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新学期のお知らせ
在学生の皆さんへ

2023年度

新年度を迎えるにあたり、年度始めの重要な事項をお知らせしますので、
熟読し必要な手続きに漏れがないよう十分注意してください。
本冊子は毎年３月中旬に、大学登録の保証人（父母等）住所に郵送してい
ます。（留学生は本人住所）
事前に申請することにより、大学窓口で受け取ることもできます。
詳しくは１月頃にポータルや大学ホームページでご案内しますので、希望者
は各自で確認し必要な手続きを行ってください。

送付物は次のとおりです。
　１．新学期のお知らせ【本冊子】
　２．2023年度	学生証裏面シール
　３．ハラスメント防止リーフレット

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、掲載内容に変更が
生じる可能性があります。
更新情報は、ポータルや大学ホームページ等で随時案内します
ので、各自確認してください。
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～学務部（教務課・学生課・学生相談室）からのお知らせ～ 
 

年度始めの諸手続きについてご案内します。 

春休み中も平常通り窓口業務を行っています。不明な点や質問などがある場合は、学生課、教務課へご相

談ください。 

※新年度の学事日程については「学生手帳」（学生課からのお知らせ ５参照）で、授業・履修登録に関す

る日程については「時間割」「履修登録の手引き」でご確認ください。 

※2022 年度より、「時間割」「履修登録の手引き」は大学ホームページへの掲載のみとしています。 

 

 

Ⅰ．教務課からのお知らせ 

１．授業や履修登録について 

前期授業は４月 10 日（月）から始まります。早めに履修計画を立て時間割を作成したうえで、１回目の授業

から出席してください。 

履修登録には、ポータルへのログインが必要です。ログイン ID とパスワードがわからない方は、下記窓口ま

でお問い合わせください。 

〔窓口〕 本キャンパス：情報システム課 東館６階 

大行寺キャンパス：教務課内情報システム課ヘルプデスク 本館１階 

 

履修登録に関する日程や詳細は、大学ホームページに掲載の「時間割」「履修登録の手引き」に記載してあ

ります。ポータルや「履修要綱」（入学時に配付されたもの）とあわせて、必ず確認してください。 

「未修得必修科目の曜日時限の重複申請」、「第二外国語科目等の事前申請」など、履修登録前（３月下

旬）に必要な手続きもありますので、各自確認のうえ、必要な手続きを行なってください。 

〔窓口〕 経営学部・法学部 本キャンパス教務課 本館３階 

教育学部        大行寺キャンパス教務課 本館１階 

 

「時間割」「履修登録の手引き」の公開・配布（希望者のみ） 

■ホームページ公開    ３月７日（火）～ 
■配布期間           ３月 22 日（水）～ 

■配布場所           本キャンパス 本館３階ロビー 

                     大行寺キャンパス 本館１階ロビー 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

教 務 課 
経営学部・法学部 ⇒ 本キャンパス 本館３階 ☎0285-20-8111 

教育学部 ⇒ 大行寺キャンパス 本館１階 ☎0285-26-2519 
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Ⅱ．学生課からのお知らせ 

１１．．証証明明書書ににつついいてて  
証明書自動発行機の稼働時間は月～土の７：００～２０：００です。日曜および大学休業日は停止します。 

■証明書自動発行機設置場所： 本キャンパス 本館３階ロビー、 大行寺キャンパス 本館１階ロビー 

■「学割証」の発行は無料ですが、年間１０枚までの枚数制限があります。 

年間１０枚を超えて希望する場合、有料で１０枚ごとに 1,000 円で受付けます。 

「学割証発行枚数追加申請書」に記入し、1,000 円分の証紙を貼付の上、学生課に提出してください。 

■「卒業見込証明書」は、３年間以上在学し、卒業所要単位のうち８４単位以上（教育学部は７９単位以上） 

修得している学生のみ、証明書自動発行機より、４月４日から発行可能です。 

 

２２．．個個人人情情報報確確認認ののおお願願いい  
個人情報は学生カルテから確認することができます。 

（閲覧方法）ポータル▶外部サービス▶Web サービス▶Web 学生カルテ▶学生カルテ参照 

個人情報は、「白鷗大学学生等の個人情報の保護に関する規程」に基づき、厳格に管理運用されます。登録さ

れている情報に変更があるときは、「変更届」を学生課に提出してください。 

変更の届出を怠ると、大学からの重要な連絡・通知が届かず、不利益を被る場合があります。 

学生本人の現住所が変更となった場合は、住民票の異動にかかわらず、必ず届け出てください。 

奨学金の連絡は原則、学生本人（現住所）に通知します。 

 

３３．．学学生生証証のの裏裏面面にに貼貼るるシシーールルににつついいてて  
「２０２３年度の学生証裏面シール（在学および通学定期券購入兼用証明書）」を同封しています。 

ここののシシーールルはは、、当当該該年年度度のの在在籍籍をを証証明明すするるももののでですすののでで、、必必ずず学学生生証証裏裏面面にに貼貼付付ししててくくだだささいい。。  

シール左側の注意事項をよく読み、学籍番号・氏名・現住所を黒の油性ペンで記入し、古いシールをはがしてから、

学生証裏面に貼付してください。 

通学定期乗車券の購入には、このシールを貼付した学生証を駅の窓口等で提示してください。 

 

４４．．学学生生証証更更新新手手続続ききににつついいてて（（４４年年をを超超ええてて在在学学すするる学学生生））  
２０１９年度以前に入学した学生（休学を含む）は、学生証（非接触ＩＣカード）の有有効効期期限限のの更更新新がが必必要要です。 

学生証を持参の上、下記窓口にて手続きをしてください。有効期限の更新を行わない場合、身分証明証としての

効力がないことはもちろん、本キャンパスの入館や出席端末、証明書発行機などの利用ができませんので、必ず

手続きをしてください。 

■受付期間  ３月２２日（水）～４月１０日（月）＊土日を除く 

8：45～16：45 ＊昼休み（11：30～12：10）を除く 

■更新窓口 両キャンパス 学生課 

  

５５．．新新年年度度学学生生手手帳帳のの配配布布ににつついいてて  
学生手帳には、授業・試験・証明書の発行・施設の利用・学業特待制度など、学生生活に不可欠な情報が掲載

されています。 

■配布開始  ３月 28 日（火）から 

■配布場所  本キャンパス 本館３階ロビー / 大行寺キャンパス 本館１階ロビー・２号館１階ロビー 
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６６．．卒卒業業アアルルババムム個個人人写写真真撮撮影影ににつついいてて（（４４年年生生全全員員））  
４年生を対象に、下記の日程で卒業アルバムの個人写真撮影を行います。卒業アルバムは卒業時に全員に配付

しますので、必ず撮影してください。 

６月、１０月にも撮影期間を設けますが、例年、教育実習等で撮影できない学生が多くみられますので、早いうち

に撮影することをお勧めします。 

■撮影日程 ４月１７日（月）～２１日（金）… 大行寺キャンパス２号館３階 講師控室隣 

４月２４日（月）～２８日（金）… 本キャンパス本館９階 ９０７研究室 

■撮影時間 10：00～16：00 

* 学部を問わず、どちらのキャンパスでも撮影可能です。 

* 新型コロナウイルスの影響拡大に伴い変更が生じる場合は、ポータルや大学ホームページ等でご案内します。 

 

７７．．奨奨学学金金ににつついいてて  

地地方方自自治治体体等等のの奨奨学学金金ににつついいてて  

地方自治体（都道府県市区町村）および民間育英団体などで奨学生を募集している場合があります。 

・大学を通じて募集するもの 

本学ホームページや掲示等でお知らせします。各奨学金の募集内容に従いお申込みください。 

・大学を通さずに募集をしている場合 

まずは、各出身地やお住まいの地方公共団体の教育委員会などにご確認ください。 

推薦書等が必要な場合は、記入用紙と一緒に要項や記入の注意等が記載された書類を持参の上担任や

ゼミナール担当教員に作成を依頼してください。春期休業中で教員と連絡がつかない場合等は学生課にご

相談ください。作成までに日数がかかることがありますので余裕を持ってご準備ください。 

なお、奨学金の継続については、各奨学金の制度に従って手続きするようにしてください。 

 

日日本本学学生生支支援援機機構構奨奨学学金金ににつついいてて  （（ホホーームムペペーージジ  hhttttpp::////wwwwww..jjaassssoo..ggoo..jjpp//））  

（（１１））  現現在在、、奨奨学学金金のの貸貸与与ままたたはは給給付付をを受受けけてていいるる方方  

奨学金については、奨学生のしおりや日本学生支援機構（JASSO）ホームページを確認してください。 

JASSO 奨学金カレンダーに記載のとおり、４月は４月２１日（金）、５月は５月１６日（火）と他の月と振込日が

異なります。 

【適格認定について】 

継続願を提出（入力）した方は、２０２２年度の成績をもとに奨学金貸与または給付が継続可能かどうかの適

格認定が行われ、日本学生支援機構の適格認定区分に従って、「廃止」「停止（貸与のみ）」「警告」「継続」

いずれかの措置がとられます。 

・「廃止」「停止（貸与のみ）」…該当する方に、３月下旬に通知を送付いたします。 

・「警告」…該当する方に、５月頃に奨学金担当窓口で通知を配付いたします。 

・「継続」…特に通知は送付いたしません。（４月分の振込[４月２１日]を確認のこと） 

貸与奨学金 

・継続願提出時に、学生本人の経済状況の入力で、収入合計-支出合計の差額が３６万円以上の方には 

【指導】があります。該当者には個別に連絡しますので、必ず手続きをしてください。 

・継続願提出時に、「辞退」の入力をした方には、５月下旬頃に返還関係書類を配付します。詳細は掲示や 

ポータル等でお知らせしますので、確認してください。 
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給付奨学金 

「「在在籍籍報報告告（（４４月月））」」のスカラネット・パーソナルによる入力および「「授授業業料料減減免免のの対対象象者者のの認認定定のの継継続続にに関関すす

るる申申請請書書」」の学生課への提出が必要です。いずれも、提出がない場合、給付奨学金の振り込みが止まります。

詳細は後日ポータル等によりお知らせします。特に、４月の在籍報告は、入力期間が短く設定されているので 

ご注意ください。 

 

（（２２））  家家計計のの急急変変でで緊緊急急にに奨奨学学金金のの貸貸与与ままたたはは給給付付をを希希望望すするる方方  

希望者は、学生課の奨学金担当にご相談ください。 

（貸与奨学金と給付奨学金は取扱いが異なりますのでご留意ください。） 

    

■■貸貸与与奨奨学学金金  （（緊緊急急採採用用・・応応急急採採用用））  

家計急変の理由が、生計維持者の失職、会社倒産、事故、病気、死別または離別、または火災、風水害等の災

害による場合に申込むことができる奨学金について、随時受付しています。 

ただし、事由が発生した月から１２ヶ月を超えない期間内に出願する必要がありますので、早めに申し出て家

計急変状況（時期・事実）を確認できる書類をご用意ください。 

* 第一種奨学金（無利子）・・・緊急採用  第二種奨学金（有利子）・・・応急採用 

採用後は、奨学生本人名義の預貯金口座に毎月１回当月分が振り込まれます。 

■■給給付付奨奨学学金金  （（家家計計急急変変採採用用））  

生計維持者の死亡、事故または病気による就労困難、非自発的理由による失職、若しくは火災、風水害等の

災害等予期できない事由により家計が急変し、緊急に支援の必要が生じた場合、急変後の所得見込みにより

要件を満たす場合に採用されます。急変事由発生日から３ヶ月以内に申し込む必要があります。 

 

（（３３））  海海外外留留学学をを希希望望すするる方方  

（奨学金の貸与を受けていない方） 

在学中に、海外の大学及び大学院に留学を希望する方は、留学する前に「第二種奨学金（短期留学）」（有利

子）の申し込みをすることで、留学中に奨学金の貸与を受けることができます。 

留学形態や在留資格等に条件がありますので、詳しくは本キャンパス東館４階国際交流サポートセンターに 

ご相談ください。 

（現在奨学金を貸与中の方） 

奨学金貸与中の方は、別に貸与継続等の手続きが必要になる場合があります。国際交流サポートセンター 

もしくは学生課奨学金担当にご連絡ください。 

 

（（４４））  新新たたにに奨奨学学金金貸貸与与をを希希望望すするる方方((在在学学採採用用  新新規規希希望望者者))  

新新たたにに申申込込をを希希望望すするる方方はは、、必必ずず次次頁頁記記載載のの説説明明会会にに出出席席ししててくくだだささいい。。  

現在貸与中の奨学金とは別種の奨学金を希望する場合（例：第二種奨学金から第一種奨学金に移行）、現

在貸与中の奨学金の他に別種の奨学金を追加したい場合（第一種と第二種奨学金の併用）も次頁記載の

説明会に出席してください。 

（（４４年年ででのの卒卒業業がが見見込込めめなないい学学生生及及びび卒卒業業保保留留生生はは出出願願ででききまませせんん。。））  

新型コロナウイルス感染症拡大等に伴い説明会の開催を中止する場合は、WEB 等で希望者を受け付け、出

願に必要な書類を郵送する予定です。 

最新の情報はポータルに随時配信しますので、適宜確認してください。 
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対対象象学学部部  日日時時            ※※遅遅刻刻厳厳禁禁  場場所所  

経営学部・法学部 ４月６日（木） ９：００～１０：００ 本キャンパス ７００教室 

教育学部 ４月６日（木） ９：００～１０：００ 大行寺キャンパス ２７１教室 

 

出願および申込みに必要な事項を下記に記載しますのでご確認ください。 

書類の提出は後日になりますが、できるだけ準備して説明会にお持ちください。 

質問や相談等も説明会で受け付けます。 

 

【出願に必要な提出書類】 

① 申込者本人及び生計維持者（父と母双方）のマイナンバー確認書類（下記いずれか１点） 

      「マイナンバーカード裏面のコピー」「通知カード表面のコピー」「マイナンバー記載の住民票の写し」 

・マイナンバーによって家計審査が行われます。 

また、収入に関する証明書が別途必要になる場合もあります。 

・マイナンバー（個人番号）制度に関する情報については、下記の日本学生支援機構ホームページを参照して

ください。    https://www.jasso.go.jp/shogakukin/mynumber/index.html 

② 申込者本人の身元確認書類（下記いずれか） ※氏名・生年月日が記載（印字）された頁のコピー 

 「顔写真付き公的身分証明書１点」（マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポート、在留カード、写真付

学生証等のコピー） 

 「その他の公的身分証明書２点」（健康保険証、在学証明書、住民票の写し等のコピー） 

③ 奨学金振込口座の通帳コピー（本人名義のもの） 

・信託銀行、農協、外資系銀行、新生銀行、あおぞら銀行、新銀行東京、ネットバンク、コンビニ銀行などは利用

できません。 

・銀行等の普通預金または、ゆうちょ銀行の通常貯金口座に限ります。貯蓄口座は不可。 

・口座名義人、金融機関名、支店名、口座番号が確認できるページをコピーしてください。 

・通帳が発行されない場合、「口座番号連絡書（web 通帳）」も可（カードのコピーは不可） 

④ その他の事情がある場合は、それを証明するもの 

例） ・家族に障害者がいる場合は、身体障害者手帳のコピー 

・主に家計を支えている人が単身赴任等で別居している場合、単身赴任先の住居・光熱・水道・家具・家

事用品の領収書のコピー（上限７１万円） 

・家族に６ヶ月以上にわたり療養中の人または療養を必要とする人がいる場合、該当者の医療費等の領

収書のコピー 

 

 【注意事項】 

① 第一種奨学金（無利子）と第二種奨学金（有利子）には貸与基準（学力・家計・人物）があり、第二種は第一

種に比べ貸与基準が緩やかです。 

② 保証制度の選定（人的・機関）について ※原則、申込み後は変更できません。 

・人的保証の場合、連帯保証人および保証人（原則、連帯保証人とは別生計の４親等以内で 65 歳未満の親

族）を選定してください。スカラネット入力（申込時）の際に連帯保証人と保証人それぞれの住民票の住所の

入力が必要です。 

・機関保証は、保証料を支払うことにより連帯保証を受ける制度で、保証人は選定不要です。 

③ ゴム印、シャチハタ印は認められません。朱肉をつける固い材質の印鑑を準備してください。（人的保証のみ） 

−5−



- 6 - 

 

【【在在学学採採用用】】  奨奨学学金金申申込込かからら採採用用決決定定ままでで  

募 集   大学より奨学金申込書類を受け取り、出願に必要な書類を準備する 

（状況により説明会または資料郵送） 

 

確 認   受け取った書類をよく読んで、事前に下記内容を確認する 

           ＊人的保証と機関保証どちらの保証制度にするか決めておく。 

人的保証選択者は、予め連帯保証人・保証人から承諾を得ておき、住民票の住所を確認 

返還誓約書提出時に「印鑑登録証明書」（コピー不可）が必要になる旨を説明しておく。 

           ＊日本学生支援機構のホームページにて奨学金貸与・返還シミュレーションを行う。 

  

 

書類提出   不備なく申込書類をそろえて大学に提出する 

記入した『確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書』と『スカラネット入力下書き用紙』 

            『奨学金振込口座の通帳コピー』（学生本人名義のもの）  『その他大学が指定する書類』 

 

 

申込入力   大学よりスカラネット入力に必要なユーザ ID・パスワードを受け取り、インターネットより入力する 

返却される『スカラネット入力下書き用紙』のとおりに、大学が指示する期間内に入力する。 

 

 

書類郵送   マイナンバー提出書類を郵便局の窓口にて簡易書留で郵送する 

『申込者本人及び生計維持者（父と母双方）のマイナンバー確認書類』 

『申込者本人の身元確認書類』 

＊大学に提出するのではなく、配付される専用封筒に入れて指定先に郵送する。 

 

 

推 薦   大学より成績基準を満たしている学生を日本学生支援機構に推薦 

 

 

選 考   日本学生支援機構にて家計の審査が行われ、奨学生を選考 

 

 

採用決定   日本学生支援機構より採否結果の通知が届き、大学より学生に通知する 

採用者は振込状況を確認し、大学より採用書類『奨学生証』『返還誓約書』等を受け取る。 

大学が指示する期間内に、不備なく『返還誓約書』および添付書類を提出する。 

スカラネット・パーソナルに登録する。 
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８８．．修修学学支支援援新新制制度度ににつついいてて（（授授業業料料減減免免・・給給付付奨奨学学金金））  
住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯を対象に、学業等に係る基準を満たす学生は授業料が減免され給

付奨学金が支給される制度です。（https://www.mext.go.jp/kyufu/） 

世帯の所得金額により第Ⅰ～Ⅲ区分に分類され、区分ごとに給付額や授業料の減免額が異なります。 

所得基準を満たすかどうかは、日本学生支援機構のホームページ掲載 

「進学資金シミュレーター」でおおよその確認ができます。  

２０２３年春の出願においては、２０２１年（１月１日～１２月３１日） 

の収入に基づく２０２２年度住民税情報で審査が行われます。 

所得の審査は日本学生支援機構にてマイナンバー書類によって行われ、 

毎年６月に更新される所得（住民税）情報で判定されるため、在学中（毎年１０月）に支援区分が変わる可能性

があります。 

第一種（無利子）奨学金と併せて受ける場合には、給付奨学金の支給を受けている期間中に同時に受けること

ができる第一種奨学金の貸与月額は制限されます。（支援区分がⅠまたはⅡの場合は、第一種奨学金の貸与

月額は０円になります。） 

 

新たに申込を希望する方は、必ず下記の説明会に出席してください。 

新型コロナウイルス感染症拡大等に伴い説明会の開催を中止する場合は、WEB 等で希望者を受け付け、出願

に必要な書類を郵送する予定です。 

最新の情報はポータルに随時配信しますので、適宜確認してください。 

 

対対象象学学部部  日日時時            ※※遅遅刻刻厳厳禁禁  場場所所  

経営学部・法学部 ４月６日（木） １０：３０～１１：３０ 本キャンパス ２０４教室 

教育学部 ４月６日（木） １０：３０～１１：３０ 大行寺キャンパス ３５０教室 

 

 

  【出願に必要な提出書類】 

日本学生支援機貸与奨学金（在学採用 新規希望者）と同様の書類が必要になります。 

書類の提出は後日ですが、P.５掲載の出願に必要な提出書類①～③および自宅外通学者はその証明書類（ア

パートの賃貸借契約書のコピーや在寮証明書等）をできるだけご準備ください。 

 

  

進学資金 

シミュレーター 
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９．休学・退学について 
休学・退学による学籍の異動は、クラス担任（またはゼミナール担当教員）との面談および所定の手続きが必要

です。面談日時の調整が必要になりますので、早めにご相談ください。 

 

休学 

 

やむを得ない事情

により学修を一時 

停止する場合 

提出書類 

費用 

１．休学願 

２．在籍料（１年：１２万円、半期：６万円）および諸会費 

３．その他（奨学生の場合奨学金に関する書類等） 

手続期限 前期・通年：５月３１日 後期：１０月３１日 

休学期間 
前期 ４月１日～９月２０日    後期 ９月２１日～翌年３月３１日 

通年 ４月１日～翌年３月３１日 

注意事項 

手続期限を過ぎての休学はできません。 

１．の提出および２．の納付を手続期限に完了してください。 

休学期間は授業料・施設設備費を納入する必要はありません。 

休学満了後は原則復学となります。 

休学期間は年度内です。特別の理由がある場合、１年に限り延長を認める

ことがあります。 

休学期間は、通算して４年を超えることはできません。 

休学期間は、在学年限には含まれません。（卒業の期が延びます。） 

 

退学 

 

やむを得ない事情

により学修を終了

する場合 

提出書類 
１．退学願  ２．学生証  ３．ロッカーのカギ等（該当者のみ） 

４．その他（奨学生の場合奨学金に関する書類等） 

手続期限 年度末日付：４月２８日   前期末日付：９月２９日 

注意事項 
学期途中の退学の場合、学生納付金は返還されません。 

手続期限を過ぎて退学を希望する場合、学生納付金の納付が必要です。 

 

＊休学や退学で迷っている方は、希望に応じて、学生相談室を利用できます。（カウンセリングは要予約） 

カウンセリング内容は固く守られますので、希望する方は学生課または学生相談室までご連絡ください。 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

学 生 課 
経営学部・法学部 ⇒ 本キャンパス 本館 3 階 ☎0285-20-8119 

教育学部 ⇒ 大行寺キャンパス 本館１階 ☎0285-26-2513 
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Ⅲ．学生相談室からのお知らせ 

１１．．学学生生生生活活ややこここころろのの悩悩みみのの相相談談・・カカウウンンセセリリンンググににつついいてて  

学生相談室は、授業開講に連動し開室します。カウンセリング室についても同様です。相談を希望する場

合は、学生相談室（不在の場合は学生課）に問い合わせをしてください。 

カウンセリングは、完全予約制ですので、相談時に申し出てください。 

来室による相談が主になりますが、まず、電話で相談希望の旨、連絡してください。 

なお、学生相談室は秘密厳守を義務としているため、相談内容やプライバシーは守られます。 

 

 

学生相談室 

（大学ホームページ） 

  

 

 
【問い合わせ先】 ※授業開始まで、本キャンパスで対応します 

学生相談室 全学部 ⇒ 本キャンパス 本館２階 ☎0285-20-8118 
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～経理部からのお知らせ～ 

  

学学生生納納付付金金納納入入ににつついいてて  

 

・納入期間 

（全納）・・・・ ４月１日～４月末日 

（分納）・・・・ 前期 ４月１日～４月末日 

後期 ９月１日～９月末日 

 

・納入方法 

送付された本学指定の振込用紙を使用し、銀行の窓口からお振り込みください。 

ＡＴＭによるお振り込みはご遠慮ください。 

経理部窓口では納入のお取り扱いをしていません。 

      

振込用紙は全納用・前期用を保証人宛に３月末に発送する予定です。 

尚、後期用は８月末に発送予定です。 

ご不明な点等ございましたら、経理部までお問い合わせください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問い合わせ先】 

経 理 部 全学部 ⇒ 本キャンパス 本館 2 階 ☎0285-20-8115 
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               ～健康管理室からのお知らせ～ 

１. 健康診断について   ※２月に受診できなかった学生は、4 月の健康診断を受診してください。 

1）日程の変更等がある場合、ポータルでお知らせします。 

2）下記の項目該当者は、４月の健康診断は受診できません。後日、所属キャンパス健康管理室まで

来室してください。 

・37.0℃以上の熱または風邪症状がある方（解熱・症状消失後 7 日以上経過していない）。 

・新型コロナウイルス感染罹患し療養解除後 14 日以上経過していない、または濃厚接触者。 

・新型コロナワクチン接種後 3 日以上経過していない。    

・海外渡航帰国後 7 日以上経過していない。 

３）マスク着用・手洗い・手指消毒をお願いします。 

４）受診時は他人との距離を取り、会話は慎んでください。 

 

【日程・受付時間など】 

受付場所・時間 ：本キャンパス白鷗国際ホール(南館口から入構)。 

持 参 す る も の ：筆記用具。 

受 診 時 服 装 ：無地で飾りのない T シャツ(ボタン・金具・ビーズ・刺繍入り・レースは不可)。 

厚地のタイツ・ワンピースの着用は禁止。 

検査着の準備はありません。 

日  付 受   付   時   間 学  年 

４月４日（火） 
１０：００～１０：２０ 新４年生    男子指定 

１３：４０～１３：５０ 新４年生   女子指定 

４月５日（水） 
１０：００～１０：３０ 新２・３年生 女子指定 

１３：４０～１４：００ 新２・３年生  男子指定 

＊指定日に受診できない学生は、２日間内で男女別の受付時間を確認し、いずれかで 

受診してください。また、指定以外の学年の学生は、2 日間内の都合のよい日に受診して 

ください。 

指定時間に受診できない場合は、各所属キャンパス健康管理室まで問い合わせください。 

 

２． 健康診断結果について 

健康診断結果報告書は、受診票記載の住所に送付します。 

報告書に再検査の指示があった場合は、必ず健康管理室に出向き、精密検査用紙を受け取り、 

医療機関を受診してください。 

 

３. 健康診断書の発行について 

発行開始時期などの詳細は、ポータルでお知らせします。 

 

【問い合わせ先】 

健康管理室 
経営学部・法学部 ⇒ 本キャンパス 本館２階 ☎0285-20-8105 

教育学部 ⇒ 大行寺キャンパス 本館１階 ☎0285-26-2514 
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～実習指導室からのお知らせ（教職・資格課程の登録者対象）～ 
 

 

教職・資格課程のガイダンスは昨年中にポータルにて実施一覧を配信済みです。 

大半のガイダンスは終了していますが、一部これから実施するガイダンスもありますので、該当者は出席してく

ださい。 

対対面面ででののガガイイダダンンススのの実実施施場場所所はは、、大大行行寺寺キキャャンンパパススでですす。。  

１１．．教教職職・・資資格格課課程程履履修修者者関関係係（（全全学学部部））  

（（１１））時時間間割割作作成成にに関関すするる注注意意事事項項  

時間割の編成上、標準履修年次で取得すべき「免許（主免許）・資格の必必修修科科目目」同同士士、または標準履修年次

で取得すべき「免許（主免許）・資格の必必修修科科目目」と「卒業要件の必必修修科科目目」が重なった場合は、３３月月 99 日日（（木木））

1155：：0000 ままででにに実習指導室に相談してください。 

（（２２））各各ガガイイダダンンススにに関関すするる注注意意事事項項  

①ガガイイダダンンススのの日日程程等等にに変変更更がが生生じじたた場場合合ははポポーータタルルににてておお知知ららせせししまますすののでで、、確確認認ししててくくだだささいい。。  

②経営・法学部生の教職ガイダンスも 大大行行寺寺キキャャンンパパススで実施しますので、注意してください。 

③出出席席ででききなないい場場合合ににはは、、事事前前にに実実習習指指導導室室へへ本本人人がが連連絡絡ししててくくだだささいい。。無断欠席の場合は、教職・資格課程の

履修を放棄したものとみなします。 

なお、欠席する場合には、第三者の証明書（診断書等）が必要となります。（詳細は、入学時に配付済の「教員

免許状および資格取得の手引き」を参照。） 

④教教職職・・資資格格課課程程のの履履修修をを辞辞めめるる場場合合ににはは、、３３月月１１00 日日（（金金））ままででにに実実習習指指導導室室にに連連絡絡しし、、取取りり消消しし手手続続ききををししててくく

だだささいい。。その場合、お知らせしているガイダンスに出席する必要はありません。 

２２．．他他専専攻攻免免許許関関係係（（教教育育学学部部））  

（（１１））時時間間割割作作成成にに関関すするる注注意意事事項項  

①他専攻免許として履修する科目も、主専攻の時間割に記載されています。ガイダンスの前に各自の履修科目を

検討し、来年度の時間割案を作成してきてください。 

②時間割の編成上、標標準準履履修修年年次次がが同同じじ必必修修科科目目同同士士のの時時間間割割重重複複（主免許必修科目・他専攻免許必修科

目・卒業必修科目の重複）があった場合には、ガガイイダダンンスス時時にに担担当当職職員員にに相相談談してください。 

（（２２））他他専専攻攻免免許許科科目目をを履履修修中中のの学学生生へへ  

他他専専攻攻免免許許科科目目のの履履修修をを辞辞めめるる場場合合はは、、３３月月１１00 日日（（金金））ままででにに実実習習指指導導室室にに連連絡絡しし、、取取りり消消しし手手続続ききををししててくくだだ

ささいい。。その場合、お知らせしているガイダンスに出席する必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【問い合わせ先】 

実習指導室 全学部 ⇒ 大行寺キャンパス ２号館 2 階 ☎0285-22-9891 
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スタディラウンジは前期・後期の
年 回、留学生と日本人学生が一
対一のペアになり、「文化を知り、
交流を深める」プログラム。
食・マナーなどの比較や違いが生

じる理由を探りながら、異文化交
流を深めます。また、食事や遊びに
出かけるペアも多くいます。

参加者の声「初めは留学生と話す
ことに緊張感を抱いていました
が、実際に話してみると、よく目を
合わせてくれて、初めて会ったの
になんだかもう友達のように感じ
ました。」（教育学部１年生）

 
SSIIPPSS  WWoorrkkss  ffoorr    

IInntteerrnnaattiioonnaall  EExxcchhaannggee  AAccttiivviittiieess  

“WHAT’S NEXT?” 
-Something New to Discover Every Day- 

Issued by the Office of International Affairs March 01, 2023 

異文化理解のヒント
や海外旅行の楽しさ
をアップ。いいね！
待っています！

FFaacceebbooookk  

TTwwiitttteerr  
イベントの告知や
つぶやきを発信。
日常に国際交流を
プラスしよう！
リツイート大歓迎！

GGlloobbaall  EExxcchhaannggee  QQ  &&  AA  

：留学生と交流したいです。
：教室や図書館、皆さんのすぐ近く
にいるかもしれません。中国、台
湾、タイ、韓国、アメリカ、ネパ
ール、ベトナム、コンゴ、ブラジ
ル等出身の留学生がスタディラ
ウンジなどの のプログラム
にも参加しています。

：海外に行きたいのですが、何をす
ればいいか分からないです。

：国際交流サポートセンターでは、
いつでも相談することができま
す。皆さんの目的や履修状況に合
った海外渡航を一緒に考えまし
ょう！

IInnssttaaggrraamm  
国際交流活動や海外
研修の様子が満載
国際交流をしたい方
フォロー必須です！

国際交流活動は 所属の学生
が主体となり、①チームミッション
に基づいた定期活動 ②国際交流イ
ベント（不定期）③全体ミーティン
グ④全国ミーティングで他大学

との交流を行っています。

GGoo  TTrraavveell  AAbbrrooaadd  
コロナ禍で中止となっていた海外研修が 年度夏より再開します！！

募集は 月上旬、ポータルや掲示等でお知らせします。

 
オンデマンド 
留学 

 

 
留学啓発 

 

 
スタディ 
ラウンジ 

 
協定校 
オンライン 
交流 

SDGｓ 
プロジェ
クト 

高大地域 
連携 

本キャンパス東館 階☎

ス
タ
デ
ィ
ラ
ウ
ン
ジ
の
報
告
会
の
様
子

◀ 

国国際際交交流流ササポポーートトセセンンタターー

： とは何ですか？
：

の略称

年、文部科学省官民協働「ト
ビタテ！留学 」が創出したプ
ラットフォーム。各大学のメンバ
ーが大学間交流や情報交換をしな
がら、留学促進を目的に活動して
います。

 
カンバセーション 
アワーズ 

構
成
図

◀ 

 
SSIIPPSS  
本本部部  

ハ
ワ
イ
研
修

日
間

◀ 
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
研
修

日
間

◀ 
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- 14 - 

～キャリアサポートセンターからのお知らせ～ 

 

 

１１．．22002233 キキャャリリアア支支援援行行事事ににつついいてて  

次年度のキャリア支援行事（進路支援課・公務員支援室・教職支援室・資格支援課）についてご案内します。 

各支援行事の詳細については、学内掲示板の他、白鷗就活ナビ・ポータル等で随時発信しますので、こまめに 

チェックするようにしてください。 

キャリア支援行事は、学年指定がある場合を除き学年に関係なく参加することが出来ます。 

※予定されている行事は、新型コロナウィルス感染拡大状況等により日程が変更となる場合があります。 

 

 

２２．．進進路路相相談談・・履履歴歴書書等等添添削削ににつついいてて 

春休み中もキャリアサポートセンターは平常通り窓口業務を取り行っており、進路相談等が可能です。 

ただし、進路相談・履歴書＆エントリーシートの添削・面接練習・論作文指導等は事前予約制での実施となり 

ますので、電話でキャリアサポートセンターに問い合わせ、必ず予約をしてください。 

指導方法については、対面・電話・Teams 等ご希望に合わせて行いますので、大学に来ることなく実施する 

ことも可能です。 

 

 

３３．．問問いい合合わわせせ先先 

 

進路支援課・公務員支援室・資格支援課 本キャンパス 東館 4 階 ☎0285-24-4300 

進路支援課・資格支援課 大行寺キャンパス 本館 2 階 ☎0285-22-9722 

 〔Ｅ-mail〕 career@ad.hakuoh.ac.jp 

教職支援室 
大行寺キャンパス 2 号館 2 階 ☎0285-22-0055 

〔Ｅ-mail〕 kyoushokushien@ad.hakuoh.ac.jp 
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 ２０２3年度 キャリア支援行事
キキャャリリアアササポポーートトセセンンタターー　　進進路路支支援援課課

日程 行　　　　　事 内　　　　　容 対　象

１年次キャリア支援
「キャリアデザインハンドブックⅠ（キャリア入門編）」を配布し、充実した学生
生活を送るためのアドバイスをします。

１年生

4/12(水)
３年次キャリアガイダンス
～就活スタートガイダンス～

「キャリアデザインハンドブックⅢ（大学生の就活編）」を配布し、就職活動の
流れ等について説明するとともに、白鷗就活ナビや就活情報サイトの登録会
を行います。

３年生

4/19(水) 自己分析ガイダンス
就職活動を行う上で最も大切なのは「自己分析」。自分の長所・短所を理解
し、「自己ＰＲ」に繋げる方法を解説します。

全学年

4/26(水) 履歴書・エントリーシート対策講座
履歴書・エントリーシートの書き方を学びましょう。
※無料添削あり

全学年

前期進路相談期間（個人・グループ）
インターンシップや就職活動、進路の悩み等、白鷗就活ナビより予約の上、気
軽にご相談ください。

３年生

5/10(水) ２年次キャリアガイダンス①
「キャリアデザインハンドブックⅡ（社会探求編）」を配布し、2年生でしておく
と良いことを、プロの面接官が伝えます。

２年生

5/17(水) インターンシップガイダンス インターンシップの目的・意義、参加方法等を説明します。 全学年

5/24(水) ビジネスマナー・スーツ着こなし講座 身だしなみやビジネスマナーについて、採用担当者の視点から解説します。 全学年

5/30（火）
5/31（水）

就活メイク・メンズ講座
就活で一人一人の輝きを引き出す好印象な身だしなみのポイントをお伝えし
ます。

３年生

インターンシップ相談期間（個人・グループ）
インターンシップについての質問、エントリーシートの書き方についての相談
を受け付けます。

全学年

6/14(水) 一般常識対策テスト
就職活動で課される一般常識模擬テストを受験し、弱点を補うために自分
の実力を知りましょう。

全学年

6/21(水) ＳＰＩ対策テスト
企業で最も多く使われているSPI試験を受験し、自分の実力を知りましょう。
模擬テスト後に、対策講座も行います。

全学年

７月 7/5(水)  面接対策・グループディスカッション講座
面接試験・グループディスカッションについて説明し、採用担当者が見ている
ポイント等をしっかりと押え、対策しましょう。

全学年

９月 9/27(水) ２年次キャリアガイダンス②
適性診断で自分の特徴や強み・弱み等を診断し、学生生活の中で自分に不
足している力を伸ばす方法を学びましょう。

２年生

後期進路相談期間（個人・グループ）
インターンシップや就職活動、進路の悩み等、白鷗就活ナビより予約の上、気
軽にご相談ください。

３年生

10/4(水) 就活スタートガイダンス（後期編）
自己分析や業界・企業研究等を振り返り、今後のスケジュールを確認した上
で就職活動の本格始動に向けた準備をしましょう。

３年生

10/18(水)
業界研究・秋冬インターンシップ
ガイダンス

業界研究の進め方や、秋冬インターンシップの探し方・応募方法について説
明します。

全学年

10/25（水） 就活準備ガイダンス
就活本番までにやるべきこと、キャリアサポートセンターの活用方法等、就活
生に有益な情報を提供します。求人票を基に、仕事内容や職種（事務、営業
など）、労働条件のチェックポイント等も分かりやすく説明します。

３年生

自己分析と履歴書・ＥＳ書き方講座　※
就活を円滑に進めるためには、就活解禁日(3/1)迄に、履歴書やエントリー
シート（ES）を完成させておく必要があります。自己分析をきちんと行い、面
接時にも的確に答えられるよう早めに準備しておきましょう。

３年生

11/6（月）
～11/24（金）

業界・企業研究セミナー
各業界から人事担当者や白鷗大学ＯＢ･ＯＧをお招きし、業界の現状や今後
の動向、職種や仕事の内容等を説明していただきます。

全学年

ＶＰＩ職業興味検査　※
ＶＰＩ職業興味検査は、職業名に対する興味の有無に回答し、６種の職業興
味領域に対する興味・関心、５種の心理的傾向を把握する簡単な適性検査
です。自分の職業興味を把握するためにも受検しましょう。

３年生

自己ＰＲ作成準備講座　※
自己理解を深めることで、自分を分かりやすく企業へ伝えられる説得力の高
い自己ＰＲを作ることができます。グループワークで他者の評価を参考にしな
がら、自分の長所やＰＲポイントを見つけましょう。

３年生

グループディスカッション（ＧＤ）講座　※
集団の中での協調性、社会性、リーダーシップ等が問われるグループディス
カッションは、公務員でも民間企業の選考でも広く行われています。ＧＤのポ
イントを理解し、本番前に慣れておきましょう。

３年生

集団面接講座　※
集団面接は、公務員でも民間企業の選考でも実施されるケースが多く、避け
て通れません。講義や模擬集団面接を通じ、冷静に自分の意見を述べ、他人
の意見をしっかりと聞くことに早めに慣れましょう。

３年生

１２月 12/11（月）
～12/15（金）

履歴書用証明写真　学内撮影会 就活用証明写真の学内撮影会を行います。 ３年生

１月 1/17(水) 就活直前ガイダンス
就活解禁に向け、今後のスケジュールや企業の動向、就活解禁までにやるべ
きこと等をお伝えします。

３年生

２月 3/4（月）
～3/14（木）

学内合同企業セミナー
白鷗大生を積極採用する企業や官庁等を招いて学内で実施する合同企業
セミナーです。

３年生

※…少人数で行う実践講座。複数回実施。

４月

５月

６月

１０月

１１月
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時期 行　　　　事 内　　　容

４月 公務員ガイダンス 公務員試験対策について説明します。

５月 ４年生対象　本番直前論作文対策セミナー 本試験を直前にし、論作文の重要ポイントの指導を行います。

６月 面接対策（集団討論対策） 主に県庁や市役所を目指す方を対象とした集団討論を行います。

８月 論作文対策セミナー（基礎編） 公務員試験では必須の、論作文試験についての基礎的な対策講座です。

９月 論作文対策セミナー（実践編） 基礎編から一歩進んだ、実践編を行います。

10月 面接対策（集団討論対策） 主にＣ日程(９月試験)の市役所受験者を対象とした集団討論対策です。

10月 自習室（10階固定席）利用の申込
固定席利用の規定を確認した上で利用を希望する学生を対象に、10階自習
室（固定席）の利用申込受付を行います。申込者が多い場合は抽選となり
ます。

11月～
12月

公務員業務説明会
さまざまな職種の団体から採用担当者をお招きし、業務の内容について説
明していただきます。

11月～
１月

公務員試験合格者相談会
４年生の先輩が、公務員試験の合格体験談を発表してくれます。また、こ
れから受験する学生からの相談を受け付けます。

※年間 官公庁等の業務説明会　＊決定次第都度案内 各団体の職員をお招きし、業務内容の説明や質疑応答を行います。

時期 行　　　　事 内　　　容

5月
公務員試験対策講座募集説明会
【東京アカデミー】

公務員の専門予備校(東京アカデミー)の受験対策講座の説明会を開催予定で
す。

6月～
4月

公務員試験対策講座(有料)
【東京アカデミー】

公務員試験対策講座がスタートします。(受講申込者のみ)
対面授業とオンライン授業の併用講座になります。
対面講座については、授業が無い日に調整・開講します。
自分の受験自治体の選考方法（教養試験のみ、専門試験ありなど）に合わせて講
座受講することができます。

6月 TKC「公務員試験学習ツール」説明会 TKC公務員試験学習ツールの利用に関する説明会を開催予定です。

7月～
6月

TKC「公務員試験学習ツール」の利用(有料)
TKC公務員学習ツールの利用がスタートします。(利用申込者のみ)
自分のスケジュールで活用してください。

時期 行　　　　事 内　　　容

11月
第１回産経公務員模擬試験

～ 第２回・３回産経公務員模擬試験

3月
第４回・５回産経公務員模擬試験

※イベントの日程や内容の詳細は、キャリアサポートセンターの掲示板やポータルでお知らせします。

※開催に変更や中止が出た場合は、掲示板、ポータルでお知らせします。

※個別相談、論作文指導、面接練習等は常時行っています。（事前予約をお願いします。）

全国で行われている有料の公務員模擬試験です。（全５回）
自身の公務員受験予定に合わせて受験可能です。
団体受験（大学会場）申込については、日程が決まり次第案内します。

2023年度　公務員支援室支援行事
キャリアサポート　公務員支援室

※キャリア支援行事は公務員志望の学生も積極的に参加して欲しい講座が多数用意されています。
　前ページの「キャリア支援行事」を確認し、参加してください。
※公務員受験出願の際に、市町村や団体によっては、申込書類に「志望動機」や「自己紹介」の欄がある
　自治体や、ESの提出を求められるところもあります。出願直前になって、「書き方が分からない！」「これで
　いいのかな？」と不安にならないためにも、事前に講座を受講、添削指導（要：事前予約）を受けるようにしま
　しょう。また、ここ数年の選考では特に人物重視となっているため、面接等に重点が置かれています。
　公務員受験直前に慌てることのないように、「個人面接」「集団面接」「集団討論の練習」など、各種講座に計画的
に参加できるようにスケジュールを組んでいきましょう。

【公務員試験対策】対策講座（有料）　＊開講の決定や詳細については、決まり次第案内します。

【公開模擬試験（団体）】　大学で受験できる模擬試験（有料）　＊自宅受験（個人申込）での実施も可能です。
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 ～教採支援行事（教職支援室）～ 

  

大行寺キャンパス教職支援室では小中高特への教員就職を目指す皆さんをサポートします。 

お知らせは全て教職支援室 Twitter に掲示しますので３・４年生は必ずフォローしてこまめに閲覧してください。 

  

 

 

 

日 時 ： 2023 年 1 月 13 日 「年度始めガイダンス」にて動画視聴により実施済です。 

備 考 ： 2023 年 2 月 8 日提出の「教採登録個票」に今後変更が生じた場合は速やかに 

教職支援室へ申し出てください。 

連 絡 ： この学年の公立学校教員採用試験から実施時期や内容等に大きな変更がある見込みです。 

それに応じて支援計画や支援内容を連絡します。まめに教職支援室 Twitter を確認してください。 

 

 

 

期 日 ： 220022３３年年４４月月頃頃 ※詳細は近くなったら Twitter 告知します。 

場 所 ： 各各自自でで出出願願登登録録書書のの記記入入・・提提出出 

対 象 ： 小小中中高高特特へへのの教教員員就就職職をを志志望望すするる新新４４年年生生 

内 容 ： ① 教員採用試験出願登録(学内) 

② ４月～９月の予定について 

備 考 ： 各自治体主催の説明会や試験要項については各 HP を参照して実際の出願は各自の責任で 

おこなってください。 

 

 【問い合わせ先】   

教職支援室 全学部 ⇒ 大行寺キャンパス ２号館２階 ☎0285-22-0055 

教教採採  新新３３年年生生  教教採採登登録録ガガイイダダンンスス  

教教採採  新新４４年年生生  出出願願登登録録ガガイイダダンンスス  
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名称と試験予定 試験日（ガイダンス）

TOEIC公開テスト
(個人受験）

通年
(TOEIC HP参照)

4月22日(土)
2023年
1月10日（火）

～
4月6日（木）
※※

7月1日(土) 5月29日（月） ～ 6月15日（木）

12月2日(土) 10月30日（月） ～ 11月15日（水）

4月15日(土)
2023年
1月10日（火）

～ 3月16日（木）

11月25日(土) 10月16日（月） ～ 11月1日（水）

1回目
6月9日（金）

4月17日(月) ～ 5月11日(木)

2回目
11月10日（金）

9月21日(木) ～ 10月12日(木)

3回目 2024年
2月9日（金）

12月4日(月) ～
2024年
1月11日（木）

中国語検定試験
（団体受験・学内）

11月26日（日）

法学検定試験
（団体受験・学内）

11月下旬～
　　12月上旬頃

ニュース時事能力検定
（団体受験・学内）

6月24日（土）

国内旅行業務取扱管理者試験
（団体受付・学外）

9月上旬予定

第161回
6月11日（日）

第162回
11月19日（日）

第163回　2024年
2月25日（日）

ピアヘルパー資格認定試験
12月上旬
(ガイダンス10月）

■■検検定定試試験験（（資資格格申申請請含含むむ）） 担担当当部部署署：：ｷｷｬｬﾘﾘｱｱｻｻﾎﾎﾟ゚ｰーﾄﾄｾｾﾝﾝﾀﾀｰー資資格格支支援援課課

申込受付期間(予定) 内容

受験月の約1ヶ月前までに
各自申込

日常会話からビジネスシーンまで幅広い英語コミニュケーション能
力が試される。インターネットまたはコンビニの情報端末から各自
で申し込む。
受験後にキャリアサポートセンター資格支援課にて手続きをする
と、年2回に限り大学より受験料の一部補助がある。

日商簿記検定試験
（団体受付・学内）

受付日が決定したら掲示板で告知
学内受付

日本商工会議所主催の簿記検定で、小山商工会議所スタッフが
学内で受付を行う。日時詳細は、掲示告知。
受験票および結果・合格証はキャリアサポートセンター資格支援課
にて配布する。

TOEIC IPテスト
（団体受験・学内）

内容やスコアの評価はTOEIC公開テストと変わらないが、本学学
生を対象に学内で実施。キャリアサポートセンター資格支援課にて
申込みを受け付ける。受験料のほぼ半額を大学が補助する。

※※新新入入生生  44//1144（（金金））ままでで

TOEFL ITPテスト
（団体受験・学内）

英語圏への大学や大学院への留学を希望する場合に、それに足り
る英語力があるかを評価する試験。
本学学生を対象に学内で年2回実施。受験料のほぼ半額を大学
が補助する。

日本漢字能力検定
（団体受験・学内）

漢検（カンケン）と呼ばれるマスメディアでも人気が高い検定。
本学は2級・準2級の団体受検を年2回実施している。
2級以上の資格所持者を採用時に優遇する企業も増えている。

ビジネスの世界では英語同様に欠かすことのできない中国語の能
力を測る試験。
11月に本学を会場として、4級・準4級を本学学生のみで実施す
る。

法律に関する学識や能力を、全国レベルで測るための試験。対応
科目は法職演習。
「ベーシックコース(初級)」・「スタンダードコース(中級)」・「アドバ
ンストコース(上級)」の3コースに分かれる。

ニュース報道や新聞記事を読み解くための「時事力」を認定する
試験。6月に本学で団体受検を行う。(2級・準2級)

6月上旬頃
国内の旅行業務を取り扱うことができる資格で、観光業界への就
職を目指す学生に必須。キャリアサポートセンター資格支援課で申
し込みを受け付けている。試験は学外会場にて実施される。

4月17日（月）～5月12日（金）

9月末～10月上旬頃

10月頃
ピア（仲間）を相談支援するための、心理学の理論や方法の基礎
を身につけた者であることを証明する資格。
日本教育カウンセラー協会認定。教育学部生対象試験。

9月末～10月上旬頃

2023年度 資格試験・講座のご案内
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レクリエーション
　　　　・インストラクター

(ガイダンス11月）

健康運動指導士
9月・11月・3月
（ガイダンス）
7月・10月・12月

スポーツリーダー
【2020年度以前入学者対象】

ー

コーチングアシスタント
【2021年度以降入学者対象】

ー

認定心理士 ー

公認心理師 ー

講座名 ガイダンス（試験） 申込受付始

ネットスクール
簿記WEB講座

4月（年3回）
個人申込
（随時）

社会保険労務士 11月（8月試験） 11月

行政書士
1月・4月
（11月試験）

1月

宅地建物取引士
4月（10月試験）
2023年度開講なし

4月

ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ(2･3級) 7月（1月試験） 7月

11月～12月

レクリエーション活動に関する基本的な知識と技術指導の方法を
習得し、質の高いレクリエーション・サービスの提供が可能な人材
であることを保証する認定資格。大学が協会認定校となっている。
教育学部全専攻学生対象資格。

申込期間については、
掲示板にて告知。

（大学で必要な手続きがあります。）

保健医療関係者と連携し、運動プログラム作成や実践指導計画の
調整等を行う役割を担う資格。フィットネスクラブなど健康産業へ
の就職において役立つ。大学養成校認定を受けている。キャリアサ
ポートセンター資格支援課に必要な手続きをし、資格取得のため
の認定試験（９・１１・３月）を受験し、合格して取得できる。　教育学
部スポーツ健康専攻生対象資格。

年3回の日商簿記検定に対して自宅やスマホが教室になる！
オンライン受講システムを導入したライブ配信のWEB講座。

ー

地域におけるスポーツグループのリーダーとして、スポーツ指導や
運営の役割を担うスポーツ指導者の基礎資格。
大学が養成校として承認されており、申請を資格担当教員が取り
まとめる。教育学部スポーツ健康専攻生対象資格。

ー

地域におけるスポーツグループやサークル等において、上位資格
者を補佐するものとして、スポーツ指導や運営にあたるための指導
者基礎資格である。大学が免除適応コースとして認定されている
ため、本学における所定の関係科目の単位を取得した上で、検定
試験（オンラインテスト）に合格することにより資格取得することが
できる。教育学部スポーツ健康専攻生対象資格。

ー

心理学の専門家として仕事をするために必要な、最小限の標準的
基礎学力と技能を修得していると
日本心理学会が認定するもの。各自が日本心理学会認定委員会
に直接申請する。
教育学部心理学専攻生対象資格。

9月～1月
（土曜もしくは日曜）

《国家資格》 学外講師による課外講座

金融機関の職員をはじめ資産に関する相談業務に従事する人の、
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝグ業務知識と実践の技術を検定する。

12月～8月
（土曜もしくは日曜）

《国家資格》 学外講師による課外講座

労務管理のアドバイスや指導をはじめ、労働・社会保険に関する法
令に基づき書類作成などを行う。より良い職場環境を作るための、
幅広い知識と優れた能力を備えた企業の強力なパートナーとして、
活躍の場はますます広がっている。

4月～10月
（土曜もしくは日曜）

《国家資格》 学外講師による課外講座

報酬を得て、法人設立の手続きや外国人の永住許可申請など、官
公署に提出する書類（電磁的記録を含む）の作成を行う。また、憲
法で保障されている権利行使や義務履行に関する書類（遺産分
割協議書、内容証明など）を作成する専門家。

5月～10月
（土曜もしくは日曜）

《国家資格》 学外講師による課外講座

公正で円滑な不動産取引を遂行する専門家。不動産取引の際の
権利関係、物件の状態などの重要事項説明は宅地建物取引士だ
けに認められた業務である。不動産業界、不動産関連セクションを
もつ一般企業や金融関係など広範囲に活躍できる。

ー

国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的として定められ
た国家資格。必要な知識及び技能について、主務大臣が公認心
理師試験を実施する。条件を満たし大学を卒業後に大学院に進学
して指定された科目を修めるなどの受験資格が設けられている。
本学のカリキュラムはその条件を満たしている。受験資格を満たし
た後、
各自が直接申請する。教育学部心理学専攻生対象資格。

■■資資格格取取得得・・キキャャリリアアアアッッププ支支援援講講座座のの案案内内

開講期間 備考　

随時受付
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【2023年３月１日刊行】
白　鷗　大　学
本キャンパス 	 〒323-8586　栃木県小山市駅東通り2-2-2
	 TEL	０２８５-２２-１１１１（代）
大行寺キャンパス	 〒323-8585　栃木県小山市大行寺1117
	 TEL		０２８５-２２-８９００（代）

新学期のお知らせ
在学生の皆さんへ

2023年度

新年度を迎えるにあたり、年度始めの重要な事項をお知らせしますので、
熟読し必要な手続きに漏れがないよう十分注意してください。
本冊子は毎年３月中旬に、大学登録の保証人（父母等）住所に郵送してい
ます。（留学生は本人住所）
事前に申請することにより、大学窓口で受け取ることもできます。
詳しくは１月頃にポータルや大学ホームページでご案内しますので、希望者
は各自で確認し必要な手続きを行ってください。

送付物は次のとおりです。
　１．新学期のお知らせ【本冊子】
　２．2023年度	学生証裏面シール
　３．ハラスメント防止リーフレット

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、掲載内容に変更が
生じる可能性があります。
更新情報は、ポータルや大学ホームページ等で随時案内します
ので、各自確認してください。


