
２０１7年度新入生対象学　生　課

奨学金出願説明会

　学生課および日本学生支援機構奨学金窓口では、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方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もしくは日本学生支援機構奨学金窓口へご相談
ください。（学生サービスセンター１階）
　返還が不要の関西学院大学支給奨学金（就学奨励奨学金・経済支援奨学金）の募集および出願説明会は、9月中旬に実施します。

・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）
・希望者には登録書を渡しますので、説明会での指示に従ってください。
・出願には登録書のほかに、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27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に出願する分とは別に、4月10日（月）までの出願に間に合うように、事前に市区町村役場で取り寄せておい
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『学生手帳』または、ホームページ(www.kwansei.ac.jp/r/syogakukin/)で確認してください。

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（金）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。

日  時：4月6日　 10:00～ 11:20～ 14:10～
場  所：Ｂ号館１０１号教室 内  容：

木 ※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

※外国人留学生は対象ではありません。
※学費納入等経済的な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、中央講堂の説明会に参加してください。

スポーツ・文化課では、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FIGHTERS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

２０１７年４月１５日（土） 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）
慶應義塾大学　UNICORNS

Let's go to the Stadium!
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日本学生支援機構奨学金【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（B101）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。（原則、提出書類に不備があった場合はIDとパスワードは配付できませんので、ご注
意ください。）
※関西学院大学の奨学金制度、民間育英団体奨学金の出願についても説明します。
■持参物 ：①「平成29年度大学等奨学生採用候補者決定通知」【全員】（提出書類）

②「平成29年度大学等奨学生採用候補者の皆さんへ」【全員】

日  時：4月6日　 12:40～ 16:10～
場  所：中央講堂

木 ※2回のうち、いずれかに出席してください。

上記「①採用候補者決定通知」の「奨学金の種類」欄に「入学時特別増額貸与奨学金＜有利子＞（日本政策金融公庫の手続き必要）」と
記載のある人は次の書類もあわせて持参してください。
　・「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）」
　・『国の教育ローン』借入申込書（お客様控え）のコピー
　・融資できない旨を記載した日本政策金融公庫発行の通知文のコピー

第2教授館
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日本学生支援機構奨学金の出願について
（関西学院大学の奨学金制度、民間育英団体奨学金の出願についても説明します）

問い合わせ先 ： スポーツ・文化課（0798-54-6112）
関西学院大学 スポーツ・文化課

◆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
27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。
※所得証明書はマイナンバーの記載がないものを準備してくださ
い。万が一マイナンバーが載っている場合は、マイナンバーの記載
のない証明書を取り直して再提出をお願いする場合があります。

◆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２8年分源泉徴収票」
なお平成２8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）を提出してください。

　
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２8年分所得税確定申告書
青色申告の場合→平成２8年分所得税確定申告書およ
び所得税申告決算書

ｃ．その他の所得がある場合
外交員をしている場合→平成２8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２8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。
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　貯蓄の方法について
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●なんでも相談コーナー
●就職に関する相談コーナー

●より積極的な学びを！
　 －ダブルチャレンジへの誘い－
●将来に向けて計画
　的に準備をしよう！
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　プログラムの紹介－
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●関学PC活用
　ガイダンス
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●スマートフォンに自分の
 “学び”を蓄積しよう！

担当：日本学生支援機構奨学金窓口（学生サービスセンター1階）
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会場：中央講堂導入プログラム 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。

奨学金

会場：B-101教室　担当部署：学生課、日本学生支援機構奨学金窓口

・奨学金出願説明会
日本学生支援機構奨学金の概要について説明を行います。願書等の配布を
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。また、関学で募
集する各種奨学金の説明も実施します。※外国人留学生を除く。

会場：中央講堂　担当部署：学生課、日本学生支援機構奨学金窓口

・日本学生支援機構奨学金【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、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とパスワードを配付します。また、関学で
募集する各種奨学金の説明会も実施します。

場所カテゴリー プログラム名・担当部署 10：009：30 10：30 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 16：00 16：30 17：00 17：30 18：00 18：2015：30

奨学金出願説明会
※外国人留学生を除く
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より積極的な学びを！
－ダブルチャレンジへの誘い(いざない)－
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担当部署：学生課、日本学生支援機構奨学金窓口

担当部署：総合支援センターキャンパス自立支援室

なんでも相談コーナー
担当部署：総合支援センター学生支援相談室

就職に関する相談コーナー

課外活動団体紹介ブース

課外活動団体イベント

学生生活充実のために

担当部署：キャリアセンター

20分で身につく！図書館活用術
担当部署：大学図書館

教員を目指そう！
ー教職課程説明会ー
担当部署：教職教育研究センター

スマートフォンに自分の“学び”を蓄積しよう！
担当部署：高等教育推進センター

PC教室自由利用
担当部署：情報環境機構

関学PC活用ガイダンス
担当部署：情報環境機構

外国語で世界を広げよう！
担当部署：教務機構 言語教育研究センター

KG  CLUB  新入部員募集！
担当部署：入試課

一人暮らし説明会
担当部署：学生課

担当部署：学生課

担当部署：学生課

担当部署：教務機構

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－

担当部署：教務機構

あなたにぴったりの国際教育･協力プログラムを一
挙にご紹介! ～海外留学・ボランティアへのSTEP1～

担当部署：国際教育・協力センター

国際公共分野のリーダーを目指そう！
－MS副専攻「国連・外交プログラム」への招き－
担当部署：国連・外交統括センター

日本学生支援機構奨学金
【採用候補者対象】進学届手続説明会
担当部署：学生課、日本学生支援機構奨学金窓口
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暮らし

会場：中央講堂　担当部署：学生課

・新入生下宿・ワンルーム入居者対象 一人暮らし説明会

会場：B-101教室　担当部署：学生課

・大学生に相応しいアルバイト探し～ブラックバイトに巻き込まれないために～
学業との両立が図れるように、アルバイト就業についての正しい知識とアル
バイト探しためのアドバイスを説明会でお話しします。

会場：B-101教室　担当部署：学生課

・金融トラブル回避と上手な貯蓄の方法について
金銭トラブルの種類や回避方法、大学生のライフプラン・マネープラン(上手
な貯蓄の方法)について三井住友銀行員をお招きして正しい知識と対応策に
ついてお話しします。

学び（全般・免許資格・課外学習）

会場：B-103教室　担当部署：教務機構

所属学部の専攻の学び(ホームチャレンジ)に加え、新たな分野、世界等での
学び（アウェイチャレンジ）に挑むダブルチャレンジ制度。なぜ「ダブルチャ
レンジ」なのか、積極的な学びにより何が得られるのか、社会が求める「チ
カラ」と大学の学びとの関係は？あなたの学びをさらに深めるための学習
プログラムの数々を紹介します。

会場：中央講堂　担当部署：教職教育研究センター

・教員を目指そう！―教職課程説明会―
中学校・高等学校の教員免許状を取得し、教員を目指す人は必ず出席してく
ださい。学校図書館司書、博物館学芸員についての説明もあります。
※2017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。

会場：B-103教室　担当部署：教務機構

・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―
「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。

学び(機器・施設活用)

会場：B-304教室　担当部署：高等教育推進センター

・スマートフォンに自分の“学び”を蓄積しよう！
大学での「授業」に加え、「留学」や「クラブ」といった様々な活動に取り組ん
でいくことになります。その際、これらの記録に必要となるスマートフォンア
プリについて説明します。当日は「LUNA 活用ハンドブック for Students」
を持参してください。また、関学公認アプリ「KGPortal」も紹介します。

会場：B-302教室　担当部署：情報環境機構

・関学PC活用ガイダンス
関学PCの利用方法やサポート体制、提供しているソフトウェア(Office、
Adobe等)、各種サービス(無線LAN接続等)など、学生生活で知っていると
便利な事柄やPC活用法をご紹介します。

会場：第4別館101A教室　担当部署：情報環境機構

・関学PCを自由に使ってみよう！「PC教室自由利用」
関学の授業で使用するPC教室を開放しています。インターネットや様々な
アプリケーションソフトを自由に使ってみてください。
※システム利用ID・パスワード(入学時に配付したオレンジ封筒)が必要です。

会場：図書館ホール　担当部署：大学図書館

・20分で身につく！図書館活用術
レポート課題や留学など、大学では新しい世界がみなさんを待っています。そんな中、
より充実した学生生活を送るための図書館活用術をお教えします！生活・勉強・グル
ープ討議・国際交流にまでも役立つ大学図書館の資料や設備を20分でコンパクトに
ご案内します。各回先着100名まで。終了後、希望者には館内見学ツアーも実施！

学び(外国語・海外)

会場：B-203教室　担当部署：教務機構 言語教育研究センター

・外国語で世界を広げよう！
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。

会場：B-201教室　担当部署：国際教育・協力センター

・あなたにぴったりの国際教育･協力プログラムを一挙にご紹介!
  ～海外留学・ボランティアへのSTEP1～
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・協力プログラムを実施しています。留学や海外でのボランティアなどの
魅力溢れるプログラムや、学内でできる国際交流を紹介します。すべての回
でプログラム参加者による体験談の発表を開催します。

会場：B-204教室　担当部署：国連・外交統括センター

・国際公共分野のリーダーを目指そう！
  －MS副専攻「国連・外交プログラム」への招き－
副専攻「国連・外交プログラム」は、将来国連・国際機関職員や外交官として
活躍したい学生のみなさんのために、2017年度から新たにスタートするプ
ログラムです。カリキュラム内容のほか、この分野で働くことの魅力やキャリ
アパスなどもご紹介します。少しでも興味がある方は、ぜひご参加ください！

課外活動

会場：B-202教室　担当部署：入試課

・KG CLUB 新入部員募集！ オープンキャンパス等運営学生団体
「KG CLUB」とは、オープンキャンパス等入試広報に関係するさまざまなイベント
で活躍してくれている現役学生の団体です。学生ならではの視点と発想で関学の
魅力を高校生や保護者に伝えていきます。皆さんのお越しをお待ちしています！

会場：学生会館横プラザ

・課外活動団体イベント
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
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ください！

会場：銀座通り、B・C号館前

・課外活動団体紹介ブース
学生サービスセンターとＣ号館との間の通りを「銀座通り」といいます。ここを中心
に、28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。

相談コーナー

会場：B-104教室　担当部署：総合支援センターキャンパス自立支援室

・障がい学生支援相談コーナー
関学では、障がいのある学生の学ぶ機会を保障するため修学支援を行っていま
す。修学支援を希望する人、支援活動に興味のある人はお気軽に相談ください。

会場：B-104教室　担当部署：総合支援センター学生支援相談室

・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、各種トラブル相談を
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。
※履修相談は対応していません。

会場：B-104教室　担当部署：キャリアセンター

・就職に関する相談コーナー
「関学の先輩はどんな企業に就職しているの？」「学部ごとに就職先の特
徴はあるの？」「憧れのあの職業に就くためにはどうしたら良い？」「就職に
有利な資格ってあるの？」などなど、就職に関する不安や疑問にキャリアセ
ンター職員が１：１でお答えします！

会場：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か。あなたの疑問、質
問を先輩にぶつけてください。また学内で発行している各種冊子を手に取って
みることができる資料閲覧コーナーや休憩コーナーも設置しています。

下宿・ワンルームに入居することが決まった新入生のみなさんを対象に、一
人暮らし説明会を開催いたします。一人暮らしや学生生活を始める上での必
要事項を説明いたしますので、必ず出席してください。

・より積極的な学びを！―ダブルチャレンジへの誘い―
いざな

【B号館】
・奨学金出願説明会
・金融トラブル回避と上手な貯蓄の方法について
・大学生に相応しいアルバイト探し～ブラックバイトに巻き込まれないために～
・学生相談コーナー
・より積極的な学びを！－ダブルチャレンジへの誘い－
・将来に向けて計画的に準備をしよう！ーエクステンションプログラムの紹介ー
・障がい学生支援相談コーナー
・なんでも相談コーナー

【第４別館】
・PC教室自由利用
 

【中央講堂】
・導入プログラム
・教員を目指そう！
ー教職課程説明会ー

【学生会館横プラザ】
・課外活動団体イベント

【銀座通り、B・C号館前】
・課外活動団体
紹介ブース

【大学図書館】
  ・20分で身につく！ 図書館活用術

・就職に関する相談コーナー
・あなたにぴったりの国際教育・協力プログラムを一挙にご紹介！
～海外留学・ボランティアへのSTEP1
・KG CLUB 新入部員募集！
・外国語で世界を広げよう！
・国際公共分野のリーダーを目指そう！
－MS副専攻「国連・外交プログラム」への招き－
・関学PC活用ガイダンス
・スマートフォンに自分の"学び"を蓄積しよう！

・日本学生支援機構奨学金【採用
候補者対象】進学届手続説明会

・一人暮らし説明会
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会場：中央講堂導入プログラム 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。

奨学金

会場：B-101教室　担当部署：学生課、日本学生支援機構奨学金窓口

・奨学金出願説明会
日本学生支援機構奨学金の概要について説明を行います。願書等の配布を
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。また、関学で募
集する各種奨学金の説明も実施します。※外国人留学生を除く。

会場：中央講堂　担当部署：学生課、日本学生支援機構奨学金窓口

・日本学生支援機構奨学金【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、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とパスワードを配付します。また、関学で
募集する各種奨学金の説明会も実施します。

場所カテゴリー プログラム名・担当部署 10：009：30 10：30 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 16：00 16：30 17：00 17：30 18：00 18：2015：30

奨学金出願説明会
※外国人留学生を除く

金融トラブル回避と
上手な貯蓄の方法について

学生相談コーナー

障がい学生支援相談コーナー

大学生に相応しいアルバイト探し
～ブラックバイトに巻き込まれないために～

より積極的な学びを！
－ダブルチャレンジへの誘い(いざない)－

B204

B203

B202

B302

B304

B104

B104

B104

B103

B103

B102

B101

B201

B101奨学金

奨学金

課外活動

課外活動

暮らし

暮らし

暮らし

課外活動

導入
プログラム

相談
コーナー

相談
コーナー

相談
コーナー

相談
コーナー

学び
(全般・免許資
格・課外学習)

学び
(外国語
・海外)

学び
(外国語
・海外)
学び
(外国語
・海外)
学び
(機器・
施設活用)
学び
(機器・
施設活用)

学び
(機器・
施設活用)

学び
(機器・
施設活用)

学び
(全般・免許資
格・課外学習)

学び
(全般・免許資
格・課外学習)

B101

中央講堂

中央講堂

中央講堂

中央講堂

図書館
ホール

4別101A

学生会館横
プラザ

銀座通り
B・C号館前

担当部署：学生課、日本学生支援機構奨学金窓口

担当部署：総合支援センターキャンパス自立支援室

なんでも相談コーナー
担当部署：総合支援センター学生支援相談室

就職に関する相談コーナー

課外活動団体紹介ブース

課外活動団体イベント

学生生活充実のために

担当部署：キャリアセンター

20分で身につく！図書館活用術
担当部署：大学図書館

教員を目指そう！
ー教職課程説明会ー
担当部署：教職教育研究センター

スマートフォンに自分の“学び”を蓄積しよう！
担当部署：高等教育推進センター

PC教室自由利用
担当部署：情報環境機構

関学PC活用ガイダンス
担当部署：情報環境機構

外国語で世界を広げよう！
担当部署：教務機構 言語教育研究センター

KG  CLUB  新入部員募集！
担当部署：入試課

一人暮らし説明会
担当部署：学生課

担当部署：学生課

担当部署：学生課

担当部署：教務機構

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－

担当部署：教務機構

あなたにぴったりの国際教育･協力プログラムを一
挙にご紹介! ～海外留学・ボランティアへのSTEP1～

担当部署：国際教育・協力センター

国際公共分野のリーダーを目指そう！
－MS副専攻「国連・外交プログラム」への招き－
担当部署：国連・外交統括センター

日本学生支援機構奨学金
【採用候補者対象】進学届手続説明会
担当部署：学生課、日本学生支援機構奨学金窓口
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暮らし

会場：中央講堂　担当部署：学生課

・新入生下宿・ワンルーム入居者対象 一人暮らし説明会

会場：B-101教室　担当部署：学生課

・大学生に相応しいアルバイト探し～ブラックバイトに巻き込まれないために～
学業との両立が図れるように、アルバイト就業についての正しい知識とアル
バイト探しためのアドバイスを説明会でお話しします。

会場：B-101教室　担当部署：学生課

・金融トラブル回避と上手な貯蓄の方法について
金銭トラブルの種類や回避方法、大学生のライフプラン・マネープラン(上手
な貯蓄の方法)について三井住友銀行員をお招きして正しい知識と対応策に
ついてお話しします。

学び（全般・免許資格・課外学習）

会場：B-103教室　担当部署：教務機構

所属学部の専攻の学び(ホームチャレンジ)に加え、新たな分野、世界等での
学び（アウェイチャレンジ）に挑むダブルチャレンジ制度。なぜ「ダブルチャ
レンジ」なのか、積極的な学びにより何が得られるのか、社会が求める「チ
カラ」と大学の学びとの関係は？あなたの学びをさらに深めるための学習
プログラムの数々を紹介します。

会場：中央講堂　担当部署：教職教育研究センター

・教員を目指そう！―教職課程説明会―
中学校・高等学校の教員免許状を取得し、教員を目指す人は必ず出席してく
ださい。学校図書館司書、博物館学芸員についての説明もあります。
※2017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。

会場：B-103教室　担当部署：教務機構

・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―
「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。

学び(機器・施設活用)

会場：B-304教室　担当部署：高等教育推進センター

・スマートフォンに自分の“学び”を蓄積しよう！
大学での「授業」に加え、「留学」や「クラブ」といった様々な活動に取り組ん
でいくことになります。その際、これらの記録に必要となるスマートフォンア
プリについて説明します。当日は「LUNA 活用ハンドブック for Students」
を持参してください。また、関学公認アプリ「KGPortal」も紹介します。

会場：B-302教室　担当部署：情報環境機構

・関学PC活用ガイダンス
関学PCの利用方法やサポート体制、提供しているソフトウェア(Office、
Adobe等)、各種サービス(無線LAN接続等)など、学生生活で知っていると
便利な事柄やPC活用法をご紹介します。

会場：第4別館101A教室　担当部署：情報環境機構

・関学PCを自由に使ってみよう！「PC教室自由利用」
関学の授業で使用するPC教室を開放しています。インターネットや様々な
アプリケーションソフトを自由に使ってみてください。
※システム利用ID・パスワード(入学時に配付したオレンジ封筒)が必要です。

会場：図書館ホール　担当部署：大学図書館

・20分で身につく！図書館活用術
レポート課題や留学など、大学では新しい世界がみなさんを待っています。そんな中、
より充実した学生生活を送るための図書館活用術をお教えします！生活・勉強・グル
ープ討議・国際交流にまでも役立つ大学図書館の資料や設備を20分でコンパクトに
ご案内します。各回先着100名まで。終了後、希望者には館内見学ツアーも実施！

学び(外国語・海外)

会場：B-203教室　担当部署：教務機構 言語教育研究センター

・外国語で世界を広げよう！
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。

会場：B-201教室　担当部署：国際教育・協力センター

・あなたにぴったりの国際教育･協力プログラムを一挙にご紹介!
  ～海外留学・ボランティアへのSTEP1～
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・協力プログラムを実施しています。留学や海外でのボランティアなどの
魅力溢れるプログラムや、学内でできる国際交流を紹介します。すべての回
でプログラム参加者による体験談の発表を開催します。

会場：B-204教室　担当部署：国連・外交統括センター

・国際公共分野のリーダーを目指そう！
  －MS副専攻「国連・外交プログラム」への招き－
副専攻「国連・外交プログラム」は、将来国連・国際機関職員や外交官として
活躍したい学生のみなさんのために、2017年度から新たにスタートするプ
ログラムです。カリキュラム内容のほか、この分野で働くことの魅力やキャリ
アパスなどもご紹介します。少しでも興味がある方は、ぜひご参加ください！

課外活動

会場：B-202教室　担当部署：入試課

・KG CLUB 新入部員募集！ オープンキャンパス等運営学生団体
「KG CLUB」とは、オープンキャンパス等入試広報に関係するさまざまなイベント
で活躍してくれている現役学生の団体です。学生ならではの視点と発想で関学の
魅力を高校生や保護者に伝えていきます。皆さんのお越しをお待ちしています！

会場：学生会館横プラザ

・課外活動団体イベント
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
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ください！

会場：銀座通り、B・C号館前

・課外活動団体紹介ブース
学生サービスセンターとＣ号館との間の通りを「銀座通り」といいます。ここを中心
に、28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。

相談コーナー

会場：B-104教室　担当部署：総合支援センターキャンパス自立支援室

・障がい学生支援相談コーナー
関学では、障がいのある学生の学ぶ機会を保障するため修学支援を行っていま
す。修学支援を希望する人、支援活動に興味のある人はお気軽に相談ください。

会場：B-104教室　担当部署：総合支援センター学生支援相談室

・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、各種トラブル相談を
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。
※履修相談は対応していません。

会場：B-104教室　担当部署：キャリアセンター

・就職に関する相談コーナー
「関学の先輩はどんな企業に就職しているの？」「学部ごとに就職先の特
徴はあるの？」「憧れのあの職業に就くためにはどうしたら良い？」「就職に
有利な資格ってあるの？」などなど、就職に関する不安や疑問にキャリアセ
ンター職員が１：１でお答えします！

会場：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か。あなたの疑問、質
問を先輩にぶつけてください。また学内で発行している各種冊子を手に取って
みることができる資料閲覧コーナーや休憩コーナーも設置しています。

下宿・ワンルームに入居することが決まった新入生のみなさんを対象に、一
人暮らし説明会を開催いたします。一人暮らしや学生生活を始める上での必
要事項を説明いたしますので、必ず出席してください。

・より積極的な学びを！―ダブルチャレンジへの誘い―
いざな

【B号館】
・奨学金出願説明会
・金融トラブル回避と上手な貯蓄の方法について
・大学生に相応しいアルバイト探し～ブラックバイトに巻き込まれないために～
・学生相談コーナー
・より積極的な学びを！－ダブルチャレンジへの誘い－
・将来に向けて計画的に準備をしよう！ーエクステンションプログラムの紹介ー
・障がい学生支援相談コーナー
・なんでも相談コーナー

【第４別館】
・PC教室自由利用
 

【中央講堂】
・導入プログラム
・教員を目指そう！
ー教職課程説明会ー

【学生会館横プラザ】
・課外活動団体イベント

【銀座通り、B・C号館前】
・課外活動団体
紹介ブース

【大学図書館】
  ・20分で身につく！ 図書館活用術

・就職に関する相談コーナー
・あなたにぴったりの国際教育・協力プログラムを一挙にご紹介！
～海外留学・ボランティアへのSTEP1
・KG CLUB 新入部員募集！
・外国語で世界を広げよう！
・国際公共分野のリーダーを目指そう！
－MS副専攻「国連・外交プログラム」への招き－
・関学PC活用ガイダンス
・スマートフォンに自分の"学び"を蓄積しよう！

・日本学生支援機構奨学金【採用
候補者対象】進学届手続説明会

・一人暮らし説明会
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会場：中央講堂導入プログラム 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。

奨学金

会場：B-101教室　担当部署：学生課、日本学生支援機構奨学金窓口

・奨学金出願説明会
日本学生支援機構奨学金の概要について説明を行います。願書等の配布を
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。また、関学で募
集する各種奨学金の説明も実施します。※外国人留学生を除く。

会場：中央講堂　担当部署：学生課、日本学生支援機構奨学金窓口

・日本学生支援機構奨学金【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、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とパスワードを配付します。また、関学で
募集する各種奨学金の説明会も実施します。

場所カテゴリー プログラム名・担当部署 10：009：30 10：30 11：00 11：30 12：00 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 16：00 16：30 17：00 17：30 18：00 18：2015：30

奨学金出願説明会
※外国人留学生を除く

金融トラブル回避と
上手な貯蓄の方法について

学生相談コーナー

障がい学生支援相談コーナー

大学生に相応しいアルバイト探し
～ブラックバイトに巻き込まれないために～

より積極的な学びを！
－ダブルチャレンジへの誘い(いざない)－

B204

B203

B202

B302

B304

B104

B104

B104

B103

B103

B102

B101

B201

B101奨学金

奨学金

課外活動

課外活動

暮らし

暮らし

暮らし

課外活動

導入
プログラム

相談
コーナー

相談
コーナー

相談
コーナー

相談
コーナー

学び
(全般・免許資
格・課外学習)

学び
(外国語
・海外)

学び
(外国語
・海外)
学び
(外国語
・海外)
学び
(機器・
施設活用)
学び
(機器・
施設活用)

学び
(機器・
施設活用)

学び
(機器・
施設活用)

学び
(全般・免許資
格・課外学習)

学び
(全般・免許資
格・課外学習)

B101

中央講堂

中央講堂

中央講堂

中央講堂

図書館
ホール

4別101A

学生会館横
プラザ

銀座通り
B・C号館前

担当部署：学生課、日本学生支援機構奨学金窓口

担当部署：総合支援センターキャンパス自立支援室

なんでも相談コーナー
担当部署：総合支援センター学生支援相談室

就職に関する相談コーナー

課外活動団体紹介ブース

課外活動団体イベント

学生生活充実のために

担当部署：キャリアセンター

20分で身につく！図書館活用術
担当部署：大学図書館

教員を目指そう！
ー教職課程説明会ー
担当部署：教職教育研究センター

スマートフォンに自分の“学び”を蓄積しよう！
担当部署：高等教育推進センター

PC教室自由利用
担当部署：情報環境機構

関学PC活用ガイダンス
担当部署：情報環境機構

外国語で世界を広げよう！
担当部署：教務機構 言語教育研究センター

KG  CLUB  新入部員募集！
担当部署：入試課

一人暮らし説明会
担当部署：学生課

担当部署：学生課

担当部署：学生課

担当部署：教務機構

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－

担当部署：教務機構

あなたにぴったりの国際教育･協力プログラムを一
挙にご紹介! ～海外留学・ボランティアへのSTEP1～

担当部署：国際教育・協力センター

国際公共分野のリーダーを目指そう！
－MS副専攻「国連・外交プログラム」への招き－
担当部署：国連・外交統括センター

日本学生支援機構奨学金
【採用候補者対象】進学届手続説明会
担当部署：学生課、日本学生支援機構奨学金窓口
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暮らし

会場：中央講堂　担当部署：学生課

・新入生下宿・ワンルーム入居者対象 一人暮らし説明会

会場：B-101教室　担当部署：学生課

・大学生に相応しいアルバイト探し～ブラックバイトに巻き込まれないために～
学業との両立が図れるように、アルバイト就業についての正しい知識とアル
バイト探しためのアドバイスを説明会でお話しします。

会場：B-101教室　担当部署：学生課

・金融トラブル回避と上手な貯蓄の方法について
金銭トラブルの種類や回避方法、大学生のライフプラン・マネープラン(上手
な貯蓄の方法)について三井住友銀行員をお招きして正しい知識と対応策に
ついてお話しします。

学び（全般・免許資格・課外学習）

会場：B-103教室　担当部署：教務機構

所属学部の専攻の学び(ホームチャレンジ)に加え、新たな分野、世界等での
学び（アウェイチャレンジ）に挑むダブルチャレンジ制度。なぜ「ダブルチャ
レンジ」なのか、積極的な学びにより何が得られるのか、社会が求める「チ
カラ」と大学の学びとの関係は？あなたの学びをさらに深めるための学習
プログラムの数々を紹介します。

会場：中央講堂　担当部署：教職教育研究センター

・教員を目指そう！―教職課程説明会―
中学校・高等学校の教員免許状を取得し、教員を目指す人は必ず出席してく
ださい。学校図書館司書、博物館学芸員についての説明もあります。
※2017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。

会場：B-103教室　担当部署：教務機構

・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―
「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。

学び(機器・施設活用)

会場：B-304教室　担当部署：高等教育推進センター

・スマートフォンに自分の“学び”を蓄積しよう！
大学での「授業」に加え、「留学」や「クラブ」といった様々な活動に取り組ん
でいくことになります。その際、これらの記録に必要となるスマートフォンア
プリについて説明します。当日は「LUNA 活用ハンドブック for Students」
を持参してください。また、関学公認アプリ「KGPortal」も紹介します。

会場：B-302教室　担当部署：情報環境機構

・関学PC活用ガイダンス
関学PCの利用方法やサポート体制、提供しているソフトウェア(Office、
Adobe等)、各種サービス(無線LAN接続等)など、学生生活で知っていると
便利な事柄やPC活用法をご紹介します。

会場：第4別館101A教室　担当部署：情報環境機構

・関学PCを自由に使ってみよう！「PC教室自由利用」
関学の授業で使用するPC教室を開放しています。インターネットや様々な
アプリケーションソフトを自由に使ってみてください。
※システム利用ID・パスワード(入学時に配付したオレンジ封筒)が必要です。

会場：図書館ホール　担当部署：大学図書館

・20分で身につく！図書館活用術
レポート課題や留学など、大学では新しい世界がみなさんを待っています。そんな中、
より充実した学生生活を送るための図書館活用術をお教えします！生活・勉強・グル
ープ討議・国際交流にまでも役立つ大学図書館の資料や設備を20分でコンパクトに
ご案内します。各回先着100名まで。終了後、希望者には館内見学ツアーも実施！

学び(外国語・海外)

会場：B-203教室　担当部署：教務機構 言語教育研究センター

・外国語で世界を広げよう！
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。

会場：B-201教室　担当部署：国際教育・協力センター

・あなたにぴったりの国際教育･協力プログラムを一挙にご紹介!
  ～海外留学・ボランティアへのSTEP1～
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・協力プログラムを実施しています。留学や海外でのボランティアなどの
魅力溢れるプログラムや、学内でできる国際交流を紹介します。すべての回
でプログラム参加者による体験談の発表を開催します。

会場：B-204教室　担当部署：国連・外交統括センター

・国際公共分野のリーダーを目指そう！
  －MS副専攻「国連・外交プログラム」への招き－
副専攻「国連・外交プログラム」は、将来国連・国際機関職員や外交官として
活躍したい学生のみなさんのために、2017年度から新たにスタートするプ
ログラムです。カリキュラム内容のほか、この分野で働くことの魅力やキャリ
アパスなどもご紹介します。少しでも興味がある方は、ぜひご参加ください！

課外活動

会場：B-202教室　担当部署：入試課

・KG CLUB 新入部員募集！ オープンキャンパス等運営学生団体
「KG CLUB」とは、オープンキャンパス等入試広報に関係するさまざまなイベント
で活躍してくれている現役学生の団体です。学生ならではの視点と発想で関学の
魅力を高校生や保護者に伝えていきます。皆さんのお越しをお待ちしています！

会場：学生会館横プラザ

・課外活動団体イベント
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
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ください！

会場：銀座通り、B・C号館前

・課外活動団体紹介ブース
学生サービスセンターとＣ号館との間の通りを「銀座通り」といいます。ここを中心
に、28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。

相談コーナー

会場：B-104教室　担当部署：総合支援センターキャンパス自立支援室

・障がい学生支援相談コーナー
関学では、障がいのある学生の学ぶ機会を保障するため修学支援を行っていま
す。修学支援を希望する人、支援活動に興味のある人はお気軽に相談ください。

会場：B-104教室　担当部署：総合支援センター学生支援相談室

・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、各種トラブル相談を
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。
※履修相談は対応していません。

会場：B-104教室　担当部署：キャリアセンター

・就職に関する相談コーナー
「関学の先輩はどんな企業に就職しているの？」「学部ごとに就職先の特
徴はあるの？」「憧れのあの職業に就くためにはどうしたら良い？」「就職に
有利な資格ってあるの？」などなど、就職に関する不安や疑問にキャリアセ
ンター職員が１：１でお答えします！

会場：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か。あなたの疑問、質
問を先輩にぶつけてください。また学内で発行している各種冊子を手に取って
みることができる資料閲覧コーナーや休憩コーナーも設置しています。

下宿・ワンルームに入居することが決まった新入生のみなさんを対象に、一
人暮らし説明会を開催いたします。一人暮らしや学生生活を始める上での必
要事項を説明いたしますので、必ず出席してください。

・より積極的な学びを！―ダブルチャレンジへの誘い―
いざな

【B号館】
・奨学金出願説明会
・金融トラブル回避と上手な貯蓄の方法について
・大学生に相応しいアルバイト探し～ブラックバイトに巻き込まれないために～
・学生相談コーナー
・より積極的な学びを！－ダブルチャレンジへの誘い－
・将来に向けて計画的に準備をしよう！ーエクステンションプログラムの紹介ー
・障がい学生支援相談コーナー
・なんでも相談コーナー

【第４別館】
・PC教室自由利用
 

【中央講堂】
・導入プログラム
・教員を目指そう！
ー教職課程説明会ー

【学生会館横プラザ】
・課外活動団体イベント

【銀座通り、B・C号館前】
・課外活動団体
紹介ブース

【大学図書館】
  ・20分で身につく！ 図書館活用術

・就職に関する相談コーナー
・あなたにぴったりの国際教育・協力プログラムを一挙にご紹介！
～海外留学・ボランティアへのSTEP1
・KG CLUB 新入部員募集！
・外国語で世界を広げよう！
・国際公共分野のリーダーを目指そう！
－MS副専攻「国連・外交プログラム」への招き－
・関学PC活用ガイダンス
・スマートフォンに自分の"学び"を蓄積しよう！

・日本学生支援機構奨学金【採用
候補者対象】進学届手続説明会

・一人暮らし説明会



２０１7年度新入生対象学　生　課

奨学金出願説明会

　学生課および日本学生支援機構奨学金窓口では、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方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もしくは日本学生支援機構奨学金窓口へご相談
ください。（学生サービスセンター１階）
　返還が不要の関西学院大学支給奨学金（就学奨励奨学金・経済支援奨学金）の募集および出願説明会は、9月中旬に実施します。

・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）
・希望者には登録書を渡しますので、説明会での指示に従ってください。
・出願には登録書のほかに、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27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に出願する分とは別に、4月10日（月）までの出願に間に合うように、事前に市区町村役場で取り寄せておい
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『学生手帳』または、ホームページ(www.kwansei.ac.jp/r/syogakukin/)で確認してください。

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（金）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。

日  時：4月6日　 10:00～ 11:20～ 14:10～
場  所：Ｂ号館１０１号教室 内  容：

木 ※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

※外国人留学生は対象ではありません。
※学費納入等経済的な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、中央講堂の説明会に参加してください。

スポーツ・文化課では、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FIGHTERS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

２０１７年４月１５日（土） 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）
慶應義塾大学　UNICORNS

Let's go to the Stadium!

居合道会
洋弓部
ほっとコミュニティ
煎茶道部
囲碁部
書道部
ミステリ研究会
文芸部
写真部
速記研究部
新聞総部
弓道部
馬術部
スキー競技部
ラグビー部
陸上ホッケー部
フェンシング部
ヨット部
総部放送局
I.S.A
K.G. Brain Humanity
関西学院ゴスペルクワイア
マンドリンクラブ
関西学院交響楽団
応援団総部吹奏楽部
応援団総部指導部
関西学院グリークラブ
アイセック(国際経済商学学生協会)

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳

課 外活動 団 体 紹 介ブース   M A P

日本庭園

N

経済学部

　学生
サービス
センター

C号館B号館

学生会館旧館 G号館

大学図書館

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

日本学生支援機構奨学金【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（B101）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。（原則、提出書類に不備があった場合はIDとパスワードは配付できませんので、ご注
意ください。）
※関西学院大学の奨学金制度、民間育英団体奨学金の出願についても説明します。
■持参物 ：①「平成29年度大学等奨学生採用候補者決定通知」【全員】（提出書類）

②「平成29年度大学等奨学生採用候補者の皆さんへ」【全員】

日  時：4月6日　 12:40～ 16:10～
場  所：中央講堂

木 ※2回のうち、いずれかに出席してください。

上記「①採用候補者決定通知」の「奨学金の種類」欄に「入学時特別増額貸与奨学金＜有利子＞（日本政策金融公庫の手続き必要）」と
記載のある人は次の書類もあわせて持参してください。
　・「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）」
　・『国の教育ローン』借入申込書（お客様控え）のコピー
　・融資できない旨を記載した日本政策金融公庫発行の通知文のコピー

第2教授館
（池内記念館）

10：00～15：30

2425 20212223262728

21

22

23

24

25

26

27

28

日本学生支援機構奨学金の出願について
（関西学院大学の奨学金制度、民間育英団体奨学金の出願についても説明します）

問い合わせ先 ： スポーツ・文化課（0798-54-6112）
関西学院大学 スポーツ・文化課

◆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
27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。
※所得証明書はマイナンバーの記載がないものを準備してくださ
い。万が一マイナンバーが載っている場合は、マイナンバーの記載
のない証明書を取り直して再提出をお願いする場合があります。

◆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２8年分源泉徴収票」
なお平成２8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）を提出してください。

　
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２8年分所得税確定申告書
青色申告の場合→平成２8年分所得税確定申告書およ
び所得税申告決算書

ｃ．その他の所得がある場合
外交員をしている場合→平成２8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２8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。

1階

201

202

203

204

●あなたにぴったりの国際教育・協力
　プログラムを一挙にご紹介！
　～海外留学・ボランティアへの
　STEP１～

●KG CLUB
　新入部員募集！

●外国語で世界を
　広げよう！

W.C（男）

W.C（女）

●国際公共分野のリーダーを
　目指そう！
　̶MS副専攻「国連・外交
　プログラム」への招き̶

EV

1階

主要会 場案 内図 メイン会場（B号館）

101104

103

102

●奨学金出願説明会
●金融トラブル回避と上手な
　貯蓄の方法について
●大学生に相応しいアルバイト探し
　～ブラックバイトに巻き込まれないために～

●学生相談コーナー
  （資料閲覧コーナー）
  （休憩所）

総合案内

●障がい学生支援相談コーナー
●なんでも相談コーナー
●就職に関する相談コーナー

●より積極的な学びを！
　 －ダブルチャレンジへの誘い－
●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－

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

2階 3階

302

303

301304

●関学PC活用
　ガイダンス

W.C（男）

W.C（女） EV

●スマートフォンに自分の
 “学び”を蓄積しよう！

担当：日本学生支援機構奨学金窓口（学生サービスセンター1階）

ami06276
線

ami06276
線



２０１7年度新入生対象学　生　課

奨学金出願説明会

　学生課および日本学生支援機構奨学金窓口では、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方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もしくは日本学生支援機構奨学金窓口へご相談
ください。（学生サービスセンター１階）
　返還が不要の関西学院大学支給奨学金（就学奨励奨学金・経済支援奨学金）の募集および出願説明会は、9月中旬に実施します。

・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）
・希望者には登録書を渡しますので、説明会での指示に従ってください。
・出願には登録書のほかに、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27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に出願する分とは別に、4月10日（月）までの出願に間に合うように、事前に市区町村役場で取り寄せておい
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『学生手帳』または、ホームページ(www.kwansei.ac.jp/r/syogakukin/)で確認してください。

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（金）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。

日  時：4月6日　 10:00～ 11:20～ 14:10～
場  所：Ｂ号館１０１号教室 内  容：

木 ※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

※外国人留学生は対象ではありません。
※学費納入等経済的な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、中央講堂の説明会に参加してください。

スポーツ・文化課では、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FIGHTERS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

２０１７年４月１５日（土） 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）
慶應義塾大学　UNICORNS

Let's go to the Stadium!

居合道会
洋弓部
ほっとコミュニティ
煎茶道部
囲碁部
書道部
ミステリ研究会
文芸部
写真部
速記研究部
新聞総部
弓道部
馬術部
スキー競技部
ラグビー部
陸上ホッケー部
フェンシング部
ヨット部
総部放送局
I.S.A
K.G. Brain Humanity
関西学院ゴスペルクワイア
マンドリンクラブ
関西学院交響楽団
応援団総部吹奏楽部
応援団総部指導部
関西学院グリークラブ
アイセック(国際経済商学学生協会)

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳

課 外活動 団 体 紹 介ブース   M A P

日本庭園

N

経済学部

　学生
サービス
センター

C号館B号館

学生会館旧館 G号館

大学図書館

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

日本学生支援機構奨学金【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（B101）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。（原則、提出書類に不備があった場合はIDとパスワードは配付できませんので、ご注
意ください。）
※関西学院大学の奨学金制度、民間育英団体奨学金の出願についても説明します。
■持参物 ：①「平成29年度大学等奨学生採用候補者決定通知」【全員】（提出書類）

②「平成29年度大学等奨学生採用候補者の皆さんへ」【全員】

日  時：4月6日　 12:40～ 16:10～
場  所：中央講堂

木 ※2回のうち、いずれかに出席してください。

上記「①採用候補者決定通知」の「奨学金の種類」欄に「入学時特別増額貸与奨学金＜有利子＞（日本政策金融公庫の手続き必要）」と
記載のある人は次の書類もあわせて持参してください。
　・「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）」
　・『国の教育ローン』借入申込書（お客様控え）のコピー
　・融資できない旨を記載した日本政策金融公庫発行の通知文のコピー

第2教授館
（池内記念館）

10：00～15：30

2425 20212223262728

21

22

23

24

25

26

27

28

日本学生支援機構奨学金の出願について
（関西学院大学の奨学金制度、民間育英団体奨学金の出願についても説明します）

問い合わせ先 ： スポーツ・文化課（0798-54-6112）
関西学院大学 スポーツ・文化課

◆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
27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。
※所得証明書はマイナンバーの記載がないものを準備してくださ
い。万が一マイナンバーが載っている場合は、マイナンバーの記載
のない証明書を取り直して再提出をお願いする場合があります。

◆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２8年分源泉徴収票」
なお平成２8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）を提出してください。

　
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２8年分所得税確定申告書
青色申告の場合→平成２8年分所得税確定申告書およ
び所得税申告決算書

ｃ．その他の所得がある場合
外交員をしている場合→平成２8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２8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。

1階

201

202

203

204

●あなたにぴったりの国際教育・協力
　プログラムを一挙にご紹介！
　～海外留学・ボランティアへの
　STEP１～

●KG CLUB
　新入部員募集！

●外国語で世界を
　広げよう！

W.C（男）

W.C（女）

●国際公共分野のリーダーを
　目指そう！
　̶MS副専攻「国連・外交
　プログラム」への招き̶

EV

1階

主要会 場案 内図 メイン会場（B号館）

101104

103

102

●奨学金出願説明会
●金融トラブル回避と上手な
　貯蓄の方法について
●大学生に相応しいアルバイト探し
　～ブラックバイトに巻き込まれないために～

●学生相談コーナー
  （資料閲覧コーナー）
  （休憩所）

総合案内

●障がい学生支援相談コーナー
●なんでも相談コーナー
●就職に関する相談コーナー

●より積極的な学びを！
　 －ダブルチャレンジへの誘い－
●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－

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

2階 3階

302

303

301304

●関学PC活用
　ガイダンス

W.C（男）

W.C（女） EV

●スマートフォンに自分の
 “学び”を蓄積しよう！

担当：日本学生支援機構奨学金窓口（学生サービスセンター1階）
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