学生生活

ガイドブック

令和四年度

学園花は、梅、です。
「梅花霜雪を経て開く」。
自然の厳しさをへて、春いちばん、
品格高き花が咲きひらく。
学園章は、梅の花弁を、象徴したものです。
五つの花弁は、大学の大、花芯も大。
人そのものでもある。
これは、大学の現および未来に向っての
存在と位置をかたどるものです。
一部がやや離れているのは未来志向に基づく
内面の未完、さらに充溢、完熟をめざし向う形姿。
一本のつよい線に貫かれる。
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大学の理念

■建学の精神

とう や

「 実 学 教 育 」と「 人 格 の 陶 冶 」
■教育の目的は

人に愛される人
信頼される人
尊敬される人
を育成することにある。

2
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校歌

近畿大学校歌


世耕弘一

作詞



樋口昌道

作曲

（1）
金剛山はほのぼのと
明けて生駒も目ざめたり
世界の平和祈りつつ
文化の鐘を高鳴らす
若き学徒を讃えずや
近畿

近畿

近畿大学

近畿
おお近畿

（2）
ひら

開けゆく代のさきがけと
進む行く手に栄あれ
理想の光あいおいて
真実一路あこがれの
若き学徒に誇りあり
近畿

近畿

近畿大学

近畿
おお近畿

（3）
とつくに

外国までも響けよと
高き文化の足音を
互いに誓い競い立ち
真理に愛に魂結ぶ
若き学徒にほまれあれ
近畿

近畿

近畿大学

近畿
おお近畿
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近畿大学東大阪キャンパス案内
専任教員・学生数（令和３年５月１日現在）
教授
法学部
31
経済学部
23
経営学部
51
理工学部
69
建築学部
14
薬学部
19
文芸学部
37
総合社会学部
18
国際学部
13
農学部
38
医学部
63
生物理工学部
35
工学部
37
産業理工学部
27
短期大学部
7
合計数
482

AED設置場所

4
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准教授 講師
14
1
22
5
33
13
59
31
13
6
14
15
22
3
21
6
14
4
31
14
36
167
22
16
26
16
25
5
6
0
358
302

助教
0
0
0
6
1
7
0
0
0
5
135
2
1
3
1
161

助手 専任教員合計 学生数
0
46 2,039
0
50 3,166
0
97 5,671
0 165 4,631
0
34 1,191
0
55 1,104
0
62 2,121
0
45 2,156
0
31 2,078
1
89 2,735
3 404
717
0
75 1,880
0
80 2,183
0
60 1,678
14
182
4 1,307 33,532
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この総合力が私たちの誇り
大学院から幼稚園まで、教育のあらゆる機会を網羅した学園です

大学院

大

6

学
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法学研究科

法律学専攻

商学研究科

商学専攻

経済学研究科

経済学専攻

総合理工学研究科

理学専攻、物質系工学専攻、メカニックス系工学専攻、
エレクトロニクス系工学専攻、環境系工学専攻、建築デザイン専攻、
東大阪モノづくり専攻

薬学研究科

薬学専攻、薬科学専攻

総合文化研究科

日本文学専攻、英語英米文学専攻、文化・社会学専攻、心理学専攻

農学研究科

農業生産科学専攻、水産学専攻、応用生命化学専攻、環境管理学専攻、
バイオサイエンス専攻

生物理工学研究科

生物工学専攻、生体システム工学専攻

システム工学研究科

システム工学専攻

産業理工学研究科

産業理工学専攻

医学研究科

医学系専攻

法学部

法律学科

経済学部

経済学科、総合経済政策学科、国際経済学科

経営学部

経営学科、商学科、会計学科、キャリア・マネジメント学科

理工学部

理学科、生命科学科、応用化学科、機械工学科、電気電子通信工学科、
社会環境工学科、エネルギー物質学科

建築学部

建築学科

薬学部

医療薬学科（６年制）、創薬科学科（４年制）

文芸学部

文学科、芸術学科、文化・歴史学科、文化デザイン学科

総合社会学部

総合社会学科

国際学部

国際学科

情報学部

情報学科

農学部

農業生産科学科、水産学科、応用生命化学科、食品栄養学科、環境管理学科、
生物機能科学科

医学部

医学科

生物理工学部

生物工学科、食品安全工学科、遺伝子工学科、
生命情報工学科、人間環境デザイン工学科、医用工学科

工学部

化学生命工学科、機械工学科、情報学科、建築学科、
電子情報工学科、ロボティクス学科

産業理工学部

生物環境化学科、電気電子工学科、建築・デザイン学科、情報学科、
経営ビジネス学科

通信
教育部

病院

法学部

法律学科

短期大学部

商経科

近畿大学病院
近畿大学奈良病院

短大・
高専

専修学校

短期大学部

商経科

九州短期大学

生活福祉情報科、保育科、通信教育部

工業高等専門学校

総合システム工学科、専攻科生産システム工学専攻

附属看護専門学校

看護学科

水産研究所

附属高等学校

附属農場

附属新宮高等学校

原子力研究所

附属豊岡高等学校

理工学総合研究所

高等学校

附属福岡高等学校

人権問題研究所

附属広島高等学校福山校

民俗学研究所

附属広島高等学校東広島校

薬学総合研究所

附属和歌山高等学校

日本文化研究所

研究所
等

附属中学校

世界経済研究所

附属和歌山中学校

経営イノベーション研究所
情報学研究所
バイオコークス研究所
先端技術総合研究所
次世代基盤技術研究所
ライフサイエンス研究所
東洋医学研究所

中学校

附属新宮中学校

小学校

附属小学校

附属広島中学校福山校
附属広島中学校東広島校
附属豊岡中学校

幼稚園

附属幼稚園
九州短期大学附属幼稚園

腫瘍免疫等研究所
アグリ技術革新研究所

令和4年4月現在
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令和４年度

年間行事予定表

※このたびの新型コロナウイルスの感染状況により、新入生を対象としたオリエンテーション等の日
程が変更になる場合があります。
今後変更が生じる可能性もありますので最新の情報は大学ホームページ、入学手続サイトよりご確
認ください。

4 月 1 日（金）

年度始め

4 月 2 日（土）

入学式

4 月 4 日（月）～ 4 月 6 日（水） 新入生オリエンテーション

前

期

4 月 7 日（木）

前期授業開始予定

4 月上旬

履修登録

4 月15日
（金）～ 4月21日（木）

定期健康診断３年・４年（医療薬学科４年・5年・６年）
短大２年・大学院

4 月22日
（金）～ 4月28日（木）

定期健康診断１年・２年（医療薬学科１年～３年）
短大１年

7 月27日（水）

前期授業終了

7 月28日（木）～ 8月 5 日（金）

前期定期試験予定

8 月 6 日（土）～9 月11日（日） 夏期休暇予定

9 月12日（月）

後

期

後期授業開始予定

11月上旬

大学祭

11月 5 日（土）

創立記念日

12月25日（日）～ 1月 9 日（月）

冬期休暇予定

1 月10日（火）

授業再開

1 月23日（月）

後期授業終了予定

1 月26日（木）～ 2 月 4 日（土） 後期定期試験予定
3 月16日（木）

大学院修了式

3 月18日（土）

卒業式

3 月31日（金）

年度終了

※入学式等の諸行事については、東大阪キャンパスについて記載しています。
8
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連絡先一覧

用

件

担当部署

メールアドレス

法学部学生センター

（06）4307-3041 hou-kym@itp.kindai.ac.jp

経済学部学生センター

（06）4307-3043 keizai-kym@itp.kindai.ac.jp

経営学部学生センター
（短期大学部担当）含む

学業・学修に関する件
（履修・成績・欠席等）

電話番号

（06）4307-3045

keiei-kym@itp.kindai.ac.jp
tandai-kym@itp.kindai.ac.jp

理工学部学生センター

（06）4307-3047 rikoh-kym@itp.kindai.ac.jp

建築学部学生センター

（06）4307-3057 kenchiku@itp.kindai.ac.jp

薬学部学生センター

（06）4307-3058 yaku-kym@itp.kindai.ac.jp

文芸学部学生センター

（06）4307-3061 bun-kym@itp.kindai.ac.jp

総合社会学部学生センター

（06）4307-3062

国際学部学生センター

（06）4307-3104 kokusai@itp.kindai.ac.jp

情報学部学生センター

（06）4307-3116 info-f@itp.kindai.ac.jp

sougousyakai@itp.kindai.
ac.jp

大学院・共通教育学生センター
（06）4307-3036 kyousyoku@itp.kindai.ac.jp
（教職課程担当）含む
学生生活に関する件（不安や悩み・
アルバイト・ボランティア・住居案
内・医療給付等）
学生部学生課
文化会・独立団体・自治会等のクラブ
に関する件

（06）4307-3063 gakusei@itp.kindai.ac･jp

障がい学生支援に関する件

学生部障がい学生支援課

（06）4307-3056 syougaishien@ml.kindai.ac･jp

奨学金に関する件

学生部奨学課

（06）4307-3064 shogakuka@itp.kindai.ac.jp

体育会クラブ活動に関する件

スポーツ振興センター

（06）4307-3108 sports-center@ml.kindai.ac･jp

進路・就職活動・インターンシップ

キャリアセンター

（06）4307-3068 placement@itp.kindai.ac.jp

課外講座に関する件

キャリアセンター資格コーナー （06）4307-3107 shikaku@kindai-shikaku.jp

学費に関する件

財務部資金室

（06）4307-3021 gakuhi@itp.kindai.ac.jp

入学試験に関する件

入学センター

（06）6730-1124 nyushi@itp.kindai.ac.jp

留学に関する件

グローバルエデュケーションセンター （06）4307-3081 kuisc@itp.kindai.ac.jp

健康診断・健康管理に関する件

メディカルサポートセンター

（06）4307-3075 hoken@itp.kindai.ac.jp

図書館に関する件

中央図書館学生センター

（06）4307-3089 clib@itp.kindai.ac.jp

アカデミックシアターに関する件

アカデミックシアター学生センター （06）4307-3109 a-jimu@ml.kindai.ac･jp

事故・災害に関する件

西門守衛室

（06）4307-3101

※その他は、近畿大学代表 （06）6721-2332に電話してください。
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各種願・届一覧表
事

項

取扱い窓口

学費の分納をしたい


P.27・28参照
財務部資金室

学費納入期限を延期したい


P.27・28参照

学費未納により
除籍処分をうけたが復籍したい

P.27・28参照

各学部学生センター
財務部資金室

休学したい
各学部学生センター
学生部奨学課
退学したい

通学証明書の交付

学割の交付

学生証の再発行


要

前期分 6月30日
後期分 12月20日
納入期限が土曜日または日曜日の場合は翌月曜日となり、振替休
日の場合はその翌日となります。延納願を提出し許可を受けてく
ださい。
（手続期間は、近大UNIPA・掲示板等によってお知らせします）
復籍する場合は復籍願を提出し滞納額を振り込んでください。年
度を超えた復籍は原則として認められません。（復籍料10,000
円必要です）
病気その他の事由で3カ月以上休学するときは、その理由を記し、
ゼミの指導教員等との面談後保証人連署のうえ、休学願を提出し
てください。病気の場合は診断書が必要です（休学期間中の在籍
料については学生規程第19条を参照してください）
（奨学金を受
けている場合は、奨学課にも届け出てください）。
病気その他やむを得ない理由により退学しようとするときは、そ
の理由を記し、ゼミの指導教員等との面談後、保証人連署のうえ
退学届を提出してください。（奨学金を受けている場合は、奨学
課にも届け出てください）。

１号館1階およびKUDOS1階には学内発行機があります。
有効期限は交付日から3カ月です。

P.30参照

学生部
学
生

課

紛失やキ損した場合など、申請してください。
再発行まで原則として4日（業務日）かかります。この間、仮学
生証明書を発行します。
（手数料1,500円）

紛失、盗難にあった
または
遺失物を拾った
P.55参照

直ちに学生部学生課に届けてください。
盗難の場合は、総務課への届出も必要です。

国民年金学生納付特例手続を
したい
P.32参照

国民年金保険料学生納付特例申請書が必要です。

帰化をした
（日本国籍を取得）
住所を変更した

保証人の変更

改姓（名）した
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摘

前期分 5月20日、 6月10日、 6月30日の3回
後期分 10月31日、11月30日、12月20日の3回
納入期限が土曜日または日曜日の場合は翌月曜日となり、振替休
日の場合はその翌日となります。分納願を提出し許可を受けてく
ださい。
（手続期間は、近大UNIPA・掲示板等によってお知らせします）

証明書は現住所から大学までの区間に限って交付します。

P.29参照

P.19参照

〔手続には必ず学生証が必要です〕

STUDENT LIFE GUIDE BOOK 2022

近大UNIPAから申請してください。
新しい本籍地が記載されている証明書類が必要です。
近大UNIPAから住所変更申請をしてください。
（何れかの団体の奨学金を借りている場合は、奨学課にも届け出
てください）

P.31参照

P.31参照

P.31参照

学生部
学
生
奨
学

課
課

近大UNIPAから申請してください。
（奨学金を受けている場合は、奨学課にも届け出てください）
近大UNIPAから申請してください。
新旧の氏名が確認できる公的な証明書類が必要です。
（何れかの奨学金を借りている場合は、奨学課にも届け出てくだ
さい）

事

項

課外活動団体へ入部・退部

P.88参照

取扱い窓口
学生部
学
生
課
スポーツ振興センター

立看板やポスターを貼る
課

教室を使用する

P.82参照

学生住居の紹介

P.83参照

障がいのある学生が修学支援
を求めるとき
P.35参照

担当教員に相談するか、学生課を気軽に利用してください。

学資援助を受けたい

学生部
学
生

課

大学ホームページの学生生活を参照してください。
学生部障がい学生支援課
各学部学生センター

支援が必要な場合は「修学支援・配慮申請書」を障がい学生支援
課または所属学部学生センターへ提出してください。

学生部障がい学生支援課

学生部

学生部
奨
学

近畿大学奨学金
日本学生支援機構奨学金
地方公共・民間育英団体奨学金等
学生厚生資金制度
1人30,000円以内貸付で2カ月以内に返済
その他教育ローンについては奨学課にご相談ください。

課

P.63参照

各種証明の交付を受けたい
※は証明書発行サービスで事前
に申し込みをした後、申し込み
完了メールまたは完了画面を準
備し各学部学生センターの窓口
各学部学生センター
で発行を依頼してください。
成績証明書、
卒業見込み証明書、
在学証明書、健康診断証明書は
学内発行機およびコンビニエン
スストアで発行できますが予め
証明書発行サービスで申し込み
をする必要があります。
大学院・共通教育
◎証明書発行サービスを利用す
学生センター
るにはKINDAI IDおよび履修登
録時のパスワードが必要です。
各種証明の交付に関する詳細は メディカルサポートセンター

P.31参照

障がい学生支援課に申し出てください。

⎫
｜
⎬ 手数料
｜
⎭

※英文成績証明書
※英文卒業見込証明書
※英文在学証明書
成績証明書
卒業見込証明書
在学証明書
※在籍証明書

300円

⎫
｜
200円
⎬ 手数料
｜
⎭ （コンビニエンスストアで発行の場合500円）

手数料

200円

※教員免許申請用学力に関する証明書 ⎫
⎬手数料
※教員免許状取得見込証明書
⎭
健康診断証明書

手数料

1,000円
300円

200円

（コンビニエンスストアで発行の場合500円）

単位のとり方、単位の取得状況、成績などは、担当教員または各
学部学生センターにお問い合わせください。
※教職に関する科目は、大学院・共通教育学生センターにお問い
合わせください。

単位、成績等について
転学部（科）・転専攻
転コースについて

長期期間中（夏期・冬期・春期休暇）のアルバイトを紹介してい
ます。
大学ホームページの学生生活内でも紹介しています。

各種願・届一覧表

障がいのある学生へのサポー
ト活動について
P.35参照

医師または看護師の指示を受けてください。

大学生活を始めるにあたって

メディカルサポートセンター

P.33参照

アルバイトの紹介




所定の届出を提出し許可を受けてください。
（公認団体に限ります）
所定の届出を提出し許可を受けてください。
（公認団体に限ります）

けが、または身体に異常を
感じたとき
P.60参照
いろいろな問題で
悩んでいる

要

事前に届け出て許可を受けてください。 （公認団体に限ります）
学生部
学
生

催物、集会を行う

摘

入部希望者は、直接クラブ責任者と話し合って申込んでください。
なお、入部・退部は自由です。
問題がおこったときは、学生課、スポーツ振興センターへ申し出
てください。

各学部学生センター

各学部学生センターにお問い合わせください。

追（再）試験について P.20参照

各学部学生センターにお問い合わせください。

欠席する

原則として1週間以上欠席する場合は欠席届を提出してください。
※学部により異なります。

就職・キャリアの指導・相談・
推薦状の発行

P.47参照

就職相談・キャリア相談
履歴書・エントリーシートの添削
推薦状の発行（理系は各学科の就職委員）
インターンシップの相談
課外講座の相談・申し込み

キャリアセンター
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「学生生活の設計」について

学校教育の中で大学教育が高校までの教育との位置づけで異なるのは、卒業後の進路に大きな違い
があるからです。大学は、高等教育の最終段階であり、個人と社会の接合点という意味でも極めて大
切な時間です。なぜなら、みなさんは学生生活のおよそ10倍の時間を卒業後の社会生活で過ごし、
大学教育は社会との関連において成立しており、学生生活を通じて得た知識や体験、成果などを卒業
後社会組織の中で十分に発揮することを求められているからです。
そして、現在の日本は、国際社会での競争力を生み出すために取り組まなければならない重要な課
題が山積しています。日本経済の持続的な成長の促進、国際社会への貢献、先端を担う技術革新、高
度情報通信社会を形成するためのIT推進、地球環境問題への取り組み、資源・エネルギー問題、少子
高齢化への対応など、ゆたかな未来社会を構築できるよう自ら考え、行動することが一人ひとりに求
められています。
「学生生活の設計」は、自分らしさを考えながら自分自身の将来像を組み立てることにより、将来
像が明確化できるほど、生活設計を具体化・詳細化することができるようになります。
「学生生活の設計」について

そういった中で、学生生活はなぜ大切なのでしょうか。
大学で学んだゆたかな教養や専門知識を社会生活の中で役立てることができるでしょう。利害関係
のないときにできた友人は、一生の友となるでしょう。上下関係の基礎となる先生や先輩・後輩など
とのコミュニケーションは、社会人の素養となるでしょう。学生時代に作りあげた考え方や解決方法
が、その後の人生に大きな影響を与えます。まさに大学はさまざまなことがらを学ぶことができるコ
ミュニティーなのです。
多くの大学生が最初は何となく大切だと「感じる大学生活」から、興味を持って「観察する大学生活」
に進行し、卒業時にはさまざまなことを「勘定（カンテイ・考え定めること、考慮）できる大学生活」
まで成長してください。
なぜなら、知識や体験、情報の蓄積は、分析や判断に大きな影響を与えるからです。情報収集に積極
的になるためには、図書館の利用や新聞などを読む習慣をつけていくことも大切です。
大学生活の成長の段階は４つあります。
第１の成長は「知識の成長」です。大学の授業をとおして何を理解することができたのか。第２の
成長は「情報の成長」です。自分の情報の量を増やすことや情報の質を上げ、どんな判断をできるよ
うになったのか。第３の成長は「心の成長」です。自分と異なる考えや異なる価値観を持っている人
と話し合いながら、理解し合い、協力し合うことができるようになったのか。第４の成長は「行動の
成長」です。第１から第３の成長を通じて、どんな行動を起こしたのか。行動する重要性を体験でき
ているか。この４つの成長をするためには、クラブ活動やボランティア活動など、さまざまな学内外
の団体に入って行動することを勧めます。
「学生生活の設計」は、学生個々によって異なります。正解や不正解があるわけではありません。
ただ一つ言えることは、将来、ふと自分自身を振り返ったとき、「今日の自分があるのは、学生時代
に何かに挑戦し得た結果や、悔しさ・喜びを体験したことがベースになっている」と思い出せる学生
生活を送ることが、もっとも理想であると信じます。
努力は報われるとは限りません、しかし成功している人は必ず努力しています。
みなさんが自分らしい学生生活を送ることを心から祈願しております。
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勉学の設計

大学は学問を研究する場であり、ものごとを論理的、客観的、体系的に考える訓練の場と言えます。
自分の専攻する学問領域の基本的な体系をつかみ、さらにその専門性を深化させるために、学生のみ
なさんが最初にやらなければならない重要なことの一つに、大学での勉学の設計があります。
これは、大学の定めたカリキュラムにしたがって行うことになります。カリキュラムの全容、単位
大学生活を始めるにあたって

修得の方法、その他一般的に必要な事項は、各学部が編集している「履修要項」の中に記載されてい
ます。また、科目の詳細については、「シラバス」ならびに「カリキュラムガイドブック」などを参
照してください。これらについての説明は、「新入生オリエンテーション」（日程等はホームページ内
入学手続サイト参照）で行われます。このオリエンテーションに参加し、説明をよく聞き、履修要項
とシラバスにしたがって履修する科目を選択します。そして、学年ごとの進級条件、卒業要件を充足
する「自分の時間割」を作り、それに基づいて必要な単位を修得していくことになります。
もし説明を聞いてわからないことがあれば、どんなことでもいいですから、必ず質問して疑問を解
消してください。わからないままにすることは勉学の設計上、最もいけないことです。学部によって
は、新入生オリエンテーションの後も、履修方法や時間割作成等について、専任教員や各学部学生自

勉学の設計

治会による「履修相談」の窓口（日程は各学部で案内があります）を設けていますし、基礎ゼミ等を
担当する教員も積極的に活用してください。
【重要】
１．新入生オリエンテーションで説明をしっかり聞きましょう。
各学部でオリエンテーションの日程が異なりますので、注意してください。

２．履修要項を熟読し理解しましょう（進級条件・卒業要件の確認が重要です）。

2022

2022

2022

2022

2022

2022

令和４年度

令和４年度

令和４年度

令和４年度

令和４年度

令和４年度

情報

2022

令和４年度

2022

2022

2022

2022

2022

令和４年度

令和４年度

令和４年度

令和４年度

※この要項は卒業時まで大切に保管してください。
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大学からの連絡は、UNIVERSAL PASSPORT と掲示板で
学生のみなさんへの連絡事項は、学生ポータルシステム「UNIVERSAL PASSPORTEX」
（以後、
近大UNIPA）と掲示板に掲載します。近大UNIPAは、インターネット環境があればどこからでも大
学からのお知らせや学内情報が得られるだけでなく、履修登録や成績の確認ができます。

近大 UNIPA はスマートフォン用アプリからも利

近大UNIPAと掲示板に掲載した事項については学生に周知したものとして扱われますから、見逃
近大 UNIPA に掲示されているマニュアルの手

すことのないよう毎日確認をしてください。

公式スマホアプリ

近大UNIPAはスマートフォン用アプリからも利用できます。インストール後は、
近大UNIPAに掲示されているマニュアルの手順に従って設定してください。
iOS,Android 対応
「ユニパ」で検索！

各学部の掲示板
法学部

C館1階

薬学部

39号館1階

経済学部

B館1階

文芸学部

A館1階

経営学部

21号館1階

総合社会学部

G館1階

理工学部

17号館1階

国際学部

18号館中棟1階

建築学部

33号館1階

短期大学部

21号館1階

勉学の設計

その他の掲示板
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学生証
学生証は大切に
学生証は、あなたが近畿大学の学生であることを証明するもので、通学時はもちろん、大学の教職
員から要求があったときはいつでも提示しなければなりません。
特に次の場合は必ず提示してください。
大学生活を始めるにあたって

○試験を受けるとき
〇各種証明書の発行を願い出るとき
〇通学証明書の交付を受けるとき
〇授業の出席のとき

○奨学金の申込み、厚生資金借入のとき
〇アルバイトの紹介を希望するとき
〇大学の施設、備品を利用・借用するとき

※卒業、修了、退学、除籍等、学籍を離れたときは返還してください。

学生証および学籍番号の見方

①
③

2003

②

11

学生証

④

22
生年月日

XXX

⑤

5

03 26

22－1－001－0000
個人番号
学科
（研究科）
所属（学部・短大・大学院）
西暦（2022）

①カード番号
②カード有効期限 ※在籍年数とは異なります。
③カード名
④セキュリティコード
⑤ご署名欄（学生証を受け取ったら必ずご自身で、サインして
ください。
）

学生証には、VISAプリペイド機能を付帯しています。
「プリペイド機能付き学生証」はチャージし
て世界のVISA加盟店で使える便利なカードです。
※プリペイド機能を利用するには会員登録が必要です。
右記のQRコードおよび下記のURLより、
「Kindai Mail」宛に後日お送りする
会員IDとパスワードでログインしてください。
三井住友VISAプリペイド会員ページ
URL:https://www.prepaid.vpass.ne.jp

学生証の再発行
学生証を紛失、破損やキ損したときは、すみやかに学生課に届け出て、再発行の手続をしてください。
〇再発行は手続受付後、原則として4日（業務日）必要です（この間、仮学生証明書を発行します）。
○手数料1,500円（証明書発行サービスにて「申込書」を選択し、「学生証再発行」を購入後、決済
完了メールを学生部に見せて手続きを行ってください）
※学生証は、磁気処理がされており、磁気破損するケースが増えていますので注意してください。特に
マグネット付きの携帯ケースに学生証をいれていて、磁気破損するケースが増えています。
STUDENT LIFE GUIDE BOOK 2022
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授業時間
授業時間は、１時限90分
時

限

時

間

1時限目


2時限目

昼休み

3時限目

4時限目

5時限目

6時限目

7時限目

9:00 ～ 10:45 ～ 12:15 ～ 13:15 ～ 15:00 ～ 16:45 ～ 18:25 ～ 20:05 ～
10:30  12:15  13:15  14:45  16:30  18:15  19:55  21:35

教科書・参考書の購入について
教科書、参考書等は、近大UNIPAにて「シラバス（授業計画）」を確認のうえAmazon・近
畿大学生活協同組合等各書店で購入してください。「シラバス（授業計画）」に記入されていな
いものは、授業時間に担当教員からその都度指示されますので、注意してください。

授業時間 ／定期試験

定期試験
試験に関する注意
定期試験は、前期は７月下旬～８月初旬、後期は１月下旬～２月初旬に実施予定です。また、臨時
試験・追試験はその都度近大UNIPA・各学部掲示板等で掲示します。
〇学生証を所持しない学生は、受験できません。万一忘れたときは、各学部学生センターまたは学生
部学生課で「学内試験用仮学生証」の貸出しを受け、受験してください（手数料500円Web申請
で納入）。「学内試験用仮学生証」は当日のみの有効期限付仮学生証です。当日の試験終了後、必ず
返却しなければならないので、注意してください。
〇試験中は、必ず机上に学生証を提示しておかなければなりません。
〇学生規程第15条３項により、試験開始後20分以上遅刻した者は、試験場に入ることができません。
〇追試験は病気その他正当な理由により定期試験を受験できなかった場合のみ、受験することができ
ます。詳しくは早めに各学部学生センターに相談してください。なお、教職課程は大学院 共通教
育学生センター、司書課程は経営学部学生センター（短期大学部担当）に相談してください。
〇試験注意事項等を守らず、また監督者の提示に従わない場合には、「受験停止」を命じることがあ
ります。
〇不正行為に対しては、学則、学生規程、その他各学部の規程によって処分をします。
試験時間は、1時限60分
時

限

時

間

1時限目

2時限目

昼休み

3時限目

4時限目

5時限目

6時限目

7時限目

9:30 ～
11:00 ～ 12:00 ～ 13:30 ～ 15:00 ～ 16:45 ～ 18:30 ～ 20:00 ～
 10:30  12:00  13:30  14:30  16:00  17:45  19:30  21:00

※学内試験用仮学生証は、定期試験期間中に学生証を所持していない場合にのみ発行いたします。
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気象警報及び台風・地震等による交通機関
の運行停止に伴う授業の取扱いについて
暴風警報等が発表された場合及び台風や地震等により交通機関が運行停止となった場合、授業の取扱いについ
ては、学内規程「気象警報及び台風・地震等による交通機関の運行停止に伴う授業の取扱いについて」に基づき
以下のとおりとします。ただし、居住されている地域の被災により避難指示（緊急）・避難勧告が発表された場合
や公共交通機関が運行停止等になり登校できない場合は、欠席による不利益がないよう配慮しますので、身の安
全を最優先に考え、適切な行動をとってください。また、以下の事例以外に特別な事態が生じた場合にも授業の
短縮や休講となる場合があります。

大学生活を始めるにあたって

特別警報又は暴風警報発表の場合
特別警報又は暴風警報が以下のいずれかの地域に発表された場合は次のとおり休講とします。ただし、特別警
報が発表された場合は終日休講とします。また、特別警報又は暴風警報が授業時間中に発表された場合は、授業
を中止して休講とします。

気象警報及び台風・地震等による交通機関の運行停止に伴う授業の取扱いについて

１．警報発表対象地域
大阪府：大阪市、北大阪（豊中市・池田市・吹田市・高槻市・茨木市・箕面市・摂津市・島本町・豊能町・能勢町）、
東部大阪（東大阪市・守口市・枚方市・八尾市・寝屋川市・大東市・柏原市・門真市・四條畷市・交野市）、
南河内（富田林市・河内長野市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・太子町・河南町・千
早赤阪村）
、泉州（堺市・岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・和泉市・高石市・泉南市・阪南市・
忠岡町・熊取町・田尻町・岬町）
兵庫県：阪神（神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・三田市・猪名川町）
奈良県：北西部（奈良市・大和高田市・大和郡山市・天理市・橿原市・桜井市・御所市・生駒市・香芝市・葛城市・
平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・川西町・三宅町・田原本町・高取町・明日香村・上牧町・王寺町・
広陵町・河合町）、五條・北部吉野（五條市北部・吉野町・大淀町・下市町）
京都府：京都・亀岡（京都市・亀岡市・向日市・長岡京市・大山崎町）、山城中部（宇治市・城陽市・八幡市・
京田辺市・久御山町・井出町・宇治田原町）、山城南部（木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村）
２．暴風警報解除時刻と授業開始時限
解除時刻
6 時00分時点で解除
10時00分時点で解除
13時00分時点で解除
13時00分時点で警報発表中

授業開始時限
1 時限目から実施
3 時限目から実施
6 時限目から実施
全時限休講

※6時00分時点で特別警報が発表されている場合は解除時刻にかかわらず終日休講
特別警報が発表された場合、該当地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。自宅や通
学中の学生で特別警報が発表された地域にいる場合は、特別警報の種類は問わず、自身の判断により命を守るた
めに最善と思われる行動をとってください。ただし、特別警報発表時に大学構内にいる学生は、大学の指示に従っ
て行動してください。
交通機関の運行停止の場合
台風・地震等により以下に該当するいずれかの交通機関が全面的に運行停止となった場合、運行が再開された
時刻により次のとおり休講とします。ただし、当該交通機関での事故等による一時的な運行停止は対象とならな
いので注意してください。
１．対象交通機関
［台風・地震等の災害による運行停止］
① 近鉄「大阪線」「奈良線」が同時に運行停止になった場合
② ＪＲ西日本（※参照）
、南海、阪急、阪神、京阪、大阪メトロのうち2以上の交通機関が同時に運行停止になった場合
※ＪＲ西日本は大阪環状線、京都線（京都～大阪）、神戸線（大阪～姫路）、学研都市線（京橋～木津）、
東西線（京橋～尼崎）、宝塚線（大阪～新三田）、ゆめ咲線（西九条～桜島）、大和路線（加茂～ＪＲ難波）、
阪和線（天王寺～和歌山）、おおさか東線（新大阪～久宝寺）を対象とします。なお、ＪＲ西日本のみ
で2以上の路線が運行停止となった場合は休講の対象となりません。
［ストライキによる運行停止］
① 近鉄が運行停止になった場合
② ＪＲ西日本、南海、阪急、阪神、京阪、大阪メトロのうち2以上の交通機関が同時に運行停止になった場合
２．運転再開時刻と授業開始時限
運転再開時刻
6 時00分時点で再開
10時00分時点で再開
13時00分時点で再開
13時00分時点で運行停止中

授業開始時限
1 時限目から実施
3 時限目から実施
6 時限目から実施
全時限休講
STUDENT LIFE GUIDE BOOK 2022
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緊急時のマニュアル
災害時の対応
大地震や火災などの緊急事態が発生した際は、日頃から適切な準備をし、落ち着いて行動すること
が大切です。いざというとき自分の身の安全が守れるよう、日頃からどう行動すべきかを考え、備え
ておきましょう。

１．大地震が起きた場合

（1）地震が発生した瞬間の対応
・窓や棚など、割れたり中のものが飛び出したりしそうなものから離れる。
・机の下にもぐるか、バッグ・衣類で頭を覆うなどして、落下物から頭と手足を守る。
・ドアを開け、出口を確保する。
・実験中など火気を使っているときは、身の安全を確保した上で、火を消す。
・広場やグラウンドなど、落下物のない場所にいる場合は、その場で座り込み揺れがおさまるの
を待つ。

緊急時のマニュアル

（2）揺れがおさまった後の対応
①自分自身の心構え
・冷静に、落ち着く。
・余震に備え、慌てずにしばらく様子をみる。
・建物に傾きやひびはないか、火災は起きていないか、負傷者はいないかなどの確認をする。
火災の場合、負傷者がいる場合は、最寄りの教職員に連絡をした上で、自分の身が安全な範
囲で初期消火、応急手当をする。
②避難場所へ移動するかの判断基準
・火災が起きていないか。起きていれば消火できるかどうか。
・建物が傾いたり、壁にひびが入ったり崩れたりしていないか。
・周囲の教室や部屋の状況はどうか。
・薬品が漏れ出たり、備品が散乱していないか。
 以上のポイントが「安全」と確認できた場合は、無理に移動せず、その場で放送等の指示・
情報を待つ。
③行動に移るときのポイント
「安全」が確認できない場合は、次のとおり行動する。
・火災が起きている場合は、タオルやハンカチで口を覆う。
・どのルートで避難すれば安全か確認する。
・移動する場合は、エレベーターは使わず、階段を使用する。
④火災が発生した場合の行動
・火災報知器や大声で火災を周囲に知らせる。
・消火器や屋内消火栓を使用して、できるだけ早めに初期消火に努める。
・消火不可能の判断は早めにし、手におえないときは速やかに避難する。
（3）避難場所
避難場所は、広く、火災による延焼の恐れがない場所が適しています。
 大学ではあらかじめ次の場所を一時避難場所と想定していますが、地震時の状況により安全な
場所に避難してください。
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避難場所
1 立体駐輪場
5 クラブセンターグラウンド
2 南グラウンド
6 東グラウンド
7 高校グラウンド
3 Eキャンパスグラウンド
4 北テニスコート
※１～５の避難場所は下記の地図で確認してください。
地震等の災害時に避難・救命活動に使用する用具が収納されています。
車椅子対応トイレ
車椅子対応出入口
災害救助用品キャビネット

大学生活を始めるにあたって

オストメイト対応トイレ
AED（自動体外式除細動器）

緊急時のマニュアル

災害救助用品キャビネット設置場所
西
 門・18号館中棟1階・21号館1階・22号館1階・31号館1階・33号館1階・38号館1階・
39号館1階・11月ホール1階・Ａ館1階・Ｂ館1階・C館1階・Ｇ館1階・記念会館1階・34
号館1階・クラブセンター 1階
（4）余震がおさまり落ち着いたら
 揺れがおさまり落ち着いたら、家族と安否確認を取りながら、自宅に帰るか検討します。地震
の規模により、大学からの指示に従って行動してください。交通機関が動いていない場合は、徒
歩で帰宅することになります。その場合の目安は、大学と自宅の距離が20km以内です。大学と
自宅の距離が20km以上の場合は避難場所で待機し、交通機関などの復旧状況により、帰宅する
か判断してください。
※地震の規模、起きた時間、交通機関の状況、自身の体調や体力により臨機応変に判断すること。
※災害時の歩行速度は2.5km/時程度。10kmでは約４時間程度です。
（5）安否報告・確認
①大学への安否報告
 大地震等が発生した場合は、大学で安否確認を行います。近大UNIPAから安否メールを配信し
ますので、連絡可能な状況になり次第、携帯端末等から速やかに必ず返信してください。
STUDENT LIFE GUIDE BOOK 2022
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②家族との安否確認
 家族との安否確認が電話などで取りにくい状況の場合は、
「NTT災害用伝言ダイヤルサービス」
などを利用してください。
（1）【自分の情報を相手に伝えたいとき】＝伝言録音
「171」＋「１」＋「自分のTEL」＋「自分のメッセージ録音」
①「171」をダイヤルする
②ガイダンスに従って「１」（暗証番号ナシ）をダイヤルする
③自分の電話番号をダイヤルする
④30秒以内で自分のメッセージを録音する
※暗証番号がある場合は
「171」＋「３」＋「４ケタの暗証番号」＋「自分のTEL」＋「自分のメッセージ録音」
（２）【相手の情報を聞きたいとき】＝伝言再生
「171」＋「2」＋「相手のTEL」＋「相手のメッセージ再生」
①「171」をダイヤルする
②ガイダンスに従って「２」（暗証番号ナシ）をダイヤルする
③相手の電話番号をダイヤルする
緊急時のマニュアル

④相手のメッセージを再生する
※暗証番号がある場合は
「171」＋「4」＋「４ケタの暗証番号」＋「相手のTEL」＋「相手のメッセージ再生」
■利用可能な端末／ NTTの一般電話、公衆電話、携帯電話
■蓄積伝言数／１電話番号あたり１～ 10伝言
■録音時間／１伝言30秒以内
■伝言保存期間／２日間（48時間＊自動消去）
（6）その他
 休講や授業再開のお知らせは、決定次第大学ホームページに掲載しますので、必ずよく確認して
ください。

２．火災が起きた場合

 火災が起きた場合は、一人で消せるだろうと考えず、周囲に火事を知らせ、速やかに「119番」
通報をしてください。初期消火で火が消せないと判断した場合は、速やかに避難しましょう。

（1）周囲に早く知らせる
 火事を見つけたら、まず周囲に「火事だ」と大声を出して知らせる。声が出なければ、やかん
などを叩き異変を知らせる。小さな火でも「119番」通報を行い、当事者は初期消火にあたり、
近くの人に通報を頼む。
「119番」に通報するときは次のようなことを正確に伝える。
・まず火災であることを伝える。
・場所（住所）はどこか。
・火災現場付近で目印になるものは。
・建物の種類は「木造」か「ビル」か。
・脱出できないでいる人やけが人の有無。
（2）早く消火する
 出火から３分以内が消火できる限度です。水や消火器だけで消そうと思わず、座布団で火を
24
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叩く、毛布で火を覆うなど、手近のものを活用する。
（3）早く逃げる
 天井に火が燃え移ったら、いさぎよく避難する。避難するときは、煙を吸わないよう、タオル
やハンカチで口を覆い、燃えている部屋の窓やドアをしめて空気を絶つ。
火災からの避難ポイント
・天井に火が移ったときが避難の目安。
・服装や持ち物にこだわらず、できるだけ早く避難する。
大学生活を始めるにあたって

・躊躇は禁物。炎の中は一気に走り抜ける。
・煙の中を逃げるときは、できるだけ姿勢を低くして。
・いったん逃げ出したら、再び中には戻らない。
・逃げ遅れた人がいるときは、近くの消防隊にすぐ知らせる。

３．台風（大雨）が発生した場合

 台風や大雨は、その襲来時期や規模などの予測がある程度可能です。事前の対策次第で被害を最
小限にすることが可能です。台風や大雨が近づいたら、テレビやラジオなどで気象情報に注意する
ことを心がけましょう。

緊急時のマニュアル

 また、暴風警報が発表された場合、P.21「気象警報及び台風・地震等による交通機関の運行停
止に伴う授業の取扱いについて」のとおり休講措置を行います。休講などの情報は、近大UNIPA
でのメール配信や大学ホームページに掲載しますので、よく確認してください。

４．緊急時の学内連絡先

緊急時の学内通報は、
『大学防災本部（西門守衛室）
【内線2265・2266】』へ連絡してください。
各部署の連絡先はP.9「電話番号一覧」を参照してください。

○大学委託医療機関
池田病院（06）6721-0151

森下外科（06）6724-6163

５．倒れている人を見たら
心肺蘇生の手順

①肩をたたきながら声をかける
わかりますか？

②反 応がなかったら、大声で助けを求め、119番通報
とAED搬送を依頼

あ な た は119番 通
報 し て く だ さ い。
あ な た はAEDを
持ってきてくださ
い。

誰か来てください！
人が倒れています。

③呼吸を確認する

④普 段どおりの呼吸がなかったら、すぐに胸骨圧迫を
30回行う（肘を伸して直角に）
胸と腹部の動きを
見て、
「普段どおり
の呼吸」をしてい
るか、10秒以内で
確認します。
胸骨圧迫30回

胸骨圧迫は胸の真ん中

STUDENT LIFE GUIDE BOOK 2022
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⑤胸骨圧迫の後、人工呼吸を２回行う（鼻をつまんで顎先を上げる）
約１秒 か け て、
胸の上がりが見
える程度の量を、
２回 吹 き 込 み ま
す。

人工呼吸２回

・口対口の人工呼吸にためらわれる場合
・一方向弁付人工呼吸用具がない場合
・血液や嘔吐物などにより感染危険がある場合
↓
人工呼吸を行わず、胸骨圧迫を続けます。
※人工呼吸用マウスピース等をしなくても感染の危険は極めて低いといわれていますが、感染防
止の観点から、人工呼吸用マウスピース等を使用したほうがより安全です。
胸骨圧迫30回と人工呼吸２回を繰り返して行います。
⑥AEDが到着したら
緊急時のマニュアル

⑦電極パッドを胸に貼る（貼るまで胸骨圧迫は続ける） ⑧電気ショックの必要性はＡＥＤが判断する
電極パッドを貼る位置
は電極パッドに書か
れた絵のとおりに、皮
膚にしっかりと貼りま
す。体が汗などで濡れ
ていたら、タオル等で
拭き取ってください。
※お およそ６歳ぐらいまでは、小児用
電極パッドを貼ります。小児用の電
極パッドがなければ、成人用の電極
パッドを代用します。

離れて下さい。

心電図解析中は、傷病者に
触れてはいけません。

⑨ショックボタンを押す
誰も傷病者に
触れてないこ
とを確認した
ら、点滅して
いるショック
ボタンを押し
ます。

ショックボタン

以後は、AED
の音声メッ
セージに従い
ます。

心肺蘇生とAEDの手順は、救急隊に引き
継ぐか、何らかの応答や目的やあるしぐさ
（例えば、嫌がるなどの体動）が出現したり、
普段通りの呼吸が出現するまで続けます。
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学費納入
学費納入
学費の納入

分納・延納等
分納・延納等

✉ 学生ならびに保護者のメールアドレス設定（情報配信先設定）が必要です。

学費納入の流れは、次のようになっていますので、納入期限までにご納入ください。。
○学費納入に関するお知らせは近大UNIPAでのメール配信（カテゴリ：学費関連）
、大学ホームページ、各学部や財務部資金室の
掲示板等でお知らせしますので、必ずご確認ください。

大学から
大学生活を始めるにあたって

学費納入に必要な情報（金額等）について、前期は４月初旬、後期は９月初旬に「学費振込用WEBサイト」にてご案内します。
学費納付書（振込用紙）の郵送はありません。

厳守

学費負担者 or 学生本人

前期
後期

納入期限

5月14日
10月14日

※納 入期限が土曜日または日曜日の場合は翌月曜日と
なり、振替休日の場合はその翌日となります。





保護者または学生本人のユーザID・パスワードで近大UNIPAにログイン後、
「学費振込用WEBサイト」を利用し、下記①、②の いずれかの方法で
お振込ください。
ご利用の際、大学に登録された保証人（１名）または学生本人のユーザID、パスワードが必要となります。
大学院生は学生本人のみ利用可能です。
① 大学指定銀行（三井住友銀行・三菱UFJ銀行・りそな銀行・みずほ銀行・紀陽銀行の５行）のインターネットバンキングサイトへ接続してのお振込
②「学費納付書ファイル（振込用紙、PDF形式）」をダウンロードのうえ印刷（サイズ：A４）し、金融機関の窓口・ATM等からのお振込
※ATM、または上記５行以外の金融機関のインターネットバンキング等からのお振込も可能です。

学費納入

納入期限までにお振込ください。（厳守）

◆分納とは…
納入する学費等を、３回に分けて納入
する。（決められた割合・納入期限が
あります。）
◆延納とは…
期限を延ばして一括で納入する。
（決められた納入期限があります。）
※詳細については、下部および各学部・
財務部資金室掲示板にて確認してく
ださい。
ま た、近大UNIPAにてメール配信
（カテゴリ：学費関連）をしますので、
内容・手続方法等を確認のうえ手続
してください。

学費未納者

厳守 最終納入期限

前期
後期

7月29日
1月29日

分納・延納等

分納・延納
経済的事情等により納入期限までに
学費を納入することがむずかしい場合
は、「分納・延納」の制度があります。
休学者は分納・延納とも、減免者は分
納の手続ができません。

※最 終納入期限については土曜日または日曜日の場合、
その前の金曜日となりますので、注意してください。

延滞手続
除 籍
一日でも納入期限が過ぎた場合、延滞手続が 最終納入期限までに、延滞手続および未納学費の納入
必要です。
を完了しない場合は除籍となります。
財務部資金室で「学費納付願書（延滞手続）」
を提出し延滞料を納入したうえで、金融機関
から未納学費を振り込んでください。
延滞料

除籍者の復籍

２,０００円

未納学費の準備ができましたら、所属の各学部学生セ
※詳細については、次ページおよび学費納入 ンターで「復籍願」の受付を済ませて、財務部資金室
についての案内文書にて内容・手続方法を で復籍料を納入したうえで、金融機関から未納学費を
振込ください。お振込された際の受取書（本人控）は
ご確認のうえお手続きください。
財務部資金室へ提示し、「復籍願」は各学部学生セン
ターへ提出してください。
復籍料 １０,０００円
※復籍は除籍された年度内に限り認められます。
年度を越えた復籍は原則として認められません。
必ず、各学部学生センターへご連絡のうえ手続して
「分納・延納」と「延滞」は別の制度になります。
ください。

完

了

留意事項
○入学手続時に納入された口座とは別の口座（在学生学費専用口座）となりますのでご注意ください。
○特待生（減免対象者）であっても、各期に諸会費等の納入が必要となります。
○在学生学費のクレジットカード決済、口座振替、大学窓口での現金納入等は行っておりません。
○本学からは領収書は発行いたしませんので、振込金（兼手数料）受取書や振込控等は大切に保管してください。
○本人および学費負担者の住所・電話番号が変わった場合は、近大ＵＮＩＰＡで変更の申請をしてください。
［近大ＵＮＩＰＡへログイン後：個人情報→住所等変更申請］
学費負担者を変更する場合は、学生部学生課での手続が必要です。
○本人と学費負担者との連絡を密にしておいてください。
＜参考＞
・P126「学生規程（学部）第４章学費」
、P130「学生規程（大学院）第４章学費」
・大学ホームページ「メニュー」⇒「学生生活／就職」⇒「学費・奨学金」⇒「学費の納入」
・大学ホームページ「メニュー」⇒「取材・お問い合わせ」⇒「よくあるご質問」⇒「学費（東大阪キャンパス）」
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分納・延納
経済的事情等により納入期限までに学費を納入することがむずかしい場合は、分納・延納の制度が
あります。決められた受付期間内に所定の手続をすることで、この制度を利用することができます。
納入期限

納入内訳
学部：［平成29年度以降入学］
学部：［平成28年度以前入学］
短期大学部：［平成30年度以降入学］
短期大学部：［平成29年度以前入学］
大学院・留学生別科

前期： 5月20日
（授業料+教育充実費）の40％
後期：10月31日
前期： 6月10日
（授業料+教育充実費）の30％
2回目
後期：11月30日
前期： 6月30日
（授業料+教育充実費）の30％他
3回目
後期：12月20日
前期： 6月30日
後期：12月20日

１回目

分納

延納

授業料の40％
授業料の30％
授業料の30％他

学費納入

※納入期限が土曜日または日曜日の場合は翌月曜日となり、振替休日の場合はその翌日となります。
○休学者は分納・延納とも、減免者は分納の手続ができません。
（減免者には、令和２（2020）年４月１日から実施されている高等教育の修学支援新制度を申
請中の者を含みます。）
○就職活動等で受付期間内に手続できない方は事前にご相談ください。
受付期間以外は手続できません。
○新一年生は後期分から手続できます。
★受付期間・手続方法等詳細については近大UNIPA（カテゴリ：学費関連）および大学ホームペー
ジ、各学部・財務部資金室掲示板等でお知らせします。

分納・延納等

延滞（上記『分納 ･ 延納』とは違う制度になります｡）
延滞手続をした場合､ 最終納入期限（前期：7月29日 ･ 後期：1月29日（土曜日または日曜日の
場合､ その前の金曜日））まで延ばすことが可能です。※ただし、休学者を除く。
財務部資金室で ｢学費納付願書（延滞手続）｣ を提出し延滞料を納入したうえで､ 金融機関から未
納学費を振り込んでください。
延滞料 2, 000円
★受付は随時可能です｡ 納入期限を過ぎる場合､ 納入される前に必ず手続してください。
手続方法等詳細については大学ホームページ､ 財務部資金室掲示板等で確認してください。

除籍からの復籍

立体
駐車場
駐輪場

10

3号館
5号館
2号館

南門

18号館
（中棟）

18号館（南棟）

１号館（大学本館）
ゲストハウス

6

号館

号館
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7号館
4

窓口事務取扱時間 平日：8：45～18：30 土曜日：8：45～12：30
※長期休暇中等､ 窓ロ事務取扱時間は変更する場合があります。

工事区域
31

中央図書館

TEL（06）4307－3021（直通）１号館２階

38

号館

財務部資金室

のりば

号館

学費お問い合わせ（東大阪キャンパス在学生）

財務部資金室
１号館２階

工事区域

最終納入期限（前期：7月29日･後期 ･ 1月29日（土曜日または日曜
日の場合､その前の金曜日））までに本学での納入が確認できなかった場合、
除籍となります。
未納学費等の納入準備ができましたら､除籍からの復籍手続が必要です。
※除籍された年度内に限ります。
復籍料 10, 000円
★受付および手続方法等詳細については大学ホームページを参考に､ 各学
部学生センターおよび財務部資金室へご確認ください。

通学証明書の交付
交付手続きについて※入学前の申請に関しては申請書類に関する手続き要項をご確認ください。
通学証明書
 近畿大学へ通学するために、鉄道及びバス等の通学定期券を購入するには、本学が発行する「通学

証明書」が必要です。各交通機関の通学定期券販売窓口で、学生証とともに、『通学証明書』を提示

新規・変更申請について

し購入ください。

近大
81,3$ にログイン後、
「個人情報」のメニューにある各種申請登録を選択し、
「通学証
通学証明書は各自で学内発行機またはコンビニ等で発行ができます。有効期限は発行日から1ヵ月

大学生活を始めるにあたって

明書申請（新規・変更）
」から申請してください。
です。４月１日以降に通学定期券を購入する場合は、新年度の通学証明書が必要です。新年度の通学
証明書を学内発行機やコンビニ等で発行した後に、通学定期券を購入しなければなりません。
※住所変更に伴う経路変更申請の場合は、先に住所変更の申請をしてください。



１．交付手続きについて
年度更新の場合

※入学前の申請に関しては申請書類に関する手続き要項をご確認ください。

新規・変更申請について
住所や経路に変更がなければ特に申請する必要はございません。 月下旬頃にご自宅へ郵送

近大UNIPAにログイン後、「個人情報」のメニューにある各種申請登録を選択し、「通学証明書申

でお送りします。

請（新規・変更）」から申請してください。承認後学内発行機やコンビニ等で発行してください。



※住所変更に伴う経路変更申請の場合は、先に住所変更の申請をしてください。

通学証明書の交付

再発行の場合

年度更新の場合
近大 81,3$ にログイン後、
「個人情報」のメニューにある各種申請登録を選択し、
「通学証

住所や経路に変更がなければ特に申請する必要はございません。令和4年5月以後学内発行機やコ
明書再発行」から申請してください。

ンビニ等で発行できます。



ガイドブック29頁下の画像
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2．通学区間の決定

通学証明書が発行できる通学区間


学生本人が通学を目的として、同一区間の現住所の最寄り駅と大学の最寄り駅を、公共交通機

関により最短距離の区間継続して乗車する場合に限り、通学証明書を交付します。
※アルバイト等、通学以外には通学証明書の発行はできません。
（現住所の最寄り駅）
原則として現住所から最も近い駅、1駅が最寄り駅となります。
ただし、徒歩圏内に他線の駅がある場合には、手続時に相談してください。
（近畿大学の最寄り駅）
 本 学では、近畿日本鉄道（株）および西日本旅客鉄道（株）
（JR西日本）から下記のとおり
最寄り駅の承認を受けています。
近鉄
ＪＲ

大阪線

ナガ セ

長瀬駅（徒歩約10分）
ヤ

エ

ノ サト

奈良線

八戸ノ里駅（徒歩約20分）（バス約６分）

おおさか東線

・JR俊徳道駅（徒歩約30分）
（バス約15分）
JR長瀬駅（徒歩約20分）

ナガ セ

シュントクミチ

■通学区間は上記の通り、現住所と大学の最寄り駅を必ず記載し、証明を受けなければなりません。
■大学最寄り駅を基準として近鉄奈良線「生駒駅」以遠から通学する場合に限り、快速急行・急行
利用の特例として鶴橋駅経由が認められています。該当区間を利用する場合は、通学証明書に鶴
通学証明書の交付

橋経由と明記してください。同様に、近鉄大阪線「五位堂駅」以遠から通学する場合に限り、長
瀬駅を越えて「布施駅」または「鶴橋駅」
を通学区間とすることができます。該当
する区間を利用する場合は、布施または
鶴橋のいずれかを明記してください。ま
た「八戸ノ里駅」を大学の最寄駅にする
場合は鶴橋経由か布施経由が選択できま
す。
■近 鉄大阪線「河内国分駅」以遠から通学
する場合に限り、長瀬駅を越えて布施駅
の区間を通学区間とすることができます。
通学証明書には布施と明記してください。
■アルバイト・就職活動など、通学以外の目
的に対して通学証明書は発行できません。

3．学割証の交付
（学生旅客運賃割引証）
 学割証は帰省や正課の授業・学外授業・
実習・課外活動・就職活動で、JR線片道
100kmを越えて乗車するときに、普通乗
車券を2割引で利用できます。
 学割証は、１号館１階とKUDOS1階（学内発行機）で発行します。
有効期限：発行日から3ヵ月
交付枚数：学内発行機での学割証の発行は、10枚までの発行になります。但し、10枚を超えての
学割証の発行は、学生証を持参のうえ学生部学生課へ申し出ください。
本人以外の者が使用すると不正乗車となり、多額の追徴金が課せられます。
長期休暇前は大変混雑しますので、早めの発行をお勧めします。

30
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住所・電話番号・保証人等
各種変更の届出 住所・電話番号・保証人等
各種変更の届出

住所・電話番号変更の届出
本人・保証人・学費負担者の住所・電話番号が変更になった場合は、速やかに近大UNIPAから住
所等変更申請をしてください。

大学生活を始めるにあたって

■申請手順
「近大UNIPA」へログイン後、メニューから［個人情報］→［住所等変更申請］をクリックして、
変更申請を行ってください。なお申請する上で、住民票等の公的な書類は必要ありません。
住所の変更に伴い通学証明書の経路変更が必要な方は、近大UNIPAで住所等変更申請承認後、近
大UNIPAの通学証明書申請（新規・変更）より、経路変更申請をしてください。現在使用している
通学証明書は、学生部学生課へ返却してください。
※奨学金を受けている学生は、学生部奨学課でも必ず住所変更の手続をしてください。

保証人・学費負担者の変更及び改姓の届出

各種変更の届出

保証人・学費負担者の変更、本人・保証人・学費負担者の氏名が変更になった場合は、速やかに近
大UNIPAから保証人・学費負担者変更申請をしてください。
なお、改姓の手続をする場合は、旧姓と新姓が記載されている公的な書類が必要です。

住所・電話番号・保証人等

■申請手順
「近大UNIPA」へログイン後、メニューから［個人情報］→［各種申請登録］→［新規申請］→
［学生部］→［各種申請書］→［保証人・学費負担者変更申請］をクリックして変更申請を行ってください。
※奨学金を受けている学生は、奨学課でも必ず保証人変更の手続をしてください。

証明書発行について
◯発行方法
証明書発行サービスで事前に申し込みをする必要があります。
詳細は大学のホームページを参照してください。
https://www.kindai.ac.jp/campus-life/certificate/convenience
○発行場所
学内発行機（１号館1階・KUDOS1階に設置）
、もしくは各学部学生センター窓口での発行
※コンビニエンスストアでも発行することができます。（P11を参照）
○発行に要する時間
和文：15分～ 20分程度（部数が多い場合や窓口が混みあっている場合は多少時間がかかります）
※英文証明書、特殊な単位修得証明書は即日発行できない場合がありますので、必ず事前に各学部学生センターにお問い合
わせください。

○窓口受付時間（終了時刻の30分前までにお越しください）
法・経済・理工・建築・薬・
文芸・総合社会・国際・情報学部

経営・短期大学部

大学院・共通教育学生センター

8：45～ 18：30
8：45～ 12：30

8：45～ 20：00
8：45～ 12：30

8：45～ 20：00
8：45～ 12：30

月～金
土

※夏期・冬期・春期休暇中、入学試験実施日等は窓口受付時間が変更になりますので、お問い合わせください。

○証明書の種類
在
 学証明書・成績証明書・卒業見込証明書・修了見込証明書・教員免許状取得見込証明書・司書資格
取得見込証明書・単位修得証明書・入学手続完了証明書・英文各種証明書（P11を参照）
STUDENT LIFE GUIDE BOOK 2022
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学生納付特例制度の受付について
本学は、国民年金の「学生納付特例事務法人」に指定されております。20歳を超えた方で、国民
年金の学生納付特例を申請希望の方は、学生部学生課までお越しください。

国民年金とは
国民年金は、高齢になった時や、障害が残った場合などにも安定した生活が送れるようみんなで保
険料を負担し、支え合う制度です。支え手となるのは、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべて
の人です。学生の皆さんも納付を義務づけられています。年金は高齢になった時だけでなく在学中に
傷害を負った時も支給されます。

学生納付特例制度とは
学生納付特例制度は、在学期間中の保険料納付を猶予する制度です。学生納付特例期間に被った怪
各種変更の届出

我や病気等、万一の事故により障害が残った場合は、障害基礎年金が支給されます。
学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。なお、申請には本人の所得が
一定以下である必要があります。
申請が出来る場所は、本学学生部学生課もしくは、お住まいの市区役所・市町村役場の国民年金窓

住所・電話番号・保証人等

口です。
※国民年金または学生納付特例制度の詳細は、住民票を提出している市区町村の国民年金窓口へお問
合せください。

32
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不安や悩み・気になることは学生部学生課へ
不安や悩み・気になることは学生部学生課へ
待望の学生生活が始まったばかりで、新入生のみなさんは、心はずむ毎日を送っていることと思い
ます。
しかし、なかには大学という新しい環境にとまどいを感じることもあるでしょう。とくに、親元を
離れてはじめての一人暮らしをしている人は、地域に不慣れであるせいか、つい部屋に閉じこもりが
ちです。近畿大学には様々な形でみなさんの相談に応じ、サポートする体制が整っています。
大学生活を始めるにあたって

下記に学内にある相談窓口を記載していますが、どこに相談すれば良いかわからないときは学生部
学生課（11月ホール１階）にお気軽に相談ください。
学生生活について

修学について

相談先

学生部学生課

各学部
学生センター

相談先

心理相談について

ハラスメントについて

カウンセラーが悩み不安をお聞
きし、大学生活をよりよく過ご
す お 手 伝 い を し ま す。 詳 細 は
ｐ60の「メディカルサポートセ
ン タ ー（KINDAIク リ ニ ッ ク ）」
をご確認ください。

各学部・学校の相談窓口では随
時、電話、メール、個別面談など
を受け付けています。相談員はあ
なたのプライバシーと人権に配
慮し、名前などを公表しません。
必要に応じて、カウンセラーや
弁護士など、学内・外の専門家
を紹介します。

相談先

カウンセリング室

相談先

ｐ35の「障害支援に関する相談」
をご確認ください。

相談先

不安や悩み・気になることは学生部学生課へ

対人関係、家庭、経済、クラブ
活動でのトラブルや性格、思想、
履修や成績、休学や退学など主
異性に関する悩みや問題、また、
に学業面に関する悩みについて
将来の不安など、大学生活で発
相談を受け付けています。
生するあらゆる悩みごとに関し
て、相談を受け付けています。

障がい支援に関する相談

障がい学生支援課

学生部学生課
ハラスメント相談窓口

学生の相談室は「よろず相談室」として活動しています。個人の秘密は厳守します。

相談内容をあらかじめ申請してください。
こちらから折返しご連絡いたします。

窓口相談入力フォームは
こちら↓

気軽に学生課をおたずねください（Z00M面談可です）
。
相談受付
平 日 9：00～ 17：00
土曜日 9：00～ 12：30
※夏期・冬期・春期の長期休暇や諸事情により時間変更になる場合があります。
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学生のみならず一般社会においても近年、個人が刑事責任・民事責任を追及される事案が多く発生
しています。
《事案例》
・アルバイト先で残業代を払ってもらえない、学業に支障が出るシフトを組まれる、辞めさせても
らえない等アルバイトにまつわるトラブル（ブラックバイト）。
・内定書を出すから就職活動を終了するよう強要された・内定後に一方的に内定を取り消された等
就職活動に伴うトラブル
・交通事故等のトラブルに遭い法外な示談金を請求された（示談金詐欺）、集合住宅での近隣の方
とのトラブルやソーシャルネットワークのトラブル
その他、多くの問題が発生しています。一人で悩まず、まずは学生部に相談しましょう。友人がい
つもと様子が違うと感じたら、勇気をもって声をかけ、学生部に相談に行くよう促してください。
上記のような問題には、初期対応が大切です。未然にトラブルを防ぎ、学業に専念し充実した学生
生活を送りましょう。
大学に相談できない時は、弁護士による法律相談を利用しよう！
弁護士による無料法律相談
不安や悩み・気になることは学生部学生課へ

（予約・問い合わせ先）
１．東大阪市役所

市政情報相談課 （06）4309-3104

大阪弁護士会から派遣された弁護士による無料法律相談（対面）です。（予約制）
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000003837.html
２．大阪弁護士会総合法律相談センター （06）6364-1248
大阪弁護士会に所属する当番弁護士による有料法律相談（対面）です。
一部無料相談項目あり：クレジット・サラ金問題・交通事故・少年事件・労働問題（労働者側）等。
詳しくは下記ＨＰを御覧下さい。
https://soudan.osakaben.or.jp/indax.php
３．大阪弁護士会公認インターネット法律相談（ｅ相談）
インターネットでできる簡易な有料法律相談です。
https://www.oskaben.or.jp/net-souden/
４．弁護士ドットコム
相談の投稿・回答の閲覧・弁護士の検索については無料
https://corporate.bengo4.com/
「マナー＆防犯ガイドブック」に、詳しく掲載しています。
ぜひ、活用してください！！
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障がい支援に関する相談
障がい学生支援課は、障がいのある学生の支援窓口として、修学上等の困難がある在学生に合理的
配慮を推進し、全ての学生が共に学ぶ環境をつくり、障がいや特別な配慮が必要な学生を支援するた
めに全学的に取り組んでいます。
支援に関する相談・申請手続等については、学生部 障がい学生支援課をお尋ねください。

大学生活を始めるにあたって

［支援の対象］
視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、発達障がい、精神障がい等の障がいにより、長期的または
一時的に支援を希望し、かつ本学がその必要性を認めた者

障がい学生支援体制
所属学部
相談

障がいのある学生

障がい学生支援課

関連部署

障がい支援に関する相談

支援

入学センター

学生部

障がい学生支援課

○修学支援の相談・支援内容の見直し
○関連部署との連携・調整 ○支援の協力依頼 ○研修会の開催
○サポート学生募集・養成講座の開催 ○委員会の開催 他

所属学部学生センター

○入学前・入学後の支援の確認 ○履修に関する相談
○修学に関する相談・特別措置に関する相談 他

入学センター

○受験時の特別配慮・措置の対応
○志望学部・障がい学生支援との情報共有

関連部署

キャリアセンター

○就職に関する情報提供

メディカルサポートセンター ○カウンセリング

他

○支援・相談

○専門医による心身に関する診察

中央図書館、大学院・共通教育学生センター、大学運営本部企画室、総務部、管理部

他

障がい学生支援の窓口のご案内
窓
学生部

口

障がい学生支援課

場

所

11月ホール１階

連絡先・相談時間
《連 絡 先》電話：（06）4307-3056
E-mail：syougaishien@ml.kindai.ac･jp
《相談時間》平日9：00～ 17：00

障がいのある学生へのサポート活動について
障がいのある学生へのサポート活動として、ノートテイク（要約筆記）やUDトーク（音声認識文
字化アプリ）を利用した文字通訳支援等をサポートスタッフ（学生）が行っています。サポートスタッ
フに興味のある方は、学生部 障がい学生支援課にお問い合わせください。
＊サポートスタッフを随時募集しています。修学支援等は有償です。
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ユニバーサル相談室のご案内
ユニバーサル相談室では、発達障がいの特性に応じた修学での困り事について、専門教員からアド
バイスを受けることができます。お困りの際は、ご相談ください。
◆申込方法：希望日・時間・相談内容をメールにてご連絡ください。（本学学生の相談に限る。）
相談日が確定次第、障がい学生支援課から連絡します。なお、確定後のキャンセルは
相談日前日の午後１時までに障がい学生支援課へご連絡ください。
◆相談申込メールアドレス：syougaishien@ml.kindai.ac.jp
◆相談（面談）場所：11月ホール １階 ユニバーサル相談室（Zoom面談可です。）
※相談内容（個人情報）は原則、障がい学生支援課・所属学部学生センター等、必要部署に情報共有
を行います。
相談室開設日時は、前期・後期のはじめに近大UNIPAにて案内します。

バリアフリーマップについて
バリアフリーマップは、本学のホームページに掲載しています。
https://www.kindai.ac.jp/campus-life/guide/handicapped-support/
障がい支援に関する相談

障がい学生支援指針（ガイドライン）について
ガイドラインは、本学のホームページに掲載しています。
https://www.kindai.ac.jp/campus-life/guide/handicapped-support/
36
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中央図書館
中央図書館は、約140万冊の図書と約13,000種の雑誌を所蔵し、約80,000誌の電子ジャーナル
や電子ブックと、データベースなどの最先端サービスを提供する本学における学術情報の拠点です。
学習・研究から就職まで、豊かで多様な資料やサービスで学生生活をサポートします。
オンラインでスマホや自宅PCからも利用できる資料、サービスも充実しています。
中央図書館は10号館にある中央館のほか、3つの分室（理工分室・文芸分室・法科大学院分室）、

利用について

大学生活を始めるにあたって

ビブリオシアター（アカデミックシアター）からなる図書館です。

みなさんに便利な情報を届けます
みなさんに便利な情報を届けます

学生証
中央図書館に入館する際は学生証が必要です。
また、資料の貸出にも必要です。
学生証を忘れた場合は、１階受付カウンターで

中央図書館

手続をとれば入館できます。
学生証は常に携帯し、他人に貸与しないでください。
開館時間

閲覧室

開講期（月～土曜日）

8：45～ 22：00

試験期（月～土曜日）

8：30～ 22：00

閉講期（月～土曜日）

9：00～ 18：00

日曜日・祝日開館日

10：00～ 18：00

※変 更がある場合は、中央図書館ホームページおよび図書館
内の掲示板やTwitterなどでお知らせします。

中央図書館キャラクター マグロスキー
中央図書館公式キャラクター マグロスキー
©2013 Kindai University

中央図書館ホームページ
https://www.clib.kindai.ac.jp/

利用上の注意

貸出
図書
冊

数

AV資料
期

間

学

生

10冊まで

15日以内 ＋

院

生

20冊まで

1ヵ月以内

点

数

２点まで

期

間

８日以内

※期間は変更することがあります。

資料の探し方
図書・雑誌などを探すには、近畿大学図書館OPAC（蔵
書検索システム）を利用してください。

・私語談笑は慎んでください。
・ス マートフォンはマナーモードに
し、
館内では通話しないでください。
・館内での飲食・喫煙はできません。
た だ し、 密 閉 で き る フ タ 付 容 器
（ペットボトル・水筒など）の飲料
のみ持ち込みを認めます。
・他 の利用者の迷惑となる行為は慎
んでください。
・財 布やスマートフォンなどの貴重
品は、必ず身につけて、机の上な
どに放置しないでください。
・利 用規程を守らない場合は、図書
館の利用を停止もしくは禁止する
ことがあります。
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館内案内
場所

資料・サービスなどの内容
一般図書、大型本、文庫、新書など

閲覧室
［２～ 10階］

備考
自動貸出機でも、貸出・延
長ができます。

AV資料（CD、DVDなど）
参考図書（百科事典、辞書、地図、便覧、年鑑、ハ
※参考図書、雑誌、新聞な
ンドブック、統計、白書など）、ブラウジング雑誌、
どは貸出できません。
雑誌、大学紀要、新聞、新聞縮刷版

※資料の配置や利用条件等を変更する場合があります。

カウンター案内
カウンター
メインカウンター
［１階］

中央図書館

サービス内容
利用・受付時間
貸出・返却の手続、書庫内資料の請求、相互利用の
開館時間中
資料受取、機器利用の受付などを行います。
中央図書館に所蔵がない資料の文献複写や貸借依頼、
相互利用カウンター
および他大学図書館利用のための紹介状を発行しま 月～金 9：00～ 17：00
［１階］
す。
学習や研究・調査に図書館を効率よく利用できるよ
う、質問や相談を受けて、必要な情報を探し出す方
レファレンスデスク
法などをアドバイスします。※職員が不在の場合は 月～金 9：00～ 17：00
［４・５・９階］
メインカウンターでご相談ください。
※オンラインでも相談できます。

中央図書館ホームページ

https://www.clib.kindai.ac.jp/

中央図書館の概要 、利用案内、開館カレンダー、お知らせなどを掲載しています。
下記のサービスが利用できます。スマートフォンからも各種サービス（OPAC、

Myライブラリーなど）が利用できます。
近畿大学図書館OPAC
（蔵書検索システム）
Myライブラリー
データベース

本学の図書館が所蔵する図書・雑誌などの資料が検索できます。
情報処理教育棟（KUDOS）で使用する近大UNIPAのID・パスワードで利
用できます。貸出状況の確認、貸出延長、予約/取寄せ、貸出・返却履歴の
確認、返却通知サービス、購入希望図書や文献複写・貸借の申込みなどが
できます。
論文、雑誌記事、新聞、統計、判例などを学内外から検索・閲覧できます。

電子ブック、電子ジャーナル 図書や雑誌の全文を閲覧できます。
利用相談・質問

オンライン、メールによる利用相談ができます。

その他
・図書館施設の利用および資料の検索方法の詳細は、『中央図書館ホームページ』をご覧ください。
・データベース講習会や貴重書展、その他各種イベントも開催しています。
・広報誌『図書館だより』、中央図書館報『香散見草』を発行しています。
・近畿大学学術情報リポジトリhttps://kindai.repo.nii.ac.jp/で各学部紀要などを公開しています。
・学修サポートデスク(アカデミックシアター 1階ACT-415)で学修や学生生活について院生に相
談できます。
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アカデミックシアター
１．アカデミックシアターについて
2017年4月に開設したアカデミックシアターは、「文理の垣根を越えて社会の諸問題を解決に導
くための学術拠点」をコンセプトに今までにはない図書館、新たな学びの空間、学生が教職員のみな
らず、卒業生、企業人、地域住民など多様な人々と出会い、自由に語り、学び、情報を発信できる集
大学生活を始めるにあたって

いの場です。
2021年4月には新たにモノづくり施設もオープンし、本との出会い、自学自習、キャリア支援、
モノづくりまで様々な活動をサポートする施設になっていますので、積極的に活用してください。

２．建物紹介
1 号館（インターナショナルフィールド）
ラ
 ーニングコモンズ、インターナショナルスタディーズエリア、インターナショナルラウンジ及び

アカデミックシアター

グローバルエデュケーションセンター
1階のラーニングコモンズは、グループディスカッショ
ンなどのグループ学習には最適な仕様になっています。2
階には語学関連の図書や視聴覚DVDなどを設置してい
ます。また、外国語課外講座を開講している3階には、
CALL教室、アクティブラーニングに対応した教室のほか、
交流の場としてラウンジがあります。

2 号館（実学ホール、オープン・キャリアフィールド）
実
 学ホール、キャリアセンター、リエゾンセンター、社会
連携推進センター、学園校友部
1階の実学ホールは全面ガラス張で350人収容可能で
す。このホールで講演会や就職相談会など様々な催しが行
われます。2階にはキャリアセンター・リエゾンセンター・
社会連携推進センター・学園校友部があり、就職サポート
のほか、卒業生や企業の方との交流もできます。

3号館（ナレッジフィールド）
自習室、教室
1階・2階 の 自 習 室 は24時 間 利 用 で き ま す。1階 は 女
性専用自習室となっています。事前座席予約制のため、
UNIVERSAL PASSPORTから予約してください。入退室
には学生証が必要ですので、必ず携帯してください。
3階から5階は、講義で使用する教室があります。
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4号館（アメニティフィールド）
ALL DAY COFFEE、CNN Café
リラックスするだけでなく、カフェでも学べる空間づ
くりがコンセプトです。日本にいながら世界のニュース
を リ ア ル タ イ ム に 学べ
号る
館学 習 型 カ フ ェ「CNN CAFE」
やインディペンデントなコーヒーショップ「ALL
DAY
  $//'$<&2))((、&11Café
COFFEE」が国内大学初出店しました。

  リラックスするだけでなく、カフェでも学べる空間づくりがコ
5号館（ビブリオシアター）
 ンセプトです。日本にいながら世界のニュースをリアルタイムに

図書館、ACT（アクト）
、アカデミックシアター学生セ
 学べる学習型カフェ「CNN CAFE」やインディペンデントなコー
ンター、ACT推進室
 ヒーショップ「ALL DAY COFFEE」が国内大学初出店します。


従来の十進分類法ではない本学独自の分類法『近大

INDEX』を取り入れ、これまでにない図書館空間になっ
 号館（ビブリオシアター）
ています。また、ACT（アクト）と呼んでいるガラス張
  図書館、ACT（アクト）
りの小部屋で、様々なプロジェクトがここで展開する他、

アカデミックシアター

皆さんが自由に利用できるACTも用意しています。
  従来の十進分類法ではない本学独自の分類法『近大 INDEX』を
1階にはACT推進室、2階にはアカデミックシアター学生センターがあり、ACTで行われるプロジェ
 取り入れ、これまでにない図書館空間になっています。また、AC
クトの運営支援や皆さんが参加できるさまざまなプログラムの企画を行っています。プロジェクト、
 T（アクト）と呼んでいるガラス張りの小部屋で、様々なプロジェ
プログラムの詳細は「3.ACADEMIC THEATERホームページ」からご確認ください。
 クトがここで展開する他、皆さんが自由に利用できる ACT も用意

６号館（ACADEMIC THEATER
Annex THE GARAGE）
しています。
モノづくり施設




３．$&$'(0,&7+($7(5 アプリ
2021年4月にオープンしたモノづくり施設です。レー

ザーカッターや3Dプリンターなど様々なデ
  アカデミックシアターを存分に活用していただくために、スマート
ジタル機器を備えており、専門のスタッフが

フォン用アプリ『ACADEMIC  THEATER アプリ』を公開しています。

サポートします。

『近大 INDEX』の検索の他、自習室や ACT（アクト）の予約、ポイント

施設利用にあたっては、右記QRコードか

など様々な機能を盛り込んでいますので、Google Play 又は Apple Store

ら専用アプリをダウンロードしてください。

からダウンロードのうえ、インストールしてください。

3．ACADEMIC
THEATER ホームページ



４．$&$'(0,&7+($7(5 ホームページ

アカデミックシアターのホームページは3つの機能で構成されて

ACADEMIC THEATER

ホームページ
います。
  アカデミックシアターのホームページには $,（人工知能）が 616 の投稿内容から学生一人ひとりのキャラ
1つ目の「近大ＩＮＤＥＸ」は、近大独自の文理融合インデック
ターを分析し、その人の潜在的興味に一番合致する本を抽出するコンテンツがあります。偶発的な本との出
スをもつNOAH33と漫画、新書、文庫で構成された新しいインデッ
いを創造し、学生に読書のきっかけを提供します。
クスをもつDONDENの2つで構成されています。ホームページで

ACADEMIC THEATER ホームページ
はNOAH33の33テ ー マ を 象 徴 す るKEY B00K、DONDENの

32テーマを象徴するCORE
B00Kを確認することができ、各テー

マの内容が確認できます。またAIがSNSの投稿内容から、その人

の興味に合致する本を抽出する診断コンテンツがあります。偶発的

な本との出会いを創造し、皆さんに読書のきっかけを提供します。

2つ目の「ACT EX」では学生、教職員、企業などが主体的に動

かすプロジェクトや様々なイベント情報を紹介しており、これらは
ホームページにアクセスし、

皆さんが自由に選択し参加することができます。
診断コンテンツを
ホームページにアクセスし、7ZLWWHU
や
)DFHERRN
のアカウントを登録してください。
3つ目の「THE GARAGE」は近畿大学のモノづくり施設が有す
お楽しみください。
る機能、またその施設利用方法がご確認いただけます。
40

STUDENT LIFE GUIDE BOOK 2022

Apple Authorized Training Center
for Education (AATCE)
Apple Authorized Training Center for Education (AATCE)
１．AATCE
について
１．AATCE について
Apple
社教
認定の教育トレーニングセンターである「Apple
Authorized
Training
Center
Apple社
認定の
育 ト レ ー ニ ン グ セ ン タ ー で あ る「Apple Authorized
Training
Center
for
for Education
(AATCE)」が近畿大学にアジアで初めて設置されました。場所はアカデミックシア
Education
(AATCE)」が近畿大学にアジアで初めて設置されました。場所はアカデミックシアター
ター1 階 ACT414
に設置されており、Apple のアプリ開発に必要なプログラミング言語「Swift」
１階 ACT414
に設置されており、Appleのアプリ開発に必要なプログラミング言語「Swift」や
大学生活を始めるにあたって

や App 開発ツール「Xcode」などを身に付けることができます。
App開発ツール「Xcode」などを身に付けることができます。

Appleの製品は世界中で広く使われており、特に日本はiPhone（iOS）のシェアが高いことで知
Apple の製品は世界中で広く使われており、特に日本は iPhone（iOS）のシェアが高いことで知
られています。iOSやmacOSアプリ開発の現場ではSwiftが主流となっているため、Swiftを身につ
られています。iOS や macOS アプリ開発の現場では Swift が主流となっているため、Swift
けることで活躍する場は日本から世界に広がります。
を身につけることで活躍する場は日本から世界に広がります。

２．プログラムについて
２．プログラムについて

Apple
社指定の教材をもとにプログラムを展開します。詳しくはホームページをご覧ください。
Apple
社指定の教材をもとにプログラムを展開します。詳しくはホームページをご覧ください。
申込期間
前期：4 月上旬～中旬
後期：9 月中旬～下旬
申込期間
前期：4月上旬～中旬
後期：9月中旬～下旬
予定 予定
対  象

近畿⼤学の全学⽣
※基礎的なプログラミング能⼒がある学⽣が対象となります。
※基礎的なプログラミング能⼒がある学⽣が対象となります。
※受講前にプログラミングの知識を問うテストがあります。
※受講前にプログラミングの知識を問うテストがあります。

象

受 講 料

受 講 料

Apple Authorized Training Center for Education (AATCE)

近畿⼤学の全学⽣

対

無料

無料

３．Swiftの基礎知識を証明する資格試験について
の基礎知識を証明する資格試験について
３．Swift
Swift の基礎知識を証明する資格「App Development with Swift 」という Apple が提供
Swiftの基礎知識を証明する資格「App Development with Swift」というAppleが提供する
する Swift、Xcode、App 開発ツールの基礎知識を証明する資格試験を近畿大学で受験すること
Swift、Xcode、App開発ツールの基礎知識を証明する資格試験を近畿大学で受験することが可能で
が可能です。試験は８・９・２・３月に各１回の開催予定で、詳細はホームページでお知らせします。
す。試験は８・９・２・３月に各１回の開催予定で、詳細はホームページでお知らせします。

４．お問い合わせ先について
４．お問い合わせ先について
担当部署：情報学研究所（情報学部学生センター）
担当部署：情報学研究所（情報学部学生センター）
電話番号：（06）4307-3116
電話番号：
（06）4307-3116
メールアドレス：info-f@itp.kindai.ac.jp
メールアドレス：info-f@itp.kindai.ac.jp
ホームページ：https://act.kindai.ac.jp/aatce.html
ホームページ：https://act.kindai.ac.jp/aatce.html
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グローバルエデュケーションセンター
海外留学
海外留学の心構え
留学を成功させるには、語学力はもちろんのこと、留学の目的を明確にし、情報収集を行って十分
な準備計画を立てる必要があります。
①留学に関する基礎知識を身につけ、留学の条件を確定させてください。
留学する目的を考え、留学したい国・地域について知り、留学の予算を考えてみてください。
②集めた情報を基にして自分の留学の条件と照らし合わせながら、留学先大学の絞込みを行ってく
ださい。
大学案内や資料を読んでおいてください。
③語学力テストを受けて今の語学力を知っておいてください。
希望する大学の入学条件のスコアを早めにクリアできるよう準備してください。
＊詳細はグローバル教育・留学ホームページをご参照ください。
グローバルエデュケーションセンター

■長期留学プログラム
＊この留学制度による海外留学の場合、留学先での修得単位の単位換算により、進級要件、卒業要
件を満たせば、留学期間のうち原則１年間は所定の修業年限に算入されます。
＊留学先で単位認定を受けた学科目は、学部生は60単位、大学院生は10単位を超えない範囲で所
属する学部の教授会または研究科の研究科委員会の審査により本学の学科目の名称及び評点に読
み替え、本学の成績台帳に記載するものとします。
１．交換・派遣留学
本学と学生交換協定もしくは学生派遣協定を締結している大学へ留学する制度です。留学期間中も
本学に在学となり、留学期間は卒業に必要な修業年限に算入されます。
対象は、全学部・研究科の学生です。成績優秀かつ派遣先大学の設定語学基準等をクリアしている
留学希望者に対し、面接等を実施し、本学の代表にふさわしい人物を選抜し、派遣します。派遣学生
は、各自の専門分野に応じた派遣先大学の学部に所属し、原則正規開講科目を受講します。留学によ
り、海外の大学で専門知識を深く学修し、異文化や異なる価値観に接することにより、国際的な視野
を養い、主体的に活躍できるようになることを目的としています。
交換・派遣留学先大学
国・地域名

大学

留学形態

募集人数

留学期間

交換

各１～２人

１学期間～ 2学期間

ノースカロライナ大学・ウィルミントン校
カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校
アメリカ

カリフォルニア州立大学チャネルアイランド校
ハワイパシフィック大学
ボイシ―州立大学
セントラルフロリダ大学
セント・トーマス大学

カナダ

プリンスエドワードアイランド大学
レジャイナ大学
フレーザー・バレー大学

オーストラリア
フィンランド

ウーロンゴン大学
ウエスタン・シドニー大学
ＪＡＭＫ応用科学大学
ハルツ応用科学大学
トリア単科大学

ドイツ

クラウスタール工科大学
バーデン・ヴュルテンベルク連携州立大学ラーベンスブルク
ミュンスター応用科学大学

42
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インゴルシュタット工科大学
ドイツ

ケルン応用科学大学
フランクフルト応用科学大学
ベルリン自由大学

イタリア

シエナ大学
ベズミアレム・ヴァキフ大学

トルコ

カラビュク大学
イスタンブール大学
ノルマンディビジネススクール

フランス

EDC PARISビジネススクール
パリ・ラ・ヴィレット建築大学
フランシュコンテ大学

ルーマニア

ルーマニア・アメリカン大学

大学生活を始めるにあたって

スウェーデン

トランシルヴァニア大学
ルレオ工科大学
カールスタード大学
フォンティス応用科学大学
ハンゼ応用科学大学

オランダ

ハーグ応用科学大学
アヴァンス応用科学大学
HZ応用科学大学
ロッテルダム応用科学大学
バレンシア大学

スペイン

カトリック大学サンアントニオ·デ·ムルシア
マラガ大学
ラモン・リュイ大学ラ・サリェ
リエージュ州高等教育学院
ルーヴェン・リンブルグ大学

グローバルエデュケーションセンター

ベルギー

トーマス・モア応用科学大学
エフェック高等教育学院

ハンガリー
リトアニア
ポーランド

ブダペスト・メトロポリタン大学
ヴィリニュス大学
アダム・ミツイェヴィチ大学
ワルシャワ経済大学

ラトビア

リガ工科大学

クロアチア

アルゲブラ大学
チュメニ大学
モスクワ大学

交換

各１～２人

１学期間～ 2学期間

ITMO大学
カザン連邦大学
極東連邦大学
ノヴォシビルスク大学
ロシア

サンクト・ペテルブルグ大学
国立研究大学経済高等学院サンクト・ペテルブルグ校
ドゥブナ大学
ドン工科大学
モスクワ工業物理大学
モスクワ市立大学
スコルコボ科学技術大学
ファイナンシャル大学

北マケドニア

ストルガ国際大学

チェコ

チェコ生命科学大学
慶熙大学
仁荷大学
釜山外国語大学

韓国

国民大学
ソウル市立大学
漢陽大学
韓国外国語大学
輔仁大学
国立台北大学
開南大学
亞洲大学
逢甲大学
国立中央大学
淡江大学

台湾

国立陽明交通大学
南華大学
国立高雄大学
台北科技大学
国立台湾大学
東呉大学
中信金融管理学院
中原大学
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国立成功大学
台湾

長栄大学
国立台北商業大学
香港樹仁大学
吉林大学
澳門科技大学
上海大学

中国

嶺南大学
大連理工大学
交換

杭州師範大学

各１～２人

東北大学
上海師範大学
フィリピン

フィリピン大学

インドネシア
マレーシア
タイ
インド

ビヌス大学
テイラーズ大学
マラヤ大学
チェンマイ大学
タマサート大学
チトカラ大学
カリフォルニア州立大学・ロサンゼルス校
カリフォルニア大学デイビス校
ハワイ大学マノア校
ハワイ大学ヒロ校
チャタム大学
カリフォルニア州立大学

アメリカ

カリフォルニア州立大学

ロングビーチ校
モントレーベイ校

ボストン大学
１学期間～ 2学期間

カリフォルニア州立大学・ドミンゲスヒルズ校

グローバルエデュケーションセンター

ハートフォード大学
シンシナティ大学
テンプル大学
ボイシ―州立大学
カルガリー大学
カナダ

セント・メアリーズ大学
プリンスエドワードアイランド大学
フレーザー・バレー大学
ノッティンガム大学

イギリス

派遣

サセックス大学

若干名

ロンドンメトロポリタン大学
エセックス大学
ダブリンシティ大学

アイルランド

ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン
リムリック大学

ハンガリー

ペーチ大学
キャンベラ大学
サザンクィーンズランド大学
サザンクロス大学

オーストラリア

クイーンズランド工科大学
ウーロンゴン大学
グリフィス大学
ボンド大学
ディーキン大学

ニュージーランド
ポーランド

ワイカト大学
オタゴ大学
アダム・ミツイェヴィチ大学

詳細はグローバル教育・留学ホームページをご参照ください。

2021年12月現在

２．認定留学
本学の海外協定校以外の大学へ学生自身が留学先の入学許可を取得した上で、本学に認定留学を申
請し、公式に許可を受けて留学する制度です。ただし、語学研修のみを目的とした留学は該当しません。
学費等の取扱いについて
学費等
留学先の学費等

交換留学

○

×

奨学金給付

派遣留学

×

○

奨学金給付

認定留学

３分の２相当額免除

○

奨学金給付

※詳細はグローバル教育・留学ホームページをご参照ください。
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その他

本学の学費等
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■短期留学プログラム
外国語教育の一環として夏期・春期休暇を利用し、以下の大学で短期語学研修を実施しています。
この語学研修は、各大学で、短期留学形式で滞在しながら、その国の方式による語学教育を受け、実
践的な語学力の向上と異文化体験を通して得る国際感覚の養成と豊かな人間性を養いつつ、次のス
テップにつながることを目的としています。本学の学部生・大学院生・短期大学部生の希望者はいず
れかの大学を選んで参加することができます。
海外留学への第１段階としても、まず早期にこの短期語学研修に参加し、外国語に慣れ親しむこと
をお勧めします。
大学生活を始めるにあたって

研修先大学
2019年度
実績（※）

夏

国・地域名

研修日程

募集人数

カルガリー大学

カナダ

８月上旬～９月上旬

20人

約59万円

ダブリンシティ大学

アイルランド

８月上旬～９月上旬

20人

約53万円

ボンド大学

オーストラリア

８月上旬～９月上旬

20人

約52万円

セブ医科大学

フィリピン

８月上旬～９月上旬

20人

約39万円

漢陽大学

韓国

８月上旬～８月下旬

20人

約24万円

期

大学名

８月上旬～９月上旬

20人

約38万円

２月下旬～３月下旬

20人

約56万円

サザンクロス大学リズモア校

オーストラリア

２月中旬～３月中旬

20人

約53万円

ワイカト大学

ニュージーランド

２月中旬～３月中旬

20人

約55万円

セブ医科大学

フィリピン

２月中旬～３月中旬

20人

約33万円

高麗大学

韓国

２月中旬～３月上旬

20人

約32万円

台湾大学

台湾

３月上旬～３月下旬

20人

約41万円

期

中国
カナダ

グローバルエデュケーションセンター

春

北京大学
ブリティッシュ・コロンビア大学

2019年度実績
※2020、2021年度はオンラインにて実施

※費用は概算です。別途、海外旅行包括保険料等がかかります。
2022年度の参加費用は未定です。研修に係る費用はすべて参加者の負担とします。
＊研修先大学の都合や、応募状況、国際情勢により実施しない場合があります。
＊語学力は特に問いませんが、日頃から語学力を身につけるよう努力しておくとより効果的な研修に
なります。
＊各プログラムの詳細決定後、近大UNIPA等によりお知らせします。

グローバル教育・留学ホームページ：
https://www.kindai.ac.jp/campus-life/international-exchange/abroad/

グローバルエデュケーションセンター（１号館２階）窓口取扱い時間
平 日 ８：45～ 18：30
※夏期・冬期・春期の長期休暇や諸事情により時間変更になる場合があります。
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グローバルエデュケーションセンター
グローバルエデュケーションセンター（外国語課外講座）
（外国語課外講座）
グローバルエデュケーションセンター（外国語課外講座）は1号館3階にあります。ここでは、学
部の外国語授業にはないさまざまな無料講座を提供しています。グローバル化がますます進む国際社
会において、外国語によるコミュニケーション能力を養っておくことはとても大切です。講座を通じ
てその力を高めることができるようサポートしていきます。メディア授業もありますので、どこから
でも参加することができます。主な内容は次の通りです。
１．講座内容
無料講座の授業は全15回＜90分＞、毎週行われます。
前期・後期制で、受講料は無料（教材費は別途必要）です。
講座終了時に、出席・授業態度が良好な学生には、修了証を発行いたします。
英会話

TOEFL®

ドイツ語／フランス語／韓国語

Speaking (Beginner)

（1コース） ITP

（1コース） 入門

（各1コース）

Speaking

（9コース） iBT Basic

（1コース） 会話1

（各1コース）

Speaking (Study Abroad Prep.)（2コース） iBT Advanced (L&R)
（1コース） 会話2

（各1コース）

グローバルエデュケーションセンター（外国語課外講座）

Speaking (Advanced)

（2コース） iBT Advanced (S&W)
（1コース） 検定対策講座（フランス語のみ）

TOEIC®

IELTS™

中国語

L&R Advanced

（2コース） IELTS™

（1コース） 入門

（各1コース）

L&R lntermediate

（1コース） Basic (4 Skills) （1コース） 会話

（各1コース）

L&R lntroductory

（1コース） Advanced (L&R)（1コース） 講読

（各1コース）

Listening lntermediate

（3コース） Advanced (S&W)
（1コース） イタリア語／スペイン語／ロシア語

Listening lntroductory

（2コース）

入門

Reading lntermediate

（3コース）

初級（スペイン語・ロシア語）

Reading lntroductory

（3コース）
前期

後期

講座期間

4月7日（木）～7月27日
（水）

9月12日（月）～翌年1月23日（月）

申込期間

４月上旬予定

9月中旬予定

＊詳しくは、グローバルエデュケーションセンター（外国語課外講座）HP
 ttps://www.kindai.ac.jp/campus-life/international-exchange/
h
language-learning/
または、1号館3階グローバルエデュケーションセンターまでお越しください。
2．語学関連の図書・DVDコーナーは1号館2階（インターナショナルスタディーズ
エリア）にあります。
3．授業は下記時限で開講されます。
月～金（オンデマンド以外）

1限～５限

利用上の注意
■学生証は必ず持参してください。
■教室内は、飲食・喫煙は禁止です。
＊密閉できるフタ付容器は持ち込み可。
■財布や携帯電話など、貴重品は必ず身につけて
放置しないでください。
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就職について
「諸君は入学と同時に、自分が卒業したときの就職先を考えなければならない。」
世耕弘一初代総長の入学式での訓辞です。
変化の激しい時代を生きぬくためには、入学した時から自分の将来のキャリアについて考える必要
があります。学生生活の中でさまざまなことにチャレンジし、社会人として必要な知識や能力を身に
つけてください。
大学生活を始めるにあたって

１．キャリアセンターを利用しよう
キャリアセンターでは、年間１万件を超える学生からの相談を受けています。卒業後の進路相談、
履歴書の添削や面接対策等に対し、
豊富な指導経験を持つスタッフが相談をはじめサポートしています。
また、就職ガイダンス、インターンシップ、課外講座等、就職に関わるさまざまな活動の窓口でも
あります。新聞や雑誌なども置いていますので、１年生から積極的に利用してください。
場

所

２号館２階（オープン・キャリアフィールド）

利用時間

就職について

Ｔ Ｅ Ｌ （06）4307-3068
平日 （７月～12月）8：45～ 18：30
（１月～６月） 8：45～ 20：00
土曜 （12月～７月）8：45～ 12：30
（８月～ 11月）閉室
※長期休暇、その他学内行事等の都合により、開室時間を変更する場合があります。
※日曜日、祝日は閉室となります。相談受付は、Webによる事前予約のみです。
予約方法はUNIPAの「キャリアNews」で確認してください。（先着順）
※新型コロナウイルスの影響でオンラインでの対応となる場合があります。

○キャリアセンター情報ツール一覧
＜求人や企業に関する情報＞
企業から本学に届いた求人情報や企業セミナー情報があります。
目的別
求人ファイル

障がいを有する学生の就職情報 CSR報告書
ディスクロージャー誌 UIJターン就職情報 など

＜参考図書など＞
より専門性を高めたい方は、参考図書などを利用してください。
新聞

日本経済新聞、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、日経産業新聞、日経MJ

など

図書

会社四季報（総合版・未上場会社版・女子版）帝国データバンク会社年鑑 就職四季報
海外進出企業総覧日本の企業グループ
役員四季報 米国会社四季報 会社財務カルテ 外資系企業総覧 地域経済総覧 株価総覧
全国大型小売店総覧 CSR企業総覧 TDB REPORT など

雑誌

AERA 週刊ダイヤモンド 週刊東洋経済 週刊エコノミスト 日経ビジネス PRESIDENT
日経TRENDY 日経トップリーダー 日経WOMAN 金融ジャーナル 賃金事情 サーナ
クローバー など

<キャリア支援図書コーナー >
アカデミックシアター 2階のキャリアセンターのすぐそばにあります。就職活動だけでなく資格や
公務員関連などの書籍も多く配架しております。また、書籍を借りることもできます。
STUDENT LIFE GUIDE BOOK 2022
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２．インターンシップに参加しよう
みなさんの進路を考えるうえで、インターンシップは欠かせない取り組みとなっています。「企業
の雰囲気を体感する」「企業理解を深める」「深い学びを得る」など目的に合わせて選び、就業体験等
を通じて、理解を深めます。
本学では毎年、夏期・春期休暇中に参加できるインターンシップを実施しています。就業体験を通
じ、将来のキャリアを考える貴重な機会となりますので、積極的に参加しましょう。
＜キャリアインターンシップ参加の流れ＞
ガイダンス
選考方法やスケジュール等の説明および
参加者による体験発表
↓
募集
↓
選考
↓

就職について

結果発表
↓
参加者説明会
エントリーシートの書き方、誓約書など
諸手続について説明
↓
事前研修
自 己 分 析 や 業 界･企 業 研 究､ ビ ジ ネ ス マ ナ ー、
コミュニケーション研修を実施

受付窓口：キャリアセンター

■ キャリアインターンシップ ……………………………………
キャリアセンターで募集、選考をおこなう国内インターンシッ
プ。幅広い業種の企業からの募集があり、実習期間は主に夏期・
春期休暇中に１～２週間程度（５日間以上）です。事前研修で
学びを深め、実習後は事後研修、報告会・情報交換会へも参加
します。履修要件を満たせば単位認定される場合があります。
■ Kindai International Programs（KIP）
 ……………………
海外インターンシップ。海外の企業や団体で就業体験をおこ
ない、ビジネスやその国の文化・価値観に触れます。
実習先：ベトナム・台湾・アメリカ（2021年度実績）
※すべてオンライン実施
※2022年度についてはあらためてお知らせします。実習期
間は夏期・春期休暇中に１～ 3週間程度。履修要件を満たせ
ば単位認定する場合があります。
■ パブリックインターンシップ……………………………………
官公庁が各都道府県の経営者協会や商工会議所などの団体、会
員になっている企業や団体で実施するインターンシップ。
受付窓口：各学部学生センター

■ 学部インターンシップ……………………………………………
↓
学部が主に授業の一環として実施するインターンシップ。原
則、単位認定をおこないます。派遣先企業はその学部教育に
インターンシップ実習
夏期・春期休暇中の１～２週間程度（５日間以上） 関係の深い企業・団体が中心となります。
↓

受付窓口：大学院・共通教育学生センター

■ スクールインターンシップ………………………………………
実習で得た知識･体験に基づき、ディスカッショ 小・中・高等学校、養護学校などの教育現場でのインターン
シップ。授業補助、課外活動、行事、事務などの実務を経験。
ンをおこなうことで全体での共有化を図る
教職課程履修学生が対象。
↓
事後研修

報告会･情報交換会

募集企業・団体に直接または就職情報サイトを通じて応募

受入企業(団体)をお招きし､ 実習体験の報告会 ■ 公募型インターンシップ（自由応募） ………………………………
企業や行政機関などのホームページや就職情報サイトから各自
を実施
また､ 情報交換会では参加学生､ 受入企業(団体)、 で応募するインターンシップ。募集案内については、キャリア
インターンシップ担当教員などを中心に交流
センターや各学部の掲示板等で公開しているものもあります。
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3．UNIVERSAL PASSPORT（近大 UNIPA）で就職情報を確認しよう
別紙②
「近大UNIPA」は自宅など学外からでもアクセス可能な本学学生専用のポータルサイトです。
「近大UNIPA」には就職に関する情報も掲載されており、就職ガイダンスをはじめとした各種イベ
ント等、キャリアセンターから発信する多くの情報は「近大UNIPA」にて配信します。必ず情報を
確認してください。

キャリアセンターからの情報が表示されます。

大学生活を始めるにあたって

インターンシップに関する情報が表示されます。

メニューをクリックすると
各機能が表示されます。

課外講座・資格試験に関する情報が表示されます。

就職について

UNIPA利用機能一覧
キャリア関連
① 進路希望登録

希望進路を登録します。進学など、就職以外の登録も必須です。

② 就職活動状況登録

就職・大学院進学等、最終決定進路を登録します。

③ 企業検索

近畿大学のデータベースから企業を検索します。

④ 就職試験内容登録

内定企業の試験内容を登録します。

⑤ 就職試験内容照会

⑩ マニュアルDL

公開されているOB・OGの試験内容を閲覧することができます。
求人検索、インターンシップ、OB・OG訪問可能企業一覧など
就職活動に役立つ情報を掲載したページを別画面で開きます。
皆さんにチャレンジしていただきたい優良企業を紹介しています。
企業情報や大学に寄せられた求人情報、セミナー情報などから
キャリアセンターがオススメする企業を紹介しています。
中央図書館で利用できるデータベースで就活に活用できるもの
を集めています。
マニュアルをダウンロードします。

⑪ 就職活動お役立ちデータ

履歴書作成のポイントや送り状の書き方を掲載しています。

⑫ 英文履歴書の書き方

レジュメ、カバーレターの書き方サンプルを掲載しています。
学内で実施される業界研究会に参加した企業の講演動画を配信
しています。
進路実績を学部別で過去２年分掲載しています。

⑥ 求人検索／インターンシップ検索
⑦ チャレンジ企業
⑧ オススメ＆ねらい目企業一覧
⑨ データベース検索

⑬ 動画配信
⑭ 進路実績（過去２カ年）

（2022年3月現在）
※UNIPAのキャリア関連メニューは2022年4月に変更予定です。変更内容は別途お知らせします。

STUDENT LIFE GUIDE BOOK 2022
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■就職活動スケジュール（2022 年度）＜予定＞
学生の動き

学内の就職行事

１年生

就職活動準備

●学生生活の目標設定
さまざま興味や夢をベースに学生生活の目標を設定する。
長期休暇（夏休み・春休み）を有効活用しよう。
・TOEIC受験
・インターンシップ（国内・海外）への参加
・留学・ボランティア等へのチャレンジ
・資格取得 など

・就職ガイダンス
・インターンシップガイダンス
留学等海外での経験を
（4月、10月、11月）
とおして語学スキルを
アップさせよう！
・学内TOEIC（年間3回実施）
・公務員業務説明会
・UIJターン就職相談会
さまざまな業界、仕事
・就活キックオフガイダンス
に触れよう！
・業界研究会

将来の自分のあり方について具体的にイメージする。
２年生

長期休暇（夏休み・春休み）を有効活用しよう。
・TOEICの受験
・インターンシップ（国内・海外）への参加
・留学・ボランティア等へのチャレンジ
・資格取得 など

・就職情報プレ

・インターンシップガイダンス

・希望の進路を決める

サイトオープン

・就職ガイダンス

→UNIVERSAL PASSPORT
（近大UNIPA）から登録

業界・企業研究

筆記試験対策（対策講義やセミナーをとおして、数理能力を養おう）

３年生

インターンシップに参加しよう

自己分析／自己ＰＲの準備／マナーの習得

インターンシップエントリー準備

就職について

6月

自分のグローバル
レベルを知ろう！

・学内TOEIC（年間3回実施）
・公務員業務説明会
公務員の仕事に興味が
・UIJターン就職相談会
あれば必ず参加！
・業界研究会

●キャリアデザインの形成

4月

その他

・新入生キャリアガイダンス
・インターンシップガイダンス
（4月、10月、11月）

・新聞・ビジネス書の購読
・就活ノート（自己分析、業界、企業
研究用）を作成
・先輩から就職活動体験談を聞く
・OB・OG訪問

・公務員業務説明会

（予定）

・各種対策セミナー

インターンシップ等
の情報を収集！

（筆記試験、自己分析、面接、グループディ
スカッション等年間とおして開催）

・業界研究会
・第1回学内TOEIC

近大生の就職活動出陣式！
・就職活動決起大会
・就職ガイダンス
・業界研究会

各業界のリーディング
カンパニーが来校！

・公務員業務説明会
・UIJターン就職相談会
・第2回学内TOEIC
人気企業400社以上が集結

・オール近大☆業界研究フェア
・業界研究会

理工系院生・学部生対象
大手企業100社が来校

・第3回学内TOEIC
・就職情報サイ

6月

・内定（内々定）をもらったら近大UNIPAから登録
・進路が決定したら近大UNIPAから登録

エントリーシート提出

４年生

・就職情報サイト以外からも企業を探す

企業へのエントリー

3月

トオープン（予
定）
いよいよ就職活動
本番！
・企業セミナー（～ 2月まで）
・公務員業務説明会
・就活リスタートガイダンス

※日程・内容等が変更になる場合があります。
※学 生の動きは、文部科学省「2022年度（2023年3月）卒業・修了予定者の就職・採用活動に関する日程等について（周知）」にもとづき作成。
ただし、実際は早く動き出す企業が増えています。年度ごとの就職スケジュールや企業動向に注意が必要です。
※学内TOEICについては、年間3回のキャリアセンター主催の試験以外にも、各学部が主催している場合がありますので別途各学部学生センターまで
お問い合わせください。
※公務員試験を目指す場合は、早い時期からの対策が必要です。学内で実施する課外講座等を有効活用し計画を立て試験対策を行ってください。
※UIJターン就職について
UIJターン就職を希望する学生のために、各都道府県との就職支援協定を進めています。
締結自治体（包括協定含む）
北海道地方：北海道 近畿地方：大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県 中部地方：三重県、愛知県、岐阜県、石川県、静岡県、富山県、
福井県 中国地方：岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県 四国地方：香川県、徳島県、愛媛県、高知県 九州地方：福岡県、熊本県、宮崎県
（※2021年９月１日現在）
※インターンシップから早期選考につながることもあります。常に早めの行動を心がけましょう。
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４．課外講座を活用しよう
資格取得や公務員・教員をめざす学生の皆さんの目標達成に向けて、各種課外講座を開講し、サポー
トしています。詳しい内容についてはキャリアセンター資格コーナー
（２号館２階）
にてご確認ください。
2022年度

開講講座一覧（ラインナップが変更になる場合があります。予めご了承ください。
）

講座名

講座の目標

目指す業種

公務員（国家・地方）試験突破

国家公務員、地方公務員、警察官、
消防官など

簿記検定対策講座

日商簿記検定2・3級の取得

各種企業の経理・会計担当者

ビジネス会計検定対策講座

ビジネス会計検定の取得

各種企業の営業・企画担当者、財務・
経理担当者

大学生活を始めるにあたって

公務員試験対策講座

ファイナンシャル・プラン ファイナンシャル・プランニング・ 証券、生保、銀行、不動産など資産
ニング技能検定対策講座
技能士資格2・3級の取得
運用のスペシャリスト
宅地建物取引士
試験対策講座

宅建資格の取得

不動産、建築業界、金融業界など

行政書士試験対策講座

行政書士資格の取得

行政書士

ITパスポート試験対策講座

ITパスポート資格の取得

就職について

Microsoft®Office
世界に通用するMicrosoft社の認定
各種企業
Specialist（MOS）対策講座 資格取得
すべての職業人のITキャリアへの第
一歩

基本情報技術者試験対策講座 基本情報技術者試験資格の取得

IT・SE系

G（ジェネラリスト）検定
G（ジェネラリスト）検定の取得
対策講座

IT・SE系

ビジネス統計スペシャリスト ビジネス統計スペシャリスト資格の
IT・SE系、各種企業
対策講座
取得
TOEIC®LISTENING AND TOEIC®TESTハイスコア獲得を
READING TEST 対策講座 目指す

各種企業の海外事業部門や外資系企
業への就職など

秘書技能検定対策講座

秘書技能検定準1・2級の取得

秘書、一般事務

旅行業務取扱管理者
試験対策講座

国内・総合旅行業務取扱管理者資格 ツアーコンダクター、旅行プランナー
の取得
など

通関士試験対策講座

通関士資格の取得

リテールマーケティング
（販売士）検定対策講座

貿易・流通業界など

リテールマーケティング（販売士）
流通業、小売業など
2・3級取得

知的財産管理技能検定
対策講座

知的財産管理技能検定3級の取得

色彩検定®対策講座

あらゆる業界・職種にかかわる ｢色」
ファッション・アパレル、インテリ
のスペシャリスト（色彩検定®合格）
ア建築関係など
2・3・UC級の取得

世界遺産検定対策講座

世界遺産検定2級の取得

ANAエアラインスクール
学内講座

主にキャビンアテンダントを目指す
グランドスタッフを含むサービス業
学生に向けた講座

教員採用試験対策講座

教員採用（中学校・高等学校）試験
中学校および高校の教員
突破

各種企業

観光、航空、マスコミ、文化・教育
機関など

※教員採用試験対策講座は、大学院・共通教育学生センター（18号館北棟１F）へお問い合わせください。
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情報処理施設について
近畿大学の東大阪キャンパス内には、在籍期間中に学生のみなさんが授業や自由利用等で共同利用
できるコンピューター施設があります。
これらのコンピューター施設は、情報処理の基礎知識を習得できるように設けられています。イン
ターネット、文章・表・グラフなどの作成をとおしてコンピューターに親しむことのできる教育環境
が整っています。
■ 情報処理施設の紹介
情報処理教育棟【KUDOS（キューダス）
】
 約600台のパソコンを設置する総合的な情報処理専門施設
です。情報処理に関する授業はもちろん、インターネット・電
子メール、映像編集といったさまざまな用途に利用できます。
（1）コミュニケーションホール（自由利用スペース･27台）
（2）リテラシー教室（6教室・授業専用教室・計360台）
（3）自由利用教室（2教室・自由利用専用教室・計120台）
情報処理施設について

（4）多目的演習室（3教室・授業専用教室・計108台）
（5）マルチメディアスタジオ（授業およびゼミ・大学公認団体
単位での申請により利用できる施設）
B館（3階）
 合計249台のパソコン（デスクトップ型224台・ノート型25台）を設置しています。CALLシ
ステムを導入した教室や無線LAN接続したノート型パソコンを設置した教室など、さまざまな用
途に対応した実習室となっています。
（1）302～ 306教室（5教室・授業専用教室※授業時間以外は自由利用・計224台）
（2）307教室（授業専用教室・25台）
C館（3階）【C-311～ 314】
 C-311～ 314には合計144台のノート型パソコンを設置しています。無線LAN環境と可動式
デスク、 壁面ホワイトボードにより、アクティブラーニングに適した実習教室となっています。
（1）C-311～ 314（4教室・授業専用教室

※授業時間以外は自由利用・計144台）

G館（3階）【SOCIO ICT STATION】
 SOCIO ICT STATION（SIS）には合計180台のパソコンを設置しています。この教室は
CALLシステムによる語学教育やメディア映像編集も可能な実習室となっています。
（1）SIS1～ SIS5（5教室・授業専用教室※授業時間以外は自由利用・計180台）
21号館（6階）【MIPS】
 合計260台のパソコンを設置している施設です。開館時間中にいつでも利用できる自由利用専
用教室や、少人数での演習に適したPC演習室などがあります。
（1）PC教室1～ 6（6教室・授業専用教室※授業時間以外は自由利用・計180台）
（2）自由利用専用教室（1教室・自由利用専用教室・20台）
（3）PC演習室1～ 4（4教室・授業専用教室・計60台）
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21号館（3階）
 合計80台のパソコンを設置している教室です。CALLシステムを導入し、語学教育に適してい
ます。
（1）LL教室1・2（2教室・授業専用教室※授業時間以外は自由利用・計80台）
33号館（1階）【OSEセンター】
1教室に120台のパソコンを設置しています。
（授業専用教室※授業時間以外は自由利用）
大学生活を始めるにあたって

38号館（2階）
 合計420台のパソコンを設置し理系に特化した専門的なソフトを使用できる情報処理実習室と、
テレビ会議も実施可能な多目的利用室があります。
（1）第5～ 10情報処理実習室（6教室・授業専用教室※授業時間以外は自由利用・計420台）
（2）多目的利用室（授業専用教室）
39号館（2階）【202教室】
 合計210台のパソコンを設置している教室で、Office・インターネット・電子メール等の用途に

情報処理施設について

利用できます。（授業専用教室※授業時間以外は自由利用）
18号館北棟（2・3・4・5階）コンピューター室N202, N302, N426, N533
 18号館北棟には合計264台のパソコンを設置しています。本格的なCALLシステムを導入し、
語学教育に適した実習教室となっています。
（1）18号 館 北 棟（2,3,4,5階 ） コ ン ピ ュ ー タ ー 室N202、N302、N426、N533（4教 室・
授業専用教室授業時間以外は自由利用・計264台）
■ 情報処理施設・サービスの利用方法
 本学では、全学生に対して「KINDAI

<情報処理施設案内図>

ID・パスワード」を入学後発行してい
ます。この「KINDAI ID・パスワード」
が必要な施設・サービスは、各情報処
理施設の利用時・学生向けWebサー
ビス・メール・証明書自動発行機（各
種証明書・申込書の申請）です。万が
一「KINDAI ID・パスワード」を忘れ
た場合には、KUDOS1階・B館3階・
C館3階・G館3階・21号館6階・38
号 館2階・18号 館 北 棟4階 の 各 イ ン
フォメーションで再発行の手続を行っ
てください。（学生証が必要）また財
布や携帯電話など貴重品は必ず身につ
けて机の上などに放置しないでくださ
い。
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■ KUDOS

Wi-Fi
東大阪キャンパスの様々な場所で利用できる無線
LAN（Wi-Fi）サービスです。
利用するには、KUDOSが発行しているKINDAI ID
とパスワードが必要です。
利用方法はKUDOS WEBにて確認してください。

KUDOS

Wi-Fi

<利用できる場所>
20号館

21号館

英語村

D館
33号館
旧本館
（工事中）

19号館

17号館

C館

E館

39号館

情報処理施設について

11月ホール
記念会館

G館

B館

10号館
（中央図書館）

18号館

ブロッサム
カフェ

3号館

2号館
5号館

31号館

A館

情報処理教育棟
（KUDOS）

38号館

4号館

1号館

6号館

7号館

原研管理棟

Wi-Fi利用可能エリア

22号館

■ KUDOS WEB
KUDOS WEBでは、KUDOSの各種サービスに関する情報をはじめ様々な情報を公開しています。
・施設紹介
・開館時間・各種情報処理施設で実施する授業の時間割
・KUDOS Wi-Fi 利用可能エリア
・KUDOS Print（印刷サービス）
また、スマートフォン用アプリ「KUDOS APP」も公開しており、学内の情報処理施設の自由利
用教室の空席情報をリアルタイムに閲覧できます。
公式スマホアプリ

KUDOS APP

KUDOS

https://kudos.kindai.ac.jp
iOS, Android 対応
「KUDOS」で検索！
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検索

落し物・忘れ物
落し物・忘れ物を拾得したとき
大学構内で落し物・忘れ物を見つけたときは、速やかに学生部学生課（11月ホール１階）に届け
てください。
落し物・忘れ物をしたとき（引き渡しの際は、学生証の提示が必要です）。
落し物・忘れ物をしたときは、速やかに学生課をたずねてください。
大学生活を始めるにあたって

持ち主不明の物………学生課へ届けられた日から３ヵ月間保管します。ただし、衛生、費用、そ
の他の諸事情から保管に適さないと判断したものについては、保管期間内
であっても処分します。
（学生課前の遺失物ケースにも陳列しています）。
持ち主が明らかな物…本人連絡先、自宅または保証人の緊急連絡先へ電話連絡します。
※注意事項
①緊急連絡時に必要となりますので、携帯電話を持っている場合は必ず近大UNIPAへ登録してくだ
さい。
②落し物を含め、重要な連絡をすることがありますので、学生部学生課の電話番号（06）4307-

落し物・忘れ物／その他の注意事項

3063を登録してください。

拾得物の連絡ができるように所持品には名前を書きましょう。

その他の注意事項
不審者に注意
学内において不審者を見かけたら最寄の事務室または守衛室に通報してください。被害に遭った場
合は、まわりに助けを求めましょう。女子学生がひとりで教室を使用したり、やむを得ず深夜まで大
学に残る場合も単独行動は絶対に避けるよう心がけましょう。
学内でバック等を放置していて、盗難にあうケースがあります。財布や携帯電話など貴重品は必ず
身につけて机の上などに放置しないでください。

電話による呼び出し・照会はいっさい行いません！
保護者・友人等から本学へ電話による学生の呼び出しを依頼される場合がありますが、本学
では電話口への取次や放送連絡はいっさい行いません。
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自転車通学の学生へ
自転車通学の学生へ



安全講習会受講者へ自転車入構許可ステッカーを交付します。
安全講習会受講者へ自転車入構許可ステッカーを交付します。

本学では、自転車防犯予防対策として自転車通学の学生に「自転車入構許可ステッカー
」
（以下、ス （以下、
本学では、
自転車防犯予防対策として自転車通学の学生に「自転車入構許可ステッカー」
ステッ
テッカー ）を交付しています。ステッカーを貼付していない自転車の大学構内への乗り入れを禁止して
カー）
を交付しています。
ステッカーを貼付していない自転車の大学構内への乗り入れを禁止しています。
います。
自転車通学を希望する学生は、
下記の方法で自転車通学の登録およびステッカーの交付を受けてください。
自転車通学を希望する学生は、
下記の方法で自転車通学の登録およびステッカーの交付を受けてください。

１．安全講習会の受講
１．安全講習会の受講
自転車通学の学生へ

安全講習会受講者へ自転車入構許可ステッカーを交付します。
本学の自転車通学者は安全講習会の受講を義務付けます。学内掲示・UNIVERSALPASSPORT（近大

大学生活を始めるにあたって
その他の注意事そ
項の他の注意事項
大学生活を始めるにあたって

本学の自転車通学者は安全講習会の受講を義務付けます。自転車で通学を希望される方は下記のURL
UNIPA）において安全講習会の開催日時・場所を告知しますので、確認のうえ必ず受講してください。
本学では、自転車防犯予防対策として自転車通学の学生に「自転車入構許可ステッカー 」
（以下、ス
なお、ステッカーは講習会終了時に配付いたします。
もしくはQRコードより安全講習動画を視聴し、確認テストを解答してください。
テッカー ）を交付しています。ステッカーを貼付していない自転車の大学構内への乗り入れを禁止して
２．登録用紙の提出
います。
URL：https://questant.jp/q/kindai_bycicle2022
登録用紙へ必要事項（所属学部・学科、学籍番号、氏名、住所、電話番号等）を記入し、学生課へ申
自転車通学を希望する学生は、
下記の方法で自転車通学の登録およびステッカーの交付を受けてください。
※2022年度内のみ有効
請してください。
１．安全講習会の受講
※2023年度以降についてはその都度UNIPAで配信します。
３．ステッカーの交付
本学の自転車通学者は安全講習会の受講を義務付けます。学内掲示・UNIVERSALPASSPORT（近大
登録用紙を提出した際にステッカーを交付します。交付されたステッカーは、速やかに自転車の後輪
UNIPA）において安全講習会の開催日時・場所を告知しますので、確認のうえ必ず受講してください。
２．ステッカーの交付
泥除けまたは、サドル支柱部分等目につきやすい場所に貼付してください。
なお、ステッカーは講習会終了時に配付いたします。

 安全講習動画視聴後の確認テストに合格（正答率8割以上）をもってステッカーを交付します。
２．登録用紙の提出
４．再登録の手続
登録用紙へ必要事項（所属学部・学科、学籍番号、氏名、住所、電話番号等）を記入し、学生課へ申
登録した自転車は、番号登録で管理しています。自転車の買換え・盗難等により、使用している自転
交付されたステッカーは、速やかに自転車の後輪泥除けまたは、サドル支柱部分等目につきやすい
請してください。
車が変更となる場合は、再登録の手続が必要となります。学生課へ申請してください。
位置に貼付してください。
３．ステッカーの交付

学内駐輪場においてステッカーが未貼付の自転車は放置自転車とみなし、集積場への移動を実施しま
登録用紙を提出した際にステッカーを交付します。交付されたステッカーは、速やかに自転車の後輪
３．再登録の手続
す。集積場へ移動された自転車は、撤去する場合がありますので注意ください。
泥除けまたは、サドル支柱部分等目につきやすい場所に貼付してください。

 登録した自転車は、番号登録で管理しています。自転車の買換え・盗難等により、使用している
４．再登録の手続
自転車が変更となる場合は、再登録の手続が必要となります。学生課へ申請してください。
単車通学許可について
安全運転講習会受講者へ単車入構許可ステッカーを交付します。
登録した自転車は、番号登録で管理しています。自転車の買換え・盗難等により、使用している自転

その他の注意事項

車が変更となる場合は、再登録の手続が必要となります。学生課へ申請してください。

 指定場所以外及び学内駐輪場においてステッカーが未貼付の自転車は放置自転車とみなし、集積
本学では、大学構内への自動車および単車の乗入は「禁止」としております。ただし、単車（原動機
学内駐輪場においてステッカーが未貼付の自転車は放置自転車とみなし、集積場への移動を実施しま
付自転車・自動二輪）については、通学事情などにより許可することがあります。事前に学生課に相談
場への移動を実施します。
集積場へ移動された自転車は、
撤去する場合がありますので注意ください。
す。集積場へ移動された自転車は、撤去する場合がありますので注意ください。
のうえ、所定の手続を済ませ許可を得た学生は指定の単車駐輪場を利用する事ができます。

1．単車通学の条件
安全運転講習会受講者へ単車入構許可ステッカーを交付します。
単車通学許可について
単車通学許可について
安全運転講習会受講者へ単車入構許可ステッカーを交付します。
・通学経路は自宅・下宿先から大学までとし、大学を中心に半径1.5km（本学を中心に北方向は、
JR、近鉄河内永和駅、南は近鉄久宝寺駅、東は八尾北医療センター 、西はJR長瀬駅）以遠に在住の

本学では、大学構内への自動車および単車の乗入は「禁止」としております。ただし、単車（原動機
本学では、大学構内への自動車および単車の乗入は「禁止」としております。ただし、単車（原動
学生が対象です。
付自転車・自動二輪）については、通学事情などにより許可することがあります。事前に学生課に相談
・自賠責保険および任意保険に必ず加入してください。
機付自転車・自動二輪）については、通学事情などにより許可することがあります。所定の手続を済
のうえ、所定の手続を済ませ許可を得た学生は指定の単車駐輪場を利用する事ができます。
・単車通学登録申請期間内に手続を行い、大学指定の安全運転講習会を受講してください。
ませ許可を得た学生は指定の単車駐輪場を利用する事ができます。
・単車駐輪場を使用するにあたり、維持管理費として年間で3,000円が必要です。
1．単車通学の条件
・通学経路は自宅・下宿先から大学までとし、大学を中心に半径1.5km（本学を中心に北方向は、
・新入生割当台数は70台を予定し、予定数になりしだい締切ります。
１．単車通学の条件
JR、近鉄河内永和駅、南は近鉄久宝寺駅、東は八尾北医療センター 、西はJR長瀬駅）以遠に在住の

2．申請手続

学生が対象です。
・通
 学経路は自宅・下宿先から大学までとし、大学を中心に半径約2.5km（例：北方向は東大阪市立
単車通学の条件にご理解いただいた方は、下記の手順で申請手続をしてください。
・自賠責保険および任意保険に必ず加入してください。

（１）単車通学申請書受付期間に申請書類を提出。
藤戸小学校・布施北高校、南方向は近鉄八尾駅、東方向は東大阪市立玉串小学校・東大阪市立花園
・単車通学登録申請期間内に手続を行い、大学指定の安全運転講習会を受講してください。

（２）安全運転講習会へ出席。
・単車駐輪場を使用するにあたり、維持管理費として年間で3,000円が必要です。
中学校、
西方向は地下鉄北巽駅）
以遠に在住の学生が対象です。
（2.5km以内の方は、
申請できません。
）
（３）維持管理費の納入。
・新入生割当台数は70台を予定し、予定数になりしだい締切ります。

・自賠責保険および任意保険に必ず加入してください。
3．注意事項
2．申請手続
・単車通学申請登録書の配布および申込は、学生課で受付します。
単車通学の条件にご理解いただいた方は、下記の手順で申請手続をしてください。
・単車通学登録申請期間内に手続を行い、大学指定の安全運転講習会を受講してください。
なお、単車通学の申請をした学生も、
「通学証明書」の発行も受けられます。
（１）単車通学申請書受付期間に申請書類を提出。
・単車駐輪場を使用するにあたり、維持管理費として年間で3,000円が必要です。
・内容確認後に自宅が大学より1.5ｋｍ以内である事が判明した場合は、提出書類を返却いたします。
（２）安全運転講習会へ出席。

また、単車通学許可後、自宅が大学より1.5ｋｍ以内である事が判明した場合は、単車通学許可は取
（３）維持管理費の納入。
２．申請手続
消します。

3．注意事項
・納入された維持管理費は、理由を問わず返還いたしません。
手続きの詳細は、決定次第UNIPAにてお知らせいたします。
・単車通学申請登録書の配布および申込は、学生課で受付します。

・車両の違法改造・単車駐輪場内での迷惑行為（指定外駐輪）
・単車通学許可書の他人への貸出及び譲
なお、単車通学の申請をした学生も、
「通学証明書」の発行も受けられます。
渡等厳重注意にも関わらず改善が見られない場合は、単車通学許可を取消します。
・内容確認後に自宅が大学より1.5ｋｍ以内である事が判明した場合は、提出書類を返却いたします。
また、単車通学許可後、自宅が大学より1.5ｋｍ以内である事が判明した場合は、単車通学許可は取
消します。
・納入された維持管理費は、理由を問わず返還いたしません。
・車両の違法改造・単車駐輪場内での迷惑行為（指定外駐輪）
・単車通学許可書の他人への貸出及び譲
渡等厳重注意にも関わらず改善が見られない場合は、単車通学許可を取消します。
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長期休暇を迎えるにあたって
ゴールデンウィーク・夏期・冬期・春期等の長期休暇中は特に次の事項に留意してください。
１

その他の注意事項

STUDENT LIFE GUIDE BOOK 2022

大学生活を始めるにあたって

生活マナーについて
旅行などで、羽目を外し周囲の迷惑となる行動は慎み、社会のマナーを守るようにしましょう。
２ 飲酒について
 未成年の飲酒、飲めない人への飲酒の無理強い、一気飲みの強要など、急性アルコール中毒での死亡例もあ
り過度の飲酒は絶対にやめましょう。また、飲酒運転（自転車含む）は決してしないでください。またそれら
をしようとしている人には勇気をもって注意しましょう。
３ 交通ルール・マナーについて
 自転車、バイク、自動車を運転する際には、交通ルール・マナーを遵守し、事故等に巻き込まれないように
交通安全を心がけてください。万が一、事故を起こした又は遭った場合は速やかに警察へ届け出てください。
また違法駐輪は、周りの方の迷惑になるため、絶対にしないでください。
４ SNS の利用について
 SNSでのトラブルが急増しています。SNSは簡単に情報を共有できますが、個人情報、他人の誹謗中傷、悪
ふざけの投稿は知らぬ間に拡散するなど、使用方法を誤ると思わぬ事態に発展します。SNSの特性を十分に理
解した上で有効に活用してください。
５ アルバイトについて
 長期休暇中に違法アルバイト（１．客引き行為、２.勧誘行為、３.客待ち行為、４.左記１～３をさせる行為）
には十分に気を付けてください。これらの行為は条例によって禁止されており、違反した場合は罰則があり、
氏名等が公表されることもあります。
６ 悪徳商法について
 若者を狙った悪質商法による、トラブルも増加しています。うまい話はめったにありません。"おいしい話"と
思ったら十分警戒し、必要がない時はきっぱりと断りましょう。契約はその場で即決せずに、家族や友人に相
談することも有効です。マルチ商法、ネットワークビジネス、デート商法、資格商法等は一例ですので、日頃
から自分の身は自分で守るという意識を持ち、悪質商法に注意してください。
７ カルト宗教による勧誘について
 「ボランティア活動に参加しませんか？」と声をかけられ、アンケートに答えているうちに住所や電話番号を
安易に答えてしまい、今度教会に行こう、合宿に参加しようと誘われ、断れなくなり、やむなく参加し洗脳さ
れてしまうといったケースがあります。近畿大学でも通学途中に声をかけられるといった事が報告されていま
す。このような事があれば、必ず学生部へご連絡ください。
８ 特殊詐欺について
 特殊詐欺とは、電話やメールを使って対面することなく被害者をだまし、お金を振り込ませたり、被害者の
自宅や待ち合わせ場所で被害者からお金をだまし取る犯罪です。「お金を下ろすだけ、現金を受け取るだけ」の
簡単なバイトとの誤解から受け子や出し子となり、犯罪（詐欺）検挙される学生が全国増えています。安易な
誘いには十分気を付けてください。
９ 違法薬物について
 大麻やMDMAや危険ドラッグの薬物使用が急増しています。薬物使用は、使用者の身体、生命に危害を及ぼ
すのみならず、友人や家族を失い、想像もつかない影響を及ぼします。一生を棒に振らないよう薬物の誘いに
は断る勇気を持ち、決して薬物などには関わらないようにしてください。
１０ 感染症予防について
 外出から帰宅した際には、うがい・手洗いを励行し、日頃から十分な睡眠を心がけ、バランスの良い食生活
を送り、感染症予防に努めましょう。
１１ 冬山等への外出について
 冬山は、急激な気象の変化や大雪、雪崩など厳しい自然条件下にあり、遭難事故に結びつく場合が多々あり
ます。登山は、計画段階から無事に帰宅するまで、自己責任において行わなければなりせん。知識や経験、技
術の伴わない登山は厳に慎んでください。
１２ 海外渡航について
 休暇中に留学・研修・旅行等で海外へ渡航する場合は、必ず以下の注意事項を確認し、安全には充分注意の
うえ渡航してください。また、本学所定のプログラムで渡航する場合は、海外リスク管理制度OSSMAカード
および指定の海外旅行保険加入者証を常に携帯し、それぞれのガイドブックを熟読してください。
（1）外務省へ渡航の届出をおこなうこと
（2）3ヵ月未満の場合は「たびレジ」外務省海外旅行登録に登録をすること
【 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ 】
（3）3ヵ月以上滞在の場合は「在留届」を提出すること
【 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/ 】
（4）海外旅行保険に加入すること
（5）外務省海外安全ホームページで渡航地域の情報を確認すること
PC版【 http://www.anzen.mofa.go.jp/index.html 】
アプリ版【 http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html 】
（6）渡航先の日本大使館・総領事館の所在地を確認しておくこと
【 http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html 】
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学校感染症について
１．感染予防に努めましょう

その他の注意事項

《日常できる感染予防対策》
（1）帰宅後は手洗い、うがいを行いましょう。
（2）日ごろから十分な睡眠を心がけましょう。
体をやすめることは免疫力を向上させることにつながり、病気にかかりにくくなります。
（3）日ごろからバランスの良い食生活を送り、免疫力を高めておきましょう。
カップラーメンなどのインスタント食品だけで済ませたり、偏った食事は免疫力の低下
につながります。野菜、魚・肉類、豆類、海藻類、キノコ類、イモ類、ゴマやナッツな
どの種子類をバランスよく摂りましょう。その時期に採れる旬の野菜は栄養価が高いの
で、積極的に食べるように心がけましょう
《咳エチケット》
（1）マスクを正しく着用する（不織布マスクを推奨）。
（自分自身の感染予防だけでなく、人への感染も防ぎます）
（2）咳やくしゃみをするときはティッシュなどで口や鼻を覆う。
（使用したティッシュは適切に処理しましょう）
（3）咳やくしゃみをした後は必ず石鹸と流水で20秒以上手を洗う。
（アルコール製剤や手指消毒薬はより効果的です）
（4）人ごみを避け、また感染している人や感染が疑われる人との接触を極力避ける。
《感染が疑われたら》
 感染の疑わしい場所や人との接触があり、咳やくしゃみ、発熱などの症状が見られたら無理
に登校せずに、マスクを着用し最寄りの医療機関を受診するようにしましょう。
【感染症と診断された患者と同居している場合】
・可能であれば、患者と別の部屋で過ごしましょう。
・患者と接する場合はマスクを着用し、手をこまめに洗うようにしましょう。
・患者の発症から2週間程度は自分も体調の変化に注意し、その間に症状が出た場合は、医療
機関にその旨を電話で伝え早めに受診しましょう。

２．学校感染症と診断された場合

感染拡大を防ぐため、治癒するまでの期間は学校保健安全法により出席停止となります。
大学の所属学部（連絡先はP9を参照ください）へ速やかに連絡し、
下記の事項を伝えてください。
（1）氏名、所属学部（または研究科）、学年、学籍番号
（2）病名、いつからその症状があったか、現在の状況
（3）最後に大学に登校した日
（4）クラブなどの所属団体
（5）連絡先

３．治癒後の手続

 学生規程第17条により、病気、災害その他の理由により１週間以上欠席する場合は、所定の
欠席届および診断書の証明書類を所属学部に提出しなければいけません。
 感染症に罹患した場合は、日数にかかわらず、医療機関において「診断書」（医療機関所定様式）
または「学校感染症治癒証明書」
（大学のホームページからダウンロードできます）に証明を受け、
所属学部に提出してください。
欠席した授業や試験については、所属学部で指示を受けてください。

※新型コロナウィルス感染拡大防止対策等については大学ホームページを参照してください。
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４．感染症に関する情報については、下記のホームページで確認できます。
厚生労働省感染症情報

（h ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/
kekkaku-kansenshou/index.html）
国立感染症研究所感染症疫学センター
（https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html）
外務省海外安全ホームページ
（https://www.anzen.mofa.go.jp/）
大学生活を始めるにあたって

担 当 医

様
近 畿 大 学

学校感染症治癒証明書の記入に ついて（依頼）
学校保健安全法に定められた学校感染症に罹患した本学学生について、診断内容、出席停止期間等を下記にご記入い
ただきますようお願い申し上げます。
問い合わせ先：近畿大学各学部事務部 TEL:(06)6721-2332
＊「学校感染症治癒証明書」による情報について、近畿大学は原則として第三者への開示をいたしません。ただし、学内集団感染に

その他の注意事項

おいて緊急を要する場合、法令に基づく場合や、本人の生命・身体・財産を保護するために必要がある場合には、本人の同意を得ず
に例外的に第三者（保健福祉局など）に開示することがあります。

学校感染症治癒証明書
学部
研究科

近畿大学
学籍番号
氏

名

上記の者を下記の学校感染症と診断しました。本疾患が軽快し、感染症予防上登校しても支障ないことを証明します。
令和
下記の疾病により平成

年

令和
日～平成

月

年

月

日まで出席停止したことを報告

します。
【感染症名】（該当欄に○印をつけてください）
種類

出席停止期間の基準

病 名

○印

（ただし、医師が感染のおそれがないと認めた時は、この限りではない。）

病名

第
一
種

（
インフルエンザ

治癒するまで。

）

発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで。

（特定鳥インフルエンザを除く。）

第
二
種

百日咳

特有の咳が消失するまで
又は５日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。

麻しん

解熱した後三日を経過するまで。
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５日を経過し、
かつ、全身状態が良好になるまで。

流行性耳下腺炎

発しんが消失するまで。

風しん
水痘
咽頭結膜熱

すべての発しんが痂皮化するまで。
主要症状が消退した後２日を経過するまで。
病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで。

結核
髄膜炎菌性髄膜炎
コレラ

病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで。

細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎

第
三
種

病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで。

急性出血性結膜炎
その他の感染症※
（

）

※ その他の感染症の例 （条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症）
・溶連菌感染症 ・手足口病 ・ウイルス性肝炎 ・ヘルパンギーナ ・伝染性紅斑（りんご病）
・マイコプラズマ感染症 ・流行性嘔吐下痢症（ロタウイルス・ノロウイルス等）

平成
令和

年

月

日

医療機関名
住

所

医 師 名

㊞
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メディカルサポートセンター
（KINDAIクリニック）
メディカルサポートセンター（Ｋ
ＩＮＤＡＩクリニック）
メディカルサポートセンター（ＫＩＮＤＡＩクリニック）
メディカルサポートセンター（KINDAIクリニック）では、みなさんの健康管理のために内科、心
療内科（予約制）を中心とした保険診療、健康相談、応急手当、カウンセリング、健康診断などを行っ
ています。当センターは11月ホール３階にあります。
身体の不調やいろいろな悩みが生じたときには気軽にご相談ください。健康相談、カウンセリング
の結果、精密検査や専門的な治療が必要なときには医師やカウンセラーが適宜、医療機関への紹介も
行っています。
内容

KINDAIクリニック
受付時間
TEL（06）4307－3110

月
火
水

午前 9 ：00～ 12：30
午後14：15～ 16：30
内科

木
金

午前 9 ：00～ 12：30
午後14：15～ 16：30
内科・心療内科（予約制）
午前 9 ：00～ 12：30
午後14：15～ 16：30
内科

土

精神衛生相談
カウンセリング
TEL（06）4307－3076

保健室対応
応急手当
TEL（06）4307－3075

10：00～ 18：00
（予約制）

8：30～ 20：30

10：00～ 15：00
（予約制）

8：30～ 12：30

メディカルサポートセンター（ＫＩＮＤＡＩクリニック）

（曜日・時間帯は変更の可能性があります）

※KINDAIクリニックを受診をする時は、学生証、健康保険証、各種医療証等を必ずお持ちください。
（各種医療証等：遠隔地被扶養者証など）
※保険証のコピーは使えません。
※応急手当では内服薬・湿布等はお渡しできません。
※カウンセリングは、予約制になっています。
カウンセリング希望者本人が、カウンセリング室受付で、または電話にて予約してください。
電話での申し込み TEL（06）4307-3076（カウンセリング室直通）
メディカルサポートセンターホームページhttps://www.kindai.ac.jp/health/
定期健康診断の日程や健康に関する情報などを公開しています。

健康管理

みなさんの健康は今まである程度、保護者の管理下にあったのですが、大学生ともなれば自分の健
康は自分で管理する責任があります。特に下宿している人は、環境の急激な変化により、心身ともに
無理が生じることもありますので、くれぐれも健康には気をつけてください。
身体に少しでも変調を感じたときは、メディカルサポートセンターに相談し、適切な指示・アドバ
イスを受けてください。場合によっては、できるだけ早く専門医に診てもらうことが大切です。

定期健康診断

本学では、毎年４月に学校保健安全法および本学学生規程に基づき、全学生を対象に定期健康診断
を実施しています。定期健康診断はみなさんの健康状態を把握するとともに、病気の早期発見による
早期治療を目的としています。（諸事情により日程が変更となる場合もあります）
これまでに健康診断によって、肺や心臓などの病気が早期発見されています。
定期健康診断で疾病またはその疑いが発見された場合は、本人に通知して医療機関受診の指導・紹
介を行っています。

健康診断証明書

毎年春期に行う定期健康診断の結果に基づき、就職活動に必要な健康診断証明書を発行しますので、
必ず指定日に受診してください。
〔注〕健康診断証明書の発行は５月中旬以降となります。

委託医療機関（校医）
森下外科
石田眼科
池田病院
はらだ耳鼻咽喉科

〒577-0818 東大阪市小若江3-24-22
☎（06）6724-6163
〒577-0807 東大阪市菱屋西1-20-14
☎（06）6721-1244
〒577-0805 東大阪市宝持1-9-28
☎（06）6721-0151
〒577-0816 東大阪市友井2-34-27（幸宝ビル1階） ☎（06）6726-4133

近畿大学病院
近畿大学奈良病院

〒589-8511 大阪狭山市大野東377-2
〒630-0293 奈良県生駒市乙田町1248-1

近畿大学医療機関
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☎（072）336-0221
☎（0743）77-0880

学生教育研究災害傷害保険（学研災）
学
生
教
育
研
究
災
害
傷
害
保
険
（
学
研
災
）学
研
災
付
帯
賠
償
責
任
保
険
（
付
帯
賠
責
）
の
ご
案
内
のご案内
学研災付帯賠償責任保険（付帯賠責）
大学における学生のみなさんの活動は高等学校時代に比べて大きく広がり、自らが怪我をした
り、また誤って他人の物を壊したり、他人に怪我を負わせて賠償を求められる事故も散見されます。
このため、本学では研究活動中の不慮の災害事故補償および賠償事故に備えるため「学生教育
研究災害傷害保険（略称：学研災）」
「学研災付帯賠償責任保険（略称：付帯賠責）」に、学生全
大学生活を始めるにあたって

員が加入し、学生生活をサポートしております。詳細は学生部学生課で確認してください。

学生教育研究災害傷害保険（通学中等傷害危険担保特約付帯）
（学研災）
日本国内外において、教育研究活動中（通学も含む）に生じた急激かつ偶然な外来の事故によって
身体に傷害を被ったときに保険金が支払われます。

学校行事中

学校施設内にいる間

事故例：体育の授業

事故例：大学祭の

において、サッカー

模擬店で調理中、

中、階段から転落

の試合中に足を骨折

コンロの鍋が足に

して右足関節靭帯

した。

落ち火傷した。

損傷した。

学校内外での課外活動中

学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学

正課中

事故例：休み時間

通学中（※）

学校施設等相互間の移動中

事故例：スキー部

事故例：講義をうけるため、大学に

事故例：授業終了後、課外活動に参

の合宿練習中、転

向かう際、自転車で転倒し骨折した。

加するため学外の体育館に移動する
途中、転倒し左足首靭帯

骨折した。

損傷した。

学

倒した際に左足を

（※）大学の授業等、学校行事又は課外活動（クラブ活動）への参加の目的をもって、合理的な経路及び方法により、住所と学校施設等との間を往復する間

◆保険金の種類と金額
担保範囲
正課中
学校行事中
通学中
学校施設等相互間の移動中
学校施設内（課外活動を除く）
学校施設内外での課外活動中

医療保険金
支払保険金
対象：治療日数1日以上

3,000円～30万円
対象：治療日数4日以上

6,000円～30万円
対象：治療日数14日以上

3万円～30万

入院加算金

後遺障害
保険金

死亡保険金

1日につき

4,000円

120万円～
2,000万円
3,000万円

1日につき

4,000円

60万円～ 1,000万円
1,500万円

1日につき

4,000円

60万円～
1,000万円
1,500万円

（※）入学してから卒業するまで、全額大学負担で加入しています。
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学研災付帯賠償責任保険（付帯賠責）
日本国内外において、正課・学校行事・課外活動（インターンシップ、ボランティア活動）および
その往復等で他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより、学生が法律上の損害賠償責
任を負ったときに保険金が支払われます。

◆補償のコース・範囲

① Ａコース（通称：学研賠）
正課（実験・実習を含みます）中、学校行事中、課外活動（インターシップ、ボランティア活動）
中およびその往復（休み時間中やクラブ活動中は含みません。）
事故例：実験の授業中に誤って実験器具を壊してしまった。

学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学

② Cコース（通称：医学賠）
Ａコースの内容及び臨床実習・看護実習等の医療関連実習中およびその往復（＊）
事故例：医療実習中、体力測定の手伝いをしたところ、握力計を誤って壊してしまった。

（＊）往復とは各コースに規定する活動への参加を目的としてその住居と活動場所となる施設の間を合理的な経路および方法
で移動することをいいます。

◆補償内容・金額
Ａコース

学

保険金額

対人賠償・
対物賠償

対人賠償合わせて１事故につき1億円程度（※免責金額０円）

人格権
侵害補償

補償外

（＊）入学から卒業するまで全額大学負担で加入をしています。
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Ｃコース

奨学金
勉学意欲が旺盛な学生で、経済的理由により修学が困難な方に対し、学資の一部を給付・貸与し学
業を継続させることを目的とした各種の奨学制度があります。近畿大学奨学金（給付・貸与）・日本
学生支援機構奨学金の給付・貸与を希望する人は、大学が指定する期間内に申し込みをしてください。
また貸与奨学金は卒業後、所定の期間内に返還しなければなりません。この返還金が次の奨学金の
原資となりますので、計画的な返還を心掛けましょう。
大学生活を始めるにあたって

○近畿大学の奨学金
１．近畿大学給付奨学金
○給付金額（一括給付）
給付

年額

300,000円

○給付期間
「１年度限り」です。次年度以降も希望するときは、毎年申し込みをしてください。

奨学金

○出願資格
 本学の大学院、大学、短期大学部に在学している人で、人物・学業ともに優秀でありながら、経
済的理由により修学が困難な人（外国人留学生・研究生等は対象になりません）。

他の奨学金団

体で給付を受けていない人。（日本学生支援機構給付奨学金の第１区分に該当していない人）。
申請年度において、学内の特待生でない人。
○申込書類の配布・受付（奨学課）
5月下旬に、募集予定の案内を行います。
○選考
家庭の経済事情、学業成績および人物の総合判定により決定します。
○採用決定
採用内定、不採用の結果は文書で通知予定です。
○交付
９月下旬に給付額を一括して学生本人の銀行口座に振り込みます。

２．近畿大学奨学金（貸与・定期採用）
○貸与金額

貸与（無利子）

全学生（大学院・学部・短期大学部）

年額

600,000円

薬学部医療薬学科

年額

800,000円

○貸与期間
「１年度限り」です。次年度以降も希望するときは、毎年申し込みをしてください。
○出願資格
 本学の大学院、大学、短期大学部に在学している人で、経済的理由により修学が困難な人。
家計基準は、日本学生支援機構 第二種奨学金（大学院を除く）に準じます。
返還の義務があることを認識している人。
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○申込書類「奨学金申込要項」冊子の配付手続
毎年３月下旬～４月上旬にかけて、奨学課で配付します。
○申込書類の受付
毎年４月。詳細は「奨学金申込要項」冊子で確認してください。
※令和４年度の申込期間
学部・短大生（新入生）は、令和４年4月 ４ 日から4月 ８ 日まで。
学部・短大生（在学生）は、令和４年4月11日から4月15日まで。
大学院生（新入生・在学生）は、令和４年4月4日から4月6日まで。
毎年内容が変更されますので、前年度の申込書等は使用できません。
書類提出前に、近大UNIPAよりログインして、奨学金申込の入力をします。
○面接
申込書類提出時、同時に行います。
○選考
学業成績、家庭の経済事情、人物等を選考のうえ決定します。
○採用の決定
奨学金

 採用内定、不採用の結果は文書で通知予定です。なお、採用内定者には採用に係る手続書類を郵
送します。
○採用の手続
６月下旬に奨学課で行います。
 借用証書の提出が必要です。書類作成時、連帯保証人２名（①父母または父母に代わる保護者②
原則として４親等以内の親族）の署名・捺印と印鑑登録証明書の提出が必要となります。
○交付
７月下旬に年額を一括して学生本人の銀行口座に振り込みます。
○返還
 卒業（修了）後、毎年12月に一定金額（年賦）を6年から20年にかけて返還します（返還年数
は借用金額により異なります）。
※返還年賦額は奨学課で確認してください。

３．近畿大学災害特別奨学金
○貸与金額

貸与（無利子）

年額

600,000円

○貸与方法
年額を一括して、学生本人の銀行口座に振り込みます。
○貸与期間
「１年度限り」です。
○出願資格
本学の大学院、大学、短期大学部に在学している人で、過去５年以内に災害に遭い、
「り災証明書」
が発行され、経済的理由により修学が困難な人。申込時に在学している人。
○相談窓口
奨学課で随時相談に応じています。
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○返還
 卒業（修了）後、毎年12月に一定金額（年賦）を6年から20年にかけて返還します（返還年数
は借用金額により異なります）。
※返還年賦額は奨学課で確認してください。

4．近畿大学応急奨学金
○貸与金額

貸与（無利子）

年額

600,000円
大学生活を始めるにあたって

○貸与方法
年額を一括して、学生本人の口座に振り込みます。
○貸与期間
「１年度限り」です。
○出願資格
 本学の大学院、大学、短期大学部に在学している人で、１年以内に家計支持者の失職・破産・会

奨学金

社の倒産・離別・病気・死亡等により家計が急変し、学業の継続が困難な人。申込時に在学してい
る人。
○相談窓口
奨学課で随時相談に応じています。
○返還
卒業（修了）後、毎年12月に一定金額（年賦）を6年から20年にかけて返還します（返還年数は、
借りた額により異なります）。
※返還年賦額は奨学課で確認してください。

○日本学生支援機構奨学金
《奨学金の種類》

（3）入学時特別増額貸与奨学金（有利子：一括貸与）
（4）給付奨学金

１．第一種奨学金（無利子）
○貸与金額

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（2）第二種奨学金（有利子）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（1）第一種奨学金（無利子）

日本学生支援機構奨学金についての詳細は、
次のホームページでもご覧いただけます。
日本学生支援機構ホームページアドレス
https://www.jasso.go.jp/

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

令和4年度入学者
通学区分

自宅通学

学種

自宅外通学

、4万 円、 ３万 円、2万 円、６万４千 円
、5万 円、4万 円、 ３万 円、
５万４千 円
から選択
2万円から選択
５万3千 円（ ※ ）、4万 円、 ３万 円、2万 円、６万 円（ ※ ）、5万 円、4万 円、 ３万 円、2万
短期大学部
から選択
円から選択
（※）

大学（学部）

（※）

（※）各区分の最高月額…家計支持者の収入基準あり。
大学院（課程）

修士課程

博士前期課程

博士・博士後期課程

貸与月額
５万円、８万８千円 から選択
８万円、12万２千円から選択

○貸与方法
機構から毎月指定された日に、学生本人名義の銀行口座へ直接振り込まれます。
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○貸与期間
貸与期間は原則として、賃与が実際に始まる月から卒業（修了）するまでの標準修業年月です。
※毎年１月（予定）に「奨学金継続願」をスカラネットパーソナル（インタ－ネット）を通して
提出する手続があります。手続しない場合は奨学金が廃止となります。
○出願資格および推薦基準
大学院

高度の研究能力を有し、経済的理由により修学に困難があると認められる人。
【学力】大学等および大学院の学修成績等により判定し、次項に該当する者であること。
  （1）修士・博士前期課程
大学等および大学院における成績が特に優れ、将来、研究能力または高度の専門性を要す
る職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認められること。
（2）博士・博士後期課程
大学等および大学院における成績が特に優れ、将来、研究者として自立して研究活動を行い、
またはその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力を備えて活動する
ことができると認められること。
【家計】
奨学金

 本人および配偶者（定職収入がある場合のみ）の令和3年分（1～ 12月）収入金額が、機構
の定める収入基準額以下であること。ただし、令和3年と令和4年（見込）の収入金額に変更が
ある場合は、令和4年の収入金額とします。
収 入 基 準 額 表

第一種

修士・博士前期課程

299万円

博士・博士後期課程

340万円

学部・短期大学部

人物・学業ともに特に優れ、かつ健康であって経済的理由のため、著しく修学が困難な人。
学力―1年生:高校の評定平均値3.5以上。
2年生以上:標準修得単位数を満たし、学年での所属学部の成績上位1/3以内。
家計―大学学部（標準4人世帯・本人自宅外通学）
（目安）家計支持者等の収入（令和2年分）が次のいずれかに該当する者とします。
・給与世帯の場合………原則 年間収入金額 851万円以下（税込）
・その他の世帯の場合…原則 年間所得金額 443万円以下（必要経費控除後）
※家族の人数や事情によって異なります。
※収入・所得金額は、令和3年度の目安です。
○申込書類「奨学金申込要項」冊子の配付手続
毎年3月下旬~4月上旬にかけて、奨学課の窓口で配付します。
○申込書類の受付
毎年4月。詳細は「奨学金申込要項」冊子で確認してください。
※令和4年度の申込期間
学部・短大生（新入生）は、令和4年4月 4 日から4月 8 日まで。
学部・短大生（在学生）は、令和4年4月11日から4月15日まで。
大学院生（新入生・在学生）は、令和4年4月4日から4月6日まで。
毎年内容が変更されますので、前年度の申込書等では申請できません。
書類提出後、指定する期間内（４月）にインターネットでの申し込みを行います。
※申し込み入力後、
マイナンバー
（申込本人と家計支持者）
を直接、
日本学生支援機構へ提出します。
（学部・短期大学部のみ）
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○面接
大
学

学

－申込書類提出時、同時に行います。

院

部・短期大学部 －申込書類提出時、同時に行います。

○選考
学業成績、家庭の経済事情、人物等について、日本学生支援機構の推薦基準に照らし推薦します。
○採用の決定（予定）
：６月中旬 ⎫

学

：７月中旬 ⎭

部・短期大学部

⎬

採用、不採用とも文書にて通知します。
大学生活を始めるにあたって

大学院
○交付（予定）
大学院

：６月中旬 ⎫

学

：７月中旬 ⎭

部・短期大学部

⎬

機構から振り込まれます。

○返還
 貸与終了の翌月から数えて７ヵ月目の月に、金融機関から口座振替（リレー口座）によって返還
することになります。割賦方法は、月賦、または月賦・半年賦併用の中から選択できますが、計画
的に確実な返還をするためには、１回あたりの負担が少なくて返還しやすい月賦をお薦めします。

奨学金

【返還の例】第一種奨学金
ー令和4年度

大学院入学の場合ー

修士課程
博士前期課程
博士・
博士後期課程

ー令和4年度
区分
学部
（4年制）

学部
（6年制）

ー令和4年度
区分
短大
（2年制）

貸与月額

貸与月数

貸与総額

返還月賦額

返還回数（期間）

50,000円

24ヵ月

1,200,000円

8,333円

144回（12年）

88,000円

24ヵ月

2,112,000円

12,571円

168回（14年）

80,000円

36ヵ月

2,880,000円

15,000円

192回（16年）

122,000円

36ヵ月

4,392,000円

18,300円

240回（20年）

大学入学の場合ー
通学形態

貸与月額

貸与月数

貸与総額

返還月賦額

返還回数（期間）

自宅・自宅外共通

30,000円

48ヵ月

1,440,000円

9,230円

156回（13年）

自宅通学

54,000円

48ヵ月

2,592,000円

14,400円

180回（15年）

自宅外通学

64,000円

48ヵ月

3,072,000円

14,222円

216回（18年）

自宅・自宅外共通

30,000円

72ヵ月

2,160,000円

12,857円

168回（14年）

自宅通学

54,000円

72ヵ月

3,888,000円

16,200円

240回（20年）

自宅外通学

64,000円

72ヵ月

4,608,000円

19,200円

240回（20年）

短期大学入学の場合ー
通学形態

貸与月額

貸与月数

貸与総額

返還月賦額

返還回数（期間）

自宅・自宅外共通

30,000円

24ヵ月

720,000円

6,666円

108回（9年）

自宅通学

53,000円

24ヵ月

1,272,000円

8,833円

144回（12年）

自宅外通学

60,000円

24ヵ月

1,440,000円

9,230円

156回（13年）
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２．第二種奨学金（有利子）
○貸与金額

大学院（全課程）

学部（全学部）短期大学部

希望する奨学金の月額を次の中から選べます。
5万円・8万円・10万円・13万円・15万円
（貸与途中で月額を変更することもできます）
希望する奨学金の月額を次の中から選べます。
2万円～ 12万円（１万円単位）
（貸与途中で貸与金額を変更することもできます）
※薬学部2万円の増額希望もできます。
（ただし12万円を選んだ場合のみ）

○利率
①利率固定方式、②利率見直し方式（５年ごとの見直しを想定）のいずれかを選択します。
在学中は無利息。利率上限３％。
○貸与方法
毎月、機構から指定された日に、学生本人名義の銀行口座へ直接振り込まれます。
○貸与期間
貸与期間は、原則として、貸与が実際に始まる月から卒業（修了）するまでの標準修業年月です。
奨学金

※毎年１月（予定）に「奨学金継続願」をインターネットを通して提出する手続があります。手
続しない場合は廃止となります。
○出願資格および推薦基準
大学院

高度の研究能力を有し、経済的理由により修学に困難があると認められる人。

【学力】
（1）修士・博士前期課程
次のいずれかに該当すること。
①大学等および大学院における学修成績等により判定するものとし、その成績が優れ、将来、
研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することがで
きると認められること。
②大学院における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められること。
（2）博士・博士後期課程
次のいずれかに該当すること。
①大学等および大学院における学修成績等により判定するものとし、その成績が優れ、将来、
研究者として自立して研究活動を行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事するのに
必要な高度の研究能力を備えて活動することができると認められること。
②大学院における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められること。
【家計】
 本人および配偶者（定職収入がある場合のみ）の令和3年分（1～ 12月）収入金額が、収入
基準額以下であること。ただし、令和3年と令和4年（見込）の収入金額に変更がある場合は、
令和4年の収入金額とします。
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収 入 基 準 額 表

第二種奨学金

修士・博士前期課程

536万円

博士・博士後期課程

718万円

学

部・短期大学部

学力－１年生：高等学校における成績が、その者の属する学年の平均水準以上であるもの。
２年生以上：大学における成績が、おおむね平均水準以上であるもの。
家計－大学学部（標準４人世帯・本人自宅外通学）
（目安）家計支持者等の収入（令和3年分）が次のいずれかに該当する者とします。
・給与世帯の場合………原則

年間収入金額

1,194万以下（税込）

・その他の世帯の場合…原則

年間所得金額

786万円以下（必要経費控除後）

○申込書類「奨学金申込要項」冊子の配付手続
大学生活を始めるにあたって

毎年3月下旬~4月にかけて、学生部奨学課の窓口で配付します。
○申込書類の受付
毎年4月上旬。詳細は「奨学金申込要項」冊子で確認してください。
※令和4年度の申込期間
学部・短大生（新入生）は、令和4年4月 4 日から4月 8 日まで。
学部・短大生（在学生）は、令和4年4月11日から4月15日まで。
大学院生（新入生・在学生）は、令和4年4月4日から4月6日まで。
毎年内容が変更されますので、前年度の申込書類等では申請できません。

奨学金

書類提出後、指定する期間内（４月）にインターネットでの申し込みを行います。
※申し込み入力後、
マイナンバー
（申込本人と家計支持者）
を直接、
日本学生支援機構へ提出します。
（学部・短期大学部のみ）
○面接
大
学

学

院

－申込書類提出時、同時に行います。

部・短期大学部 －申込書類提出時、同時に行います。

○選考
学業成績、家庭の経済事情、人物等について、日本学生支援機構の推薦基準に照らし推薦します。
○採用の決定（予定）
大学院

：６月中旬 ⎫

学

：７月中旬 ⎭

部・短期大学部

⎬

採用、不採用とも文書にて通知します。

○交付（予定）
大学院

：６月中旬 ⎫

学

：７月中旬 ⎭

部・短期大学部

⎬

機構から学生本人名義の口座へ直接振り込まれます。

○返還
（1）原則として、卒業（修了）後、最長２０年以内に元利均等方式で返還し、返還回数は賃与総
額に応じて決定します。
（2）返還は月賦または月賦・半年賦併用とし、卒業（修了）後各自の金融機関の預貯金口座（リレー
口座）からの自動引落とします。
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【返還の例】第二種奨学金
①利率は年利３％で計算しています。
②返還総額には卒業（修了）から返還開始までの間の利率も含まれています。
③返還回数に返還月賦額を乗じても、端数調整の関係で返還総額にならない場合があります。
大学院（2年制）

貸与月数24ヵ月（貸与始期4月）利率3%の場合

貸与月額

貸与月数

貸与総額

返還月賦額

返還回数（期間）

50,000円

24ヵ月

1,200,000円

1,448,002円

10,055円

144回（12年）

80,000円

24ヵ月

1,920,000円

2,349,227円

15,059円

156回（13年）

100,000円

24ヵ月

2,400,000円

3,018,568円

16,769円

180回（15年）

130,000円

24ヵ月

3,120,000円

4,087,467円

18,923円

216回（18年）

150,000円

24ヵ月

3,600,000円

4,844,592円

20,185円

240回（20年）

大学院（3年制）

貸与月数36ヵ月（貸与始期4月）利率3%の場合

貸与月額

貸与月数

貸与総額

返還月賦額

返還回数（期間）

50,000円

36ヵ月

1,800,000円

2,202,404円

14,117円

156回（13年）

返還総額

奨学金

80,000円

36ヵ月

2,880,000円

3,672,102円

19,125円

192回（16年）

100,000円

36ヵ月

3,600,000円

4,844,592円

20,185円

240回（20年）

130,000円

36ヵ月

4,680,000円

6,297,973円

26,242円

240回（20年）

150,000円

36ヵ月

5,400,000円

7,266,917円

30,279円

240回（20年）

大学学部（4年制）

貸与月数48ヵ月（貸与始期4月）利率3%の場合

貸与月額

貸与月数

貸与総額

30,000円

48ヵ月

1,440,000円

50,000円

48ヵ月

2,400,000円

返還総額

返還月賦額

返還回数（期間）

1,761,917円

11,293円

156回（13年）

3,018,568円

16,769円

180回（15年）

80,000円

48ヵ月

3,840,000円

5,167,586円

21,531円

240回（20年）

100,000円

48ヵ月

4,800,000円

6,459,510円

26,914円

240回（20年）

120,000円

48ヵ月

5,760,000円

7,751,445円

32,297円

240回（20年）

大学学部（6年制）

貸与月数72ヵ月（貸与始期4月）利率3%の場合

貸与月額

貸与月数

貸与総額

返還月賦額

返還回数（期間）

30,000円

72ヵ月

2,160,000円

2,679,629円

15,950円

168回（14年）

50,000円

72ヵ月

3,600,000円

4,844,592円

20,185円

240回（20年）

返還総額

80,000円

72ヵ月

5,760,000円

7,751,445円

32,297円

240回（20年）

100,000円

72ヵ月

7,200,000円

9,689,270円

40,372円

240回（20年）

120,000円

72ヵ月

8,640,000円

11,627,154円

48,446円

240回（20年）

短期大学部（2年制）
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返還総額

貸与月数24ヵ月（貸与始期4月）利率3%の場合

貸与月額

貸与月数

返還月賦額

返還回数（期間）

30,000円

24ヵ月

720,000円

833,004円

7,713円

108回（9年）

50,000円

24ヵ月

1,200,000円

1,448,002円

10,055円

144回（12年）

80,000円

24ヵ月

1,920,000円

2,349,227円

15,059円

156回（13年）

100,000円

24ヵ月

2,400,000円

3,018,568円

16,769円

180回（15年）

120,000円

24ヵ月

2,880,000円

3,672,102円

19,125円

192回（16年）
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貸与総額

返還総額

３．入学時特別増額貸与奨学金（有利子・一括貸与）

大学院、大学、短期大学の第１学年（新入生）
、編入学生において、第一種奨学金または、第二種

奨学金の貸与を受けるものに対し、希望により増額して貸与されます。
○貸与金額
一 括 貸 与
（有 利 子）

10万円、20万円、30万円、40万円、50万円から選択

○貸与方法
大学生活を始めるにあたって

第一種奨学金または、第二種奨学金の初回貸与時に選択した金額が一括して貸与されます。
○利率
第二種奨学金の貸与利率に0.2%を上乗せした利率となります。
○申込の条件
 機構の指定する収入基準額以下であるか、または、「日本政策金融公庫の『国の教育ローン』が
利用できなかったことについて（申告）」の書類を提出できる者。

※その他「日本学生支援機構奨学金」に関する手続について

奨学金

○日本学生支援機構「大学等奨学生採用候補者」として決定した人へ（進学届の提出）
 高等学校等で「大学等奨学生採用候補者」として決定した人は「進学届」の提出が必要です。
大学が指定する受付期間に手続を完了してください。
○高等学校等で日本学生支援機構の貸与を受けていた人へ（在学届の提出）
 過去に日本学生支援機構の貸与を受けていた人が、大学在学中に返還の猶予を希望する場合は、
「在学届」の提出が必要です。「在学届」は、学生部奨学課で受付しています。「在学届」の様式
や在学猶予についての詳しい説明は、高等学校等で配付された「返還のてびき」をご覧ください。
日本学生支援機構のホームページ（参考）
http://www.jasso.go.jp

※奨学金に関する注意事項
火災、風水害、家計支持者の失職、・破産・会社の倒産・離別・病気・死亡などで家
計状況が急変・悪化した世帯を対象に「近畿大学応急奨学金」「日本学生支援機構緊
急（第一種）・応急（第二種）奨学金」制度を設けています。随時、学生部奨学課へ
相談してください。
・奨学金に関することは学生部奨学課にお問い合わせください。
・奨学金制度に関する詳しい内容は日本学生支援機構および大学のホームページをご覧ください。
・２年生以降、日本学生支援機構奨学金または近畿大学奨学金の貸与を新たに希望する場合は、
３月下旬から学生部奨学課で配付する「奨学金申込要項」冊子を熟読し、所定の期間に申し込
みをしてください。冊子の配付を受けていない場合、奨学金の申込資格はありません。
（注）冊子の配付期間は、事情により変更することがあります。必ず大学のホームページで確
認してください。
・外国人留学生対象の奨学金については、グローバルエデュケーションセンターにお問い合わせ
ください。
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４．給付奨学金

給付奨学生として採用されてから卒業する（修業年限の終期）まで、世帯の所得金額に基づく区分

に応じて下表の金額（月額）が、原則として毎月振り込まれます。
区分

自宅通学
38,300円

第1区分
大学

（42,500円）
25,600円

第2区分

短期大学

（28,400円）
12,800円

第3区分

（14,200円）

自宅外通学
75,800円
50,600円
25,300円

1．生活保護世帯（受けている扶助の種類を問いません。）で自宅から通学する人及び児童養護施
設等（※）から通学する人等は、上表のカッコ内の金額となります。
2．自宅通学とは、学生が生計維持者（父母等）と同居している（またはこれに準ずる）状態のこ
とをいいます。進学届提出時に「自宅外通学」の月額を選択する場合、自宅外通学であること
の証明書類の提出が必要です。
奨学金

※「児童養護施設等」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設（情緒障害児短期
治療施設から改称）、児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）を行う者、小規模住居型児童養育
事業（ファミリーホーム）を行う者、里親を指します。
〇支給額の見直し
毎月の支給額は、前年の所得金額等に基づき毎年度10月に見直されます。
〇貸与奨学金（第一種奨学金・第二種奨学金）を併せて利用する場合
 給付奨学金と第一種奨学金を合わせて利用する場合、第一種奨学金の貸与月額の上限額が制限さ
れます。
【調整後の貸与月額】
※令和2年度から施行された給付奨学金受給中の場合の貸与月額
区分

自宅通学
第1区分

大学

第2区分
第3区分
第1区分

短期大学

第2区分
第3区分
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0円
（0円）
0円
（0円）
21,700円
（20,000円、30,300円）
0円
（0円）
0円
（0円）
22,900円
（28,500円）

自宅外通学
0円
0円
19,200円
0円
0円
17,400円

※ 親と同居している生活保護世帯の人、児童養護施設等から通学する人は、(

)内の金額となります。

※ 調整後の貸与月額表において、20,000円の設定は平成30年度以降入学者が選択できる月額であ
り、平成29年度以前入学者は20,000円を選ぶことはできません。
なお、第二種奨学金の貸与月額には、給付奨学金の利用は影響しません。
日本学生支援機構ホームページの進学資金シミュレーターであなたが収入の基準に該当するかどう
か、おおよその確認ができますので、ご活用ください（試算によるものであるため、実際に申し込ん
だ場合の結果とは必ずしも一致しません）。
大学生活を始めるにあたって

〇選考基準
給付奨学金の支給を受けるには、次の（1）と（2）の両方を満たす必要があります。
（1）学力基準
（2）家計基準（収入基準・資産基準）
〇申込書類「奨学金申込要項」冊子の配付手続
毎年３月下旬～４月上旬（予定）にかけて、奨学課の窓口で配付します。

奨学金

〇募集スケジュール（予定）
令和４年度に実施する在学採用については、年2回の募集を実施する予定です。
第1回：4月申込受付開始、7月採用決定（4月始期）
第2回：9月申込受付開始、12月採用決定（10月始期）
※給付奨学金に関する詳細につきましては、日本学生支援機構のホームページにてご確認ください。
（https://www.jasso.go.jp/）
。
※給付奨学金の支給対象の学生は、授業料の減免も同時に受けることができます。

○地方公共・民間育英団体の奨学金
近畿大学奨学金、日本学生支援機構奨学金のほかに、地方公共団体および民間育英団体の奨学金が
あります。これらの奨学金の大半は、本学を通じて出願を行いますが、一部の団体は個人で出願する
方法を採っています。団体からの募集依頼（募集時期はおおむね２月～５月）がありしだい、大学の
ホームページまたは奨学課の奨学金専用掲示板に掲示します。

○学費提携ローン「オリコ学費サポートプラン」
「オリコ学費サポートプラン」は近畿大学が株式会社オリエントコーポレーション（通称オリコ）
とローン提携したもので、学生（保護者）に対して経済的な支援を行うことを目的としています。
「オリコ学費サポートプラン」は学費等をオリコが立替払いして大学に納付し、利用者はオリコに
分割支払することで、一時的な負担を軽減することができます。
「オリコ学費サポートプラン」の概要
・利用使途

授業料等の大学納付金

・申込者

保護者の方（原則保証人は不要）
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・支払方法

通常払い、ステップアップ払い（在学中は分割払手数料のみ支払）、
親子リレー払いから選択できます

・分割払手数料率

実質年率3.0%（固定）

・取扱上限額

500万円、700万円（薬学部のみ）

・必要書類

学費の納付書等

・借用金振り込み

オリコから大学指定の口座へ直接振り込まれます

※注意事項
・申込者の責により、大学納付期日までにオリコからの入金ができない場合、延滞料金の納付・
学費未納除籍となりますので、本プラン利用にあたっては、自己責任のもと、申し込み手続・
期日等の日程に注意して手続してください。
・
「オリコ学費サポートプラン」契約後、休学手続等で返金が発生した場合は、大学から学費負
担者に返金いたしますが、返金には時間を要します（２～３ヵ月程度）。返金までに発生する
利息は、申込者とオリコとの契約上、申込者の負担となりますのであらかじめご了承願います。
・
「オリコ学費サポートプラン」は近畿大学在学生および近畿大学入学予定者以外の利用は認め
られません。
奨学金

○「オリコ学費サポートプラン」についてのお問い合わせ
オリコ学費サポートデスク（フリーダイヤル

0120-517-325）で受付しています。

○インターネットからのお申し込み方法・提携ローンの紹介
 申込ホームページは「入学予定の方」と「既に在学中の方」に分かれています。誤ったホームペー
ジから申し込みすると無効になりますので、正しいホームページから申し込みしてください。
【在学生向け】
近畿大学トップページ（https://www.kindai.ac.jp/）→学生生活・就職→学費・奨学金→「教育
ローン」（在学しているキャンパスのリンクをクリックしてください）
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教育ローン
日本政策金融公庫の教育ローンは、無担保のうえ低金利（年利1.65%、
〈母子家庭、父子家庭、世
帯年収200万円（所得132万円）の方または子ども３人以上（注）の世帯かつ世帯年収500万円（所
得356万円）以内の方は1.25%〉令和3年11月現在）で、その他の融資条件も他の金融機関に比
べて穏やかです。利用できるのは大学・短大・専修学校などへの進学者の保護者で、学生1人につき
350万円までの融資が受けられます。在学中でも限度枠の範囲ならいつでも利用できます。
大学生活を始めるにあたって

返済期間はどの教育期間もすべて15年以内〈母子家庭、父子家庭、交通遺児家庭、世帯年収（所
得）200万円（132万円）以内の方または子ども３人以上（注）の世帯かつ世帯年収500万円（所
得356万円）以内の方は18年以内〉です。在学中の元金据置も可能です。
「国の教育ローン」は、日本政策金融公庫の店舗のほか、最寄りの金融機関でも取り扱っています。
各自が直接お問い合わせください。
（注）お申込いただく方の世帯で扶養しているお子さまの人数をいいます。年齢、就学の有無を問い
ません。

教育ローン

日本政策金融公庫のホームページ
http://www.jfc.go.jp/
教育一般貸付（国の教育ローン）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

学生厚生資金
不慮の事故や負傷その他、急にお金が必要となったとき、一時的に貸出をする制度です。
貸付金は30,000円以内。無利子です。利用する際は、学生証と印鑑を持参のうえ、学生部奨
学課窓口にて所定用紙に必要事項を記入して申し込んでください（保護者の同意が必要です）。
返済期間は、貸出日から2カ月間です。
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学生健保共済会
〔https://kindai-wellness.jp〕
学生健保共済会は、会員学生の心身の健康維持・増進をはかり、充実した学生生活を支援・助成す
ることを目的とする相互扶助制度です。以下の各支部・学校の学生全員を会員として組織され、本部
と７つの支部で構成されています。
東 大 阪 支 部（東大阪キャンパス）

奈 良 支 部（奈良キャンパス）

大阪狭山支部 （大阪狭山キャンパス）

広 島 支 部（広島キャンパス）

福 岡 支 部（ 福 岡 キ ャ ン パ ス ）

和歌山支部 （和歌山キャンパス）

名 張 支 部

加盟各支部の全学生が入学と同時に自動的に会員になります（通信教育、科目等履修生は除く）。
加入のための手続は必要ありません。
学生健保共済会

事

業

概

要

学生健保共済会は、健康増進事業・保険共済事業・その他の関連事業を行っています。

■健康増進事業
具体的には、○芸術・文化・交流活動（体験ツアーなど）
○各種講座・教室の開催（テーブルマナー講習会など）
○講演会の開催
○スポーツ活動
（スキー＆スノボツアー・各種スポーツ大会など）
○健康指導（アルコールパッチテストなど）
○フィットネス施設 KEEP の設置・運営（P.81参照）
自分らしい個性的なライフスタイルを学生生活の中で創りだすための助成を行っています。
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■保険共済事業
○医療費の給付手続 SUPPLY PROCEDURE OF MEDICAL EXPENSE
 学生健保共済会では、会員が保険医療機関（病院・医院・診療所等）で保険証を使用して受診し
た際に、 医療機関窓口で支払う自己負担額を、後日、決められた申請手続により、会員に給付（振
込）します。

次に該当する場合は、給付対象外です。
大学生活を始めるにあたって

○高額療養費・家族療養費付加金等として医療保険等から給付されるもの
○各種文書料・健康診断・室料差額・入院時食事療養費・自費診療費
○歯科での診療
○マッサージ・指圧・鍼灸・装具・美容整形・コンタクトレンズの購入等
○通学途中の単車事故（ただし、本学所定の手続を行い単車通学の許可を受けた会員は除く）
○自動車賠償責任保険その他原因負担者等によって医療費の支払いを受けられる場合
○特定疾患等で自己負担率が０％の場合等
○闘争行為や飲酒運転等の違法行為による事故の場合等

学生健保共済会

○海外での治療費
（外国へ行くときは短期・長期にかかわらず、各自で海外旅行傷害保険等に加入してください）

医療保険と学生健保共済会との関連について
 現在、みなさんは組合健康保険・国民健康保険・共済保険等、いずれかの医療保険に被扶養者と
して加入されていると思います。一般の医療保険は、２つの保険に加入することは認められていま
せん。しかし、本学の学生健保共済会は相互扶助的な任意団体ですから、現在加入している医療保
険とは異なりますので給付が受けられます。

医療費給付を受けるには
 給付申請書の本人記入欄に、記入・捺印のうえ、あなたが受診した病院等で証明を受け、学生健
保共済会の窓口に持参してください。申請書には入院外（通院）と入院の２種類があります。

入院外（通院）

入 院

※病気・ケガ等（歯科での診療を除く）

学生健保共済会の窓口で振込口座届・申請書を受取る
またはホームページからダウンロード
https://kindai-wellness.jp/kegabyoki/kakikata.html

本人記入欄に記入・捺印
医療機関で証明を受ける（1ヵ月単位）
または医療機関発行の領収書を添付（1ヵ月単位）
学生健保共済会の窓口へ申請
学生本人（会員）名義口座に振込
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○申請するときの注意

ATTENTlON WHEN APPLYING

○学生健保共済会窓口（学生部内）へ特参し、申請してください。郵送での申請は原則認めません。
○申請書は月ごとに提出します。治療がすべて終わってからではありません。長期にわたり入院・
通院する場合も、月ごとに証明を受けるか、月ごとの領収書とともに提出してください。
○申請書の提出期限は、診療月の翌月から数えて3ヵ月目にあたる月の15日です。提出締切日
が土・日曜日、休日の場合は、前日が締切日になります。
○交通事故による申請の場合は、医療機関発行の領収書（原本）を必ず添付してください。
○総合病院で診療を受けた場合は、診療科別に、診療と処方箋指示による院外処方（調剤薬局）
と別々に、申請書を提出してください。
○医療費給付申請書に証明をもらう際に文書料（手数料）が必要な医療機関もあります。文書料
は給付対象外となりますので、事前に医療機関に確認してください。
○医療費給付申請書に証明をもらう代わりに、医療機関記入欄を本人記入のうえ領収書を添付し
て申請することもできます。

領収書を添付して申請するときの注意
○領収書に、以下のすべての内容が明示されていること。
◇受診者氏名

◇診療日

◇診療日数（入院日数） ◇医療機関の領収印

学生健保共済会

◇負担割合および保険診療点数

◇領収額

○同一医療機関（総合病院では診療科別）で、診療月ごとに1ヵ月分の内容を1枚で申請してください。
○医療機関記入欄は本人が記入してください。

申請の際、必要なもの
○初めての申請
◇学生証

◇保険証

◇振込口座届

◇預金通帳（ゆうちょ銀行、ネットバンク、労働金庫以外の銀行、または信用金庫に限る）
※2回目以降でも学籍番号や振込口座が変わったときは、上記4点が必要です。
○2回目以降の申請
◇学生証

◇保険証

年間給付限度額等
○会員1人に対する年間給付限度額は300,000円です。
※改正される場合もあります。改正された場合は学生健保共済会ホームページにて公開します。

○給付申請の締切日等について
受診月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
78
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締切日
7月15日
9月15日
9月15日
10月15日
11月15日
12月15日
1月15日
2月15日
3月15日
4月15日
5月15日
6月15日

SUPPLY APPLICATION DAY OF DEADLINE

医療費給付申請の締切日
○土・日曜日、休日および学生健保共済会窓口（学生部内）
が休みの場合、締切日が繰り上げになります。必ず学生
健保共済会窓口（学生部内）またはウェルネスガイドで
ご確認ください。期限を過ぎての申請は原則として受け
付けません。

医療費給付の内訳について
総医療費（100％）
健康保険負担額
（法定給付70％）

自己負担額（30％）
医療機関の窓口で支払う

自己負担

●高 額療養費が医療保険等から給
付される場合は、その差額（自
己負担額－高額療養費支給分）
を学生健保共済会から給付しま
す。

高額療養費

大学生活を始めるにあたって

健保共済会負担（上限72,300円）
自己負担（30％）

＜高額療養費制度とは＞
 自己負担額（所得に応じて異なる）が、一定額を超えた場合、その超えた額が各保険者（国民
健康保険、全国健康保険協会管掌等の各種保険組合）から支払われる制度です。学生健保共済会
では、1ヵ月72,300円を限度額とします。ただし、12ヵ月以内に高額療養費の支給が4回以
上あった場合、4回目以降は自己負担限度額を40,200円に設定しています。

学生健保共済会

※高額療養費は、請求しないと給付されない保険者があります。詳細に関しては加入している
各保険者へお問合わせください。

■保険共済事業（詳細は当会のホームページを参照ください）
保険共済事業として、その他に次の給付を行っています。
○死亡弔慰金

５万円

○災害見舞金

会員住居（大学に届出の現住所、または保護者のいずれか）、などが災害のため
に損害を受けたときは、災害の程度に応じ災害見舞金を給付します。
但し、内閣府発表の災害救助法適用地域に限ります。
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○厚生施設利用補助金
学生健保共済会には、次の厚生施設があります。
所定の手続に従って利用した場合、一泊につき3,000円（年間5泊まで）の補助を行います。
○親不和観光ホテル（新潟県親不和）
○ペンション

メルヘンハウス斑尾（長野県

○北志賀高原ロッジ（長野県
○ペンション&コテージ
○ペンション

北志賀高原）

サンセットイン（長野県

シュトラーゼ（長野県

○賢島パークホテル

賢島）

美杉町）

○高田グリーンランド（和歌山県
○ペンション

雲取温泉）

てるてるぼーず（兵庫県

神鍋高原）

○ホテルかねいちや・ロッジかねいちや（兵庫県
○民宿

なぎさ（愛媛県

白馬五竜&47）

木島平）

みち潮（三重県

○美杉リゾート（三重県

斑尾高原）

東鉢伏高原）

大三島）

○田辺スポーツパーク（和歌山県

田辺市）

○国民休暇村（全国35ヵ所）
学生健保共済会

＜厚生施設の利用方法＞
１．学生健保共済会窓口（学生部内）へ希望する施設を申し出る。
２．学生健保共済会窓口（学生部内）が施設へ電話をして予約する。
３．予約がとれたら「予約確認書」と「補助券」を受け取る。
※利用者全員の「学生証（コピー可）」が必要です。
４．「学生証」「予約確認書」「補助券」を持って厚生施設へ。
５．料金精算時に補助券に記載されている金額を差し引いた金額が請求されるので、その金額
を支払ってください。

㊟：キャンセル料が必要な施設もありますので、宿泊日の変更、キャンセルの場合は早急に学生
健保共済会窓口（学生部内）に申し出てください。
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■その他の関連事業
○AED・救急薬品（バック）の貸し出し
合宿・ゼミ旅行など団体活動での病気やけがに備えて応急処置ができるよう、AED・救急薬品（バッ
ク）の貸し出しを行っています。
代表者は学生証・印鑑（認め）を持参してください。

フィットネス施設KEEP 場所：11月ホール地下1階
大学生活を始めるにあたって

学生（会員）の健康管理・増進のためにKEEP（フィットネス施設）があります。
 KEEPは近畿大学生なら誰でも利用することができます。利用するには、KEEP利用証の発行手続
が必要です。利用証の発行手続は、受付において随時行っています。
 KEEPには、有酸素マシンが11台、ウエイトマシンが12台、ストレッチマシン2台を完備してい
ます。
 スタジオフロアでは、インストラクターによるヨガやサーキットトレーニングなどのレッスン、利

学生健保共済会

用者の目的に合わせたパーソナルトレーニングなども行っています。
エクササイズの後は、シャワーでリフレッシュできます。
 また、KEEP施設内には、アロマオイル専用の機器を設置していますので、季節ごとの香りを楽し
むことができ、疲れた心や身体を癒すことができます。
施設利用料は、1回200円となり、6回1,000円の回数券も受付にて販売しています。
気軽にご利用ください。スタッフ一同お待ちしております。
KEEPを利用する場合に必要なもの
1

学生証

2

KEEP利用証（他の身分証での利用はできません）

3

ウェア（スポーツウェアなど動きやすい服装）

4

シューズ（屋外で使用している靴では利用できません）

5

タオル

利用時間帯
開室曜日

月・火・水・木・金

土

開室時間

12：30～ 19：00

9：00～ 11：30

※休暇期間中は、一部閉室期間あり。詳細については、入口横掲示板にてご確認ください。
※チェックインは閉室時間の30分前・チェックアウトは閉室時間の最大30分後になります。
最終チェックイン

18：30迄（土11：00）

最終チェックアウト

19：30迄（土12：00）
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アルバイトについて
アルバイトは、本来学生生活の経済面を一部充足するための便宜的な手段です。学業の余暇に行う
ことを前提にして、できるだけ不必要なアルバイトは避け、自分の生活設計の中で有意義なものにな
るよう、各自で心がけてください。また、アルバイトであっても社会で働く一員としての責任が伴う
ことを十分に心してください。

アルバイトの紹介と応募方法
直接応募（紹介状不要）

近畿大学アルバイト紹介サイト（https://www.aines.net/kindai）
１．上記サイトにて求人情報を閲覧して選ぶ。
↓〔就労条件を確認する〕
２．直接求人先へ電話する。
↓〔集合時間・場所、持参品などを確認する〕
↓〔先着順に受け付けされる〕
アルバイトについて

３．就労〔学生証、印鑑を持参する〕
※利用登録には、
近畿大学が交付する「KINDAI ID・パスワード」
（○○○＠kindai.ac.jp）が必要です。
「KINDAI ID・パスワード」を忘れた方はKUDOSにて確認してください（要学生証）
。
※利用登録後は、何時でもどこでも携帯電話からも閲覧できます。
※ホームページの運用は、学生課が（株)学生情報センターに業務委託しています。

アルバイト注意事項
就労するにあたっては、本来、求人側と十分な話し合いのうえ、契約書がかわされるべきものです。
また、下記の事項は就労の際必ず確認してください。
１．仕事内容、就労場所および集合場所
２．始業・終業時刻、休憩時間、休日・休暇等の諸条件
３．賃金（金額、支払日、支払方法）時間給契約の場合、休憩時間に対する賃金は、通常支払われません
４．服装、持参品等
○何か問題が生じたときには
 アルバイト学生も労働基準法の適用を受ける労働者です。賃金の不払い、就労条件の相違など、
問題のあるバイト（ブラックバイト）は決して少なくはなく、雇用条件を事前に確認しましょう。
困ったことがあれば下記に相談してください。
大阪府労働環境課 （06）6946-2600
○アルバイト就労中のケガについて
 就労中（業務上）の災害事故や通勤途中の事故が発生した場合、その費用については雇用主が
負担するのが原則です。
 事故内容によっては労働者災害補償保険の適用を受けることができますので雇用主に確認して
ください。また、トラブルが生じた場合は、労働基準監督署に相談してください。あわせて、早
急に学生部学生課に連絡してください。
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住居案内
あこがれの大学生活がいよいよスタート。入学を機にひとり暮らしを始めるみなさんも多いことと
思います。下宿生活は、とかく生活が乱れやすいものです。両親の元を離れて誰からも監視されない
気楽さの反面、孤独感におそわれて自分をコントロールできなくなりがちです。さびしさをまぎらわ
すために、下宿で夜更けまで友人たちと騒いだり、友人宅を泊まり歩いたりして生活が乱れ、その結
果、学業がおろそかになって留年、退学ということにもなりかねません。下宿は単なる寝場所ではな
大学生活を始めるにあたって

く、みなさん自身の生活のベースとなる場であることを自覚しましょう。
ワンルームマンション等の下宿を探すとき、近畿大学ホームページの「住居案内」を見ることがで
きます。本学が推薦している不動産業者（近畿大学推薦店）、本学に登録している個人オーナー所有
の住居を紹介していますのでご参照ください。
■近畿大学ホームページからのアクセス方法
近畿大学
URL

https://www.kindai.ac.jp

➡

学生生活・就職

➡

学生支援

➡ 「住居案内」

住居案内

注意！
契約は学生本人と不動産業者（家主）との間で取り交わすことになります。後でトラブルが発生し
ないよう、解約時の条件などを十分確認したうえで契約してください。また、最寄り駅前にて住居斡
旋等の勧誘を行っている業者は、本学と一切関係ありませんのでご注意ください。

一般的な1ヵ月当たりの住居費用（参考）
種別

部屋の 1ヵ月当たり
の費用
広さ
4.5畳

間貸
6畳

ワンルーム
マンション

4.5
～
8畳

備

考

12,000～ 光熱、水道代は実費支払
20,000円 （3,000～ 6,000円）
その他管理及び雑費等
（0～ 5,000円）
15,000～ ※入居時のみ
25,000円 礼金
（3,000～ 100,000円）
光熱、水道代は実費支払
（5,000～ 8,000円）
その他管理費等
35,000～
（0～ 5,000円）
60,000円
※入居時のみ
保証金
（150,000～ 350,000円）

自宅外通学者の一般的な
1ヵ月当たりの生活費（参考）
（マンションの例）
部屋代（6畳） 35,000～ 60,000円
その他管理費等

0～

5,000円

朝・夕食代

20,000～ 35,000円

昼食代

10,000～ 15,000円

光熱・水道代

5,000～

8,000円

散髪代

1,500～

5,000円

書籍・文具代

5,000～

6,000円

日常費（雑費）

3,000～

5,000円

0～

5,000円

交通費
計

79,500～ 144,000円

※上記はいずれも目安であり、個人の希望・生活状
況等により変わります。
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学内施設案内
窓口事務取扱い時間
大学院・共通教育学生センター（教職課程）

平 日
土曜日

8：45～ 20：00
8：45～ 12：30

学生部

平 日
土曜日

8：45～ 20：30
8：45～ 12：30

土曜日

8：45～ 12：30

平

8：45～ 18：30

経営学部・短期大学部

各学部
学生センター 法学部・経済学部・理工学部・建築学部・薬学部・ 平 日 8：45～ 18：30
文芸学部・総合社会学部・国際学部・情報学部
財務部資金室
グローバルエデュケーションセンタ－

日

平

日【 ７月～ 12月】
【 １月～ ６ 月】
土曜日【12月～ 7 月】
【 8 月～11月】

キャリアセンター

8：45～ 18：30
8：45～ 20：00
8：45～ 12：30
閉室

※各事務所管により、窓口事務取扱い時間が異なります（各部署の定めた行事日程に従ってください）
。
日曜・祝日および創立記念日は業務を行っておりません。長期休暇中については別途お問い合わせ
ください。

学生食堂・売店のご案内
学内施設案内

食堂では、豊富なメニューを取り揃えています。また、教科書、書籍、学用品など生活用品を取扱っ
ている近畿大学生活協同組合や英語村Ｅ３
［e－cube］、カフェ・コンビニエンスストアも設置してい
ます。（日曜日・祝日・大学休講日は休業）
営業日・営業時間は変更することもあります。詳しくは各店に直接お問い合わせください。
名称

場所

営業時間

電話番号

７号館１階

（月）～（金）10：00～ 20：00
（土）10：00～ 16：00
オーダーストップは閉店の30分前

（06）6721-2562

DNS POWER CAFE
THE CHARGING PIT & DINER
THE CHARGING PIT & DINER
BAKERY & ICECREAM

（月）～（金）10：00～ 17：00
（土）10：00～ 15：00

近畿大学生活協同組合

フードコンビニPlum（プラム）
〔食品コンビニ〕

（月）～（金）
（土）

8：45～19：45
10：30～15：00

ショップLeaf（リーフ）
〔書籍購買〕

（月）～（金）
（土）

8：45～19：45
10：30～15：00

（月）～（金）
（土）

10：00～18：00
10：30～15：00

（06）6723-9771

オフィスRoot（ルート）
〔生協事務室〕

（月）～（金）
（土）

9：30～19：00
10：30～15：00

（06）6725-3311

Cafeteria November
〔食堂〕

（月）～（金）
（土）

10：00～20：00
11：30～15：00

（月）～（金）
（土）

10：00～17：00
閉店

（月）～（金）
（土）

10：00～20：00
10：00～17：00

（月）～（金）
（土）

10：00～15：00
閉店

（月）～（金）
（土）

8：30～20：00
8：30～17：00

トラベルセンター TRUNK（トランク）
〔旅行他〕

Mini Shop November
〔物販〕

21号館1階

11月ホール
地下1階

ブロッサム
カフェ

ＢＬＯＳＳＯＭ
ＣＡＦＥ

すき家
近大をすすらんか。

BLOSSOM
CAFÉ

セブンイレブン
イーキューブ

3
-cube］〔軽食・ドリンク類販売（軽食可)〕
英語村E［e

アカデミック
シ ア タ ー

84

21号館
西隣

ALL DAY COFFEE

4号館1階

CNN Cafê

4号館2階
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（月）～（金） 12：00～18：00（予定）
（土）
閉店
8：00～20：00
（月）～（金）
（土）

10：00～18：00
10：00～17：00

（06）6725-3335

（06）6725-0211

〔大学代表番号〕
（06）6721-2332

（06）4307-3082

その他
近大生校友会クラブオフ
近畿大学卒業生団体の校友会から在学生向けサービスとして展開しているリロクラブの紹介です。
近大生校友会クラブオフ
大学生活を始めるにあたって

https://www.club-off.com/kindaikohyu/
校友会リロクラブオフとは、株式会社リロクラブが提供している、福利厚生サービスを在学生にも
利用できる約200,000店舗以上の優待サービスのことです。
好評いただいているサービスの例として、映画チケット割引券、コメダ珈琲・ガスト・バーミヤン
などの全国チェーン店で利用いただける割引や、学内周辺のお店での割引（学内食堂あり）などがあ
ります。

その他
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課外活動の目的
学生生活の目的は、学問の研究であることはもちろんですが、学友との交流によって、均整のとれ
た円満な人格を形成する課外活動の重要性も見逃せません。教室の授業以外に旺盛な研究心や身体を
鍛える課外活動が極めて大切です。人間は環境によってつくられるとともに、自ら環境を作るもので
もあります。こうした過程において、人間が形成されるわけです。課外活動の諸団体に参加すること
によって、その一員として訓練され、やがてその団体を発展させてゆくようになり、そこで人間がた
くましく成長するのです。
課外活動において組織を構成する人たちは、お互いに家庭環境も違い、出身学校も、そして考え方
も異なりながら、いかにつき合い、いかに協力するかによって、社会生活を営む基礎がつくられ、人
間関係が育成されてゆきます。さらに同輩だけではなく、先輩後輩を通じて、美しい友情がはぐくま
れることにもなります。
このように課外活動は、自己と他者との関係から、他に映ずる自己の姿に自分の置かれている立場
を客観的にながめることとなり、社会的自我の形成に役立ちます。みなさんには課外活動に積極的に
課外活動の目的

参加して、学生時代に名実ともに豊かな人間関係を形成してほしいものです。しかしながらグループ
活動への誤った責任感や、自己の興味本位に溺れて自制を失い、学生生活の使命である勉学をおろそ
かにしてはなりません。
課外活動を通じて人間形成ができるというものの、そこにつくられる人間の大きさ、広さはひとえ
に根底となる学問の深さに支配されるものであり、また知性を欠いては、偉大な創造は不可能であり、
社会に大きく役立つ人間にはなれないということを、心に深く、そして強く銘記しておいてほしいも
のです。
したがって課外活動については、団体の結成、掲示物、募金活動、集金、教室使用など、学則や学
生規程によって規制される点もありますが、これは単に形式的な取締りのための規則ではなくて、み
なさんの自治活動を守り、育てて、大学という高等教育の内部から秩序づけるための教育的配慮です
から、行動の目的内容を自ら認識して、自ら律してください。
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課外活動の設計
課外活動の本質は、自発的な創造活動にあり、学生自らの責任において実践することにあります。
また、課外活動は教職員、先輩、同期、後輩という人間関係の中で、多様性のあるメンバーとの関わ
りにより、自立性や社会性を涵養し、人間形成（＝人格の陶冶）を育む場であります。学生の皆さん
にとっては、勉学一本の学生生活では学べない、社会に出てから役に立つ学びの場となり、社会人基
礎力の形成、向上につながることでしょう。ただし、これから始める大学生活を有意義なものとし、
進んで課外活動に参加しようとする皆さんには注意していただきたい点が３つあります。
課外活動の紹介

第一「何を選ぶか」
興味によって、あるいは友人、先輩の勧誘によっても選ばれるでしょう。また、自分が専攻したい
と思うことと関係があったり、将来の職業との関連性も選択の基準になることもあるでしょう。しか
し、いずれの場合も、あまり学業を圧迫するような無理のあるものであってはなりません。

課外活動の設計

第二「選んだクラブ活動を、どのように取り組んでいくか」
学業との時間的関係を考えて、どんなに興味をひかれるクラブ活動であったとしても、やはり課外
活動にさく時間を考える必要があります。
第三「経済的に無理はないか」
興味があっても、自分の経済状況を超える経費を必要とするクラブ活動は行うべきではありません。
また遠距離通学者は、通学時間のことも十分に考えて決定すべきでしょう。
以上の点を考慮しないでクラブに加入し、それがやがて重荷になって学生生活が困難となった実例
も少なくありません、十分注意しましょう。
課外活動の目的は、決してそのクラブの華やかさではなく、クラブ活動を通じて社会環境に対応で
きる人材の育成です。充実した学生生活を送ってください。
次項から、課外活動を、自治活動、文化活動、体育活動に大別して説明します。

クラブの勧誘についての注意
毎年新入生を迎えるころから、各クラブの活動も活発になってきます。新入生の入部状況によっ
て、１年間の盛衰が決まるのですから、各クラブとも一生懸命に新入部員を募りますが、時には
熱意がいきすぎて、新入生との間にトラブルが生じることもあります。
あなたが勧誘されて、入部する意志のないときは、はっきりとそれを表明しましょう。また団
体活動の認識や内容、状況などの理解不足のために、入部はしてみたものの、やっぱりやめたい。
けれどもやめにくい……そんなあいまいさがトラブルのもとになることもあります。
もしトラブルが起きたときは、スポーツ振興センター、学生課に申し出てください。担当者が、
問題解決にあたります。一人で思い悩み、悪い事態を招かないことが大切です。
つまり、何より重要なのは、まず初めに、はっきりと自分の意志でクラブを選ぶことです。あ
いまいな意思表示は、誤解のもとです。
自分がチャレンジしたい分野のクラブを積極的に選んで、いきいきしたキャンパスライフを楽
しんでいただきたいと思います。
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大学公認学生団体組織図

令和4年4月現在

中央執行委員会
法学部学生自治会
経済学部自治会
※軟式野球部レッドパイレーツ
経営学部自治会
※書道研究会神墨会
理工学部学生自治会
書道研究会神墨会・数学研究会・ゴルフ部・※空手道部・サッカー部五門会・ラグビー部DOLPHINS
建築学部自治会
薬学部自治会

大学公認学生団体組織図

漢方研究会・植物研究会・剣道部・サッカー部・バレーボール部・硬式庭球部・ソフトテニス部・
バスケットボール部・準硬式野球部・バドミントン部
文芸学部学生自治会
総合社会学部自治会
学友会連合会

国際学部自治会
短期大学部自治会
文化会学術系ブロック
英語研究会・天文研究会・法学研究会
文化会研究系ブロック
文
化
会
総
務

囲碁将棋部・観光事業研究会・競技かるた部・考古学研究会・サイクリング部・潜水部・探検部・
釣部釣友会・電気技術部・※薬草研究会・ユースホステラーズサークル・ローバースカウト部
文化会公演系ブロック
映画部・演劇部覇王樹座・奇術部・ギターマンドリンクラブ・※グリークラブ・軽音楽部音楽団・交響楽団・
邦楽部・落語講談研究会
文化会展示系ブロック
華道部・広告研究会・茶道部茶心会・写真部・書道研究墨濤会・鉄道研究会・陶芸部・美術部心世紀会
合気道部・アイスホッケー部・アメリカンフットボール部・居合道部・空手道部・弓道部・近大スポーツ
編集部・剣道部・硬式庭球部・硬式野球部・ゴルフ部・サッカー部・少林寺拳法部・自動車部・柔道部・重

体
育
会
本
部

量挙部・準硬式野球部・水上競技部・スキー競技部・相撲部・ソフトテニス部・卓球部・トライアスロン部
・なぎなた部・日本拳法部・ハンドボール部・馬術部・バスケットボール部・バドミントン部・バレーボー
ル部・フィギュアスケート部・フェンシング部・フライングディスク部・ボート部・ボウリング部・ボクシ
ング部・洋弓部・ヨット部・ライフル射撃部・ラクロス部・ラグビー部・陸上競技部・レスリング部・ロー
ラーホッケー部・ワンダーフォーゲル部・フットサル部・フィールドホッケー同好会
独立団体
英字新聞会・応援部・新聞会・吹奏楽部・赤十字奉仕団
附属施設
近畿大学放送局

合同調査委員会
※は休部中。
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法学部学生部会
法学実務研究会・知的所有権法研究会・憲法公法研究会・公共政策研究会
経済・経営学会学生部会
※税法研究会・会計学研究会・経営学研究会・証券研究会・※ビジネス英語研究会・ゼミナール連絡協議会・
LCBA研究会・地域経済研究会
理工会学生部会研究会連絡協議会
電子計算機研究会・化学研究会・ロボット研究会・自動車技術研究会・エネルギー研究会NEDE・

課外活動の紹介

エレクトロニクス研究会・理工グローバル研究会
建築会学生部会
建築研究会
文芸学部学生部会

大学公認学生団体組織図

※舞台芸術専攻研究会
留学生学友会
韓国留学生学友会
中国留学生学友会
台湾留学生学友会
インターナショナル留学生学友会

学生健保共済会東大阪支部学生部会
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課外活動のあらまし（大学公認団体）
学友会連合会
私たちは、近畿大学の全公認団体の統活
団体として、学内の情報宣伝物の管理等を
通して様々なサポートを行っております。
昨年度はオンラインで新入生歓迎会を行う
など、来年度以降も「with コロナ」の生
活様式に順応してゆき、統括団体として近
畿大学の公認団体を盛り上げて行けるよう
に努めます。
合同調査委員会
課外活動のあらまし（大学公認団体）

合同調査委員会は、近畿大学すべての公
認団体の会計監査と選挙管理を担当してい
ます。会計監査では、課外活動育成費が正
しく運用されているかをチェックし、選挙
管理では、円滑かつ公正な選挙運営のサ
ポートを行っています。学友会連合会に所
属しながら、体育会や文化会とも交流を深
められるアットホームな委員会です。
法学部学生自治会
私たちは、近畿大学の公認団体として、
法学部生への還元活動を目的に日々活動し
ております。昨年度は、履修相談会を実施
し、不安を持つ新入生へのサポートを行う
などして、より良い大学生活が実現できる
よう行動しました。今年度も法学部生の代
表として、学生の頼りになる組織となるよ
うに努めて参ります。
経済学部自治会
私たち経済学部自治会は皆さんから頂い
ている課外活動育成費をもとに日々活動し
ています。その活動として、様々なイベン
トの企画や運営を行っています。皆さんが
楽しんでもらえるような環境を作り、経済
学部生の皆さんが、より充実した大学生活
を過ごすことができるように活動を続けて
いこうと思います。
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経営学部自治会
私たち経営学部自治会は、経営学部生に
より良い学生生活を送っていただくために
３回生４人２回生８人、計12人で活動を
行っています。履修相談や日々の生活で
困ったことがありましたら、経営学部自治
会をぜひ頼ってください。部員一同、精いっ
ぱいサポートさせていただきます！充実し
た学生生活を一緒に始めましょう！
課外活動の紹介

理工学部学生自治会
私たち理工学部学生自治会は主に理工学
部の下部団体の活動のお手伝い、夏季休暇

課外活動のあらまし（大学公認団体）

中に交流会を兼ねた宿泊研修会や毎年11
月に行われる生駒祭に参加し、その中で理
工学部祭の企画・運営を行っています。こ
の他にも様々な活動を平日の12：30～
18：15に17号館１階理工学部学生自治
会室で行っています。
建築学部自治会
私たちは、学部生が日々楽しい学校生活
を送ることができるように、学部生の意見
を聞き、学部長と話し合いをする学部長会
談など様々なイベントを開催している団体
です。他にも、模型講座や映画会など建築
学部ならではのイベントを行っています。
また、大学祭への参加もしており、私たち
自身も楽しみながら活動しています。
薬学部自治会
薬学部自治会は、薬学部生がより充実し
た学生生活を送れるために「学生への還
元」を基に様々な活動を行っています。例
えば、新入生歓迎会や学生相談室、薬学部
祭や学部長会談などの企画を実施していま
す。また、行事に関わる中で、他学部の人
と交流を持つこともでき、委員で協力しな
がら日々活動しています。
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文芸学部学生自治会
私たち文芸学部学生自治会は、文芸学部
生の充実した学生生活の手助けとなるよ
うな、新入生歓迎会・スポーツ大会等様々
なイベントを企画・運営しています。また、
文芸学部祭への参加・協力、卒業アルバ
ム制作の補助も行っております。何か困っ
たことや聞きたい事があれば、お気軽にＦ
館までお越しください！
総合社会学部自治会
私たち総合社会学部自治会（総自）は3
年生5名（写真には1名不在）、2年生10
課外活動のあらまし（大学公認団体）

名で構成されており、学部生が楽しめるイ
ベントの主催や履修相談、新入生交流会な
ど様々な活動を行っております。大学祭の
運営も行っており、学部生だけでなく私た
ちも楽しみながら活動しています。4月か
らは新入部員も募集しております。
国際学部自治会
Hello everyone！안녕하세요！你好！
私たち国際学部自治体は、18号館３階、
国際学部自治会室で活動しています。主な
活動内容は、新入生歓迎会や、履修相談会、
近畿大学の学祭などをおなっています。さ
らに、留学情報、大学に関する情報など、
学生に有意義な情報をSNSを使って発信
しています！
短期大学部自治会
私たちは近畿大学短期大学部学生自治
会です。現在は一回生12人（男子5人・
女子7人）で活動しています。主に学生へ
の還元活動を目的として、スポーツ大会や
音楽イベントの開催、学生の意見を集め学
部長に改善をお願いしたりして、短期大学
部生がより良い大学生活を送れるような
取り組みをしています！
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文化会（32団体）
文化会総務および各クラブの部室は原則として近畿大学クラブセンター内にあります。
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会
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会
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文化会

書 道 研 究 墨 濤 会
課外活動の紹介
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部

※は休部中
文化会総務連絡先
TEL（06）6721-2732

STUDENT LIFE GUIDE BOOK 2022

95

文化会
文化会総務
私たち文化会総務では、役員10人を中
心に全文化会サークルの統括を行い、各
サークルが円滑に活動を行えるようサポー
トしています。他にも、全てのサークルが
参加する行事の企画や運営を行っていま
す。また、次年度の文化会サークルを率い
る人材育成をしています。サークル活動で
困った際はぜひお声掛けください。

文化会
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■囲碁将棋部
部活は、火曜日と金曜日の18時40分から
で基本的に対局を行っています。対局の他には
ボードゲームや麻雀などをしてワイワイやって
います。例年、大会への参加や春と夏に合宿に
行ったりもしています。少し堅苦しいイメージ
のある部活ではありますが、上下関係もなく比
較的自由な部活となっています。王手！

■映画部
映画部は部員40名で活動しています。活動
内容は主に映像作品の制作です。監督、脚本、
カメラ、編集など部員それぞれが好きなことを
深めています。完成した作品は、上映会で披露
します。
夏冬の年２回の合宿や、活動日以外にも部員
同士で映画を観に行ったり、ピクニックをした
りと学生生活を謳歌しています。

■英語研究会
私たち英語研究会は英語でディベートなどを
行うことにより、実践的な英語力や論理的思考
力や時事問題を取り扱うことにより、現代社会
を生き抜く上で欠かせないスキルを向上させる
ことを目標にしています。また部員同士とても
仲良く、友人として、ライバルとして切磋琢磨
しながら成長することが出来る環境です。

■演劇部覇王樹座
私たち演劇部覇王樹座は週に2日活動してお
り、2か月に1回の頻度で公演を行っています。
全員が何らかのスタッフに配属されるため、演
劇を様々な角度から楽しむことができます。上
演する演目は、幅広いジャンルを扱っていま
す。覇王樹座は個性豊かな部員が多く所属する、
アットホームな部活です。

■華道部
私たち華道部は毎週木曜日に華道師範のご指
導のもとお稽古しています。流派は草月流です。
部員には初心者が多く、初歩的なことから高度
なものまで幅広くお花に関われます。教科書に
沿ったお稽古で、季節ごとに様々なお花があり
ます。また作成したものは行事で展示を通して、
作品を多くの方に見ていただきます。

■奇術部
私たち近畿大学文化会奇術部は、マジックと
ジャグリングのパフォーマンスをする部活で
す。具体的には、生駒祭や学内公演などの学内
のイベントでパフォーマンスを行っています。
また、コロナの影響もあったのでオンラインで
の公演も行いました。練習は週2回、クラブセ
ンターで18：30～21：00頃まで行っていま
す。
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■軽音学部音楽団
軽音楽部音楽団では、生駒祭などでのキャン
パス内でのライブはもちろん，ライブハウスで
の活動も精力的に行っております。部員は全学
年で100人以上在籍しており、初心者も経験者
も、様々な音楽を楽しむことができます。また、
他大学との合同ライブもあり、そこでも交友関
係を広げられます。

■交響楽団
近畿大学文化会交響楽団は現在、約60名の
団員で活動しています。団員同士の仲がよく、
毎日切磋琢磨しながら練習しています。
主な活動内容は、年2回行われる演奏会（プ
ロムナードコンサート・定期演奏会）と学校行
事での演奏です。それ以外にも、依頼演奏や情
宣演奏、団内でアンサンブル大会を行っていま
す。

■考古学研究会
考古学研究会では、歴史に関する幅広いテー
マを設けて研究活動や展示・発表を行っていま
す。年に三回の合宿では各地の史跡や博物館を
巡り、定例史跡見学会では大阪近郊の歴史的
な遺産を見学しています。生駒祭では設定した
テーマに沿った展示会を行っています。歴史に
ついて語り合い楽しむことを目標に活動してい
ます。

■広告研究会
広告研究会の活動は主に展示会とフリーペー
パー作りです。年に4回行われる展示会では、
架空の広告をテーマに紙媒体や映像で作品を作
り、展示します。また、企業とコラボしたり、
大学外で展示会を行ったりすることもありま
す。フリーペーパーは年に3回発行しており、
自分で企画した内容を記事にすることができま
す。

■サイクリング部
サイクリング部は日本の様々な観光地やス
ポットを自転車で旅をする部活です。月1で日
帰りのポタリングを行ったり、夏季休暇には
キャンプ実習を行ったり、長期休暇には合宿で
色々な場所へ走りに行っています。部員のほと
んどは未経験者ですが皆自転車でサイクリング
や自転車で旅をすることを楽しんで活動を行っ
ています。

■茶道部茶心会
茶道部茶心会は、毎週月曜日・金曜日の夕方
にクラブセンター内和室でお茶会に向けて日々
お稽古に励んでおり、月曜日には師匠先生をお
呼びし勉強させていただいています。畳の歩き
方やお道具の扱いを知ることで、自然と所作が
美しくなります。また、お茶会においてもてな
す側にたつのは、かけがえのない経験となりま
す。

■写真部
私たち文化会写真部は、モノクロフィルム写
真を中心に撮影しています。撮った写真は部が
所有する暗室で自分で現像することができま
す！合宿や展示会などの活動を通じて、学部を
超えて友達を作ることができます！フィルムカ
メラを持っていなくても、知識が全くなくても
大丈夫です！優しい先輩が丁寧に一から教えて
くれます！

■書道研究墨濤会
私たち書道研究墨濤会は7月に開催される学
内展と11月に開催される生駒祭に向けて日々
練習に励んでいます。お手本を見て書く「臨書」、
画用紙を使って書く「前衛」、自由に書く「創作」
といった文字を書き学内展や生駒祭で展示しま
す。技術の向上だけでなく、書道を通した仲間
作りができるのが私たち書道研究墨濤会です。

課外活動の紹介

■ギターマンドリンクラブ
ギターマンドリンクラブはイタリアの伝統楽
器であるマンドリン・マンドラ・マンドチェロ
という8弦からなる弦楽器とクラシックギター、
コントラバスで構成されており、毎年行われる
定期演奏に向けて毎週月・水・木曜日に活動し
ています。初心者でも始めやすい楽器で経験者、
未経験者問わず楽しく練習に励んでいます。

文化会
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■潜水部
潜水部は海中を舞台として活動し、過去には
沖縄、福井、鹿児島、和歌山に行きました。活
動を通して安全や、一緒に潜る仲間との繋がり、
自然の世界を学んでいます。「海」という陸上
の10分の1の重力の世界、赤色の消える美しい
世界でスクーバダイビングをし、年に数回、学
生や一般の方に写真展を開催しています。

■探検部
探検部は山班、川班、洞窟班の3つの班に分
かれて活動する部活です。現在3回生11人、2
回生22人の合計33人で活動しています。普段
はそれぞれの班で個別に活動していますが、部
員全員で無人島に宿泊するという行事が年に2
回あります。テントを自分たちで組み立てたり、
バーベキューをしたりしてとても楽しいです！

■釣部釣友会
私たち釣部釣友会は主に全日本学生釣魚連
盟（学釣連）の主催する大会に参加しています。
また、毎年6月には釣部釣友会が主催する学内
マス釣り大会があります。それ以外にも大体月
に1度部内釣行を行っており、10月末には生駒
祭で展示する魚を釣りに行っています。部員に
は初心者から経験者まで様々な人がいます。

■鉄道研究会
鉄道研究会は現在約20人の部員が所属して
います。主に鉄道を軸とした活動を行っており、
合宿や貸切列車の乗車を通して鉄道に対する理
解を深め、部員同士の親睦を図っています。そ
の他、サークルで保有している鉄道模型の大レ
イアウトや鉄道の部品があり、生駒祭や地域の
イベントなどで展示会も行っています。

■電気技術部
電気技術部では、主にパソコンを用いてゲー
ムや音楽、イラストなどの作品を制作していま
す。これらの作品は大学祭などで展示会を行う
形で展示し、学生や一般の方にも体験していた
だいています。またアマチュア無線コンテスト
という、無線機を使用し他の無線局とどれだけ
交信できるかを競う大会にも出場しています。

■天文研究会
私たち天文研究会は、毎週金曜日に活動して
います。カメラや望遠鏡、プラネタリウムドー
ムなど充実しており、それぞれの興味のある分
野を探求できます。その他にも実際に星の観測
に行き、撮った写真の展示も行います。また、
活動を通してより多くの人に星の楽しさを知っ
てもらうことを目標としております。

■陶芸部
私たち陶芸部では毎週金曜日にろくろや手び
ねりを使い、湯のみや皿、茶碗など日常的に使
用できるものや生き物などの立体物を作陶する
こともできます。また金曜日以外にも部室に来
ると、各自作陶したいときに行えます。作陶を
行う際には上級生に教えてもらいながら行うた
め、学年の違う部の人とも仲良くなることがで
きます。

■美術部心世紀会
美術部心世紀会では、主に作品制作や展示会
を行っています。造形や油絵、デジタルツール
などの画材を豊富に取り揃え、それぞれの世界
観に合ったものを選ぶことができます！また、
部員との交流により、今まで触れたことがない
表現に巡り合うでしょう。得た経験を作品に表
現し、展示会で発表してみませんか？

■邦楽部
邦楽部では、三絃・箏・尺八の3パートに分
かれて活動を行っています。春と夏には強化合
宿を、また、毎年定期演奏会をユネスコ無形文
化財に指定されている国立文楽劇場で行いま
す。さらに、11月の生駒祭では演奏会や楽器
体験会などの企画を催しております。日本文化
を気軽に体験できることが邦楽部の魅力です。
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■ユースホステラーズサークル
私たちはユースホステルという格安の宿を中
心に止まりながら各地を旅し、野外活動を行っ
ています。我がクラブには他大学と合同で行事
を行って、親睦を深めています。夏にはキャン
プへ行き、自然の大切さを知ってもらう「近畿
大学ユースキャンプ」を行っています。その他
にも様々な行事も行っています。

■落語講談研究会
おはようございます。我々落語講談研究会は、
落語・講談は勿論、漫才・コント・大喜利など
にも積極的に取り組むサークルです。その集
大成として実学ホールなどで寄席を開いており
ます。落語は難しそうだけど、お笑いがしてみ
たいという人は大歓迎！落語が好きな人も大歓
迎！是非一度寄席にいらしてください。

■ローバースカウト部
私たちはキャンプを中心としたアウトドアを
主に行うサークルです。毎回キャンプをする際
にロッククライミングや山菜を食べるなどのイ
ベントを組み込んでいます。また、平日の部会
では必要な連絡事項を報告したり、次のキャン
プの予定を立てそのための準備をしたりと和気
あいあいと楽しく活動しています。

課外活動の紹介
文化会

■競技かるた部
私たち競技かるた部では月曜日と火曜日の週
に二回活動をしています。競技かるたをしたこ
とがない人もたくさん入部してくれています。
ルールを学び基礎から先輩や経験者の同級生が
優しく丁寧に教えてくれます。そして、自分の
実力を高めて試合に出ます。試合にでて勝てた
ときはとてもうれしく感じることが出来ます。
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体育会本部および各クラブの部室は原則として近畿大学クラブセンター内にあります。
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体育会
体育会本部
体育会本部は体育会クラブの会計や新
入生勧誘の管理を主な業務としており、生
駒祭でのスポーツをテーマとしたイベン
トの運営も行なっております。また、本
年度は大学スポーツの魅力を多くの人に
知ってもらいたいと、広報活動にも力を入
れております。体育会クラブがより快適に
課外活動の紹介

活動できるよう、今年度も尽力して参りま
す。

■アイスホッケー部
近畿大学のアイスホッケー部は、現在選手
17人、マネージャー 8人、合計25人で活動し
ています。近畿大学のアイスホッケー部の9割
が未経験者です。ほとんどの人が、フラットの
状態から始めれるので、何か新しいことを始め
たい、他の人がしていないことしたいと考えて
いるひとにはピッタリな部活です。

■アメリカンフットボール部
私たちアメリカンフットボール部KIINDAI
BIG BLUEは一戦一勝を掲げ、選手・スタッフ
合わせて82名で活動しています。ポジション
毎に特性があり、大学からアメフトを始める選
手も輝けるスポーツです。スタッフはほぼ全員
未経験からのスタートでビデオ撮影、テーピン
グ、対戦校の分析などを行っています。

■居合道部
私たちは、日々居合道と抜刀道の稽古を行っ
ています。居合道とは空手のような決まった
「型」を、日本刀をつかって行う武道です。また、
抜刀道とは型に加え、実際に真剣を用いて試斬
を行う武道のことです。稽古内ではきっちりと
稽古を、それ以外では楽しくをモットーにメリ
ハリのある活動を心がけています。

■空手道部
私たち空手道部は、男女ともに強豪チームで
あり、世界でも活躍しているクラブです。日本
一という目標を掲げ、練習に励んでいます。素
晴らしい指導者に恵まれており、最高の環境で
仲間と練習できます。このような経験は、これ
からの人生において自分の財産になります。東
京オリンピックに空手道部OBの先輩が出場し
ました。

■弓道部
私たち体育会弓道部では、全国制覇に向けて
男子22人、女子16人の計38人で日々練習を
重ねています。弓道はあまり知られていない競
技の為イメージがわかない方も多いかもしれま
せんが、袴を着て弓と矢をもって、的に向かっ
て矢を飛ばし、その的にあたった矢の本数を相
手と競うというものになります。
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■合気道部
合気道とは、相手の力を利用し、自らの統一
力・移動力というものを活用し相手を倒すとい
う武道です。種目として、技の組み合わせでそ
の完成度を競う演武競技、より実践的に一対一
で攻め合う乱取競技があります。活動の範囲は
大学内だけでなく他大学との合同稽古による積
極的な交流や、春と夏の合宿を行っています。
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■近大スポーツ編集部
近大スポーツ編集部は、体育会のスポーツ新
聞を発行するクラブです。大会に取材に行き、
写真撮影やインタビュー、新聞発行が主な活動
です。新聞製作ではレイアウト決めからすべて
自分たちで行います。新聞制作以外にもSNS
でインタビュー企画なども行っています。近大
体育会は強いクラブが多いので取材も楽しいで
す。

■剣道部
私たち剣道部は、男女共に全日本学生剣道大
会で優勝できるように、指導者、OBの先輩方
のご指導の下、日々稽古に励んでいます。目標
を達成するために、先ずは関西大会優勝を目指
し、部員一同一丸となって頑張っています。目
標に向かって、部員同士互いに切磋琢磨しなが
ら、日々の稽古に取り組んでいます。

■硬式庭球部
私たち体育会硬式庭球部は関西リーグ4連覇、
王座優勝を目指し、日々の練習に取り組んでい
ます。練習中では雰囲気作りを大事にしており、
部員全員が全力を尽くして切磋琢磨していま
す。昨年は関西リーグ3連覇を達成し、王座で
は3位という結果で終わりました。今年も昨年
同様チーム一丸となって日本一を目指していき
ます。

■硬式野球部
硬式野球部は、奈良県生駒市にあるグラウン
ドを拠点とし、選手59名・マネージャー 8名
の計67名で活動しています。「日本一奪回」と
いうスローガンを掲げ、リーグ優勝そして神宮
大会での優勝を目標に日々練習に取り組んでい
ます。是非、球場へも応援に来てください！ご
声援の程、よろしくお願い致します。

■ゴルフ部
私たちは、現在23(男15、女8)名で活動し
ています。目標は、名実共に関西1位になるこ
とです。そのために、週3回のラウンドや24時
間使用可能な専用打球場(近打球)、さらにはト
レーニングを取り入れて練習に励んでいます。
また、社会で活躍出来る人材を目指すために、
礼儀やマナーも大切にしています。

■サッカー部
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございま
す。私たちサッカー部は現在、関西2部リーグ
に所属していて、1部リーグ昇格を目指して、
チーム一丸となり日々努力を重ねています。コ
ロナ禍という逆境の中でも、それをプラスに変
えていけるように一緒に切磋琢磨して近畿大学
サッカー部を盛り上げていきましょう。

■少林寺拳法部
こんにちは。近畿大学体育会少林寺拳法部で
す。「近畿大学の体育会系は厳しくて強豪ばか
り」と思う人がいるかもしれませんが、少林寺
拳法部は初心者がほとんどで、友達作りや大学
に入って何か新しいことに挑戦したい人、勿論
強くなりたい人にもおすすめです。新入生の皆
さん、私たちと一緒に大学生活を充実させませ
んか？

■自動車部
私たち自動車部は市販の車を自分たちの手で
整備・改造して、決められたコースでの速さを
競うジムカーナや砂利の上を走ってタイムを競
うダートトライアルというレースに出場してい
ます！日々の活動の中で運転のテクニックや整
備スキルを身に着けることが出来るのでそうい
う点ではお得なこともあります！

■柔道部
私たち体育会柔道部は、部員１人１人が明る
く楽しく元気よく、そして活気ある生活を送っ
ています。練習の内容としては早朝から朝練が
あり、走って持久力をつけたり、ウエイトトレー
ニングで筋力をつけたりしています。その後、
柔道の実践的な稽古をしています。他に各自ト
レーニングをして毎日努力しています。

STUDENT LIFE GUIDE BOOK 2022


■準硬式野球部
私たちは近畿六大学準硬式野球連盟に所属し
ています。主な練習は授業期間が週3，4日、
長期休暇中は週4，5日で平日の午前中練習を
行っています。合宿や練習試合も積極的に行っ
ており、大会は春季、秋季に一回ずつリーグ戦
に参加しています。昨年度開催の全日本選手権
ベスト4を超え優勝できるように日々活動して
います。

■水上競技部
私たち近畿大学水上競技部はインカレでの男
子天皇杯獲得、女子は最高順位5位獲得という
目標達成に向けて日々の練習に取り組んでいま
す。週に6日間のスイム練習に加えウエイトト
レーニングやドライトレーニングなども実施し
ています。個性ある部員たちと毎日楽しみなが
ら練習に取り組み、心身共に成長を重ねていま
す。

■スキー競技部
近畿大学体育会スキー競技部です。スキー競
技部の部員は男子19人です。春から秋までは
アルペン競技・ノルディック競技の専門的なト
レーニングをしています。12月から3月での大
会が主な活動となります。スキー競技部の目標
はインカレ男子総合優勝です。部員一人ひとり
意識高くトレーニングをしています。

■相撲部
相撲部は創立97年の伝統あるクラブです。
全国学生選手権大会では団体戦で8度の優勝。
個人戦でも学生横綱を多く輩出しています。大
相撲界でも多くの近大相撲部出身の力士が活躍
しています。一人一人目標をもって稽古に取り
組み文武両道を目指し稽古に取り組んでいま
す。インカレ優勝を目指し活動しています。

■ソフトテニス部
体育会ソフトテニス部は、男子19人で活動
しており、現在は２部リーグです。春リーグで
は１部に昇格できるように、部員全員が一丸と
なって日々練習に取り組んでいます。リーグ戦
などの大会で勝つためにも、新入生の皆さんに
協力していただきたいです。少しでも興味があ
る方はぜひ一度ご連絡ください。

■卓球部
私たち卓球部は、週６日で活動しています。
部の目標はリーグ戦で上位入賞することです。
その目標を達成出来るように日々、練習に励ん
でいます。授業の兼ね合いで中々全員そろって
の練習ができないですが、一人一人が高い意識
をもって、自主練習やトレーニングを行ってい
ます。強みである団結力で勝ちに繋げていきま
す。

■トライアスロン部
トライアスロンとは、スイム、バイク（自転
車）、ランの三種目を連続して行いその合計タ
イムを競う競技です。すべての種目が得意でな
くても苦手な種目を得意な種目でカバーできる
のが魅力です。現在は20名ほどの個性豊かな
部員が所属しており、わいわい楽しく、切磋琢
磨しながら練習しています。女性の選手も大活
躍です！

■なぎなた部
通常時は週2日、長期休暇中は週3日で活動
しています。主に男子6人、女子5人で、半分
以上の部員が大学から始めた初心者です。僕た
ちなぎなた部の特徴は、他大学と比べて初心者
が多く、大学から始める人にとっても練習しや
すい雰囲気なことです。また、私用があるとき
は基本そちらを優先しています。

課外活動の紹介

■重量挙部
私たち重量挙部はインカレⅡ部からⅠ部への
昇格及び関西圏の大会での連覇を目指し普段か
ら筋トレや競技のフォームのチェックを抜かり
なく行なっています。2021年は惜しくも連覇
を逃してしまったので、来年は取り返せるよう
に練習に励みます。一緒に優勝目指して頑張り
ましょう。興味ある方はぜひ一度いらしてくだ
さい。

体育会
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■日本拳法部
こんにちは！私たちは近畿大学体育会日本拳
法部です。日本拳法とは、防具を着て突き・蹴
り・投げ・関節技を駆使して戦う総合格闘技に
近い武道です。試合形式は二本先取で勝利とい
う形になっています。部員の多くは未経験から
始めており、現在男女計21名で活動していま
す。練習は火・木・土に行っています。

■ハンドボール部
ハンドボールは７人１チームで1個のボール
を手で扱い、相手のゴールに投げ入れて得点を
競う競技です。私達は、インカレで上位に入る
こと、関西学生ハンドボール1部リーグで1位
になることを目標に日々練習を積み重ねていま
す。新チームでは少人数ながら、自分自身の課
題を見つけ、密度の高い練習を行っています。

■馬術部
私たち近畿大学体育会馬術部は、全国でも有
名な杉谷乗馬クラブを活動の拠点として日々騎
乗練習や馬の世話に励んでいます。部員の多く
は未経験者であり、馬術は未経験者が経験者
に勝つことが充分にあり得る競技です。今から
始めても試合で活躍でき全国大会も目指すこと
が出来ます。一緒に新しい世界に挑戦しましょ
う！

■バスケットボール部
私たちバスケットボール部は、現在部員数
32名で関西優勝・全国ベスト４を目指し日々
活動を行っています。チームの特徴は、学年
問わずとても仲が良く、切り替えを大事に日々
の練習に励んでいます。学生コーチやマネー
ジャーの募集もしているので、気になる方は
公式のSNSアカウントなどを是非ご覧くださ
い！

■バドミントン部
体育会バドミントン部は、男子9名・女子2
名で活動を行っています。現在、関西リーグ2
部のため、1部昇格を、個人戦のインカレ出場
を目指して日々練習しています。部員の仲が良
くとても楽しい部活です。楽しいだけではなく
練習中とプライベートの切れ替えをお互いにし
ながら、切磋琢磨し日々頑張っています。

■バレーボール部
私たちバレーボール部は全日本インカレ優勝
に向け日々努力しています。現在では関西リー
グ戦優勝や西日本インカレ優勝といった功績を
残しています。さらに、全寮制という環境のた
め技術だけでなく人として成長することができ
ます。今後とも体育会バレーボール部の応援よ
ろしくお願いいたします。

■フィギュアスケート部
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございま
す！私たちは近畿大学体育会フィギュアスケー
ト部です。現在部員24名（男子選手6名，女子
選手15名，マネージャー 2名）で活動してい
ます！大学生からスケート？と思うかも知れま
せんが、大半が大学生始めです！ぜひ、スケー
トを始めてみませんか？ご連絡お待ちしており
ます！

■フェンシング部
フェンシングは今年東京オリンピックで団体
金メダルを獲得したスポーツです！精密な技の
応酬と瞬時の駆け引きにあり、間合いを詰めた
接近戦での華麗な剣さばきが見どころです。平
日 は18：30～21：00、 休 日 は10：00～
13：00で記念館舞台、クラブセンターで活動
しています。フェンシングを楽しみましょう

■フライングディスク部
私たちフライングディスク部はアルティメッ
トの学生日本一を目指して、練習に励んでい
ます。アルティメットとはフリスビーを使っ
てパスを繋ぎゴールを狙い、得点の多さを競う
スポーツです。ほとんどの部員が大学からアル
ティメットを始めているので、文化部・帰宅部・
運動部問わずに活躍できる部活です！
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■ボウリング部
私たちボウリング部は、春季及び秋季に行わ
れる関西学生ボウリング大会や年に1回行われ
る全日本学生ボウリング大会等に向けて練習を
行っています。練習は週に3回、月曜日、水曜
日及び金曜日で、練習場所は八戸ノ里駅前のボ
ウリングスペースhitで行っています。

■ボクシング部
私たちボクシング部は、関西学生リーグ戦を
はじめとし、その他個人戦などに出場するため、
日々、技術の向上に努めています。今年度から
は大学からボクシングを初めた部員のみとなり
皆で強くなるため切磋琢磨しております。平日
は部員の授業の時間に合わせ、午前10時と午
後17時に練習の時間を分けて活動を行ってい
ます。

■洋弓部
こんにちは。近畿大学体育会洋弓部です。アー
チェリーは70m先の的に矢を放ち、点数を競
うスポーツです。私たちは大学日本一を決める
王座決定戦で男女アベック優勝を目標に日々練
習しています。洋弓部は日本代表選手やオリン
ピック選手を数多く輩出しています。興味があ
る方は公式インスタグラムのフォローお願いし
ます。

■ヨット部
近畿大学体育会ヨット部は兵庫県新西宮ヨッ
トハーバーにて活動しています。選手の半数以
上が大学からヨットを始めました。昨年は4年
生の選手がいない状況で3年ぶりに全日本イン
カレに出場し、結果は12位となりました。今
年は関西インカレ総合優勝、全日本インカレ6
位入賞を目標に活動しています。

■ライフル射撃部
こんにちは、近畿大学体育会ライフル射撃部
です。ライフル射撃は、遠くの標的を実際の銃
で狙撃し、その正確さを競います。種目によっ
ては1cm着弾位置がズレただけでも大きく減
点されるほど、高い精密動作と集中力を要求さ
れます。我々部員は、実際に銃を所持し、クラ
ブセンター内の射撃場で練習を行っています。

■ラクロス部（男子）
ラクロスというスポーツはご存知ですか？日
本ではマイナーなスポーツなのであまり馴染み
が無いかもしれません。しかし、現在の大学ス
ポーツで一番熱いと言っても過言ではないくら
い面白いスポーツなのです！「史上最速の格闘
技」と言われる展開スピードを誇り、華麗なド
リブルや豪快なシュートでゴールを目指す球技
です！

■ラクロス部（女子）
女子ラクロス部は週5日、主に南グラウンド
で活動しています。関西学生リーグ戦に向けて
日々練習を行っています。ラクロスは大学から
始める人が多く、部員全員が初心者からのス
タートです。文化部だった人など様々な人が所
属しています。大学で何か新しいことに挑戦し
たい人におすすめのスポーツです。

■ラグビー部
私たち体育会ラグビー部は2021年シーズ
ンに躍進というチームスローガンを掲げ、9年
ぶりの全国大会出場を果たしました。練習外で
はユニーク溢れる選手も練習になると目の色
を変えて真摯にラグビーと向き合っています。
2022年シーズンはさらなる高みを目指し選
手、スタッフ一丸となって切磋琢磨しています。

課外活動の紹介

■ボート部
ボートという競技は艇を2000M最も速く進
めたチームが勝利という競技です。そのために
は、約6分～ 9分持続させるための筋力や心肺
能力が必要です。楽なものではありませんが、
勝利したときは達成感とうれしさを感じるこ
とができます。またボートは選手の8割が大学
からなので初心者でも大丈夫という点も利点で
す。

体育会
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■陸上競技部
体育会陸上競技部です。私たちは短距離パー
ト、中距離パート、長距離パートの3パートに
分かれて練習しています。来シーズンの目標と
し て、 短 距 離 は、4×100mR.4×400mRで
全日本インカレ表彰台、中距離は、全国で戦え
る選手を1人でも増やすこと、長距離は、丹後
駅伝上位入賞を目標に日々練習を行っていま
す。

■レスリング部
こんにちは、レスリング部主将小林雄泰です。
我々レスリング部はリーグ戦優勝を目指し、少
ない人数の中日々頑張っています。その中には
大学からレスリングを始めたという選手もいま
す。格闘技に興味がある、レスリングに興味が
あるという方、とても面白い競技ですので是非
一緒に頑張っていきましょう！

■ローラーホッケー部
初めまして近畿大学体育会ローラーホッケー
部です。私達ローラーホッケー部は毎年春季に
実施される西日本大会さらには大体その2か月
後に開催される全日本大会に向け日々学内の練
習場において活動しています。さらには部員皆
で活動をより良くしようと練習や新歓について
考えあっています。

■ワンダーフォーゲル部
私たちワンダーフォーゲル部は、夏山縦走や
軽い冬山登山を中心に、スキー合宿やサイクリ
ングなどのアウトドアスポーツ活動を行ってい
ます。日常生活では体験できない雄大な自然の
美しさを満喫できます。私たちの活動は自然や
人との交流によって、社会的、精神的に自分を
高めることを目的に行っています。

■フットサル部
私たち体育会フットサル部は2017年10月
にチームが発足し、近年の成績が認められ4年
目で部に昇格しました。基本的に練習は朝に多
いので、アルバイトや学業との両立ができます。
また、土日には練習試合や公式戦などがあり、
入部直後から実戦経験を積むことができます。
ご興味のある方は体験練習で待っています。

■フィールドホッケー同好会
私達は近畿大学でフィールドホッケー部を
創部する為に活動を行なっています。現在は
同好会で毎週金曜日に練習を行なっています。
TwitterやInstagramも開設しているので、見
学や体験に気軽にお越しください。この機会を
通じて、是非フィールドホッケーというスポー
ツを知っていただければと思っています。

STUDENT LIFE GUIDE BOOK 2022

自治会所属団体（18団体）
理工学部学生自治会
■ゴルフ部
私たち理工学部ゴルフ部は、経験者・未経験
者関係なくゴルフの楽しさを広めることを目的
とし、またゴルフを通じた社会人基礎力の向上
を目指しています。練習会や、合宿を行い、そ
れぞれの部員の弱点を見つけて解決策を考え
て、技術向上を行っています。他大学との交流
などを目的とした合同コンペなども開催してい
ます。

■書道研究会神墨会
私たち書道研究会神墨会は、毎週金曜日の
18時ごろから活動をしています。主な活動と
しては、競書冊子を用いた練習や、展覧会に出
品する作品制作を行っています。また生駒祭や、
その他の場所で、制作した作品を展示する展示
会を行っています。展示会ではたくさんの方々
に書いた作品を見てもらうことができます。

課外活動の紹介

■サッカー部五門会
僕たちは毎週火曜日・木曜日の16時30分～
19時に近畿大学の南グラウンドで練習してい
ます。理工学部のサッカー部ですが、他学部で
も入部でき、現在は半分以上の部員が他学部で
す。現在は学生サッカーリーグや社会人リーグ
には所属しておらず、セカステなどの大会で全
国大会出場を目指して日々練習に取り組んでい
ます。

自治会所属団体

■ラグビー部DOLPHINS
私たちラグビー部ドルフィンズは毎週水曜
日、近畿大学南グラウンドで日々、より良い成
績を出すことを目指して練習しています。時に
厳しく、時に激しく、そして何よりもラグビー
を楽しんでいます。友達の輪も広がり、ラグビー
以外でのイベントも充実しているのでスポーツ
面だけでなく学校面でも充実しています。
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薬学部自治会

自治会所属団体
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■漢方研究会
普段の活動では、様々な生薬から東洋医学の
本をもとに漢方薬を煎じ、その効能や味を調べ
ることで漢方に対する理解をより深めることを
目的としています。生駒祭では多くの方に漢方
薬を知っていただけるように漢方の試飲などの
イベントなどを企画、実施しています。古くか
らある漢方や東洋医学を学ぶことのできるクラ
ブです。

■植物研究会
植物研究会は植物の栽培や植物の成分抽出を
行っています。令和4年度は抽出した成分から
香水などを作ります。また、栽培した植物から
ハーブティーやせっけんなども作ります。遠足
や合宿では普段目にすることができないような
植物を見ることができます。あまり植物に興味
の無い方でも楽しむことができる部活です。

■剣道部
薬学部剣道部では、剣道の技術だけでなく礼
儀作法も学ぶことができます。稽古では素振り
などの基本的な動作の練習も行っているので初
心者、経験者共に気軽に稽古することができま
す。部員同士仲が良く、真剣かつ楽しく活動し
ています。昨年度は行えませんでしたが、試合
や合宿なども多く行い、他大学とも交流があり
ます。

■サッカー部
僕たちは夏に開催されている関西薬学生連盟
サッカー大会（薬連）で優勝することを目標と
して日々サッカーに励んでいます。練習の時は、
真摯に貪欲に取り組み、楽しむときは楽しむと
いうメリハリのあるチームを目指しています。
火曜日、木曜日の19：00～21：00で場所は
南グラウンドというところで練習しています。

■バレーボール部
バレーボール部は、毎週火曜日と土曜日に活
動を行っています。部員のほとんどが初心者で、
選手だけでなくマネージャーもいるので、経験
を問わず気軽に始めることができます。基本的
に自由参加なので、学業やアルバイトとの両立
も可能です。年に4回ほど大会があり、そこで
良い成績を残せるよう日々の練習に励んでいま
す。

■硬式庭球部
硬式庭球部は合計15人で活動しています。
全体の練習は毎週月曜日18時45分から行っ
ています。毎週水曜日以外16時30分から自
由にテニスコートを使えます。練習以外にも他
校と練習試合をしています。また他にもバーベ
キュー、キャンプ、スノボ合宿などのイベント
があり部員は学年関係なく仲のいいクラブで
す。

■ソフトテニス部
初心者でも大丈夫！練習は基礎的なメニュー
から行うので、初心者でも楽しく上達すること
が出来ます。練習日は火・水・土・日曜日の週
４日で、自由参加なので、勉強やアルバイトと
の両立がしやすい部活です。また、ラケットや
のボールの貸し出しもしているので、気軽に参
加できます。ぜひ見学に来てください！

■バスケットボール
私たちバスケットボール部は、経験者初心者
問わず明るい雰囲気で日々切磋琢磨しながら、
年に2回ある大会で少しでも上の順位を目指せ
るように練習しています。引退した先輩方もよ
く練習に来てくださるので現役対OBといった
試合形式を行え、また幅広い上下の関係を作
る事ができてとても楽しく親しみやすい部活で
す。

■準硬式野球部
薬学部準硬式野球部は現在選手17名、マネー
ジャー 3名で活動しています。春と秋の関西医
歯薬リーグ戦、夏の関西薬学生大会での勝利を
目指し日々練習を行っています。練習日は不定
期ですが、学生同士で声を掛け合い自主練習な
どに励んでいます。また、学年に関わらず仲が
良く、野球を楽しむことを第一に活動をしてい
ます。
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■バドミントン部
こんにちは、薬学バドミントン部です。私た
ちは現在、記念会館別館にて毎週月曜日と金曜
日の18時～21時と、不定期で土曜日の13時
～17時半に活動をしています。総部員数は約
30人ほどで、初心者も経験者も混ざって、基
礎練習をはじめ試合形式の練習や、旅行や食事
会などのイベントなども行っています。

課外活動の紹介

■英字新聞会
英字新聞会は、生駒祭などのイベントを取材
し、それを基にキンダイタイムズという英字新
聞を年２回、新媒体を年６回発行しています。
また水曜日には編集会議を行っています。
英字新聞には英語が苦手な方にも楽しんでも
らえるような工夫が満載です。ぜひ一度、英字
新聞を手に取って読んでみてください。

■応援部
我々は近畿大学応援部です。リーダー部とチ
アリーダー部の2部で活動しています。活動内
容は硬式野球部やアメリカンフットボール部等
の応援活動、そして入学式等の学校行事と多岐
にわたって活動しています。更に今年度からは
公式YouTubeやTiktokを開設するなど今の時
代に合った元気で勢いのある部活動です。

■赤十字奉仕団
私達は約120人が所属しているボランティ
ア団体です。学内外で献血の呼びかけをしたり、
子どもと遊んだり、救急法の資格取得に向けて
研修を行ったりしています。団員の９割はボラ
ンティア経験がないので安心して活動に参加で
きます。他にも、団員数が公認団体で最も多く、
旅行やキャンプもあるため友達も作りやすいで
す！

■附属施設近畿大学放送局
通称KBS。アナウンス・制作・映像・音響・
照明の各部門に分かれ、休み時間の校内ラジオ
放送、校内イベントにおける技術面でのサポー
ト、WEB番組の制作・配信などを行っていま
す。近大生を楽しませたい。そのために局員は
日々頭をひねっています(笑)。最新情報はKBS
のTwitterをご覧ください。

自治会所属団体

独立団体（５団体）
■吹奏楽部
吹奏楽部は、音楽を通じ豊かな人間形成と充
実した学生生活を目指し、日々活動しています。
秋に開催される「全日本吹奏楽コンクール」に
は通算33回出場し、22回の金賞を受賞してい
ます。また、ポップスコンサートや定期演奏会
など様々な演奏会を主催し、大学生らしい迫力
のあるステージマーチングにも取り組んでいま
す。
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学園学生健保共済会東大阪支部学生部会
学生健保共済会は各キャンパスに支部があ
り、7支部で活動を行っています。活動内容は、
アルコールパッチテスト、日帰りバスツアーな
どイベントの企画、運営を行っています。また、
ゼミ合宿などで宿泊できる厚生施設の紹介や、
救急バッグ、AEDの貸し出しも行っています。
充実した大学学生生活を一緒に送りませんか？

自治会所属団体

法学部 学生部会

110

私たち近畿大学法学部学生部会（通称：部会、
法部）は、近畿大学法学部における学術・文化
の高揚を目的として確立された学生団体です。
主に法学部生の学業面でのサポートや、学業に
関する各種イベントの開催などを行っておりま
す。また、法学部に設立されている各研究団体
の活動の統括・サポートも行っております。

■法学実務研究会
私たちは、民法や商法を中心とした「私法」
と呼ばれる法律分野の研究をしています。研究
したものは、研究会同士で発表しあい、また大
学祭での掲示も行っています。コロナ前は、研
究やコミュニケーションのために、合宿も実施
していました。もちろん、研究活動だけでなく、
定期テストの対策や団体内の交流も盛んです。

■憲法公法研究会
憲法公法研究会は、憲法や刑法といった公法
と呼ばれる分野を中心に研究する団体です。法
学祭での論文発表を目標として研究活動を行
なっています。先輩方から普段の勉強や資格試
験の対策などのアドバイスをもらうことができ
ます。また、コロナ禍以前の活動では、合宿に
行ったりと充実した学生生活を送ることができ
ます。

■公共政策研究会
公共政策研究会は公認団体の1つで、法学祭
での論文発表を目標に研究活動を行っていま
す。研究内容は地方や国家問わず様々な政策で
す。例えば今年は外交防衛について、過去には
外国人労働者についてなどを研究しました。
政策に興味がある人や公務員志望の人はぜひ入
会を検討してみてください!それ以外の人も歓
迎です!
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■知的所有権法研究会
私たち知的所有権法研究会は、知的財産法に
関する研究、及び論文の作成を行っております。
近年この法分野は日々変化する情報化社会にお
いて問題となる分野であり、具体的には、私た
ちに身近な権利である特許法や著作権法などを
研究しております。学生生活を楽しみながら法
律を学んでみたい方におすすめです。

経済・経営学会学生部会
■会計学研究会
こんにちは！！近畿大学経営学部統括団体の
会計学研究会です。僕たちの活動は主に簿記2、
3級取得のために勉強、討論会、討論会に向け
た論文づくりが主に活動内容となります。今は
コロナがあり制限されていますがその環境下で
も様々なイベント活動をしていきたいと思いま
す。ぜひ気軽に遊びに来てください。

■経営学研究会
私たちは「経営学研究会」、通称「経営研」
という団体です。経営研の主な活動としては、
合宿・企業訪問・プレゼン大会・生駒祭・ビジ
ネスプランコンテストです。そのほかにも、学
生自身が行う行事やイベントなどにも積極的に
参加しています。学年を問わず部員同士の中も
よくいつもワイワイしています。

■証券研究会
証券研究会は、金融や経営に関するテーマを
一つ選び、論文を作成して討論大会にさんかす
ることをもくてきとしています。これ以外にも
バーチャル投資や新人教育、企業見学なども予
定しており知識の底上げを図っている。きます。
また部活動の特徴である討論会の参加によって
論文作成能力や、プレゼン能力も確実に向上し
ます。

■ゼミナール連絡協議会
ゼミナール連絡協議会は主に３年生から始ま
るゼミ選択のお手伝いをしています。
具体的にはゼミの紹介紙の作成や、ゼミの体
験授業の運営などを行っています。さらにゼミ
が参加する討論大会の運営を全国の他大学の人
と行っています。これまで近大での開催に加え
日本大学などでも開催します。運営をしたい方
は是非！

■LCBA研究会
私たちL.C.B.A.研究会は主に経営法学につい
て学ぶ研究会です。研究会はお堅いイメージが
ありますが、この研究会は学年性別関係なくみ
んな仲良くとても明るいワイワイしたところで
す！コロナ以前は夏休みは合宿をしたり普段の
学校生活ではみんなで楽しく話したり、課題を
一緒にやるなど部員全員が充実した学校生活を
送っています！

課外活動の紹介

経済学部、経営学部の公認学生団体を取りま
とめています。経済学部、経営学部には私たち
のときは5つの団体が所属しており、その団体
それぞれに個性があるので、学生部会の役職に
就くのも様々な人と出会えて、横のつながりが
広がります！また、下部団体をまとめるので、
下部団体を活性化させたい人はおすすめです！

自治会所属団体

■地域経済研究会
主な活動内容としては東大阪の工場見学に修
学旅行や社会見学で訪れた中学生・高校生に同
伴し私たちがガイドとして生徒の方をバス降り
場から工場まで道案内したり工場内で安全を
確認し注意などをする仕事があります。そのよ
うな体験をさせてもらうことで東大阪のものづ
くり産業とかかわり学ぶことを目的としていま
す。
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理工会学生部会研究会連絡協議会

自治会所属団体

理工学部学生部会は、科学技術の向上や、学
生と教職員の交流を目的に活動しています。毎
年5月の第3日曜日に小中学生を対象に科学の
面白さや奥深さを体験しながら学ぶ「近大科学
祭」を開催しています。また、地域の理科教育
に力を注ぎ学園祭等大学の運営にも協力してい
ます。現在、7つの研究会が活動しています。

■電子計算機研究会
電子計算機研究会では,プログラミングやゲー
ム,映 像 に イ ラ ス ト,モ デ リ ン グ,VR等 々 部 員
各々が興味関心の赴くまま時に個人で時にチー
ムで自由に研究活動に取り組みます。
初心者から経験者まで100名ほどの部員が
勉強会やチーム開発を行うハッカソン等を経て
授業では得られない多様なスキルの獲得向上を
目指します。

■化学研究会
化学研究会です。私たちは科学を中心に様々
な活動を行っています。主な活動は、地域の学
校に赴き、実験や観望会を通して小学生と科学
の楽しさを共有します。また、夏休みは大学に
て自分たちで自由にテーマを決めて実験を行い
ます。春休みには2泊3日の合宿で、子どもた
ちと空気砲やテルミット反応などの実験をしま
す。

■ロボット研究会
ロボット研究会は、主にラジコンで戦うかわ
さきロボット大会と二足歩行ロボットで戦うＲ
ＯＢＯーＯＮＥ大会に出場し、それに向けて活
動しています。そのほか、生駒祭での展示物の
製作や自分が思うロボットを自由に製作するこ
ともでき、その環境が整っています。機械を創
る機会が得られる研究会です。

■自動車技術研究会
私たちは、毎年開催される全日本学生フォー
ミュラ大会に向けて、フォーミュラカーの設計、
製作、走行試験などを行っております。昨年度
は、車両の製作と走行試験を主にして活動をし
ました。今年度は、大会に向けて好成績を収め
ることを目標にして、新たなコンセプトを基に
新規で車両を開発していきます。

■エネルギー研究会「NEDE」
エネルギー研究会は燃料電池、原子力、太陽
光、風力の4つの班に分かれて活動しています。
太陽光パネルを取り入れた家模型や風力発電の
模型など、発電に関しての工作を行っています。
地域イベントへの参加や小学校での授業を通し
エネルギーの面白さを伝え、企業の方々との
交流を通しエネルギーの知識をより深めていま
す。

建築会学生部会
■エレクトロニクス研究会
“エレ研”では主に電子工作やプログラミング
を通したラジコンやロボットの製作からゲーム
エンジンを用いた3Dゲーム制作など「ハード」
から「ソフト」まで幅広く活動を行っています。
現在モーショントラッキング技術を用いたVR
ゲームを製作中！活動は@eledog_kindaiで発
信中です(*>▽<*)
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■理工グローバル研究会
将来国際的に活躍できるグローバル人材を目
指し、国際社会や異文化に対する知識を深め、
コミュニケーション能力の向上を目標に活動し
ています。海外のプログラムや短期留学などの
情報交換も行っています。昨今のコロナ禍を鑑
み、新しい生活様式としてZoomなどを用いて
海外に住む方と文化交流を深めています。

■建築研究会
私たち建築研究会は建築学部生のみで構成さ
れた団体です。定期的に行う見学会を始めとし、
夏は合宿、秋は生駒祭での模型展示と屋台出
店など様々な活動を行っています。また本会の
派生団体として長屋をリノベーションする「あ
きばこ家」、ツリーハウスを作る「TSURiHA」
があります。

新入生のために

近畿大学学則（抄）
第１章
（目

総則

的）

第１条 本大学は、教育基本法の本旨に則り、法律学、
経済学、商学、理学、工学、薬学、農学、水産学、
文学、社会学、国際学及び医学に関する学術の理論
及び応用を深く研究教授し、人格を陶冶することを
目的とする。
２ 本大学は建学の精神に沿った教育理念を実践す
るため、近畿大学教育方針を別記（１）に定め、学部、

第２章

学年・学期及び休業日

（学年・学期）

第８条 本大学の学年は、４月１日から始まり、翌

年３月31日に終る。
２ 学年は、これを２期に分け、４月１日から９月
20日までを前期とし、９月21日から翌年３月31日ま
でを後期とする。
３ 学長は、前項の後期開始日を変更することがで
きる。なお、後期開始日を変更した場合は、その前
日をもって前期の終了とする。
（休業日）

第９条 休業日は、次のとおりとする。

（１） 日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年
法律第178号）に規定する休日、本学創立記念
日（11月５日）
（２） 春期休暇 ３月20日から４月９日まで
（３） 夏期休暇 ７月21日から９月20日まで
（４） 冬期休暇 12月21日から翌年１月９日まで
２ 学長は、前項各号に規定する休業日を変更し、
又は臨時休業の日を定めることができる。

第３章

教育課程（省略）

第４章

試験・卒業及び学位記

（試験）

第17条 履修した授業科目については、試験その他
適当な方法により、学業成績を評価する。
２ 試験の実施に関する事項は、教授会においてこ

秀・優・良・可を合格とし、不可を不合格とする。
秀は90点以上、優は80点以上、良は70点以上、可は
60点以上、不可は59点以下とする。また、前記にか
かわらず単位を認定する場合は、認定とする。
（追・再試験）

第19条

病気その他正当な理由により受験できな
かった科目及び不合格になった科目については、教

授会で審議のうえ、追・再試験を行うことができる。
（単位）

第20条 合格した授業科目については、所定の単位

を与える。ただし、医学部の専門科目については、
単位制によらず時間制を採用する。
２ 授業科目の単位は、１単位を45時間の学修を必
要とする内容をもって構成することを標準とし、授
業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時
間外に必要な学修等を考慮して、次の計算基準によ
るものとする。
（１） 講義及び演習については、内容に応じて15
時間から30時間までの範囲で定める時間の授
業をもって１単位とする。
（２） 実験、実習及び実技については、内容に応
じて30時間から45時間までの範囲で定める時
間の授業をもって１単位とする。ただし、芸
術等の分野における個人指導による実技の授
業については、内容に応じて定める時間の授
業をもって１単位とする。
（３） 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業
研究、卒業製作等の授業科目については、こ
れらの学修の成果を評価して単位を授与する
ことが適切と認められる場合には、これらに
必要な学修等を考慮して、単位数を定めるこ
とができる。
（卒業の認定）

近畿大学学則（抄）

本大学の修業年限は、各学部４年とする。
在学年数８年を超えることはできない。
２ 薬学部医療薬学科、医学部の修業年限は６年と
し、在学年数12年を超えることはできない。

第18条 学業成績は、秀・優・良・可及び不可に分け、

ほか

第３条

れを定める。
（成績の評価）

学則

学科又は課程ごとに人材の育成に関する目的及びそ
の他教育・研究上の具体的な目的を別記（２）に定
めるものとする。
（修業年限）

（昭和41年12月１日）
最近改正（令和３年５月25日）

第21条 本大学に４年以上在学し、また薬学部医療

薬学科については６年以上在学し、所定の授業科目
を履修し、所定の単位を修得して、卒業資格を得た
者には卒業証書・学位記を授与する。
２ 医学部については６年以上在学し、所定の授業
科目を履修し、卒業試験及び総合試験に合格して、
卒業資格を得た者に卒業証書・学位記を授与する。
３ 第１項の規定にかかわらず、法学部法律学科法
曹コースにおいて所定の単位を優秀な成績で修得し
た者については、当該学部の定めるところに従い３
年以上の在学をもって卒業を認め、卒業証書・学位
記を授与する。
（学士の学位）
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第22条 本大学を卒業した者は、次の区分に従って

近畿大学学則（抄）

学士の学位を授与する。
学士（法 学）近畿大学 法学部 （法律学科）
学士（経済学）近畿大学 経済学部（経済学科）
学士（経済政策学）近畿大学 経済学部（総合経済政策学科）
学士（国際経済学）近畿大学 経済学部（国際経済学科）
学士（経営学）近畿大学 経営学部（経営学科）
学士（商 学）近畿大学 経営学部（商学科）
学士（会計学）近畿大学 経営学部（会計学科）
学士（キャリア・マネジメント学）
近畿大学 経営学部
（キャリア・マネジメント学科）
学士（理 学）近畿大学 理工学部
（理学科、生命科学科）
学士（工 学）近畿大学 理工学部
（応 用化学科、機械工学科、電気
電子工学科、社会環境工学科、
情報学科）
生物理工学部
（生 物工学科、食品安全工学科、
遺伝子工学科、生命情報工学科、
人間環境デザイン工学科、医用
工学科）
工学部
（化 学生命工学科、機械工学科、
情報学科、建築学科、電子情報
工学科、ロボティクス学科）
産業理工学部
（生 物環境化学科、電気電子工学
科、
建築・デザイン学科、
情報学科）
学士（建築学）近畿大学 建築学部（建築学科）
学士（経営ビジネス学）近畿大学 産業理工学部（経営ビジネス学科）
学士（薬 学）近畿大学 薬学部 （医療薬学科）
学士（薬科学）近畿大学 薬学部 （創薬科学科）
学士（農 学）近畿大学 農学部
（農 業生産科学科、水産学科、応
用生命化学科、食品栄養学科、
環境管理学科、生物機能科学科）
学士（文 学）近畿大学 文芸学部（文学科、文化・歴史学科）
学士（文芸学）近畿大学 文芸学部（芸術学科・文化デザイン学科）
学士（総合社会学）近畿大学 総合社会学部（総合社会学科）
学士（国際学）近畿大学 国際学部（国際学科）
学士（医 学）近畿大学 医学部 （医学科）

第５章 入
 学・編入学・転学・外国留学・休学・
退学・除籍・復学・再入学及び復籍
（入学の時期）

第23条 入学の時期は、毎学年の始めとする。
（入学資格）
第24条 本大学の各学部に入学を志願することので

きる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
（１） 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者
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（２） 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
（３） 外国において、学校教育における12年の課程
を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大
臣の指定した者
（４） 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程
を有するものとして認定した在外教育施設の当
該課程を修了した者
（５） 文部科学大臣の指定した者
（６） 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文
部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認
定試験に合格した者（旧規程による大学入学資
格検定に合格した者を含む。）
（７） その他本大学において、相当の年令に達し、
高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある
と認めた者
（入学選考）

第25条 入学を志願する者は、所定の手続と同時に

別表（７）に定める入学検定料を納め、本学が行う
選考により、合格した者について入学を許可する。
（入学手続）

第26条 入学を許可された者は、指定された期日ま

でに別表（７）に定める入学金、授業料その他の学
費を納入するとともに、学生規程に定める手続に従
い入学手続を完了しなければならない。
（編入学）

第27条 本大学の医学部を除く各学部の第３学年次
又は第２学年次において欠員がある場合、次の各号
のいずれかに該当する編入学志願者について選考の
うえ、編入学を許可することがある。
（１） 学士の学位を有する者
（２） 大学第２学年修了者、短期大学卒業者又は高
等専門学校卒業者その他同等以上の学力を有す
る者
（３） 大学第１学年修了者その他同等以上の学力を
有する者
（４） 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別
支援学校の専攻科の課程（修業年限が２年以上
であることその他の文部科学大臣の定める基準
を満たすものに限る。）を修了した者
（５） 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上で
あること、その他文部科学大臣の定める基準を
満たすものに限る。）を修了した者

第27条の２ 医学部に欠員がある場合は、他の大学

の医学進学課程を修了した者又はこれと同等以上の
学力があると認めた者について選考のうえ、編入学
を許可することがある。

第27条の３ 編入学者の修業年限は、別に定める。

（転学）

第28条 本大学から他の大学に転学しようとする者

は所定の手続をとらなければならない。
２ 転学に関する取扱は、別に定める。
（転部・転学部・転学科）

第29条 本大学の学生で、他の部又は学部・学科・

専攻に転籍を志願する者については、関係学部にお
ける選考のうえ、これを許可することがある。
（外国留学）

第29条の２ 本大学は、本大学の協定又は認定する

外国の大学へ留学を希望する学生を、教授会並びに
国際交流委員会で審議のうえ、留学させることがで
きる。
２ 前項の留学期間は、学長の承認を得て第３条に
規定する修業年限に算入することができる。
３ 留学に関する規定は、別に定める。
（休学）

第30条 病気その他やむを得ない理由で３ヵ月以上
就学できないときは、その事実を証明する書類を添
えて、保証人連署のうえ願い出て、その許可を得て

第32条

退学しようとする者は、その理由を記し、
保証人連署のうえ願い出なければならない。ただし、
やむを得ない事情のある場合はこの限りでない。
（除籍）

第32条の２ 次の各号のいずれかに該当する者は、

除籍とする。
（１） 第３条及び第27条の３に定める在学年数を超
えた者
（２） 第30条第２項に定める休学を許可された期間
を超えてなお復学又は退学しない者
（３） 学費の納入を怠り、督促を受けても納入しな
い者
（４） 新入生で学生証の交付手続を行わない者、そ
の他本学において修学する意思がないと認めら
れる者
（５） １年間以上にわたり行方不明の者
（再入学）

第33条 正当な理由で退学した者が、再入学を願い

出たときは学年の始めに限り審査のうえ、許可する
ことがある。
（復籍）

第33条の２ 学費未納による除籍者については、別

に定めるところにより審査のうえ、復籍を許可する
ことがある。

第35条 校医が健康上の理由により修学が不適当と

認めた学生に対しては、休学を命ずることがある。
（学生規程）

第36条 学生が遵守しなければならない事項は、本
学則に定めるほか、別に定める学生規程による。

第６章

学費

（学費）

第37条 入学金、授業料、教育充実費等学費の額は、

別表（７）のとおりである。
（学費の納付）

第38条 学費は、毎学期始め所定の期日までに納付

しなければならない。ただし、事情によって別に定
めるところによりこれを分納することができる。
２ 学期の中途で退学した者又は除籍された者も、
当該期分の学費を納入しなければならない。
（学費納入要項）

近畿大学学則（抄）

人連署のうえ、復学を願い出てその許可を得て復学
することができる。
（退学）

ることを許さない。
（強制休学）

ほか

第31条 休学者が休学の理由がやんだときは、保証

第34条 本大学の学生は、同時に他の大学に在籍す

学則

休学することができる。
２ 休学期間は、休学を許可された日から当該学期
末又は当該年度末までとする。ただし、特別の事情
がある場合には、引き続き休学を許可することがで
きる。
３ 休学できる期間は、連続して２年以内、通算し
て修業年限以内とする。
４ 休学中の期間は、在学年数に算入しない。
５ 休学中は、別に定める在籍料を納入しなければ
ならない。
（復学）

（二重在籍）

第39条

学費については、この学則に定めるほか、
別に定める学費納入要項による。

第７章

賞罰

（表彰）

第40条 学力優秀、品行方正な者その他格別の功績

があった者は、これを表彰する。
（懲戒）

第41条 学則、学生規程その他諸規則に違反し、本
学の秩序を乱し、又は性行不良その他学生の本分に
もとる行為のあった者に対しては、懲戒として情状
により譴責、停学又は退学の処分を行う。
２ 次の各号の一に該当する者には退学を命ずる。
（１） 性行不良で改善の見込がないと認められる者
（２） 学業を怠り成業の見込がないと認められる者
（３） 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分
に反した者

第42条 前２条の表彰及び懲戒は、必要に応じ賞罰
委員会又は大学協議会で審議するものとする。
２ 賞罰委員会に関する事項は、別に定める。

第８章

 目等履修生・委託生及び外国人
科
留学生（省略）

第９章

教職員組織（省略）

第10章

奨学生

（奨学生）

第64条 学力優秀、品行方正で学生の模範と認めら
STUDENT LIFE GUIDE BOOK 2022

115

れた学生を選んで奨学生とすることがある。
２ 奨学生に対しては、学費の全部又は一部を貸給
与する。
３ 奨学生に関する事項は、別に定める。

第11章

寄宿舎（省略）

この学則の改正は、令和３年５月25日から施行する。
※改正される場合もあります。
改正された場合は、大学ホームページにて公開等し
ます。

近畿大学学則（抄）
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近畿大学短期大学部学則（抄）

（昭和25年４月１日）
最近改正（令和３年10月１日）

第１章

総則

（目的）

第１条 本大学は、教育基本法の本旨に則り、商学
及び経済学に関する専門の学芸を研究教授するとと
もに、高い教養を与え、国家及び社会の発展に貢献
する人材を育成することを目的とする。
２ 本学は建学の精神に沿った教育理念を実践する
ため、学科ごとに人材の養成に関する目的及びその
他教育・研究上の具体的な目的を別記に定めるもの

在学年数４年をこえることはできない。

学年・学期及び休業日

（学年・学期）

第５条 本大学の学年は４月１日に始まり、翌年３

月31日に終る。
２ 学年は、これを２期に分け、４月１日から９月
20日までを前期とし、９月21日から翌年３月31日ま
でを後期とする。
３ 学長は、前項の後期開始日を変更することがで
きる。なお、後期開始日を変更した場合は、その前
日をもって前期の終了とする。
（休業日）

第６条 休業日は、次の通りとする。

（１） 日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年
法律第178号）に規定する休日、本学創立記念
日（11月５日）
（２） 春期休暇 ３月20日から４月９日まで
（３） 夏期休暇 ７月21日から９月20日まで
（４） 冬期休暇 12月21日から翌年１月９日まで
２ 学長は、前項各号に規定する休業日を変更し、
又は臨時休業の日を定めることができる。

第14条 合格した授業科目については所定の単位を
与える。

２ 授業科目の単位は、１単位を45時間の学修を必
要とする内容をもって構成することを標準とし、授
業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時
間外に必要な学修等を考慮して、次の計算基準によ
るものとする。
（１） 講義は、教室内における１時間の講義に対し
て教室外における２時間の準備のための学修を
必要とするものとし、15時間の講義をもって１
単位とする。
（２） 外国語科目の講義及び演習は２時間の講義又
は演習に対して教室外における１時間の準備の
ための学修を必要とするものとし、30時間の講
義又は演習をもって１単位とする。
（３） 実験・実習・製図及び体育実技はすべて実験
室、実習場等で行われるものとし、45時間の実
験・実習又は実技をもって１単位とする。
（卒業の認定）

近畿大学短期大学部学則（抄）

第２章

病気その他正当な理由により受験できな
かった科目及び不合格になった科目については、教
授会で審議のうえ追・再試験を行うことができる。
（単位）

ほか

第３条 本大学の修業年限は、２年とする。ただし、

第13条

学則

とする。
（修業年限）

秀は90点以上、優は80点以上、良は70点以上、可は
60点以上、不可は59点以下とする。また、前記にか
かわらず単位を認定する場合は、認定とする。
（追・再試験）

第15条 本大学に２年以上在学し、所定の学科目を

履修し所定の単位を取得した者は卒業とし、卒業証
書を授与する。
２ 本大学を卒業した者は、短期大学士（経営学）
の学位を授与する。

第５章

 学・転学・休学・退学・除籍・
入
復学・再入学及び復籍

（入学の時期）

第３章

教育課程（省略）

第４章

試験及び卒業

（試験）

第11条 履修した授業科目については、試験その他

適当な方法により、学業成績を評価する。
２ 試験の実施に関する事項は、教授会においてこ
れを定める。
（成績の評価）

第12条 学業成績は、秀・優・良・可及び不可に分け、
秀・優・良・可を合格とし、不可を不合格とする。

第16条 入学の時期は、毎学年の始めとする。
（入学資格）
第17条 本大学に入学を志願することのできる者は、
次の各号の何れかに該当する者とする。
（１） 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者
（２） 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
（３） 通常の課程によりこれに相当する学校教育を
修了した者
（４） 外国において、学校教育における12年の課程
を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大
臣の指定した者
（５） 文部科学大臣の指定した者
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（６） 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文
部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認
定試験に合格したもの（旧規程による大学入学
資格検定に合格した者を含む。）
（７） 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程
を有する者として認定した在外教育施設の当該
課程を修了した者
（８） その他本大学において、相当の年齢に達し高
等学校を卒業した者と同等以上の学力があると
認めた者
（入学選考）

い者
（４） 新入生で学生証の交付手続を行わない者、そ
の他本学において修学する意思がないと認めら
れる者
（５） １年間以上にわたり行方不明の者
（再入学）

第18条 入学を志願する者は、所定の手続と同時に

に定めるところにより、審査のうえ、復籍を許可す
ることがある。
（二重在籍）

別表５に定める入学検定料を納め本学が行う選考に
より合格した者について入学を許可する。

（入学手続）

第19条 入学を許可された者は、指定された期日ま

でに別表５に定める入学金、授業料その他の学費を
納入するとともに、学生規程に定める手続に従い入
学手続を完了しなければならない。
（転学）

近畿大学短期大学部学則（抄）

第20条 他の大学から本大学に、又は本大学から他

の大学に転学しようとする者は、所定の手続をとら
なければならない。
２ 転学に関する取扱は、別に定める。
（休学）

第21条 病気その他やむを得ない理由で３ヵ月以上

就学できないときは、その事実を証明する書類を添
えて、保証人連署のうえ願い出て、その許可を得て
休学することができる。
２ 休学期間は、休学を許可された日から当該学期
末又は当該年度末までとする。ただし、特別の事情
がある場合には、引き続き休学を許可することがで
きる。
３ 休学できる期間は、連続して２年以内、通算し
て修業年限以内とする。
４ 休学中の期間は、在学年数に算入しない。
５ 休学中は、別に定める在籍料を納入しなければ
ならない。
（復学）

第22条 休学者が休学の理由がやんだときは、保証

人連署のうえ、復学を願い出てその許可を得て復学
することができる。
（退学）

第23条

退学しようとする者は、その理由を記し、
保証人連署のうえ願い出なければならない。ただし、
やむを得ない事情のある場合はこの限りでない。
（除籍）

第23条の２ 次の各号のいずれかに該当する者は、
除籍とする。
（１） 第３条に定める在学年数を超えた者
（２） 第21条第２項に定める休学を許可された期間
を超えてなお復学又は退学しない者
（３） 学費の納入を怠り、督促を受けても納入しな
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第24条 正当な理由で退学した者が、再入学を願い

出たときは、学年の始めに限り審査のうえ、許可す
ることがある。
（復籍）

第24条の２ 学費未納による除籍者については、別

第25条 本大学の学生は、同時に他の大学に在籍す

ることを許さない。
（強制休学）

第26条 校医が健康上の理由により修学が不適当と

認めた学生に対しては、休学を命ずることがある。
（学生規程）

第27条 学生が遵守しなければならない事項は、本
学則に定めるほか、別に定める学生規程による。

第６章

学費

（学費）

第28条 入学金、授業料等学費の額は別表５の通り

である。
（学費の納付）

第29条 学費は、毎学期始め所定の期日までに納付

しなければならない。ただし、事情によって別に定
めるところによりこれを分納することができる。
２ 学期の中途で退学した者又は除籍された者も、
当該期分の学費を納入しなければならない。
（学費納入要項）

第30条

学費については、この学則に定めるほか、
別に定める学費納入要項による。

第７章

賞罰

（表彰）

第31条 学力優秀、品行方正な者その他格別の功績

があった者は、これを表彰する。
（懲戒）

第32条 学則、学生規程その他諸規則に違反し、本

学の秩序を乱し、又は性行不良その他学生の本分に
もとる行為のあった者に対しては、懲戒として情状
により譴責、停学又は退学の処分を行う。
２ 次の各号の一に該当する者は、退学を命ずる。
（１） 品行不良で改善の見込みがないと認められる者
（２） 学業を怠り成業の見込みがないと認められる者
（３） 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分
に反した者

第33条 前２条の表彰及び懲戒は、必要に応じ賞罰
委員会又は大学協議会で審議のうえこれを行う。
２ 賞罰委員会に関する事項は、別に定める。

第８章

 託生・科目等履修生及び外国人
委
学生（省略）

第９章

教職員組織（省略）

第10章

奨学生

（奨学生）

第53条 学力優秀、品行方正で学生の模範と認めら
れた学生を選んで奨学生とすることがある。

学則

２ 奨学生に対しては、学費の全部又は一部を貸給
する。
３ 奨学生に関する事項は、別に定める。

ほか

則（令和３年10月１日）
この学則の改正は、令和３年10月１日から施行する。

近畿大学短期大学部学則（抄）

附

※改正される場合もあります。
改正された場合は、大学ホームページにて公開等し
ます。
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近畿大学大学院学則（抄）
第１章

総則

（目的）

第１条 本大学院は、学術の理論及び応用を教授研

究し、その深奥を究めて、文化の進展に寄与するこ
とを目的とする。
２ 本大学院は建学の精神に沿った教育理念を実践
するため、研究科、専攻ごとに人材の養成に関する
目的及びその他教育・研究上の具体的な目的を別記
のとおり定めるものとする。

（課程）

第２条 本大学院に修士課程及び博士課程をおく。

近畿大学大学院学則（抄）

２ 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授
け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を
要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的
とする。
３ 博士課程は、専門分野について研究者として自
立して研究活動を行い、又はその高度に専門的な業
務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎
となる豊かな学識を養うことを目的とする。
４ 博士課程は、前期課程と後期課程に区分し、又
はこの区分を設けないものとする。前期及び後期の
課程に区分する博士課程においては、その前期２年
の課程は、これを修士課程として取り扱うものとす
る。ただし、医学研究科並びに薬学研究科薬学専攻
においては、前期、後期に区分しない。
（研究科）

第３条 本大学院に法学研究科、商学研究科、経済

学研究科、総合理工学研究科、薬学研究科、総合文
化研究科、農学研究科、生物理工学研究科、システ
ム工学研究科、産業理工学研究科及び医学研究科を
おく。
（専攻）

第４条 各研究科に次の専攻をおく。
法 学 研 究 科
商 学 研 究 科
経 済 学 研 究 科
総合理工学研究科

法律学専攻
商学専攻
経済学専攻
理学専攻 物質系工学専攻
メカニックス系工学専攻 エレ
クトロニクス系工学専攻 環
境系工学専攻 建築デザイン
専攻 東大阪モノづくり専攻
薬 学 研 究 科 薬学専攻 薬科学専攻
総 合 文 化 研 究 科 日本文学専攻 英語英米文学
専攻 文化・社会学専攻 心理
学専攻 ただし、修士課程とする。
農 学 研 究 科
農業生産科学専攻 水産学専
攻 応用生命化学専攻 環境
管理学専攻 バイ
オサイエンス専攻

120

STUDENT LIFE GUIDE BOOK 2022

（昭和27年４月１日）
最近改正（令和３年４月１日）

生 物 理 工 学 研 究 科 生物工学専攻 生体システム
工学専攻
システム工学研究科 システム工学専攻
産 業 理 工 学 研 究 科 産業理工学専攻
医 学 研 究 科 医学系専攻
（修業年限）

第５条 本大学院の修士課程の標準修業年限は、２

年とする。
２ 博士課程の標準修業年限は、５年とし、前期課
程（以下「博士前期課程」という。）の標準修業年
限は２年、後期課程（以下「博士後期課程」という。）
の標準修業年限は、３年とする。
３ 前項の規定にかかわらず、医学研究科並びに薬
学研究科薬学専攻博士課程の標準修業年限は、４年
とする。
４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、学生が
職業を有しているなどの事情がある場合には、標準
修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育
課程を履修し、修了することを希望する旨を申し出
たときは、研究科委員会の議を経て、学長は、その
計画的な履修を認めることができる。

第２章

教育課程

（教育方法）

第７条 本大学院の教育は授業科目の授業及び学位

論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」とい
う。）によって行うものとする。
（履修方法）

第８条 各研究科における授業科目、単位数及び履

修方法は、別表（１）のとおりとする。
（単位基準）

第９条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目
を45時間の学修を必要とする内容をもって構成する
ことを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業によ
る教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮する
ものとする。
２ 各授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位
として行うものとする。ただし、教育研究上必要が
あると認められる場合は、この期間より短い特定の
期間において授業を行うことができる。
（１） 講義及び演習等についての授業科目は、原則
として15時間から30時間までの範囲で本大学院
が定める時間の授業をもって１単位とする。
（２） 実験、実習及び実験的・臨床的研究等につい
ての授業科目は、30時間から45時間までの範囲
で本大学院が定める時間の授業をもって１単位
とする。

（３） 一つの授業科目について、講義、演習、実験、
実習又は研究のうち二つ以上の方法の併用によ
り行う場合については、その組み合わせに応じ、
第１号及び第２号に規定する基準を考慮して定
める。
３ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、その学
修の成果を評価して単位を授与することが適切と認
められる授業科目を開設する場合には、これらに必
要な学修等を考慮して、その単位数を別に定めるこ
とができる。
（専修科目）

第10条 各研究科の選択必修の授業科目の中から選

定した１科目をその学生の専修科目とする。ただし、
農学研究科においては、専攻分野の中から選定した

第14条 本大学院において、取得できる教育職員免
許状の種類は、次のとおりである。
研

究

科

法

学

研

究

科

法律学専攻

専

高等学校専修

公民

商

学

研

究

科

商学専攻

高等学校専修

商業

高等学校専修

地理歴史

高等学校専修

公民

高等学校専修

商業

中学校専修

数学

高等学校専修

数学

中学校専修

理科

高等学校専修

理科

中学校専修

理科

高等学校専修

理科

メカニックス系工学専攻

高等学校専修

工業

エレクトロニクス系工学専攻

高等学校専修

工業

環境系工学専攻

高等学校専修

工業

日本文学専攻

中学校専修

国語

高等学校専修

国語

中学校専修

英語

高等学校専修

英語

中学校専修

社会

高等学校専修

地理歴史

高等学校専修

公民

心理学専攻

高等学校専修

公民

農業生産科学専攻

高等学校専修

農業

水産学専攻

高等学校専修

水産

応用生命化学専攻

中学校専修

理科

高等学校専修

理科

環境管理学専攻

高等学校専修

農業

バイオサイエンス専攻

中学校専修

理科

高等学校専修

理科

中学校専修

理科

高等学校専修

理科

中学校専修

数学

高等学校専修

数学

中学校専修

理科

高等学校専修

理科

中学校専修

技術

高等学校専修

工業

高等学校専修

情報

高等学校専修

工業

経 済 学 研 究 科

攻

経済学専攻
理学専攻

第12条 各研究科委員会において教育研究上有益と

認めるときは、他の大学院（外国の大学院を含む。）
の授業科目を履修させることができる。
２ 前項の規定により修得した単位は、15単位を超
えない範囲で、現に在籍している課程における授業
科目の履修により修得したものとみなすことができ
る。
３ 各研究科委員会において教育研究上有益と認め
るときは、他大学の大学院又は研究所等と予め協議
のうえ、学生が当該大学院又は研究所等において必
要な研究指導を受けることを認めることができる。
ただし、修士課程又は博士前期課程の学生について
認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、１
年を超えないものとする。
（本大学院の他の研究科における授業科目の履修）

総合理工学研究科

英語英米文学専攻
総合文化研究科

農

学

研

究

第12条の３ 各研究科委員会において教育研究上有

益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前に
大学院において履修した授業科目について履修した
単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を、
現に在籍している課程に入学した後の本大学院にお
ける授業科目の履修により修得したものとみなすこ

文化・社会学専攻

科

第12条の２ 各研究科委員会において教育研究上有

益と認めるときは、本大学院の他の研究科の授業科
目を履修させることができる。
２ 前項の規定により修得した単位は、現に在籍し
ている課程における授業科目の履修により修得した
ものとみなすことができる。単位認定の上限は別途
定める。
（入学前の既修得単位の認定）

物質系工学専攻

生物工学専攻
生物理工学研究科

システム工学研究科

産業理工学研究科

第３章

生体システム工学専攻

システム工学専攻

産業理工学専攻

免許状の種類

近畿大学大学院学則（抄）

教員とする。
２ 学生は、指導教員の研究指導並びに授業科目の
選択等研究一般に関する指導を受けなければならな
い。
（他の大学院における授業科目の履修）

しようとする者は、各研究科配当の関係科目の中か
ら教育職員免許法及び同施行規則に定める必要な単
位数を修得しなければならない。ただし、一種免許
状の取得資格を有する者に限る。

ほか

第11条 専修科目を担当する教員をその学生の指導

第13条 本大学院において、教育職員免許状を取得

学則

１分野の授業科目を、また医学研究科においては専
攻分野の中から選定した１分野の選択必修科目をそ
の学生の専修科目とする。
（指導教員）

とができる。
２ 前項の規定により修得した単位は、現に在籍し
ている課程において修得した単位以外のものについ
ては、15単位を超えないものとする。
３ 第１項、第12条第２項又は第12条の２第２項の
定めにより修得したものとみなし、与えることので
きる単位数は、合わせて20単位を超えないものとす
る。
（教員の免許状授与の所要資格を得させるための課程）

試験及び課程の修了

（試験）
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第15条 大学院における正規の授業を受けて、所定

の授業科目を履修した者に対しては、学期末又は学
年末に試験を行う。ただし、研究報告の提出をもっ
てこれに代えることができる。
（成績・単位）

第16条

試験の成績は優・良・可及び不可で示し、
可以上を合格とする。ただし、演習及び実験につい
ては、「合格」をもって示すことがある。
２ 合格した授業科目については、所定の単位を与
える。
（課程の修了）

第17条 修士課程又は博士前期課程に２年以上在学
し、所定の単位を修得し、かつ必要な研究指導を受
けた上、修士論文又は特定の課題についての研究成

近畿大学大学院学則（抄）

果の審査及び最終試験に合格した者をもって修士課
程を修了したものとする。ただし、在学期間に関し
ては、優れた業績を上げた者については、大学院に
１年以上在学すれば足りるものとする。
２ 第２条第４項の規定により修士課程として取り
扱うものとする博士課程の前期の課程の修了の要件
は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認
められる場合、前項に規定する大学院の行う修士論
文又は特定の課題についての研究成果の審査及び最
終試験に合格することに代えて、大学院が行う次に
掲げる試験及び審査に合格することとすることがで
きる。
（１） 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力
並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素
養であって当該前期の課程において修得し、又
は涵養すべきものについての試験
（２） 博士論文に係る研究を主体的に遂行するため
に必要な能力であって当該前期の課程において
修得すべきものについての審査
３ 博士後期課程に３年以上（医学研究科並びに薬
学研究科薬学専攻博士課程においては４年以上。）
在学し、所定の単位を修得し、かつ必要な研究指導
を受けた上、博士論文の審査及び最終試験又は特定
の課題についての研究成果の審査及び最終試験に合
格した者をもって博士課程を修了したものとする。
ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた
者については、大学院に３年（修士課程又は博士前
期課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者に
あっては、当該課程における２年の在学期間を含
む。）以上、また医学研究科並びに薬学研究科薬学
専攻にあっては、博士課程に３年以上在学すれば足
りるものとする。
４ 前項の規定にかかわらず、本学則第36条第１項
第４号の規定により、大学院への入学資格に関し、
修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認
められた者が、博士後期課程に入学した場合は、大
学院に３年以上在学し、必要な研究指導を受けた上、
博士論文の審査及び最終試験又は特定の課題につい
ての研究成果の審査及び最終試験に合格した者を
122
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もってその課程を修了したものとする。ただし、在
学期間に関しては優れた研究業績を上げた者につい
ては、大学院に１年以上在学すれば足りるものとす
る。医学研究科並びに薬学研究科薬学専攻にあって
は、この規定は適用しない。
（最長在学年数）

第18条 本大学院における最長在学年数は、修士課
程及び博士前期課程においては４年、博士後期課程
においては６年とする。医学研究科並びに薬学研究
科薬学専攻博士課程においては８年とする。

第４章

学位及びその授与

（修士の学位）

第19条 修士の学位は、修士課程又は博士前期課程

を修了した者に授与する。
２ 修士の学位は、その修了した研究科に応じて次
のとおり区分する。
  法学研究科     修士（法学） （近畿大学）
  商学研究科     修士（商学） （近畿大学）
  経済学研究科    修士（経済学）（近畿大学）
  総合理工学研究科  修士（理学） （近畿大学）
            修士（工学） （近畿大学）
            修士（建築学）（近畿大学）
  薬学研究科     修士（薬科学）（近畿大学）
  総合文化研究科   修士（文学） （近畿大学）
            修士（文化学）（近畿大学）
            修士（社会学）（近畿大学）
            修士（心理学）（近畿大学）
  農学研究科     修士（農学） （近畿大学）
  生物理工学研究科  修士（工学） （近畿大学）
  システム工学研究科 修士（工学） （近畿大学）
  産業理工学研究科  修士（工学） （近畿大学）
（博士の学位）

第20条 博士の学位は、博士後期課程（医学研究科

並びに薬学研究科薬学専攻においては博士課程）を
修了した者に授与する。
法学研究科     博士（法学） （近畿大学）
商学研究科     博士（商学） （近畿大学）
経済学研究科    博士（経済学）（近畿大学）
総合理工学研究科  博士（理学） （近畿大学）
            博士（工学） （近畿大学）
薬学研究科     博士（薬学） （近畿大学）
            博士（薬科学）（近畿大学）
農学研究科     博士（農学） （近畿大学）
生物理工学研究科  博士（工学） （近畿大学）
システム工学研究科 博士（工学） （近畿大学）
産業理工学研究科  博士（工学） （近畿大学）
医学研究科     博士（医学） （近畿大学）

第21条 前条第１項に定めるもののほか、本大学院

の博士課程を経ずして博士の学位を得ようとする者
について、本大学院の行う博士論文の審査に合格し、
かつ、本大学院の博士課程を修了した者と同等以上

の学力を有することを確認されたとき博士の学位を
授与する。
（論文審査）

第22条 修士の学位論文又は特定の課題についての
研究成果は、在学期間中に提出し、審査を終了する
ものとする。
２ 博士の学位又は特定の課題についての研究成果
は、本大学院において論文又は特定の成果課題を受
理した後、１年以内に審査を終了するものとする。

第23条 学位論文又は特定の課題についての研究成
果の審査は、専修科目及びこれに関連のある科目の
教員によってこれを行う。ただし、必要がある場合
は他の審査委員（本学他研究科教員、他大学教員等
学外審査委員を含む）を加えることができる。

第５章

教員組織及び運営機構（省略）

第６章

学年・学期及び休業日

（学年・学期）

第32条 本大学院の学年は、４月１日に始まり、翌

年３月31日に終る。
２ 学年は、これを２期に分け、４月１日から９月
20日までを前期とし、９月21日から翌年３月31日ま
でを後期とする。
３ 学長は、前項の後期開始日を変更することがで
きる。なお、後期開始日を変更した場合は、その前
日をもって前期の終了とする。
（休業日）

第33条 休業日は、次のとおりとする。

（１） 日曜日・国民の祝日・本学創立記念日（11月
５日）
（２） 春期休暇 ３月20日から４月９日まで
（３） 夏期休暇 ７月21日から９月20日まで
（４） 冬期休暇 12月21日から翌年１月９日まで
２ 学長は、前項各号に規定する休業日を変更し、
又は臨時休業の日を定めることができる。

第７章

 学・転学・休学・退学・除籍・
入
復学・再入学及び復籍

（入学）

第34条 入学時期は、毎年４月とする。ただし、教

育上有益と認めるときは、９月に入学を認めること
ができる。
（入学資格）

近畿大学大学院学則（抄）

近畿大学学位規程に定める。

了者が当該外国の学校教育における16年の課程
を修了したとされるものに限る。）を有するも
のとして当該外国の学校教育制度において位置
付けられた教育施設であって、文部科学大臣が
別に指定するものの当該課程を修了した者
（６） 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上で
あることその他の文部科学大臣が定める基準を
満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指
定するものを文部科学大臣が定める日以後に修
了した者
（７） 文部科学大臣の指定した者
（８） 本大学院において個別の入学資格審査によ
り、大学を卒業した者と同等以上の学力がある
と認めた者で22歳に達した者
（９） 本大学院において大学を卒業した者と同等以
上の学力があると認めた者
２ 医学研究科並びに薬学研究科薬学専攻博士課程
に入学することのできる者は次の各号の一に該当す
るものとする。
（１） 大学の医学・歯学、獣医学又は薬学を履修す
る課程を卒業した者
（２） 外国において学校教育における18年の課程を
修了した者
（３） 文部科学大臣の指定した者
（４） 本大学院において個別の入学資格審査によ
り、大学を卒業した者と同等以上の学力がある
と認めた者で24才に達した者
（５） 本大学院において第１号に定める課程を卒業
した者と同等以上の学力があると認めた者

ほか

第24条 学位及びその授与については、本章のほか

のできる者は、次の各号の一に該当するものとする。
（１） 大学を卒業した者
（２） 大学評価・学位授与機構から学士の学位を授
与された者
（３） 外国において学校教育における16年の課程を
修了した者
（４） 外国の学校が行う通信教育における授業科目
を我が国において履修することにより当該外国
の学校教育における16年の課程を修了した者
（５） 我が国において、外国の大学の課程（その修

学則

２ 最終試験は学位論文又は特定の課題についての
研究成果を中心にして、これに関連ある学科目につ
いて行う。
３ 学位授与は、学長がこれを行う。
（学位規程）

第35条 修士課程及び博士前期課程に入学すること

第36条 博士後期課程に入学することのできる者は、
次の各号の一に該当するものとする。
（１） 修士の学位を有する者
（２） 専門職学位を有する者
（３） 外国において修士の学位に相当する学位を授
与された者
（４） 外国の学校が行う通信教育における授業科目
を我が国において履修し、修士の学位又は専門
職学位に相当する学位を授与された者
（５） 我が国において、外国の大学院の課程を有す
るものとして当該外国の学校教育制度において
位置付けられた教育施設であって、文部科学大
臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修
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士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与
された者
（６） 文部科学大臣の指定した者
（７） 本大学院において個別の入学資格審査によ
り、修士の学位を有する者と同等以上の学力が
あると認めた者で24才に達した者
（８） 大学を卒業した後、大学、研究所等において、
２年以上研究に従事した者で、本大学院におい
て、当該研究の成果等により、修士の学位を有
する者と同等以上の学力があると認めた者
（入学・進学試験）

第37条 本大学院に所定の手続きを経て出願した者
のうち、本大学院が行う入学試験に合格した者に対
して入学を許可する。

第42条 本学則第41条の規定によって退学した者が、
退学した年度から起算して翌年度又は翌々年度の３
月１日から３月７日までに再入学を願い出たとき
は、学年の始めに限り審査のうえ、許可することが
ある。
２ 本学則第41条の規定によって退学した者のう
ち、標準修業年限を在学するとともに所定の単位を
修得していた者が、博士論文の提出を目的として再
入学を願い出たときは、審査のうえ、許可すること
がある。ただし、退学の日から３年以内に願い出た
者に限る。

２ 本大学院博士前期課程修了者が博士後期課程に
進学を志願するときは、前項に準じ進学試験を行う。
（入学手続）

３ 再入学後の在学年限は、退学前の在学年数を通
算して本学則第18条に規定する最長在学年数を超え
ることができない。
（復籍）

第38条 入学を許可された者は、指定された期日ま

第42条の２ 学費未納による除籍者については、別

近畿大学大学院学則（抄）

でに別表（２）に定める入学金、授業料その他の学
費を納入するとともに、学生規程に定める手続に従
い入学手続を完了しなければならない。
（休学）

に定めるところにより審査のうえ、復籍を許可する
ことがある。
（転学）

第39条 病気その他やむを得ない理由で３ヵ月以上

る者は、理由を付して、願い出て許可を得なければ
ならない。
（強制休学）

就学できないときは、その事実を証明する書類を添
えて願い出て、その許可を得て休学することができ
る。
２ 休学期間は、休学を許可された日から当該学期
末又は当該年度末までとする。ただし、特別の事情
がある場合には、引き続き休学を許可することがで
きる。
３ 休学できる期間は、連続して２年以内、通算し
て修業年限以内とする。
４ 休学中の期間は、在学年数に算入しない。
５ 休学中は、別に定める在籍料を納入しなければ
ならない。
（復学）

第40条 休学者が休学の理由がやんだときは、復学

を願い出てその許可を得て復学することができる。
（退学）

第41条 本大学院を退学しようとする者は、退学届

を提出しなければならない。ただし、やむを得ない
事情のある場合はこの限りでない。
（除籍）

第41条の２ 次の各号のいずれかに該当する者は、
除籍する。
（１） 第18条に定める最長在学年数を超えた者
（２） 第39条第２項に定める休学を許可された期間
を超えてなお復学又は退学しない者
（３） 学費の納入を怠り、督促を受けても納入しな
い者
（４）
 新入生で学生証の交付手続きを行わない者、
その他本大学において修学する意思がないと認
められる者
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（５） １年間以上にわたり行方不明の者
（再入学）
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第43条 本大学院から他の大学院に転学しようとす

第44条 校医が健康上の理由により修学が不適当と
認めた学生に対しては、休学を命ずることがある。

第８章

学費

（学費）

第45条 入学金、授業料、その他学費の額は、別表（２）

のとおりである。
（学費の納付）

第46条 学費は、毎学期始め所定の期日までに納付

しなければならない。ただし、事情によって別に定
めるところによりこれを分納することができる。
２ 学期の中途で退学した者又は除籍された者も、
当該期分の学費を納入しなければならない。
（学費納入要項）

第47条

学費については、この学則に定めるほか、
別に定める学費納入要項による。

第９章

賞罰

（表彰）

第48条 品行方正、学力優秀な者又は奇特の行為の

あった者に対しては、これを表彰することがある。
（懲戒）

第49条 学則その他諸規則に違反し、本学の秩序を

乱し、又は性行不良その他学生の本分にもとる行為
のあった者に対しては、懲戒として情状により譴責、
停学又は退学の処分を行う。

２ 次の各号の一に該当する者には退学を命ずる。
（１） 性行不良で改善の見込がないと認められる者
（２） 学業を怠り、成業の見込がないと認められる者
（３） 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分
に反した者

第49条の２ 前２条の表彰及び懲戒は、必要に応じ

賞罰委員会又は大学協議会で審議するものとする。
２ 賞罰委員会に関する事項は、別に定める。

第10章

 託生・科目等履修生・研究生及
委
び外国人留学生（省略）

第11章

奨学生
学則

（奨学生）

第56条 学力優秀、品行方正で学生の模範と認めら

近畿大学大学院学則（抄）

第12章

ほか

れた学生を選んで奨学生とすることがある。
２ 奨学生に対しては、学費の全部又は一部を貸与
する。
３ 奨学生に関する事項は、別に定める。

研究及び厚生施設（省略）

附

則（令和３年４月１日）
この学則の改正は、令和３年４月１日から施行する。
※改正される場合もあります。
改正された場合は、大学ホームページにて公開等し
ます。
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近畿大学学生規程（学部）
第１章

総則

（規則の遵守）

第１条 学生は、近畿大学学則（以下 ｢学則｣ という｡）、

近畿大学短期大学部学則（以下 ｢短期大学部学則｣
という｡）に定めるほか、本規程その他大学の諸規
則を守らなければならない。
（自治活動）

第２条 学生は、健全な自治活動に努めなければな
らない。

（学内秩序）

第３条 学生は、個人、団体を問わず学内の秩序を

乱してはならない。
（意見の申し出）

第４条 大学に対する希望あるいは意見等を申し出
近畿大学学生規程（学部）

る場合は、所属学部長又は学生部長を通じて行わな
ければならない。

第２章

学生証

者とする。
２ 保証人は、独立の生計を営み保証人としての責
務を果たすことのできる者でなければならない。

第４章

学費

（学費納期）

第12条

学費は、所定の金額を前期、後期に分け、
毎年前期は５月14日までに、後期は10月14日までに
納付するものとする。ただし、学部、学科、専攻、

学年次によって期日を変更する場合がある。
（延納・分納）

第13条 特別の事情のある者は、本学の承認を受け
て、延納又は前条に定める各期の納付額を次の期日
までに分納することができる。
第１回
第２回
第３回

前期分
５月２０日
６月１０日
６月３０日

後期分
１０月３１日
１１月３０日
１２月２０日

なければならない。
２ 学生証は、常に携帯し、本学教職員の請求があっ
たときは、これを提示しなければならない。
（学生証の返納）

２ 延納の期日は、別に定める。
３ 前項の承認を受けようとする者は、毎学年始め
本学の指定する期限内に法人本部財務部資金室に願
い出なければならない。ただし、納入期日が土曜日
又は日曜日の場合は翌月曜日とし、振替休日の場合
はその翌日とする。
（延滞料）

第６条 学生証は卒業、退学、除籍、又はその有効

第14条 学費を所定の納入期日までに納入しなかっ

（学生証の交付）

第５条 学生は、入学と同時に学生証の交付を受け

期間を経過したときは、直ちに大学運営本部学生部
に返納しなければならない。
（学生証の再交付）

第７条 学生証を紛失したときは、直ちに大学運営本

部学生部に届け出て再交付を受けなければならない。

第３章

誓約及び学生登録

（誓約）

第８条 入学を許可された者は、学生となるにあたっ

ての誓約を行わなければならない。なお、その手続
は別途入学手続マニュアルに定める。
（学生登録）

第９条 学生は、入学の際に必要事項を登録しなけ

ればならない。なお、その手続は別途入学手続マ
ニュアルに定める。
（身上異動届）

第10条 前条に基づく登録事項に変更が生じたとき

は、すみやかに大学運営本部学生部に届け出なけれ
ばならない。
（保証人）

第11条 保証人は１名とし、父母又はこれに代わる
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た者は、保証人連署の上延滞手続書類を法人本部財
務部資金室に提出し、延滞料及び滞納学費を納入し
ない限り除籍とする。

第５章

試験

（試験注意事項）

第15条 定期試験、その他の試験においては、各学

部における規程のほか、次の事項を守らなければな
らない。もしこれを守らず受験した場合は、その試
験を無効とする。
（１） 学生証を所持しない者及び学生証（写真等）
の不備な者は、受験することができない。
（２） 試験の際は、必ず机上に学生証を提示してお
かなければならない。
（３） 試験開始後20分以上遅刻した者は、試験場に
入ることができない。
（４） 配布された試験用紙は、すべて提出しなけれ
ばならない。
（５） その他試験場においては、すべて監督員の指
示に従わなければならない。

（不正行為）

第16条 一切の不正行為を厳禁する。不正行為者に
対しては、学則第41条又は短期大学部学則第32条に
よって処分する。

第６章

 席・休学・退学・除籍・復学・
欠
復籍及び再入学

（欠席）

第17条 病気、災害その他の理由により１週間以上

欠席しようとするときは、所定の欠席届に欠席事由
を証明する診断書等の書類を添え、各学部の学生セ
ンターを経て所属学部長に提出しなければならな
い。

第18条 病気その他やむを得ない理由で３カ月以上

い。ただし、諸会費は、全額徴収する。
（退学）

第20条 病気その他やむを得ない理由により退学し

ようとするときは、所定の退学届に保証人連署の上、
学生証を添えて各学部の学生センターへ届け出なけ
ればならない。ただし、やむを得ない事情のある場
合はこの限りでない。
（除籍）

第21条 学費を所定の納入期日までに納入しなかっ
た者は、学則第32条の２第３号又は短期大学部学則
第23条２第３号の規定により除籍する。
２ 学費未納により除籍された者の在籍の最終日付
は、すでに学費を納入した学期の末日とし、学長の
決裁の日付を除籍決定日とする。
３ 学費未納による除籍日は、次のとおりとする。
除籍日
前期学費未納者
７月31日
後期学費未納者
１月31日

第23条 休学者が復学しようとするときは、休学期
間中の８月25日から８月31日又は３月１日から３月
７日までの間に所定の復学願に保証人連署の上、各

学部の学生センターに願い出なければならない。
２ 病気等による休学者が復学しようとするとき
は、｢診断書｣ を添えなければならない。
（再入学）

第24条 所定の手続を経て退学した者が、再入学を

希望するときは、次に定めるところにより審査の上、
再入学を認めることがある。
（１） 所定の再入学願に保証人連署の上、就学でき
ることを証明する書類を添えて、各学部の学生
センターに願い出なければならない。
（２） 再入学手続書類の提出期限は、退学となった
学年度、翌学年度及び翌々学年度の３月１日か
ら３月７日までとする。
（３） 再入学を許可された者は、所定の学費並びに
再入学金を納入しなければならない。
（４） 退学となった年度内の再入学は、許可しない。
（復学・再入学）

近畿大学学生規程（学部）

第19条 休学中は、在籍料を納入しなければならな

望するときは、保証人連署の上、所定の復籍願を各
学部の学生センターへ提出し、許可を受けなければ
ならない。ただし、除籍された年度内に限るものと
し、年度を超えた復籍は原則として認めない。
２ 復籍手続者は、所定の復籍料及び滞納した学費
を納入しなければならない。
３ 所定の期日を過ぎても学費の納入なき場合は復
籍を認めない。
（休学者復学）

ほか

就学できないときは、その事実を証明する書類を添
えて、保証人連署の上休学願を提出し、その許可を
得て休学することができる。
２ 休学期間は、休学を許可された日から当該学期
末又は当該年度までとする。ただし、引続き休学を
希望する者は、前項の手続を経て、引続き休学する
ことができる。
３ 休学できる期間は、連続して２年以内、通算し
て修業年限以内とする。
４ 休学期間は、在学年数に算入しない。
５ 休学中の学生が、学則第30条又は短期大学部学
則第21条に定める休学期間の延長、学則第31条、短
期大学部学則第22条及び本規程第23条に定める復学
手続きを行わなかったときは、休学期間中にかかわ
らず当該学期末又は当該年度末をもって除籍として
取り扱う。
（休学中の在籍料）

第22条 学費未納により除籍となった者が復籍を希

学則

（休学）

（除籍者復籍）

第25条 休学者及び退学者の復学又は再入学の年次

は、原則として原年次とするが、事情により必ずし
もこの限りではない。
（再入学・復学後の学費）

第26条 再入学者及び復学者の学費は、当該年次の
ものを適用する。

第７章

健康診断

（健康診断）

第27条 学生は、毎年１回以上定期的又は臨時に本

学の定めるところにより健康診断を受けなければな
らない。
（診断結果の措置）

第28条 前条の健康診断の結果、休学、出席の停止、

その他疾病の予防又は治療に関し、本学の指示に従
わなければならない。
（病気復学）

第29条 前条による休学者が復学しようとするとき
は、｢診断書｣ を提出し、学校医による健康診断を
受けなければならない。
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第８章

公示・通達

（公示・通達）

第30条 本学が学生に対する公示・通達する場合は、
所定の掲示板掲示、電子メール配信その他の適切な
方法にて行うものとする。

第９章

服装

（服装）

第31条 服装は、本学の学生としての品位を保つも
のでなければならない。

第32条 削除
第33条 削除

第10章

団体及び集会

（団体活動）

第34条 本学においては、学生の団体活動は、すべ

近畿大学学生規程（学部）

て公認の団体以外は認めない。
２ 前項の公認の学生団体とは、第35条に規定する
手続きを経て結成し大学の承認を得た団体をいう。
（団体の結成）

第35条 学生が団体を結成しようとするときは、部

長及び学生の役員３名以上を定め、団体の規約又は
会則及び名簿各２部を作成し、大学運営本部学生部
に提出し大学の承認を得なければならない。
２ 前項の部長は、本学の専任教職員のうちから学
生部長の推薦により、大学が委嘱する。
（学外団体）

第36条

学生又は学生の団体が学外団体に加入し、
又は学外団体の活動に参加しようとするときは、当
該学外団体の規約、会則及び参加者名簿を添えて、
１カ月前までに大学運営本部学生部に願い出て、承
認を受けなければならない。
（団体員・役員の報告）

第37条 第35条の規定により設立された団体は、毎

年５月10日現在を以って５月20日迄に役員及び団体
員名簿を大学運営本部学生部に届け出なければなら
ない。ただし、該当団体がその所属する学部、学科、
専攻全学生で組織する場合は役員名簿だけでよい。
届け出のないものは、解散したものとして取り扱う。
２ 団体の規約・会則その他届出事項に変更の生じ
たとき、又は団体を解散したときは、大学運営本部
学生部に届け出て承認を受けなければならない。
（行事・集会）

第38条 学生又は学生の団体が学内又は学外におい

て行事を行う又は参加しようとするときは、14日
前（休講を必要とするときは21日前、海外で実施す
る行事は３カ月前）までに所定の行事許可願を大学
運営本部学生部に提出し許可を受けなければならな
い。また、行事実施までに行事許可書を受領し、行
事終了後７日以内にその結果を行事報告書として提
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出しなければならない。
２ 合同練習、合宿、発表会、遊説、集団行進、示
威、署名運動､ 募金､ 世論調査､ 物品販売等を行う
場合には、行事許可願と同時に行事企画書及び収支
計画書を提出しなければならない。また、行事終了
後は行事報告書と同時に収支報告書を提出しなけれ
ばならない。
３ 削除
４ 学生部長が必要と認めたときは、本学の教職員
を出席させる場合がある。
（有料の催物）

第39条 有料の催物を行うときは、第38条の手続き

を完了し、行事終了後は遅滞なく収支報告書を大学
運営本部学生部に提出し、監査を受けなければなら

ない。
２ 免税による催物を行うときは、集会願、行事計
画及び予算書に免税証明書を添えて大学運営本部学
生部に提出し許可を得た後、免税証明書を所轄税務
署に提出し催物終了後、収益金は、大学又は公共福
祉団体に寄付しなければならない。
（施設の使用許可）

第40条

学内の施設を利用して集会を開くときは、
あらかじめ第38条の手続きを経て、各学部の学生セ
ンター及び法人本部総務部の使用許可を受けなけれ
ばならない。使用許可を受けた者は、使用について
全責任を負わなければならない。
（学外者の行事）

第41条 学生又は学生の団体が学外者を招く場合又
は学外者の主催による場合等学外の者が関係する行
事については、１カ月前までに大学運営本部学生部
に願い出て、許可を受けなければならない。

第11章

印刷物等の発行・配布及び掲示

（印刷物等）

第42条 学生又は学生の団体が、新聞雑誌、パンフ
レット、ビラその他これに類するものを発行又は配
布するときは、事前に当該配布物１部を添えて大学
運営本部学生部に届け出て承認を得なければならな
い。
（掲示）

第43条 学生又は学生の団体が掲示しようとすると
きは、次の各号により大学運営本部学生部に届け出
て承認を受けなければならない。
（１） 掲示物には、団体の正式名称又は責任者の氏
名を明記すること。
（２） 掲示物の大きさは、180cm×180cmまでを原
則とする。
（３） 掲示物の大きさにかかわらず、掲示物の全文
の写しを大学運営本部学生部に提出すること。
２ 掲示期間は原則として14日以内とし、掲示期間
を過ぎた掲示物は、団体の責任者において撤去しな
ければならない。

３ 掲示は、指定された場所以外にしてはならない。
４ 前３項に違反した掲示は、関係管理者において
撤去する。
（学外掲示）

第44条 学外において本学の名称を用いてなす掲示
については、事前に大学運営本部学生部に届け出て
指導及び承認を受けなければならない。

第12章

雑則

（団体の解散又は活動の禁止）

第45条 学生又は学生の団体の活動又は行為が、本
学の目的に反し、又は本学の秩序を乱す恐れがある
と認めたときは、これを禁止し、又は解散させるこ

学則

とがある。
（損害の弁償）

ほか

第46条 大学の施設及び工作物を汚損、撤去及び破

近畿大学学生規程（学部）

壊してはならない。
２ 前項に違反し、悪意を持って損害を及ぼした者
には弁償させるものとする。
（罰則）

第47条 本規程に違反したものは、学則又は短期大
学部学則によって処分する。

附

則（令和３年４月１日）
この規程の改正は、令和３年４月１日から施行する。

※改正される場合もあります。
改正された場合は、大学ホームページにて公開等し
ます。
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近畿大学学生規程（大学院）

（平成17年４月１日）
最近改正（令和３年４月１日）

第１章

総則

（規則の遵守）

第１条 学生は、近畿大学大学院学則（以下「大学

院学則」という。）に定めるほか、本規程その他大
学の諸規則を守らなければならない。
（自治活動）

第２条 学生は、健全な自治活動に努めなければな

らない。
（学内秩序）

学費

（学費納期）

第12条

学費は、所定の金額を前期、後期に分け、
毎年前期は５月14日までに、後期は10月14日までに
納付するものとする。ただし、研究科、専攻、学年
次によって期日を変更する場合がある。
（延納・分納）

第13条 特別の事情のある者は、本学の承認を受け
て、延納又は前条に定める各期の納付額を次の期日

第３条 学生は、個人、団体を問わず学内の秩序を

までに分納することができる。

第４条 大学に対する希望あるいは意見等を申し出

第１回
第２回
第３回

乱してはならない。
（意見の申し出）

る場合は、所属研究科長又は学生部長を通じて行わ
なければならない。

近畿大学学生規程（大学院）

第２章

学生証

（学生証の交付）

第５条 学生は、入学と同時に学生証の交付を受け

なければならない。
２ 学生証は、常に携帯し、本学教職員の請求があっ
たときは、これを提示しなければならない。
（学生証の返納）

第６条 学生証は修了、退学、除籍、又はその有効

期間を経過したときは、直ちに大学運営本部学生部
に返納しなければならない。
（学生証の再交付）

第７条 学生証を紛失したときは、直ちに大学運営

本部学生部に届け出て再交付を受けなければならな
い。

第３章

誓約及び学生登録

（誓約）

第８条 入学を許可された者は、学生となるにあたっ

ての誓約を行わなければならない。なお、その手続
は別途入学手続マニュアルに定める。
（学生登録）

第９条 学生は、入学の際に所定の必要事項を登録

しなければならない。なお、その手続は別途入学手
続マニュアルに定める。
（身上異動届）

第10条 前条に基づく登録事項に変更を生じたとき
は、すみやかに大学運営本部学生部に届け出なけれ
ばならない。

第11条 削除
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第４章
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前期分
５月２０日
６月１０日
６月３０日

後期分
１０月３１日
１１月３０日
１２月２０日

２ 延納の期日は、別に定める。
３ 前項の承認を受けようとする者は、毎学年始め
本学の指定する期限内に法人本部財務部資金室に願
い出なければならない。ただし、納入期日が土曜日
又は日曜日の場合は翌月曜日とし、振替休日の場合
はその翌日とする。
（延滞料）

第14条 学費を所定の納入期日までに納入しなかっ
た者は、延滞手続書類を法人本部財務部資金室に提
出し、延滞料及び滞納学費を納入しない限り除籍と
する。

第５章

試験

（試験注意事項）

第15条 定期試験、その他の試験においては、各大

学院における規程のほか、次の事項を守らなければ
ならない。もしこれを守らず受験した場合は、その
試験を無効とする。
（１） 学生証を所持しない者及び学生証（写真等）
の不備な者は、受験することができない。
（２） 試験の際は、必ず机上に学生証を提示してお
かなければならない。
（３） 試験開始後20分以上遅刻した者は、試験場に
入ることができない。
（４） 配布された試験用紙は、すべて提出しなけれ
ばならない。
（５） その他試験場においては、すべて監督員の指
示に従わなければならない。
（不正行為）

第16条 一切の不正行為を厳禁する。不正行為者に
対しては、大学院学則第49条によって処分する。

第６章
（欠席）

 席・休学・退学・除籍・復学・
欠
復籍及び再入学

籍を認めない。
（休学者復学）

第23条 休学者が復学しようとするときは、休学期

第17条 病気、災害その他の理由により１週間以上

欠席しようとするときは、所定の欠席届に欠席事由
を証明する診断書等の書類を添え、各学部の学生セ
ンターを経て所属研究科長に提出しなければならな
い。
（休学）

間中の８月25日から８月31日又は３月１日から３月
７日までの間に所定の復学願を各学部の学生セン
ターに願い出なければならない。
２ 病気等による休学者が復学しようとするとき
は、「診断書」を添えなければならない。
（再入学）

第18条 病気その他やむを得ない理由で３カ月以上

第24条 所定の手続を経て退学した者が、再入学を

末又は当該年度までとする。ただし、引続き休学を
希望する者は、前項の手続を経て、引続き休学する
ことができる。
３ 休学できる期間は、連続して２年以内、通算し
て修業年限以内とする。
４ 休学期間は、在学年数に算入しない。
５ 休学中の学生が、大学院学則第39条に定める休
学期間の延長、大学院学則第40条及び本規程第23条
に定める復学手続きを行わなかったときは、休学期
間中にかかわらず当該学期末又は当該年度末をもっ
て除籍として取り扱う。
（休学中の在籍料）

退学しようとする者は、所定の退学届に、
学生証を添えて各学部の学生センターへ届け出なけ
ればならない。ただし、やむを得ない事情のある場
合はこの限りでない。
（除籍）

出なければならない。
（２） 再入学手続書類の提出期限は、退学となった
学年度、翌学年度及び翌々学年度の３月１日か
ら３月７日までとする。
（３） 再入学を許可された者は、所定の学費並びに
再入学金を納入しなければならない。
（４） 退学となった年度内の再入学は、許可しない。
２ 大学院学則第41条の規定によって退学した者の
うち、標準修業年限を在学し、所定の単位を修得し、
かつ博士論文の提出を目的として、再入学を希望す
るときは、次に定めるところにより審査のうえ、再
入学を認めることがある。
（１） 所定の再入学願を各学部の学生センターに願
い出なければならない。
（２） 再入学手続書類の提出期限は、退学となった
学年度、翌学年度及び翌々学年度の３月１日か
ら３月７日までとする。
（３） 再入学を許可された者は、所定の学費を納入
しなければならない。
（復学・再入学）

第21条 学費を所定の納入期日までに納入しなかっ

第25条 休学者及び退学者の復学又は再入学の年次

就学できないときは、その事実を証明する書類を添
えて、所定の休学願を提出し、その許可を得て休学
することができる。
２ 休学期間は、休学を許可された日から当該学期

た者は、大学院学則第41条の２第３号の規定により
除籍する。
２ 学費未納により除籍された者の在籍の最終日付
は、すでに学費を納入した学期の末日とし、学長の
決裁の日付を除籍決定日とする。
３ 学費未納による除籍日は、次のとおりとする。
除籍日
前期学費未納者
７月31日
後期学費未納者
１月31日
（除籍者復籍）

は、原則として原年次とするが、事情により必ずし
もこの限りではない。
（再入学・復学後の学費）

第22条 学費未納により除籍となった者が復籍を希

学の定めるところにより健康診断を受けなければな
らない。
（診断結果の措置）

望するときは、所定の復籍願を各学部事務部へ提出
し、許可を受けなければならない。ただし、除籍さ
れた年度内に限るものとし、年度を超えた復籍は原
則として認めない。
２ 復籍手続者は、所定の復籍料及び滞納した学費
を納入しなければならない。
３ 所定の期日を過ぎても学費の納入なき場合は復

近畿大学学生規程（大学院）

第20条

ほか

い。ただし、諸会費は、全額徴収する。
（退学）

学則

第19条 休学中は、在籍料を納入しなければならな

希望するときは、次に定めるところにより審査の上、
再入学を認めることがある。
（１） 所定の再入学願に、就学できることを証明す
る書類を添えて、各学部の学生センターに願い

第26条 再入学者及び復学者の学費は、当該年次の
ものを適用する。

第７章

健康診断

（健康診断）

第27条 学生は、毎年１回以上定期的又は臨時に本

第28条 前条の健康診断の結果、休学、出席の停止、

その他疾病の予防又は治療に関し、本学の指示に従
わなければならない。
（病気復学）

第29条 前条による休学者が復学しようとするとき
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は、「診断書」を提出し、学校医による健康診断を
受けなければならない。

第８章

公示・通達

（公示・通達）

第30条 本学が学生に対する公示・通達する場合は、
所定の掲示板掲示、電子メール配信その他の適切な
方法にて行うものとする。

第９章

服装

（服装）

第31条 服装は、本学の学生としての品位を保つも
のでなければならない。

第32条 削除
第33条 削除

第10章

団体及び集会

近畿大学学生規程（大学院）

（団体活動）

第34条 本学においては、学生の団体活動は、すべ

て公認の団体以外は認めない。
２ 前項の公認の学生団体とは、第35条に規定する
手続きを経て結成し大学の承認を得た団体をいう。
（団体の結成）

第35条 学生が団体を結成しようとするときは、部

長及び学生の役員３名以上を定め、団体の規約又は
会則及び名簿各２部を作成し、大学運営本部学生部
に提出し大学の承認を得なければならない。
２ 前項の部長は、本学の専任教職員のうちから学
生部長の推薦により、大学が委嘱する。
（学外団体）

第36条

学生又は学生の団体が学外団体に加入し、
又は学外団体の活動に参加しようとするときは、当
該学外団体の規約、会則及び参加者名簿を添えて、
１カ月前までに大学運営本部学生部に願い出て、承
認を受けなければならない。
（団体員・役員の報告）

第37条 第35条の規定により設立された団体は、毎

年５月10日現在を以って５月20日迄に役員及び団体
員名簿を大学運営本部学生部に届け出なければなら
ない。ただし、該当団体がその所属する研究科、専
攻全学生で組織する場合は役員名簿だけでよい。届
け出のないものは、解散したものとして取り扱う。
２ 団体の規約、会則その他届出事項に変更の生じ
たとき、又は団体を解散したときは、大学運営本部
学生部に届け出て承認を受けなければならない。
（行事・集会）

第38条 学生又は学生の団体が学内又は学外におい

て行事を行う又は参加しようとするときは、14日
前（休講を必要とするときは21日前、海外で実施す
る行事は３カ月前）までに所定の行事許可願を大学
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運営本部学生部に提出し許可を受けなければならな
い。また、行事実施までに行事許可書を受領し、行
事終了後７日以内にその結果を行事報告書として提
出しなければならない。
２ 合同練習、合宿、発表会、遊説、集団行進、示
威、署名運動、募金、世論調査、物品販売等を行う
場合には、行事許可願と同時に行事企画書及び収支
計画書を提出しなければならない。また、行事終了
後は行事報告書と同時に収支報告書を提出しなけれ
ばならない。
３ 削除
４ 学生部長が必要と認めたときは、本学の教職員
を出席させる場合がある。

第39条 有料の催物を行うときは、第38条の手続き

を完了し、行事終了後は遅滞なく収支報告書を大学
運営本部学生部に提出し、監査を受けなければなら
ない。
２ 免税による催物を行うときは、集会願、行事計
画及び予算書に免税証明書を添えて大学運営本部学
生部に提出し許可を得た後、免税証明書を所轄税務
署に提出し催物終了後、収益金は、大学又は公共福
祉団体に寄付しなければならない。
（施設の使用許可）

第40条

学内の施設を利用して集会を開くときは、
あらかじめ第38条の手続きを経て、各学部の学生セ
ンター及び法人本部総務部の使用許可を受けなけれ
ばならない。使用許可を受けた者は、使用について
全責任を負わなければならない。
（学外者の行事）

第41条 学生又は学生の団体が学外者を招く場合又
は学外者の主催による場合等学外の者が関係する行
事については、１カ月前までに大学運営本部学生部
に願い出て、許可を受けなければならない。

第11章

印刷物等の発行・配布及び掲示

（印刷物等）

第42条 学生又は学生の団体が、新聞雑誌、パンフ

レット、ビラその他これに類するものを発行又は配
布するときは、事前に当該配布物１部を添えて大学
運営本部学生部に届け出て承認を得なければならな
い。
（掲示）

第43条 学生又は学生の団体が掲示しようとすると
きは、次の各号により大学運営本部学生部に届け出
て承認を受けなければならない。
（１） 掲示物には、団体の正式名称又は責任者の氏
名を明記すること。
（２） 掲示物の大きさは、180㎝×180㎝までを原則
とする。
（３） 掲示物の大きさにかかわらず、掲示物の全文
の写しを大学運営本部学生部に提出すること。
２ 掲示期間は原則として14日以内とし、掲示期間

を過ぎた掲示物は、団体の責任者において撤去しな
ければならない。
３ 掲示は、指定された場所以外にしてはならない。
４ 前３項に違反した掲示は、関係管理者において
撤去する。
（学外掲示）

第44条 学外において本学の名称を用いてなす掲示
については、事前に大学運営本部学生部に届け出て
指導及び承認を受けなければならない。

第12章

雑則

（団体の解散又は活動の禁止）

第45条 学生又は学生の団体の活動又は行為が、本
学則

学の目的に反し、又は本学の秩序を乱す恐れがある
と認めたときは、これを禁止し、又は解散させるこ
とがある。
（損害の弁償）

ほか

第46条 大学の施設及び工作物を汚損、撤去及び破

近畿大学学生規程（大学院）

壊してはならない。
２ 前項に違反し、悪意を持って損害を及ぼした者
には弁償させるものとする。
（罰則）

第47条 本規程に違反したものは、大学院学則によっ
て処分する。

附

則（令和３年４月１日）
この規程の改正は、令和３年４月１日から施行する。

※改正される場合もあります。
改正された場合は、大学ホームページにて公開等し
ます。
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学費納入要項（抄）
１ 学費の定義
（１） この要項で学費とは、近畿大学において徴収
する入学金、授業料、教育充実費、課外活動育
成費、施設設備費及び実験実習費をいう。
（２） この要項で学費等とは、学費及び近畿大学に
おいて徴収する諸会費をいう。
２ 学費等の額
（１） 学費等の額は、別表（１）のとおりとする。
（２） 諸会費の内訳は、別表（１）のとおりとする。

学費納入要項（抄）

３ 学費等の納入期日
（１） 学費は、毎年前期、後期の２回に分け、次の
期日までに銀行振込みその他所定の方法により
納入しなければならない。
前期分 ５月14日
後期分 10月14日
 ただし、納入期日が土曜日又は日曜日の場合
は、翌月曜日とし、振替休日の場合はその翌日
とする。
（２） 新入学生は、合格通知書に記載している期日
までに銀行振込みその他所定の方法により学費
を納入するものとする。
（３） 諸会費は学費と合わせて納入するものとす
る。
４ 学費等の延納
（１） ３（１）項に定める期日までに経済的事情等
により学費等の納入ができない者は、毎学期の
はじめ本学の指定する期間内に延納願いを法人
本部財務部資金室（地方学部においては担当部
署。以下同じ。）に提出し、許可を得なければ
ならない。ただし、入学時については、延納を
認めない。
（２） 延納は、許可された期日までに銀行振込みそ
の他所定の方法により納入するものとする。
５ 学費等の分納
（１） ３（１）項に定める期日までに経済的事情等
により学費等の納入ができない者で学費等の分
納を希望するものは、毎学期のはじめ、本学の
指定する期間内に分納願いを法人本部財務部資
金室に提出し、許可を得なければならない。
（２） 分納を許可された者は、次の期日までに銀行
振込みその他所定の方法により納入しなければ
ならない。ただし、納入期日が土曜日又は日曜
日の場合は、翌月曜日とし、振替休日の場合は
その翌日とする。
第１回
第２回
第３回
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前期分
５月20日
６月10日
６月30日

後期分
10月31日
11月30日
12月20日

（昭和44年２月１日）
最近改正（令和３年４月１日）

（３） 先に定めた納入期日までに、納入しなかった
者は、滞納している学費等を銀行振込みその他
所定の方法により納入するとともに、別表（２）
の延滞料を納入しなければならない。
６

除籍
学費を所定の納入期日（延納、分納を願い出てそ
の許可を受けた場合は、その期日）までに納入しな
い者は、学生規程第21条第１項により除籍される。

７

未納者の取扱
学費の未納者は、受験資格及び卒業を認めない。

８

休学中の在籍料
休学許可を受けた者は、別表（２）に定める在籍
料を徴収する。ただし、諸会費は休学中でもその全
額を徴収する。

９

停学中の学費等
停学中の学費等は、全額徴収する。

10

学費滞納により除籍となった者の学費
学費の滞納による除籍者が復籍を認められたとき
は、滞納学費を銀行振込みその他所定の方法により
納入するとともに、別表（２）の復籍料を納入しな
ければならない。

11

休学・復学者の学費
休学者が復学を許可された場合は、その者の入学
年度の学生が納付すべき当該年次の学費を適用する。

12 再入学の学費
（１） 退学者が再入学を許可された場合は、その者
の当初入学年度の学生が納付すべき当該年次の
学費を適用する。
（２） 再入学金は、当該年度における所定入学金の半
額とする。
（３） 博士論文提出のための再入学者の学費は、別
表（２）のとおりとし再入学金は免除される。
13 転部、転履修、転学科及び転学部の学費・転部
料等
（１） 転部、転履修、転学科又は転学部を許可され、
学籍が異動した者には、その者の入学年度の学生
が納付すべき新所属における当該年次の学費を適
用する。ただし、通信教育部から通学部への転籍
については、新所属の当該年度における当該年次
の学生が納付すべき学費を適用する。
（２） 通信教育部から通学部へ転籍する場合の転部
料は、別表（２）のとおりとする。
（３） 昼夜開講制導入学部による転履修料は、別表
（２）のとおりとする。

14 編入学の学費
（１） 本学学部卒業生が学内他学部に、また、本学
の通信教育部学生、短期大学及び工業高等専門
学校の卒業生が本学部に編入学を許可された場
合は、学費は、当該年度における当該年次の学
生が納付すべき学費を適用する。この場合入学
金は、別表（２）のとおりとする。
（２） 他の大学の学部卒業生又は学部学生が、本学
学部に編入学を許可された場合は、学費は、当
該年度における当該年次の学生が納付すべき学
費及び当該年度における入学金を適用する。
15

18

科目等履修料等
科目等履修生の選考料、登録料及び履修料は、別
表（２）のとおりとする。

19

留学生の学費
留学生の学費は、一般学生と同額とする。また、
留学生別科の入学金及び授業料は別表（１）のとお
りとする。

20

受講料
教職課程の受講料、教育実習費及び司書課程の受
講料は、別表（２）のとおりとする。

21

22

受験料
各種の受験料は、別表（２）のとおりとする。

在 籍 料

額

種
別
金
額
通信教育部から通学部へ転籍
150,000円
フレックス履修からイブニング履修への転
無料
履修
転履修料
イブニング履修からフレックス履修への転
50,000円
履修
編入学の入学金 14項（１）の該当者
150,000円
半期50,000
授
業
料 12項（３）の該当者
円、年間
100,000円
１カ月
25,000円
研
修
費 文科系
理科系 １カ月
40,000円
本学（短期大学部を含む。
）
学 部・ 在籍者及び卒業者（中途退学者を
短大部 含む。）は、免除。
転

部

料

本学大学院在籍者及び修了者（中
途退学者を含む。）は、免除。
本学学部卒業者、本学大学院在籍
者及び修了者（本学大学院中途退
学者を含む。）は、免除。
１単位
学 部・ 講義科目
短大部 実験・実習・演習科目 １単位
科目等履修料
講義科目
１単位
大学院
実験・実習・演習科目 １単位
法科大学院
１単位
教育実習費
受
講
料 教職課程 毎年次
司書課程
入学試験（外国人留学生入学試験を含む）
編入学
通信教育部から通学部への転部
転学部・転学科
フレックス履修からイブニング履修への転
履修
受
験
料
イブニング履修からフレックス履修への転
履修
同一学科内の転コース
科目等履修生選考料
追・再試験 １科目
法科大学院入学試験
学費延滞料
復籍料
学生証再発行
教員免許申請用単位取得証明書

科目等履修生 大学院
登
録
料
法 科
大学院

英文各種証明書

手数料
各種証明書の手数料は、別表（２）のとおりとする。

学費等の返還
本学の実施する入学試験に合格し、入学手続きを
完了した者が、入学を辞退した場合は、「入学試験
要項」の定めるところにより、入学金を除く学費等
を返還する。

金

８項の 半期60,000円、年間120,000円
在籍料 ただし、医学部医学研究科は半期180,000円、
年間360,000円

23

証明書及び
手 数 料

24 （省略）
附
１

則（令和３年４月１日）
この要項の改正は、令和３年４月１日から施行す
る。
別表（1）（省略）
２ この要項の改正のうち別表（1）については令和
２年度以降の入学生を対象とする。

20,000円

15,000円
25,000円
20,000円
30,000円
45,000円
実費
10,000円
10,000円
35,000円
35,000円
35,000円
35,000円

学費納入要項（抄）

17 （省略）

別

ほか

16 （省略）

種

学則

留年者の学費
留年した場合は、その者の入学年度の学生が納付
すべき当該年次の学費を適用する。
また、卒業が延期となり９月卒業する者は、学費
の半額（前期分学費）を徴収する。

別表（2）（抄）

10,000円
10,000円
無料
15,000円
1,000円
10,000円
2,000円
10,000円
1,500円
1,000円
300円

修了証明書
卒業証明書
200円
（コンビニ
成績証明書
エンスス
健康診断証明書
トアで発
修了見込証明書
行の場合
1,000円）
卒業見込証明書
在学証明書
学位授与証明書
200円
仮学生証発行
500円
単位取得証明書
司書資格証明書
一級建築士試験指定科目修得単位証明書・
卒業証明書
200円
二級建築士試験・木造建築士試験指定科目
修得単位証明書・卒業証明書
臨床工学技士国家試験指定科目履修証明書
司書資格取得見込証明書
臨床工学技士国家試験指定科目履修見込証
200円
明書
在籍証明書
教員免許状取得見込証明書
300円
就職試験推薦状
入学手続完了証明書
200円

（備考）１

受験料のうち特別に定めるものは、以下のとおりとする。
（１）併願時の受験料は１志願ごとに10,000円とする。
STUDENT LIFE GUIDE BOOK 2022

135

学費納入要項（抄）

（２） ①医学部の入学試験は60,000円とする。
②産業理工学部の入学試験、編入学、転部・転学部・
転学科については、それぞれ32,000円とする。
（３）①医 学 部 を 除 く 共 通 テ ス ト 利 用 方 式 の 入 学 試 験 は
20,000円とする。
②医 学部の共通テスト利用方式の入学試験は30,000円
とする。
（４）共通テスト併用方式を利用した併願時の受験料は１志
願ごとに10,000円とする。
（５）インターネット出願を利用した場合の入学試験（ただ
し、共通テスト利用方式を除く。）は、１志願ごとに受
験料を3,000円減額する。
（６）共 通テスト利用方式のインターネット出願で医学部
を含まない場合は、２志願まで20,000円、５志願まで
30,000円とし、６志願目からは１志願ごとに7,000円と
する。
（７）共通テスト利用方式のインターネット出願で医学部を
含む場合は、２志願まで30,000円とし、３志願目から
は１志願ごとに7,000円とする。
（８）ア ドミッションズオフィス入試については、第一次・
第二次選考検定料に分け、それぞれ10,000円と25,000円
とする。ただし、インターネット出願を利用した場合は、
第一次選考検定料を3,000円減額とする。
（９）大学院入学試験において、インターネット出願を利用
した場合は、１志願ごとに受験料を3,000円減額する。
大学院総合理工学研究科東大阪モノづくり専攻におい
て、第一次・第二次選考検定料に分けられている場合は、
それぞれ15,000円と20,000円とする。同専攻においては、
第一次選考検定料において減額とする。
２

受講料のうち、教育実習費は実習校により変動する場合がある。

※改正される場合もあります。
改正された場合は、大学ホームページにて公開等し
ます。
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近畿大学学生懲戒規程
（令和３年４月１日）

（目的）

第１条 この規程は、近畿大学学則第41条、近畿大

学大学院学則第49条又は近畿大学短期大学部学則第
32条（以下「各学則懲戒条項」という。）に規定す
る懲戒に関し、必要な事項を定める。

（厳重注意）

第６条 学部長、研究科長又は短期大学部長（以下「学
部長等」という。）は、その所属する学生の懲戒処
分に至らない非違行為について、その内容・程度を
考慮のうえ必要に応じ、口頭又は文書による厳重注
意を行うものとする。

（定義）

第２条 この規程において学生とは、学部学生、大
学院学生及び短期大学部学生をいう。なお、科目等
履修生、委託生、研究生、留学生別科生及び交換留

第３条 各学則懲戒条項に定める学生の本分にもと

（懲戒の手続）

第４条 学生の懲戒処分は、学生懲戒委員会（以下「委

員会」という。）の審議を経て、学長がこれを行う。
ただし、前条第6号に掲げる行為に対する処分につ
いてはこの限りでない。
２ 学生の懲戒処分においては、原則として学生に
対し弁明の機会を付与するものとする。
３ 委員会の運営等については、別に定める。

間、当該学生の学籍異動の取扱い（退学届の受理を
含む。）を留保することができる。
２ 停学処分は、退学の申出を妨げない。ただし、
当該処分に係る事案の解明その他の正当な事情があ
る場合は、必要な期間その取扱いを留保することが
できる。なお、停学中に退学した学生について再入
学を認める場合は、停学中の身分としてこれを認め
るものとする。
３ 停学中の学生が休学を申し出た場合は、これを
認めない。

近畿大学学生懲戒規程

る行為は、次の各号に掲げるとおりとする。
（１） 犯罪行為
（２） 犯罪行為（交通法規違反）
（３） ハラスメント行為
（４） 情報倫理に反する行為
（５） 研究活動上の不正行為
（６） 定期試験等の不正行為
（７） その他学生として社会的に非難されるべき行為

した場合、その処分ないし不処分が決定するまでの

ほか

（懲戒の対象）

第７条 学生の懲戒に関する事案が委員会等に係属
学則

学生は、学生に含まない。

（学籍異動）

（自宅待機）

第８条 学部長等は、その所属する学生について懲

戒の対象となり得る事案を把握した場合、当該学生
に関して、学籍異動に係る手続を留保し、必要に応
じて自宅待機を命ずることができる。その場合は、
速やかに学長に報告するものとする。
２ 前項の自宅待機を命じる場合、当該学部長等
は、当該学生に対する教育的配慮を行うよう努める
ものとする。

（不服申立）
（懲戒の種類）

第５条 懲戒処分の種類は、次の各号に掲げるとお

りとする。
（１） 譴責 文書により注意を与えるとともに、将
来を戒める。
（２） 停学 一定の期間、学生の教育課程の履修及
び課外活動等を禁止する。
（３） 退学 学生としての身分を剥奪する。
２ 停学の期間は、無期又は有期とする。
３ 停学の期間は、在学年数に含めるものとする。
なお、停学中は所定の学費を納入しなければならな
い。
４ 退学の懲戒処分を受けた者については、再入学
を認めないものとする。
５ 学部、研究科又は短期大学部は、停学期間中の
学生に対して定期的に面談及び教育指導を行うもの
とする。

第９条 懲戒処分を受けた学生は、処分通知を受け

た日から30日以内に学長に対し、不服申立を行うこ
とができる。
２ 不服申立は、不服の内容及びその理由を明らか
にした書面（以下「不服申立書」という。）によっ
て行うものとする。なお、不服申立書には必要に応
じて、証拠物品、資料等を添付することができる。
３ 学長は、前項の不服申立書が受理された場合は、
不服申立審査委員会を設置する。
４ 不服申立審査委員会は、次の者をもって構成す
る。
（１） 学長が指名する副学長（委員長）
（２） 当該学部、研究科又は短期大学部以外の学部
長又は研究科長 数名
（３） 法人本部法務部長
（４） その他委員長が必要と認める者
５ 不服申立審査委員会は、学生から提出された不
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服申立書に基づき審査を行い、その結果を学長に報
告するものとする。
６ 学長は、前項の審査結果に基づき、懲戒処分の
内容が相当であると判断した場合は、不服申立をし
た学生に対し、不服申立の却下を通知するものとす
る。
７ 学長は、第５項の審査結果に基づき、懲戒処分
の内容が相当でないと判断した場合は、委員会等に
再審議を求め、又は懲戒処分を取消し、不服申立を
した学生に対し、その旨を通知するものとする。
（その他）

第10条 この規程に定めるもののほか、学生の懲戒
に関する事項は、必要に応じ別に定める。

附

則

この規程は、令和３年４月１日から施行する。

近畿大学学生懲戒規程

※改正される場合もあります。
改正された場合は、大学ホームページにて公開等し
ます。
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近畿大学学生団体懲戒規程
（目的）

第１条 この規程は、近畿大学学生規程（学部）第
34条又は近畿大学学生規程（大学院）第34条に基づ
く学生団体（以下「学生団体」という。）における
非違行為に対する処分について、必要な事項を定め
る。

（対象とする行為）

第２条 部員、部長、監督、顧問、コーチその他の

学生団体構成員が、刑事処分に相当する行為、本学

程度等に応じて、次のとおりとする。
（１） 廃部・解散
（２） 有期ないし無期限の活動停止
（３） 有期ないし無期限の対外活動停止
（４） 予算の執行停止ないし剥奪
（５） 譴責
２ 前項第4号の処分は、前項第２号又は第３号の
処分に併せて行うことができる。

近畿大学学生団体懲戒規程

第３条 学生団体に対する処分は、非違行為の内容、

ほか

（団体に対する処分）

（４） スポーツ振興センター長
（５） 大学運営本部学生部事務（部）長
（６） 大学運営本部スポーツ振興センター事務（部）
長
（７） その他学生部長が指名する者 若干名
３ 学生団体懲戒委員会は、必要に応じて、学友会
連合会委員長に意見を聞くことができる。
４ 学生団体懲戒委員会は、学生団体における非違
行為について、事実の調査及び処分是非・処分内容
の審議を行い、学長に報告するものとする。
５ 処分是非・処分内容の審議においては、次の各
号に従い、弁明機会を付与しなければならない。
（１） 団体に対する処分
部長、監督又は顧問から１名以上及び主将その他
の部員を代表する者
（２） 構成員に対する処分
当該処分を受ける構成員

学則

の風紀を乱す行為その他の非違行為を行った場合
は、当該個人に対する処分とは別に、当該学生団体
及びその構成員に対する処分を行うものとする。

（平成29年４月１日）
最近改正（令和３年４月１日）

（活動自粛等）

第７条 学生部長は、学生団体懲戒委員会の招集に

際し、その対象となる学生団体に対し、活動自粛を
求め、本学施設の利用を制限し、その他適切な一時
的措置を行うことができる。

（処分の決定）
（部長、監督、コーチ等に対する処分）

第４条 部長、監督、顧問、コーチ等に対する処分は、

第８条 学生団体における非違行為に対する処分は、
第６条第４項の報告に基づき、学長が決定する。

その程度に応じ、解任、退任勧告又は譴責とする。

（連盟等への報告）
（部員に対する処分）

第５条 部員に対する処分は、退部又は退部勧告と

する。
２ 前項の規定にかかわらず、非違行為の内容、程
度等に鑑み、相当と認める場合は、試合出場停止、
練習参加停止、譴責その他の適当な処分を当該学生
団体の規約に基づき行うことができる。ただし、当
該学生団体自らが退部その他の処分を行うときは、
それが適正な手続きに基づくものである限り、これ
を尊重する。

第９条 学生団体における非違行為に対する処分が

なされた場合において、当該学生団体が競技連盟、
協会団体等に所属する場合は、その定めるところに
従い、適切に報告するものとする。

（事務）

第10条 学生団体における非違行為に対する処分に
関する事務は、学生部が行う。

附

則

この規程の改正は、令和３年４月１日から施行する。

（学生団体懲戒委員会）

第６条 学生部長は、学生団体における非違行為に

ついて処分を要すると認めた場合、自らを委員長と
し、学生団体懲戒委員会を招集するものとする。
２ 学生団体懲戒委員会は、次の者をもって構成す
る。
（１） 学生部長
（２） 学生部副部長
（３） 学生部長補佐
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遺失物取扱規程
（目的）

第１条 この規程は、本学構内において拾得した遺
失物の取扱いについて、定めるものとする。

（遺失の届出）

第２条 大学運営本部学生部学生課（以下「学生課」

という。
）は、遺失した旨の届出があったときは、
遺失物届出簿に必要事項を記入させるものとする。

（拾得の届出）

第３条 本学構内において、遺失物を拾得した者（以

遺失物取扱規程

下「拾得者」という。）は、速やかに学生課に届け
出なければならない。
２ 本学教職員又は本学委託業者が業務中又は業務
と関連して拾得した場合は、施設占有者である本学
を拾得者とする。
３ 第１項の届出があった場合、学生課は、拾得者
に対し、当該拾得物に対する所有権並びに費用及び
報労金を受け取る権利その他の拾得者に関する権利
（以下「拾得者権利」という。）を放棄するかどうか
を確認しなければならない。
４ 拾得者は、届出の際その他適宜に、拾得者権利
を放棄することができる。

（拾得物の受理）

第４条

拾得物は、遺失物届出簿に、拾得の日時・
場所、拾得者の氏名、拾得者権利放棄の有無その他
の必要事項を記入したうえで、受理しなければなら
ない。
２ 拾得物の受理において、拾得者の請求があった
ときは、預り書を交付するものとする。
３ 預り書の交付を請求しなかった拾得者が、その
拾得者権利の行使として拾得物の引渡を請求できる
日から１ヵ月以内に引渡を申し出ないときは、拾得
者権利を放棄したものとみなす。また、引渡の申出
から１ヵ月以内に引渡を受けないときも同様とす
る。

（遺失者への通知・返還）

第５条 学生課は、拾得物を受理した場合、遺失者
の捜索に努めなければならない。ただし、捜索は最
長でも７日間を目途とし、次条の届出を不当に遅延
させてはならない。
２ 学生課は、遺失者が判明した場合、当該遺失者
に対し、書面、電話その他の適切な方法により、速
やかに遺失物拾得の通知をしなければならない。
３ 遺失者に拾得物を引き渡すときは、その特徴又
は内容等を指摘させ正当な権利者であることを確認
したうえで、受領書に必要事項の記入及び署名又は
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押印をさせた後に引き渡すものとする。
４ 学生課は、拾得物を受理した場合、速やかに拾
得物の種類及び特徴並びに物件の拾得の日時及び場
所その他必要な事項を記載した物件一覧簿を作成
し、遺失者及びその関係者の閲覧に供するものとす
る。
（遺失物の届出）

第６条 学生課は、遺失者が判明しない場合、遺失
物届出簿にその旨を記入のうえ、速やかに当該遺失

物を所管警察署長に届出るものとする。
２ 前項の規定にかかわらず、本学は、拾得物の交
付又は拾得の日から２週間以内に、法令に定める事
項を所管警察署長へ届け出ることにより、自ら拾得
物を保管することができる。ただし、次の各号のい
ずれかに該当する拾得物は、この限りでない。
（１） 10万円以上の現金、有価証券又は貴金属等
（２） 法令等によりその所持が禁止されている物
（３） クレジットカードその他個人情報が記載され
た文書、図画又は電磁的記録（ただし、本学の
発行する学生証を除く。）
（４） 携帯電話、スマートフォン、パソコンその他
これらに類する電子機器
（５） 拾得者が拾得者権利を放棄する意思を表示し
なかった物
（６） その他本学が届け出る必要があると判断した
物
（遺失物の保管・処分）

第７条 本学は、善良な管理者の注意をもって拾得

物を保管しなければならない。
２ 本学は、前条第２項に基づき保管する拾得物（以
下「保管拾得物」という。）を、原則として、当該
保管拾得物について所管警察署長が公告した日（以
下「公告日」という。）から３ヵ月間保管する。
３ 前項の規定にかかわらず、公告日から２週間が
経過した保管拾得物のうち次の各号のいずれかに該
当するものは、所管警察署長に届出のうえ、売却す
ることができる。
（１） 傘、衣類、履物又は自転車
（２） 衣服と共に身に着ける繊維製品又は皮革製品
（３） 動物
４ 本学は、保管拾得物が滅失し、若しくは毀損す
るおそれがあるとき、又はその保管に過大な費用若
しくは手数を要するときは、前２項の規定にかかわ
らず、所管警察署長に届出のうえ、これを売却する
ことができる。
５ 前２項に規定する場合において、買受人がない
とき又は費用若しくは保管拾得物の性質に鑑み売却

が適当でないときは、当該保管拾得物について、廃
棄、学生施設への寄贈、社会福祉施設への寄贈その
他適切な方法により処分することができる。
６ 本学は、前３項に基づき保管拾得物について売
却又は処分を行った場合、次の各号に掲げる事項を
帳簿に記録して保存するものとする。
（１） 売却した場合
① 売却の日、理由、方法及び経過
② 買受人の氏名及び連絡先
③ 売却の代金及び費用
（２） 処分した場合
処分の日、理由及び方法
（報労金等）

学則

第８条 遺失物に関する報労金については、遺失者

ほか

と拾得者との話し合いに一任するものとする。
２ 本学は、原則として、費用及び報労金を受け取
る権利を行使しない。

遺失物取扱規程

（権利の帰属）

第９条 次の場合、当該拾得物に関する拾得者の権

利は、本学に帰属する。
（１） 拾得者が不明のとき
（２） 拾得者が権利を放棄したとき
（３） 拾得者が教職員又は本学委託業者であるとき

（帳簿の保管期間）
第10条 拾得物に関する遺失物届出簿その他の書面
の保管期間は、３年とする。
（その他）
第11条 遺失物の取扱については、この規程に定め
るほか、所管警察署等の指導ないし協力のもと、適
切に行うものとする。

附

則

この規程の改正は、令和３年４月１日から施行する。

※改正される場合もあります。
改正された場合は、大学ホームページにて公開します。
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