キャンパス・ライフ・メモ 2021

京都精華大学 キャンパス・ライフ・メモ
～ キャンパスに慣れるまでのハンディメモ

～

１．通学
1）国際会館駅（京都市営地下鉄）から大学まで
①スクールバス（停留所は本館前） 【無料】
・京都市営地下鉄烏丸線「国際会館駅」 3 番出口から地上に出て、右方向にあるスクールバス
乗り場から 10 分で大学へ
・授業期間中は、平日 8：00～21：30 までおよそ 10 分間隔で運行
（土曜は短縮運行、日曜は運休）
・大学 Web サイト 交通アクセスに時刻表掲載
https://www.kyoto-seika.ac.jp/bus.html
②京都バス 【230 円】
・国際会館駅 バス乗り場から約 5 分で、大学最寄りの「京都精華大学前」停留所へ
・
「２のりば」 40 系統は平日であれば 8 時台は 5 分おきに運行
＊京都産業大学行き[直行便]には乗らないように（途中の停留所に止まらない）

・
「３のりば」 52 系統は平日 8 時台に 8：01 発、8：35 発、8：57 発の 3 便、50 系統は 8：
15 発があります。
③徒歩
・国際会館駅から大学までは、歩いておよそ 25 分程度です。4 月から 6 月頃までは、スクール
バスがたいへん混みあうため、感染防止の観点からも徒歩での通学をお薦めします。
＊国際会館駅からの「徒歩通学ガイド」を巻末に掲載しますので、参考にしてください。

④自転車（レンタサイクル） 【30 分 100 円】
・アプリで自転車が借りられるシェアサイクルサービス PiPPA を利用すれば、およそ 10 分ほ
どで大学へ
・PiPPA ポート（レンタルサイクル置き場）が国際会館駅前と大学構内にあるので、返却も便利
です。
＊京都の街中は、自転車で充分移動できるくらいの広さです。PiPPA ポートは市内にもたくさんあるので、ア
プリを登録しておくと便利です。

2）出町柳駅（叡山電鉄）から大学まで

【340 円】

・京阪電鉄の出町柳駅から徒歩 5 分の叡山電鉄「出町柳駅」から 17 分で、キャンパス併設の「京
都精華大前駅」へ
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＊自転車やオートバイで通学する場合は、学内の駐輪場【無料】を利用してください。
＊駐車場はありませんので、自動車を利用される場合は、大学近くのコインパーキングへ駐車して
ください。

２．休校日、休講
1）休校日、登校禁止日、休業日
・休校日はすべての授業がない日、登校禁止日は入試などのため登校してはいけない日、一斉休
業日は大学の施設が利用できない日（8 月のお盆期間や年末年始など）は、
「学年歴（大学カレ
ンダー）」に掲載しています。
・2021 年度の学年歴は、大学 Web サイト（「学生生活」ページの「大学カレンダー」
）を確認し
てください。

2）休講と休校
・休講とは授業が行われないことです。休講のお知らせは、
『セイカ・ポータル』に掲示されま
す。
・各種警報や学長判断による休校措置については、
『学修のてびき』の 53 ページに説明があり
ます。

３．食事
1）学生食堂
・学生食堂（悠々館 1F） 10：00～20：00（月～金）／10：00～14：00（土）
・定食、プレートランチ、サラダ、麺類、丼物、小鉢など
＊感染防止対策中の営業時間

平日 11：00～14：00、17：30～19：30 ／

14：00
・悠々館の 2 階では、平日 11：30～13：00 に弁当を販売する予定です。

2）コンビニ「ファミリーマート」

キャンパスに 2 店舗あります。

①悠々館 2F 8：00～20：00（月～金）／8：00～16：00（土）
＊感染防止対策中の営業時間

平日 9：00～19：00／土曜 10：00～15：00

②春秋館 1F 8：00～20：00（月～金）
＊感染防止対策中の営業時間

平日 11：00～17：00
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＊平日 11：30～13：00 ファミリーマート近辺で別途弁当販売

3）自販機（飲料）
・本館 4Ｆ、対峰館入口（本館側）
、自在館入口（対峰館側）
、7 号館入口（風光館側）
、
体育館入口、悠々館入口（遠友館側）、遠友館裏（グランド側）

４．売店・ＡＴＭ
1）画箋堂（購買部）：悠々館 2F 平日 10：00～19：00／土曜 10：00～15：00
・雑誌、文具、画材を在学生割引価格で販売します。レンタカーの受付も行っています。

2）コンビニ「ファミリーマート」
・悠々館 2F 店では、次のサービスも提供しています。
銀行 ATM、マルチコピー機、各種チケット、宅急便発送

3）ＡＴＭ
①みずほ銀行京都精華大学 ATM

悠々館 1F （平日 9～18 時／土曜 9～17 時）

②ファミリーマート 店内（銀行 ATM）

悠々館 2F

５．奨学金、学費
1）奨学金
・制度の概要は、
『学修のてびき』の 24 ページに説明があります。
・募集案内などは、
『セイカ・ポータル』で告知します。
・わからないことや相談は、学生支援チームへ

2）学費
・
『学修のてびき』の 17 ページに掲載しています。
・学費の支払に関する質問や相談は、経理チームへ

６．緊急時、非常時
1）体調がわるいとき
①保健室 本館 1F（赤い階段の横）
・10：00～17：00（月～金）／10：00～14：30（土） ＊11：30～12：30 は閉室
・保健室ではケガなどの応急処置や休養などの対応は行いますが、医薬品の提供は行いません。
緊急時に備え、医薬品はご自身で携帯するようにお願いします。
・閉室していたら、学生支援チーム（本館 1 階）にて開室しますので、連絡ください。
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②怪我などの緊急時連絡先、AED 設置場所
・教員が不在の場合は、学生支援チーム（本館 1F）へ連絡してください。
電話 075-702-5101 ／ e-mail gakusei@kyoto-seika.ac.jp ／ 内線番号 7280
・AED 設置場所 キャンパスに四か所、設置しています。
本館 1 階、情報館 2 階、体育館 1 階、警備棟

2）火事や地震などの災害
①火災を発見したら、まず周囲に知らせ、火災報知機を押す、もしくは通報してください。
・通報先

1）消防署 電話 119
2）施設チーム 電話 075-702-5228
3）警備棟 電話 075-722-3729

内線番号 7228

内線番号 3270

②地震の時
・まずは机の下に避難、その後、火の始末をして、安全な場所へ移動すること。学内の避難場所
は、グラウンド（体育館の奥）です。
・
『学修のてびき』の 31 ページに説明があります。

3）授業や通学時に関する保険
・授業、クラブ活動、通学中の事故によるケガの治療、他人にケガをさせたり、器物を破損して
しまった時の賠償には、所定の条件にもとづき、保険金が支払われます。まずは、学生支援チ
ームへ相談してください。
・
『学修のてびき』の 32 ページに説明があります。

4）落し物
・忘れ物や落し物をした場合（または見つけた場合）は、学生支援チームへ届けられている可能
性があるため、学生支援チームでたずねてみてください。

5）各種の相談窓口
・教員との面談を希望する場合は、オフィスアワー実施時間を『セイカ・ポータル』もしくは教
務チームで確認してください。
・ハラスメントに関する相談は、学生支援チームもしくは『学修のてびき』の 27 ページに掲載
の窓口へ相談してください。
・専門家によるカウンセリング希望の場合は、学生相談室（本館３階）で予約（メールもしくは
申込票提出）をしてください。
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・そのほかの窓口は『学修のてびき』の 27 ページに掲載していますが、どこに相談したらよい
かわからない時は、学生支援チームか総務チームへ相談してください。

７．情報収集
1）『セイカ・ポータル』
・授業や学生生活、進路・就職支援に関する情報を伝えるための学生生活支援サイトです。大学
からの大切なお知らせは、
『セイカ・ポータル』で情報配信するので、毎日 1 回、ログインしま
しょう。
・学生証と一緒にお渡しする「メールアドレスカード」に、ユーザ ID とパスワードを記載して
います。
『セイカ・ポータル』URL

https://portal.kyoto-seika.ac.jp/

・
『学修のてびき』の 20 ページに『セイカ・ポータル』の説明があります。

2）大学メールアドレス
・在学生には、大学のメールアドレス（ 「大学メールアドレス（Gmail）
」

@以下が stu.kyoto-

seika.ac.jp と表示されるアドレス ）が与えられます。
大学からのメール連絡は、このアドレスに送信するので、スマホやケータイを使用している人
は、メールを転送するなどの設定をしてください。

3）大学 Web サイト 「学生生活」
・学生生活に関する基本的な情報を掲載していますので、こちらも参照ください。
https://www.kyoto-seika.ac.jp/campuslife/index.html

８．課外活動
1）無償ソフトウェア
・在学生が無償で使用できるソフトウェア（Adobe Creative cloud、Microsoft Office）がありま
す。詳しくは、
『学修のてびき』の 28 ページを参照してください。

2）学内施設など
①図書館（学内での名称は「情報館」
） 8：30～20：30（月～金）／8：30～18：00（土）
・図書、雑誌、CD や DVD の閲覧、貸出しのほか、館内の「メディアラボ」では PC の利用、
ビデオカメラ、プロジェクターや録音機材の貸出しや大判印刷など、デザインや制作に関する
支援をしています。
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・ミーティングスペースや自習スペース、スタジオや上映会場もあります。
＊感染防止対策中（4／5～）の開館時間

平日 10：00～20：00／土曜 10：00～18：00

②体育館、体育館内トレーニングジム 9：00～20：00（月～金）
・体育館を使用する場合は、体育館管理人室（体育館 1 階）へ相談してください
・トレーニングルームの利用希望者は、利用講習会（トレーニングルームで開催、開催日時は『セ
イカ・ポータル』で告知、要申込）に参加して、器具の使用方法の指導をうけてください。
③写真スタジオ
・在学生が利用できる撮影スタジオが風光館 F-221 にあり、ライセンスを取得することで使用
できます。希望者は、利用講習会を受講（窓口は情報館メディアセンター）してください。
④教室
・黎明館、春秋館の講義室は、授業時間以外は使用可能です。申込は学生支援チームにて。
＊感染防止対策中は、公認学生団体のみ使用が可能です。一般学生の方は使用できません。
・芸術学部、デザイン学部、マンガ学部の実習室は、所属学生であれば、授業期間中は 9：00～
20：00（平日のみ）は使用可能です。それ以外の日時の利用については、担当教員の押印がさ
れた「施設使用届」が必要です。
「施設使用届」は学生支援チームにて配布しています。

3）利用、借用ができるもの
①利用できる機器、機材
・輪転機（印刷機） 本館 1F フロア（有料／輪転機用カードを購入）
大量に複写する場合は、コピー機よりも輪転機の方が安価です。輪転機を使用する場合は、
印刷する用紙を持ち込む必要がありますので注意してください。
・コピー機
1） コピーカード式コピー機（富士ゼロックスコピー機）
情報館ほか学内各所に設置（有料／自販機で富士ゼロックス用カードを購入）
2） コンビニ「ファミリーマート」店内（悠々館２階）
・公衆電話など
本館 1F に公衆電話（10 円玉もしくは 100 円玉用）とタクシー呼出用電話（無料）がありま
す。
②借用できるもの（学生支援チームで申込）
・バーベキューコンロ（悠々館横の芝生で利用可）
、傘の貸し出しをしています。
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4）学外施設
①学舎（海の家「丹後学舎」と山の家「朽木学舎」
）

（1 泊 500 円、7～9 月は 1,000 円）

・予約申込は学生支援チームまで。
＊感染防止のため、使用を停止しています
②京都国際マンガミュージアム
・本学が京都市と共同運営する、約 30 万点のマンガ資料を所蔵するミュージアム。市内の烏丸
御池（からすまおいけ）にあり、1970 年代以降に発行されたマンガ単行本を中心とする約 5 万
冊が、館内の壁じゅうに広がる総延長 200 メートルの書架「マンガの壁」が名物です。学生証
を提示すると無料で入館できます。
③kara-S（カラスと読みます。市内中心部（四条）にある大学のサテライトスペースです）
・作品を展示するスペースがあり、学期開始前に展示スペースの使用希望者を募集します（在学
生は優待価格で使用できます）
。
・在学生や卒業生の制作物を販売するコーナーがあります。販売を希望する場合は、kara-S へ
相談してください。
④学外アトリエ「the SITE」
（有料）
・叡山電鉄「元田中駅」徒歩 5 分にある、アトリエ、事務所、店舗としてのレンタルスペースで
す（賃料は 4.5 万円から 13 万円）
。問合せは総務チーム（電話 075-702-5131）まで。
⑤優待施設
・動物園、美術館など文化施設の優待です。学生証を提示すると入館料が無料、もしくは優待価
格になります。
『学修のてびき』の 28 ページを参照ください。

5）クラブ活動
・大学が公式に認めた学生公認団体（21 団体）については、大学 Web サイト「学生生活」の「ク
ラブ・サークル」のページを参照してください。
・新しい団体を設立したい時は、学生支援チームへ相談してください。団体の申請は、毎年 5 月
に受け付けます。
＊各団体が感染防止対策を定めて、活動しています。

９．アルバイトの紹介
1）学内アルバイト
①ノートテイク、パソコンテイクなど
・障害のある学生のサポートスタッフ（アルバイト）を募集しています。授業の空き時間に、学
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内でできるアルバイトです。興味のある方は、学生支援チーム・障害学生支援室まで。
②オープンキャンパスや入試の運営支援
・オープンキャンパスや入試の運営支援スタッフを募集することがあります。詳しくは、本館 2F
の広報グループ（オープンキャンパス担当）
、入学グループ（入試担当）へ問い合わせてくださ
い。
③学内清掃スタッフ
・教室の清掃スタッフを募集することがあります。募集する際は、本館入口横の掲示スペースで
お知らせします。

2）学外アルバイト
・求人は、提携業者が運営するバイト紹介サイト「バイトネット」に掲載しています。大学メー
ルアドレスで登録すると、精華大生向けのアルバイト求人を見ることができます。
＊留学生のみなさんがアルバイトをする際は、在留カードの裏面に「資格外活動」の許可印が必要
です。出入国在留管理局（入管）から許可をもらうことにより、週 28 時間を限度としてアルバイ
トをすることができます

１０．住宅関連
1）寮
②「国際学生寮・修交館」
（今年度募集は終了済み）
・本学が運営する国際教育寮です。留学生と日本人学生がともに生活し、さまざまな価値観に触
れることで異文化を学びます。入寮者は 1 年生を対象として、入寮期間は 1 年間です。寮内で
は上級生がレジデント・アシスタント（RA）として居住して、生活のサポートを行います。
①「木野寮」
（今年度募集は終了済み。空き室が発生した場合は都度募集します）
・本学と（株）フラットエージェンシーが共同運営する大学提携寮です。健康志向の充実した献
立の食事付き、24 時間 365 日のトラブル緊急対応、家具付きの部屋、Wi-Fi を完備していま
す。

2）住まいの相談
・大学の指定業者「フラットエージェンシー」にて、下宿やアパート、マンションなどのほか「木
野寮」の募集も行っています。
電話 0120-44-0669 ／ e-mail：kitaoji@flat-a.co.jp
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１１．学内ルール
1）学生証
・学生証は本学の学生である身分を証明するものなので、キャンパスでは、常に携帯するように
してください。学生証を紛失した場合は、すみやかに学生支援チームで再発行の申請をしてく
ださい。
・学生証は、通学定期券購入、定期試験の受験、証明書発行、情報館利用などに必要です。
・学生証裏面の「通学証明書」に、氏名・住所を記入してから使用ください。
＊留学生の方は「在留カード」も常に携帯してください。またカードの在留期間満了日が過ぎ
ると、オーバーステイ（不法残留）となってしまうので、満了日には注意ください。在留カ
ードの更新などの相談は、学生支援チームの留学生係で受け付けています

2）飲酒
・キャンパス内は禁酒です。薬物乱用防止を含め、
『学修のてびき』の 33 ページを参照ください

3）喫煙
・喫煙所は 2 か所（天ヶ池・新棟建築現場横、究明館裏）です。

4）ごみの分別
・ごみは定められた分別に従って廃棄してください。分別表は『学修のてびき』の 30 ページに
掲載しています。

１２．コロナウイルス関連の注意事項
・コロナウイルス感染防止のため、次のことを注意して励行ください

1）対面授業へ出席する場合
・教室内では、席を空けるなどして人と人の距離を保つようにしてください（可能であれば、お互
いに手を伸ばして、触れない程度）
・マスクを着用して、入室前に手洗いや消毒をおこなうようにしてください
・マイク、パソコンなどの情報機器、筆記具を共有しないようにしてください
・授業終了後は、すみやかに帰宅して、自宅で予習・復習をしてください

2）コロナウイルスへ感染した（おそれのある）場合
・発熱や咳などで体調がすぐれない場合は、登校せず自宅で療養してください。登校後に症状が出
た場合は、すみやかに帰宅して自宅で療養し、地域の医療機関あるいは自治体が設置する相談セ
ンターへ相談してください。いずれの場合も、学生支援チームへ電話かメールで報告して、その
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後の経過も報告ください。
学生支援チーム 電話 075-702-5101、e-Mail gakusei@kyoto-seika.ac.jp
・コロナウイルスへ感染してしまった学生、海外から帰国・入国後二週間の経過措置中の学生およ
び入国できない学生は、登校禁止としていることから、当該学生に対しては履修上の配慮（履修
登録期間の延長、オンラインでの授業受講、補講の実施やレポート課題などでの判定など）を行
います。安心して療養してください。
＊風邪のような症状や、37.5 度以上の発熱が 4 日以上続く場合、強いだるさ（倦怠感）や息苦
しさ（呼吸困難）がある場合、味覚や嗅覚を感じなくなっている場合には、京都府「帰国者・
接触者相談センター」にお問い合わせください。
京都府「帰国者・接触者相談センター」
受付時間：平日・土・日・祝日 24 時間対応

電話番号：075-414-4726

＊感染防止のため、みなさんがどのように行動するべきかをまとめた「新型コロナウイルス感染症 学
内対応ガイドライン（学生版）
」があります。別に掲載しておきますので、必ずそちらも確認してく
ださい。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------＊このメモに記載した学内施設の営業時間は、授業期間中の営業時間です。夏期、春期休暇期間の営
業時間は、休暇前に『セイカ・ポータル』に掲載します。
＊このメモは『セイカ・ポータル』にも掲載します。キャンパスでの生活に慣れるまで、活用してくだ
さい。
わからないこと、困ったことがあれば、学生支援チームへ相談してください。

学生支援チーム（本館１階）
平日 9：00～18：00 ／ 土曜 9：00～17：30 （授業期間）
Tel：075-702-5101
e-mail

gakusei@kyoto-seika.ac.jp
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巻末付録
１．大学の問合せ先一覧

https://www.kyoto-seika.ac.jp/contact.html

項目

担当部署

電話番号

メールアドレス

学生支援チーム

Tel:075-702-5101

gakusei

本館 1F

Fax:075-702-5390

@kyoto-seika.ac.jp

Tel:075-702-5138

intlstu

Fax:075-702-5390

@kyoto-seika.ac.jp

教務チーム

Tel:075-702-5119

kyoumu

本館 1F

Fax:075-722-0838

@kyoto-seika.ac.jp

経理チーム

Tel:075-702-5120

keiri

本館 4F

Fax:075-721-9019

@kyoto-seika.ac.jp

情報管理窓口

Tel:075-702-5255

大学へ通い続けるための支援
・キャンパス生活の支援
・奨学金（国内学生の方）
・学生寮、下宿
・学生保険
・障害学生支援

など

留学生への支援

学生支援チーム
本館 1F

・留学ビザ
・奨学金（留学生の方）

留学ビザ担当

学修の支援
・授業、履修登録、教材など
・語学科目プレイスメントテス
ト・単位認定
学費について
ソフトウェア利用申込、大学メー
ルアドレスなどについて

２．各棟の読み方と記号

対峰館 1F

T-110

Fax:075-702-5251

https://www.kyoto-seika.ac.jp/about/map/

本館（ほんかん H）
：スクールバス停留所、事務局、保健室、学生相談室、PC ルーム、実習室
： 学生食堂、ファミリーマート、購買部画箋堂
悠々館（ゆうゆうかん U）
： 図書館、メディアセンター
情報館（じょうほうかん J）
：実習室、多目的ホール Agora（アゴラ）
友愛館（ゆうあいかん Y）
：講義室、PC ルーム（CALL 教室）
黎明館（れいめいかん L）
：講義室、ファミリーマート
春秋館（しゅんじゅうかん S）
：実習室
対峰館（たいほうかん T）
：実習室、PC ルーム
自在館（じざいかん Z）
：実習室
風光館（ふうこうかん F）
：工房
究明館（きゅうめいかん K）
：実習室
７号館（ななごうかん 7）
：実習室
5 号館（ごごうかん 5）
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：実習室
光彩館（こうさいかん K）
：教員研究室
流渓館（りゅうけいかん R）
：講義室、実習室
清風館（せいふうかん C）
：講義室、PC ルーム
愛智館（あいちかん A）
：アリーナ、トレーニングジム
体育館（たいいくかん G）
：公認学生団体用クラブボックス
遠友館（えんゆうかん E）
３．
「徒歩通学ガイド ～国際会館駅から京都精華大学まで～ 」
・ゆっくり歩いて 30 分、いそいで歩けば 20 分程度。10 箇所のチェックポイントを確認しながら歩
きましょう。
・スクールバスの走行コースを歩きますが、慣れてきたら裏道や違うコースを歩いてみてください。
由緒あるお寺（☆）や不思議なカフェ（★）を発見できます
①国際会館駅の 2 番出口から地上に出て直進
②「餃子の王将」
（注 1）
、そして「ブックオフ」
（注 2）を右手に見ながら直進
③バス停を超えて「世界思想社・教学社」（注 3）の交差点を右折（
「世界思想社・教学社」を右
へ回り込むように右折）
。
この交差点の左手にコーヒーレストラン「ドルフ」や「フーディーズカフェニフティ」
、交差点を直進した
左手には「秘密基地植物園とカフェバー」
（★）があります

④「オーク動物病院」を右手に見ながらずっと直進
⑤「ドラックユタカ」を右手に見た直後の交差点を左折（
「総合地球環境学研究所」（注 4）方面
へ進む）
⑥T 路路交差点を直進して超え、
「鞍馬」
（注 5）方面へ向かう（道の右側へ渡り歩く）
⑦右手に「レ フレール ムトウ」
（注 6）を見ながらさらに直進（次の交差点を左に入ると「妙
満寺」
（☆注 7）
）
⑧「北陵高校前バス停」を通り過ぎると道の左側に「北陵高校」
（注 8）
⑨T 字路の信号のある交差点の手前の小さな踏切（
「叡山電車」（注 9） 木野 3 号踏切道）を渡
り左折するとゴール（京都精華大学へ登る坂道が現れる）
注 1 「餃子の王将 宝ヶ池店」 日本一メニューの多い店舗
注 2 「ブックオフ 宝ヶ池店」 中型店舗にて家電や楽器も販売
注 3 「世界思想社・教学社」 学術専門書・教養書を出版している「世界思想社（せかいし
そうしゃ）
」と、大学入試過去問題集“赤本”をはじめとする学習参考書を出版してい
る「教学社（きょうがくしゃ）
」の、2 つの部門をもつ出版社
注 4 「総合地球環境学研究所」 地球環境問題の解決に向けた学問を創出するための総合的
な研究を行っている大学共同利用機関（環境問題を自然科学のほか人文科学・社会科学
など総合的な観点から研究） 京都精華大学と学術交流協定を締結している
注 5 「鞍馬」にある鞍馬寺は、源義経と天狗をめぐるパワースポットの霊山
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注 6 「レ フレール ムトウ（Les Freres Moutaux）岩倉本店」 パン・ケーキ・焼き菓子の
名店 9～19 時木曜休
注 7 「妙満寺」 歌舞伎舞踊の演目『娘道成寺（むすめどうじょうじ）
』で有名な、安珍清姫
（あんちんきよひめ）の伝説の鐘、
「雪月花」三名園の一つ「雪の庭」で名高い寺
注 8 「北陵高校」 京都府立の高校。本学の情報館（図書館）は一般利用者へも開放してい
るため、北陵高校の生徒もときおり見かける
注 9 「叡山電車」 出町柳駅と鞍馬や八瀬比叡山口を結ぶ電車。出町柳駅では京阪電車に連
絡して大阪方面への移動が可能。本学専用の駅「京都精華大前駅」がある。
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