
　マス・コミュニケーション学科

コロナウィルス感染予防対策として混雑状態を避けるため、内容に応じて集合区分を2通りに分けております。

随時受付（★）のものは、一斉集合ではありません。記載時間帯の中で随時受付をいたします。（所要時間：30分程度）

時間厳守（◎）のものは、開始時間までに受付を済ませてください。

■全員参加
日程

集合

区分
時間 内容 場所 注意事項

4月3日(金) ★ 10：00～15：30 学生証および便覧等配布 B棟 メモリアルホール

★
【男子】 9：00～10：00

【女子】13：30～14：30
健康診断 D棟1階 学生ホール前

★ 9：30～17：00 貸与ノートPC 配付 E棟 302教室

※情報処理教育関連機材借用誓約書（黄色い用紙を持参

してください。　誓約書は必要事項を記入し、必ず捺印

すること。

4月6日(月) ◎ - ノートPC 講習会 -
※時間・クラス分け等はノートPCの配付時にお知らせ

いたします。

4月7日(火) ◎
12：50～15：15

（受付開始12:15）
学部レベルガイダンス E棟 211教室 ※4月3日に配布された資料をご持参ください。

4月16日(木) ◎
13：30～15：30

（受付開始12：30）
学科別ガイダンス E棟 211教室

4月20日(月) - 　　　授業開始

■対象者・希望者のみ参加

日程
集合

区分
時間 内容 場所 注意事項

4月3日(金) ◎

【ﾒﾃﾞｨｱ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部】

15：00～16：30

（受付開始14：30）

貸与・給付奨学金予約採用者

説明会
E棟 211教室

※日本学生支援機構奨学金（貸与・給付）を高校等で

既に予約をしている学生

◎
11：00～11：30

（受付開始10:30）
英語履修説明会 E棟 211教室 ※科目履修予定者

◎ 11：30～12：00 長期留学プログラム説明会 E棟 211教室 ※参加予定学生、あるいは関心がある学生

◎ 11：20～12：20 貸与奨学金申込説明会 E棟 211教室
※大学入学後に日本学生支援機構（貸与奨学金）

への申込をこれから希望する学生

◎ 12：30～13：00
高等教育修学支援新制度申込

説明会
E棟 211教室

※大学入学後に高等教育修学支援新制度（給付奨学金）

への申込をこれから希望する学生

◎ 13：10～13：40
高等教育修学支援新制度採用

者説明会（留意事項説明会）
E棟 211教室

※高等教育修学支援新制度（給付奨学金）を既に申し込

んでいるか、これから申込む予定の学生

4月20日(月) ◎ 12：35～13：05 資格科目ガイダンス メモリアルホール ※学芸員を希望する、あるいは関心がある学生

4月21日(火) ◎ 12：35～13：05 教職課程ガイダンス メモリアルホール ※教員免許を希望する、あるいは関心がある学生

※状況に応じて、内容・日程等が変更する場合があります。その際はHPに掲載いたしますので、随時ご確認ください。

令和2年度　新入生ガイダンス等日程　

4月9日(木)

4月17日(金)

4月4日(土) 



健康診断について注意事項 （受診する前に読んでください。） 

■4月実施 

1年次生（全員）、2年次生（こども学科及び教職課程履修者のみ）、3年次生（こども学科及び教職課程履修者、編

入生のみ）、4年次生 

■9月実施（予定） 

  2年次生（こども学科及び教職課程履修者以外）、3年次生（こども学科及び教職課程履修者以外） 

 

学校保健法にもとづく健康診断を行います。各自注意事項を厳守し、受診漏れのないようにしてください。 

下記指定された時間内で自由に受診してください。 

〖健診日程〗 

※学科学年により健診項目が異なります。原則として受診指定日での受診となりますので、男女別時間などに注意してください。 

※期間中に受診できなかった学生は各自医療機関で受診し、健診結果を事務局まで持参してください。 

（費用は本人負担となります） 

〖会  場〗 

Ｄ棟３１１教室およびＤ棟記念ホール横レントゲン車 

（男子更衣室） Ｄ棟３２１教室 

（女子更衣室） Ｄ棟３２３教室 

※レントゲン車の混雑を避けるため、着脱しやすい服装とし、撮影の前に無地Ｔシャツに着替えること。また、はおりものが１枚

あると便利です。 

〖健診項目〗 

1年・2年・3年  胸部レントゲン、尿検査、血液検査 

４年          胸部レントゲン、尿検査、血液検査、身長、体重、視力 

※学年により健診項目が異なりますので、注意してください。 

〖注意事項〗 

・胸部にあるネックレス等、貴金属は外しておくこと 

・髪の長い学生は邪魔にならないように結び、受診に差し支えないようにすること 

・尿検査があるので直前のトイレ使用には注意すること 

・検査前に甘いものを食べ過ぎないようにすること（血糖値が急激に上がります） 

〖健診方法〗 

①Ｄ棟 1階記念ホールにて受診票を配布。 

②健診車にて胸部レントゲン撮影。 

③Ｄ3１１教室にて尿検査・血液検査。 

〖健診結果〗 

5月頃、病院より本人現住所へ郵送されます。現住所に変更がある学生は学生課へ届け出ること。 

〖再 検 査〗 

健診の結果、総合判定Ａ・Ｂ・Ｃ以外だった学生は再検査を受ける必要があります。 

再検査対象者をエドポタで個別に呼び出しをすることがあります。 

再検査の費用は無料ですが、再々検査となった場合もしくは治療となった場合、費用は本人負担となります。 

 

【新型コロナウイルスに関する注意事項】 

新型コロナウイルス対策として、37.5度以上や風邪症状などの場合、受診はご遠慮ください。 

飛沫感染を防ぐため、検診会場では私語を慎んでください。 
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≪日本学生支援機構奨学金を希望する新入生の方へ≫ 

 

●高校で「貸与奨学金」「給付奨学金」を申込済で、採用候補者となっている方 

→「貸与・給付奨学金予約採用者説明会」に学生
・ ・

本人
・ ・

が必ず参加してください。 

4 月 3 日（金）13：00～14：30  E211 教室【社会学部】 

4 月 3 日（金）15：00～16：30 E211 教室【メディアコミュニケーション学部】 

※説明会に参加する際、高校を通じて交付されている次の書類を必ず持参してください。 

・「奨学生採用候補者決定通知」（進学先提出用・本人保管用） 

・「進学前準備チェックシート」（→事前に内容を確認・検討し、記入しておくこと） 

・「貸与奨学金採用候補者のしおり」（該当者のみ） 

・「給付奨学金採用候補者のしおり」（  〃  ） 

 

なお、「給付奨学金」採用候補者の方は、上記説明会の他、「高等教育修学支援新制度 

採用者説明会（留意事項説明会）」にも必ず参加してください。 

→「高等教育修学支援新制度採用者説明会（留意事項説明会）」 

4 月 17 日（金）13：10～13：40  E211 教室 

 

 

 

●これから「高等教育修学支援新制度（給付奨学金）」を申込希望の方 

→「高等教育修学支援新制度申込説明会」に学生
・ ・

本人
・ ・

が必ず参加してください。 

4 月 17 日（金）12：30～13：40  E211 教室 

（上記時間帯のうち 13：10～13：40 は「留意事項説明会」となります。） 

 

※説明会に参加する前に「進学資金シミュレーター」で、自身が支援の対象となるかどうか 

確認し、説明会にはシミュレート結果を印刷したものを持参してください。 

 

＜日本学生支援機構 進学資金シミュレーター＞ 

https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/ 

 

 この制度の支援の対象となるには、家計基準および学力基準などの条件を満たす必要がありますが、 

家計基準について自身が対象となるかどうか大まかに調べられます。上記のページから必要事項を 

入力し、「奨学金選択シミュレーション」→「給付奨学金シミュレーション（保護者の方向け）」を 

選択し、家計状況を正確に入力してください。 

 

 

https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/
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●これから「貸与奨学金」を申込希望の方 

→「貸与奨学金申込説明会」に学生
・ ・

本人
・ ・

が必ず参加してください。 

4 月 17 日（金）11：20～12：20  E211 教室 

※説明会に参加する前に、次の事項を確認してください。 

貸与奨学金には、①「機関保証制度」②「人的保証制度」の 2 つの保証制度があり、 

貸与を受ける本人が、いずれか一方を申請時に選択することが必要です。 

どちらの保証制度を選ぶか、事前に検討しておいてください。 

 

①「機関保証制度」 

連帯保証人および保証人が不要。保証機関に保証を依頼し、連帯保証を受ける制度。 

※一定の保証料の支払いが必要です。 

 

②「人的保証制度」 

機構が定める条件を満たす人に連帯保証および保証人を引き受けてもらう制度。 

  連帯保証人・・・原則「父」または「母」しか選任できません。 

  保 証 人・・・原則「おじ」「おば」「兄弟・姉妹（20 歳以上で学生を除く）」 

※申請時には、必ず保証を引き受ける旨の承諾を得てください。 

採用後、必要書類の提出がありますので、承諾を得られない場合は選任できません。 

 

 

 

＜日本学生支援機構奨学金および高等教育修学支援新制度に関する本学窓口＞ 

学務部学生課 電話：04-7152-9945（学生課直通） 



 
学生証および学生便覧等配付会場 

B 棟 1 階 メモリアルホール 

10 時～15 時 30 分の間に随時お越しください 

貸与・給付奨学金予約採用者説明会会場 

E 棟 2 階 E211 教室 

社会学部         13 時～ 

ﾒﾃﾞｨｱ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 15 時～ 

4 月 3 日 

ガイダンス会場案内 




