
在校生

保護者 舞鶴工業高等専門学校

学生課教務係

【本科生】

　９：００～

　９：００～

　８：４０～９：３０

各クラスルーム【５年生】※裏面参照

　８：４０～

【専攻科生】

　９：００～

　９：４５～

　８：５０～

　９：００～１７：００

　９：００～１６：００

【注意事項】

※新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、当初配付していた予定や場所が大幅に変更となっています

のでご注意下さい。前回送付した資料で内容が変更となっている資料は下記のとおりです。

　　　２・３年生：【資料１】【資料２】【資料５】【資料６】【資料８】【資料１５】

　　　４・５年生：【資料１】【資料２】【資料５】【資料６】【資料７】【資料１４】

※1年～４年生、専攻科生の健康診断の実施については未定です。（日程が決まり次第、学生掲示版に

掲示しますので必ず確認するようにしてください。５年生は１３日（月）に身体計測のみ実施しますが

内科健診は後日の受診になります。）

※教科書・教材販売は４月１２日（日）、１３日（月）の２日間のみの販売です。必ず、購入するようにしてください。

【２年生】

※教科書（ドリルと演習シリーズ）について１冊追加があります。別紙の購入教科書一覧を確認し金額不足が

ないようにご注意ください。（一覧は２年生のみ、配付しています。）

裏面あり

４月１３日（月）

４月１３日（月）

４月１４日（火）

専攻科コースオリエンテーション （C303,C203,C201）

事　　　　　項 場　　　　　所

４月１１日（土）

４月１１日（土）

の皆様へ

４月１２日（日）

日　　　　　時

４月当初の連絡事項について

日　　　　　時 事　　　　　項

開　寮　日

場　　　　　所

新入生入寮

各クラスルーム

各クラスルーム【２～４年生】

開　寮　日

教科書・教材販売 第２体育館

授業開始

４月１４日（火） 授　業　開　始

４月１３日（月）

４月１２日（日）

クラス別オリエンテーション



【５年生】

※健康診断証明書の提出が求められている場合は担任の先生に相談してください。

　４月１３日（月）の予定について

　【機械工学科】

　１５：００～１６：３０

※学科によって、クラス別オリエンテーションの開始時間が違うので間違いのないようにしてください。

【専攻科】

　提出書類（連絡先等調【資料１１】）は、４月１７日（金）に変更します。

【電気情報工学科】

　１０：３０～１２：００

【電子制御工学科】

　１３：００～１３：５０

　１４：００～１５：３０

【建設システム工学科】

　　８：４０～９：３０

　　９：４５～１０：３０

　１４：００～１４：５０

身体計測

身体計測

身体計測

身体計測

クラス別オリエンテーション

クラス別オリエンテーション

クラス別オリエンテーション

クラス別オリエンテーション

　　９：３０～１０：２０



４月５日（日）　　入学式
１２：３０～１３：００ 受付１１：４５　着席１２：１５（第１体育館）
１３：０５～１３：２０ 学校説明会（第1体育館）

　　　新入生
１３：３０～ クラスガイダンス（1-1：大会議室，1-2：第1合併，1-3：第2合併，1-4：図書館3F）　
１４：３０～１５：００ クラス担任との懇談会（1-1：大会議室，1-2：第1合併，1-3：第2合併，1-4：図書館3F）　
１５：００～ 機械工学科のみ実習服の採寸（B320）

　　　保護者
１３：２０～１３：５０ 後援会総会（第1体育館）
１４：００～１４：２０ 後援会支部懇談会（低学年棟・地域共同テクノセンター）
１４：３０～１５：００ クラス担任との懇談会（1-1：大会議室，1-2：第1合併，1-3：第2合併，1-4：図書館3F）　
１５：００～ 希望者のみ個別相談（1-1：B404，1-2：B319，1-3：B311，1-4：マルチメディア）

１０：００～１２：００
１５：００～１７：００

４月１２日（日）　　入寮日
９：００～ 入寮手続き（１号館）

保護者と指導寮生懇談
１０：００～１５：００ 希望者のみ個別相談（1-1：B215，1-2：B217，1-3：B319，1-4：B320）
９：００～１７：００　　 教科書・教材販売（第２体育館）

４月１３日（月）　　オリエンテーション，教科書・教材販売，体操服・実習服採寸

４年生 ５年生 ５年生 １年生 ２年生
8:40 8:40 8:40 8:40 専攻科オリエン

テーション（大講義
室）

8:50

9:30 9:30 9:30

移動 9:30

9:45 9:45 9:45

10:20
10:30 10:30

10:30
10:45

12:00 12:00

13:00 13:00

13:50

14:00 14:00 14:00

14:50

15:00
15:30

16:30
17:00

４月１４日（火）　　授業開始　　　ＳＨＲ（８：４０）

４月２９日（水）　　通常授業

教科書・教材販売（第2体育館）
9:00～16:00

専門学科ガイダンス
（１年生・編入学生）

機械工学科：B404
電気情報工学科：B405
電子制御工学科：B409
建設システム工学科：B412

担任オリエン
テーション
（５Ｓ）

採寸
電子制御工学科

建設システム工学科

体操服：B315（第１合併）
実習服：B312（第２合併）
※女子はB212（CALL）

５Ｓ
身体計測
（大会議室）

担任オリエン
テーション
（５Ｅ）

新入生オリエンテーショ
ン

（１年生）
　（第1体育館）

５M
身体計測
（大会議室）

専攻科コースオリエ
ンテーション

(C303.C203.C201)

５E
身体計測
（大会議室）

採寸
機械工学科

電気情報工学科

体操服：B315（第１合併）
実習服：B312（第２合併）
※女子はB212（CALL）

担任オリエン
テーション
（５Ｃ）

５C
身体計測
（大会議室）

担任オリエンテーション
（各クラス）

担任オリエン
テーション
（各クラス）

担任オリエン
テーション
（各クラス）

担任オリエン
テーション
（各クラス）

担任オリエン
テーション
（５M）

専攻科コースオリエ
ンテーション

(C304.C203.C201)

令和２年度当初日程

教科書・教材販売（第2体育館）

専攻科生
１年生 ２年生 ３年生



令和２年度購入教科書一覧　２年生

※購入時に不足がないか必ず確認し、不足があれば販売期間中に申し出てください。期間以降の申し出には応じられない場合があります。 (単位：円/税込）

学科 授業科目 教科書（出版社略称） 値段
総合英語ⅡＡ・ⅡＢ Perspective English Communication Ⅱ NEW EDITION（第一） 667

総合演習 新エスト総合英語　トリプルチェック　確認問題集(エスト) 1,650

総合国語ⅠＡ・ⅠＢ 高等学校　改訂版現代文B（第一） 881

公共A・B 要説世界史　改訂版（山川） 692

LIBRARY　工学基礎＆高専TEXT　微分積分（数理工学社） 2,860

LIBRARY　工学基礎＆高専TEXT　微分積分問題集（数理工学社） 1,540

ドリルと演習シリーズ　微分積分 1,460

LIBRARY　工学基礎＆高専TEXT　線形代数（数理工学社） 1,760

LIBRARY　工学基礎＆高専TEXT　線形代数問題集（数理工学社） 990

物理ⅡＡ・B 物理基礎　学習ノート 645

生物基礎　新訂版（実教） 881

リードLightノート生物基礎（数研） 715

地学　改訂版（啓林館） 1,283

センサー　地学（啓林館） 990

スクエア最新図説地学（第一） 935

工学基礎演習 フォーカス ゴールド 4th Edition  数学Ⅰ＋A　（啓林館） 2,060

工業力学Ⅰ 工業力学  第３版　新装版　（森北）　 2,200

機械設計法Ⅰ 機械設計法　（森北） 2,750

交流回路Ⅰ・Ⅱ 電気回路の基礎　第３版　（森北） 2,200

情報数学 情報の基礎離散数学　（近代科学社） 2,750

Ｃ言語 新・明解C言語 入門編　（SBクリエイティブ） 2,530

アナログ電子回路　（日本理工出版会） 2,860

プログラム学習による基礎電子工学　電子回路編Ⅰ　（廣済堂） 1,870

プログラミングⅠ みんなのPython 第4版（SBクリエイティブ） 2,970

構造力学ⅠＡ・ⅠＢ 図説　わかる土木構造力学　（学芸出版） 3,080

（環境・都市システム系 教科書シリーズ 11） 改訂 測量学Ⅰ　（コロナ） 3,080

（環境・都市システム系 教科書シリーズ 12） 改訂 測量学Ⅱ　（コロナ） 2,860

建設製図Ⅱ やさしく学ぶ建築製図（エクスナレッジ） 2,860

24,959

25,429

25,649

29,829

※購入混雑回避のため、恐れ入りますが可能な限り釣り銭の出ないようご準備のほど、ご協力をお願いいたします。

※微分積分ⅠＡ・ⅠＢについて１冊追加となります。追加金額は、上記のとおりです。合計金額が変更となっていますので
　 注意してください。

一般科目

ライフ&アースサイエンスA

線形代数A・B

ライフ&アースサイエンスB

微分積分ⅠA・ⅠB

電子制御工学科　合計

建設システム工学科　合計

機械

電気情報工学科　合計

機械工学科　合計

電気

電子制御

測量学Ⅰ・Ⅱ建設システム

電子工学Ⅰ・Ⅱ



 



   令和２年３月 

 在 学 生  各 位 

 同 保護者  各 位 

                                                          学 生 主 事 

車 両 等 の 使 用 に つ い て 

 

１．自転車について 

  ①自転車を持ち込む場合、学生課学生支援係または寮務係に届出をし、登録ステッカーの交付を

受け、自転車に貼ること。 

  ②通学生は、第２駐車場横の自転車置場に、寮生は寮内の自転車置場に駐輪してください。 

  ③鍵は必ず二重ロックにすること。 

  ④不用になった自転車は、放置したままにせずに各自が責任をもって処分すること。 

  ⑤自転車の利用についてのルールとマナーを守ること。 

２．二輪車について 

  次の条件を満たした場合、二輪車の持ち込みが認められる。 

① 運転免許証を所持していること。 

② 第３年次以上の学生及び第２年次の通学生であること。 

  ③４００㏄以下の二輪車を使用すること。 

  ③自動車任意対人保険５，０００万円以上に加入していること。 

  ④本校開催の交通安全講習会を受講すること。 

  ⑤所定の書類を学生課学生支援係に提出し、許可手続きをとること。 

 ⑥指定された場所に駐輪すること。 

  ⑦不用になった二輪車は、放置したままにせずに各自が責任をもって処分すること。     

（詳細については、別紙｢車両の使用に関する内規｣参照 ） 

 ３．四輪車について 

  次の条件を満たした場合、四輪車の持ち込みが認められる。 

  ①運転免許証を所持していること。 

 ②第４年次以上の学生であること。 

  ③自動車任意対人保険１億円以上に加入していること。 

  ④本校開催の交通安全講習会を受講すること。 

  ⑤所定の書類を学生課学生支援係に提出し、許可手続きをとること。 

 ⑥指定された場所に駐車すること。 

  ⑦不用になった四輪車については、放置したままにせずに各自が責任をもって処分すること。  

（詳細については、別紙｢車両の使用に関する内規｣参照）  

  ※  その他、何れの場合も本校の車両指導に従うこと。 

  ※  休学及び留年等で学年が在学年と異なる場合は、入学からの年数が車両許可基準となる。  

※ 未登録などの駐車違反をした車両には、ロックを施すことがある。 

※ 車両に関する指導に従わない場合は、車両許可停止や取消のほか、主事注意や懲戒処分など

を課す。

 

裏面あり 

 



自 転 車 使 用 の 手 続 

学生支援係または寮務係に自転車使用届を提出し、 

ステッカーを受け取り貼付する 

 

四 輪 車・二 輪 車 使 用 の 手 続 

車両を使用するには、運転免許証を所持していること 

二輪車（400㏄以下） ： 

  通学生 →  ２年次以上 

  寮 生  →  ３年次以上 

四輪車 ： ４年次以上 

↓ 

4 月当初から使用を希望する場合 

＜通学生＞学生支援係で下記仮登録を行う 

4 月 14 日 16:10～ 場所：大会議室 

＜寮生＞寮務係に学寮の車両使用届を提出する 

↓ 

交通安全講習会を受講する 

日時未定  2,3年生、4年生,専攻科生 

日時未定  5年生     場所：視聴覚教室 

↓ 

書  類  作  成 

１．車両使用許可願    ２．誓約書 

３．保証人(保護者)同意書 ４．運転免許証（写） 

５．任意保険(写) 任意対人保険：二輪車 5,000万円以上 

四輪車     1億円以上 

 

担 任 の 承 認（専攻科生はコース長） 

↓ 

＜寮生＞寮務係にて「１．車両使用許可願」に確認印をもらう 

↓ 

学生課学生支援係へ書類提出 

｜ 

審 査（約10日） 

↓ 

許 可 証 交 付 

二輪車使用の場合のヘルメットについて 

運転者の安全確保のため、フルフェイスタイプのヘルメットを着用することが望ましい。 



令和２年３月 

寮生及び保護者 各位 

舞鶴工業高等専門学校   

寮務主事 仲川  力 

 

新年度の帰寮について（日程変更版） 

 

新年度の帰寮について、下記のとおりに変更しますのでお知らせします。 

 

記 

 

１．学寮は４月１１日（土）９時００分に開寮します。開寮後、次の日時までに帰寮および寮生活の説明を受け

てください。 

 

学年 帰寮時間 説明時間 説明場所 

2年生 14:00 14:30 – 15:00  

第一体育館 3年生 15:00 15:30 – 16:00 

4年生以上 16:00 16:30 – 17:00 

 

※新１年生・編入生・他高専からの専攻科新入生は４月１２日（日）９時より入寮受付を行います。 

※通学生から寮生に変わる学生については４月１２日（日）１５時以降に入寮受付を行います。 

 

２．病気等で上記日時までに帰寮できない場合は、寮務係まで連絡してください。 

 

３．食事は４月１１日（土）の夕食から、また、入浴もできます。４月４日朝食から４月１１日昼食までは全寮

生欠食扱いとします。４月１１日（土）の夕食の欠食希望者は、４月８日（水）１７時までにシステムに登

録してください。 

 

４．帰寮時に、発送済みの入寮誓約書を４月１５日（水）１７時（厳守）までに寮務係に提出してください。 

 

 

 

 

※その他不明なことは、寮務係へお問い合わせください。 

電話  ０７７３（６２）８８８５ 

 

※学寮に関する緊急のお知らせがあった場合、 

http://chicam.maizuru-ct.ac.jp/dorm/（右下ＱＲコード）で随時公開します

ので確認するようにしてください。 

 

行事予定 

４月５日（日）入学式    ４月１１日（土）開寮      ４月１２日（日）新入生入寮日              

４月１４日（火）授業開始 




