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●全学教育活動発表
　報告会 3MMar.3MM

2 Feb.Feb2
●後期末試験（大学）
■ゼミ活動報告会（経済）
●はるやすみスタート！bbb

●後期授業再開
■現場実習（コミュ）
●後期末試験（短大） 1JJan.1JJ

12 Dec.Dec2 ●ふゆやすみスタート！

●学内合同企業説明会 11NNov.1NN
10 Oct.Oct0

●学内合同企業説明会
■体育大会（大学・短大）
■保育実習（幼教）t

●後期授業開始
■実習（看護・幼教）
■実習報告会（看護） 9SSep.9SS

8 Aug.Aug8
●前期末試験
●なつやすみスタート！

●前期授業終了 7JJul.JJ

6 Jun.Jun6
●北辰祭
●開学記念日

●大学学生自治会総会
●大学合同企業説明会
■施設見学（幼教） 5MMay5MM

4 Apr.Apr4
●入学式
●オリエンテーション
●前期授業開始
■宿泊研修会（短大）
●健康診断

学生生活

イベントまとめ
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履修届は、紙媒体で提出するもの、大学のホームページ（HP）で届け出る
ものと学科ごとに違うので、オリエンテーションの時に確認しましょう。大
学履修届は、年度始めに前期分と後期分の両方を提出します。また後期が
始まるタイミングで後期分は変更することができます。前期・後期が始ま
って１週間は履修変更期間となっているので、この期間の間に履修する
授業を決めましょう。短大では前後期それぞれ履修登録期間があります。
履修届は、コピーやスクショで保存しておくと、あとから確認する時に便利です。

履修届について

掲示板には、休補講情報のほか、奨学金など大事な情報が日々更新され
ていくので、毎日行き帰りに確認すると良いでしょう。掲示板の場所に
ついては各学部学科によって違うので、一人ひとりに配られている学生
生活の手引きを見て確認しましょう。

＊ 休補講情報は、HPやメールにて周知されることもあるので、掲示板
と合わせて確認しましょう。

掲示板について

定期試験を受けるためには、全授業の２／３以上出席しなければなりま
せん。先生によって欠席回数の扱いには差がありますが、なるべく休ま
ないようにし、もし休んでしまった場合は、自分で欠席回数を覚えてお
きましょう。

＊遅刻を何回もしてしまうと欠席扱いになる場合があります。

授業心得

講義について



経営経済学科 旭大生情報
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学科の特徴学科の特徴

前期の履修例（網掛けは必修）
月 火 水 木 金

１ 英語
Ⅰa②

２ 簿記原理
Ⅱ

ゼミナール
Ⅰ

経済学
Ⅰ

３ 情報処理
Ⅰb

社会学
Ⅰ

４ キャリア
形成論 英語Ⅰa① 数学Ⅰ

５ 簿記原理
Ⅰ 哲学Ⅰ

後期の履修例（網掛けは必修）
月 火 水 木 金

１ 英語
Ⅱa②

原価計算
Ⅰ

２ 簿記原理
Ⅲ

ゼミナール
Ⅰ

経済学
Ⅱ

３ 情報処理
Ⅱb

原価計算
Ⅱ

４ 財務会計
Ⅰ

財務会計
Ⅱ

英語
Ⅰa② 数学Ⅱ

５ 哲学Ⅱ

〈出席〉学生証の提示 or 受
講票の提出
大半の授業が学生証を使用
しますので忘れないように
しましょう！
〈評価〉テスト、レポート、
また、度々ある授業時の小
テストなどによって評価さ
れます。個々の先生によっ
て異なりますので、詳しく
はシラバスを読んでくださ
い。

出席・評価方法
　２年生は講義の内容が更
に専門的になり、本格的に
ゼミ活動が始まるため、忙
しくなると思います。なの
で、１年生のときに、しっ
かり勉強習慣や生活習慣を
身につけ、２年生以降も、
それらを継続出来るように
努力しましょう。積み重ね
が大事です。

２年生以降は
これは絶対必要！
・教科書
・ノートorルーズリーフ
・筆記用具
・ファイル
・電卓（簿記履修者）
あったほうがいいもの
・パソコン
・USBメモリー

必要なもの

　経営経済学科は、学生と先生方との距離が近く、とても居心地の良い環境です。
　同じ科目を履修する学生が多く、１年生からゼミ活動があるため、自然と友達ができます。
入学生は初めての事が多々あり、分からないことが多いと思いますので、気軽に先輩などに
話しかけてみてください！
　授業に関しては、一人ひとりの先生が親身になって接してくれ、分かるまで付き添ってく
れたりと私たち学生にとってはとても有難い対応をしてくれますので、心配無用です！

※履修科目によっては、土曜日講義があります。



コミュニティ福祉学科 旭大生情報
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学科の特徴学科の特徴

前期の履修例（網掛けは必修）
月 火 水 木 金

１ 倫理学Ⅰ スポーツ
Ⅰ

生物
生態学

２ 英語Ⅰ 現代社会
分析

福祉看護の
社会科学Ⅰ

生活
構造論

情報処理
Ⅰ

３ SW
概論Ⅰ

社会福祉
原論Ⅰ 心理学 社会学

４ 憲法と
人権

SW
演習Ⅰ

家族
社会学

文化
人類学

５ SW
方法論Ⅰ 医学概論 基礎

ゼミナール

後期の履修例（網掛けは必修）
月 火 水 木 金

１ 英語Ⅱ スポーツ
Ⅱ 統計学 介護概論

２ 情報処理
Ⅰ

地域
社会学Ⅰ

SW
実習指導

Ⅰ

社会福祉
原論Ⅱ

障害者
福祉論Ⅰ

３ 社会思想
Ⅰ

SW
概論Ⅱ

４ SW
演習Ⅱ

高齢者
福祉論Ⅰ

５ 社会福祉
調査論

児童
福祉論Ⅰ

基礎
ゼミナール

〈出席〉先生の点呼 or 受講
票の提出で出席です。
〈評価〉テスト、レポート
はもちろん、授業毎のリア
クションペーパーや参加態
度なども反映されます。特
に演習の授業を休む時には
担当の先生に連絡するこ
と！

出席・評価方法
　なるべく早い段階から選
択授業をたくさん履修して
おきましょう！
　また精神保健福祉士を取
得する人は２年後期から指
定科目があるので、必要な
選択科目をしっかり確認・
履修しましょう！

２年生以降は
これは絶対必要！
・教科書
・ルーズリーフ
・ポケットファイルか、科
目ごとクリアファイル
あったほうがいいもの
・モバイルバッテリー
・ノートパソコン
・USBメモリー

必要なもの

　コミュニティ福祉学科（コミュ福）は先輩後輩問わず、人との距離が近い学科です。ほと
んどの人がボランティア系のサークルに入っていて、授業外での交流がとても活発です！
　１～２年生の特に授業が忙しい時は、ぜひ先輩を頼ってみましょう！
　授業形態はグループワークが多く、みんなで協力して発表する機会がたくさんあります。
自分の意見を発しながらも他の人の意見をまとめられるようになると◎です！積極的な授業
参加が成績に直結する授業ばかりなので、成績をあげたい人は心がけましょう！

※履修科目によっては、土曜日講義があります。



保健看護学科 旭大生情報
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学科の特徴学科の特徴

前期の履修例（網掛けは必修）
月 火 水 木 金

１ 倫理学
Ⅰ

栄養
生化学

人体構造・
機能論Ⅰ

２ 生涯
発達論

スポーツ
Ⅰb

福祉・看護の
社会科学Ⅰ

人体構造・
機能論Ⅰ

３ 看護学
概論

情報処理
Ⅰb

基礎看護学
活動論Ⅰ

社会
保障論
Ⅰ

４ 心理学 憲法と
人権

英語
Ⅰc

基礎看護学
活動論Ⅰ

５ 基礎学習
演習

後期の履修例（網掛けは必修）
月 火 水 木 金

１ 看護ヘルス
アセスメント論

基礎看護学
活動論Ⅱ

２ スポーツ
Ⅱb

看護ヘルス
アセスメント論

成人看護学
概論

基礎看護学
活動論Ⅱ

３ 看護
倫理Ⅰ

情報処理
Ⅱb

人体構造・
機能論Ⅱ

４ 老年看護学
概論

人間
関係論

英語
Ⅱc

臨床疾病
治療論Ⅰ

人体構造・
機能論Ⅱ

５

〈出席〉先生の点呼or受講
票の提出で出席になります。
ちゃんと授業に出てないと
試験を受けられません！
〈評価〉科目によって評価
が違うので、必ずシラバス
で確認してください！

出席・評価方法
　本格的に病院での実習が
始まります。
　１年生のうちから選択科
目をたくさん履修しておき
ましょう！毎日の予習・復
習を忘れずに！

２年生からは？
これは絶対必要！
・教科書
・ 実習着（ユニフォーム・
シューズ等）

・ 聴診器
※ ユニフォーム等入学時に
購入
あったほうがいいもの
・パソコン

必要なもの

　保健看護学科は、さまざまな場面で活躍できる看護師・保健師をめざす学科です。
　授業の予習・復習が必要です。授業の空きコマや、朝早くから自主的に学内で勉強してい
る人たちも多くいます。
　保健師を目指す方は、2年生の1月に募集があります。選抜試験科目は、小論文と面接。
その他に、１・２年次の2年間の必修科目の成績も加味されるので、気を抜かず勉強しまし
ょう！４年生の2月には看護師＆保健師の国家試験が待っています！

※履修科目によっては、土曜日に講義がある可能性があります。



食物栄養学科 旭大生情報
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学科の特徴学科の特徴

前期の履修例（網掛けは必修）
月 火 水 木 金

１ 栄養
指導論Ⅰ

調理学
実習1A① 調理学

２ 英語 有機化学 調理学
実習1A② 生化学

３ 給食管理 食品学
実験Ⅰ①

情報機器
の操作 演習Ⅰ－1 給食管理

４ 食品学Ⅰ 食品学
実験Ⅰ②

情報機器
の操作 食品学Ⅰ

５ 解剖
生理学

栄養学
総論

少子高齢
化と地域 体育実技

後期の履修例（網掛けは必修）
月 火 水 木 金

１ 体育実技 英語 栄養指導
実習Ⅰ①

スポーツ
と健康

給食管理
実習Ⅰ①

２ 応用
栄養学 法学 栄養指導

実習Ⅰ②
栄養

指導論Ⅱ
給食管理
実習Ⅰ②

３ 臨床
栄養学Ⅰ

応用
栄養学
実習①

栄養
指導論Ⅲ

①

生化学
実験A① 演習Ⅰ－２

４ 食生活論
応用
栄養学
実習②

栄養
指導論Ⅲ

②

生化学
実験A②

５ 異文化理解と
多様な世界

〈出席〉先生の点呼 or 受講
票の提出で出席になりま
す。
〈評価〉教養科目はレポー
トが多く、実験は毎回レポ
ート提出になります。また
専門的なテストも授業によ
って展開されます。

出席・評価方法
　２年生の前期に、治療食
の献立作成と調理を学ぶ病
院実習、各種施設で給食管
理等を学ぶ施設実習があり
ます。また、就職に向けて
の準備が始まります。

２年生からは？
これは絶対必要！
・教科書
・電卓、メモ帳
・ルーズリーフかノート
・ポケットファイルか、科
目ごとクリアファイル

・実習の際は、白衣、靴、
包丁
あったほうがいいもの
・USBメモリー

必要なもの

　食物栄養学科は、１年生の前期から調理実習が始まります！また、調理したものは同級生
だけでなく、先輩にも食べていただくなど交流の機会も多くなっていますので、積極的に先
輩の話を聴いてみましょう！
　他にも、栄養指導のためにイラストを描いた展示を作成したり高齢者や病気の方など対象
者に合わせた食事を作る機会が多くあります。
　講義の中では、黒板には書かれていない大切なことを先生が話している場合もあるので、
メモを取り、いつでも確認が出来るようにしておきましょう！

※履修科目によっては、土曜日講義があります。



幼児教育学科 旭大生情報
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学科の特徴学科の特徴

前期の履修例（網掛けは必修）
月 火 水 木 金

１ 保育内容
総論Ⅰ

幼児と
言葉 音楽Ⅱ 保育実習

指導Ⅰ

２ 社会福祉
概論

情報機器
の操作 英語 事前指導

外部講師

３ 音楽Ⅰ 音楽Ⅱ 子どもの
保健 演習Ⅰ－１ 教育原理

４ 体育実技 保育内容
演習

保育原理
Ⅰ

乳児保育
Ⅰ

発達
心理学

５ 社会的
擁護Ⅰ 食と健康 教育原理 少子高齢

化と地域 食と健康

後期の履修例（網掛けは必修）
月 火 水 木 金

１ 保育者論 保育内容
演習 英語 保育実習

指導Ⅰ

２ 障がい者
福祉論Ⅰ

子ども
家庭
福祉論

図画工作 音楽Ⅲ 教育実習

３ 障がい児
保育Ⅰ 音楽Ⅲ

子どもの
健康と
安全

演習Ⅰ－２ 保育内容
演習

４ 体育実技 幼児体育
Ⅰ

乳児保育
Ⅱ

５ 社会的
擁護Ⅱ

異文化理解と
多様な世界

スポーツ
と健康 法学

〈出席〉先生の点呼 or 受講
票の提出で出席になりま
す。
〈評価〉レポート提出、授
業態度、小テスト、定期試
験が主な評価基準になりま
す。

出席・評価方法
　座学の授業が少なくなる
一方で、実践的な授業が多
くなります。また遊びを考
える等の模擬保育を行い、
同級生で共有して、お互い
に高め合う授業が増えてい
きます。

２年生からは？
これは絶対必要！
・教科書
・メモ帳、お道具箱
・ルーズリーフかノート
・ポケットファイルか、科
目ごとクリアファイル

・実習の際は、ネーム
あったほうがいいもの
・エプロン

必要なもの

　幼児教育学科は、実際に子どもたちとの触れ合いや福祉施設の利用者様との関わりを持ち、
保育や幼児教育への理解を深める機会が多く設けられています！
　そして、幼稚園や保育園、福祉施設での実習を通して実践力と現場力を磨いていきます！
　授業の中では、座学以外に、ピアノを弾いたり、かわいいネーム作成をします！また、ゼ
ミ活動では、ボランティアに行きオペレッタ（劇遊び）を子供たちに披露したり旭山動物園
で工作ワークショップを開催するなど様々な活動を行なっています。

※幼児教育学科にはクラス分けにより、幼Ａ 幼Ｂ があります。また、土曜日に講義がある可能性があります。
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興味のある研究・活動をして
いるゼミが良いです！

入学してすぐにゼミを決めるの
で、入学前に Instagram や大学の
ホームページで自分の学部のゼ
ミ活動を調べてみてください！

どうやってゼミを
選んだらいいの？

調査や実験、ディスカッション等
を行い、座学だけでは学べないこ

とを実践的に学びます。フィールドワーク
や研究など、同じ学部でもゼミによって活
動内容は大きく異なります。

主にどんな活動を
しているの？

少人数体制で活動を行うの
で、知り合いがいなくても

全然大丈夫です！特に短大は空
き時間などに各ゼミ室で過ご
していることが多いので自然
と仲よくなります！

友達と一緒のゼミを
選んだほうがいい？

４月中に決めます！
ゼミ説明会への参加や事前調

べはしっかり行いましょう。先輩や
先生方から積極的に話を聞いて、ゼ
ミ選びの参考にしてみてください！
経済学部は、前期後期で１年ゼミが
変わります。

多くのスキルが身につきます！コ
ミュニケーション能力はもちろ

ん、思考力やプレゼン力などゼミによ
る違いはありますが、多様な学びがあ
ります。 そして何よりゼミ活動はとて
も楽しいので、素敵な思い出になり
ます！

ゼミはいつ頃
決めるの？

将来なんの役に
立つの？

ゼミナールって？
　短期大学部と経済学部では１年生からゼ
ミ活動が始まります。少人数制で実践を通
しながら、興味のある分野についての専門
知識を増やしていくものです！
 ※コミュニティ福祉学科は２年生から
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― 実習について ―

実習中のポイント！
・ 元気よく、はきはきした挨拶を心がけよう。
・ 忘れ物はしないように事前に確認しておこう。
・ 遅刻はしないように気を付けよう。
・ 体調管理に気を配ろう。
・ 実りある実習にするために積極的に行動しよう。
・ 分からない事があったら、小さな事でも聞いてみよう。

実習先
中学校、高校、
福祉施設 等
（教職履修者のみ）

経営経済
学科

実習先
病院、福祉施設、
地域包括支援センター、
社会福祉協議会 等

コミュニティ
福祉学科

実習先
病院、
福祉施設、
保健所 等

保健看護
学科

実習先
病院、福祉施設、小中学校、
給食センター 等

食物栄養学科

実習先
幼稚園、保育園、
認定こども園、福祉施設 等

幼児教育学科
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大学周辺マップ

大学目の前のバス停。
とはいえ信号を２つ
挟むので時間管理は
しっかりと。

バス停 Part2。
少し遠いので、大学前のバスに
乗り遅れたら乗るくらい。

コンビニ・スーパーが
立ち並んでる。お昼の
休憩に買いに行く人も。

ほっともっと。
授業前に弁当を
買う人がちらほら。

役所と図書館の建物。
住民票などの手続きは
ここへ。

北海道 上川総合振興局

永山太陽認定こども園

旭川大学
附属幼稚園

ツルハ。
医薬品・日用品はここ。

最寄りの郵便局。
大学からだと自転車が
欲しい距離。

徒歩 18分の最寄り駅！

大学は
ここ！
大学は
ここ！

セブンイレブン

セイコーマート

ベストプライス

永山郵便局
永山支所

他にも旭川駅前や環状線の近くにはもっとお店が充実しています！
電車・車でいろんなお店や映画館に行って、充実した大学生活を過
ごしましょう！

大学近くの主な
施設を紹介します！



 13

の使い方空 き コ マ

空きコマは大学生活を大きく左右する要素です。空きコマ時間に何かを
極めたり、趣味に没頭してみたり、逆に何もせずダラダラしたり、いろ
んなことをしてみてください！大学生活の1つの思い出の時間になると
思います！

　空きコマとは、自分の時間割のなかで、授業がない時間のことです！ 
　学部や学年、授業の取り方によって空きコマの量は変わってきます。必修等で仕方な
い場合もありますが、家が遠い人は2連続以上の空きコマを出来るだけ作らないように
するほうが楽かもしれません。

・空きコマとは？

・勉強　授業の復習やレポート、小テストの勉強、資格勉強や自動車学校の勉強 など
　学校の図書館や談話室･チャットルーム、近くの永山図書館などを使うことが多いです。

・お出かけ　食事、ショッピング
　マックや西イオン、旭川駅などに行くことが多いです。

・どう過ごしているの？

　家でゆっくりこれもありです！家が近ければ一度帰ってゆっくりすることもあります。
　友達の家で一緒にゲームやタコパをしたりします！

・自宅

　大学生は入学してから一年生のうちに自動車の免許を取る人が多いため、空きコマで
自動車学校に通い自動車免許を取得する人もいます。

・自動車学校

　教授の研究室に行って、色々なお話をします！
　勉強に関することはもちろん、進路や悩みごとの相談など様々な話をします。生徒と
の距離が近い教員が多くとても楽しいです！

･教員とおしゃべり
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レポートの書き方
　今の皆さんには、馴染みのない言葉だと思います。しかし、大学では成績評価に影
響をあたえるものです。今回はその書き方について参考程度に紹介しますので、少々
お付き合いください！

書き方
はじめに：レポートの最初には授業名や課
題の名前、自分の学籍番号・名前など書く
ので最初にそれらを書く
種類やテーマ決め：論考型や自由記述、試
験・実験と言ったレポートの種類があるた
め、それらを課題から見極めテーマを決め
ていきます。
調べる：テーマが決まり次第、それらに関
するわからない単語等を調べて漏れをなく
していきます。
構成を決める：レポートは基本、序論、本
論、結論に分かれていきます。調べた情報
や言いたいことなどをどこに入れておくか
を決めておくと楽です。
書き始める：テーマについて調べ、知識を
深め、序論、本論、結論で述べたいことが
ある程度決まったら書き始めていきます。
参考文献の書き方：下記のようにまとめま
す。
抜けがないかチェック！：意外と大事な作
業ですので最後まで気を抜かず取り組んで
ください！

参考文献のまとめかた
参考文献は本文の１番最後にまとめます。
書籍：著者、「本の名前」、出版社、発行年、ページ
　　　例）西中賢治、「日向坂ストーリー」、集英社、2020年、○○ページ
Webサイト：著者、サイト名、サイトURL、サイトの閲覧日
　　　例） 日向坂公式サイト、h t t p s : / /www . h i n a t a z a k a46 . c om/ s /

official/?ima=000、2021-6-29
　　　　　※ 参考にしていたサイトが消えていた時、○月○日まではありましたとい

う証拠になるのでサイトの閲覧日は絶対に記録しておいた方がいい
です！

～オススメの調べ方～
✓ CiNii（日本の論文）
✓ Google Scholar（日本の論文）
✓ 授業で使ったPDFの資料
✓ 授業で扱った文献を読む
✓ 同じ学科の先輩などに見せてもらう

～チェック項目～
✓ 誤字・脱字はないか？
✓ 全体を通して首尾が一貫しているか？
✓ 一つの文章が長すぎていないか？
✓ 意味の通る日本語になっているか？
✓ 結局何が言いたいのか伝わるか？

～主張を論理的に伝える『PREP法』～
✓ P → POINT（結論）
　→ 自分が言いたい結論を始めに主張し

ます
✓ R → REASON（理由）
　→ なぜなら～から始め、主張の理由づ

けをします
✓ E → EXAMOLE（具体例）
　→ 例を出してさらにわかりやすく捕捉

します
✓ P → POINT（結論）
　→ 再度、自分の意見を主張し説得力を

持たせます
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起床～登校8：00

１講目9：00

２講目10：30

昼食と休憩12：10

３講目13：00

バイト17：00

自由時間21：00

課題23：00

就寝00：00

旭川大学・短大生の１日
　皆さんの中には「大学生の１日ってどんな
感じだろう？？」という疑問を持っている人
も多いでしょう。
　ここではとある大学生の１日の紹介をした
いと思います。
　ぜひ参考にしてください！
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部員大募集！

地域の子ども食堂にボランティアとして参加した
り、自主活動としてサークルメンバーで勉強会を開
いたり、手作り石鹸を作って子供たちに配布する活
動など、主に子どもに関わる活動をしています。活
動日は決まっていませんがボランティアの依頼など
で活動する時に、それぞれのメンバーが参加できる
ものに参加して頂きます！興味がある人は、コミュ
ニティ福祉学科の林優希まで↓

ah1921025@live.asahikawa-u.ac.jp

週２回、時には楽しく時には真面目に練習し、
旭川フットサル連盟主催の公式リーグ「Ｅリ
ーグ」にも参加して試合を行っています。
活動場所は、第１体育館です。
活動日時は、毎週火曜日と日曜日19:00～
21:00まで。
初心者大歓迎です！お待ちしております！

「遨～すさび～」として、様々なイベントで活動
しています。YOSAKOIソーラン祭りをはじめ、
大会への出場や福祉施設で演舞するボランティア
なども行っています。
活動場所は、第１体育館です。
活動日時は、毎週金曜日19:00～21:00、社会人
と合同練習がある時は、水曜日か土曜日にあり
19:00～22:00まで。
お待ちしております。

子どもの未来を考える研究【みら研】

フットサル部

北辰乱舞（よさこいサークル）

運動系では、硬式野球部、サッカー部、女子バレーボール部、柔道部等が
あります。
文化系では、吹奏楽部、軽音部、ボランティアサークル等があります。

この他に！
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保健福祉学部
・児童養護施設

・短期バイト

・介護施設

・コンビニ

・ケンタッキー 等
・居酒屋

・短期バイト

・塾の先生

・コンビニ

・チラシ配り 等

経済学部

・びっくりドンキー

・スーパー

・焼き鳥屋

・コンビニ

・ファミレス 等

短期大学部

バイト事情
時　給  889円～
シフト  週１～５
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入居までのスケジュール

「ここがポイント！」
という点を決めて、
不動産会社へ
GO !

何軒か内見に行って
住みたい部屋を

選択する

契約し、
入居する日を決める 入居日。

鍵をもらって
引越しする。

• 大学やコンビ
ニが近い

• 家賃は安め

• ガス火よりIH

• 防犯機能は整
った

ところがいいe
tc…

入学時期に近づいてくると、物件も少なくなってくるので、
引っ越し予定の約１～２か月前から準備を始めましょう！

一人暮らしのポイント あると良いもの！

　防犯、特にお財布の管理に注意しま
しょう！
　また、大学との距離が近いと、遅刻
してしまう人が結構います。時間管理
はしっかりと！
　一人暮らしで悩んだら、相談に乗っ
てくれる人がいます。大学の仲間に話
を聞いてみたり、ゼミの先生や相談室
の方に打ち明けるのも手です！

電気ケトル

掃除機・モップ常備薬

自転車Wi-FiFi
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通学について
　永山などの大学に近い地域に住んでいる人や、永山駅と大学を行き来
する人がよく使っています。
　自転車置き場は、D（看護）棟玄関前、短大校舎・北辰会館近くに設
置されているのでキレイに並べましょう！
　メンテナンスは生協主催の自転車点検会を活用するなどして定期的に
行い、また冬期間の保管と別の交通手段も確保しておきましょう！

自転車

バスの定期（Asaka/Do CARD）を購入するには、旭川駅前他バス
営業所にて学生証を提示しましょう（定期代＋カード代500円）。
　定期が必要なくても、よくバスを利用する人は運賃の支払いが楽にな
るので、カードだけでも購入を検討してみて下さい！
＊１条８丁目（Feeeal旭川前）永山22丁目まで約35分、片道420円。

バ ス

　定期券を購入するには、まず学務課に通学証明書を申請しましょう。
（申し込みから約１日かかります）
通学証明書・学生証とともにみどりの窓口へ向かい、定期券購入届に
詳細を記入し、窓口に提出することで定期券を購入できます。
＊旭川駅から永山駅の間は約15分、片道300円です。
＊永山駅から大学まで徒歩で約18分かかります。

電 車

　自分で運転して登学することができるのは基本的に２年次以降からに
なり、また学務課で申請が必要です。
　自家用車で通学するときは、渋滞などで授業に遅れてしまう可能性が
あるので、時間には余裕を持ちましょう！

自家用車

　冬期間には公共交通機関が遅延してしまうことがしばしば。バスや電車が
遅れてしまう事を想定して、いつもよりも早い行動を心がけましょう。
　もし遅れてしまった時は、遅延証明書を受け取り先生に渡しましょう。そ
して授業開始時刻に遅れてしまうことが早めに分かった時は、可能な限り早
く授業の担当教員に連絡する事が大事です！

全てに
共通して
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旭川大学生協
について

冊子作成の思い

私たち大学生協は

「大学生活がよりよいものになるよう」

に活動している集団です。

この冊子は、これから大学生・短大生になる

あなたに向けて生協の学生委員のみんなで作成しました。

加入について

大学生協は、様 な々サポートやサービスを行っています。

そのサービスを利用するためには、

出資金（1口5,000円～４口20,000円推奨）

を払って組合員になる必要があります。

また、出資金で支払ったお金は

卒業時に戻ってくる仕組みになっています。

詳しくは同封の冊子をご覧下さい。

加入すると組合員一人ひとりにIC組合員カードが配布されます。

チャージして利用ができ、使い道については以下の通りです。

・教科書購入（ポイント還元あり）

・購買や食堂で支払いができる。

・ポイント付与がある。 （詳しくは次のページ）

加入すると組合員 人 とりにIC組合

IC組合員カード
について
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購買

について知ろ
う

取り扱っている商品

食品

さらに！

全額　生協ICカードで支払いの場合
教科書　10％ポイント還元
書　籍　 ３％ポイント還元

それだけじゃない！

目安箱を設置し学生の声を
店舗運営に反映していきます。

営業時間  8：30～16：30

文具 書籍



22

1 カフェテリア方式で運営

生協店舗の魅力

料理１品１品に値段がつけられており、
その中から自分の食べたい物を手に取る

２ 栄養満点・種類豊富
●カフェテリア方式で豊富な種類の中から
　自分のメニューを決められる！
●レシートに栄養素が印刷される！

３ ミールプラン
半期38,000円払うことで、１日550円分
まで食事ができるプランです。
割引率が15％になっています。
毎日食堂を利用する方にお勧めです。
※現時点での金額の為、変更が入る可能性があります。

営業時間  11：30～13：30

について
知ろう食堂



旭大生協学生委員
について知ろう

生協学生委員とは
組合員（学生や教員など）の「より良い大学生活」
を目指し、活動を行なっています。
高校にある生徒会が、食堂や売店など広く大学運営
に関わっているようなイメージを持ってもらえるとわ
かりやすいと思います。

活動内容
・新入生歓迎企画
・利用しやすい食堂や購買作り
・自転車無料点検
・他大学との交流 等
様 な々活動を行なっています！
設立したばかりなので、
今後もどんどん新しい活動を
していく予定です！

入学式で履修相談
会の

案内を行った時の
写真

部会の
様子

創立総会

新入生相談会

生協を知ってもらうためのブース作成
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経済 新4年生

中村優里  
美人でしっかりものの学生委
員長
アイドルとアニメが大好きで、
ベースも弾けちゃうギャップ
超人！
歩いてる時の雰囲気と目は怖
いらしいけど、大抵アイドル
の可愛い曲聴いてます

コミュ福 新3年生

澤田涼斗  
ゆるキャラ的存在の副委員長
食べ物与えると喜びます。懐
きます。
今のぽっちゃり体型からは想
像できないほどに、運動神経
抜群です！
大学入ってから15kg太った食
いしん坊

経済 新2年生

須摩勝斗  
いつまでも少年の心を忘れな
い副委員長
すぐに何かに影響されて憧れ
ます。
雰囲気とは違って頭良すぎる
人
悪ぶりたいお年頃なのに、周
りの人からは良い子って言わ
れるのが悩みです。

経済 新2年生

奥州大介  
バイト！勉強！生協！筋トレ！

いつも忙しそうにしてるけど、

活動にちゃんときて、しっか

り仕事してくれる時々変人の

スーパーボーイ

筋肉、自転車、ラーメンらぶ

コミュ福 新3年生

紺野碧依  
真面目オブ真面目といえばこ
の人！
いつも澤田のお世話係してま
す
でもそんな澤田とは違って、大
学入ってからダイエットに成
功しました。すごい！！
ゲーム大好きです

食物栄養 OB

笹木聖菜  
しっかりもののがんばり屋さ
んで、なおかつ面白い！誰と
でも仲良くできちゃう愛され
ガール めちゃめちゃ可愛い
良い子
バンド、ジャニーズいろんな
もの大好きなセンスに溢れる
子！

食物栄養 OB

大川美咲  
優しみ溢れる聖母のような学

生委員会の笑い袋！近くにい

るだけで癒やされます

周りを笑顔にする才能を持つ、

食べるの大好きな美味しんぼ

ガール！

ドライブと食べ物らぶ

― 旭大生協  学生委員紹介 ―

この他にも個性豊かな
メンバーが沢山います！

新入生歓迎イベント企画中!!
お楽しみに！
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