
2021年度 新入生歓迎冊子
新入生に向けたお役立ち情報が満載！！

静岡大学浜松キャンパス生協学生員会



静岡大学浜松キャンパスへ
ようこそ！

合
格
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

新入生の皆さんへ
新入生の皆さん、合格おめでとうございます！

そして、静岡大学浜松キャンパスへようこそ！

大学へ入学されるにあたって、皆さんの心はどんな気持ちで満たされ

ていますか？

新しい生活にワクワクする気持ちがある反面、いくらか不安な気持ち

も抱えているのではないでしょうか。

大学という場所は、とても自由です。

「自由すぎて、何をすればよいのか全然わからない……」

こんな不安は、誰もが抱くことでしょう。サークルに入るにせよ、授

業を選択するにせよ、全ては皆さんの選択に委ねられています。だか

らこそ難しいのです。

ただ、自分で選んでいくからこそ、それらは価値あるものになります。

中学や高校までと違い、自由に何もかも選んでいけるからこそ、自分

の在り方や、自分にとって楽しい生き方というものを確立させていく

ことが出来るはずです。どうか恐れずに、色々な「選択」をしてみて

ください。

この新入生歓迎冊子には、そんな皆さんの不安を解消するためのコン

テンツをいくつか掲載しています。

ぜひ役立ててくださいね！

皆さんの大学生活が、実り多きものになることを願っています！
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入学式案内
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2.服装・持ち物

スーツ・シャツ

黒のスーツが最も多いですが、ストライプ柄などを着こなしてくる人もいます。女性

はスカートだけではなく、パンツスーツもアリです。

シャツは白が基本ですが、色や柄があってもOKです。男性は、ネクタイで差を付け

ましょう。女性は、フリルなどのついたブラウスやシャツを着ていると、華やかです。

靴・髪型

男性は革靴が一般的です。基本的に黒色のものが多いですが、スーツに合わせて素敵

なものを選ぶのが良いでしょう。女性のほとんどはパンプスを履いています。フラッ

トなものからハイヒールまで、種類は様々です。

髪色や髪型は基本的に自由ですが、男女問わず、黒髪の人が圧倒的に多いです。

鞄

スーツに合う素敵なかばんを持っていきましょう。

配布物がいくつかあるので、A4サイズのファイルが入る大きさだと便利です。

昼食引換券

入学手続き冊子に付属しています。忘れると昼食が受け取れないので注意しましょう。

1.日時・会場・アクセス

日付：4月4日（日）予定

会場：静岡県コンベンションアーツセンター・グランシップ

入学式は静岡市で行われます。注意してください。

学科ごとに座る場所が決まっています。スタッフの誘導に従っ

て行動しましょう。式の後には、記念撮影も行われます。

浜
松
駅

静
岡
駅

東
静
岡
駅

グ
ラ
ン
シ
ッ
プ

東海道新幹線
20~25分

駅から徒歩
3~5分

東海道本線
3~5分

東海道本線 80分

住所

グランシップ
大ホール

〒422-8019

静岡市駿河区
東静岡2-3-1

＊新型コロナウイルスの関係で入学式を行うか否かが執筆時点では不明です。
なので静岡大学ホームページで確認の程よろしくお願いします。URL：https://www.shizuoka.ac.jp

https://www.shizuoka.ac.jp/


新入生歓迎企画

Welcome to Campus 2021

開催日程

日にち ：4/1(木)、4/2(金)
場所 ：生協南館食堂
持ち物 ：マスク、飲み物、かばん、筆記用具、黒マーカーペン

スマホ
ご不明な点がありましたら hama-gi@coop.shizuoka.ac.jp にご連絡ください

※参加申込は右の2次元バーコードまたは下のURLからお願い致します
URL：https://www.univcoop-tokai.jp/sucoop/fresh/fresh_93.html#s4

※新型コロナウイルスの関係で執筆の時期にはまだ開催の有無が決定していません
各種詳細については、後日お送りする資料をご覧ください

※ご来場の際、マスクの着用とアルコール消毒など感染対策にご協力ください

参加者の声

入学式前に友達や先輩と仲良くなって
最高のスタートダッシュにしよう！

交流会をしたり！

ゲームをしたり！

同じ班だった女の子で集まって一緒に講
義を受けています。数少ない女子と仲良
くなれるありがたいチャンスです！
（情報学部・情報社会学科・PN:タンバリン）

毎年６００人の新入生が集まる大イベント！
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https://www.univcoop-tokai.jp/sucoop/fresh/fresh_93.html#s4


オンライン授業について

2020年度は新型コロナウイルスが大流行したことが理由で全国の大学でオンライン授
業が始まりました。その影響は大きく後期もオンライン授業がほとんどでした。
2020/12/22日現在、2021年度もオンライン授業を行うのかどうかは決まっておりません。
そこで、浜松キャンパスの学生たちがどのようにオンラインの授業をうけているのかに

ついてご紹介します。

1.授業の様子

まず授業の様子です。下の流れのように最初に
この冊子の後のページで紹介している学務情報シ
ステムにログインします。次にマイページ内の授
業動画というところをクリックし受けたい授業の
名前を入力します。最後に受けたい授業のタブを
クリックすれば、授業動画を視聴することが出来
ます。

某動画サイトのように動画のスピードを変えた
り、いつでも見ることのができるので自分のペー
スで受講することが可能です。

(注)授業によっては出席を取ったり動画閲覧期
間が短かったりして時間割通りにいなければなら
ないものもあるので注意が必要です。基本的に時
間割通りに見れば問題はありません。

マイページ
授業動画

動画選択画面

授業動画
画面
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2.課題の提出の仕方

次に課題提出の方法についてです
が教授や授業によってそれぞれです。
そこで、生協学生委員会のメン

バーに経験した課題提出方法を聞い
てみました。
右のグラフを見てわかるように基

本的にパソコンを使って提出してい
ます。
このことからパソコンが必要だと

いうことがわかります。パソコンは
課題の提出をしたり授業をうけたり
と静岡大学では必ず使用します。

3.テストの受け方

最後にオンライン授業でのテス
トの受け方について紹介します。
2と同じように委員会メンバー

に聞いてみました。
左の図を見てわかるように課

題の提出方法と同じくパソコン
を使っての提出が多くなってい
ますね。また先ほどからスキャ
ンとありますがこれはプリンタ
を利用してスキャンすることで
紙をpdfデータにすることができ
ます。
生協ではプリンタも提案して

おりますのでご用意ください。

オンライン授業についてなんとなく把握することが出来た
でしょうか？正直体験してみないとわからないところもあり
ますが形式的なところだけでも理解してくれたならば幸いで
す。
後ろのデータのページ（P18～P19）にオンライン授業を

受けてみての感想をいくつか載せていますのでオンライン授
業がどのような感じか感じてみてください。

p.6Q.オンラインで授業で内容が身につくの？
A.人によります。講義を見る時間をしっかりと取りじっくりと考えながら受けるとすごく効果があります。



浜松キャンパス生の一日
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新入生の皆さんにとって、「大学生の一日」というものの

イメージは、なかなか掴みにくいものかと思います。

そこで、このページに、皆さんの先輩である静大浜キャン生が

大学生活の中でどんな一日を送っているのかまとめてみました。

学科男女一人ずつ、計16人の静大浜キャン生の一日の予定や、

時間割、バイト・サークルなどのデータを掲載しています。

あなたと同じ学部・学科の先輩は、いったいどんな大学生活を送っているのでしょう

か？

少しでも参考になれば幸いです！

(時間割は、男女で一年時の前期と後期のものを分けて掲載しています)

Q.大学生は高校よりも暇だと聞きましたが、本当ですか？
A.「人による」、この一言に尽きます。理系でも、バイトやサークルがなければ時間が空きます、テスト期間以外。
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月 火 水 木 金

材料力学Ⅰ 上級英語A 工学基礎化学 機構学

新入生セミナー 情報処理データサ
イエンス実習

線形代数学Ⅰ 工学基礎実習 流体力学Ⅰ 力学・波動Ⅰ

微分積分学 線形代数学Ⅰ 工学基礎実習

英語コミュニ
ケーション

機械工学概論 機械工学演習

一年前期の時間割出身地

バイト・サークル

名前 一日の生活

大学生活の様子

ひとこと

工学部・機械工学科

一年後期の時間割出身地

バイト・サークル

名前 一日の生活

大学生活の様子

8:00
起床

8:40～
午前の講義、課題

ひとこと

浜松城公園のリス
（どこにいるでしょう？）

一日の生活

8:20
起床

8:40~11:50
午前の講義

17:45~23:00
バイト

3:00
就寝

月 火 水 木 金

流体力学Ⅱ 化学バイオ
工学概論

工学基礎化学 プログラミング

材料力学Ⅱ 心理と行動Ｂ プログラミング

微分積分学Ⅱ 線形代数学Ⅱ 力学・波動Ⅱ 創造工学実習

微分積分学Ⅱ 創造工学実習

基礎英語B

12:45～
午後の講義、課題

18:00~22:00
バイトor部活

0:00
就寝

Q.工学部のちょっと大変なところを教えてください。
A.実験です。テストも大変ですが、実験で夜遅くまで大学に残ることがあるので、そこだけ少し辛いです。

12:45~17:30
午後の講義渡邉 寛人

福井県

バイト･某薬局
サークル・KSC SLC

大学生マジで楽しいです。

23:00~
バイト後皆でご飯

1:00～
課題

静大生の血液
推しのサイン入りポスターです

サークルでの様子です

井上 晴菜

愛知県

バイト：カフェ、事務
部活：合気道部

静大の人はみんな優し
くて親切！

校舎の屋上からの景色 夕方の弁天島



p.9

月 火 水 木 金

新入生セミナー 電気電子工学概論 中級英語A 論理回路Ⅰ

工学基礎化学Ⅰ 電気電子情報数学 情報処理・データ
サイエンス演習

電気電子情報数学

微分積分学Ⅰ 線形代数学Ⅰ 力学・波動Ⅰ 工学基礎実習

線形代数学Ⅰ 工学基礎実習

英語コミュニ
ケーション

一年前期の時間割出身地

バイト・サークル

名前 一日の生活

大学生活の様子

ひとこと

工学部・電気電子工学科

一年後期の時間割出身地

バイト・サークル

名前 一日の生活

大学生活の様子

ひとこと

一日の生活

7:30
起床

8:40~11:50
午前の講義
(オンライン)

16:05~
午後の講義
(対面)

17:30~19:00
帰宅・自習

0:30
就寝

月 火 水 木 金

12:45~15:30
課題・自習

12:00~12:45
昼食大城 裕麻

沖縄県・沖縄市

何もやっていません

自炊は簡単で経済的です。

専らオンラインの授業です。 友人と食事。 ロボットかわいい。

Q.静岡大学浜松キャンパスと静岡キャンパスの違いは何でしょう？
A.雰囲気ですね。静キャンは伸びやかな総合施設、浜キャンは精巧な研究所、といった印象が強いです。

一年後期の時間割出身地

バイト・サークル

名前 一日の生活

大学生活の様子

7:00
起床

8:40
講義
(対面)

ひとこと

興味があることには積極
的に挑戦して楽しんでく
ださい！

月 火 水 木 金

電子物質科学概論 上級英語Ｂ 論理回路Ⅱ

電気回路Ⅰ 心理と行動Ｂ 電磁気学Ⅰ 工学基礎化学Ⅱ

力学・波動Ⅱ 創造教育実習 線形代数学Ⅱ 微分積分学Ⅱ
および演習

総合英語ⅡＡ 創造教育実習 微分積分学Ⅱ
および演習

オンライン講義・課題・趣味など
1:00
就寝

18:00~22:00
バイト・サークル

愛知県・みよし市

バイト：塾講師
サークル：NRC

深谷 美月

ベース カフェ 実習
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月 火 水 木 金

有機化学 中級英語 情報処理 電子物質科学概論

微分積分学Ⅰ 新入生セミナー 工学基礎化学Ⅰ 電子物理数学

物理化学Ⅰ 線形代数学Ⅰ 工学基礎実習 力学・波動Ⅰ

線形代数学Ⅰ 工学基礎実習

英語コミュニ
ケーションⅠ

一年前期の時間割出身地

バイト・サークル

名前 一日の生活

大学生活の様子

ひとこと

電子物質科学科

一年後期の時間割出身地

バイト・サークル

名前 一日の生活

大学生活の様子

ひとこと

一日の生活

9:00
起床,朝食

19:00~
ゲーム

0:30
就寝

月 火 水 木 金

18:00
夕食、風呂

10:00~17:00
オンライン講
義前川 悠稀

富山県

バイト：なし
サークル：漫研、サバゲ

自由だからと夜更かしす
ると体調がやばくなるの
で注意

たまに浜松駅に行って新幹線を見て
います

よく自衛隊の飛行機が大学の
上を飛んでいきます

休日はプラモデルを作って
います

Q.高校までの勉強と、大学での勉強における違いは何ですか？
A.主体性の重要度です。確実に課題を出し、テストで点を取らなければ問答無用で不可になります…… 。

13:20
通学

10:00
課題 講義

一年後期の時間割出身地

バイト・サークル

名前

9:00
起床

月 火 水 木 金

電磁気学Ⅰ 機械工学概論 中級英語B 物理化学Ⅱ 電子物質科学概論Ⅱ

基礎無機化学 世界のことばと文化 工学基礎化学Ⅱ 電気回路Ⅰ

力学・波動Ⅱ 創造教育実習 線形代数学Ⅱ 微分積分学Ⅱ

総合英語ⅠA 創造教育実習 微分積分学Ⅱ

２ :0
0
就寝柴田 紗希

静岡県 浜松市

サークル：漫画研究会

友人とたくさん情報共有を
しあえると不安も薄れると
思います。頑張ってくださ
い。

14:45
対面講義

19::00
家で課題など

16:00
サークルor委員会

18:00
帰宅

教科書は重いが今は持ち運ぶことが
ない

大学からデジタルの絵を始
めました

静大祭でのレーザー
ショーの様子
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月 火 水 木 金

新入生セミナー 英語コミュニケー
ション

化学バイオ工学概
論

化学工学Ⅰ 情報処理・データ
サイエンス演習

工学基礎化学

微分積分学Ⅰ 線形代数学Ⅰ 力学・波動Ⅰ 工学基礎実習

微分積分学Ⅰ 線形代数学Ⅰ 力学・波動Ⅰ 工学基礎実習

英語演習Ⅰ

一年前期の時間割出身地

バイト・サークル

名前

池内 元太

徳島県・鳴門市

バイト：飲食店
サークル：KSC

一日の生活

大学生活の様子

ひとこと

勉強・バイト・
サークル、全部全力
で楽しもう！

工学部・化学バイオ工学科

一年後期の時間割出身地

バイト・サークル

名前 一日の生活

大学生活の様子

ひとこと

7:30
起床

8:40～11:50
午前の講義

18:00～25:00
バイト

26:00
就寝

11:50~12:45
昼休憩

12:45~17:35
午後の講義

月 火 水 木 金

化バイの勉強風景 おいしい学食 自炊もしよう！

一年後期の時間割出身地

バイト・サークル

名前

北崎 愛子

静岡県・焼津市

バイト：家庭教師
サークル：漫画研究会

一日の生活

大学生活の様子

自宅から通っていても、十分
充実した楽しい大学生活が送
れます！まずは大学でやりた
いことを見つけましょう！

静大祭のビンゴ企画にて

7:00
起床

8:00～
リモート講義
＆課題

20:00~
課題＆自由
時間

10:10~
通学＆お昼ご
飯

14:15~
サークル・委員会

18:00~
夕ご飯＆
帰宅

24:00
就寝

12:45~
対面講義

月 火 水 木 金

無機化学基礎 電子物質科学概論

基礎有機化学 地域の文化と歴史 工学基礎化学Ⅱ 物理化学Ⅰ

力学・波動Ⅱ 創造教育実習 線形代数学Ⅱ 化学工学Ⅱ 微分積分学Ⅱ

基礎英語B 創造教育実習 微分積分学Ⅱ

デジタルで描いてます電車の中でよく勉強してます

Q.一日何時間勉強していますか？
A。人によります。高校と違い自分で勉強する必要がありますので勉強の習慣をつけておきましょう
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月 火 水 木 金

新入生セミナー
（前期前半のみ）

工学基礎化学Ⅰ システム工学概
論

確率統計 コンピュータ入門
（前期後半のみ）

上級英語A システム基礎数
学

情報処理
データサイエンス演

習

工学基礎実習 力学・波動Ⅰ 線形代数学Ⅰおよ
び演習

微分積分学Ⅰ

工学基礎実習 線形代数学Ⅰおよ
び演習

英語コミュニ
ケーション

一年前期の時間割

出身地

バイト・サークル

名前

大学生活の様子

ひとこと

工学部・数理システム工学科

一年後期の時間割出身地

バイト・サークル

名前 一日の生活

大学生活の様子

7:00
起床

8:45
講義

ひとこと

一日の生活

月 火 水 木 金

他学科概論 工学基礎化学
Ⅱ

プログラミン
グ基礎

情報科学入門 心理と行動B 中級英語

創造教育実習 力学・波動Ⅱ 線形代数学
Ⅱ

プログラミン
グ基礎

微分積分学Ⅱ

創造教育実習 微分積分学Ⅱ

総合英語ⅠA

空いている時間
図書館で勉強

18:00~22:00
バイトorサークル

0:00
就寝

加藤 聡恵

香川県

バイト：塾講師、結婚式場
部活：探検部

部活でハイキング 夏休みの思い出 浜松餃子美味しい

大学生活楽しみましょう！！

出身地

バイト・サークル

名前

ひとこと

8:00
起床(寝
坊しない
ように)

8:40~11:45
午前の講義
(1 or 2コマ)

~18:00
サークル

~22:00
バイト(塾講師)
o習い事(violin)

0:30
就寝

12:45~17:30
午後の講義
(1 or 2コマ)

12:00~12:45
昼休憩
(食堂でランチ！)

大橋 一輝

富山県

バイト：大学受験塾の講師
サークル：管弦楽団

大学ではぜひ、新しいことに
たくさん挑戦してください！
私は料理、楽器、プログラミ
ングなどを大学で始めました。

あかつき寮の部屋の様子です！
あかつき寮は部屋の内装は比較
的きれいです。できるだけ部屋
はきれいに保っています。寮食
は基本的にでますが、自炊も頑
張ってやってます！

大学の教室の様子です。
今年度はほとんどの講
義がオンラインのため
教室には人がほとんど
いません。早く、コロ
ナが収束して対面授業
が再開されることを願
うばかりです！

Q.単位とか履修とか、よくわからないんですけど……。
A.履修に関しては、掲載内容が多く省きました。相談会(p30)にて、詳しく話を聞くことが出来ますよ。



プログラミング パンケーキ美味しかった スノボに行ってきた
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一年前期の時間割出身地

バイト・サークル

名前 一日の生活

情報学部・情報科学科

一年後期の時間割
出身地

バイト・サークル

名前
一日の生活

大学生活の様子

ひとこと

一日の生活

Q.「情報学部の心得」的なことを教えてください。
A.出来るだけパソコンは持ち歩きましょう。どんな授業でもだいたい使います。持ってないと後悔します。

月 火 水 木 金

コミュスキ 情報学総論 コンピュータ入門 微積

集合確率 新入生セミナー 英語コミュニケー
ション

キャリアデザイン

日本語表現法 プログラミング入門

選択英語 健康体育実技

線形代数学 データ処理演習 データ処理演習

一年前期の時間割出身地

バイト・サークル

名前

飲食店キッチン

一日の生活

大学生活の様子

ひとこと

1:30
就寝

静岡県・静岡市

稲葉 影光

地元の海鮮丼 たまに外食 サークルの様子

プログラミングは初心者の場
合、早めに取り組まないと詰
みます。私は詰みました。

6時起床
８時40分
授業開始

空きコマ
課題

~16:05
講義終了

18:00~22:00
バイト

勉強 自由時間

出身地

名前

松野 優香

愛知県

カラオケ・サイクリン
グ、探検、ライオス

ひとこと

コロナ速くおさまっ
てほしい

7:00
起床

8:00
家を出る

13:00~22:00
自由時間

~9:30
移動時間

12:30
昼ごはん

~13:00
移動時間

:00
就寝

10:20
授業

月 火 水 木 金

情報処理データサ
イエンス

コミスキ プログラミング

数理論理２ ジェンダー論 上級英語 プログラミング

数位論理１

リーディング
スキルズ

総合英語 健康体育

線形代数 PBL演習
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月 火 水 木 金

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ思考 情報学総論 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ入門 微分積分I

英語ｺﾐｭﾝｹｰｼｮﾝ ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙｽﾞI-A

日本語表現法 ドイツ語I

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｽｷﾙｽﾞI 基礎英語A 新入生ｾﾐﾅｰ

線形代数I ﾃﾞｰﾀ処理演習 ﾃﾞｰﾀ処理演習

一年前期の時間割出身地

バイト・サークル

名前 一日の生活

大学生活の様子

ひとこと

行動情報学科

出身地

バイト・サークル

名前

大学生活の様子

ひとこと

一日の生活

7:00
起床

8:40~11:50
午前の講義

18:00~20:00
サークル or バイト

0:30
就寝

月 火 水 木 金

12:45~17:30
午後の講義

12:00~12:45
昼休憩

山口県

ボランティアサークル
天文サークル

岡田 享大

ドイツ語の勉強中 研究会のメンバーと絵しりとり

入学当初には予想もでき
なかったぐらい大学生活
を謳歌しています！

友達とタコパ

Q.浜キャンは男女比が偏っていると聞きましたが、恋人って作れますか？
A.大学生の出会いの場は大学に限りません。バイト先や地元など、様々なコミュニティに希望を持とう。

一年後期の時間割出身地

バイト・サークル

名前 一日の生活

大学生活の様子

8:00
起床

ひとこと

月 火 水 木 金

認知科学と行動情報
/博物館展示論

情報処理・データ
サイエンス入門

ユーザビリティ論 プログラミング コミュニケーション
スキルズⅠ-B

メディア・
リテラシー

ジェンダーから
見る現代社会

プログラミング

統計学入門 マネジメント
デザイン

初修外国語
(ドイツ語)入門Ⅱ

コンピュータ
ネットワーク基礎

微分積分学Ⅱ

博物館資料保存論 PBL演習

講義や課題の消化、趣味の時間などその日にすべき/したいこと
3:00
就寝望月 はな

静岡市

バイト：短期を必要な時に
サークル：無所属

今年はあまり参考にはな
らないかも知れませんが、

頑張ってください。

１年で使った教科書類 趣味のインク集め本棚
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月 火 水 木 金

一年前期の時間割出身地

バイト・サークル

名前 一日の生活

大学生活の様子

ひとこと

情報学部・情報社会科

一年後期の時間割出身地

バイト・サークル

名前

水野 萌子

一日の生活

大学生活の様子

ひとこと

8:00
起床

17:00~23:00
バイト

8:40~11:50
午前の講義

12:45~14:15
午後の講義

1:00
就寝

午後対面授業がある日
はお昼の時間で移動

月 火 水 木 金

情報処理・データ
サイエンス演習

統計学入門 プログラミング

メディア・
リテラシー

社会と製造業 中級英語 プログラミング 社会調査論

コミュニケー
ションスキルズ

グローバリゼー
ションと社会

健康体育演習 初修外国語

総合英語

PBL演習

愛知県・春日井市

バイト：飲食店
サークル：漫画研究会

知り合いを増やすにはサーク
ルやバイトがオススメです！
(対面ないと増えないです…)

大祭用に描いた色紙 上手くいった自炊ご飯 英語ではない授業のノート

月 火 水 木 金

マネジメント思考 情報学総論 コンピュータ入門 プログラミング
入門

メディア・コミュ
ニケーション

英語コミュニケー
ション

キャリアデザイン プログラミング
入門

日本語表現法 パブリック・
コミュニティ論

健康体育実技 初修外国語

基礎英語 コミュニケーション
スキルズ1-A

新入生セミナー

データ処理演習 データ処理演習

一年前期の時間割出身地

バイト・サークル

名前

堀 敏充

岐阜県・岐阜市

バイト：塾講師
サークル：自動車部,天文
サークル

一日の生活

大学生活の様子

ひとこと

自動車部に入ろう

休日は趣味で写真を撮りに
行ってます。近いうちに写
真集出版します。

8:00
起床

18:00～22:30
バイト

27:00
就寝

8:40~11:50
講義受講

12:30
学食

12:30~
サークル

23:00~
課題等

夜はサークルで星を見てます。
秋はとても星がきれいです。

毎週木曜日は部車の整備に励みます。

Q.浜キャン生は、浜松以外にどこから通っている人が多いですか？
A.愛知県、とりわけ豊橋市から来られる方が多いですね。新幹線で名古屋から通う人もいます。



浜松キャンパス生の持ち物
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工学部

新入生の皆さん、バッグの中身について気になりますよね？何をもっていけば

いいのだろう？先輩たちはどれくらいの荷物を持ち歩いているのだろう？様々な

疑問があると思います。

そこで新入生のみなさんに特別に工学部、情報学部の先輩が荷物の中身を見せ

てくださるそうです。

是非参考にしてみてください！！

持ち物

ひとこと：曜日によっては教科書の冊数がかなり変わります。多い人では６～7冊
少ない人なら1～2冊ぐらいです。

Q.長期休暇ってどんな感じですか。
A.サークル、バイト、帰省……etc。夏と春、ともに約二ヶ月の休暇です。自由に、有効に使いましょう。

・筆箱 ・教科書
・財布 ・ルーズリーフ
・眼鏡 ・クリアファイル
・パソコン etc...
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情報学部

持ち物

ひとこと：パソコンを使う授業が多いので忘れると詰みます。

持ち物のすすめ

１.その日必要なものだけを持っていくべし。

大学内は広く、荷物が重いと移動が大変です。また、物の数が多いほど盗難や紛失の危険も高まります。

２.パソコンは、バッグの中での状態管理に気を付けるべし。

パソコンは本当に簡単な原因で壊れます。他のものに圧迫されぬよう、インナーバッグに入れて持ち運

んでください。

３.クリアファイルやバインダーで書類を管理すべし。

大学の講義では、色々な資料が配られます。間違って捨ててしまわないよう、きちんと整理しましょう。

４.傘はきちんと管理すべし。

傘を無造作に傘置き場へ置いておくと、知らない人に持っていかれることが多いです。本当に多いです。

Q.パソコンはどれくらいの頻度で使いますか？
A.情報学部はほぼ毎日、工学部も学科によっては週3回程度使います。故障に気を付けて扱いましょう。

写真

・筆箱 ・本
・教科書 ・財布
・パソコン etc...
・ノート



静岡大学のデータ・グラフ
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静岡大学に関するデータをいくつかまとめてみました。

ぜひ浜松キャンパスがどのようなところか知ってもらえると幸いです。

Q.落とし物や忘れ物をしたら、どうすればいいですか？
A.図書館1階にある、浜松学生支援課学生支援係を尋ねましょう。落とし物ボックスがあります。

次に住み方です。多くの
学生が一人暮らしなの
で夜に集まってパーテ
ィーをやることが多いで
す。

学部ごとの人数の割合です。
工学部が過半数を占め、情報
学部が4割がたです。学部を越
えて交流を持つこともたくさ
んあります。

パソコンについてです。
グラフを 見てわかるよう
にほぼ全員がパソ コンを
持っています。課題も授
業 もパソコンを使うので
必須です。

まずは気になる男女比です。理系
が大多数を占めるキャンパスなの
で男子の割合がとても高いです。
それでも女子が少ないというわけ
ではないので安心してください。

＊その他の回答で化学バイオ工学科が別にみられてし
まいますが化学バイオ工学科も工学部です

あなたの性別を教えてください

あなたの現在の住居形態を教えてください

あなたの所属を教えてください

パソコンを持っていますか



p19Q.やっぱりサークルとか入ってないと休日は暇ですか？
A.人によります。一人で気ままに外出したり、勉強したりと様々です。

生活習慣についてです。
大学生はだらけていると思
われがちですが、結果を取
ってみると意外と早起きで
あることがわかりました

サークルについて
です。サークルに入
ると交流の幅が広が
るのでお勧めです。
先輩から過去問をも
らえるかも・・・

金銭面です。

大学生になると自分
で使えるお金が増え
るので様々なことに
使える一方管理しな
いと大変なことに

バイトについてです。

バイトはお金がもらえるし
交友関係も広がるし長所は
多 いのですが、何個も掛
け持ちをしすぎると勉強
に手が回らなくなります
気を付けましょう。

最後はオンライン授業
に ついてです。正直、一
長一短です。このアンケ
ートは前期に取られたも
のなので皆さん困惑して
いたのでしょうね・・・。
なれるとカジュアルに受
けられるので負担は少な
く なります。

いつ起きますか？

サークルいくつ入っていますか？

どこに一番お金を使っていますか？

バイト週何時間やっていますか？

オンライン授業を受けた感想
・課題が多い
・課題を提出すればいいという考えになってしまう
・モチベが・・・
・内容が身に入ってこない
・好きな時間に受けられる
・回線によって利便性が変わる
・対面のほうが意欲が高くなる
etc...



学務情報システムの使い方
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静岡大学の学務情報システムについて軽くご紹介します。

学務情報システムは、講義の履修登録や、レポート課題提出のために皆さんが利

用することになる、静大生専用のWeb上サービスです。

詳しい使い方については、入学後の説明会などを参考にしてください。

https://gakujo.shizuoka.ac.jp/portal/

こちらが学務情報システムページのURLです

ログインには、入学後に入手するIDと

パスワードが必要となります

ログイン後のトップページです

自分好みにカスタマイズできます

大学から届く様々なお知らせを確認

したり、レポート課題の提出期限を

把握したりすることが出来ます

時間割や履修状況の確認などもここで行えます

大学では講義によって教室が変わります

教室がどこだったか、何時限目に講義があった

かなどについて、入学してすぐの間は、ここで

何度も確認することになるかと思います

※学務情報システムの使い方については、「何となく知っておく」だけでOKです。複雑そうに見えますが、簡単です。

Q.「アルバイト」について、ちょっと「アドバイス」をください。
A.深夜のバイトは時給が高いですが、次の日の朝、寝坊しやすくなります。あまりお勧めできません。

https://gakujo.shizuoka.ac.jp/portal/


シラバスの使い方
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静岡大学のシラバスについて軽くご紹介します。

シラバスは、静大で開講される各講義の内容や、担当教員、開講科目などについ

て詳しく知ることが出来るWeb情報サービスです。前期、後期が始まる時期に教

科書を購入します。ここで必要な教科書を知ることができるので必ず使えるよう

にしましょう。

Webブラウザで、「静岡大学 シラバス」と検索すればサイトが出てきます

ログインせずとも利用できるので、p5の「静大生の一日」ページにある、色々な先輩た

ちの時間割を見てみて、気になった科目があれば調べてみると良いでしょう

※シラバスの使い方については、「何となく知っておく」だけで大丈夫です。そのうち慣れますので……。※シラバスの使い方についても、「何となく知っておく」だけで大丈夫です。そのうち慣れますので……。



浜松市案内
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静岡県浜松市は、日本第二位の面積を誇るとても広い都市です。一応、横浜市や

神戸市と同じ“政令指定都市”でもあります。

「音楽の都」というイメージが強いかもしれませんが、実際は、その面積の広さ

から、場所によって様々な顔を見せてくれる街となっています。

自然と技術が調和するこの美しい街で、新入生の皆さんはどんな大学生活を送る

ことになるのでしょうか？

浜松に点在する魅力的なスポットを、皆さんに向けて少しだけご紹介します！

浜松駅

浜松市の交通の中心となる駅で、ここから出ているバスに乗れば、浜松市内の大体の場所に行くことが可能

です。駅周辺には、カラオケや映画館などの娯楽施設やショッピング施設があるだけでなく、路上ライブな

ども盛んに行われています。華やかですが、夜は少し危険な場所にもなります、気を付けましょう。

アクトタワーという高層ビルが建っており、思ったよりも都会です、新入生の皆さんは少し驚かれるかもし

れません。駅の北口には、植木で作られた家康くんがあり、よく待ち合わせの場所になります。

Q.高校の教科書は捨てても大丈夫ですか？
A.高校時代の教科書や参考書は大学でも重宝することがあります。とりあえず残しておきましょう。
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イオン市野

浜松の東部にあるイオンです。浜松の駅前にもいろいろあるのですが少し外れた郊外に出ても様々な建物が

建っています。それのうちの一つに市野という地区にイオンがあるのですがここには並列してラウンドワンや

ニトリ、近くにはコストコが建っています。駅からも専用バスが出ているので意外と交通の便はいいです。

アクセス：新浜松駅から最寄りの遠州上島駅まで約10分、浜松駅よりシャトルバスが運行中

エアーパーク

浜松の誇る人気スポットの一つであるエアーパークです。この施設は航空自衛隊の基地の中にあり、

飛行機や自衛隊の展示をしている博物館なのですが毎年ここで航空ショーを行っています。ぜひ入

学して一人暮らしをした際に行ってみてはいかがでしょうか。

アクセス：JR浜松駅北口バスターミナル14番線せいれい浜松泉高丘行き、泉4丁目下車徒歩10分

【一部画像出典】
https://www.aeon.jp/sc/hamamatsuichino/access/
https://www.mod.go.jp/asdf/airpark/access/

https://www.aeon.jp/sc/hamamatsuichino/access/
https://www.mod.go.jp/asdf/airpark/access/


静岡大学生協について
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このようなシステムと理念に基づき、静岡大学生協では、「皆さんのより良い学生生活」の

ため、以下のようなサービスを展開しています。

・学内ショップ(購買店)や、学生食堂の運営

・学生総合共済・学生賠償責任保険や、“学生生活110番”などの保障・サービス

・受験生と新入生に向けた、入学準備応援サイトの管理 など……

広義の意味で「何かと大変な」大学生活ですが、困ったらとりあえず生協に頼ってください。

特に、新入生の皆さんにとっては、大学生活序盤の心強い味方となってくれるはずです！

出典(掲載許可をいただいています) →  https://www.univcoop.or.jp/coop/info/index.html



共済(学生総合共済)は大学生のための保障制度で、
ケガや病気などの大学生活のリスクに対応しています！

交通事故でケガをする！
（治療費はもちろん、今まで徒歩で通学し
ていたけど公共交通機関を使わないといけ
なくなった！交通費もどうしよう）

不慣れな生活でストレスがたまる
（誰かに相談したいけど、どこに相談
すればいいんだろう…医療機関に相談
してみたいけど、お金かかるしな…）

生協総務では、
共済金給付の相談以外に
も、様々なサポートを受
けることができます！

保障内容については、学生総合共済パンフレットを
ご覧ください

▲「大学生協の学生総合共済」
よくいただく質問
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共済金給付申請手続や
質問は生協南館2階の
サポートセンターへ！

「What   is   共済？」



生協学生員会(GI)について
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生協学生委員会(GI)とは

大学生協と関わり、生協に関する取り組み、例えば後述する共済の広報やショップの盛り

上げ、学生の意見を反映する企画の立案などを行い、学生の目線から大学生活をよりよくし

ていくことを目的として活動しています。

公式広報アカウント

Twitter：@hamamatsu_gi Instagram：@hamamatsu_gi

基本的には、一週間に一度だけある定例会に集まっ

て活動します。活動内容は毎回変わりますが、先輩

が概ね何をすればよいのか教えてくれます。

定例会の雰囲気はとても明るいです。生協ショップ

で使う飾りを制作したり、新入生を歓迎するための

企画を考えたりしています。

出欠席や取り組み方に縛りはありません。サークル

や部活に近い感覚で参加してもらっても大丈夫です。

生協委員会では新入生サポートとして新学期説明会、

サポートセンター、welcome to campusなど様々

な企画を催しております。

今年は新型コロナウイルスのため開かれませんでし

たが、時々メンバー同士で食事会を開いています。

学科や学部は混合のため、学部、学科の垣根は存在

しません。他学科、他学部の友達が欲しい！という

方々はぜひ生協委員会にご参加ください。

委員会に入るにはどうしたらいいの？

まず、毎週火曜日・18時・生協北館食堂で行っている定例会へ見学に来てみてください。

事前連絡は必要ありません。「GIに入りたいです！」と伝えに来てもらえればOKです。

Q.学生委員会、、、委員会かぁ、、中高めんどくさかったんだよなぁ、、、
A.。中高のような強制はありません。人それぞれ自分に合った参加の仕方が可能です。

活動風景の写真

食事会の画像



静大生協のお店

P.27

静岡大学浜松キャンパスには、皆さんの充実した大学生活をサポートする、大学生協のお店がい

くつか設置されています。不定期の特製スイーツ販売や商品割引がショップで行われたり、美味

しい期間限定メニューが食堂の献立に時々追加されたりと、皆さんの大学生活のひと時をより豊

かにするための工夫が凝らされています。

このご時世なので食堂・店舗の混雑時は会話を控え、ソーシャルディスタンスを守って利用しま

しょう。食事が終わったら次の人に席を譲るようにしましょう。

＊新型コロナウイルスの感染拡大による影響で営業時間などが変更になる場合がご

ざいます。詳しくは生協ウェブサイト/twitterでご確認ください。

営業時間：11：00～14：00（平日のみ）

情報学部棟のすぐ近くにあるので、情報学部
生が多く利用します。もちろん工学部生も利
用可能です。

お昼にはいつも長蛇の列ができています。

北館食堂

営業時間：10：00～15：00（平日）
17：00～19：00（平日）

北館より大きいので、学部を問わず毎日多く
の学生が利用しています。ですが、働いてい
るスタッフさんも多いので、回転率はとても
良いです。

南館食堂

Q.学食の人気メニューは何ですか？
A.チキン竜田丼やカツ丼など、エネルギッシュな学生にぴったりな高カロリーのメニューが好まれます。
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ショップ

生協サービスセンター(南館二階)

昨年度の食事の風景

営業時間：北館・平日 10：00～16：15
南館・平日 11：00～14：00

※土曜日、日曜日は休業

ほとんどの静大生が利用するショップです。

品揃えはコンビニなどと何ら遜色なく、朝昼晩の食事からイヤ
ホン、マウスなどのデバイスも豊富に取り揃えています。緊急
時の利用にも適しているでしょう。

書籍が静大生協組合員限定で割引きされるので、書店で買うよ
りも5％～10％安く買うことができますよ！

営業時間：総務共済加入窓口 10：00～16：00
旅行・車校の受付 10：00～16：30

住まい事業部 10：00～16：00

※土曜日、日曜日は休業

自動車学校の入校手続きや、旅行の申し込みなどを手助けして
くれる場所です。共済給付手続きの申し込みもこの場所で行え
ます。（共済に関してはp24をご参照ください。）

「バイト、何にしようかな？」「旅行に行きたいけど、何かい
いコースはないかな？」などの悩みがあるなら、ぜひここを訪
れてみてください！

Q.この冊子を作っているのは誰ですか？ 作っててどうでしたか？
A.p23の“GI”に所属するメンバーの一人です。手伝ってくれた後輩たちに心から感謝しています。

昨年度はコロナの関係で三密を避ける対
策をする必要がありました。

そこで食堂ではテーブルの真ん中に仕切
りを置いたり、食事後には速やかに退出
するよう呼び掛けたりと様々な対策を講
じていました。

左の写真は南館食堂での食事の風景です。



入学準備説明会について
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入学準備説明会とは
ひとり暮らしのことや、教材購入のことなど、入学前に必要な準備に関する様々な説明を受けることが出来

るイベントです。

現役の静大生たちが、入学に向けてやるべきことや学校での過ごし方などについて、経験談を踏まえて教え

てくれます。

今年は新型コロナウイルスの関係でzoomでのオンライン開催、少数定員での個別相談会を開催いたします。

参加の申し込みについて

入学準備説明会への参加申し込みは、「静岡大学生活協同組合」のWebページから行えます。

新規ご登録もしくはログインを行ってからお申し込みください。

※「大学生協Webサービス」の詳しい使い方は、別冊の「入学準備ガイドbook」の下巻をご覧ください。

URL＆二次元コード
https://www.univcoop-tokai.jp/sucoop/fresh/

zoomでのオンライン開催日時

Q．静岡キャンパスとの交流はありますか？
A．サークルに参加しているとありますが、基本的にはほぼないです。100キロ離れていますからね……。

個別相談会の開催日時

＊オンライン開催のどこか一日の参加で結構
です。もしもそこでご不明な点がございまし
たら個別相談会へのご参加をよろしくお願い
いたします。

個別相談会対面の会場：浜松キャンパス 生協南館食堂

＊新型コロナウイルスの感染拡大の影響で内容が変更になる場合がございます。
詳細は上記のURLから静岡大学生協ホームページにアクセスしご確認の程よろしくお願いいた
します。

＊ご来場の際、マスクの着用、アルコール消毒にご協力ください

https://www.univcoop-tokai.jp/sucoop/fresh/


サポートセンターについて
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サポートセンターとは

サポートセンターとは入学準備の時期にキャンパス内に設置される、新入生の皆さんの
不安を解消するためのお悩み相談センター的なところです。
現役の静大生がアドバイザーとなって、ひとり暮らしの住まい探しや、生協に関する事
務的な手続きなど、入学に向けた様々なお手伝いをさせていただきます。
※今年度は新型コロナウイルスの関係上、ご来場のなる場合は完全予約制となります。
また、電話やネットをご使用いただくことで、ご自宅からでも住居の契約をすることも
可能です。
詳しくはページ下部のURLから静岡大学生協ホームページをご確認ください。

営業時間・場所など

サポート内容

住まい探しの斡旋
インターネット

生協・共済加入 PC、教科書などの教材

来場した人からの声

「私は後期合格者で、入学まで時間がなく、焦

りと不安ばかりでした。しかし、”サポセン”

で、住居だけでなく学業やサークルなど、多く

のアドバイスを聞けたおかげで晴れやかな気持

ちで新生活をスタートできました！」

(工学部・電子物質科学科・新入生)

日程：2/20(土) ～ 2/21(日)

場所：生協南会館2F談話室

受付時間：10:00~15:00（完全予約制）

対象者：総合・推薦合格の方

日程： 3/6(水) ～ 3/14(火)

3/20(土)~3/25(木)

場所：生協南館食堂

営業：10:00~15:00（3/6は12:00~15:00）

対象者：前期・後期合格の方

お問い合わせ：053-412-5255

etc……

静岡大学生協ホームページURL:https://www.univcoop-tokai.jp/sucoop/fresh/fresh_85.html

https://www.univcoop-tokai.jp/sucoop/fresh/fresh_85.html
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