です。

バランスを保って、両立できるようにしましょう。

困ったときは・・・

担任制

全ての学生に担任教員がついています。
学科オリエンテーション等で発表されます。
不明な場合は、教育支援課で確認してください。

オフィスアワー

先生方はオフィスアワーを設定しています。
先生に相談したい場合は、オフィスアワーの時間
を確認して研究室を訪ねてください。

担任制について【P.23】
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学生支援室・医務室・相談室
【P50～52】

障がい学生支援と配慮願
身体、精神（発達）、その他の障がいがある学生に

対して、教育を受ける権利が不当に損なわれな
いように支援を行います。

障がい等のために授業を受講する際に配慮が必
要な場合には、「配慮願」を提出することで、授業
担当教員へ障がいの特性を伝え必要な調整を行
います。

※障がい者手帳を保持していない方も対象です。

ハラスメント防止【P.20】

ハラスメントのない環境づくりと維持を目的に、
ハラスメント防止委員会を組織し、事案発生時に
は問題解決に向けて対応しています。

「セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）」

「アカでミック・ハラスメント（アカハラ）」

「パワー・ハラスメント（パワハラ）」

「これってハラスメント？」と思ったら・・・

相談専用E-mailまたは電話で相談を！

学長直行便
「学生満足度向上」を目指し、学生からの意見・要

望等に回答します。

今後の手続き

年間行事予定について
 大学の年間の行事予定

２０２２年度時間割冊子を参照

※各自で、年間の行事予定は把握しておくこと。

・授業
・定期試験
・成績発表
・オリエンテーション

など

・クラブ活動
・アルバイト
・旅行等
私用での欠席は一切認め
られません。（自己責任）
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今後の手続き①
卒業証明書(または高卒認定試験合格証明書)の提出

学生証交付時に提出できなかった方は、下記日時
までに提出

提出〆切：４月１５日（金）
提出場所：教育支援課

今後の手続き②
日本学生支援機構奨学金（給付・貸与）

高等教育の修学支援制度（授業料減免）

【予約採用者】

→4月18日（月）までに手続きが必要です。

詳細は、教育支援課HPで確認してください。

【新規申込者】

→●月●日までに手続きが必要です。

詳細は、教育支援課HPで確認してください。

事務局からみなさんへ

学生生活を通して・・・・

主体的に行動できる学生になろう

自分の考え・気持ちを自分の言葉で表
現・説明できるようになろう

大学時代は、自分づくりの時期。
勉強・クラブ活動・趣味・アルバイト、何
でも構わないので一生懸命取り組んで
みよう


