
２０１1年度新入生対象
学　生　部

奨学金出願説明会

　新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
　みなさんは大学生活への希望に満ち溢れ、勉学・課外活動などにうちこみ、有意義な学生生活をおくろうと考えていると思います。
　学生部では、みなさんの学生生活をバックアップするため、下記のとおり奨学金出願説明会を行います。説明会では日本学生支援機構
奨学金と関西学院大学支給奨学金の願書を配付し、出願方法等の説明を行いますので奨学金を希望する人は必ず出席してください。
原則としてこの説明会以外では前述した奨学金の願書を配付しません。
　なお、奨学金を希望する人で、やむを得ない事情により参加できない場合は事前に学生課（学生サービスセンター１階）へご相談ください。

・民間育英団体奨学金は出願時に登録制をとり、学内選考を経て各団体へ推薦します。（若干名）
・希望者には説明会終了後願書を渡しますので、説明会での指示に従ってください。
・出願には願書のほかに、収入の有無に関わらず、父母双方の最新の所得証明書（平成21年1月～12月分の所
得が記載されているもの）が必要です。希望者は、日本学生支援機構奨学金や関西学院大学支給奨学金に出
願する分とは別に、市区町村役場で取り寄せてください。
・各奨学金の詳細については入学式で配付する『大学案内　学生生活編２０１１』を見てください。

民間育英団体奨学金について

　奨学金出願説明会で配付する願書等のほか、下記の証明書が必要です。詳細は説明会で説明しますが、奨学金を希望する
人（特に自宅外生）は４月7日（木）からの出願に間に合うように、連帯保証人（父または母）と相談し、該当する書類をすみやか
に準備してください。

◆全員提出が必要な書類：「所得証明書」（コピー不可）
収入の有無に関わらず、父母双方の最新の所得証明書（平成21年1月～12月の所得が記載されているもの）が必要です。
市区町村役場で取り寄せてください。

◆その他、各自に該当する書類 （コピー可）
１．所得に関する証明書
ａ．給与所得がある場合：「平成２２年分源泉徴収票」
なお平成２２年１月より現在までに転職あるいは就職した場合は最近の給与支払証明書もしくは給与支払見込証明書
（用紙は説明会で配付する『出願のしおり』の巻末にあります）を提出ください。

ｂ．商・工・農・林・水産業所得、営業所得がある場合
白色申告の場合→平成２２年分所得税確定申告書
青色申告の場合→平成２２年分所得税確定申告書および所得税申告決算書
同族会社の場合→上記書類＋決算報告書（損益計算書･貸借対照表･役員構成を示したもの）

ｃ．その他の所得がある場合
外交員をしている場合→平成２２年分の報酬支払調書
内職、不動産などの収入がある場合→平成２２年分所得税確定申告書

２．家計事情に関する証明書
　家計支持者が現在無職である、長期療養者がいる、昨年災害にあったなど、各家庭の状況により、提出する書類が異なり
ます。詳細は説明会で確認してください。

日  時：4月6日　 10:00～ 12:30～ 15:00～
場  所：Ｂ号館101号教室

水 ※3回のうち、いずれかに出席してください。

奨学金出願に必要な書類

※学費納入等経済的に不安のある方は必ず出席してください。
※高校在学時に既に日本学生支援機構奨学金の採用候補者となっている方は、B-201の説明会に参加してください。

学生部では、新入生へのオリエンテーション・プログラムとして、“Let's go to the Stadium！”を下記の通り企画
しました。友人や先輩とのアメリカンフットボールの観戦、応援団総部（指導部･吹奏楽部･チアリーダー部）の指導
による校歌・応援歌を歌っての応援を通して関西学院大学の雰囲気に早く慣れてもらいたいと考えています。KG
ハリセンで、思い切りファイターズを応援しましょう！（入学式時に配布した袋に入場券を封入しています。）

■試合日程
■試合会場
■対 戦 校

２０１１年４月２４日（日） １４：００ KICK OFF（１３：４５ セレモニー）
王子スタジアム（阪急「王子公園」駅下車、徒歩１分）
日本大学　フェニックス

Let's go to the Stadium!

馬術部
マンドリンクラブ
英語研究部
ヨット部
陸上ホッケー部
車椅子バスケットボールクラブＲＥＡＬ
ロックファンクラブ“バックスバニー”
クラシックギタークラブ
ＳＳＶ関西学院
ハーモニカソサイアティ
ラグビー部
スキー競技部
演劇グループ“Something”
関西学院上ケ原ハビタット
関西学院グリークラブ
モルゲンロートスキークラブ
航空部
ラクロス部
アメリカンフットボール部
探検会
フェンシング部
カヌー部
K.G.CLUB.ULTIMATE“ARROWS”
器械体操部
ボクシング部
ユースホステル部
体育会編集部
居合道会
文芸部
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日本学生支援機構【採用候補者対象】進学届手続説明会

高校在学時に既に日本学生支援機構奨学金の採用候補者となっている方は、この説明会に必ず出席してください（これから日本学生
支援機構奨学金を希望する方は奨学金出願説明会（B-101）に参加してください）。
進学届提出に必要なIDとパスワードを配付いたします。

■持参物 ：①「平成23年度大学等奨学生採用候補者決定通知」【全員】
②「平成23年度大学等奨学生採用候補者の皆さんへ」【全員】
③「日本政策金融公庫の国の教育ローンを利用できなかったことについて（申告）」
④教育ローン借入申込書（お客さま控え）のコピー
⑤融資できない旨記載された公庫発行の通知文のコピー

日  時：4月6日　 11:15～ 13:45～
場  所：Ｂ号館201号教室

水 ※2回のうち、いずれかに出席してください。

※上記「㈰決定通知」の「採用候補者となった奨学金の種類」欄に「（申告必要）」の記載がある人のみ持参してください。

該当者のみ

第2教授館
（池内記念館）

10：00～15：00
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関西学院大学新入生オリエンテーション Campus Life ABC! 2011

日時／2011年4月6日　 9：30～16：00水

キャンパスライフ
ABC 2011

（神戸三田キャンパスからはシャトルバスがご利用いただけます）
会場／西宮上ケ原キャンパス

!

関西学院大学 学生部スポーツ・文化課
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●日本学生支援機構
　【採用候補者対象】
　進学届手続説明会

●導入プログラム
　「学生生活充実のために」

●入試広報課プログラム
「KG  CLUB  新入部員募集」

●言語教育研究センター
　プログラム

W.C（男）

W.C（女）

●国際教育・協力センター
　プログラム

EV

1階

問い合わせ先 ： 学生部 スポーツ・文化課（0798-54-6112）

Ｂ－104教室
キャリアセンタープログラム

「キャリア・就職相談コーナー」
新入生のみなさん、将来なりたい自分になるためには、学生生活を能
動的に充実させることがとても大切です。一緒に学生生活の過ごし方
を考えましょう！将来について疑問や不安に思っていることがあれば、
何でも聞いてくださいね。

中央講堂・第５別館３
教職教育研究センタープログラム

教職課程等説明会
中学校・高等学校の教員免許状を取得し、教師を目指す人は必ず出席
してください。学校図書館司書教諭、博物館学芸員課程、社会教育主
事資格についての説明もあります。
※2011年度入学生用「教職課程等履修要項」を必ず持参してください。

Ｂ－103教室
教務部生涯学習課プログラム

「将来に向けて計画的に準備をしよう！」
「就職に役立つように英語の実力を上げておきたい」、「在学中にファ
イナンシャル・プランナーの資格を取っておきたい」等、そんなみなさん
の希望に応える「エクステンションプログラム」について説明します。

Ｂ－103教室
教務部教務課プログラム

「より積極的な学びを！」
最短４年間で２学部を卒業できるジョイント・ディグリー制度、他学部
の科目を体系だてて履修できる複数分野専攻制（MDS）、大学での学
びに不可欠な学習スキルを身につけることを目的としたスタディスキル
セミナーなど、所属する学部の枠組みを超えた学びについて説明しま
す。また学生による授業評価やTOEIC試験など教務部の取り組みにつ
いて紹介します。

Ｂ－204教室

国際教育・協力センタープログラム

「ＧＯ ＧＬＯＢＡＬ！国際教育プログラムにチャレンジを！！」

関学は世界に貢献できる真の国際人の養成を目的に、さまざまな国際教
育プログラムを実施しています。いま国際性は社会人として求められる
大きな資質となっています。国際教育プログラムに参加してみませんか。

第4別館101A
「PC教室自由利用
－関学のパソコンを自由に使ってみよう」

関学の授業で使用するＰＣ教室を開放します。様々なアプリケーショ
ンを自由に使ってみてください。
※入学式で配付されるシステム利用ＩＤ・パスワードが必要です。

Ｂ－203教室
言語教育研究センタープログラム

「外国語で世界を拡げよう！」
英語・フランス語・ドイツ語インテンシブ・プログラムについて担当教員
が説明します。選択外国語（フランス語・ドイツ語・ロシア語・イタリア
語・スペイン語・ポルトガル語・アラビア語・中国語・朝鮮語・インドネシ
ア語）の履修手続きについても説明します。
※『インテンシブ・プログラムと外国語学習のすすめ』を持参してください。

Ｂ－201教室
導入プログラム
学生生活充実のために
他のプログラムに参加する前に、まずはこちらに参加してみてください。学生生活を充実させるためのポイントを大学スタッフおよび
在学生が説明しますので、他のプログラムへの理解がさらに深まります。

Ｂ－104教室
関西学院大学　総合支援センター
学生支援相談室プログラム

「なんでも相談コーナー」
「なんでも相談」コーナー開設。学生生活への不安や悩み、各種トラブル相談は
じめ“どこに聞けばいいのか？”等の質問についてもお気軽に相談ください。

銀座通り

学館プラザ

大学図書館
大学図書館プログラム

「30分で身につく！図書館活用術」
　大学の授業でレポート課題が出されたり、ゼミ発表をしないといけ
なくなったりしたとき、さあどうしますか？そんな時、大学図書館の活
用法を知っていれば、もう大丈夫！このプログラムでは図書館の使い方
や本の探し方をコンパクトに案内します。終了後、希望すれば館内ツア
ーにも参加できる毎年大好評のプログラムです。各回先着100名ま
で。整理券が必要です。
※9:50～ 1階エントランスホールにて各回の整理券を配布します。

課外活動団体紹介ブース
学生サービスセンターとＣ号館の間の通りを「銀座通り」といいます。
ここで約30の課外活動団体が紹介ブースを出して新入生の皆さんを
お待ちしています。

課外活動団体イベント
プラザでは応援団総部（指導部･吹奏楽部･チアリーダー部）の演舞、
文化総部軽音楽部と文化総部交響楽団の演奏を行います。素晴らしい
パフォーマンスをお楽しみ下さい！

Ｂ－102教室「学生相談コーナー」
みなさんの大学生活にはなにが待ち受けているでしょう。あなたの疑
問、質問を先輩にぶつけてください。また課外活動や留学に関する資
料、図書館利用案内など、さまざまな資料を手にとって見ることができ
る資料閲覧コーナーも設置しています。

Ｂ－101教室
学生部プログラム

学生部プログラム

奨学金出願説明会
日本学生支援機構奨学金と関学支給奨学金の説明を行います。願書等
の配付を行いますので奨学金を希望する人は必ず出席してください。

プ ロ グ ラ ム 概 要

主 要 会 場 案 内 図
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メイン会場（B号館）
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●奨学金出願説明会

●学生相談コーナー
  （資料閲覧コーナー）

総合案内

●総合支援センター
　プログラム
●キャリアセンター
　プログラム

●教務部教務課
　プログラム
●教務部生涯
　学習課プログラム

メインエントランス

学生会館

大学図書館

アンケート
回収場所

W.C
（女）W.C（身）

W.C（男）
EV

2階

Ｂ－202教室
オープンキャンパスでキャンパスツアーなどを行う在学生スタッフを見た
ことがありますか？あれが私達です。一緒に関学の良さをアピールして
関学ファンを増やしましょう。We love KG！気軽に来て下さいね！

「KG CLUB 新入部員募集！
オープンキャンパス等学生団体」

入試広報課プログラム

Ｂ－201教室
高校在学時に既に日本学生支援機構奨学金の採用候補者となっている
方は、必ず出席してください。インターネットによる「進学届」の提出方
法について説明し、入力の際に必要なIDとパスワードを配布します。

「日本学生支援機構【採用候補者対象】
進学届手続説明会」

学生部プログラム

場所 10：009：30 10：30 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 16：0015：30

学生部プログラム
「奨学金出願説明会」※外国人留学生を除く
学生部プログラム
「学生相談コーナー」
教務部教務課プログラム
「より積極的な学びを！」

関西学院大学　総合支援センター（学生支援相談室）プログラム
「なんでも相談コーナー」
キャリアセンタープログラム
「キャリア・就職相談コーナー」
導入プログラム
「学生生活充実のために」

入試広報課プログラム
「KG  CLUB  新入部員募集！」

課外活動団体紹介ブース

課外活動団体イベント

言語教育研究センタープログラム
「外国語で世界を拡げよう」

大学図書館プログラム
「３０分で身につく！図書館活用術」

高等教育推進センタープログラム
「ＰＣ利用オリエンテーション」

教職教育研究センタープログラム
「教職課程等説明会」

教務部生涯学習課プログラム

学生部プログラム

国際教育・協力センタープログラム

B101

B102

B103

B103

B104

B104

B201

B201

B202

B203

B204

中央講堂

5別3

4別101A

銀座通り

大学
図書館

学館
プラザ

「将来に向けて計画的に準備をしよう！
-エクステンションプログラムの紹介-」

「日本学生支援機構【採用候補者対象】
進学届説明会」

「GO GLOBAL！
国際教育プログラムにチャレンジを！！」
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担当：事務職員・カウンセラー

【B号館】
導入プログラム・奨学金出願説明会・日本学生支援機構【採用候補者対象】進学届手続説明会・教務部教務課プログラム
教務部生涯学習課プログラム・キャリアセンタープログラム・国際教育・協力センタープログラム・言語教育研究センタープログラム
入試広報課プログラム・関西学院大学総合支援センター（学生支援相談室）プログラム・学生相談コーナー

【第四別館（1F）】
  PC教室自由利用

【学生会館横プラザ】
課外活動団体イベント

【銀座通り】
課外活動団体
紹介ブース

【中央講堂】
教職課程等説明会 10：00～11：30

【大学図書館】
「30分で身につく！ 図書館活用術」

【第5別館】
教職課程等説明会　13：30～15：00
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●日本学生支援機構
　【採用候補者対象】
　進学届手続説明会

●導入プログラム
　「学生生活充実のために」

●入試広報課プログラム
「KG  CLUB  新入部員募集」

●言語教育研究センター
　プログラム

W.C（男）

W.C（女）

●国際教育・協力センター
　プログラム

EV

1階

問い合わせ先 ： 学生部 スポーツ・文化課（0798-54-6112）

Ｂ－104教室
キャリアセンタープログラム

「キャリア・就職相談コーナー」
新入生のみなさん、将来なりたい自分になるためには、学生生活を能
動的に充実させることがとても大切です。一緒に学生生活の過ごし方
を考えましょう！将来について疑問や不安に思っていることがあれば、
何でも聞いてくださいね。

中央講堂・第５別館３
教職教育研究センタープログラム

教職課程等説明会
中学校・高等学校の教員免許状を取得し、教師を目指す人は必ず出席
してください。学校図書館司書教諭、博物館学芸員課程、社会教育主
事資格についての説明もあります。
※2011年度入学生用「教職課程等履修要項」を必ず持参してください。

Ｂ－103教室
教務部生涯学習課プログラム

「将来に向けて計画的に準備をしよう！」
「就職に役立つように英語の実力を上げておきたい」、「在学中にファ
イナンシャル・プランナーの資格を取っておきたい」等、そんなみなさん
の希望に応える「エクステンションプログラム」について説明します。

Ｂ－103教室
教務部教務課プログラム

「より積極的な学びを！」
最短４年間で２学部を卒業できるジョイント・ディグリー制度、他学部
の科目を体系だてて履修できる複数分野専攻制（MDS）、大学での学
びに不可欠な学習スキルを身につけることを目的としたスタディスキル
セミナーなど、所属する学部の枠組みを超えた学びについて説明しま
す。また学生による授業評価やTOEIC試験など教務部の取り組みにつ
いて紹介します。

Ｂ－204教室

国際教育・協力センタープログラム

「ＧＯ ＧＬＯＢＡＬ！国際教育プログラムにチャレンジを！！」

関学は世界に貢献できる真の国際人の養成を目的に、さまざまな国際教
育プログラムを実施しています。いま国際性は社会人として求められる
大きな資質となっています。国際教育プログラムに参加してみませんか。

第4別館101A
「PC教室自由利用
－関学のパソコンを自由に使ってみよう」

関学の授業で使用するＰＣ教室を開放します。様々なアプリケーショ
ンを自由に使ってみてください。
※入学式で配付されるシステム利用ＩＤ・パスワードが必要です。

Ｂ－203教室
言語教育研究センタープログラム

「外国語で世界を拡げよう！」
英語・フランス語・ドイツ語インテンシブ・プログラムについて担当教員
が説明します。選択外国語（フランス語・ドイツ語・ロシア語・イタリア
語・スペイン語・ポルトガル語・アラビア語・中国語・朝鮮語・インドネシ
ア語）の履修手続きについても説明します。
※『インテンシブ・プログラムと外国語学習のすすめ』を持参してください。

Ｂ－201教室
導入プログラム
学生生活充実のために
他のプログラムに参加する前に、まずはこちらに参加してみてください。学生生活を充実させるためのポイントを大学スタッフおよび
在学生が説明しますので、他のプログラムへの理解がさらに深まります。

Ｂ－104教室
関西学院大学　総合支援センター
学生支援相談室プログラム

「なんでも相談コーナー」
「なんでも相談」コーナー開設。学生生活への不安や悩み、各種トラブル相談は
じめ“どこに聞けばいいのか？”等の質問についてもお気軽に相談ください。

銀座通り

学館プラザ

大学図書館
大学図書館プログラム

「30分で身につく！図書館活用術」
　大学の授業でレポート課題が出されたり、ゼミ発表をしないといけ
なくなったりしたとき、さあどうしますか？そんな時、大学図書館の活
用法を知っていれば、もう大丈夫！このプログラムでは図書館の使い方
や本の探し方をコンパクトに案内します。終了後、希望すれば館内ツア
ーにも参加できる毎年大好評のプログラムです。各回先着100名ま
で。整理券が必要です。
※9:50～ 1階エントランスホールにて各回の整理券を配布します。

課外活動団体紹介ブース
学生サービスセンターとＣ号館の間の通りを「銀座通り」といいます。
ここで約30の課外活動団体が紹介ブースを出して新入生の皆さんを
お待ちしています。

課外活動団体イベント
プラザでは応援団総部（指導部･吹奏楽部･チアリーダー部）の演舞、
文化総部軽音楽部と文化総部交響楽団の演奏を行います。素晴らしい
パフォーマンスをお楽しみ下さい！

Ｂ－102教室「学生相談コーナー」
みなさんの大学生活にはなにが待ち受けているでしょう。あなたの疑
問、質問を先輩にぶつけてください。また課外活動や留学に関する資
料、図書館利用案内など、さまざまな資料を手にとって見ることができ
る資料閲覧コーナーも設置しています。

Ｂ－101教室
学生部プログラム

学生部プログラム

奨学金出願説明会
日本学生支援機構奨学金と関学支給奨学金の説明を行います。願書等
の配付を行いますので奨学金を希望する人は必ず出席してください。

プ ロ グ ラ ム 概 要

主 要 会 場 案 内 図

タ イム スケ ジュー ルC a m p u s  L i f e  A B C !  2 0 1 1

メイン会場（B号館）

101104

103

102

●奨学金出願説明会

●学生相談コーナー
  （資料閲覧コーナー）

総合案内

●総合支援センター
　プログラム
●キャリアセンター
　プログラム

●教務部教務課
　プログラム
●教務部生涯
　学習課プログラム

メインエントランス

学生会館

大学図書館

アンケート
回収場所

W.C
（女）W.C（身）

W.C（男）
EV

2階

Ｂ－202教室
オープンキャンパスでキャンパスツアーなどを行う在学生スタッフを見た
ことがありますか？あれが私達です。一緒に関学の良さをアピールして
関学ファンを増やしましょう。We love KG！気軽に来て下さいね！

「KG CLUB 新入部員募集！
オープンキャンパス等学生団体」

入試広報課プログラム

Ｂ－201教室
高校在学時に既に日本学生支援機構奨学金の採用候補者となっている
方は、必ず出席してください。インターネットによる「進学届」の提出方
法について説明し、入力の際に必要なIDとパスワードを配布します。

「日本学生支援機構【採用候補者対象】
進学届手続説明会」

学生部プログラム

場所 10：009：30 10：30 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 16：0015：30

学生部プログラム
「奨学金出願説明会」※外国人留学生を除く
学生部プログラム
「学生相談コーナー」
教務部教務課プログラム
「より積極的な学びを！」

関西学院大学　総合支援センター（学生支援相談室）プログラム
「なんでも相談コーナー」
キャリアセンタープログラム
「キャリア・就職相談コーナー」
導入プログラム
「学生生活充実のために」

入試広報課プログラム
「KG  CLUB  新入部員募集！」

課外活動団体紹介ブース

課外活動団体イベント

言語教育研究センタープログラム
「外国語で世界を拡げよう」

大学図書館プログラム
「３０分で身につく！図書館活用術」

高等教育推進センタープログラム
「ＰＣ利用オリエンテーション」

教職教育研究センタープログラム
「教職課程等説明会」

教務部生涯学習課プログラム

学生部プログラム

国際教育・協力センタープログラム

B101

B102

B103

B103

B104

B104

B201

B201

B202

B203

B204

中央講堂

5別3

4別101A

銀座通り

大学
図書館

学館
プラザ

「将来に向けて計画的に準備をしよう！
-エクステンションプログラムの紹介-」

「日本学生支援機構【採用候補者対象】
進学届説明会」

「GO GLOBAL！
国際教育プログラムにチャレンジを！！」

10：0010：00 15：0015：00

10：0010：00 16：0016：00

10：0010：00

10：0010：00 11：0011：00 12：3012：30

12：3012：30 14：3014：30

14：2014：2011：0011：00 12：0012：00 15：2015：20

13：3013：30 15：0015：00 16：0016：00

16：0016：00

10：0010：00 11：3011：30

11：3011：30

11：0011：00

11：1511：15 12：1512：15

12：3012：30 14：3014：30

12：3012：30 14：3014：30

13：4513：45 14：4514：45

14：3014：30 15：3015：3012：0012：00

10：0010：00 10：3010：30 11：0011：00 11：3011：30

11：0011：00

9：309：30 9：509：50 13：0013：00 13：2013：20

11：3011：30

12：1012：10 12：4012：40 15：3015：30 16：0016：00

13：3013：30 14：0014：00 15：3015：30 16：0016：00

13：0013：00 13：3013：30 14：0014：00 14：3014：30 15：0015：00 15：3015：30

13：3013：30

13：3013：30 15：0015：00

担当：事務職員・カウンセラー

【B号館】
導入プログラム・奨学金出願説明会・日本学生支援機構【採用候補者対象】進学届手続説明会・教務部教務課プログラム
教務部生涯学習課プログラム・キャリアセンタープログラム・国際教育・協力センタープログラム・言語教育研究センタープログラム
入試広報課プログラム・関西学院大学総合支援センター（学生支援相談室）プログラム・学生相談コーナー

【第四別館（1F）】
  PC教室自由利用

【学生会館横プラザ】
課外活動団体イベント

【銀座通り】
課外活動団体
紹介ブース

【中央講堂】
教職課程等説明会 10：00～11：30

【大学図書館】
「30分で身につく！ 図書館活用術」

【第5別館】
教職課程等説明会　13：30～15：00
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●日本学生支援機構
　【採用候補者対象】
　進学届手続説明会

●導入プログラム
　「学生生活充実のために」

●入試広報課プログラム
「KG  CLUB  新入部員募集」

●言語教育研究センター
　プログラム

W.C（男）

W.C（女）

●国際教育・協力センター
　プログラム

EV

1階

問い合わせ先 ： 学生部 スポーツ・文化課（0798-54-6112）

Ｂ－104教室
キャリアセンタープログラム

「キャリア・就職相談コーナー」
新入生のみなさん、将来なりたい自分になるためには、学生生活を能
動的に充実させることがとても大切です。一緒に学生生活の過ごし方
を考えましょう！将来について疑問や不安に思っていることがあれば、
何でも聞いてくださいね。

中央講堂・第５別館３
教職教育研究センタープログラム

教職課程等説明会
中学校・高等学校の教員免許状を取得し、教師を目指す人は必ず出席
してください。学校図書館司書教諭、博物館学芸員課程、社会教育主
事資格についての説明もあります。
※2011年度入学生用「教職課程等履修要項」を必ず持参してください。

Ｂ－103教室
教務部生涯学習課プログラム

「将来に向けて計画的に準備をしよう！」
「就職に役立つように英語の実力を上げておきたい」、「在学中にファ
イナンシャル・プランナーの資格を取っておきたい」等、そんなみなさん
の希望に応える「エクステンションプログラム」について説明します。

Ｂ－103教室
教務部教務課プログラム

「より積極的な学びを！」
最短４年間で２学部を卒業できるジョイント・ディグリー制度、他学部
の科目を体系だてて履修できる複数分野専攻制（MDS）、大学での学
びに不可欠な学習スキルを身につけることを目的としたスタディスキル
セミナーなど、所属する学部の枠組みを超えた学びについて説明しま
す。また学生による授業評価やTOEIC試験など教務部の取り組みにつ
いて紹介します。

Ｂ－204教室

国際教育・協力センタープログラム

「ＧＯ ＧＬＯＢＡＬ！国際教育プログラムにチャレンジを！！」

関学は世界に貢献できる真の国際人の養成を目的に、さまざまな国際教
育プログラムを実施しています。いま国際性は社会人として求められる
大きな資質となっています。国際教育プログラムに参加してみませんか。

第4別館101A
「PC教室自由利用
－関学のパソコンを自由に使ってみよう」

関学の授業で使用するＰＣ教室を開放します。様々なアプリケーショ
ンを自由に使ってみてください。
※入学式で配付されるシステム利用ＩＤ・パスワードが必要です。

Ｂ－203教室
言語教育研究センタープログラム

「外国語で世界を拡げよう！」
英語・フランス語・ドイツ語インテンシブ・プログラムについて担当教員
が説明します。選択外国語（フランス語・ドイツ語・ロシア語・イタリア
語・スペイン語・ポルトガル語・アラビア語・中国語・朝鮮語・インドネシ
ア語）の履修手続きについても説明します。
※『インテンシブ・プログラムと外国語学習のすすめ』を持参してください。

Ｂ－201教室
導入プログラム
学生生活充実のために
他のプログラムに参加する前に、まずはこちらに参加してみてください。学生生活を充実させるためのポイントを大学スタッフおよび
在学生が説明しますので、他のプログラムへの理解がさらに深まります。

Ｂ－104教室
関西学院大学　総合支援センター
学生支援相談室プログラム

「なんでも相談コーナー」
「なんでも相談」コーナー開設。学生生活への不安や悩み、各種トラブル相談は
じめ“どこに聞けばいいのか？”等の質問についてもお気軽に相談ください。

銀座通り

学館プラザ

大学図書館
大学図書館プログラム

「30分で身につく！図書館活用術」
　大学の授業でレポート課題が出されたり、ゼミ発表をしないといけ
なくなったりしたとき、さあどうしますか？そんな時、大学図書館の活
用法を知っていれば、もう大丈夫！このプログラムでは図書館の使い方
や本の探し方をコンパクトに案内します。終了後、希望すれば館内ツア
ーにも参加できる毎年大好評のプログラムです。各回先着100名ま
で。整理券が必要です。
※9:50～ 1階エントランスホールにて各回の整理券を配布します。

課外活動団体紹介ブース
学生サービスセンターとＣ号館の間の通りを「銀座通り」といいます。
ここで約30の課外活動団体が紹介ブースを出して新入生の皆さんを
お待ちしています。

課外活動団体イベント
プラザでは応援団総部（指導部･吹奏楽部･チアリーダー部）の演舞、
文化総部軽音楽部と文化総部交響楽団の演奏を行います。素晴らしい
パフォーマンスをお楽しみ下さい！

Ｂ－102教室「学生相談コーナー」
みなさんの大学生活にはなにが待ち受けているでしょう。あなたの疑
問、質問を先輩にぶつけてください。また課外活動や留学に関する資
料、図書館利用案内など、さまざまな資料を手にとって見ることができ
る資料閲覧コーナーも設置しています。

Ｂ－101教室
学生部プログラム

学生部プログラム

奨学金出願説明会
日本学生支援機構奨学金と関学支給奨学金の説明を行います。願書等
の配付を行いますので奨学金を希望する人は必ず出席してください。

プ ロ グ ラ ム 概 要

主 要 会 場 案 内 図

タ イム スケ ジュー ルC a m p u s  L i f e  A B C !  2 0 1 1

メイン会場（B号館）

101104

103

102

●奨学金出願説明会

●学生相談コーナー
  （資料閲覧コーナー）

総合案内

●総合支援センター
　プログラム
●キャリアセンター
　プログラム

●教務部教務課
　プログラム
●教務部生涯
　学習課プログラム

メインエントランス

学生会館

大学図書館

アンケート
回収場所

W.C
（女）W.C（身）

W.C（男）
EV

2階

Ｂ－202教室
オープンキャンパスでキャンパスツアーなどを行う在学生スタッフを見た
ことがありますか？あれが私達です。一緒に関学の良さをアピールして
関学ファンを増やしましょう。We love KG！気軽に来て下さいね！

「KG CLUB 新入部員募集！
オープンキャンパス等学生団体」

入試広報課プログラム

Ｂ－201教室
高校在学時に既に日本学生支援機構奨学金の採用候補者となっている
方は、必ず出席してください。インターネットによる「進学届」の提出方
法について説明し、入力の際に必要なIDとパスワードを配布します。

「日本学生支援機構【採用候補者対象】
進学届手続説明会」

学生部プログラム

場所 10：009：30 10：30 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 16：0015：30

学生部プログラム
「奨学金出願説明会」※外国人留学生を除く
学生部プログラム
「学生相談コーナー」
教務部教務課プログラム
「より積極的な学びを！」

関西学院大学　総合支援センター（学生支援相談室）プログラム
「なんでも相談コーナー」
キャリアセンタープログラム
「キャリア・就職相談コーナー」
導入プログラム
「学生生活充実のために」

入試広報課プログラム
「KG  CLUB  新入部員募集！」

課外活動団体紹介ブース

課外活動団体イベント

言語教育研究センタープログラム
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教務部生涯学習課プログラム・キャリアセンタープログラム・国際教育・協力センタープログラム・言語教育研究センタープログラム
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【学生会館横プラザ】
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【中央講堂】
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２０１1年度新入生対象
学　生　部

奨学金出願説明会

　新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
　みなさんは大学生活への希望に満ち溢れ、勉学・課外活動などにうちこみ、有意義な学生生活をおくろうと考えていると思います。
　学生部では、みなさんの学生生活をバックアップするため、下記のとおり奨学金出願説明会を行います。説明会では日本学生支援機構
奨学金と関西学院大学支給奨学金の願書を配付し、出願方法等の説明を行いますので奨学金を希望する人は必ず出席してください。
原則としてこの説明会以外では前述した奨学金の願書を配付しません。
　なお、奨学金を希望する人で、やむを得ない事情により参加できない場合は事前に学生課（学生サービスセンター１階）へご相談ください。

・民間育英団体奨学金は出願時に登録制をとり、学内選考を経て各団体へ推薦します。（若干名）
・希望者には説明会終了後願書を渡しますので、説明会での指示に従ってください。
・出願には願書のほかに、収入の有無に関わらず、父母双方の最新の所得証明書（平成21年1月～12月分の所
得が記載されているもの）が必要です。希望者は、日本学生支援機構奨学金や関西学院大学支給奨学金に出
願する分とは別に、市区町村役場で取り寄せてください。
・各奨学金の詳細については入学式で配付する『大学案内　学生生活編２０１１』を見てください。

民間育英団体奨学金について

　奨学金出願説明会で配付する願書等のほか、下記の証明書が必要です。詳細は説明会で説明しますが、奨学金を希望する
人（特に自宅外生）は４月7日（木）からの出願に間に合うように、連帯保証人（父または母）と相談し、該当する書類をすみやか
に準備してください。

◆全員提出が必要な書類：「所得証明書」（コピー不可）
収入の有無に関わらず、父母双方の最新の所得証明書（平成21年1月～12月の所得が記載されているもの）が必要です。
市区町村役場で取り寄せてください。

◆その他、各自に該当する書類 （コピー可）
１．所得に関する証明書
ａ．給与所得がある場合：「平成２２年分源泉徴収票」
なお平成２２年１月より現在までに転職あるいは就職した場合は最近の給与支払証明書もしくは給与支払見込証明書
（用紙は説明会で配付する『出願のしおり』の巻末にあります）を提出ください。

ｂ．商・工・農・林・水産業所得、営業所得がある場合
白色申告の場合→平成２２年分所得税確定申告書
青色申告の場合→平成２２年分所得税確定申告書および所得税申告決算書
同族会社の場合→上記書類＋決算報告書（損益計算書･貸借対照表･役員構成を示したもの）

ｃ．その他の所得がある場合
外交員をしている場合→平成２２年分の報酬支払調書
内職、不動産などの収入がある場合→平成２２年分所得税確定申告書

２．家計事情に関する証明書
　家計支持者が現在無職である、長期療養者がいる、昨年災害にあったなど、各家庭の状況により、提出する書類が異なり
ます。詳細は説明会で確認してください。

日  時：4月6日　 10:00～ 12:30～ 15:00～
場  所：Ｂ号館101号教室

水 ※3回のうち、いずれかに出席してください。

奨学金出願に必要な書類

※学費納入等経済的に不安のある方は必ず出席してください。
※高校在学時に既に日本学生支援機構奨学金の採用候補者となっている方は、B-201の説明会に参加してください。

学生部では、新入生へのオリエンテーション・プログラムとして、“Let's go to the Stadium！”を下記の通り企画
しました。友人や先輩とのアメリカンフットボールの観戦、応援団総部（指導部･吹奏楽部･チアリーダー部）の指導
による校歌・応援歌を歌っての応援を通して関西学院大学の雰囲気に早く慣れてもらいたいと考えています。KG
ハリセンで、思い切りファイターズを応援しましょう！（入学式時に配布した袋に入場券を封入しています。）

■試合日程
■試合会場
■対 戦 校

２０１１年４月２４日（日） １４：００ KICK OFF（１３：４５ セレモニー）
王子スタジアム（阪急「王子公園」駅下車、徒歩１分）
日本大学　フェニックス

Let's go to the Stadium!

馬術部
マンドリンクラブ
英語研究部
ヨット部
陸上ホッケー部
車椅子バスケットボールクラブＲＥＡＬ
ロックファンクラブ“バックスバニー”
クラシックギタークラブ
ＳＳＶ関西学院
ハーモニカソサイアティ
ラグビー部
スキー競技部
演劇グループ“Something”
関西学院上ケ原ハビタット
関西学院グリークラブ
モルゲンロートスキークラブ
航空部
ラクロス部
アメリカンフットボール部
探検会
フェンシング部
カヌー部
K.G.CLUB.ULTIMATE“ARROWS”
器械体操部
ボクシング部
ユースホステル部
体育会編集部
居合道会
文芸部
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日本学生支援機構【採用候補者対象】進学届手続説明会

高校在学時に既に日本学生支援機構奨学金の採用候補者となっている方は、この説明会に必ず出席してください（これから日本学生
支援機構奨学金を希望する方は奨学金出願説明会（B-101）に参加してください）。
進学届提出に必要なIDとパスワードを配付いたします。

■持参物 ：①「平成23年度大学等奨学生採用候補者決定通知」【全員】
②「平成23年度大学等奨学生採用候補者の皆さんへ」【全員】
③「日本政策金融公庫の国の教育ローンを利用できなかったことについて（申告）」
④教育ローン借入申込書（お客さま控え）のコピー
⑤融資できない旨記載された公庫発行の通知文のコピー

日  時：4月6日　 11:15～ 13:45～
場  所：Ｂ号館201号教室

水 ※2回のうち、いずれかに出席してください。

※上記「㈰決定通知」の「採用候補者となった奨学金の種類」欄に「（申告必要）」の記載がある人のみ持参してください。

該当者のみ

第2教授館
（池内記念館）

10：00～15：00
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関西学院大学新入生オリエンテーション Campus Life ABC! 2011

日時／2011年4月6日　 9：30～16：00水

キャンパスライフ
ABC 2011

（神戸三田キャンパスからはシャトルバスがご利用いただけます）
会場／西宮上ケ原キャンパス
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