
学生生活と支援について

学生担当 池田正則



学生が心身共に健全で，充実して有意義な
学生生活を送るためのサポート窓口

学生生活支援体制

学生支援室

学生課

保健室

地域医療機関校友会後援会

課外活動指導
教職員

クラス担任

学科主任

授業・ゼミ・
卒業研究
指導教員

学生生活委員会

学生担当

学 生



☆保健室（本館2階）
(1)保健室に2名の看護師が常駐しています。

開室時間 月 ～ 金 ９：００～１７：００

土 曜 日 ９：００～１３：００

(2)校医による健康相談

水曜日（毎週）１４：００～１６：００

☆学生支援室（本館2階）
臨床心理士の資格を持つカウンセラーが

勉学・就職・対人関係の悩みなどの相談を

受け付けています。

開室時間 １０：００～１６：００（月～金）

健康管理（１）



☆工学部医療割引制度
医療費の自己負担分(３割)を大学と病院で負担
※対象外…交通事故,健康診断,予防接種(インフルエンザ)等，保険適用外となるもの。

太田（西ノ内，熱海）病院，あさかホスピタル，

さくまメンタルクリニック

☆校友会準会員診療費助成制度
星総合病院，寿泉堂綜合病院 等

☆学生の傷害事故に関する給付金制度
・正課・課外教育中または課外活動中等に発生した怪我など対象
・他に，任意加入の「日本大学学生生徒等総合保障制度」
（学生生活の全般をカバーする総合保障）

※今後，制度内容が変更になる場合があります。

健康管理（２）
医療費負担0円！



※の奨学金は，経済支援型

奨学金名 種別 金 額 対 象
(H30)

実績

日本大学特待生 給付

甲種：授業料１年分相当
額の半額+図書費

乙種：授業料１年分相当
額の半額

学部生
（２年次生以上）

４名

２０名

日本大学創立130周年
記念奨学金（第１種） ※

給付 年額３０万円
（前学期授業料に充当する）

学部生
（H30は１年次生）

８名

日本大学創立130周年
記念奨学金（第２種） ※

給付 年額３０万円
（後学期授業料に充当する）

学部生 ８４名

日本大学事業部奨学金 ※ 給付 年額２４万円 学部生 １５名

日本大学
オリジナル設計奨学金

給付 年額２０万円 学部生 ２名

日本大学の奨学金制度



奨学金名 種別 金 額 対 象
(H30)

実績

日本大学工学部奨学金 給付

【第１種】年額６０万円 大学院生 ６名

【第２種】授業料相当額
学部生

（１年次生）
２名

【第３種】授業料の20％
相当額

外国人留学生 －

※【第４種】年額３０万円 学部生 １２名

日本大学工学部
後援会奨学金 ※

給付 年額２５万円
学部生

（１年次生）
H31
新設

日本大学工学部
五十嵐奨学金

給付 年額１０万円
学部生

（４年次生）
１２名

日本大学工学部

北桜奨学金 ※
給付 年額２４万円 学部生 H31

新設

日本大学工学部の奨学金制度

※の奨学金は，経済支援型



種別 対象 月額（選択制）

給付 学部生
○自宅通学 30,000円
●自宅外通学40,000円

貸与
第一種
奨学金
（無利子）

学部生
○自宅通学20,000円，30,000円，40,000円，54,000円

●自宅外通学
20,000円，30,000円，40,000円，50,000円，64,000円

大学院生
○博士前期 50,000円，88,000円
●博士後期 80,000円，122,000円

貸与
第二種
奨学金
（有利子）

学部生 20,000～120,000円（10,000円単位で選択）

大学院生
50,000円，80,000円，100,000円，130,000円，
150,000円

※学生本人の手続が必要です。
※貸与奨学金は，返還の義務があり，必ず返還をしなくてはなりません。
※緊急に必要とする場合は学生課へご相談ください。

日本学生支援機構奨学金制度



８：３０～２０：００(平日)

１０：００～１４：３０(土曜)

最大収容人数：900名

メニュー紹介（一例）
朝定食 250円
日替りランチＡ 340円
定番丼 400円
カレーライス 240円
お弁当の販売もあります(昼食時)

☆スカイレストラン
【情報研究棟 ８階】

メニュー紹介（一例）
日替わり定食 500円
カルボナーラ 400円
豚塩カルビ定食 420円
ハンバーグカレー 390円
ご飯のおかわり無料です（終日）

２階には
カフェテリア
コンビニ

書店・購買部

学生食堂

☆学生食堂
【ハットＮＥ １階】

１１：００～２１：００(平日)

１１：００～１４：００(土曜)



厚生施設名 場 所 営業時間

購買部

ハットＮＥ
２階

平日 8:30～17:00
土曜 8:30～13:00

書籍店
平日 8:30～17:00
土曜 9:00～13:00

コンビニエンス
ストア

平日 8:00～19:00
土曜 8:00～15:00

自転車店 ３号館南側
平日 10:30～16:30
土曜 10:30～14:00

学内専用電子マネーサービス
厚生施設（スカイレストラン・コンビニ・自転車店を除く）
での支払いに利用可能

厚生施設



前学期

後学期

夏季休業

4月 新入生学外研修

サークル勧誘

5月 留学生交流会
6月 体育祭
7月

前学期試験

8月 日本大学体育大会
海外語学研修

9月
10月
11月 第69回北桜祭
12月

1月 後学期試験

2月 ヨーロッパ研修旅行
3月

冬季休業

行事
新入生学外研修（4月）

体育祭（6月）

ヨーロッパ研修旅行(2・3月)

北桜祭（11月）



★ヨーロッパ研修旅行
海外の文化や史跡などに触れ，
世界観を養う目的で,
ヨーロッパ４か国を歴訪

【平成30年度】
2月16日～3月1日（14日間）
フランス・イタリア・スイス・ドイツ

★海外語学研修（英語）プログラム
オーストラリア ブリスベン
短期留学＆学生寮滞在
8月24日～9月8日(16日間)

海外研修



体育会 ３０団体
学術文化サークル連合会 ２７団体
連合体未加盟団体 ２４団体
北桜祭実行委員会

加入者数：２，８２７名
加 入 率：６２．５％（H30.6/1時点）

クラブ・サークル



６ 大規模災害への対応大規模災害への対応

表面：大規模災害に遭遇した場合の対応方法



６ 大規模災害への対応大規模災害への対応

裏面：大規模災害に遭遇した場合に

必要となる情報の提供


