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学⽣委員会について

ご入学おめでとう

ございます！！



入学式

ようこそ⻄南学院⼤学へ！
皆さんの⼤学⽣活のスタートです！

※下記はコロナ流⾏前の⼊学式を参考に書いてあります。
＊⼊学式
⼊学式は、キャンパス内の体育館にて⾏われます。
座席は学部学科別なので、新しい友達を作るチャンス！
＊オリエンテーション
⼊学式後に昼⾷をはさんで午後から始まります。
学部によっては英語のクラス分けテストがあります。
（昨年は、法・経・商・⼼理が実施）
翌⽇からは、健康診断や学部ごとの⽴⾷パーティ、机出し
（部活・サークルの勧誘）が⾏われます。
ここで⼤学⽣活のスタートダッシュを切る準備が整います！
（詳しくは9,10PへGO!）

-入学式Q &A-

どんな服装で⾏けばいいの？

→スーツを着⽤する⼈がほとんどです。
⿊や紺を基調とした格好の⼈が多いですが、
必ずしも就活などを意識する必要はありません。

何か持ち物はあるの？

→筆記⽤具とA4サイズのファイルをバックに
⼊れて来れば問題ないと思います。

◎⻄南あるある…⻄南に通っていれば思わず共感しちゃうことをご紹介



キャンパスマップ

◎⻄南⾃慢…⻄南ならではの⾃慢できることを集めて⾒ました！



キャンパスマップ

◎⻄南語学辞典…⽴派な⻄南⼤⽣になるにはこれを知っておくべし！？



Mon. Tue. Wed. Thu. Fri.

１
限

西南学院
史

地球科学Ⅰ キリスト教
学Ⅰ

旧約概論A

２
限

物理学入
門Ⅰ

英語 生命科
学

３
限

韓国語初
級Ⅰ

キリスト教
学への招待

韓国語初級
Ⅱ

日本史学 英語

４
限

ヘブライ
語Ⅰ

情報活用基
礎

社会学

大学生になると自分たちで時間割を作成します。先輩方の1年
次の時間割を学部ごとに紹介します。ぜひ、参考にしてみてく
ださい。
※色のついた枠内の科目は必修科目と言って、1年次に必ず取
らなければならない科目です。

～神学部～

Mon. Tue. Wed. Thu. Fri.

１限 心理学 英語 フランス語
初級

２限 英語 英語 キリスト
教学

基礎演習

３限 フランス語
初級

環境地理 フランス語
初級

日本文学 生命科学

４限 スポーツ実
習

西洋史学 文化基礎論

５限 文化のダイ
ナミズム

文化のダイ
ナミズム

～国際文化学部～

時間割

多くの言語を身に付けよう！！

文化の違いについて詳しく学ぼう！！

〈⻄南⾃慢〉バークレー学⻑が可愛い ⾒かけるとハッピーな気持ちになる



Mon Tue. Wed. Thu. Fri.

１限 スポーツ実習 環境科学 基礎演習 保育原理 国語概論

２限 西洋文学 キリスト
教学Ⅰ

社会的養護
Ⅰ

３限 幼児体育 生活科概論 英語 法学 教育の理念
と歴史

４限 教育情報処理 英語

５限 社会福祉学

Mon Tue. Wed. Thu. Fri.

１限 基礎演習 心理学
概論

英語

２限 キリスト
教学

臨床
心理学

３限 フランス語 スポーツ実習
Ⅰ

フランス
語

スポーツ
実習

心理学
概論

４限 情報活用
基礎

英語

Mon Tue. Wed. Thu. Fri.

１限 社会保障概論 児童福祉論 基礎演習

２限 老人福祉論 英語 キリスト教学 ソーシャルワーク
の基盤と専門職

３限 心理学論と

心理的支援

レクリエーショ

ン活動

医学一般 スポーツ

実習

４限 社会福祉原論 障碍者

福祉論
英語

～人間科学部 児童教育学科～

～人間科学部 社会福祉学科～

～人間科学部 心理学科～

基礎を身に着けて実習
に生かそう。

福祉について学び知識を
着実に定着させていこう。

必修科目が多いから、
しっかり勉強しよう。

〈⻄南⾃慢〉ホークスの観戦チケットがもらえる



Mon Tue. Wed. Thu. Fri.

１限 法律学の基礎 刑事法入門 キリスト
教学

情報活用
基礎

２限 中国語初級 基礎演習 英語 国際法

３限 スポーツ実習 英語 国際関係
法入門

中国語

４限 民法入門 国際法 英語講読

Mon Tue. Wed. Thu. Fri.

１限 英語 キリスト
教学

フランス
語初級

経済英語 ミクロ経
済学Ⅰ

２限 政治経済学 基礎演習 英語

３限 経済英語 哲学 法学 政治経済学

４限 ミクロ
経済学

スポーツ
実習

フランス
語初級

～経済学部～

～法学部 国際関係法学科～

～法学部 法律学科～

Mon. Tue. Wed. Thu. Fri.

１限 法律学の基礎 刑事法入門 キリスト
教学

司法制度論

２限 中国語初級 西洋史学 英語

３限 簿記 英語 中国語初級

４限 民法入門 生命科学 情報活用
基礎

心理学

法律の知識を１から身に着けよう

法律だけでなく、ほかの科目も
バランスよく勉強しよう。

１年の間は経済学科と国際経済学科
は同じ内容を学んでいくよ！

〈⻄南あるある〉⼥⼦の⽇傘率。お肌には気をつけよう☆



Mon. Tue. Wed. Thu. Fri.

１限 フランス語
初級Ⅰ

商学入門 日本史学 経営学入門 英語

２限 基礎演習Ⅰ キリスト教
学

フランス語
初級Ⅰ

生命科学

３限 英語 英語 生活の化
学

４限 環境地理Ⅰ 心理学

Mon. Tue. Wed. Thu. Fri.

１限 商学入門 日本史学 経営学入門 地球科学
Ⅰ

２限 英語 キリスト教
学

中国語
初級Ⅱ

生命科学

３限 基礎演習Ⅰ 英語 法学

４限 中国語初級 商業史総論

～商学部 商学科～

～商学部 経営学科～

Mon. Tue. Wed. Thu. Fri.

１限 キリスト教 哲学

２限 外国語

コミュニケー
ション

基礎演習 ベーシック

イングリッ
シュ

外国語

コミュニケー
ション

外国語コ

ミュニケー
ション

３限 数学入門 経済学 経済学

４限 外国語

コミュニケー
ション

外国語

コミュニケー
ション

外国語

コミュニケー
ション

スポーツ

実習

〜外国語学部外国語学科〜

〈⻄南あるある〉図書館のカフェがお昼休みめっちゃ混む（回転は結構早い）

一限の必修はキツいけど
頑張ろう！

一年の間に共通科目も
取っておくのがオススメ！

実習の授業が多い！



ドキドキの入学式も終わって、明日からワクワクの大学生活。
しかし実は授業はすぐには始まりません。
入学して最初の一週間って何するの？ということでこのペー
ジでは、2019年度人間科学部児童教育学科の例を参考に入
学後の一週間の日程を見ていきましょう！

※こちらもコロナ流行前を参考にしています。

～1日目(入学式当日)～
10：00～11：30 入学式＠体育館
11：50～13：00 学科別オリエンテーション
14：30～16：00 英語プレイスメントテスト

(英語のクラス分けは2日後に掲示)

～2日目～
9：00～9：45 IT活用のための説明会
11：00～12：00 パスワード登録
13：00～16：00 授業の履修指導
16：10～17：10 免許・資格関係説明会

～3日目～
9：00～9：50 奨学金説明会(希望者のみ)
11：10～11：30 図書館利用説明会
11：30～12：10 言語教育センター利用説明
会
12：30～14：00 新入生歓迎懇談会
16：00～17：00 住所登録

入学式後一週間後って
なにするの？

〈⻄南語学辞典〉代返…代わりに出席カードを出してもらうこと 良いこは真似しないでね♪



～4日目～
10：30～11：00 1年生向け進路・就職説明会
11：20～12：50 学生生活指導
15；20～16：20 資格取得支援講座説明会

～5日目～
10：20～11：20 海外留学説明会(希望者のみ)
11：00～12：30 WEB履修登録

※紙でも履修届の提出

13：00～16：00 SEINAN留学フェア(希望者
のみ)

本格的な大学生活のためにこの期間で
しっかりと準備しておきましょう！！

空き時間は…？
→この時期はいわゆる

“机出し”と言われる時期！

サークルや部活動がキャンパス内に机を並べて
新入生を勧誘したり活動内容を説明します。
それと同時に先輩たちに履修の相談を
してみると提出前に慌てずに済むよ！

※学部学科ごとに日程は異なりますが
内容はほとんど同じです。

〈⻄南⾃慢〉思い⽴ったら海に向かって⾛れるほど海が近いが⼤学は寒い（海⾵）

たくさんの情報を得る期間ですが、
あせらずしっかり整理すれば大丈夫です。



授業の取り方

〈⻄南あるある〉２号館のトイレが綺麗

やっと春から西南大生だ！

たくさん学んでたくさん遊ぶぞ！！

ひゃっふー！

いやでも、ちょっと待って。先輩がよく⾔ってる、「単位がやばいー！」の“単位”とか時間割を⾃分で作るってドユコト？？

というわけで、一つ一つ説明していきましょう！

単位とは

一つの授業を出席点、テストの点数など合わせて６０点以上とったらゲ
取得できます。一つの授業につきもらえる単位数は異なりますが１授業
２単位の場合が多いです。
卒業するためには学部ごとに決められた単位数が必要です。

専攻科目と共通科目

各学部に応じた専門的な分野を学ぶ専攻科目（専門的な授業）と学部問
わず取得できる共通科目（教養的な授業）があり、この２つの科目から
決められた単位数を取得しなければいけません。
（他にも関連科目などありますが詳しくは入学後配布される学生便覧を
参照ください。）
つまり、専攻科目と共通科目とその他の必要単位数を満たしつつ、全て
合わせた単位数が卒業単位数を満たしていれば卒業できます。

時間割の作成

上の条件を満たしていれば、どの科目をとってもいいのが大学！
“コミュニケーション概論”など高校にはない、大学らしい科目も
たくさんあります。♪

れっつ⼤学⽣ー！



SAINSポータル

SAINSポータルとは、⼤学⽣が学内のお知らせを確認できるサ
イトです。パソコンやスマートフォンなどでログインしていつで
もどこでも⾒ることが出来ます。

お知らせ
⼤学からの様々なお知らせが⼀覧で表

⽰されています。新しいお知らせはNEW
の吹き出しのマークがついています。
※緑の四⾓で重の印がついているものは、
重要度が⾼いためきちんと⽬を通しま
しょう。

メニュー
ここで頻繁に使うのは、Moodleとい

うサイトです。授業で使うレジュメの印
刷やレポートの提出の際に使⽤します。

他にも読みたい本を探すための図書検
索システム（OPAC）や履修を組む際に
使うWeb履修・Webシラバスなどがあり
ます。

〈⻄南語学辞典〉学ホ…２合館１F学⽣ホールのこと 憩いの場



1日のながれ

大学生がどんな生活をしているのか、どんなことをして1日を過
ごしているのか気になりますよね？
そこで、ある大学生の1日をのぞいてみましょう！！

〈⻄南⾃慢〉近所に商店街があって賑やか

７：００ 起床

７：４５ お家を出る

９：００〜１２：１０ １、２限講義

お昼ごはん

１４：４０〜１６：１０ 4限講義

１８：００〜２２：００ バイト

２３：００ 帰宅

１３：００〜１４：３０ 空きコマ

実家⽣は遠い⼈は北九州や⼤牟⽥から
やってきます！
⾃分はバスで５０分ぐらいです！
移動時間を有効に使いたいと思いつつ
寝ます。

寝坊には気をつけて（汗）

お昼ごはんは様々な場所でごは
んを⾷べています。
⽣協⾷堂だけでなく東キャンパ
スのクロスプラザという⾷堂や
お弁当、⻄新商店街など、毎⽇
のお昼が楽しみです🎵

この⽇は⾔語教育センターで
友達と映画を⾒ました！(^^)

4限からバイトの時間まで
友達と講義室に残って課題をしたり、お話したりと
のんびりしていることが多いです。

早く寝たいです（願望）
でも携帯を触っているといつの間にか
１時ごろになっていることが多い。
次の⽇1限の⽇はなにがなんでも早く寝よう。

ー空きコマって？ー⼤学⽣は必要な科⽬を選び⾃
分で時間割を作るので1⽇の
間に授業が⼊っていない時間
ができます。その時間は勉強したり、寝た

り、友達とおしゃべりたり、
みんな⾃由に過ごします🎵



〈⻄南あるある〉授業直前の⼀号館エレベーターは混む

オンライン授業
コロナウィルス流⾏に伴い、2020年度の⻄南の授業は「オンライン授業」に。
そのオンライン授業の中でも様々な形式があるのでご紹介します！

・形式１ リアルタイム授業
英語や実習系、ゼミなどで使われることが多い形式。
zoomなどでつないでリアルタイムで授業を聞く。
マイクのON,OFFに注意！

・形式２ 完全課題形式
先⽣から配布された資料をみたりしながら課題を⾏う。
提出期限をしっかり守れば単位の取得率は⾼め。
課題の内容はレポートや問題を解くなど様々。
スケジュール管理⼤事！(泣)(泣)

・形式３ ⼩テスト型
課題ではなく、⼩テストで評価される形式。
毎週する場合もあれば、２、３週に⼀回の先⽣も。
⼩テストの時間がしっかり設定されていたり、
逆に１週間の間であればいつでも。のような場合も
あるので、掲⽰板をしっかり確認しましょう！

⼤きく3つに分けて紹介しましたが、先⽣によって
細かい部分で違うので必ずMoodleの確認を怠らないことが
単位取得の近道だと思います！
Moodleとは各授業の掲⽰板のようなもので、ここで授業の
内容をチェックできたり、課題の提出をします。
みなさんがご⼊学後もどうなるか予想が難しいですが、
⾃分⾃⾝で必要な情報を集めることが⼤学⽣活で⼀番
⼤事なスキルかもしれません！



食堂

西南学院大学生協が運営している
食堂では、安くておいしい種類豊富
なご飯を食べることができます！

1F 定食 アラカルト
平日 8:00～19:30
土曜 11:30～15:00

日 祝日 休み

2F 丼・カレー・麺類
平日 10:30～14:00

土 日 祝日 休み

オススメ 人気商品を一部ご紹介♪

チキンカツの柚子胡椒マヨ温玉ねぎとろ丼 ロースカツカレー

ミールカードって？

ミールカードとは学生証に付属した、西南学院大学生協の
組合員なら誰でも申し込みをして使える食事の年間定期券
です！1日に使える限度額「¥1,070」または「¥535」の
どちらかを申し込み時に選択できて、毎日決められた金額
内で食事ができます！

〈⻄南⾃慢〉天神へたった４駅 ⾃転⾞でもいける

新型コロナウイルス感染症の影響により営業時間の変更がありますので、詳しくは⻄南⼤⽣協HPをご確認ください。



ライブラリーカフェ

図書館1階にあるライブラリーカフェでは、本格的なカフェ
ドリンク、パンやケーキなども安く購入することができます。

新メニューが出たり、期間限定ドリンクも楽しめます！

オシャレな飲み物片手にキャンパス内を歩く学生も！入学後、友達と
ゆっくりおしゃべりする時、空きコマや放課後のひと時をライブラ

リーカフェで過ごしてみましょう♪

平日 8:30〜20:00
土 9:00〜19:00
日 13:00〜19:00

期間限定のフラッペ♪

ココアや紅茶、
カフェラテや

オレンジジュース、
ケーキやドーナツな
ど、豊富な品揃え！

カプチーノ↑
学生証提示でなんと

¥100！

〈⻄南あるある〉天気がいい⽇はチャペル前の階段でご飯を⾷べる

・ミールカード利用可
1人1ドリンクまで
ミールカードでの日曜日
利用はできません

・学生証提示で100円引き

新型コロナウイルス感染症の影響により営業時間の変更がありますので、詳しくは⻄南⼤⽣協HPをご確認ください。



〈⻄南語学辞典〉フル単…全部の単位を取ること 優秀の証

購買・生協カウンター

購買
生協の購買では、お弁当・パン・飲み物・お菓子などの食べ物はもちろん、文房具や
本など、たくさんの商品を取り扱っています！
また、定期試験前や学祭準備中など、それぞれの時期にあわせて様々なフェアやキャ
ンペーンが開催されていたり、期間限定で特定の商品が安くなったりしています★

⻄南⽣に合わせた⽂具を販売しています！
勉強道具だけでなく、季節に合わせて商品を

ピックアップされていています。
この写真ではは学祭準備でよく無くなる

“あるある”な消耗品を置いています！

毎⽇、⽣協の中で焼いた、
焼きたてパンが置かれています！

こちらも⼈気商品だけでなく季節に合わ
せて様々なパンに⼊れ替わるので新商品

にもでひ⼿を出してみてください！

生協カウンター
購買側

書
籍

資
格

雑
誌

資格対策本

資格・旅⾏

講座書籍

パソコン
⽣協で旅⾏プランをご案内
しています。予約から⽀払
いまで全て⽣協でできるの
で空きコマなどで⼿続きが
できます♪

TOEIC講座や公務員講座
などを学内で受けること
ができます。気なったら
是⾮こちらにご相談を！

パソコンに困ったらとりあえず
ここにご相談を！
困った時に⼒になれる存在が近
くにあるんです(o^^o)

欲しい本が書籍ブースになかっ
たら取り寄せもできます！
マンガもDVDやCDもなんでも⼤
丈夫！
本は10％、DVDは15％、CDは
20％割引で購⼊できるので絶対
⽣協で買うのがオススメ！

あなたのお気に⼊りパンを探してみて！

新型コロナウイルス感染症の影響により営業時間の変更がありますので、詳しくは⻄南⼤⽣協HPをご確認ください。



〈⻄南⾃慢〉実際、美男美⼥が多い

パソコンカウンター

★パソコンの修理受付！
⽣協でPCを購⼊した⽅は修理費⽤もお得になり、修理期間中は貸出機の無料レンタルもできます。

★故障だけでなく、ちょっとした不具合や疑問などパソコンに関することなんでも対応します！
（Officeが使えなくなった、画⾯が動かない、ネットにつながらない、、、などちょっと
した操作で解決することが多いんです。）

★パソコンの新規購⼊もできます！カスタマイズも受け付けますよ！

★⽣協でPC購⼊した⽅は外付けDVDドライブの無料レンタルもできます。

※パソコン以外にも、
名刺作成、切⼿購⼊、オリジナルウェア、学祭の備品レンタル、袴の⽀払い窓⼝など
もこのカウンターで。これらに関することがあればとりあえずPCカウンターに来てみよう！

旅⾏
夏休み、春休みが⻑いことが⼤学⽣活の
⼀番の特徴！
そんな⻑期休みに是⾮旅⾏に⾏ってみては
いかがでしょうか。
国内では、ディズニーランド、USJ,、沖縄
国外では、韓国、台湾、スペイン・イタリア
が⼈気です。
旅⾏カウンターではレンタカーの申し込みも
できます。

⽣協本部
購買の奥に鏡張りの部屋の⽣協本部があります。
そこには
★「共済カウンター」
⽣協本部にはケガや病気をした時にぜひこちらに
ご相談ください。新しく共済に加⼊する⽅も受け
たまっています。
★「住まいカウンター」
⼀⼈暮らしのサポートや在学⽣の⽅のお部屋探し
を承っています。

何か⽣協に困ったことがあれば、
とりあえず本部にお越しください！



〈⻄南あるある〉毎⽇がファッションショー

共済とは
大学生の生活をサポートし、病気やケガをしてしまった
学生にお見舞金を贈ることを目的とした「たすけあい」
の保険制度です(*́▽｀*)

“もしも”のための備え！！
一人暮らしやサークル活動、アルバイトに旅行などワクワ
クなキャンパスライフが始まりますが、“もしも”病気にか
かったり、“もしも”大けがをしてしまったり…そうすると
想定外のお金も時間もかかってしまいます(*_*;
そんな時、役立つのが「共済」なのです！(。-`ω-)

【実際に起こった例と給付を受けた学⽣さんの声】
○急性虫垂炎にかかってしまったAさん（1年生）
→入院4日・手術1回 給付金額：90,000円

「最初は病気にならないから、入らなくていいと
思っていましたが、実際何が起きるかわからないし、
今は絶対に入るべきだと思います。

→通院6日（４針縫合） 給付金額：12,000円
「まさか、共済にお世話になると思ってもいませんで
した。改めて日常生活のリスクに備える大切さに気付
きました。いくら自分が気をつけていてもケガや病気
は偶然なことに起こってしまいます。そんな時に助け
てくれるのが共済だと思います。４年間の大学生活を
安心に過ごすためにも共済に入ることをお勧めします。
私は加入していて本当によかったです。」

○アルバイト中に左手の親指を割れたコップで切ってしまったBさん（4年生）

楽しいキャンパスライフを思い存分楽しむためにも1度
共済とあわせておすすめする保険についての詳細を
学⽣総合共済のパンフレットでご確認ください(^ ^)

★給付申請は⽣協本部の窓⼝で！わかりやすく親⾝に伺います(o^^o)



○新⼊⽣サポートセンターとは？
→現役の⻄南⼤⽣が⼊学前のみなさんに向けて、
不安解消のお⼿伝いをすべく、様々なサポートをする
活動を⾏なっている団体です！

⼊学準備説明会
→⼤学４年間の流れや

⼤学⽣の⼀⽇、
⼤学に⼊って必要なものなどの
説明を丁寧に⾏います

お部屋探し
→現役の⻄南⼤⽣がリアルな⼤学⽣活を

もとにアパートの紹介！
気軽に⼀⼈暮らしの質問をができ、
不安を解消します。

その他にも…
家具家電、学習パソコン、講座のご案内など！

こちらの「⼊学準備応援パック」に
同封の説明会申込書にてご予約の上、
保護者の⽅とご⼀緒にご参加下さい♪

〈⻄南あるある〉キャンパスを歩いているだけで服の流⾏がわかる

新入生サポートセンター



〈⻄南あるある〉試験前の席取り合戦＠図書館

図書館

図書館は、大学創立100周年を機
に2017年4月新図書館にリニューア
ルしました！
大学生の日々の勉強をサポートし

てくれるたくさんの設備があります。
新入生の皆様にも必ず役に立つ設

備がありますので、ぜひ利用してみ
て下さい！

図書館では、1階から3階までをアクティブゾーン、4階から6階までをサイレン
トゾーンとし2つのゾーンに分かれています。

・アクティブゾーン（おしゃべりはOK！ただし、声の大きさには注意）
学内のアクティブラーニングの環境を集約して多目的ホール、プレゼンテーション
エリア、グループ学習室でグループワークやプレゼンテーションの練習ができる場
所になっています。

広さは大（30名収容）、中（15名）、
小（8名）の3タイプで、写真は大。
授業やゼミ、テスト前に学生同士で
の勉強会といった様々なケースで利用
されます。利用する際には事前予約が
必要ですが、予約はHPから簡単に
できます。

ここではレポートの書き方や発表・プ
レゼンの練習といった新入生ならではの
悩みや疑問に3年生以上の方が相談にの
ってくれます。
このほかにも、ネットにつなげるノー
トパソコンの貸し出しも行われています。
学生証を提示すればだれでも借りれます。

グループ学習室

ラーニングサポートデスク



〈西南自慢〉留学生が多く、国際交流が盛ん！

ここでは紹介しきれませんがこのほかにも、みなさんの日々
の学習をサポートしてくれ様々な施設があります。

例えば、先ほど紹介しましたラーニングサポートでは、新入
生向けのレポート、プレゼンのセミナーが前期に開催されてい
ます。新入生の皆様はレポートを書くことが初めてである方ば
かりであると思いますので、気軽に参加されてみてはいかがで
すか。

★学生用コピー機
1F～6F に設置されているコピー機は学生証(ICプリペイド
のお金)でコピーができるので便利です。

集中できる一人空間（キャレル席）

・サイレントゾーン（おしゃべりはNG！）
居心地の良い自習スペースとして利用
できるようにキャレル席、カウンター席、
オープン席とタイプの異なる席が用意し
てあります。
サイレントゾーンである4～6階は
学生の自習スペースとして利用されテ
スト前には特に多くの学生が利用し、
席が足りなくなるときがあります。

SAINSルームは、高校まででいう
パソコン室をイメージしてもらうと
わかりやすいと思います。
ここでは、パソコンを使ってレ

ポートやパワーポイントのスライドを
作成するときによく使われます。自分
のパソコンを持っていない人やパソコ
ンにトラブルがあるときはとても重宝
する施設です。
さらに、併設されているコピー機を

モノクロコピーであれば年間400枚
まで無料で利用することができます。
そのため、家にコピー機がない人でも
安心してレポート作成やレジュメの印
刷ができます。

コピーの際には学生所が必要になる
のでお忘れがないように

新型コロナウイルス感染症の影響により利⽤の制限がありますので、詳しくは⼤学図書館HPをご確認ください。



〈⻄南⾃慢〉キャンパスがコンパクトで過ごしやすい

言語教育センター

このページでは、⾔語教育センターのメディア学習室について詳
しく紹介していきたいと思います。メディア学習室は全学部全学科
の⽅が⾃由に利⽤できる外国語専⽤の学習施設です。
左の図は、学習室内の図です。図にあるようにたくさんのコー
ナーがあり、⾃分にあった学習ができます。

・⼊館する際に、学⽣証が必要になります。学⽣証がないとは⼊れない
ので、必ず持参ください。

・学習室内での飲⾷は厳禁です。
・持ち込み教材での⾃習は、ご遠慮ください。

利⽤上の注意

1,⾃分のレベルにあった教材を使いましょう
2,興味のわく教材を選びましょう。
3,毎⽇コンスタントに学習を続けましょう。
4,⾔語教育センター独⾃の教材を活⽤しましょう。
5,海外の映画やドラマを⾒て、楽しく学びましょう。
⾔語教育センターHP 
(http://www.seinan-gu.ac.jp/campusmap/gogaku.html)

利⽤のポイント

右のページの図をご覧ください。
①貸出受付
②室内での受付はここで⾏います。語学試験の教材についての相談
も受け付けています。
③教材検索コーナー
メディア学習室にある教材の検索や、学⽣のコメントを⾒ることが
できます。

では、ここからは室内設備の説明をしていきます。

新型コロナウイルス感染症の影響により利⽤の制限がありますので、詳しくは⼊学後SAINSポータルをご確認ください。



〈⻄南あるある〉学⽣課と教務課の場所を間違える

④DVD・書籍コーナー(DVD・CDは要受付)
DVDのコーナーには、海外映画や海外ドラマのDVDやCDが揃っています。
DVD・CDを視聴したい時は･･･

1,DVDコーナーの棚から、視聴したいDVD・CDを選ぶ
2,DVDのケースまたはCD教材の本と学⽣証を受付に提⽰し、

利⽤時間を伝える
3,学⽣証と引き換えに、DVDまたはCDと利⽤者カードを

受け取り、カードの番号のブースで視聴する
書籍コーナーには、語学系の資格取得に関する書籍、雑誌などがあります。

⑤個⼈視聴ブース
ブルーレイやDVD教材を視聴できるだけでなく、パソコンのサイトを活⽤
しながら学習することができます。
⑥個⼈ブース（28ブース・要予約）
e-Learning学習や、DVD・CDの視聴ができます。（28ブース・要予約）
⑦グループ学習室（2室・要予約）
授業のプレゼンテーション課題や研究発表の練習などを⾏うことができま
す。
⑧グループ学習室
2〜3⼈で⼀緒にDVDや海外番組の放送を⾒ることができます。
⑨学習相談コーナー(2コーナー・要予約)
外国語教員の個別指導を受ける事ができます。
⑩発⽣⾳声ブース(4ブース・要受付)
GlobalvoiceCALLという発⾳矯正ができるe-Learningシステムを導⼊して
います。

https://w3.seinan-gu.ac.jp/learning/e-learning/e-learning_gvc2.html


〈⻄南語学辞典〉テレペルトグリーン ⻄南のイメージカラー。
しかしこの名前を知っている⼈は少ない

課外活動

⻄南学院の特徴は、何と⾔ってもサークルや部活が盛んなこ
と！どんな団体があるのか、どんな仕組みなのか簡単に⾒て
いきましょう(*^^*)

Point!
まず、⼤学の課外活動は⼤きく分けて４つあります！
⾃分の⽣活ややりたいことに合わせて考えよう！

部活動 学術⽂化会

⾮公認サークル その他

学校に公認された体育会系部
活動。部活によって練習頻度
は違いますが、⽇々様々な部
活動が良い成績を残せるよう
に励んでいます。
EX) アメフト部

⽔泳部
アイスホッケー部etc...

学校に公認された⽂化系サークル。
学術⽂化会サークルは学祭を中⼼に
様々なイベントを年間を通して⾏
なっています。学術⽂化会サークル
同⼠での関わりもあるため友達を増
やしやすいです。
EX)軽⾳部

⻄南アナウンスメント研究会

運動部系から⽂化系まで
幅広くサークルがあります。
⾮公認のため部室がないという点
がありますが、その分部活動や学
術⽂化会と⽐べて⾃由度がとても
⾼いです。

EX）ﾐｽｼｮｯﾄ（ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ）
だんぺい（ﾄﾞｯﾁ）

他には学外の団体などに所属して
いる⼈や⼤学⽣協や学校のボラン
ティア団体に所属している⼈も
います。
EX) 新⼊⽣サポートセンター

⽣協学⽣委員会
LUSH（⼊試課広報団体）

最後に、団体に所属することが絶対ではありません！普段はバイ
トを頑張って、貯めたお⾦で旅⾏や留学に⾏く⼈など、⼤学⽣活
は⼈によって全く異なります。意外と短い⼤学⽣活をぜひ勉強以
外のことに挑戦してみましょう！



〈⻄南⾃慢〉他⼤と⽐べても部活動、サークル活動が活発

大学生のアルバイト事情

バイト選びのQ＆A
Q.バイト選びで気をつけることは？

A.シフトの融通がきくのかは確認すべき！
テスト週間のお休みは確保できないと心配だよね...

あと家からの距離も重要なポイント！

Q.どうやってバイトを探しているの？

A.多くの大学生がアプリでバイトを探しているみたいだよ。
（バイトルやタウンワークなど）詳しく記載して

あるから自分の情報にあったお店を探せるよ。

○飲⾷店（アサヒビール園で働いている学⽣さん）○
飲⾷店では様々なお客様と接することで、臨機応変に対応する⼒が
⾝につくよ！
メリット：仲間と協⼒しあって仕事をするため学⽣だけではなく社員の⽅と

も良い関係が築ける。
デメリット：基本とても忙しいため⾛り回って作業をしなきゃいけない、、、

お酒がまわったお客さんを相⼿にすることもあるためクレームを
⾔われることもある。

○Café（スターバックスで働いている学⽣さん）○
お客さんと接することが多くコミュニケーションの勉強ができる。
レシピやコーヒーに関する勉強もするからコーヒーが好きな⽅にオススメ！
メリット：接客スキルを⾝につけることができるため、就活に有利な⾯もあるし、

シフト中にドリンク無料など様々な特典がある。
デメリット：初めはレシピを覚えるのが⼤変。新作ができるたびに覚え直す必要がある。

○アパレル（Ludic Parkで働いている学⽣さん）○
⾃分の好きなブランドのお店で働くとやりがいもあるしお客さんとも服のお話ができて
とっても楽しい！
メリット：⾃分のお店の洋服をお得に買える！お客さんに⾃分から話しかけることも

あるから接客のスキルを⾝につけることができる。
デメリット：意外と⼒仕事だったりする、、、

お客さんがいない時は事務的なお仕事ばかりの⽇もたまにある。

新⼀年⽣のみなさん！
⼤学⽣になったら、お⾦をためてすきなことことをしよう！
けど、どんなバイトがいいか分からない、、、。
そう考えている⼈も多いはずですよね？！
そこで⻄南⽣の先パイ⽅にくわしくを聞いてみました！



〈⻄南語学辞典〉⻄福戦…⻄南vs福⼤ 野球の親善試合

おすすめスポット

〜⼤学周辺スポット〜

「Siro Coffee」
住所：福岡市早良区城⻄2-12-16
（⻄新駅より徒歩10分）
営業時間：12:00〜19:00
定休⽇：毎週⽔曜⽇、毎⽉第１、３⽕曜⽇
本格的なケーキやコーヒーとオシャレな
内装♡

「ぱんや 紺⻘」
住所：福岡市早良区⾼取1-26-63
（⻄新駅より徒歩11分）
営業時間：7:00~18:00
定休⽇：毎週⽉・⽕曜⽇
素敵なモーニングを楽しめるパン屋さん

「KAKA」
住所：福岡市早良区⻄新5-6-2
（⻄新駅より徒歩3分）
営業時間：11:00~20:00
定休⽇：なし
2019年9⽉20⽇openのチーズケーキ
専⾨店！



〈⻄南あるある〉３号館１Fの異国感（留学⽣がよくいる）

〜天神周辺スポット〜

「ライオン⾷堂」
住所：福岡市中央区⾚坂1-3-12
（⾚坂駅より徒歩5分）
営業時間：11:00~15:30

18:00~22:00
定休⽇：毎週⽔曜⽇
ふわとろオムライスが有名な洋⾷屋さん

「isola（イソラ）」
住所：福岡市中央区⼤名1-12-6 ⼤名ネオ
ビル３F
（⻄鉄天神駅より徒歩6分）
（天神駅より徒歩7分）
営業時間：11:30〜6:00

18:00〜23:00(24:00)
定休⽇：なし
1⽇限定１０⾷のカルボナーラと夜は
オシャレなイタリアン

「つくねスタンダード」
住所：福岡市中央区⼤名2-1-42  2F
(⾚坂駅より徒歩3分）
営業時間：16:00〜24:00

(ラストオーダー 23:30)
定休⽇：なし
地元にこだわった「⽣つくね」



〈⻄南あるある〉意外と地下鉄の駅まで距離がある

大学生活おすすめ○○！

洋服編
⻄南⽣はおしゃれな⼈が多いです。
どんなブランドで洋服を買っているのかのぞいてみましょう！

＜男⼦＞
・Niko and..
・Freakʼs store
・nano Universe

などなど

＜⼥⼦＞
・LOWRYS FARM
・Kastane
・Nico and...

などなど

バック編
講義によって、教科書やレジュメの量が違います。教科書がない講義もあります。
そのため曜⽇によってバックを使い分ける⼈が多いです

ミニバック リュック トートバック

１コマのみの⽇に！ PCがある⽇に！ 圧倒的使いやすさ！

バックの中⾝編

⼤学で何を持っていけばいいの？と疑問を持っている⼈もいると思うので、
持っていると便利なものを紹介します。

〜マスト〜
ü 財布
ü ケータイ
ü ペンケース
ü 講義で必要なもの
ü 学⽣証

〜持っていると便利〜
ü モバイルバッテリー
ü 折りたたみ傘
ü タンブラー
ü ミンティアなどのタブレット
ü 電⼦辞書
ü 学校でもらえるスケジュール帳（⼊学時にもらえます）



〈⻄南⾃慢〉⿊猫が住みついている。実はレアキャラ？？

学生委員会について

？ 学⽣委員会とは。
学⽣委員会とは、組合員（⻄南⽣）の⼤学⽣活をよりよくする
ために活動をしています。
イベントを企画・運営などをしている団体です！
主に新⼊⽣歓迎会(↓)の運営だったり、この冊⼦
Verdureの作成なども⾏っています。

メインイベント！「新⼊⽣歓迎会」
新⼊⽣歓迎会とは⼊学前の新⼊⽣を集めて
学校や⽣協の使い⽅などの説明やキャンパスツアー、レクリエーション
などを通して⼤学のお友達作りができるイベント！
学⽣委員になるとこのイベントの準備から設営、本番での司会、
裏⽅での運営などをやっていきます。
（毎年約200⼈×４⽇間参加者が来てくれるイベントですがコロナの影響で

2021年の開催は現在未定になっています。〈2020年10⽉現在〉）

歓迎！学⽣委員会 お
い
で
ま
せ

裏⽅で動くことが好きな⼈、興味がある⼈はぜひ！
企画運営をするのでパソコンに強くなれたり、⼈前で
話すことに慣れたりなどメリットたくさんあります！
サークル費無料で、それぞれのスケジュールに合わせた
参加なので⼊りやすいかなぁと思います。
⼈数が少ないものの、優しい⼈ばかりです（照）
少しでもご興味ございましたら下記の連絡先へ！

seinangakuin.gi@gmail.com


