新入学生
の皆様へ
保護者
舞鶴工業高等専門学校
学生課教務係

４月当初の連絡事項について
日
４月５日（日）

時

事

項

１２：３０～１３：００

入 学 式

１３：０５～１３：２０

学 校 説 明 会

場

所

第１体育館（１２：１５までに着席）
第１体育館

１３：３０～１４：３０ クラスガイダンス（学生対象） 1-1:大会議室,1-2:第１合併,1-3:第２合併,1-4:図書館３階
１３：２０～１３：５０ 後援会総会（保護者対象） 第１体育館
１４：００～１４：２０ 後援会支部懇談会（保護者対象） 低学年棟・地域共同テクノセンター
１４：３０～１５：００

４月１２日（日）

クラス担任との懇談会（学生・保護者） 1-1:大会議室,1-2:第１合併,1-3:第２合併,1-4:図書館３階

１５：００～

個 別 相 談
（希望者）

１５：００～

採寸（実習服）（機械工学科のみ）

９：００～

1-1:B404,1-2:B311,1-3:B319,1-4:マルチメディア

Ｂ３２０（少人数教室）

入寮受付（カギの交付など） 学寮１号館１階ロビー

１３：００～１５：００ 指導寮生と保護者の面談 学寮食堂,図書館１階・３階
１０：００～１５：００
４月１３日（月）

８：４０～９：３０

個 別 相 談
（希望者）

1-1:B215,1-2:B217,1-3:B319,1-4:B320

クラス別オリエンテーション 各クラスルーム

９：４５～１０：３０ 新入生オリエンテーション 第１体育館

４月１４日（火）
４月５日（日）

１０：４５～１２：００

採寸（実習服・体操服）

１３：００～１４：００

専門学科ガイダンス

１４：００～１７：００

採寸（実習服・体操服）

８：４０～

SHR＋授業開始

裏面参照
各クラスルーム
裏面参照
各クラスルーム

１０：００～１２：００
１５：００～１７：００

４月１２日（日）

９：００～１７：００

４月１３日（月）

９：００～１６：００

教科書・教材販売

第２体育館

【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
のでご注意ください。（詳細については裏面をご覧ください。）
※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。）
※教科書・教材販売は５日、１２日、１３日の販売です。必ず購入するようにしてください。
※４月５日（日）は寮への荷物搬入はできませんので、入寮される方は４月１２日（日）に搬入してください。
※指導寮生と保護者の面談については、 http://chicam.maizuru-ct.ac.jp/dorm/page-113/ を参照ください。
裏面あり

【実習服・体操服の採寸について】
実習服

体操服

採寸場所

4月5日

―

【実習服】 Ｂ３２０（少人数教室）

実習服

体操服

採寸場所

機械工学科

―

4月13日

【体操服】 Ｂ３１５（第１合併教室）

電気情報工学科

4月13日

4月13日

【実習服】 Ｂ３１２（第２合併教室）

電子制御工学科

4月13日

4月13日

建設システム工学科

4月13日

4月13日

女子学生は体操服・実習服とも
Ｂ２１２（CALL教室）

機械工学科

・機械工学科の実習服のみ採寸は４月５日です。ご注意下さい。
・１３日の採寸は、 １０：４５～１２：００（機械工学科・電気情報工学科）
１４：００～１７：００（電子制御工学科・建設システム工学科）と学科別で採寸を行います。
【３月５日に送付した資料から内容が変更となっている点】
資料１【入学式について】 ： ４月３日（金） → ４月５日（日）に変更
資料４【入寮にあたって】 ： （入寮日）４月５日（日） → ４月１２日（日）に変更
資料７【連絡事項】 ： 本紙（４月当初の連絡事項について）に変更
資料９【４月の学校行事】 ： 本紙（４月当初の連絡事項について）に変更
資料１４【新入生合宿研修実施要領】 ： 中止
資料１５【アレルギー等調査】 ： 提出不要
資料１７【緊急時動向確認カード】 ： 入学式受付時に提出
資料１９【主な学生支援制度について】 ： 締切日の変更
資料２６【連絡先等調査】 : 入学式受付時に提出
資料３１【後援会支部懇談会及び総会】 ： ４月３日（金） → ４月５日（日）に変更
【問い合わせ先】
内容

担当

電話番号

教科書・教材、採寸関係

学生課教務係

0773-62-8881

奨学金、高等学校等就学支援金関係

学生課学生支援係

0773-62-8882

学寮関係

学生課寮務係

0773-62-8885

学校納付金口座振替・納付関係

総務課財務係

0773-62-8872

令和２年度当初日程
４月５日（日）

入学式
１２：３０～１３：００
１３：０５～１３：２０

受付１１：４５ 着席１２：１５（第１体育館）
学校説明会（第1体育館）

新入生
１３：３０～
１４：３０～１５：００
１５：００～

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）
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）
機械工学科のみ実習服の採寸（B320）

保護者
１３：２０～１３：５０
１４：００～１４：２０
１４：３０～１５：００
１５：００～

後援会総会（第1体育館）
後援会支部懇談会（低学年棟・地域共同テクノセンター）
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）
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

教科書・教材販売（第2体育館）

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
希望者のみ個別相談（1-1：B215，1-2：B217，1-3：B319，1-4：B320）
教科書・教材販売（第２体育館）

１０：００～１５：００
９：００～１７：００
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

１年生
8:40

２年生

３年生

４年生

8:40

9:30

9:30

8:40

担任オリエン 担任オリエン
テーション
テーション
（各クラス）
（５M）

移動

10:45
12:00

9:45

ン
（１年生）
（第1体育館）

採寸
機械工学科
電気情報工学科

13:00

専門学科ガイダンス
（１年生・編入学生）

10:30

５M
身体計測
（大会議室）

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

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

13:50

４月２９日（水）

通常授業

ＳＨＲ（８：４０）

10:20
10:30

テーション
（５Ｓ）

５Ｓ
身体計測
（大会議室）
15:30

教科書・教材販売（第2体育館）
9:00～16:00

授業開始

9:30

13:00 担任オリエン

17:00

４月１４日（火）

担任オリエン
テーション
（５Ｅ）

12:00

14:00

14:00

採寸
電子制御工学科
建設システム工学科

ンテーション
(C304.C203.C201)

５E
身体計測
（大会議室）

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

専攻科オリエン
テーション（大講義
室）

8:50 専攻科コースオリエ

9:30

9:45 新入生オリエンテーショ

10:30

専攻科生
１年生
２年生

５年生

8:40

担任オリエン 担任オリエン
テーション
テーション
（各クラス）
（各クラス）

担任オリエンテーション
（各クラス）

５年生

担任オリエン 14:00
テーション
（５Ｃ）
14:50
５C
身体計測
（大会議室）

15:00

16:30

専攻科コースオリエ
ンテーション
(C303.C203.C201)

9:45

入 寮 に あ た っ て
○入寮について
１．入寮日の日程
４月１２日（日）
9:00 ～ 11:00
受付（学寮１号館１階ロビー）・荷物の搬入
※9:00 以前は準備中のため、入寮手続きができません。
11:20 ～ 12:15
昼食（学寮食堂）
19:00 ～
入寮式（第一体育館）
※ 保護者の方は、学生食堂（青葉会館）とコンビニが営業しておりますので、御利用
ください。
２．荷物の搬入について（詳しくは学寮ホームページに掲載します）
（１）学校周辺の道路は狭く、また学寮内の駐車スペースも限られていますので、教職員
による交通整理を行います。事故防止のため、何とぞご理解・ご協力をいただきます
よう、お願い申し上げます。
（２）自動車による搬入の手順は、以下の通りです。
①まず学生駐車場（第 1 駐車場）に入り、係員の指示に従ってください。順番に案内し
ますので、学寮に直接来ないでください。
②学寮内に入られたら、係員の誘導のもと、指定された場所に駐車してください。
③１号館１階ロビーで寮室のカギの貸与を行っています。掲示版で部屋番号を確認し、
受付で部屋番号と氏名を告げ、カギを受け取ってください。（受け取りの際に印鑑が
必要です。）
④各部屋への荷物の搬入を行ってください。
⑤荷物の搬入が完了したら必ず部屋を施錠して下さい。
⑥係員の誘導のもと、学寮北門から退出し、学生駐車場（第 1 駐車場）に駐車してくだ
さい。
（３）受付終了後、１１時までに荷物の搬入を済ませて，新入寮生は自室待機してくださ
い。
（４）宅配便等で荷物を送る場合、３月３０日（月）・３１日（火）・４月６日（月）～
１０日（金）のいずれかに到着するように発送してください。それ以外の日は受付
できません。
【宛先の記入方法】
〒625-8511 舞鶴市字白屋２３４番地
舞鶴高専学寮内
学科又は専攻名・新１年生・学生氏名
※入寮に関し、不明な点がありましたら、下記へ問い合わせてください。
※入寮に関する追加情報をhttp://chicam.maizuru-ct.ac.jp/dorm/page-113/
（右下ＱＲコード）で公開しますので参考にしてください。
〒６２５－８５１１
舞鶴市字白屋２３４番地
舞鶴工業高等専門学校
学生課 寮務係
電話 ：０７７３（６２）８８８５
ＦＡＸ：０７７３（６２）８８７８
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○入寮の準備
１.寮での生活について
（１）居室はすべて洋式で、１室２名で生活します。机、椅子、ベッド、電気スタンドは
学校から貸与します。
（２）寮では日課に沿って規則正しい生活をしてもらいます（詳しくは『寮生活のしおり』
を参照）。春休み中に生活のリズムを崩すことのないようにしてください。
（３）洗濯機・乾燥機は無料で使うことができます。春休み中にご家庭で洗濯の仕方を学
んできてください。洗剤は各自でご用意ください。
（４）給食は入寮日の４月１２日(日)の昼食から開始します。この日の昼食は指導寮生の
誘導でフロアごとに食堂へ移動して食事をとります。必ず、１１時に寮室で待機して
いてください。
（５）『寮生活のしおり』は入寮後，各寮生に１部配布します。
２.健康状態等について
（１）生活環境が変わると身体の調子を崩しやすいので、十分注意してください。
（２）提出していただいた「保健調査票」の記載以外に、入寮後も引き続き医療機関等の
治療を要する疾患があるなど、健康上特に注意する点がある場合は、クラス担任及び
寮務係に申し出てください。
（３）自分の健康管理上、必要と思われる常備薬は各自で準備してください。
３.健康保険（共済組合）被保険者（扶養者）証の取得
（１）４月１２日の入寮日に、必ず健康保険（共済組合）被保険者（扶養者）証の原本を
持参してください。
（２）医療機関で受診するときは「健康保険（共済組合）被保険者（扶養者）証」（原本）
が必要です。これを常に持たせてください。発行機関は次のとおりです。
国民健康保険：市区町村役場
健 康 保 険：保護者の勤務先
共 済 組 合：官公庁等
４.荷物搬入日の持参品
（１）鍵付き収納品として、女子寮生には保管庫、男子寮生にはデスクサイドキャビネッ
トを貸与します。ただし、貴重品、高価な物品、複製が困難なものなどは持ち込まな
いでください。
（２）寮室にはスペースの余裕がありません。荷物の持ち込みは必要最小限にしてくださ
い。
（３）所持品には必ず名前を書いてください。
（４）持ち込みを禁止している物品があります。『寮生活のしおり』をよく読み、必ず確
認してください。不明な点は、寮務係へ問い合わせ、指示に従ってください。
（５）入寮の際には、以下のものをご持参ください。
・印鑑（カギや荷物の受け取りの際に必要となります）
・寝具、洗面具、雑巾、着替え、上履き（サンダル等）
・その他、身の回り品
（６）デスクトップパソコンの持ち込みは禁止です。ノートパソコン、タブレット端末は
持ち込み可とします。
※寮内は土足厳禁です。搬入作業をされる保護者の方も上履きをご用意ください。
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᪂ධ⏕ဨ

⤥ࡉࢀࡲࡍࠋ

࣐ࢼࣥࣂ࣮࣮࢝ࢻ㸦㸧➼ࡢᒆฟ

࡞࠾ࠊᡤᚓไ㝈➼ࡼࡾᨭ⤥ࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ᥦฟᮇ㝈㸸ᮍᐃ

࣭ᖺ㢠  㹼㸦ධᛂࡌࡓຍ⟬ไᗘ࠶ࡾ㸧




ۑ᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵᵓዡᏛ㔠㸦ᮏ⛉⏕࣭ᑓᨷ⛉⏕ᑐ㇟㸧
ྡ ⛠
᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵᵓዡᏛ㔠
㸦㈚ᆺ㸧

ᴫ   せ

㈚ࠊ⤥᭶㢠

⥾ษ➼

ே≀࣭Ꮫᴗࡶ≉ඃࢀࠊ⤒῭ⓗ⌮⏤ ࣭➨୍✀ዡᏛ㔠㸦↓Ꮚ㸧
ࡼࡾᑵᏛᅔ㞴࡞Ꮫ⏕ࡘ࠸࡚ࠊᑂᰝ ࡢ

 ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧⥾ษணᐃ

㹼 ᖺ⏕㸸 ࠊ 㸦⮬Ꮿ㸧
ࠊ ͤ᪂ධ⏕ࡢண⣙᥇⏝⪅ࡣࠊ

ୖࠊዡᏛ⏕ࡋ࡚᥎⸀ࡋࡲࡍࠋ

㸦⮬Ꮿእ㸧

 ᭶  ᪥㸦᪥㸧
㸦ධᏛᘧᙜ᪥㸧

ͤ➨✀ዡᏛ㔠ࡣࠊ㹼 Ꮫᖺ࣭ᑓᨷ⛉⏕ࡀ 㹼 ᖺ⏕㸸 ࠊ 㸦⮬Ꮿ㸧
ࠊ
ᑐ㇟࡛ࡍࠋ

 㸦⮬Ꮿእ㸧

ࡲ࡛ᚲࡎࠕ㐍ᏛᒆࠖࢆᏛ
⏕ᨭಀᥦฟࡋ࡚ࡃࡔࡉ

࣭➨✀ዡᏛ㔠㸦᭷Ꮚ㸧

࠸ࠋ

 㹼 ࡢ  ✀㢮ࡽ㑅ᢥ

᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵᵓዡᏛ㔠
㸦⤥ᆺ㸧

௧  ᖺ  ᭶ࡽ⤒῭ⓗᅔ㞴࡞Ꮫ⏕ࢆᨭ ୡᖏࡢᡤᚓ㔠㢠ᇶ࡙ࡃ༊ศᛂࡌ࡚ᨭ⤥

 ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧⥾ษணᐃ

ࡍࡿ᪂ไᗘࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࡲࡍࠋᮏேࡢ⏦ ࣭➨Ϩ༊ศ㸸  ⮬Ꮿ    ⮬Ꮿ ͤᤵᴗᩱῶච㛵ࡍࡿ⏦ㄳ
ㄳᇶ࡙ࡁ㸪ୡᖏධ㸪Ꮫಟពḧ➼ࡢせ௳

እ

᭩ࡣ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧ࡲ࡛

ࢆ‶ࡓࡏࡤᨭࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ ࣭➨ϩ༊ศ㸸  ⮬Ꮿ    ⮬Ꮿ ᚲࡎᏛ⏕ᨭಀᥦฟࡋ࡚
ࡲࡓࠊ⤥ᆺዡᏛ㔠ࡢᑐ㇟⪅ࡣࠊู㏵ᡭ⥆

እ

ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡁࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾ㸪ᤵᴗᩱ࣭ධᏛ㔠ࡢච ࣭➨Ϫ༊ศ㸸  ⮬Ꮿ    ⮬Ꮿ
㝖࣭ῶ㢠ࢆཷࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ͤ㹼 Ꮫᖺ࣭ᑓᨷ⛉⏕ࡀᑐ㇟࡛ࡍࠋ

እ


ͤ⏦ㄳ㈨᱁➼ࡣᥖ♧ᯈ➼࡛㏻▱


ۑ㏆㞄ᗓ┴ࡢዡᏛ㔠ไᗘ㸦ᮏ⛉⏕ࡢࡳᑐ㇟㸧  ͤ㜰ᗓ⫱ⱥࢆ㝖࠸࡚᪥ᮏᏛ⏕ᨭᶵᵓዡᏛ㔠ࡢ㔜」㈚ྍ
࡞ዡᏛ㔠ไᗘ
㈡┴ዡᏛ㈨㔠

ᴫ   せ
Ꮫ㔠ࢆ㈚ࡋࡲࡍࠋ

ி㒔ᗓ㧗➼Ꮫᰯ➼ಟᏛ㈨㔠

㈚᭶㢠

௨ୗࡢࡼ࠺࡞᮲௳ヱᙜࡍࡿ⪅ࡘ࠸࡚ዡ ⮬Ꮿ㏻Ꮫ㸸 
⮬Ꮿእ㏻Ꮫ㸸 

⥾ษ➼
 ᭶ເ㞟͐ ᭶  ᪥ ᭶ ணᐃ
௨㝆ࠊ㝶⏦ㄳྍ

ձぶᶒ⪅࣭ಖㆤ⪅➼ࡀヱᙜᗓ┴ఫᡤࢆ᭷ ⮬Ꮿ㏻Ꮫ㸸 ௨ෆ

 ᭶௨㝆Ꮫෆᥖ♧࡚㏻▱

ࡋ࡚࠸ࡿࡇ

ヲ⣽ࡘ࠸࡚ࡣᏛ⏕ᨭಀၥ࠸

⮬Ꮿእ㏻Ꮫ㸸 ௨ෆ

රᗜ┴ᩍ⫱⯆ዡᏛ㈨㔠

ղ⤒῭ⓗ⌮⏤ࡼࡾಟᏛࡀᅔ㞴ㄆࡵࡽ ⮬Ꮿ㏻Ꮫ㸸 

ྜࢃࡏ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

⚟┴㧗➼Ꮫᰯ➼ዡᏛ㔠

ࢀࡿࡇ

⮬Ꮿእ㏻Ꮫ㸸 



㜰ᗓ⫱ⱥዡᏛ㔠

ճຮᏛពḧࡀ࠶ࡿㄆࡵࡽࢀࡿࡇࠋ

ᖺ㛫ᤵᴗᩱ㈇ᢸ㢠㸫ᑵᏛᨭ㔠

ͤண⣙᥇⏝⪅ࡣࠊᐃࡵࡽࢀࡓᮇ᪥ࡲ

㸦ಶูࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡣࠊヱᙜዡᏛ㔠ࡢເ 㸩 
㞟せ㡯➼ࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸧

࡛Ꮫ⏕ᨭಀ࡛ᡭ⥆ࡁࢆ⾜ࡗ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ


ࡢࡑۑࡢዡᏛ㔠ไᗘ
 ௧ඖᖺᗘᮏᰯເ㞟ෆࡢ࠶ࡗࡓ࡞ዡᏛ㔠ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋᑐ㇟࡞ࡿ᮲௳➼ಶูࡢෆᐜࡘ࠸࡚ࡣྛዡᏛ㔠ࡢເ㞟せ㡯➼ࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࣭⤥㸦㏉῭せࡢࡶࡢ㸧
୰すዡᏛࠊࣞࣥࢺ࣮࢜ࣝዡᏛ㈈ᅋዡᏛ⏕ࠊி㒔᪂⪺ࠕឡࡢዡᏛ㔠ࠖ
ࠊ⯙㭯ᕷ⫱ⱥ㈨㔠ࠊࢥ࣒ዡᏛ㔠
࣭㈚㸦༞ᴗᚋ㏉῭ࢆせࡍࡿࡶࡢ㸧
㈈ᅋἲே㛵⫱ⱥዡᏛ⏕ࠊ࠶ࡋ࡞ࡀ⫱ⱥ㧗ᰯዡᏛ⏕ࠊ㏻㑇ඣ⫱ⱥዡᏛ㔠ᅾᏛເ㞟

ۑዡᏛ㔠ࡢ⏦ㄳࡘ࠸࡚
 Ꮫᰯෆࡢ࠶ࡿዡᏛ㔠ࡢເ㞟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⏕᪼㝆ཱྀᥖ♧ࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊ⏦ㄳᕼᮃ⪅ࡣෆᐜࢆ☜ㄆࡋᮇ᪥ࡲ࡛⏦㎸ࡳࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊᮏᰯ࣮࣒࣍࣌
࣮ࢪࡶເ㞟୰ࡢዡᏛ㔠➼ࡢሗࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ཧ↷ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 Ꮫᰯෆࡢ࡞࠸ዡᏛ㔠࡛Ꮫᰯࢆ㏻ࡌࡓ⏦㎸ࡳࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࠊᏛ⏕ᨭಀࡲ࡛⏦ࡋฟ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

