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１ はじめに 

みなさんは、これから、歴史や伝統、先輩、教員等に

よって築かれた大学でキャンパスライフ（＝大学生活）

を送ることになります。 

これから始まる生活は、これまでの高校などでの生

活とは異なったところがたくさんあり、さまざまな「ルー

ル」があります。 

ここでは、「学生生活の手引き」の中でも大切なことを

概説します。 

 

◆学生への通知方法について 

大学から学生のみなさんへの通知・連絡事項は、メ

ール・ホームページ・掲示板により行います。学生は、

メール等を確認する習慣をつけてください。 

一度掲示された事項は、学生全体に周知されたもの

とみなします。万一、見落としたことにより不利益を被っ

た場合でも、学生本人の責任となりますので注意してく

ださい。 

＜メール＞ 

学内メール（Ｇメール）を確認してください。 

＜ホームページ＞ 

大学ホームページの「学生専用」や「在学生の方

へ」、「つぐみ掲示板」などを確認してください。 

＜掲示板＞ 

各キャンパスの掲示板の場所は次のとおり。 

永平寺キャンパス ・・・本部棟１階 

小浜キャンパス ・・・学部棟１階 

かつみキャンパス・・・学科棟1 階 

あわらキャンパス ・・・管理・研究棟１階 

この他、永平寺キャンパスではアトリウム、学生会館、

各学部棟にも掲示板が設置されています。 

 

学内での wi-fi の使用に関することや、情報機器やシ

ステムに関するパスワードやＩＤについては、情報ネット

ワーク管理室に相談してください。 

◆学生カウンター 

各キャンパスの学生カウンターは、永平寺キャンパス

は本部棟１階、小浜キャンパスは学部棟１階、かつみキ

ャンパスは学科棟1階、あわらキャンパスは管理・研究

棟１階です。 

履修に関すること、証明書に関すること、学校学生生

徒旅客運賃割引証（いわゆる「学割証」）の発行、授業

料免除に関すること、海外留学・研修に関すること、大

学生活で困ったこと、大学への要望等は、学生カウンタ

ーで取り扱っていますので、気軽に立ち寄ってくださ

い。 

また、住所・氏名等の変更、休学・復学・退学の諸手

続もこの学生カウンターで行います。 

ただし、かつみキャンパス、あわらキャンパスでは、

可能な手続きに限りがあります。詳しくは各キャンパス

にお問い合わせください。 

◆学生の呼び出し、問い合わせ等 

本学では、学外（家族や友人を含む）からの学生個

人やサークルに対する電話等による呼び出しや伝言

は、原則として取り次ぎません。 

また、外部からの在籍確認、学生の住所や電話番号

などの個人情報の問い合わせに関しても、一切応じま

せんので、あらかじめ家族や友人にも知らせておいて

ください。 

◆学生個人あての郵便物・荷物 

大学では学生個人あての郵便物や荷物の受取は行

いません。個人の郵便物や荷物の送付先を大学にしな

いよう注意してください。 

◆授 業 

自分で作成した時間割に従い、授業に出席し、勉学

に励んでください。履修登録の方法については、各学

期始めのオリエンテーションで説明します。 

◆教 室 

授業を行う教室は、時間割に記載されています。教

室の番号の見方は「１５施設設備 ◆教室・学部棟」お

よび施設配置図を参照してください。 

なお、教室変更を行う場合がありますので、掲示板

の教室変更の掲示を確認するようにしてください。 

また教室変更については、「◆休講・補講情報」と同

様に、大学ホームページに掲載されます。 
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◆休講・補講 

授業は、先生の都合等により休講（授業が休みにな

ること）になることがあります。 

休講情報は大学ホームページから見ることができま

す。 

気象警報発令等により急きょ休講または遠隔授業に

変更される場合があります。その場合は大学ホームペ

ージのトップ画面に掲載しますので気象警報等が発令

された時にも、確認するようにしてください。 

なお、休講になった授業については、原則、補講が

行われます。補講についても、休講の場合と同様、大

学ホームページに掲載します。 

 

◆欠 席 

例えば風邪をひいて授業を欠席する場合、受講科

目の先生からの指示がない限り、講義要綱記載のアド

レスにあらかじめメールするか、次回の授業に出席した

時に、先生に前回の欠席理由を伝えてください。 

下記の場合は公欠となりますので「公欠届」を学生カ

ウンターに提出してください。詳しくは教育推進課にお

問い合わせください。 

・忌引き 

・感染症による出席停止 

・裁判員として職務に従事する場合 

・その他学長が特に必要と認める場合 

上記以外の疾病その他やむを得ない事由により連

続して７日以上欠席しようとする場合は、あらかじめ「欠

席届」を学生カウンターへ提出してください。やむを得

ない理由によりあらかじめ提出できなかった時は、その

理由を付して事後速やかに提出してください。 

なお、疾病または負傷による場合は医師の診断書が

必要です。 

出席時間数が当該授業科目の全時間数の３分の２に

満たない場合には、その科目の単位（単位とは何かに

ついてはオリエンテーションで説明します。）は与えら

れませんので注意してください。 

 

◆期末試験における不正行為の取扱い 

期末試験における不正行為については、福井県立

大学学則、履修規程等により厳しい処分が科されます

ので、不正行為はもちろん、紛らわしい行為はしないよ

う注意してください。 

 

万一、不正行為があった場合・・・ 

 

・一般教育科目で不正があった場合、すべての学部に 

おいて、一般教育科目の当該学期におけるすべて

の授業科目の単位が与えられません。 

・専門科目で不正があった場合、経済学部と看護福祉

学部は、一般教育科目と専門科目の当該学期にお

けるすべての授業科目の単位が与えられません。生

物資源学部と海洋生物資源学部は、その都度、教授

会で決定します。 

・キャリア教育科目で不正があった場合、キャリア教育

科目の当該学期におけるすべての授業科目の単位

が与えられません。 

・教職課程における卒業要件単位に算入しない科目で

不正があった場合、すべての学部において、当該学

期におけるすべての教職に関する科目、道徳教育

研究、職業指導論について単位が与えられません。 

同じ科目であっても、学生が一般教育科目として

履修している場合は、一般教育科目のルールで、専

門科目として履修している場合には、当該学部の専

門科目のルールに従っていただきます。 

 

そのほか、退学・停学等を含む厳しい処分が科され

ることがありますので、注意してください。 
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２ 窓口案内 

◆永平寺キャンパス 
部署・組織 区 分 学生に関する主な業務 事務取扱時間 

学

生

カ

ウ

ン
タ

ー

（
本

部

棟

１
階

） 

教 育 推 進 課 

履 修 
履修単位・科目、成績通知書、追試験願、再試験願、 

教職課程、オナーズプログラム、公欠届 

8:30～18:10 

証 明 
証明書の発行（教育職員普通免許状取得見込証明、その他履

修に関する諸証明） 

施設利用 教室（教育推進課にて使用状況確認後⇒財務課に申請） 

入 試 企 画 室 入試 入学者選抜試験、入学者選抜試験成績等開示 

国際・留学 
支援課 

多文化交流 

・留学等 

シンガポール短期研修、TOEIC IP、県グローバル人材基金奨

学金等の手続き（留学等の相談、留学生サポートは、ワールド

カフェで対応） 

就職･生活 
支援課 

証 明 
証明書の発行（学生証、在学証明、成績（単位取得）証明、卒

業・修了（見込）証明、健康診断証明、学割証等） 

学 籍 
学生および保証人の住所・氏名等の変更（身上異動届） 

欠席、休学、復学、退学、除籍 

授業料 授業料の免除・徴収猶予 

奨学金 日本学生支援機構奨学金等の手続 

課外活動 
学内団体の設立・変更・継続・解散 等 

学内での集会・催物等の開催、印刷物(ポスター・チラシ・新聞

等)の配布・掲示、寄附募集等 

福利厚生 
個人ロッカー、レクリェーション用品貸出、文化施設等利用補

助、学生活動助成、学生教育研究災害傷害保険等 

国際・留学支援課 
ワールドカフェ 

（共通講義棟2階） 

多文化交流 

・留学等 
留学など海外活動に関する相談、多文化交流、留学生サポート 

10：00～17：00 

※8：30～10：00 

および休業中は要予約  

キ ャ リ ア セ ン タ ー 就 職 
キャリア相談・就職相談、履歴書配布、企業情報提供、就職ガイ

ダンス、企業説明会、公務員ガイダンス等 
8：30～18：10 

保健・ 学生

相談ｾ ﾝ ﾀ ｰ 

（学生会館２階） 

保 健 

管理室 
保 健 健康管理、健康相談、公認心理師によるカウンセリング 9:00～17:00 

学 生 

相談室 
相 談 キャンパスソーシャルワーカーによる悩みごと相談 9:00～17:00 

地域連携本部 
（地域経済研究所1階）  

課外活動 地域活動に関する相談 8:30～17:15 

財 務 課 
(本部棟２階) 

授業料 授業料の納付 

8:30～17:15 

施設利用 

教室(教育推進課にて使用状況確認後)・体育館・講堂・多目的

ホール・学生会館等施設設備の利用、火気の使用許可 

情報センター 
(図書館棟2階) 

共通情報演習室、２０１教室の利用（＊情報演習室の利用時間

はP20参照）、学内でのwi-fiの使用に関すること、情報機器や
システムに関するパスワードやＩＤについて 

図 書 館 
図書の貸出・返却・予約、文献複写、相互貸借、レファレンス（調

査相談）、他大学図書館の利用、その他図書館利用全般、ロビ

ーの利用 

P20～21 

参照 

◆小浜キャンパス、かつみキャンパス 
部署・組織 学生に関する主な業務 事務取扱時間 

企画サービス室 
(海洋生物資源学部棟１階)  

上記「学生に関する主な業務」の小浜、かつみキャンパス学生に関すること 8:30～17:15 

図書館小浜分館（海洋生物資源学部棟２階）の利用 P20参照 

保健・学生相談室の利用 P14参照 

 

※１ 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日および年末年始（12 月29 日～1 月3 日）は業務を 

行いません。なお、休業期間中の事務取扱時間は、9:00～17:00 です。 

※２ 小浜キャンパス、かつみキャンパスにおける各種手続きの窓口は、全て小浜キャンパス企画サービス室となります。 

※３ あわらキャンパスでは、可能な手続きに限りがあります。詳しくはあわらキャンパスにお問い合わせください。 
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３ 各種証明書 

◆証明書一覧 
証明書の種類 交付日 交付期間および注意事項 

在学証明書 

当 日 

（自 動 発 行 機 ） 

※土・日・祝休止 

年度末の数日間は交付できません。 

成績証明書 各期末の数日間は交付できません。 

卒業・修了（見込） 
証明書 

最終年次生の４月１０日頃から学位授与式の前日まで 

健康診断証明書 

学内健康診断受診後概ね 1 か月後から翌年３月１５日まで。卒業後には発
行できません。 
 
※自動発行機で交付されるのは、健康診断項目がすべて「異常なし」の学

生のみです。 
その他の学生は、申込書により保健管理室へ申請⇒翌日交付 

学校学生生徒旅客運
賃割引証（学割証） 

申請および使用にあたっては、下記〈使用条件〉に注意してください。 

通学証明書 

申込日から 

約１週間後 

新入学生は、前期オリエンテーション初日から申込みを受け付けます。 

教育職員普通免許 
状取得見込証明書 

最終年次生の５月１日頃から学位授与式の前日まで 

 
※申込みは、学生カウンターまたは郵送にて対応可能です。 
※電話による申請は受け付けません。 
※その他、各機関において様式の定められた証明書については、証明書を提示の上、相談してください。 

 
 

学校学生生徒旅客運賃割引証（学割証）使用条件 

割引の内容 普通運賃の２割引（利用区間：JR 線利用区間が片道100km を超える区間） 

有 効 期 間 発行日から３か月以内（在籍期間のみ使用可） 

使 用 目 的 

・休暇、所用による帰省 

・実験実習などの正課の教育活動 

・学校が認めた特別教育活動または体育・文化に関する正課外の教育活動 

・就職、進学のための受験など 

・学校が修学上適当と認めた見学または行事への参加 

・傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理 

・保護者の旅行への随行  

注 意 事 項 

・使用する際は学生証の提示が必要です。 

・他人の学割証で乗車券を購入、および学割証で購入した乗車券の他人への譲渡などの 
不正使用をすると多額の追徴金が課せられます。また、大学が発行停止の処分を受け、他の学
生も学割証が使用できなくなりますので、絶対に不正使用はしないでください。 

 

学割証とは別に、学生団体運賃割引制度（団体割引）があります。課外活動・ゼミ等で、学生8名以上（引率教職員１名以

上）の旅行に適用され、割引は5割です。申込みは9か月前から14日前までに駅窓口で行ってください。 
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４ 学生証と学籍番号 

◆学生証 

 学生証は、みなさんが本学の学生であることを証明す

る大切なものです。常に携帯するとともに、紛失、破

損、盗難などがないように注意して取り扱ってください。 

 

＜学生証の機能＞ 

・身分証明書 

・学内試験等の際の本人確認 

・各種証明書を受領する際の本人確認 

・図書館、情報演習室の施設利用等 

＜有効期限・返還の義務＞ 

学生証は入学時に交付します。有効期限は標準修

業年限です。また、卒業・修了、退学、除籍等により学

籍を離れたときは、直ちに大学に返還する義務が生じ

ますので、学生カウンターへ返却してください。 

＜再交付の手続き＞ 

学生証を紛失・破損したときや盗難に遭ったとき、ま

たは有効期限を延長する必要が生じた場合は、速やか

に学生カウンターに「学生証再交付願」を提出してくだ

さい。 

なお、紛失により再交付する場合は手数料１，０００円

が必要です。 

＜仮学生証＞ 

学内試験時には学生証を必ず持参し、机上に提示し

なければ受験できません。もし、学生証を忘れた場合

は、試験当日のみ有効の仮学生証を学生カウンターで

発行します。その際は、必ず運転免許証など本人であ

ることが証明できるものを提示してください。 

＜禁止事項＞ 

学生証を他人に貸与および譲渡することは固く禁止

されています。 

 

◆学籍番号 

学籍番号は８桁の数字で構成され、各自固有のもの

です。各種申請や確認等の時に必要になるので、正確

に覚えておいてください。 

 

＜学籍番号＞ 

 

２ ３ １ １ × × × ０ 

 

入学年度(西暦)    

     学部・学科等コード  

個人番号 

 

＜学部・学科等コード＞ 

学部 

11 … 経済学部 経済学科 

12 … 経済学部 経営学科 

21 … 生物資源学部 生物資源学科 

 23 … 生物資源学部 創造農学科 

41 … 海洋生物資源学部 海洋生物資源学科 

42 … 海洋生物資源学部 先端増養殖科学科 

 31 … 看護福祉学部 看護学科 

 32 … 看護福祉学部 社会福祉学科 

大学院修士課程・博士前期課程 

 71 … 経済・経営学研究科 地域・国際経済政策専攻 

 72 … 経済・経営学研究科 経営学専攻 

 73 … 生物資源学研究科 生物資源学専攻 

 74 … 生物資源学研究科 海洋生物資源学専攻 

 75 … 看護福祉学研究科 看護学専攻 

 76 … 看護福祉学研究科 社会福祉学専攻 

大学院博士後期課程 

91 … 経済・経営学研究科 経済研究専攻 

 93 … 生物資源学研究科 生物資源学専攻 

 94 … 生物資源学研究科 海洋生物資源学専攻 

 95 … 健康生活科学研究科 健康生活科学専攻 

 

＊入学年度（西暦）は、編入学生にあっては 

カリキュラム年度 
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５ 学 籍 

◆修業年限・在学年限 

 本学の修業年限（卒業の要件とする在学年数）と

在学年限（在学できる年数の上限）は、以下のとお

りです。 

※休学期間は、修業年限・在学年限に算入しませ

ん。 

◆氏名、住所、電話番号等の変更 

学生および保証人の住所、氏名、電話番号等に変

更が生じた場合は、速やかに「身上異動届」を学生

カウンターへ提出してください。 

特に、学生の氏名や住所は、証明書、学位記、免

許状などに使用されますので、変更があった場合は

必ず「身上異動届」を提出してください。 

◆休 学 

疾病その他やむを得ない事由により引き続き２か

月以上修学することができない場合は、あらかじめ

学生相談担当教員等へ相談後、休学しようとする日

より前に、学生カウンターへ「休学願」を提出して

ください。学期の初めからの休学を希望する場合、

新しい学期が始まる前に（前期は３月、後期は９月

までに）学生カウンターへ提出してください。 

＜休学期間＞ 

 １年以内とします。 

休学期間は、在学年限には算入しません。ただ

し、以下のとおり休学期間の通算年限を超えること

はできません。 

＜休学期間の延長＞ 

休学期間の延長が必要な場合は、「休学期間延長 

願」を提出してください。この場合の手続きも、当

初の休学時に準じて行ってください。 

 

◆復 学 

休学している者が復学しようとする場合は、あらかじ

め学生相談担当教員等へ相談後、復学しようとする日

より前に、学生カウンターへ「復学願」を提出してくださ

い。 

◆退 学 

疾病その他やむを得ない事由により退学しようとする

場合は、あらかじめ学生相談担当教員等へ相談後、退

学しようとする日より前に、学生カウンターへ「退学願」

を提出してください。 

◆除 籍 

在学年限に達した者、休学期間の通算年限（◆休学

参照）に達しても復学することができない者、授業料の

未納者などは除籍されます。 

なお、授業料の未納により除籍となった場合であっ

ても授業料は免除されません。 

 

◆懲 戒 

学則その他本学の諸規程に違反し、または学生とし

ての本分に反する行為をした場合は、懲戒（訓告、停

学、退学）となります。 

 修業年限 在学年限 

学部 ４年 ８年 

修士課程 

博士前期課程 
２年 ４年 

博士後期課程 ３年 ６年 

 休学期間の通算年限 

学部 ４年 

修士課程 

博士前期課程 
２年 

博士後期課程 ３年 
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６ 留学等・単位互換制度 

◆海外留学派遣制度 

 本学では、学生の学力の向上と国際感覚の育成を図

ることを目的として海外留学派遣制度を設けています。

短期海外研修と長期海外研修があり、この制度により、

本学が指定する外国の大学等（以下、「指定大学」とい

う。）において習得した単位は、本学の規程の範囲内に

おいて認定されます。ただし、認定する単位数等に制

限があります。また、この制度を利用して留学した学生

に対して、費用の一部を本学から補助する制度があり

ます。詳しくは国際・留学支援課にお問い合わせくださ

い。 

※海外留学派遣制度は、年度によって指定大学、授業

内容等が変更される場合があります。 

※留学派遣先の国・地域の外務省危険情報等を踏まえ、

募集および現地派遣を中止する場合があります。 

※海外留学のため本学の期末試験が受けられない場

合は、追試験が受けられます。また海外留学中に、

帰国後の本学科目の履修登録ができる制度がありま

す。詳しくは教育推進課にお問い合わせください。 
 

◎短期海外研修 

 １週間から１か月程度の海外研修で、本学の休業

期間中に実施します。 

 

＜海外英語研修プログラム＞ 

 ２年次生以上を対象に、夏季休業期間中に約４～５週

間、オーストラリアやイギリス、アメリカ、カナダの大学等

で集中的に英語学習を行います。 

＜フィンドレー大学看護福祉研修＞ 

看護福祉学部２年次生を対象に、春季休業期間中に

約２～３週間、フィンドレー大学（アメリカ）の保健専門学

部で看護福祉研修を行います。 

＜アジアの英語圏への短期語学研修＞ 

 １年次生を対象に、夏季・春季休業期間中に約 1２週

間、シンガポールで語学研修等を行います。 

＜協定校サマープログラム＞ 

海外協定校が、夏季休業期間中に２週間から３週間

程度実施するプログラムです。 

実施校や内容については、国際・留学支援課に 

お問い合わせください。 

 

 

◎長期海外研修（交換留学、認定留学） 

 主に２年次生以上を対象とした６か月～１年程度の

研修です。学術交流協定を締結している協定校との間

で実施します。 

 

＜協定校＞ 

中国 浙
せっ

江
こう

財経大学、吉林
きつりん

大学、浙
せっ

江
こう

工商大学、 

   山東
さんとう

師範大学 

韓国 江
かん

陵
ぬん

原州
うぉんじゅ

大学校、全南
ちょんなむ

大学校 

台湾 高雄
た か お

科技大学、宜
ぎ

蘭
らん

大学、台中
たいちゅう

科技大学 

ベトナム ホーチミン市人文社会科学大学、貿易大学 

 タイ カセサート大学 

 アメリカ フィンドレー大学 

 イギリス チチェスターカレッジ（認定留学） 

 カナダ トロント大学SCS（認定留学） 
 

＜出願資格＞ 

派遣時に本学に在籍する学生 

＜授業料等＞ 

 交換留学の場合は、協定校の検定料、入学料、授業

料および聴講料等は無料です（大学によって条件が異

なります）。ただし、留学期間中も本学の授業料は支払

う必要があります。 

＜履修期間＞ 

 履修期間として１年または前期もしくは後期 

＜留学できる学生の数＞ 

 １大学、１学期につき１～5 名程度。大学によって受

入人数が異なります。 

＜協定校の授業における使用言語＞ 

原則としてその大学がある国の母国語。一部、英語

で履修可能な大学もあります（TOEFL / IELTS 基準）。 

＜留学に係る費用＞ 

 協定校までの渡航費、履修期間中における滞在費、

海外旅行保険等は本人負担となります。 

＜渡航情報登録＞ 

 渡航期間に応じて外務省海外旅行登録「たびレジ」

または「在留届：ORRネット」に登録を義務付けます。 

＜海外保険加入＞ 

 渡航期間に関係なく、海外留学を行う学生は海外旅

行者傷害保険に必ず加入し、安全な留学生活が送れ

るよう支援します。 

◎海外自主研修 

 学生の専門性を高める分野での自主的な研修に対

して、費用の一部を補助します。 
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◆チューター 

チューターは、日本の生活に不慣れな外国人留学

生の学業および生活についてサポート等を行います。

学内から募集します。 

 

◆取次申請  

外国人留学生が日本で留学を継続するためには、

以下のような手続きが必要となりますが、本人に代って

大学が在留資格審査関係の申請取次ぎをする取次申

請制度を利用することができます。いずれの申請も、パ

スポート、在留カードが必要となります。手数料や必要

書類が申請の種類によって異なるので、国際・留学支

援課で早めに相談してください。 

 

＜在留期間更新許可申請＞ 

在留期間を超えて引き続き日本に滞在する場合には、

満了する日のおおむね３か月前から更新手続きを行う

ことができます。在留期間を超えて滞在すると処罰の対

象となるので余裕をもって更新手続きを行ってください。 

＜資格外活動許可申請＞ 

留学中は学修以外の活動は認められません。アル

バイトを行おうとする場合には必ずこの手続きが必要

です。また、アルバイトの内容や、活動時間に制限が

あるので注意してください。 

＜再入国許可申請＞ 

 留学中に日本国外へ出国し、出国後 1 年を経過した

後に日本へ入国する場合に必要な手続きです。出国

後１年以内に日本へ入国する場合であれば、「みなし

再入国制度」により手続きは必要はありません。 

＜活動機関に関する届出＞ 

２０１２年７月９日以降に上陸許可、在留資格変更許

可、在留期間更新許可を受けた方は、卒業・修了や退

学など、大学から籍が無くなる場合、また、他の大学に

転学・進学する場合、１４日以内に入国管理局に届け

出が必要です。大学を通じて届出してほしい場合は、

国際・留学支援課までご相談ください。 

 

 

◆単位互換制度 

 本学在学中に県内他大学等で修得した単位が、本学

単位として認定される制度です。 

 各大学等においてさまざまな分野の授業科目が開放

されますので、自分の専攻分野の知識を深めたい人、

自分の興味や関心がある分野について学んでみたい

人は学生カウンターに問い合わせてください。 

 

＜授業を受けることができる大学等＞ 

福井大学、福井工業大学、仁愛大学、敦賀市立看護

大学、放送大学、仁愛女子短期大学、福井医療大学、

福井工業高等専門学校 

＜出願資格＞ 

 派遣時に本学在籍の学生 

＜授業料等＞ 

 検定料、入学料、授業料は無料です。 

 ただし、放送大学は授業料が必要となりますが、一定

の基準を満たした場合に大学から同額の助成金を支

給します。 

＜受講できる科目＞ 

 他大学等で開講されている「単位互換開放科目」 
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７ 授業料 

◆授業料の額 

  令和５年４月１日現在 

区分 授業料 納入期限 

前期分 ２６７，９００円 ５月１２日 

後期分 ２６７，９００円 １１月１２日 

※在学中に授業料の改定が行われた場合には、改定

時から新授業料が適用されます。 

  納入期限が土・日・祝日に当たる場合は、その直後

の平日が納入期限となります。 

 

◆納入方法 

 授業料は前期と後期の２回に分けて納入してください。 

 入学年度の前期授業料は、「振込依頼書」によって、

納入期限までに金融機関窓口で納入してください。 

１年次の後期分からは、原則として、「預金口座からの

自動引き落とし」により授業料を徴収しますので新入生

（大学院生を含む）は「福井県立大学授業料預金口座

振替依頼書・自動払込利用申込書」を永平寺キャンパ

ス本部棟２階 財務課へ提出してください。 

 引落日は、各学期始めのオリエンテーションでお知ら

せするほか、口座振替通知書等でもお知らせしますの

で、引落日の前日までに口座に入金しておいてくださ

い。 

 なお、授業料の免除等の申請をした人、残高不足等

により預金引き落としができなかった人には、「振込依

頼書」を発行しますので、金融機関窓口で納入してくだ

さい。 

福井銀行本支店の窓口で振込依頼書を使って振り

込む場合は、振込手数料はかかりませんが、福井銀行

本支店以外から振り込む場合の振込手数料は納入者

の負担となります。 

 なお、郵便局および大学窓口での納入はできません。 

授業料を期間内に納入しない場合は、学則に基づき除

籍となり、学生の身分を失うことになりますので注意して

ください。 

◆授業料の免除・徴収猶予 

経済的な事情または不測の災害などにより、授業

料の納入が困難であり、学業成績が優秀であると認

められる学生は、授業料の免除または徴収猶予を受

けることができます。 

授業料の免除または徴収猶予を希望する場合は、

定められた期限までに、授業料免除・徴収猶予申請

書を学生カウンターへ提出してください。 

 

この場合、日本学生支援機構などの奨学金を申請・

受給することが条件になっていますのでご注意くださ

い（留学生除く）。 

 なお、申請の結果、授業料の免除または徴収猶予が

受けられず授業料の納入が困難であるような場合は、

早めに学生カウンター（就職・生活支援課）に相談して

ください。 

 

◆休学期間の授業料 

休学願を提出し、学長の許可を得て休学した場合の

授業料は以下のとおりです。 

前期または後期の

途中で休学 

当該期の授業料を徴収 

する。 

ただし、4月中または10月中

から休学する場合は、休学

の翌月からの授業料を月割

りで免除する。 

前期または後期の

全期間を休学 

当該期の授業料は徴収しな

い。 

 

◆退学時の授業料 

退学願を提出し、学長の許可を得て退学した場合の

授業料は以下のとおりです。 

前 期 末 をもって  

退学 

後期からの授業料は免除 

する。 

前期または後期の

途中で退学 

退学の翌月からの授業料を

月割りで免除する。 

 

◆特待生制度 

学業成績が特に優れ、かつ、人物が優秀であると認

められる学生について、学期ごとに、各学科および１年

次生を除く各年次１名(経済学部にあっては各学科２名)

の学生を特待生とし、奨学金を支給します。 
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８ 奨学金制度 

◆奨学金の種類  

奨学金には、日本学生支援機構と、その他地方公共

団体や公益法人・営利法人等が行うものがあります。 

 奨学金には、貸与（返還義務のあるもの）と給付（返還

義務のないもの）があり、多くの奨学金は貸与奨学金で

す。卒業後には、返還義務が生じますので、注意してく

ださい。 

◆日本学生支援機構の奨学金   

 日本学生支援機構では、成績（学業）の優れた学生

で、経済的理由により修学が困難な者に対し、奨学金

の給付、貸与を行っています。 

＜種類＞ 

・給付奨学金 

 授業料免除と併せて給付される、返還義務の 

ない奨学金です。ただし、学業成績の不振等が 

ある場合は、返還を求められる場合もありま 

す。（大学院、留学生は対象外です。） 

・第一種奨学金 

 返還義務のある無利子の奨学金です。給付奨 

学金と併給する場合は、月額に制限が設けられ 

ます。 

・第二種奨学金 

 返還義務のある有利子の奨学金です。給付、 

第一種奨学金との併給も可能です。 

＜募集＞ 

 毎年４月～５月、９月～１０月に日本学生支援機

構の奨学金を募集しています。募集があった場合は

学内メール（Ｇメール）、本学ホームページにて掲示

しますので確認してください。 

＜応募手続＞ 

希望者は学生カウンターで必要書類を受け取り、

記入漏れや提出書類に不備がないことを確認の上、

所定の期日までに提出してください。さらに、インタ

ーネットでの入力手続きを行ってください。 

その後、大学から日本学生支援機構に奨学生の推 

薦を行うことになりますが、推薦にあたっては、出

願者の人物、学力等について審査します。  

＜採用の決定＞ 

 採用の決定は、日本学生支援機構が行いますが、

採用の有無は大学を通じて本人あてに通知します。 

＜予約採用候補者＞ 

高等学校在学中に給付奨学金（入学料免除、授業

料免除含む）、第一種奨学金または第二種奨学金の

予約を行い、採用候補者決定通知を受けている場合

は、直ちに「採用候補者決定通知」を大学へ提出して

ください。なお、奨学金の種類によって、提出書類が

異なりますので、説明会等で確認してください。提

出した採用候補者に対し「ユーザーＩＤ」「パスワー

ド」を配布するので、「進学届」をインターネットに

より入力してください。これにより候補者は、奨学

生として本採用されます。 

＜奨学金継続手続＞ 

奨学生として採用された学生は、毎年１２～１月

に必ずインターネットにより継続手続きをしてくだ

さい。入力に必要な書類等の配布時期、配布方法、手

続き期限は学生掲示板、大学ホームページ、学内メ

ール（Ｇメール）により連絡します。 

手続きを怠ると奨学金の給付、貸与が打ち切られ

ますので注意してください。 

＜適格認定＞ 

・給付奨学生（授業料免除含む）の場合 

毎年２回、給付奨学生として適格性を有している

か否か等を審査する適格認定を行います。適格認定

は、学業、経済状況の２つの要素に基づき行います。 

審査の結果は毎年４月下旬、９月下旬頃に周知し

ます。適格認定の基準は、廃止、警告、支援区分の変

更、継続等があります。基準によって授業料免除の

有無および金額、給付奨学金の有無および月額が決

定します。 

・第一種奨学生、第二種奨学生の場合 

毎年１回、貸与奨学生として適格性を有しているか

否か等を審査する適格認定を行います。適格認定は、

人物、学業、経済状況の３つの要素に基づき行いま

す。審査の結果は毎年４月下旬頃に周知します。適

格認定の基準は以下の４つです。 

 

・廃止…奨学生としての資格を失います。 

・停止…一時期的に奨学金の振込は停止されますが、 

停止事由が解除された場合は復活が可能で 

す。 

・警告…奨学金の振込は継続されますが、引続き、学 

業成績が向上しない場合は、廃止または停 

止の認定になります。 

・継続…奨学金の振込は継続されます。大学および

日本学生支援機構からの連絡はありません。 

 

＜休学・留学・退学時の手続＞ 

速やかに学生カウンターに申し出てください。 
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◆その他の奨学金制度 

日本学生支援機構の奨学金以外に、地方公共団体、

公益法人、営利法人などが行う奨学金制度がありま

す。 

 これらの団体から募集依頼があったときは、その

都度、大学ホームページに掲示するので注意してく

ださい。 

 なお、奨学金の募集については、必ずしも大学に

依頼があるとは限らないので、希望者は奨学金制度

の有無およびその内容について実施主体へ直接問い

合わせてください。 

また、看護師を目指す学生を対象とした奨学金制度

を設けている病院も増加してきています。 

 

◆奨学金面接における欠席への配慮 

奨学金の面接を受けるにあたり授業を欠席する場

合、大学より授業担当教員にお知らせします。この

制度を利用したい学生は、各キャンパスの学生カウ

ンターまたは大学ホームページから「奨学金の採用

面接等における授業の欠席連絡報告書」を取得し、

必要事項を記入の上、申請してください。 

なお、この申請は公欠ではありません。成績評価に

あたっての配慮を行うかについては各授業担当教員

の判断となります。 
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９ 学生相談 

修学・生活・健康等の学生生活に係る不安や悩み、

また授業料の納入など経済的な問題に対して、全学的

な相談体制をとっています。学生相談担当教員、保健・

学生相談センター（保健管理室、学生相談室）、キャリ

アセンターなどで様々な悩みごとの相談に対応します。 

 

◆学生相談担当教員 

修学や学生生活について相談したいことがあるとき

は気軽に学生相談担当教員を訪ねてください。学生相

談担当教員は以下のとおり配置されています。 

＜学生相談担当教員配置一覧＞ 

経済学部（学科ごとに配置） 

１年次担当 ２年次担当 ３年次担当 ４年次担当 

複数名 

 

 

前期 
基礎ゼミ 
担当教員 
 

後期 
外書購読Ⅰ 
担当教員 

演習Ⅰ 

担当教員 
 

（演習Ⅰ非

履修者は学

生支援委員） 

演習Ⅱ 

担当教員 
 

（演習Ⅱ非

履修者は学

生支援委員） 

 
生物資源学部  
海洋生物資源学部 
１年次担当 ２年次担当 ３年次担当 ４年次担当 

２名 

担任 

副担任 

２名 

担任 

副担任 

２名 

担任 

副担任 

３名 

担任 

副担任 
および 

卒業研究
担当教員 

 
看護福祉学部看護学科 

１年次担当 ２年次担当 ３年次担当 ４年次担当 

３名 

担任1 

副担任2 

３名 

担任1 

副担任2 

３名 

担任1 

副担任2 

３名 

担任1 

副担任2 

 

学生相談担当教員配置一覧は、大学ホームページ 

トップ『在学生の方へ』→『学生生活の相談窓口』で 

お知らせしています。 

 

◆キャンパスソーシャルワーカー（学生相談室）  

学生生活において、授業に出席できない、やる気が

出ない、人とうまくいかないなどの悩みごとに対して、学

生相談室のキャンパスソーシャルワーカーが相談に応

じます。 

また、さまざまな障害を持っている学生の授業配慮

や修学環境整備に向けた調整も行います。 

困りごとや悩みは、ため込まず、遠慮なく相談してく

ださい。秘密は守られますので安心して相談してくださ

い。 

＜永平寺キャンパス 学生相談室＞ 

 相 談 日：毎日（9：00～17：00） 

 面談場所：学生会館２階 相談室 

 電   話：0776-68-8299 

 mail：csw-eiheiji@fpu.ac.jp 

 

＜小浜、かつみキャンパス 学生相談室＞ 

 相 談 日：週2 日（14：00～18：00） 

      ＊相談日は毎月掲示します。  

面談場所：小浜キャンパス海洋生物資源学部棟２階 205 号室 

mail：csw-obama@fpu.ac.jp 

 

＜あわらキャンパス 学生相談室＞ 

 相 談 日：週2 日（火・金）（10：30～14：30） 

面談場所：A 棟 相談室 

mail：j-uemura@fpu.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

看護福祉学部社会福祉学科 
１年次担当 ２年次担当 ３年次担当 ４年次担当 

３名 

担任1 

副担任2 

基礎演習

担当教員 

社会福祉

演習担当

教員 

卒業研究

担当教員 

mailto:csw-obama@fpu.ac.jp
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１０ 障害学生支援 

障害のある学生が大学生活を営む上で、修学上の困難やつまずき等が生じた場合、あるいは入学・進級にあたっ

てその不安がある場合は、「学生相談室」に連絡下さい。キャンパスソーシャルワーカーが相談に応じます。障害の

ある学生が、他の学生と同等な修学環境で教育が受けられるように、教職員や学内の関係部署、学外の関係機関等

と連携して支援を行います。 

また、授業の理解や単位取得に必要な支援や環境調整を行う合理的配慮を求める事が出来ます。キャンパスソー

シャルワーカーが学生の相談に乗りながら一緒に考えます。 大学では、配慮申請が提出されますと関係教職員と

協議し、妥当性を判断し、配慮内容を決定します。本学では学生の意思を尊重し、学生と大学が合意形成の上で、

支援機器の提供、学内移動支援、板書撮影の許可、口頭発表や試問にかえて文書での課題提出などの合理的配慮

を提供していきます。 
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11 健康管理 

充実した学生生活を送るためには、日ごろから自

己の健康管理に努めなければなりません。 

保健管理室では、学生の皆さんが心身ともに健康

で楽しく有意義な学生生活を送れるように主に下記

のような支援をしています。 

◆定期健康診断 

定期健康診断は、学校保健安全法により、受診が義

務付けられています。 

毎年、学年始めに、全学生を対象とした定期健康診

断を実施しますので、必ず受診してください。受診

のない場合は、奨学金の出願や実習・就職・進学に必

要な健康診断証明書が発行できませんので注意して

ください。 

◆健康相談 

 学校医（内科医や精神科医）による相談日を予約

制で設けています。必要な場合、医療機関への紹介

状を発行します。相談日以外は、随時保健職員が相

談に応じています。 
 

◆ 応急処置 
保健管理室には休養ベッドがあり、講義中や課外

活動中などに発病やけがをした場合、休養や簡単な

応急手当ができます。 

◆ カウンセリング 

学業、人間関係、進路、恋愛、こころの悩みなどに

対して、公認心理師が相談に応じます。 

公認心理師によるカウンセリングは予約制で、右表

のとおり実施しています。 

◆ 感染症 

麻しん（はしか）やインフルエンザなど、他の学生

に感染の恐れのある病気の疑いまたは診断をされた

場合、出席停止の期間があります。 

必ず保健管理室へ連絡を入れるとともに、医師の

指示を守ってください。 

出席停止期間（＊）とは、病原体を多量に排泄するこ

とにより他人へ病気をうつしやすい期間のことで、

本人の健康回復と感染症の流行を防止するためのも

のです。 

例えば、インフルエンザの場合は、「発病後５日を

経過しかつ解熱後２日間」です。 

＊学校保健安全法第 19条に規定。 

7 日以上の欠席については、P2（欠席の説明）を

参照のこと。 

◆健康診断証明書 

定期健康診断証明書を必要とする場合の手続きは、

「３ 各種証明書」をご覧ください。なお、今年度の

健康診断を受けていない場合、証明書は発行できま

せん。 

◆健康保険証について 

病気やけがにより医療機関の診察を受ける際には、

各自の健康保険証が必要です。 

 

◆保健管理室の利用時間について 

＜永平寺キャンパス＞  

場 所：学生会館２階 

時 間：平日9：00～17：00 

電 話：0776-61-6000（内線1601、1602） 

利用内容 利用日時 

内科医 予約制 

精神科医 予約制 

カウンセリング 月～金曜日（13：30～17：00） 

 

＜小浜、かつみキャンパス＞ 

時 間：毎週火・木 10:30～14:30 

電 話：0770-52-6300 

利用内容 利用日時 

内科医 随時（予約制） 

精神科医 月１回随時（月毎に構内掲示） 

カウンセリング 月２回随時（月毎に構内掲示） 

＊変更は、随時掲示します。保健職員が不在の場合は、

企画サービス室（学部棟１階）に申し出てください。 

 

＜あわらキャンパス＞  

時 間：毎週月・火 10:30～14:30 

電 話：0776-77-1443（内線405） 

利用内容 利用日時 

カウンセリング 月２回随時（月毎に構内掲示） 
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12 福利厚生 

◆学生保険 

本学では、入学から卒業まで安心して学生生活を送

ることができるよう、「学生教育研究災害傷害保険」及び

「学研災付帯賠償責任保険」を導入しています。 

この制度は、大学の教育・研究活動に沿った補償制

度であり、全学生が加入することになっています。 

また、任意で上記の保険だけではカバーできない部

分を補償する「学研災付帯学生生活総合保険」や「こど

も総合保険」も取り扱っています。 

保険料の内訳・加入コース等の詳細については、各

種パンフレットをご覧ください。 

なお、加入証書は配布されません。 

＜事故が発生した場合＞ 

 事故が発生した場合は、発生後３０日以内に学生カ

ウンターへ報告し、保険請求に必要な書類を受け取っ

てください。報告を怠ると保険金を請求することができ

なくなります。 

 

◆個人ロッカー 

本学では学生が利用できる個人ロッカーを用意し

ています。 

＜ロッカー設置場所＞ 

・永平寺キャンパス 

経済学部棟、看護福祉学部棟：１、２階 

生物資源学部棟：２階 

・小浜キャンパス 

海洋生物資源学部棟：３階 

・あわらキャンパス 

教育棟：１階 

 

利用を希望する場合は、学生カウンターへ申し出

てください。保証金（2,000円）が必要です。使用し

なくなった場合には、ロッカーの鍵と引き換えに保

証金を返還します。卒業時には、必ず鍵を返却してく

ださい。 

＜注意事項＞ 

 各自責任を持って管理し、返却する時には、ロッ

カー内を清掃してください。 

 

◆後援会による福利厚生 

福井県立大学後援会では、学生の福利厚生を増進

するさまざまな支援を行っています。 

＜レクリェーション用品貸出＞ 

以下の用品を貸し出しています。利用を希望する

場合は、学生カウンターへ申し込んでください。 

貸出用品…スポーツ用品、プロジェクター、 

マイク、文具 等 

＜施設利用補助＞ 

文化施設などの利用料金を補助する利用券を配布

しています。配布は年度の初めに学生カウンター等

で行っています。 

（施設利用補助対象施設・・・県の文化施設 等） 

＜学生活動助成＞ 

クラブ・サークル活動、学生自治会活動等の課外活

動、大学祭、就職、卒業などの学生生活にかかる事業

についての助成およびキャリアアップ奨励金等の助成

を行っています。詳細は、学生カウンターまたはつぐみ

掲示板で確認してください。 
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13 課外活動 

◆ 学内団体活動手続 
学内で団体活動を行う場合は、各内容の申請書類等を学生カウンターに提出してください。 

内    容 書類の種類 注 意 事 項 

団体の設立 団体設立願 本学の専任の教員を顧問とすること 

規約等の変更 団体変更届  

団体の継続 団体継続届 大学が指定する日までに提出すること 

団体の解散 団体解散届  

学外団体への加入 学外団体加入願  

学外団体からの脱退 学外団体脱退届  

大学から団体あての通知・連絡事項はクラブ代表者会議およびメール等にて行います。 

◆ クラブハウス・器具備品庫 
上記の所定の手続きにより設立された団体は、部室としてクラブハウスを使用することができます。ただ

し、数に限りがあるため、使用できない場合や複数クラブでの相部屋使用となる場合があります。 

クラブハウスを使用しようとする団体の責任者は、「クラブハウス部室使用願」を学生カウンターへ提出

し、許可を受けなければなりません。なお、許可を受けた場合であっても、目的外の使用、管理者の指示に

従わない場合には、許可を取り消すことがあります。クラブハウスを使用できない団体は、クラブハウスと

同様の手続きにより器具備品庫を使用することができます。 

◆ 集会、学内掲示、印刷物の配布、寄附募集等 

学生または団体が、学内において、集会、掲示、印刷物の配布、寄附募集等を行う場合は、次の手続きを

取り許可を得なければなりません。 

内   容 書類の種類 注 意 事 項 

集会・催物等を行う場合 集会等願 ７日前までに学生カウンターへ提出すること 

ポスター、立看板等を掲示し

ようとする場合 

掲示しようと

するポスター

や立看板等 

掲示物を学生カウンターへ提出し、許可を受け、 
検印をもらうこと 
＜掲示上の注意＞ 

・教室、窓、扉、トイレ、天井などには掲示しない 
こと 

・壁、柱等の表面の材質等に注意し、はがれ、破損 
等の損傷を生じないもので貼付すること 

・掲示物には、掲示責任者および連絡先を明示する 
こと 

・掲示期間満了後は掲示物を撤去すること 

新聞、ビラ等の印刷物を配布
しようとする場合 

印刷物配布願 
（配布する印刷

物１部添付） 

７日前までに学生カウンターへ提出すること 
ただし、新聞等定期に配布する印刷物については、
２回目以降は当該印刷物１部を学生カウンターへ
提出すること（印刷物配布願は提出不要） 

寄附募集、物品販売、署名運動
その他これらに類する行為を
しようとする場合 

寄附募集等願 ７日前までに学生カウンターへ提出すること 
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14 キャリアセンター 

キャリアセンターでは、学生のキャリア形成を支援す

るためのキャリア教育科目の開講のほか、就職ガイダン

ス、就職相談など様々な就職支援を行っています。 

◆キャリア形成 

1 年次生・2 年次生に対して、キャリア教育科目が開

講されます。キャリア教育科目では、学生一人ひとりが

大学での学びを充実させ、将来にわたるキャリアデザ

インを考えるとともにコミュニケーション能力や行動力な

ど社会で求められる能力を育成します。 

◆就職支援体制 

３年次生からは就職活動が本格的にスタートします。

本学では教職員が一丸となって、学生の就職活動への

支援体制をとっています。キャリアセンターには民間企

業での職務経験のある就職アドバイザーが常駐し、学

生一人ひとりの相談等に応じるとともに求人情報の提供

等を行っています。 

◆就職情報提供・事務の窓口 

就職ガイダンス、企業説明会などの就職に関する情

報や連絡事項等は、永平寺キャンパスではキャリアセ

ンター、あわらキャンパスでは学生スペースの専用コー

ン―、小浜キャンパスではエントランスロビーの掲示板

で行う他、つぐみ掲示板のキャリアセンターページにも

掲載しています。 

また、本学に送付された求人票は、「つぐみナビ」に

より検索できます。（詳しくは、後述の＜つぐみナビ＞

を参照。） 

◆主な就職支援内容 

＜就職ガイダンス＞ 

本学の就職アドバイザーをはじめ、就職支援関係機

関の方を招いて、就職活動に関する説明会、模擬面接、

マナー講座などを実施しています。 

＜就職相談＞ 

永平寺キャンパスおよび小浜キャンパスにおいて就

職アドバイザーによる就職相談を実施しています。あわ

らキャンパスの学生には、永平寺キャンパスで実施す

るほか、出張面接も行います。 

予約が必要ですので、窓口またはメールで永平寺キ

ャンパスキャリアセンターまたは小浜キャンパスキャリア

センターに申し込んでください。（つぐみナビでも予約

できます。） 

＜企業情報提供＞ 

就職アドバイザーによる、具体的な企業の情報や採

用予定についての情報の提供を随時実施しています。 

＜学内業界研究セミナー＞ 

県内外の企業団体等の人事担当者を招き、企業団

体等の概要や採用予定などの情報を収集する説明会

を開催します。 

なお、上記説明会以外にも随時、個別企業説明会を

開催します。開催時期は事前に学内掲示およびつぐみ

掲示板によりお知らせします。 

＜公務員志望者の支援＞ 

公務員の職種や業務内容、試験概要についての説

明や、県市町・国家公務員採用担当者を招いての説明

会など各種公務員セミナーを実施しています。 

 また、学内にて民間の専門学校と連携した公務員

試験対策講座を実施しています。 

＜つぐみナビ＞ 

求人情報、企業説明会情報、就職ガイダンスの開催

案内や就職関連のお知らせは、つぐみナビを通じてお

知らせします。 

（福井県立大学のホームページ⇒キャリアセンター

のサイト⇒つぐみナビ） 

＜就職活動ハンドブック＞ 

本学の学生向けに、就職活動を進めるために押さえ

ておきたい基本的な事柄をまとめた「就職活動ハンドブ

ック」を作成し、３年次生を中心に配布しています。 

＜Ｗｅｂ面接室＞ 

オンラインで行われる面接や企業説明会、インター

ンシップに参加する際に、通信環境を完備した Web 面

接室を利用できます。使用されるには事前の予約が必

要です。 

＜閲覧・利用できる資料＞ 

・就職関連雑誌、情報誌 

・就職関連図書…貸出しも行っています。 
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１5 施設設備 

◆施設設備の使用にあたって 

大学の施設・設備は学生のみなさんが利用します。

大切に取扱い、また他の利用者に迷惑がかからないよ

う心がけましょう。 

 

＜バーベキュー等を行う場合＞ 

バーベキューなど行う場合、永平寺キャンパスでは

「バーベキュー使用願」を本部棟２階の財務課に提出し

てください。なお、バーベキューが可能な場所は「体育

館西側の芝生広場」および「生物資源学部棟北側の芝

生広場」のみです。 

小浜キャンパスでは、同申請書を企画サービス室へ

提出し、あわらキャンパスでは、事務室に提出してくだ

さい。 

必ず許可を受けるとともに、場所などの指示に従って

火災を起こすことの無いよう十分注意してください。 

＜設備を破損した場合＞ 

ガラスや設備を破損した場合、またはこれらの破損を

発見した場合は速やかに財務課（本部棟２階）、小浜キ

ャンパスは企画サービス室、あわらキャンパスは事務室

まで報告してください。 

＜喫煙場所＞ 

大学の建物内は全面禁煙となっています。 

喫煙は屋外の灰皿が設置してある場所で行うこととし、

歩きタバコ、吸殻のポイ捨ても禁止です。 

＜通路・廊下＞ 

各フロアには非常口が設けられています。災害時、

迅速に避難できる様に通路や廊下には絶対に物を置

かない様にしてください。 

 

◆駐車場 

自動車（４輪自動車）で通学し、駐車場を使用する

場合は、通学用自動車届を学生カウンター、小浜キ

ャンパスは企画サービス室、あわらキャンパスは事

務室に提出してください。構内道路上での駐車は交

通の妨げとなるので絶対しないでください。 

駐車場内の盗難・事故について、大学は責任を負い

ません。 

◆教室・学部棟 

時間割等に記載されている授業等で使用する教室

や教員の研究室の番号は以下のような意味を持って

います。 

L １ ０ ８ 

 
  

棟記号 階数 番号 

 

＜棟記号＞ 

・永平寺キャンパス 

Ａ     … 講堂・多目的ホール 

Ｌ     … 共通講義棟 

ＢＮ、ＢＷ … 生物資源学部棟 

Ｎ     … 看護福祉学部棟 

Ｅ     … 経済学部棟 

Ｉ     … 図書館棟 

・小浜キャンパス 

Ｍ     … 海洋生物資源学部棟 

・あわらキャンパス 

Ａ     … 管理・研究棟 

Ｋ     … 教育棟 

 

＜利用の手続き＞ 

クラブ・サークル等で教室を使用する場合、永平寺 

キャンパスは教育推進課で使用状況を確認後、財務課

に、小浜キャンパスは企画サービス室、あわらキャンパ

スは事務室に「施設使用許可願」を提出し、許可を得て

ください。使用する際は、他の教室利用者に迷惑がか

からないようにしてください。 

 

◆体育施設 

体育館・グラウンド等の体育施設の使用を希望する

場合は、「施設使用許可願」を財務課（本部棟２階）、小

浜キャンパスは企画サービス室に提出して、許可を得

てください。 

ただし、体育の授業時間内は使用できません。 
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◆図書館 

＜開館時間＞ 

開 

館 

開 講 期 休 業 期 

月
～
金 

9：00～17：00 
 
夜間延長 

永平寺  17:00～21:30 
小 浜  17:00～21:00 

9：00 

～17：00 

土 9：00～17：00 － 

閉 

館 

・日曜日、国民の祝日、休業期の土曜日 

・年末年始(12月29日～翌1月3日) 

・月末整理（1・7 月を除く月の平日最後の日）  

・その他図書館長が必要と認めた日 

＜利用上の注意＞ 

・静粛を保ち他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。 

・協議、集会その他の会合に類する行為をしないこと。 

・飲食、喫煙、携帯電話（通話）の使用をしないこと。 

ただし、ペットボトル等ふたの付いた飲み物は可。 

・デジタルカメラ等で館内、資料の撮影をしないこと。 

・その他係員の指示に従ってください。 

＜貸出＞ 

①貸出期間と貸出冊数 

区 分 貸出期間 貸出冊数 

学生 2週間以内 5冊以内 

研究科所属の学生 2か月以内 20冊以内 

上記以外 2週間以内 5冊以内 
 

②貸出手続 

借りたい図書と学生証をカウンターに持参し、貸出手

続きを受けてください。 

③返却手続 

貸出を受けた図書は、期限までにカウンターへ返却

してください。 

④督促および貸出停止 

 貸出期限を超過した場合、督促を行います。なお、返

却されるまで新規貸出は停止されます。 

⑤弁償 

学術資料を汚損、破損、亡失した場合修復または補

充に要する費用を負担していただきますので、取扱

いに注意してください。 

⑥貸出禁止の資料 

・禁帯出の表示がある図書 

・逐次刊行物 

・製本雑誌 

・新聞（縮刷版を含む） 

・視聴覚資料 

＜資料検索＞ 

永平寺キャンパス、小浜キャンパス、あわらキャンパ 

スの図書館（室）の蔵書を検索できます。 

＜電子ジャーナル・データベースの利用＞ 

 本学が契約する電子ジャーナル、データベースは、

下記端末で閲覧できます。 

①永平寺キャンパス・小浜キャンパス図書館閲覧室

の専用端末で利用できます。 

②情報演習室のＰＣなど学内ネットワークに接続され

た端末で、図書館ホームページから利用できます。 

＜書庫入庫＞ 

 書庫に入庫する場合は、図書館カウンターに申し出 

てください。 

＜レファレンス・サービス＞ 

 カウンターでは、次のサービスを行います。 

①文献所在調査 

②人名、地名、言葉、事柄等の事項調査 

③特定のテーマに関する調査、資料紹介 

＜文献複写＞ 

 本学の学術資料を教育・研究のため著作権にもとづ 

き、その範囲内で、複写することができます。図書館長 

の許可が必要ですので、図書館カウンターに申し出て 

ください。 

＜相互貸借＞ 

 本学に所蔵していない学術資料を全国の大学図書館、 

県内の公共図書館から借りることやコピーを取り寄せる 

ことができます（有料）。図書館カウンターまたはマイラ 

イブラリにて申し込んでください。 

＜他大学図書館の利用＞ 

 紹介状等が必要な場合は、発行しますので、時間に 

余裕をもって図書館カウンターへお越しください。 
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◆図書館棟ロビー 

ロビーは、休憩、談話、グループ学習、自習などに利

用できます。カフェ・スペースとして自動販売機を備え

ていますが、以下のルールを守ってください。 

 飲食できるもの 飲食できないもの 

食
べ
物 

軽 食 

サンドウィッチ、 

パン、おにぎり等 

においの強いもの 

汁もの 

カップ麺、カレー等 

飲
み
物 

ジュース、お茶 

牛乳等 
アルコール飲料 

角机・新聞台は飲食禁止です。丸机・ソファーで飲食し

てください。 

◆情報演習室 

情報演習室は、授業・演習等で使用している場合を

除き、下記のとおり利用できます。 

◎永平寺キャンパス 

＜利用できる演習室および利用時間＞ 

・各学部棟の情報演習室（※） 

・共通情報演習室、２０１教室 

＜共通情報演習室、２０１教室の利用時間＞ 

利用時間 原則 月～金曜日 9:00～20:00 

利用で き

ない日 

・土曜日、日曜日、国民の祝日に 

関する法律に規定する休日 

・年末年始(12月29日～翌1月3日) 

・夏季・冬季・春季休業日 

・その他管理者が定める日 

＊ただし、休業期間中は第１共通情報演習室

のみ、平日9：00～19：00の間利用が可能で

す。 

＜利用手続＞ 

情報演習室等を利用しようとする場合は、福井県立

大学情報システム利用要領に従って利用手続きを行っ

てください。 

＜禁止事項＞ 

福井県立大学情報システム利用要領に規定する遵

守事項に違反すること、および情報演習室等において

次の行為を行うことを禁じます。 

①コンピュータ、関連機器およびマニュアル等の無断

持ち出しや破損行為 

② マニュアルや出力紙、ゴミ等の放置 

③ 室内での携帯電話等の会話使用 

④ 室内での飲食や喫煙行為 

⑤ 室内への濡れた傘の持込み（水漏れがないように

ナイロン袋等に入れた傘は可） 

⑥ 土足での入室や、靴箱外への靴やスリッパの放置 

 

＜利用上の注意＞ 

①印刷用紙の使用量が上限値（出力場所に関わらず

ユーザＩＤ毎に年間300枚）を超えてはいけません。

ただし、教育研究上正当な理由があれば、印刷用紙

の上限値を変更することができますので、情報セ

ンター（図書館棟２階）に現金を納めて下さい。単

価は20枚追加で10円です。 

②その他、担当職員の指示に従ってください。 

※各学部棟にある情報演習室については、学部に 

 よって取扱いや利用時間等が異なるので、各自掲

示等により確認してください。 

◎小浜キャンパス 

＜利用できる演習室および利用時間＞            

・情報処理演習室 

利用時間 月～金曜日 8：00～24：00 

※休業期間中も同じ 

利用で き

ない日 

・土曜日、日曜日、国民の祝日に関する

法律に規定する休日 

・年末年始(12月29日～翌1月3日) 

・その他施設管理上支障のある日 
 
＊ただし、土曜日、日曜日、祝日については、

事前に許可を受けて8:00～17:00の間利用が

可能です。 
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◆学生会館（永平寺キャンパス） 

＜談話室、ホール＞ 

１階に談話室、ホールを設けていますので、休憩や

談話などに利用してください。ホール等を使用する場

合は、財務課（本部棟２階）に「施設使用許可願」を提出

し、許可を得てください。 

＜売店・書店＞ 

 １階に売店、書店があります。営業時間は以下のとお

りです。 

営業時間 月～金曜日  9:00～17:00 

休業日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関す

る法律に規定する休日 

年末年始(12月29日～翌1月3日) 

 

※大学が休業期間中の営業日および営業

時間等はその都度掲示します。 

◆ 県大レストラン 

永平寺、小浜キャンパスに県大レストランがあります。 
 

＜永平寺キャンパス＞（学生会館１階） 

営業時間 月～金曜日 11：30～15：00 

休業日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関す

る法律に規定する休日および 

年末年始(12月29日～翌1月3日) 
 

※上記以外の休業等については、そ

の都度お知らせします。 

 

＜小浜キャンパス＞（交流センター２階） 

営業時間 不定休 11：00～15：00 

休業日 年末年始(12月29日～翌1月3日) 
 

※上記以外の休業等については、そ

の都度お知らせします。 

県大レストランの隣には、一般の方向けのレストラン 

「キッチンBOO（キッチンブー）」が併設されています。 

 

◆講堂・多目的ホール 

「地域社会と連携した開かれた大学」を推進する施設

として、永平寺・小浜両キャンパスに講堂や多目的ホー

ルなどが設置されています。入学式、卒業式などは永

平寺キャンパスの講堂で行います。また、公開講座や

講演会等の開催をはじめ、地域住民の学習活動支援

のために一般にも貸し出ししています。 

 

学生のみなさんが施設の使用を希望する場合は、事

前に永平寺キャンパスは財務課（本部棟２階）に、小浜

キャンパスは企画サービス室に施設使用許可願を提出

し、許可を得てください。 
 

＜永平寺キャンパス＞ 

施 設 名 収容人数 

講堂 

多目的ホール 

700人 

170人 

＜小浜キャンパス＞ 

施 設 名 収容人数 

多目的ホール 

１０２セミナー室 

１０３セミナー室 

１０４講義室 

和室 

170人 

30人 

30人 

35人 

20人 
 

◆ 永平寺町・新町ハウス 

永平寺町・新町ハウスは、永平寺町松岡吉野堺地区

の住民から永平寺町に寄附された住宅を、同町から無

償で借り受け、本学の施設として活用しているものです。 

吉野堺地区には、地域の祭りや行事など、古くから

の地域文化・生活コミュニティが残っています。また、新

町ハウスは、福井ならではの生活様式を反映した民家

をそのまま活用しており、地域の生活文化を一層身近

に感じることができます。 

学生のみなさんも、大学関連イベント・会議等の開催

や、ゼミ活動、部活動・サークル活動、地域住民との交

流イベント（祭事等）、その他様々な活動の場として活

用できます。 

使用を希望する場合は、原則２週間前（人数が多い

〔２０名以上〕行事の場合は１か月前）までに、使用申請

書を財務課（本部棟２階）に提出し、許可を得てください。 

なお、当施設の性格上、近隣の迷惑にならないよう

最大限の配慮が必要となる他、いくつか注意事項が

ありますので、それらをよく理解して利用してくだ

さい。 

利用時間 9：00～20：00（宿泊時以外） 

利用でき 

ない日 

・年末年始（12月29日～翌1月3日） 

・その他管理者が定める日 
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◆World Café（永平寺キャンパス） 

「World Café(ワールドカフェ)」は、学生が気軽に英語

を話したり、留学生と交流したりする部屋です。外国語

や異文化を｢楽しみながら学ぶ｣空間を目指しています。 

外国人インストラクターとの英会話を自由に楽しむこ

とができるほか、TOEIC試験対策や多言語学習、留学

情報の収集をすることもできます。テレビで海外の映画

を見たり、新聞や雑誌を読んだり、ゲームやクイズを楽

しんだりして、友人や留学生、インストラクター、学生ス

タッフとリラックスして語り合うことができます。 

日本語での会話も、途中参加・途中退出も自由で、

英語だと身構えることなく気軽に参加しています。 

（運営の携わる学生スタッフを年２回募集しています。） 

 

◆Ocean’s X（小浜キャンパス） 

小浜キャンパスでは、外国語会話と多文化交流を目

的とした交流スペース「Ocean’s X（オーシャンズエッ

クス）」を開設しています。 

海の見える小浜キャンパスで世界と交流するスポット。

TOEIC試験対策やレポートの添削はもちろん、インスト

ラクターを囲んでの英語でのディスカッションやゲーム

などを楽しんでいます。 

日本語での会話も、途中参加・途中退出も自由で、

英語だと身構えることなく気軽に参加しています。 

 

開室時間 11：00～17：00 

（大学休業日を除く月曜から金曜） 

図書 

・資料 

TOEIC問題集、リスニングCD付き洋

書、各国英語旅行ガイドブック、ボー

ドゲーム、海外留学情報誌、日本語

学習者向け雑誌など常備 

開室時間 9：00～20：00 

（大学休業日を除く月曜から金曜） 

・インストラクター在室日時 

 火・水・金曜 

16：30～18：30   

図書 

・資料 

映画による英語学習ソフト、TOEIC問

題集、海外情報雑誌など常備 
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16 学生生活全般 

◆落し物・忘れ物 

学内において、落し物や忘れ物をしたとき、見つけ

たときは直ちに学生カウンターに届け出てください。 

 なお、届けられた落し物・忘れ物は学生カウンター

（永平寺キャンパス、小浜キャンパス、あわらキャンパス）

のロッカーに保管していますので、早めに確認に来る

ようにしてください。一定期間保管後、警察署に引き渡

します。 

 自分の持ち物には学籍番号や名前を記入するように

してください。 

◆盗難・不審者 

学内には学生の他、不特定多数の人が自由に出入

りできます。盗難の発生に備え、以下のことに注意して

ください。 

① 持ち物から目を離さない。 

② 荷物を置いたまま席を離れない。 

③ 貴重品は常に身に付けておく。 

 

“学内だから安心”は禁物です。 

自己管理を徹底して盗難防止に努めてください。 

 

なお、キャッシュカードやクレジットカードを紛失した

場合は、悪用されないようにすぐに金融機関やカード

会社に連絡してください。 

また、学内で不審者や不審物を見かけた場合、永平

寺キャンパスは財務課（本部棟２階）、小浜キャンパス

は企画サービス室、あわらキャンパスは事務室へ直ち

に通報してください。 

大学では防犯ブザーを無償で貸し出しています。利

用を希望する場合は学生カウンターへ申し出てくださ

い。また、卒業時には、必ず返却してください。 

◆アルバイト 

アルバイトは、生活設計をきちんと立て、学業や学生

生活に支障のない範囲で、また健康や安全を十分に

考えて、無理なく就労できる職種を選ぶようにしてくだ

さい。 

＜求人情報の掲示＞ 

アルバイト求人情報は、学生掲示板または大学ホー

ムページの「つぐみ掲示板」に掲示しますが、危険な職

種、深夜におよぶ職種など、教育上不適当と思われる 

 

ものは掲示しません。 

 また、掲示された労働条件等が事実と違った場合など

は、速やかに学生カウンターまで連絡してください。 

＜申込手続き＞ 

 アルバイトの申し込みは、直接、求人先と連絡を取っ

て行ってください。 

＜注意事項＞ 

 アルバイトを探す場合は、高賃金や興味本位に惑わ

され、内容の確認を怠りトラブルが生じることのないよう

に十分注意してください。 

 就労にあたっては、まじめで責任ある態度で臨み、無

断でやめること、欠勤や遅刻をすることのないよう注意

してください。 

◆アパート・マンション等での生活 

入居にあたっては規則を守り、他の入居者に迷惑を

かけることのないよう十分に注意してください。 

 また、深夜に及ぶ交友、路上駐車、ゴミの出し方など

で他の入居者や地域住民に迷惑をかけることのないよ

う注意し、地域住民との交流を図るなど、有意義な学生

生活を送るよう努めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆海洋生物資源学部１年次生の皆さんへ 

 

２年次生から海洋生物資源学科の皆さんは、小浜キ

ャンパスで、先端増養殖科学科の皆さんは、小浜キャ

ンパスとかつみキャンパスで講義を受けることになりま

す。 

小浜キャンパス、かつみキャンパス周辺のアパート・

マンション等の情報の案内は１０月上旬に時間を設け

て行います。 

それ以前にアパート・マンション等の情報を入手した

い学生は、各自で調べるようにしてください。大学が所

有する学生寮はありません。 

なお、小浜キャンパス、かつみキャンパス近郊へ通

学のために引越しをされる場合、費用の一部助成を行

っています。詳細は、小浜キャンパス企画サービス室

までお問合せください。 
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◆不審電話等 

振り込め詐欺や大学等の名称を語って、住所、生年

月日、携帯電話番号などを尋ねる不審な電話が自宅や

帰省先にかかってきたときは、すぐに返答することのな

いよう十分注意し、家族にもその旨伝えてください。 

不審な電話があった場合は、相手の電話番号、職名、

氏名、会社名などを確認するとともに、速やかに学生カ

ウンターへ連絡してください。 

なお、大学からの電話は主に以下の番号で発信され

ます。 

＜永平寺キャンパス＞ 

0776-61-6000、0776-50-6111、0776-68-8288 

＜小浜キャンパス＞ 

0770-52-6300 

＜あわらキャンパス＞ 

0776-77-1443 

◆一般者の学内での広報活動等 

一般者の大学構内でのチラシ等の配布、募金活動

等は、大学（財務課、小浜キャンパス企画サービス室ま

たはあわらキャンパス事務室）の許可を受けた者だけ

が活動できることとなっています。 

学内で、許可なく勧誘行為、販売行為をすることは禁

止されていますので、許可証を確認するなど、勧誘等

には十分注意してください。 

◆大学広報に関するお願い 

大学では、魅力ある大学として受験生や地域社会に

積極的にアピールしていく必要があることから、日頃か

ら大学の取組みや研究成果などについて積極的な情

報発信に心がけています。学生の方のさまざまな活動

についてもさらに情報発信を進めていきますので、以

下の活動などについてぜひ、総務広報課（本部棟２階）

までお知らせください。内容により、大学ホームページ

や広報誌・SNSの掲載、報道機関や各種メディアへの

お知らせとして広報します。対象となる事項の例（事前・

事後いずれでも可能です。） 

 

・クラブ・サークルの発表会、試合、受賞、地域活動 

・ゼミでの研究活動、地域活動、企業見学会 

・グループや個人での活動（地域交流、国際交流、 

起業、ボランティアなど）等 

◆インターネット利用（SNS など） 

に関する注意事項 

インターネット上での心ない書き込みが、大きなトラ

ブルに発展することがあります。 

利用にあたっては、他者に迷惑や被害が及ぶことが

ないよう、下記に十分留意しマナーを守ってください。 

・他者の個人情報については、許可なく掲載および書

き込みしないこと。 

・他者を誹謗・中傷する書き込みをしないこと。 

・アルバイトなどの職務上で知り得た情報を掲載および

書き込みをしないこと。 

・モラルに反する書き込みをしないこと。 

 

◆災害ボランティア活動登録について 

福井県立大学災害ボランティア活動支援指針に基づ

き、災害時にボランティア活動をしていただける方を募

集し事前に登録しています。 

学生カウンターにある災害ボランティア登録申込用

紙に必要事項を記入し提出してください。随時受け付

けています。 

災害が発生し、国や公共団体などから災害ボランテ

ィアの要請があった場合は、速やかに登録されたメー

ルアドレスに連絡します。 

登録をしても、災害ボランティア活動に参加するかど

うかは自由です。参加を強制されたり、参加しないこと

で不利益を受けたりすることはありません。 

登録の期間は、登録の日から卒業（修了）の日までで

す。登録は、いつでも取り消すことができます。取り消し

たい場合は学生カウンターに申し出てください。 

◆その他のボランティア募集情報について  

＜募集情報の掲示＞ 
ボランティア募集情報は、学生掲示板等に掲示しま

す。ただし、教育上不適当と思われるものは掲示しませ

ん。 

＜申込手続き＞ 

ボランティア活動の申し込みは、直接、募集先と連絡

を取って行ってください。 

＜注意事項＞ 

掲示された募集条件等が事実と違った場合などは、

速やかに学生カウンターまで連絡してください。 
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17 交通安全 

◆運転するにあたって・・・ 

 キャンパス内駐車場を利用する学生は、任意保険の

加入および財務課（本部棟２階）に「通学用自動車の届

出」をしてください。 

 交通事故は加害者・被害者を問わず、また、本人や

家族にとっても精神的・経済的に多くの負担となります。 

そのため、自動車やバイク等を運転する者は自動車

損害賠償責任保険（自賠責）はもちろんのこと、任意保

険に加入することが最低限の責務です。 

また、安易に自動車やバイク等を友人に貸すことは

やめてください。任意保険の対象外になっている場合

があります。 

自動車やバイクを運転する時には、飲酒運転をしな

いことはもちろん、交通法規の遵守に努め、交通違反・

交通事故を起こさないように注意し、周りの人や車に迷

惑をかけない思いやりのある確実で安全な運転を心が

けてください。 

 

◆ 交通事故が起きたとき・・・ 

交通事故が起きた時は、落ち着いて以下のとおり対

処しましょう。 

 

① まず、人命第一！すぐに119番。負傷者等を放置し

たまま逃げてはいけません。逃げた場合は重大な

刑罰が待っています。 

② 事故の続発を防ぐため、負傷者を安全な場所に移

動させてください。他の交通の妨げにならないよう

車を移動してください。 

③ ケガ人がいる場合は、医師、救急車などが到着す

るまでの間、可能な応急処置を施しましょう。 

④ 110番通報！事故の状況・時間を記録しましょう。 

⑤ 簡単に示談に応じず、必ず警察に事故検分を依

頼しましょう。後で相手方から法外な要求をされる

ことがあります。 

⑥ 保険会社にも連絡しましょう。 

⑦ 症状がなくても、必ず医師の診察を受けておきまし

ょう。 

交通事故の場合、保健管理室では応急処置や紹介

状発行の対応はできません。 

医療機関を受診する場合には、健康保険証ではなく

保険（自賠責）での対応になります。 

必ず警察に連絡し、指示に従ってください。 

◆大学への届出 

交通事故（人身・物損事故）を起こしたとき、また、事

故に遭ったときは、必ず大学（就職・生活支援課）へ連

絡するとともに、「事故報告書」を提出してください。 

重大な事故の場合は、懲戒処分（訓告、停学、退学）

の対象になることもあります。安全運転を心がけてくだ

さい。 
 

＜交通事故についての相談機関＞ 

福井県交通事故相談所（相談無料） 

 交通事故が発生した場合、相手方との交渉や示談

等の各種手続などで戸惑うことが数多くあります。 

 そんな時は、お気軽に交通事故相談所をご利用く

ださい。加害者、被害者問わず専門の相談員が中立

公平にアドバイスいたします。（福井県安全環境部

県民安全課） 

①電話相談 

電話番号 0776-20-0518（面接相談もこちら） 

月・火・木・金 9：00～16：00 

（水・土・日曜日、年末年始は除く） 

②面接相談 ※予約時のみ（上記電話番号まで） 

福 

井 

月・火・木・金 

（予約時のみ） 

9：00～16：00 

〒910-0003 

福井市松本3丁目 

16-10 

福井県職員会館4階 

 

敦 

賀 

火曜日 

（予約時のみ） 

10:00～15:30 

〒914-0811 

敦賀市中央町1丁目 

7-42 

敦賀合同庁舎1階 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefJMbW4CWtmWDvw8SyGTKMekbKfV3VpS0fNVtxtvNzIYu_Sg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefJMbW4CWtmWDvw8SyGTKMekbKfV3VpS0fNVtxtvNzIYu_Sg/viewform
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18 悪質商法 

悪質商法は、巧妙な手口で若者を狙っていますので

注意してください。  

◆ 悪質商法の例 

①アポイントメント商法 

誘い文句の電話やハガキによって、喫茶店や事務

所に呼び出し、商品を売りつけます。 

②キャッチセールス 

街角で、アンケート調査などと話のきっかけをつくり、

喫茶店や事務所などに連れて行って契約を結ばせ

ます。 

③マルチ商法 

商品を買って会員になり、友人に売ったり紹介したり

すればお金がもらえると、甘い誘いで勧誘されます。 

④デート商法 

携帯電話の出会い系サイトなどで知り合った異性か

らデートに誘われ、高額な商品の契約を結ばせま

す。 

⑤資格商法を中心とした電話勧誘販売 

電話をかけてきて、資格取得のための高額な講座

の受講や教材の購入を持ちかけてきます。 

⑥ワンクリック請求 

リンクをたどって複数のサイトに移動するうちに、「有

料サイトへの登録完了」を理由に代金の支払いを請

求されます。 

 

◆ 被害に遭わないために・・・ 

①うまい話はめったにありません。“おいしい”と思っ 

たら、十分警戒し、必要がない時は「いらない」と 

きっぱり断りましょう。 

②契約する時は、すぐに署名や押印はせず、説明 

内容と契約内容を十分確認し、納得できない時は、 

きっぱり断りましょう。 

③身に覚えのない請求は無視することが一番です。

下手に動くと個人情報を知らせることになります。 

④即決せず、家族や友人に相談することも考えま 

しょう。 

◆クーリング・オフ制度 

訪問販売や電話勧誘などで契約した場合、一定期

間消費者が契約を一方的に解除できる制度です。ただ

し、ネット通販や店舗で契約した場合は適用されない

ので注意しましょう。 

 

＜クーリング・オフ期間＞ 

・訪問販売（ｱﾎﾟｲﾝﾄﾒﾝﾄ商法/ｷｬｯﾁｾｰﾙｽ） 8日間 

・電話勧誘販売（資格商法など）     8日間 

・特定継続的役務提供（エステなど）   8日間 

・連鎖販売取引（マルチ商法など）   20日間 

・業務提供誘引販売取引（内職商法）  20日間 

・訪問購入（押し買い）        8日間 

 

＜クーリング・オフするには・・・＞ 

販売会社あてに、はがきに書いて証拠が残るように

「特定記録郵便」などで送ります。 

また、はがきをコピーし、郵便局の受領証と一緒に保

管しておきましょう。 

＜クーリング・オフした場合＞ 

・支払ったお金は全額返金されます。 

・商品は着払で返品できます。 

＜クーリング・オフできない場合＞ 

・3,000円未満の契約で全額現金で支払った場合 

 

◆ 相談機関 

相談機関 電話番号 

福井県消費生活センター 0776-22-1102 

福井県嶺南消費生活ｾﾝﾀｰ 0770-52-7830 

福井県警察本部(悪質商法110番) 0776-24-4194 
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19 ハラスメント 

 本学では、「ハラスメントの防止等に関する規程」と

「ハラスメントの防止等に関する指針」を定めています。 

 

◆ハラスメント等とは 

＜セクシュアル・ハラスメント＞ 

性的な言動で、他の人に不当な不利益や苦痛を与

えることです。 

＜アカデミック・ハラスメント＞ 

教育・研究上の地位を悪用して、他の人に不当な不

利益や苦痛を与えることです。 

＜その他の人権侵害行為＞ 

人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、

疾病または性的指向に対する差別など基本的人権を

侵害する行為のことを差します。 

 

◆ ハラスメント等に関する専門の相談員 
本学では、ハラスメント等の人権侵害行為に関して相

談に応じる専門の相談員（教員 4 名、カウンセラー等 6

名）を置いています。 

＜相談内容＞ 

デートＤＶやストーカー、アルコール・ハラスメント・

SNS に関係する悩みなども受け付けます。 

自分ではハラスメントかどうかはっきり判断できないと

きでも、遠慮せず早めに専門の相談員に連絡してくだ

さい。 

卒業後でも、本学に在学中の問題については相談

できます。 

＜専門の相談員の役割＞ 

相談の秘密を堅く守ります。 

必要な知識と情報を提供し、相談者の意向を尊重し

ながら、解決策をともに考えます。 

相談員のリストと連絡方法はリーフレット、学内ポスター、

大学のホームページ（『学生生活』→『在学生の方へ』

→『ハラスメント防止対策』）をご覧ください。 

＜相談の方法＞ 

・相談者の所属に関わらず、専門の相談員のなかから

自由に選ぶことができます。 

・電話、メール、面談のいずれの手段でも可能です。 

また、匿名でも相談できます。 

・信頼する人に付き添ってもらうこともできます。 

・大学に公式の対処を求めたいときも、まず専門の相談 

員にお申し出ください。

 

◆ 面談可能日と場所 

相談員別 相談日時 場所 

教員 随時 研究室他 

カウンセラー 学内ポスターの掲
示をごらんくださ
い。 

保健管理室 
（永平寺キャ
ンパス学生
会館２階） 

カウンセラー  
精神科医 

学内ポスターの掲
示をごらんくださ
い。 

和室 
（小浜キャン
パス交流セ
ンター） 

 

 ハラスメント問題の解決には専門的な知識やスキル

が必要です。専門の相談員以外の人に相談すると、そ

の人に悪意はなくても問題がこじれることがあります。 

ハラスメントかもしれないと思ったときは、真っ先に直

接、上記の専門の相談員に相談するようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

ハラスメント問題相談の申し込みは、 

fuksodan@fpu.ac.jp 

obamsodan@fpu.ac.jp  

を通じて直接おこなってください。 

mailto:fuksodan@fpu.ac.jp
mailto:obamsodan@fpu.ac.jp
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20 飲酒と喫煙 

◆お酒は２０歳になってから 

大学生活ではクラブ・サークル、ゼミ等で、飲み会を

行ったりすることがありますが、２０歳未満の飲酒は法律

で禁じられています。絶対に飲酒をしたり、飲酒を勧め

たりしてはいけません。 

 

◆学内での飲酒 

大学構内では、教員等の監督者がいない学生だけ

での飲酒行為は禁止しています。 

 

◆アルコール・ハラスメントとは 

アルコール・ハラスメントとは、アルコール飲料に絡

む人権侵害で、命を奪うこともありますので、以下のよう

な行為は絶対にしないでください。 

①飲酒の強要 

 上下関係、クラブ・サークルの伝統の罰ゲームなどで

飲まざるをえない状況にする。 

②イッキ飲ませ 

 イッキに飲ませたり早飲み競争をさせたりする。 

③意図的な酔いつぶし 

 酔いつぶすことを意図して飲み会を行った場合は、

傷害行為に当たる。 

④飲めない人への配慮を欠くこと 

体質や意向を無視して飲酒を勧める。飲み会に酒類

以外の飲み物を用意しない。 

⑤酔ったうえでの迷惑行為 

 酔って絡むこと、悪ふざけ、暴言、暴力、セクハラ、そ

の他のひんしゅく行為。 

 

※「イッキ飲み防止連絡協議会」ホームページから抜粋 

 

※アルコールハラスメント被害の相談は、 

「１9 ハラスメント」を参照してください。 

 

◆学内での喫煙 

大学の建物内は全面禁煙となっています。 

喫煙は屋外の灰皿が設置してある場所で行うこととし、

歩きタバコ、吸殻のポイ捨ても禁止です。 

◆たばこってそんなに問題なの？ 

たばこの害はニコチン、タール、一酸化炭素をはじ

めとして4000種類以上の化学物質を含み、そのうち人

体に有害なものは250種類以上、発がん物質も50種類

以上含みます。肺がんだけでなく全身のがん、脳卒中

や心筋梗塞など様々な病気を引き起こします。また、酸

素の運搬が妨げられ、脳の働きも低下します。ほんの

わずかな受動喫煙も有害です。 

 

◆ニコチン依存症 

 たばこのニコチンは、麻薬やアルコールと同様に依

存症を引き起こします。ニコチンによって脳細胞表面の

レセプターに異常が起きます。その結果ニコチンが切

れるとイライラする、集中できない等の依存症状が出現

し、たばこを吸う。という繰り返しが起こります。特に 22

歳までの喫煙はニコチン依存症を生じやすいので、絶

対に喫煙習慣を持たないことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆飲酒運転は運転者にも周囲の人にも厳しい

罰則が設けられています！！ 

 

＜処罰＞ 

★運転者に対する処罰 

・酒酔い運転 

5 年以下の懲役または 100 万円以下の罰金 

・酒気帯び運転 

3 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金 

＊車両提供者は運転者と同じ処罰に！！ 

 

◆飲酒運転など悪質で危険な行為により人を

死傷させた場合に厳罰を科す法律が制定され

ています！！ 

（自動車運転死傷行為処罰法） 

 

＜処罰＞ 

・致死 1 年以上の有期懲役（最高 20 年） 

・致傷 15 年以下の懲役 

 

飲酒運転に係る車両等提供・酒類提供・同乗も運

転免許の行政処分（取消・停止）に！！ 
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21 ストーカー対策 

◆ストーカー規制法 

 悪質なつきまとい、嫌がらせなどの行為を取り締まる

ため、平成12年に「ストーカー行為等の規制に関する

法律（ストーカー規制法）」が施行されました。 

 

◆ストーカーとは･･･ 

 ストーカー規制法において、規制の対象となるのは

「つきまとい等」と「ストーカー行為」の２つです。 

＜つきまとい等＞ 

 特定の者に対する恋愛感情等の好意感情またはそ

れが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足

する目的で、その特定の者またはその家族に対して行

う以下の８つの行為を「つきまとい等」と規定しています。 

①つきまとい・待ち伏せ・押しかけ 

②監視していると告げる行為 

③面会・交際の要求 

④乱暴な言動 

⑤無言電話、連続した電話・ファクシミリ 

⑥汚物等の送付 

⑦名誉を傷つける 

⑧性的羞恥心の侵害  

＜ストーカー行為＞ 

同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うこと

を「ストーカー行為」と規定しています。 

◆ 対 策 

①住所や電話番号等の個人情報は、しっかりと管理し

ましょう。 

②外出時は明るい道を歩き、防犯ブザー等を携帯しま

しょう。 

③電話による被害には、番号表示等電話会社のサービ

スを利用しましょう。 

④犯罪として立証する為には証拠が必要です。些細な

ことでも時刻や内容を記録しておきましょう。 

◆ ストーカー被害にあったら 

 ストーカー行為は次第にエスカレートし、凶悪犯罪に

発展する恐れがありますので、早期解決が必要です。

被害と思われる行為を受けたら、迷わずすぐに下記に

通報・相談してください。 

 

◆相談機関 

＜福井県警察本部＞ 被害の緊急通報：110番 
相談機関 電話番号 

警察安全相談 0776-26-9110 

性犯罪の被害相談 0776-29-2110 

0120-292-170（フリーダイヤル） 

または、近くの警察署へ。 

   

その他、「ハラスメント等に関する専門の相談員」に

相談するのも有効です。 

 相談員は、警察への通報・相談の際にも、あなたをサ

ポートしてくれます。 

 

※ストーカー被害の相談は 

「19 ハラスメント」も参照してください。 
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22 薬物乱用防止 

◆覚せい剤・大麻・危険ドラッグなどの薬物

乱用防止について 

 

薬物乱用に関する事件が多発しており、大きな社会

問題になっています。 

乱用される危険のある薬物には、覚せい剤・大麻・危

険ドラッグなどがあります。 

覚せい剤は、特に依存性が強く、脳神経系に作用し

て心身の働きを一時的に活性化させ、覚せい剤精神病

と呼ばれる中毒症状も起こします。 

大麻は、乱用すると幻覚や妄想などの症状が出たり、

興奮状態になったり、気分が落ち込んだりなど感覚が異

常になります。 

危険ドラッグは、お香・バスソルト・アロマオイル・ハー

ブなど、安全に見せかけた「偽装されたパッケージ」で

売られ、“元気がでる”“簡単に痩せられる”“無害” など

と表示されていますが、実際は覚せい剤や大麻に似た

成分が混ぜ込まれています。意識を失う、けいれんが

起こる、さらには死に至る毒性の高い成分が含まれてい 

ることもあります。 

 薬物には、使用を繰り返すうちに、また使用したくなる

という「依存症」を引き起こす性質と、それまでと同じ量

では効かなくなる「耐性」という性質があります。１回だけ

と甘い言葉につられて手にした薬物は、「依存性」と「耐

性」によって使用する回数や量が増え、自分の意志で

は止めることができなくなります。心身を害するだけでな

く、社会的地位や信用を失うことにもつながるのです。 

覚せい剤や大麻などの違法薬物の栽培、所持、使用、

譲渡、売買は重大な犯罪で、大学においても処分の対

象です。”脱法”であった危険ドラッグも、国は乱用根絶

に向けて法規制を強化しており、絶対に使用したり勧め

たりしてはいけません。   

 

＊福井県薬物乱用防止ホームページより一部抜粋 

 

■大学内相談窓口 

保健管理室（学生会館 2階） 

 代表：0776-61-6000（内線：1601） 

 直通：0776-68-8290 

 

■薬物問題に関する相談窓口 

福井県健康福祉部医薬食品・衛生課薬務Ｇ 

０７７６－２０－０３４７ 

福井県警察本部組織犯罪対策課 

０７７６－２１－４６１８ 

福井県総合福祉相談所(ホッとサポートふくい) 

０７７６－２６－４４００ 

 

■保健所薬物相談窓口 

福井県福井健康福祉センター地域支援室 

          ０７７６－３６－１１１７ 

福井県坂井健康福祉センター 

         ０７７６－７３－０６００ 

福井県奥越健康福祉センター 

０７７９－６６－２０７６ 

福井県丹南健康福祉センター 

         ０７７８－５１－００３４ 

福井県嶺南振興局二州健康福祉センター 

０７７０－２２－３７４７ 

福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター 

０７７０－５２－１３００ 
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23 防災 

◆ 危機管理マニュアル 

危機管理について基本的な方針を定め、学生等の

安全確保および財産の保護を図ることを目的とした福

井県立大学危機対応マニュアルが策定されています。 

 

＜福井県立大学危機対応マニュアル＞ 

http://portal-in.fpu.ac.jp/ 

02_teachers/025_manual/0255_kikitaiou/ 

crisis man.pdf 

にてご覧になれます。 

（学内専用ネットワークからのみ閲覧できます。） 

 

◆ 避難および通報 

各種災害に応じ、危機対策本部を設置し、教職員が

中心となって災害への対応を行います。学生の皆さん

は、教職員の誘導に従い、避難場所への移動をしてく

ださい。 

なお、最終的な避難集合場所は原則として永平寺キ

ャンパスでは「多目的広場」、小浜キャンパスでは「スポ

ーツ広場」、あわらキャンパスは「芝生広場」になってい

ます。各避難集合場所では、点呼等により安否確認を

行います。 

実際に火災などの現場を発見したときは、学生の皆

さんは近くの教職員、警備室または保安員室へ通報し

てください。 

 

◆ 通報先 

永平寺キャンパス 

警備室 内線 １０３３ 

財務課 内線 １０１２ 

福井警察署 

永平寺分庁舎 

0776－61－0110 

永平寺町消防本部 0776－63－0119 

 

小浜、かつみキャンパス 

保安員室 内線 １１３０ 

企画サービス室 内線 １１１１ 

小浜警察署 0770－56－0110 

若狭消防組合 

消防本部 

0770－53－0119 

 

あわらキャンパス 

事務室 内線 １１３０ 

あわら警察署 0776－73－0110 

嶺北消防組合 

嶺北あわら消防署 

0776－73－0119 

 

 


