
― ―41

学生生活 よくある質問 Ｑ＆Ａ 一覧

質 問 内 容 参照ページ

・学生証について教えてください。

・学生証は、いつ使いますか？
P.42

P.43

・事務室に入れる時間は何時から何時までですか？

・自転車やオートバイ、自動車で通学は出来ますか？

・休学（または退学）を考えています。どうすればいいですか？

・休学期間中も授業料等の納入は必要ですか？

・いろんな証明書が欲しいのですが、どこでもらえますか？

･住所・氏名・保証人等が変更になりました。どこで手続きしたらいいですか？

・落し物を拾った、紛失した場合、どうしたら？

・ロッカーの使用方法を教えてください。

P.44

・授業の教室がどこにあるか分かりません。

・先生の研究室がどこか分かりません。

･授業料の納入にあたって、融資を受けたいのですが、なにか情報はないでしょ

うか？

・本学学生で何か割引きってありますか？

・アルバイト、アパートを紹介してくれますか？

P.45

・家計の事情で期日までに授業料等の納入が難しい状況です。何か方法はあり

ますか？

・北海道文教大学奨学金の内容、申込み方法を教えてください。

P.46

・「J R（地下鉄）の通学定期券」を購入するにはどうしたらいいですか？

・「中央バスの通学定期券」を購入するにはどうしたらいいですか？

・「実習用定期券」を購入するにはどうしたらいいですか？

P.47



Ｑ：学生証について教えてください。（10ページ参照)

学生証の有効期限は入学してから４年間有効です。有効期限が切れた場合は、

有効期限以降に学生課で更新の手続きをお願いします。

学生証の写真は、入学手続きに同封された写真を学生証用に表示しています。

写真の変更は出来ませんのでご了承ください。

授業での出席確認や証明書発行機で証明書を発行する際、学生証の磁気を読み

取らなくなった場合は、学生課窓口までお越しください。なお、カードの磁気

は、携帯電話や定期券などと一緒に持つと、どんどん磁気が弱くなります。別々

に持つようにしましょう。

学生証を忘れた場合、まずネームホルダーで代用可能かどうか提示を求めた人

に確認しましょう。定期試験のように代用できない場合は、証明書発行機で仮

学生証を発行します（発行日のみ有効 １通100円）。なお、学生証を紛失した

場合は、証明書発行機で「学生証再発行願」を発行し学生課窓口への申込みが

必要となります（再発行1,000円）。発行まで１週間かかりますので、申し込む

場合は余裕を持って申し込みをしてください。

学生証を入れるネームホルダーは、不審者が学内に侵入した際に一目で学外者

と区別させるため、安全上の対策から教職員、学生を問わず全員に着用をお願

いしています。

授業や定期試験時の出席に利用したり、図書館で本を借りるときに必要となり

ます。また、証明書発行機の利用のほか、本学教職員から提示を求められる場

合もありますので、常に携帯し忘れないようにしてください。

Ｑ：学生証は、いつ使いますか？（10ページ参照)
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学生生活

よくある質問 Ｑ＆Ａ

事務室には午前８時45分から午後５時30分まで入ることが出来ます。また、教

務課や学生課などの各部署の窓口は、午後１時から午後２時までのお昼休み時

間を除く午前９時から午後５時まで開いています。（土日祝日、年末年始、お盆

期間はお休みです。）

Ｑ：事務室に入れる時間は何時から何時までですか？（11ページ参照)

Ｑ：自転車やオートバイ、自動車で通学出来ますか？（12ページ参照)

いずれも学生課窓口にて手続き出来ます。手続きに必要な書類等については、

学生便覧をご覧ください。

休学（または退学）をするには教授会の審議及び許可が必要となります。

早めに学生課窓口に相談してください（書類の提出は、遅くとも、前期もしく

は後期の授業開始時期を目処としてください）。手続きは、アドバイザーの面談

と休退学願の願出用紙の提出が必要となります。なお、手続きの最終締め切り

は年度ごとに異なりますので、窓口でご相談のうえ、確認をお願いします。

Ｑ：休学（または退学）を考えています。どうすればいいですか？（15ページ参照)

Ｑ：休学期間中も授業料等の納入は必要ですか？（15・21ページ参照)

休学の期間等にかかわらず、教育充実費は、全額納入が必要です。なお、授業

料、実験実習費および演習費については、所定の期日までに手続きをすれば免

除されます。また、復学後の学費は当該期の学費となります。
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学生生活

よくある質問 Ｑ＆Ａ



Ｑ：学生証について教えてください。（10ページ参照)

学生証の有効期限は入学してから４年間有効です。有効期限が切れた場合は、

有効期限以降に学生課で更新の手続きをお願いします。

学生証の写真は、入学手続きに同封された写真を学生証用に表示しています。

写真の変更は出来ませんのでご了承ください。

授業での出席確認や証明書発行機で証明書を発行する際、学生証の磁気を読み

取らなくなった場合は、学生課窓口までお越しください。なお、カードの磁気

は、携帯電話や定期券などと一緒に持つと、どんどん磁気が弱くなります。別々

に持つようにしましょう。

学生証を忘れた場合、まずネームホルダーで代用可能かどうか提示を求めた人

に確認しましょう。定期試験のように代用できない場合は、証明書発行機で仮

学生証を発行します（発行日のみ有効 １通100円）。なお、学生証を紛失した

場合は、証明書発行機で「学生証再発行願」を発行し学生課窓口への申込みが

必要となります（再発行1,000円）。発行まで１週間かかりますので、申し込む

場合は余裕を持って申し込みをしてください。

学生証を入れるネームホルダーは、不審者が学内に侵入した際に一目で学外者

と区別させるため、安全上の対策から教職員、学生を問わず全員に着用をお願

いしています。

授業や定期試験時の出席に利用したり、図書館で本を借りるときに必要となり

ます。また、証明書発行機の利用のほか、本学教職員から提示を求められる場

合もありますので、常に携帯し忘れないようにしてください。

Ｑ：学生証は、いつ使いますか？（10ページ参照)
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事務室には午前８時45分から午後５時30分まで入ることが出来ます。また、教

務課や学生課などの各部署の窓口は、午後１時から午後２時までのお昼休み時

間を除く午前９時から午後５時まで開いています。（土日祝日、年末年始、お盆

期間はお休みです。）

Ｑ：事務室に入れる時間は何時から何時までですか？（11ページ参照)

Ｑ：自転車やオートバイ、自動車で通学出来ますか？（12ページ参照)

いずれも学生課窓口にて手続き出来ます。手続きに必要な書類等については、

学生便覧をご覧ください。

休学（または退学）をするには教授会の審議及び許可が必要となります。

早めに学生課窓口に相談してください（書類の提出は、遅くとも、前期もしく

は後期の授業開始時期を目処としてください）。手続きは、アドバイザーの面談

と休退学願の願出用紙の提出が必要となります。なお、手続きの最終締め切り

は年度ごとに異なりますので、窓口でご相談のうえ、確認をお願いします。

Ｑ：休学（または退学）を考えています。どうすればいいですか？（15ページ参照)

Ｑ：休学期間中も授業料等の納入は必要ですか？（15・21ページ参照)

休学の期間等にかかわらず、教育充実費は、全額納入が必要です。なお、授業

料、実験実習費および演習費については、所定の期日までに手続きをすれば免

除されます。また、復学後の学費は当該期の学費となります。
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Ｑ：いろんな証明書が欲しいのですが、どこでもらえますか？（17ページ参照)

在学証明書や成績証明書など、皆さんが必要とする各種証明書は、一部を除い

て、本館１階事務室内にある証明書発行機で取得できます。詳細は事務室内に

ある教務課または学生課窓口でお尋ね下さい。

学生本人の情報のみ変更する場合は、ポータルサイトUniversal Pass-

portにて変更手続きをお願いします。また、保証人に係る情報を変更する場合

は、学生課窓口にある届出用紙に変更事項を記入のうえ、学生課へ提出してく

ださい。

※実家暮らしの学生で実家の住所等に変更があった場合、届出用紙の提出のみ

で結構です。（Universal Passportで自身に係る変更は不要です。）

Ｑ：住所・氏名・保証人等が変更になりました。どこで手続きしたらいいですか？（18ページ

参照）

学内の場合、学生課へ届け出てください。学生課に届けられた落し物は、事務

室内の「拾得物ケース」に陳列しています。自分のものと思われるものを見つ

けたときは、学生課に申し出てください。受け取りの際には、学生証を提示し

ていただきます。財布や学生証については、学生課から本人に電話連絡します

ので、速やかに受け取りにきてください。

Ｑ：落し物を拾った、紛失した場合、どうしたら？（18ページ参照)

Ｑ：ロッカーの使用方法を教えてください。（18ページ参照)

ロッカーは実習等で着替えが必要になるため、人間科学部の学生のみに割当

たっています。着替え用のロッカーであるため、教科書などは置いておけませ

ん。また、鍵は各自で用意してもらいます。なるべく丈夫な南京錠を購入して

使用してください。なお、貴重品はロッカーに入れず自己管理でお願いします。

※鍵を紛失した場合、学生課でクリッパー（鍵を壊す道具）を貸出しします。

貸し出すのは鍵をなくした本人に貸しますので、代わりの学生が取りに来る

ことはできません。また、学生証が必要になりますので、借りる時か返す時

に学生証を提示してください。
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多くの教室が３ケタの数字で記載され、百の位が号館、拾の位が階、一の位が

何番目の教室かを表しています。（例221教室☞２号館２階の教室）

詳しくは学生便覧巻末にある建物の図面を見て確認しましょう。

Ｑ：授業の教室がどこにあるか分かりません。

Ｑ：先生の研究室がどこか分かりません。

学生課掲示板に研究室一覧を掲示していますので、学生便覧の施設の概要とあ

わせて確認しましょう。

Ｑ：本学学生で何か割引ってありますか？

引っ越す際のアパート物件、恵庭自動車学校など、優遇価格等が適用される場

合があります。詳細は、学生課窓口でお尋ねください。

Ｑ：アルバイト、アパートを紹介してくれますか？（37ページ参照)

アルバイトについては、学生課掲示板に掲示しています。詳細について知りた

いことがあれば同課窓口までお越しください。また、アパートについては、ホー

ムページにて大学と取引している業者さんを紹介しています。

学費等への融資については、銀行等の各金融機関や国の他、各地方自治体でも

取り扱っている場合があります。詳細は直接、各窓口にお問合せください。

Ｑ：授業料の納入にあたって、融資を受けたいのですが、なにか情報はないでしょうか？
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その他

よくある質問 Ｑ＆Ａ



Ｑ：いろんな証明書が欲しいのですが、どこでもらえますか？（17ページ参照)

在学証明書や成績証明書など、皆さんが必要とする各種証明書は、一部を除い

て、本館１階事務室内にある証明書発行機で取得できます。詳細は事務室内に

ある教務課または学生課窓口でお尋ね下さい。

学生本人の情報のみ変更する場合は、ポータルサイトUniversal Pass-

portにて変更手続きをお願いします。また、保証人に係る情報を変更する場合

は、学生課窓口にある届出用紙に変更事項を記入のうえ、学生課へ提出してく

ださい。

※実家暮らしの学生で実家の住所等に変更があった場合、届出用紙の提出のみ

で結構です。（Universal Passportで自身に係る変更は不要です。）

Ｑ：住所・氏名・保証人等が変更になりました。どこで手続きしたらいいですか？（18ページ

参照）

学内の場合、学生課へ届け出てください。学生課に届けられた落し物は、事務

室内の「拾得物ケース」に陳列しています。自分のものと思われるものを見つ

けたときは、学生課に申し出てください。受け取りの際には、学生証を提示し

ていただきます。財布や学生証については、学生課から本人に電話連絡します

ので、速やかに受け取りにきてください。

Ｑ：落し物を拾った、紛失した場合、どうしたら？（18ページ参照)

Ｑ：ロッカーの使用方法を教えてください。（18ページ参照)

ロッカーは実習等で着替えが必要になるため、人間科学部の学生のみに割当

たっています。着替え用のロッカーであるため、教科書などは置いておけませ

ん。また、鍵は各自で用意してもらいます。なるべく丈夫な南京錠を購入して

使用してください。なお、貴重品はロッカーに入れず自己管理でお願いします。

※鍵を紛失した場合、学生課でクリッパー（鍵を壊す道具）を貸出しします。

貸し出すのは鍵をなくした本人に貸しますので、代わりの学生が取りに来る

ことはできません。また、学生証が必要になりますので、借りる時か返す時

に学生証を提示してください。
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学生生活
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多くの教室が３ケタの数字で記載され、百の位が号館、拾の位が階、一の位が

何番目の教室かを表しています。（例221教室☞２号館２階の教室）

詳しくは学生便覧巻末にある建物の図面を見て確認しましょう。

Ｑ：授業の教室がどこにあるか分かりません。

Ｑ：先生の研究室がどこか分かりません。

学生課掲示板に研究室一覧を掲示していますので、学生便覧の施設の概要とあ

わせて確認しましょう。

Ｑ：本学学生で何か割引ってありますか？

引っ越す際のアパート物件、恵庭自動車学校など、優遇価格等が適用される場

合があります。詳細は、学生課窓口でお尋ねください。

Ｑ：アルバイト、アパートを紹介してくれますか？（37ページ参照)

アルバイトについては、学生課掲示板に掲示しています。詳細について知りた

いことがあれば同課窓口までお越しください。また、アパートについては、ホー

ムページにて大学と取引している業者さんを紹介しています。

学費等への融資については、銀行等の各金融機関や国の他、各地方自治体でも

取り扱っている場合があります。詳細は直接、各窓口にお問合せください。

Ｑ：授業料の納入にあたって、融資を受けたいのですが、なにか情報はないでしょうか？
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その他
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Ｑ：家計の事情で期日までに授業料等の納入が難しい状況です。何か方法はありますか？（24

ページ参照）

延・分納制度により納付期限を延長したり分割納入することが可能です。

経済的その他止むを得ない事情によって、期限までの納入が困難な場合は、学

費等延納制度により納付期限を延伸することが可能ですので、詳しくは会計課

までご相談ください。

また、本学では以下のような奨学金制度を設けています。詳しくは学生生活支

援課までご相談ください。

①北海道文教大学奨学金

修学継続の熱意があり、成業の見込みがある者で、かつ、主たる家計支持者

の収入金額が指定基準以下の者に給付する奨学金（授業料と相殺し、相殺後

の授業料金額を請求）

②北海道文教大学緊急支援学費減免

学費負担者が、災害救助法、天災融資法等の適用を受ける地震・火災・風水

害等の被害、若しくはこれらの災害に準ずる程度の被害により家計が急変し、

修学が困難になった者に対する奨学金

Ｑ：北海道文教大学奨学金の内容、申込み方法を教えてください（24ページ参照)

日本学生支援機構の奨学金を借りているが、それでも困窮している学生に対す

る返還のいらない奨学金です。また、その年度ごとで選考（希望する場合は毎

年申請してください。）していますので、前年度もらえていたからといって、必

ずしももらえるという奨学金ではありませんので注意が必要です。高等教育の

修学支援新制度による給付奨学金を受けている場合は該当になりません。

なお、募集は、毎年、４月に掲示板に掲示しています。実習等で掲示板を見る

ことができない場合は事前に学生生活支援課に申し出てください。
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Ｑ：「J R（地下鉄）の通学定期券」を購入するにはどうしたらいいですか？（12ページ参照)

学生証の裏面に「住所が記載されていて、大学の公印が押されている」学生証

を持って行けば購入できます。

※通学証明書の代わりになるのが、「学生証の裏面」です。

※大学の公印を押してもらっていない学生は学生証の裏面に住所を記入して学

生課の窓口に来てください。（Unipaの住所と一致しているか事前に確認を

お願いします）

J Rと同様ですが、中央バスの場合は「大学の公印が押された定期券申込書」が

必要になりますので、学生課の窓口で受け取ってください。

Ｑ：「中央バスの通学定期券」を購入するにはどうしたらいいですか？（12ページ参照)

Ｑ：「実習用定期券」を購入するにはどうしたらいいですか？（12ページ参照)

事前に「使用する１か月前まで」に学生課に申込をしてください。（申込用紙は

事務室にあります。）なお、いずれの場合でも大学から各交通機関へ連絡し、了

承を得る必要があるため、大学への申込みは必ず必要となります。

・J Rの場合

大学へ申込み後、実習が始まる前の週に学生課窓口で「実習用通学証明書」

を受取り、「学生証」を一緒に持参し、申込時に指定した購入希望駅に行って

購入してください。

・地下鉄の場合

大学へ申込み後、定期券を購入する際には「学生証」のみで購入できますの

で、実習が始まる前の週に地下鉄の定期券が購入できる駅（自分の行きやす

いところ）に行って購入してください。

・中央バスの場合

大学へ申込み後、実習が始まる前の週に学生課窓口で「実習用通学証明書」

を受取り、「学生証」を一緒に持参し、申込時に指定した購入希望駅に行って

購入してください。
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Ｑ：家計の事情で期日までに授業料等の納入が難しい状況です。何か方法はありますか？（24

ページ参照）

延・分納制度により納付期限を延長したり分割納入することが可能です。

経済的その他止むを得ない事情によって、期限までの納入が困難な場合は、学

費等延納制度により納付期限を延伸することが可能ですので、詳しくは会計課

までご相談ください。

また、本学では以下のような奨学金制度を設けています。詳しくは学生生活支

援課までご相談ください。

①北海道文教大学奨学金

修学継続の熱意があり、成業の見込みがある者で、かつ、主たる家計支持者

の収入金額が指定基準以下の者に給付する奨学金（授業料と相殺し、相殺後

の授業料金額を請求）

②北海道文教大学緊急支援学費減免

学費負担者が、災害救助法、天災融資法等の適用を受ける地震・火災・風水

害等の被害、若しくはこれらの災害に準ずる程度の被害により家計が急変し、

修学が困難になった者に対する奨学金

Ｑ：北海道文教大学奨学金の内容、申込み方法を教えてください（24ページ参照)

日本学生支援機構の奨学金を借りているが、それでも困窮している学生に対す

る返還のいらない奨学金です。また、その年度ごとで選考（希望する場合は毎

年申請してください。）していますので、前年度もらえていたからといって、必

ずしももらえるという奨学金ではありませんので注意が必要です。高等教育の

修学支援新制度による給付奨学金を受けている場合は該当になりません。

なお、募集は、毎年、４月に掲示板に掲示しています。実習等で掲示板を見る

ことができない場合は事前に学生生活支援課に申し出てください。
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Ｑ：「J R（地下鉄）の通学定期券」を購入するにはどうしたらいいですか？（12ページ参照)

学生証の裏面に「住所が記載されていて、大学の公印が押されている」学生証

を持って行けば購入できます。

※通学証明書の代わりになるのが、「学生証の裏面」です。

※大学の公印を押してもらっていない学生は学生証の裏面に住所を記入して学

生課の窓口に来てください。（Unipaの住所と一致しているか事前に確認を

お願いします）

J Rと同様ですが、中央バスの場合は「大学の公印が押された定期券申込書」が

必要になりますので、学生課の窓口で受け取ってください。

Ｑ：「中央バスの通学定期券」を購入するにはどうしたらいいですか？（12ページ参照)

Ｑ：「実習用定期券」を購入するにはどうしたらいいですか？（12ページ参照)

事前に「使用する１か月前まで」に学生課に申込をしてください。（申込用紙は

事務室にあります。）なお、いずれの場合でも大学から各交通機関へ連絡し、了

承を得る必要があるため、大学への申込みは必ず必要となります。

・J Rの場合

大学へ申込み後、実習が始まる前の週に学生課窓口で「実習用通学証明書」

を受取り、「学生証」を一緒に持参し、申込時に指定した購入希望駅に行って

購入してください。

・地下鉄の場合

大学へ申込み後、定期券を購入する際には「学生証」のみで購入できますの

で、実習が始まる前の週に地下鉄の定期券が購入できる駅（自分の行きやす

いところ）に行って購入してください。

・中央バスの場合

大学へ申込み後、実習が始まる前の週に学生課窓口で「実習用通学証明書」

を受取り、「学生証」を一緒に持参し、申込時に指定した購入希望駅に行って

購入してください。
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