
こんなとき（一部該当ページへのリンクあり） 担当部署 ここへ（問い合わせ窓口）
窓口・事務取扱時間 大学HP（お問い合わせ）
駒沢キャンパス案内 大学HP（駒沢キャンパス）
仏教行事 総務部 総務係
禅・仏教、大学の歴史を知りたい 禅文化歴史博物館 【耕雲館（禅文化歴史博物館）】
履修相談 教務部 教務１係 【本部棟１階・教務部⑦～⑩番窓口】
学業相談 教務部 教務１係 【本部棟１階・教務部⑦～⑩番窓口】
学修課題やレポート作成の相談・アドバイス（図書館） 図書館 学修サポートカウンター 【図書館１階コミュニケーションプラザ内】
協同学修のための施設貸出（図書館） 図書館 ３階 グループ学修室 【図書館３階カウンター】
ゼミ合宿補助制度 学生支援センター 学生サービス窓口 【本部棟１階・学生サービス窓口】
WebClass 教務部 WebClassサポート
授業欠席（履修要項に記載の欠席理由に該当する場合） 教務部 教務１係 【本部棟１階・教務部⑦～⑩番窓口】
休講 教務部 KONECO
教場変更 教務部 KONECO
レポスト（レポートボックス） 教務部 【本部棟１階・講師控室前】
定期試験 教務部 教務１係 【本部棟１階・教務部⑦～⑩番窓口】
定期試験欠席（欠席理由が追試験受験理由に該当する場合） 教務部 教務１係 【本部棟１階・教務部⑦～⑩番窓口】
追試験 教務部 教務１係 【本部棟１階・教務部⑦～⑩番窓口】
仮受験票（定期試験期間のみ） 教務部 証明書自動発行機 【本部棟１階・教務部ロビー】
進級基準 教務部 教務１係 履修要項
成績 教務部 教務１係 【本部棟１階・教務部⑦～⑩番窓口】
卒業論文受付・管理 教務部 教務１係 【本部棟１階・教務部⑦～⑩番窓口】
９月卒業 教務部 学籍係 【本部棟１階・教務部⑪番窓口】
転部転科 教務部 教務１係 【本部棟１階・教務部⑦～⑩番窓口】
学⾧学業奨励賞 学生支援センター 学生係 【１号館１階・学生支援センター①番窓口】
学⾧賞・学⾧奨励賞 学生支援センター 学生係 【１号館１階・学生支援センター①番窓口】
GPS-Academic GPS-Academic HP GPS-Academic HP
CASEC（英語能力測定） 教務部 CASEC HP casec
大学院 教務部 教務２係 【本部棟１階・⑤番窓口】
法科大学院 教務部 法科大学院事務室 【法科大学院棟】
教職課程 教務部 課程講座係 【本部棟１階・教務部②番窓口】
学校図書館司書教諭 教務部 課程講座係 【本部棟１階・教務部②番窓口】
学芸員 教務部 課程講座係 【本部棟１階・教務部②番窓口】
社会教育主事 教務部 課程講座係 【本部棟１階・教務部②番窓口】
社会福祉主事 教務部 課程講座係 【本部棟１階・教務部②番窓口】
キャリアセンター利用案内 キャリアセンター 【１号館１階・キャリアセンター】
企業説明会 キャリアセンター 【１号館１階・キャリアセンター】
インターンシップ キャリアセンター 【１号館１階・キャリアセンター】
公務員試験 キャリアセンター 【１号館１階・キャリアセンター】
教員採用試験 キャリアセンター 【１号館１階・キャリアセンター】
ＷＥＢ資格講座 キャリアセンター 【１号館１階・キャリアセンター】
FP技能士 キャリアセンター ＷＥＢ資格講座 HP
MOS キャリアセンター ＷＥＢ資格講座 HP
宅建士 キャリアセンター ＷＥＢ資格講座 HP
会計士・税理士 経理研究所 【深沢校舎事務室】
社会保険労務士 キャリアセンター ＷＥＢ資格講座 HP
日商簿記検定試験 キャリアセンター ＷＥＢ資格講座 HP
日商簿記検定試験 経理研究所 【深沢校舎事務室】
司法書士試験 キャリアセンター ＷＥＢ資格講座 HP
司法書士試験 法学研究所 【深沢校舎事務室】
推薦書・人物考査書（就職用） キャリアセンター 【１号館１階・キャリアセンター】
駒大履歴書 売店オフィックス 【第二研究館地下・売店オフィックス】
交換留学 国際センター 留学相談室 【３号館５階・レクチャーラウンジ】
短期留学セミナー 国際センター 留学相談室 【３号館５階・レクチャーラウンジ】
留学相談 国際センター 留学相談室 【３号館５階・レクチャーラウンジ】
英語課外講座（英会話・TOEIC®・TOEFL®） 株式会社KUサポート 【会館２４６】
毎日学べる英会話 株式会社KUサポート 【会館２４６】
TOEIC® キャリアセンター ＷＥＢ資格講座 HP
私費外国人留学生（要KOMAnetログイン） 教務部 教務２係 【本部棟１階・④番窓口】
住所・電話番号変更 教務部 学籍係 【本部棟１階・教務部⑪番窓口】
休学・復学・退学 教務部 学籍係 【本部棟１階・教務部⑪番窓口】
通称名使用 教務部 学籍係 【本部棟１階・教務部⑪番窓口】
学生証再発行 教務部 学籍係 【本部棟１階・教務部⑪番窓口】
在籍確認（学生証裏面）シール 教務部 【本部棟１階】
在学証明書 教務部 証明書自動発行機 【本部棟１階・教務部ロビー】
履修証明書 教務部 証明書自動発行機 【本部棟１階・教務部ロビー】
成績証明書（２～３年次） 教務部 証明書自動発行機 【本部棟１階・教務部ロビー】
成績・卒業見込証明書（４年次） 教務部 証明書自動発行機 【本部棟１階・教務部ロビー】
教員免許状取得見込証明書 教務部 課程講座係 【本部棟１階・教務部②番窓口】
健康診断証明書 教務部 証明書自動発行機 【本部棟１階・教務部ロビー】
学割証（個人用） 教務部 証明書自動発行機 【本部棟１階・教務部ロビー】
学割証（ゼミ団体用） 教務部 学務１係 【本部棟１階・教務部内】
学割証（サークル団体用） 学生支援センター 学生係 【１号館１階・学生支援センター①番窓口】
定期券購入 教務部 学籍係 【本部棟１階・教務部⑪～⑬番窓口】
通学証明書（新幹線通学等） 学生支援センター 学生係 【１号館１階・学生支援センター①番窓口】
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こんなとき（一部該当ページへのリンクあり） 担当部署 ここへ（問い合わせ窓口）
KOMAnetユーザID・パスワードがわからない 総合情報センター 総合情報センター HP 【３号館４階 総合情報センター事務室】
KOMAnet Gmail 総合情報センター 総合情報センター HP 【本部棟１階・ICTヘルプデスク】
情報グループ学習室PAO 総合情報センター 【３号館４階】
情報自習室 総合情報センター 【３号館４階】
学内パソコン貸し出し 総合情報センター ICTヘルプデスク 【本部棟１階・ICTヘルプデスク】
学内印刷システム ポイント有料追加 総合情報センター ICTヘルプデスク 【本部棟１階・ICTヘルプデスク】
Microsoftoffice無償提供 総合情報センター 総合情報センター HP 【本部棟１階・ICTヘルプデスク】
コピー機（コピーカード対応） 株式会社KUサポート 【本部棟１階・教務部ロビー】
コピー機（現金対応） 売店セブンイレブン 【３号館１階・セブンイレブン】
レンタル傘 学生支援センター 学生サービス窓口 【本部棟１階・学生サービス窓口】
落とし物 学生支援センター 学生サービス窓口 【本部棟１階・学生サービス窓口】
忘れ物 学生支援センター 学生サービス窓口 【本部棟１階・学生サービス窓口】
盗難・紛失 学生支援センター 学生サービス窓口 【本部棟１階・学生サービス窓口】
大きな荷物を預けたい 学生支援センター 学生係 【１号館１階・学生支援センター①番窓口】
サークル活動 学生支援センター 学生係 【１号館１階・学生支援センター①番窓口】
ボランティア活動 学生支援センター 学生係 【１号館１階・学生支援センター①番窓口】
生理用品ディスペンサー 学生支援センター 厚生課 【１号館１階・学生支援センター③番窓口】
怪我をしたとき（学研災） 学生支援センター 厚生１係 【１号館１階・学生支援センター②番窓口】
他人の物を壊したり怪我を負わせたとき（学研賠） 学生支援センター 厚生１係 【１号館１階・学生支援センター②番窓口】
野尻寮（⾧野県にある厚生施設） 学生支援センター 学生サービス窓口 【本部棟１階・学生サービス窓口】
国民年金保険料 学生納付特例 学生支援センター 厚生１係 【１号館１階・学生支援センター②番窓口】
卒業アルバム 学生支援センター 学生係 【１号館１階・学生支援センター①番窓口】
アルバイト紹介システム 学生支援センター アルバイト紹介システム ＨＰ
アパート・マンション紹介 株式会社KUサポート 【大学会館２４６】
売店の営業時間（駒沢キャンパス） 大学HP（大学からのお知らせ） お知らせ一覧＞「〇月の食堂・売店の営業時間について」
大学紹介ノートパソコン 売店シンワネクスト 【第二研究館地下・売店シンワネクスト】
運転免許（通学・合宿） 売店シンワネクスト 【第二研究館地下・売店シンワネクスト】
学費 財務部 【本部棟１階・財務部】
日本学生支援機構奨学金（JASSO) 学生支援センター 日本学生支援機構奨学金窓口 【１号館１階・学生支援センター内】
学内奨学金（学部生） 学生支援センター 厚生２係 【１号館１階・学生支援センター③番窓口】
学内奨学金（大学院・法科大学院生） 学生支援センター 厚生２係 【１号館１階・学生支援センター③番窓口】
曹洞宗関係奨学金 学生支援センター 厚生２係 【１号館１階・学生支援センター③番窓口】
民間団体奨学金 学生支援センター 厚生２係 【１号館１階・学生支援センター③番窓口】
地方公共団体奨学金 学生支援センター 厚生２係 【１号館１階・学生支援センター③番窓口】
私費外国人留学対象奨学金 学生支援センター 厚生２係 【１号館１階・学生支援センター③番窓口】
高等教育の修学支援新制度 学生支援センター 日本学生支援機構奨学金窓口 【１号館１階・学生支援センター内】
家計支持者が亡くなったとき 学生支援センター 厚生２係 【１号館１階・学生支援センター③番窓口】
大規模自然災害で被災したとき 学生支援センター 厚生２係 【１号館１階・学生支援センター③番窓口】
学生短期貸付金制度（不測の事態） 学生支援センター 厚生２係 【１号館１階・学生支援センター③番窓口】
健康診断（2023年度日程表） 保健管理センター 【禅研究館１階・保健管理センター】
健康相談 保健管理センター 【禅研究館２階・保健管理センター】
応急手当（怪我・体調不良） 保健管理センター 【禅研究館１階・保健管理センター】
ＡＥＤ（学内各所に設置） 保健管理センター 【禅研究館１階・保健管理センター】
感染症にかかったら 保健管理センター 【禅研究館１階・保健管理センター】
悩み事・不安を相談したい 学生支援センター 学生相談室 【禅研究館２階・学生相談室】
キャンパスハラスメント 学生支援センター 学生相談室 【禅研究館２階・学生相談室】
障がい学生支援 学生支援センター 学生相談室 【禅研究館２階・学生相談室】
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