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2〜4年生 新入生・編入生

2〜4年生

2〜4年生

提 出 期 間
受付場所・時間

4/9（月）～4/20（金）

提  出  日　4/3（火）
受付場所

提  出  期  間　4/3（火）～4/30（月）

受付場所

学生証の更新 学生カードの提出

住所等の変更

外国籍学生の「在留カード」
更新・再交付に伴う手続

Web履修登録

証明書自動発行機の稼働時間

　学生証は、拓殖大学の学生であることを証明するもので、年度毎に更新

が必要です。学生証「在籍確認シール」未受領者は在籍しているキャンパ

スの学務課窓口で受領のうえ、学生証に貼り合わせて更新してください。

　学生証は教職員から呈示を求められた時や試験を受ける時、各種

証明書を発行申請・受領する時、図書館を利用する時にも必要ですの

で、必ず更新し、常に携帯してください。

　学生カードは、皆さんの在学中の基礎資料で、卒業後も保管される大

切な書類です。新入生および編入生は、下記期間中、在籍しているキャ

ンパスの学生生活課に必ず提出してください。

　なお、新入生はアンケ－ト「新入生実態調査（Ⅱ・オリエンテーション関

係）」も併せて提出してください。

　現住所・保証人住所・電話番号等が変更になる（なった）場合は、た

だちに在籍しているキャンパスの学務課で変更手続きを行ってくださ

い。Ｗｅｂ履修登録時に変更するだけでは、変更手続きは完了しませ

ん。手続きを完了しないことにより、学費振込用紙をはじめ、大学からの

重要書類が届かなくなり不利益を被る場合があります。

　在留資格変更・在留期間更新など「在留カード」の更新・再交付を

行った学生は、在籍しているキャンパスの学務課で変更の手続きを行っ

てください。入国管理局等に報告する義務がありますので、必ず手続き

をしてください。

　４月7日（土）から４月16日（月）まで、Ｗｅｂ履修登録期間となります。詳細は

『履修登録資料』を確認し、必ず期間内に登録を済ませるようにしてください。

　また、学務課では履修や成績についての相談を受け付けています。 履

修や成績について、分からないことがある場合は、学業成績表を持参のうえ、

本人が在籍しているキャンパスの学務課窓口に直接出向いて確認してくだ

さい（電話での問い合わせには一切応じません）。

　新学年の各種証明書（「在学証明書」・「成績証明書」・「卒業見込証

明書」・「成績・卒業見込証明書」・「学割証」）は、４月2日（月）より証明書

自動発行機（在籍しているキャンパスの学務課前に設置）で発行できます。

　詳しくは窓口・ホームページなどで確認してください。

※編入生は学生カ－ド提出時に学生生活課から渡す「学生カード提出証明書」
がないと学生証の交付が受けられません。

※日・祝日（授業実施日は除く）・休校日は稼動しません。

窓口受付時間

学務課窓口受付時間

証明書自動発行機の
稼働時間

学生カードおよび新入生実態調査（Ⅱ・オリエンテーション関係） 提出期間

商・政経学部２・３年編入生の学生カード提出日

外国語・工・国際学部2・3年編入生の学生カード提出日

学生証の諸注意

【月～金】 9：00～17：00　【土】 9：00～15：00

学生証は、IDカードと有効期限を明示した「在籍確認シール」からなり、
IDカード裏面に在籍確認シールを貼り合わせてから効力が生じます。
在籍確認シールは、各自で昨年度のシールをはがしてから、貼り替えてく
ださい。
学生証の有効期間は1年で、在籍確認シールを年度始めに貼り替える
ことにより有効期間が延長されます。 
在籍確認シールの交付を受けたら、速やかに現住所を確認し、最寄駅
をボールペンで記入してください。
現住所・通学区間に変更があった場合は、ただちに在籍しているキャン
パスの学務課にて所定の手続きを行い大学の承認印を受けてください。
通学定期券発行控欄の余白が無くなった場合は、学生証持参の上、
在籍しているキャンパスの学務課まで申し出てください。
学生証は悪用される恐れがあるので、他人に貸与したり紛失しないよう
大切に扱ってください。
学生証は卒業・退学等により学籍を離れる時は、直ちに返却してください。
学生証を破損、紛失等した場合は、再発行（手数料1,000円）の手続
きが必要となります（発行には1日ほどかかります）。
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文京キャンパス

文京キャンパス

文京キャンパス

文京キャンパス

八王子国際キャンパス

八王子国際キャンパス

【月～金】9：00～11：30、12：30～17：00  【土】9：00～13:00

9：00～11：30、12：30～17:00

【月～金】9：00～11：30、12：30～17:00  【土】9：00～13:00

【月～金】9：00～11：30、12：30～17：00  【土】9：00～13:00

【月～金】9：00～11：30、12：30～17：00  【土】9：00～13:00

【月～金】9：00～11：30、12：30～17：00  【土】9：00～13:00

学生生活課（C館2階）

学生生活課（C館2階）

八王子国際キャンパス 八王子学生生活課（管理研究棟1階）

※「在留カード」の更新は、在留期間更新の場合、在留期限の３か月前から入国管理局に
申請することができます。

八王子国際キャンパス
【月～金】9：00～11：30、12：30～17：00  【土】9：00～13:00

八王子学生生活課（管理研究棟1階）
学務課（管理研究棟1階）

八王子学務課（管理研究棟1階）

全学年

全学年

大学からのお知らせ
Information From Takushoku University

新年度の手続きについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【授業開始は４月9日（月）です。】

文京
キャンパス

八王子国際
キャンパス

　学部学生（外国人留学生を除く）を対象に、平成30年度の学習奨励金奨学生を募集します。学習奨励金は本学が独自に行っている奨学金で、経済的な理

由により修学継続が困難な学部学生のうち、学習および生活態度が極めて優れている者に対し支給される返済の必要が無い給付の奨学金です。

　募集説明会は下記の日程で開催します。内容は全日とも同じですので、奨学金申請希望者は在籍するキャンパスにていずれか１回出席してください。

　なお、説明会の開催時間・場所等の詳細については学内掲示板、ホ－ムペ－ジ等で確認してください。

全学年

全学年

文京キャンパス 八王子国際キャンパス4/9（月）・10（火） 4/9（月）・10（火）

学習奨励金奨学生（給付）募集説明会

日本学生支援機構奨学金

※在籍しているキャンパスの学務課にて「住所変更」の提出と併せ、在籍確認シールの現住所、通学区間の変更箇所に大学の承認印を受けてください。

通学定期券

通学証明書

バスの通学定期券を購入する場合（各販売所で確認してください）。
教育実習等で通学区間外の通学定期券を購入する場合（発行までに1か月以上かかります）。
文京キャンパス在籍の学生が、履修している正課授業のために八王子国際キャンパスに
通学する目的で通学定期券を購入する場合。

　通学定期券は、現住所と通学するキャンパスまでの合理的な経路を、正課授業を受けるために限り購入できます。
　課外活動、アルバイトなどの目的で通学定期券を購入する事はできません。
　JR・私鉄・地下鉄の通学定期券は、学生証の裏面に「在籍確認シール」を貼り、現住所・通学区間をボールペンで記入して各販売窓口に呈示して購入してください。

　下記のような場合は「通学証明書」が必要となりますので、在籍しているキャンパスの学生生活課で申請してください。

●
●
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●
●

通学定期券・通学証明書（両キャンパス共通）全学年
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※八王子国際キャンパス購買会にて割引定期券1か月(5,000円)、3か月(14,000
円)、拓殖大学専用割引回数券32枚綴り(4,000円)を学生向けに販売中！

URL　http://www.takushoku-u.ac.jp/access_bus-timetable_2018.pdf

　高尾駅（南口）〜八王子国際キャンパス間京王バス時刻表についてはURLもし

くはＱＲコードから確認してください。

対象 日程

商学部・政経学部・
大学院（工研を除く）

4/11（水）・12（木）・13（金）
※説明会の内容は全て同じですので、上記日程のいず
　れか1回に出席してください。

対象 日程

外国語学部・国際学部・
工学部

4/11（水）・12（木）・13（金）
※説明会の内容は全て同じですので、上記日程のいずれ
　か1回に出席してください。

工学研究科 4/13（金）
※八王子学生生活課で案内の配布、諸説明を行います。

文京キャンパス在籍者

八王子国際キャンパス在籍者

※応募状況により、申込者の全てが採用される訳ではありません。
※説明会の教室は、必ず在籍キャンパスの掲示板や大学のホームページで確認してください。
※説明会の日時は変更になる場合があります。必ず在籍しているキャンパスの掲示板で確認してください。

　日本学生支援機構奨学金募集説明会を下記のとおり開催します。

　願書は説明会時に配布しますので希望者は、必ず出席してください。

　また、現在奨学金の貸与者で、第一種から第二種、第二種から第一種奨学

金への移行、及び併用貸与希望者も出席してください。日本学生支援機構奨

学生の定期採用は、年に１回しか行われませんので注意してください。

　平成29年度の奨学金継続手続きにおいて、奨学金を「辞退した」方または

「廃止と認定された」方を対象に、奨学金返還手続きの説明会を開催します。

　説明会の開催日時等については決定しだい掲示板等でお知らせしま

す。必ず出席のうえ所定の手続きを行ってください。

　また、返還の在学猶予を希望する場合は、4月30日（月）までにスカラネット

パーソナルから「在学届」を提出してください。在学猶予を届け出る際に必要な

学校コードは在籍するキャンパスの学生生活課窓口で交付を受けてください。

　「在学届」を提出しない場合10月から返還が開始されます。
　短期大学からの編入生で、以前の学校で日本学生支援機構奨学金の

貸与を受け、引き続き貸与を希望する者は、在籍しているキャンパスの学生

生活課へ申し出てください。所定の手続きにより、第二種奨学金を継続す

ることができます（第一種を希望する者及び併用貸与を希望する者は、定

期採用の募集説明会に出席し、改めて申し込んでください）。

在学届を提出することにより、在学猶予となる対象者

本学入学以前に日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けていた方
平成30年3月で奨学金の貸与が終了（辞退・廃止・満期）した方　など

●
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学務課（C館2階）

学務課（C館2階）

【月～金】9：00～11：30、12：30～17：00  【土】9：00～13:00

奨学生募集説明会（全学年）

返還手続（2年生以上：貸与）

編入学奨学金継続手続（新入編入学生）

販売窓口で「通学証明書」の提出を求められた場合。
現住所の変更に伴い通学区間が変わった場合。※

　日本学生支援機構奨学生として“予約採用”された新入生は「進学届」

の提出をしなければ正式に奨学生として採用されません。説明会にてイン

ターネット入力用「識別番号」を受取り、下記の提出期限までに「進学届」

をインターネットで入力してください。

　期限までに手続きを行わない場合、奨学金は貸与されません。（予約採

用が取り消されます。）

　説明会を開催します。詳細は掲示板や大学ホームページ等に掲載します。

　進学届の提出期限（スケジュール）は以下の通りです。

対象 入力期間 初回振込日
第1回

学部・大学院
　4/  1 （日）〜4/ 8 （日） 4/20（金）

第2回 　4/  9（月）〜4/24（火） 5/16（水）
第3回 　4/25（水）〜5/26（土） 6/11（月）

予約奨学生（新入生 ： 貸与・給付共通）
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新入生・編入生

　健康診断は健康管理の出発点。生活習慣病(高血圧、心臓病、糖尿病など)の芽は、大学生時代から育ち始めます。若い時の健康の過信は、将来の生活
習慣病の大きなリスクです。健康診断を受けることは、継続して自分の健康管理をするために大切です。各個人に配布する「健康診断結果書」には、大学で
受けた過去の健康診断の結果も記載されます。
　健康診断結果書は、医務室にて5月から受診者全員に配付します。必ず受け取りに来てください。
　また、就職活動などで使用する「健康診断証明書」については、学務課の証明書自動発行機にて5月１日(火)より発行が可能です。なお、再検査が必要な
場合は、当日健診会場で直接お知らせする他、電話·郵送などにて連絡します。

　学部生、大学院生は全員期間中に必ず受診してください。詳細については両キャンパスとも、ホ－ムペ－ジで確認してください。

※新１年生は、学生証を受領後に受診してください。　※質問·不明な点は、気軽に在籍しているキャンパスの医務室まで問い合わせてください。

　健康調査票は、健康管理の援助、学内で緊急を要する事態(ケガ・病気

の悪化)に対応する際、また海外研修参加時において大変重要な資料とな

ります。個人情報は厳守され他の目的に使用することはありませんので、質

問事項に漏れなく記入し、全員提出してください。
※健康調査票は、入学手続時の書類（入学の手びき）の中にあります。

定期健康診断

新入生・編入生の「健康調査票」提出

全学年

文京キャンパス 八王子国際キャンパス
提出期間

提出場所

提出期間

提出場所

4/5（木） ～ 1３（金）
平日9:00 ～ 17:00
※11:30〜12:30は除く
医務室（C館2階）

4/4（水） ～ 1３（金）
平日9:00 ～ 17:00
※11:30〜12:30は除く
医務室（管理研究棟１階）

定期健康診断は下記の日程で実施します

　新学期は何かと忙しく、所持品への注意が散漫になることもありま

す。特に財布などの貴重品類については「自分だけは大丈夫」などと

過信しないように十分注意してください。

忘れ物に要注意全学年

全学年

　新年度にあたり、本学で学んでいることに誇りをもち、目的実現に向けてより一層勉学・課外活動に励まれることを期待します。日常生活のあ
らゆる場面においてルールやマナーを守り、細心の注意を払いながら生活することを通じて、有意義な学生生活を送るように努めてください。
　課外活動諸団体で活動している学生諸君においては、より一層充実した活動に向けて、「体育部員憲章」「クラブ・サークル会員憲章」を遵守し、
部会員の人権を尊重し、学業と同様に日々励んでください。

　本学は、研修会の開催、印刷物、ホームページ等のあらゆる機会、方法により周知、啓発活動を行い、ハラスメントのない環境を目指します。ハラ
スメントの発生防止に努め、相談に対しては迅速に必要な措置を講じます。

学生相談
　学業・進路・人権・対人関係・性格などさまざまな悩み、問題を抱え、一人思い悩み、苦しむことがあると思います。両キャンパス学生支援室では、語り合

いを通じて、より良い解決法を見出すためのお手伝いを常時行っています。また、専門医等による「心の健康相談日」（下記日程を参照）、本学教員による

「法律相談日」「女子学生のための相談日」「心理相談日」も実施しています。まずは気軽に来室してください。

　性的な言動によるセクシュアル・ハラスメント、勉学・教育・研究に関する言動に

よるアカデミック・ハラスメント、優越的地位や職務上の地位に基づく言動によるパ

ワー・ハラスメント等、個人の属性や広く人格に係る事項等に関する言動により、相

手を不快にさせ、または尊厳を傷つけ、もしくは不利益を与えることをいいます。

　生活環境や年代、性別、性格などの違いによって、私たちの考え方はさまざまで

す。「これくらいはいいだろう」という言動がハラスメントとなってしまうことがあります。

『親しき仲にも礼儀あり』。互いを思いやるコミュニケーションを心がけましょう。

※リーフレット配布中

平成30年度「心の健康相談日」日程

文京キャンパス 八王子国際キャンパス

場　所 学生支援室（C館2階）

担当医 榎本　稔 先生（医学博士）　池袋「榎本クリニック」理事長

日　程
4/13（金）・ 5/11（金）・ 6/1（金）・ 22（金）・7/13（金）・ 9/21（金）
10/12（金）・ 26（金）・11/16（金）・12/14（金）・ 1/18（金）

場　所 八王子学生支援室（管理研究棟1階）

担当医 小澤　千紗 先生（医学博士）　慶應義塾大学病院所属勤務医

日　程
4/12（木）・ 26（木）・ 5/10（木）・ 24（木）・6/28（木）・ 7/12（木）
9/27（木）・ 10/11（木）・ 25（木）・ 11/8（木）・ 22（木）・12/13（木）

※「法律相談日」「女子学生のための相談日」「心理相談日」の予定等については、掲示板にてお知らせします。

ハラスメント０　―快適な毎日のために―
ゼロ

ハラスメントとは ハラスメントをしないために

文京キャンパス
学生支援室　〒112-8585 文京区小日向3-4-14　03-3947-7178

八王子国際キャンパス
八王子学生支援室　〒193-0985 八王子市館町815-1　042-665-1449

相談窓口

メールでのお問い合わせ ▶ hs-sodan@ner.takushou-u.ac.jp

学生生活を意義あるものに

全学年 学費等納入
　４月上旬に保証人（外国人留学生、大学院生においては本人）宛に振込依頼書（一括及び分納（１回目）の２種類を同封）を発送します。

　なお本学の学費等納入方法でお困りのことがありましたら、事前にご相談ください。

納入方法 手続きに関する諸注意

学費納入に関するお問い合わせ

納入期日

年額一括納入または４分割納入のいずれかを選択して、最寄りの金融機関窓口、Ａ
ＴＭ、またはインターネットバンキングで納入してください。４分割納入を選択された場
合、残りの学費については振込依頼書を６月上旬、１０月上旬に発送いたしますの
で、所定の期日までに納入してください。

送付される振込依頼書の要領に従って、手続きしてください。
印字されている口座番号、金額等は訂正しないでください。
領収書の再発行は致しません。
振込手数料は手続者の負担となります。
大学窓口での収納業務は行っておりません。
期限までに収納されない場合、除籍の対象となりますので、十分注意してください。

文京キャンパス経理課　03-3947-7642

●
●
●
●
●
●

お問い合わせ先

納 入 区 分 納 入 期 日 振込依頼書発送予定
年額分および分納（１回目） ４/２７(金) ４月上旬（２種類同封）
分納（２回目） ６/２９(金) ６月上旬
分納（３回目） １０/３１(水)　　

１０月上旬（２種類同封）
分納（４回目） １２/２０(木)  

お問い合わせ先

　４月より一年間休学し、海外留学・病気治療等を考えている場合（新

入生を除く。また４月中に申請が必要）は、学費等の軽減制度があります

のでお問い合わせください。

海外留学・病気等で休学をする
場合の学費軽減

2〜4年生

学生生活懇談会
　学生支援センター学生部では、お子様の大学生活がより充実した４年間になるように

様 な々学生生活支援を行っております。その１つの取り組みとしまして、昭和56（1981）

年より大学とご家庭との直接交流を通じて、大学と学生生活の実情をご理解頂くための

一助として保護者の皆様を対象としました『学生生活懇談会』を実施しております。平成

30年度の開催地につきましては、別表の通りとなります。

　対象となります都道府県にお住まいの保護者の皆様には、概ね１ヶ月前に大学より

開催通知を送付させて頂きますので（同一地域での開催は2〜3年後となります）、是非

この機会にご出席くださいますようお願い申し上げます。

文京キャンパス 学生支援室　 03-3947-7178

文京キャンパス 学生支援室（C館2階）

文京キャンパス 学生支援室 03-3947-7178

八王子国際キャンパス 八王子学生支援室  042-665-1449

八王子国際キャンパス 八王子学生支援室 042-665-1449

八王子国際キャンパス 八王子学生支援室（管理研究棟1階）

お問い合わせ先

平成30年度開催日程
開催日 対象 開催場所

6/10（日） 秋田県 秋田市　　ホテルメトロポリタン秋田

6/24（日） 神奈川県 本学文京キャンパス

7/  1（日） 東海地区※１ 名古屋市　名古屋マリオットアソシアホテル

7/22（日） 北陸地区※2 富山市　　富山地鉄ホテル

8/  4（土） 群馬県 高崎市　　ホテルメトロポリタン高崎

8/26（日） 静岡県 静岡市　　ホテルアソシア静岡

9/  1（土） 福島県 郡山市　　郡山ビューホテルアネックス

9/  9（日） 茨城県 水戸市　　水戸京成ホテル

9/17（月・祝） 埼玉県 本学文京キャンパス

9/30（日） 山形県 山形市　　ホテルメトロポリタン山形

※１：愛知県、三重県、岐阜県対象　※２：富山県、石川県、福井県対象

文京キャンパス

受付時間
（午前）  9:30～11:30　（午後）13:00～16:00
※商·政経学部新１年生専用日(4/1·2)午後のみ

受付会場 Ｂ館 1階 学生ホール　※4/1・2はC館 5階 C501教室

持参する
もの

学生証、HBの鉛筆またはシャープペン、無地のTシャツ（女子
のみ）、メガネ・コンタクト（使用者のみ）

4/１（日） 商学部新１年生のみ（プレ－スメント·テスト等終了後）

4/2（月） 政経学部新１年生のみ（プレ－スメント·テスト等終了後）

4/3（火）

～

4/7（土）
商・政経学部、大学院（工学研究科を除く）全学年

八王子国際キャンパス

受付時間 （午前）9:30～11:30　（午後）13:00～16:00

受付会場 第一体育館

持参する
もの

学生証、HBの鉛筆またはシャープペン、無地のTシャツ（女子
のみ）、メガネ・コンタクト（使用者のみ）

4/2（月）
外国語・国際・工学部、工学研究科全学年

4/3（火）

4/4（水） （４月４日は入学式のため実施しません）

4/5（木）
外国語・国際・工学部、工学研究科全学年

4/6（金）
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インフォメーション 対象 日程 場所 詳細掲載箇所 詳細掲載
開始予定日 お問い合わせ先

アルコールパッチテスト・
ヤニ検査 全学年

4/25（水）・26（木）12:45～14:20 E 館前
4月上旬

学生生活課

4/25（水）12:30～13:20 第一学生食堂前 八王子学生生活課

食育セミナー 全学年
4/20（金）13:00～14:00 近日中に掲載

4月上旬
学生生活課

4/19（木）12:30～13:20　 近日中に掲載 八王子学生生活課

めざまし朝ごはん
キャンペ－ン 全学年

4/9（月）～5/2（水）（平日・祝日授業日）　　
8:30～10:30 B館学生食堂

掲載中

学生生活課

4/9（月）～19 （木）（平日）
8:30～10:30 第一学生食堂 八王子学生生活課

4/20（金）～5/2（水）（平日・祝日授業日）
8:30～10:30 第二学生食堂 八王子学生生活課

進路・就職に関する
個別相談 全学年

受付時間
平日 9:30～11:00/12:30～16:30
土曜日 9:00～12:30

就職課
掲載中

就職課

八王子就職課 八王子就職課

就職ガイダンス 3 年生

（火）（木）５時限目
（金）３時限目

近日中に掲載 近日中に
掲載

就職課

（水）（金）３時限目 八王子就職課

外国人留学生対象
就職ガイダンス

外国人
留学生

4/26（木）16:20～17:50 
4/27（金）12:50～14:20 近日中に掲載

近日中に
掲載

就職課

4/25（水）13:20～14:50
4/27（金）15:00～16:30

合同セミナー室
（A館２階） 八王子就職課

新入生対象 SPI 模擬試験 1 年生 入学の手びき参照　 掲載中 就職課

公務員希望者のための
説明会 全学年

4/12（木）・13（金）
16:20～17:50　 近日中に掲載

近日中に
掲載

就職課

4/  9（月）13:20～14:50
4/12（木）13:20～14:50 合同セミナー室 八王子就職課

資格・就職対策講座説明会

１～３年生
4/9（月）・10（火）
①16:20～17:00 
②17:10～17:50

近日中に掲載 近日中に
掲載 就職課

　● 国内・総合旅行業務取扱管理者
　   資格取得講座

１～３年生

4/11（水） ・18（水） 12：40～13：10

学内掲示板を確認
してください。

近日中に
掲載 八王子就職課

　● TOEIC® L&R TEST
　　スコアアップ対策講座（前期） 4/13（金） ・20（金） 12：40～13：10

　● 公務員試験対策講座 4/17（火） 13：20～14：50

　● 貿易実務検定Ｃ級合格講座 4/10（火） ・19（木） 12：40～13：10

　● TOEIC® L&R TEST 講座（後期） 4/24（火） 12：40～13：10

　● 公務員講座
　  （スクーリング&Web） 4/9（月） 12：40～13：10

　● 学外提携簿記講座※
　● 学外提携公務員講座※ 4/12（木） ・16（月） 12：40 ～13：10

全学年 「拓大就職Ｗｅｂ」を活用しよう！

　拓大生のための求人情報やインターンシップ情報などが掲載されています。

事前に「進路希望登録」をしておくと、あなたにマッチした情報をゲットできますよ！

拓大就職Webのバナーをクリック

みんなの力で拓殖大学を盛り上げよう ！

拓大ポータルのＩＤとパスワードを入力してログイン ！

その他のお知らせ Takudai Portal　　　就職web　　　大学ホームページ　　　学内掲示板　　　　その他の媒体

文京キャンパス　　　 八王子国際キャンパス

学生生活の手びき

●公務員試験対策講座（通年コース） 
● 公 務員・警 察 官スクリーニング

&Web合格講座
●宅建資格試験対策講座 
●国内旅行業取扱管理者試験対策

講座 
●ＴＯＥＩＣ® TEST対策講座 
●二種証券外務員試験対策講座 
●ITパスポート試験対策講座 
●３級ＦＰ技能検定対策講座 
●秘書検定２級対策講座
● 学外提携公務員講座※
● 学外提携簿記講座※

その他

※大原学園各校で受講

アクセス方法

＜拓大就職Web活用のポイント＞

●1

●2

●3

2015年春に始動した〈2020 TAKUSHOKU NEW ORANGE PROJECT〉。学生と教職員が一体となってこれまで数多くの
プロジェクトを行いました。2018年度も大学をさらに盛り上げるため、一緒になって活動する学生メンバーをお待ちしています。

学生メンバー募集中 ！

新歓ロードで説明ブースも ！
※日程はP.11をチェック ！

ホームページをチェック ！
TEL 03-3947-7160

MAIL web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp

広報室の窓口へ ！
プロジェクト全体像やニュースはこちらをチェック ！ 文京キャンパス A館1階
http://nop.takushoku-u.ac.jp/

「拓大生にぜひ応募して欲しい！」とい
う企業·団体からの求人情報がココか
ら検索できます！
「進路希望登録」画面で希望する業
界、職種、勤務地などを登録しましょう！
あなたに合う求人情報が届きます。

「進路報告登録」画面で現在の就
活状況を報告しましょう。内定を獲得
したら必ず入力してください。特に、5
月下旬頃から耳寄りなイベント情報を
配信します。

●

●

●

1

2

3

　本学では、学生の皆さんが教育研究活動（授業等）中に生じた事故へ

の対応として、保険料の掛金を大学が負担し全学生が学生教育研究災

害傷害保険に加入しています。

　万一、事故や災害に遭った時は、その状況を在籍しているキャンパスの

学生生活課に申し出てください。

保険が適用される事故の範囲と治療日数

正課の授業中、大学行事中 実治療日数1日以上

学生支援室に届出たクラブ・サークルの活動中　 実治療日数14日以上

①および②以外で学校施設内にいる間 実治療日数4日以上

●

●

●

学生教育研究災害傷害保険（学研災）全学年

1

2

3 お問い合わせ先・申請受付窓口

　学部学生を対象に、病気やけがをして医療機関で支払いをしたとき、申請

により支払った医療費の一部を学生健康保険互助組合が給付します（な

お平成３０年４月受診分より、接骨院・整骨院は給付の対象外になります）。

※新入生は入学年度の４月に受診した分から申請できます。

※医療費が給付される条件や、申請期日などの詳細につきましては、冊子

「学生健康保険互助組合の案内2018」をご覧ください。

　大学ホ－ムペ－ジからもご覧になれます。

　（ホームページ → 在学生の方 → 学生健康保険互助組合）

医療費の一部給付全学年

　充実した学生生活を送るためには、健康管理が大切になります。春は季節

の変わり目であり、環境の変化も伴うため体調を崩しやすい時期です。医務室

では学生の皆さんの健康管理を支援するため、下記の業務を行っています。

こんなときは医務室へ

健康管理

医務室の場所

応急手当 : ケガや病気、体調の悪いとき

健康相談 : 気になる病気、栄養相談等

近隣の医療機関の紹介

身体測定、体脂肪測定、血圧測定等の簡単な検査

健康や病気に関するパンフレットの配布

校医が下記曜日に両キャンパスに来校していますので、お気軽に利用ください。

●

●

●

●

●

医務室の利用全学年

文京キャンパス

文京キャンパス

文京キャンパス

八王子国際キャンパス

八王子国際キャンパス

八王子国際キャンパス

学生生活課隣
（C館2階）

学生生活課
（C館2階）

月・木曜日

八王子学生生活課隣
（管理研究棟1階）

八王子学生生活課
（管理研究棟1階）

月・水・木曜日

※時間はホームページまたは医務室に掲示

※進路希望登録・進路報告登録は就職以外の進路でも必ず登録してください。

入学の手びき

国際交流
推進

課外活動の
充実化

就職活動
サポート

スポーツ
振興

女子学生
満足度向上

地域連携・
防災の推進




