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はじめに 
 

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます 

初めての大学生活、希望に満ち溢れている人がたくさん 

いると思います。しかし、どこかで分からないことや 

不安なこと知りたいことが出てくるはずです 

そんな時はこの「新入生お役立て BOOK」を 

是非活用してください。きっとあなたにとって役に立つ

様々なヒントが載っているでしょう。 

それでも解決しないときは、 

PIATA へ一度遊びにきてください。 

ピアサポーターの先輩方が何でも相談に乗りますよ＾＾ 

私たちは新入生のサポートを全力で行い、 

日々の活躍を応援しています。 

1 

ＰＩＡＴＡについて 
 

ＩＢＵには、ピアサポート『PIATA』が設置されており、

PIATA では 2～4 回生のピアサポーターが 1 回生への様々

なサポートを行っています。 

 

①履修登録 

・履修の仕方、時間割表の見方がわからない 

・教職課程をとりたいが先輩に相談したい 

・時間割を確認してもらいたい 

 

②授業 

・授業についていけない 

・同じ授業をとったことがある先輩に相談したい 

 

③定期試験 

・勉強の仕方が分からない 

・レポートの書き方が分からない＆確認してもらいたい 

 

④相談 

・友達ができない 

・大学生活で不安なことがある 

・将来のこと 
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⑤英語・国語を勉強したい 

・英語・国語をこれからのために勉強し直したい 

・レポートの書き方を教えてほしい 

・課題について教えてほしい 

 

ラーニング・コモンズでは、専門教員が待機して 

皆さんをサポートします！ 

 

 

【PIATA の利用方法】 
まずは予約をしよう！ 

PIATA は予約制です。 

受付にある申込用紙に記入をするか、メールで予約をし

てください。 

メールアドレス：piata@shitennoji.ac.jp 

 

ラーニング･コモンズ.開室時間 

授業開講期間：9 時～18 時（月～金） 

授業開講期間以外：9 時～17 時（月～金）  

 

場所 

ラーニング・コモンズ内 （3 号館 2 階） 
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授業・履修(単位)について 
 

・セメスター制 

ＩＢＵでは、1 年間を 2 つの学期に分け、夏学期・冬学

期をそれぞれ 1 セメスターとして数えます。 

 

1 年生 2 年生 

夏学期 冬学期 夏学期 冬学期 

1 セメスター 2 セメスター 3 セメスター 4 セメスター 

3 年生 4 年生 

夏学期 冬学期 夏学期 冬学期 

5 セメスター 6 セメスター 7 セメスター 8 セメスター 

 

・授業時間について 

 

時限 授業時間 

1 時限 9：10～10：40 

2 時限 10：55～12：25 

昼休み 12：25～13：15 

3 時限 13：15～14：45 

4 時限 15：00～16：30 

5 時限 16：40～18：10 
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・シラバス（授業計画）とは 

シラバスとは、その授業の内容や進め方を記載したものです。 

それぞれの授業科目のシラバスはＩＢＵネットに公開され

ているので 

履修を考える際、必ずチェックしよう！ 

 

シラバスは、ＩＢＵネットの授業関連（シラバス照会） 

から確認できます。 

 

・卒業に必要な単位 

大学を卒業するためには、本学に 8 セメスター・4 年以上

在学し、卒業要件単位数を修得する必要があります。 

 

卒業要件単位数 124 単位(看護学部のみ 126 単位) 
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基礎教育科目 

共 通 教 育 科 目 

 

専 門 教 育 科 目 

 

人文社会学部の教職に関する

科目、司書教論の講習に関する

※卒業要件に含まれない単位 
 

 

※備考 

次にあげる科目は各学科、セメスター毎に定められた履

修単位上限を超えて履修することができる。 

 

①人文社会学部の「教職に関する科目」 

②司書教論の講習に関する科目 

③集中講義科目 

④卒業研究 

⑤教育学部の「教育実習」・「養護実習」 

 

下記認定科目については、上表の履修単位上限を超えて 

単位が認定される。 

 

①「外国の教育機関における授業科目」の認定科目 

②「知識・技能研究」の認定単位 

③「大学コンソーシアム大阪」単位互換事業により単位

を修得した場合 

④「大学入学前の既修得単位」の認定科目 

⑤「他大学または短期大学等の授業科目」の認定科目 

⑥国内実地研修の認定科目 

 

＊以上｢授業･履修(単位)について｣の内容は、令和 1 年度 4 月現

在のデータです。 

最新の内容については、各年度 4 月に配布される｢履修要覧｣で

確認して下さい 
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成績について 
各学期の定期試験後の成績は、夏学期（8 月初旬～）、 

冬学期（2 月初旬）にＩＢＵネットの「成績照会」で発表される。 

・成績評価 

単位修得 評価 得点 ＧＰ 

できる 

秀 90－100 4 

優 80－89 3 

良 70－79 2 

可 60－69 1 

できない 
不合格 0－59 0 

評価不可能  0 

できる 認定  対象外 

 

ＧＰＡ（グレード・ポイント・アベレージ） 

各授業科目の 5 段階評価に対して、4～0 のＧＰ(グレード・ 

ポイント）を付与し、算出する 1 単位あたりの平均値をいう。 

 

     履修登録した全科目の（単位数×ＧＰ）の合計 

ＧＰＡ＝ 

        履修登録した全科目の単位数の合計 
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ＩＢＵ生の 1 日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:00     起床 

        洗濯 

        朝食 

8:30     登校 

 

12:30    昼食 

 

16:30    下校 

 

18:00    バイト 

 

 

22:00   帰宅 

23:00   入浴 

24:00   就寝 

 

5:30     起床 

    メイク・身支度 

7:00   家を出発 

8:50     登校 

 

12:30   昼食 

 

15:00   下校 

16:00  天王寺に寄る 

 

20:00   帰宅 

21:30      課題 

 

23:00   入浴 

24:00   就寝 

１限からの日 

←バイト・下宿生 
 

遊び・自宅通い→ 

8 



ＩＢＵ生の 1 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:45     起床 

     朝ごはん 

     ヘアセット 

7:55   家を出発 

9:00     登校 

 

12:30   昼食 

 

18:10 5 限後部活へ 

19:30   下校 

 

21:00   帰宅 

22:00 ごはん・入浴 

23:00   課題 

24:30   就寝 

 

6:45    起床 

       朝ごはん 

     軽めの身支度 

7:45   家を出発 

8:30    実習 

 

 

 

17:30  実習終わり 

18:30   帰宅 

      ごはん 

19:00   入浴 

20:00   日誌 

 

25:00     就寝 

 

部活や実習で忙しい学生 

 

←部活・自宅通い 

 

 実習・自宅通い→ 
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ランチスポット 
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01    図書館 上 

 

図書館に入らず、階段を上がった 

ところに日当たりのよい穴場 

スポットがあります。 

♪Dance♪スポットです。 

 
 02    図書館 横 

 

図書館入り口の両隣には、休憩

スペースがあります。ご飯だけ

でなく、勉強をするときにもお

すすめのスポット◎ 

左のスペースには、パンが買え

る自動販売機も！ 



 

  03   講堂 周辺 

 

八角形の講堂周辺にはテーブル

セットがあり、ここでもランチ

が楽しめます。食堂やラウンジ

の売店で購入したご飯をここで

食べるのも一押し！ 

04  2 号館 吹き抜け 

 

野外のランチスポットでは

一番客席数が多く、風通し・

日差しもＧＯＯＤ！◎ 

05   1 号館 食堂 

      (COCO DINING ) 

話題のＪ-ＰＯＰが流れる 

大規模な食堂！食堂のご飯は 

もちろん、焼き立てのパンや 

お弁当も購入できます！ 
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07 総合体育館  

ｃｏｃｏ ｃａｆｅ 

 

おしゃれなデザインの大学

内唯一のカフェでは、人気の

ランチメニューや日替わり

ランチ、そしてデザートまで

あり、ＩＢＵ生に大人気のラ

ンチスポットです！ 
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06  6 号館 ラウンジ 

 

食堂と同じく話題のＢＧＭが流

れるにぎやかなラウンジでは、

売店で購入したものをすぐ食べ

ることができ、電子レンジやポ

ットも完備されています！ 
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4 号館 地下ラウンジ 

 

静かな地下ラウンジでは少人数

での食事を楽しめます。 

お湯もあるので 6 号館が混雑し

ているときはここで食べるのも

おすすめ◎ 
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バラ園 

 

バラがきれいで静かな場所です。

おひとり様ランチや気分転換、 

集中したいときにおすすめで

す！ 
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メイク紹介 
～ピアサポーターおすす

めメイク道具～初心者向

け 

 口紅 

<プチプラコスメ版> 

・ティントオイルルージュ/オペラ 

透明感のある発色と、じゅわっと血色感のある旬のリップメイクが

簡単に出来る、オペラのティントオイルルージュ「リップティント」。

最近では、「花嫁リップ」と口コミでも話題になっています！ 

 

・クイックラッシュカーラー/キャンメイク 

発売されて以降、数々の美容雑誌やコスメサイトでベストコスメ

を受賞しているキャンメイクの「クイックラッシュカーラー」。

マスカラ下地として使うと、ボリュームアップとカールを 

長時間キープしてくれます 

 <デパコス版> 

・リップスティック シアー #001/アディクション 

単色アイシャドウが大人気のアディクションは、リップも

コスパよしの納得の商品。透明度が高く、見たままの発色

が叶います！！ 
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 アイライナー 

<プチプラコスメ版> 

・エスポルール カラーアイライナー/ダイソー 

100 均コスメに見えないクオリティー！見た目はシンプ

ルな筆ペンタイプで使う前に振ったりカチカチ回したりし

なくてよく、キャップを開けたらすぐに使えるタイプです。

２００円ですがとても使いやすく、ウォータープルーフな

のにお湯でオフができるという点も最高です！ 

 

・ステリアイズスリムアイライナー/リリーバイレッド 

韓国コスメですがとても使いやすく１０秒で乾燥するので、よ

ることなく、にじみのない輝かしい目を演出してくれます！ 

 

<デパコス版> 

・モテライナー リキッド/FLOWFUSHI 

史上最高傑作である大和匠筆が使われているアイライナー！

きれいな色合いと適度なコシで描きやすさ◎。八角形の持ち手

もかきやすさにつながり、安定して美しいラインを描ける！ 
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 アイシャドウ 

<プチプラコスメ版> 

・シャドーカスタマイズ BE384/資生堂 

マジョリカ マジョルカ 

「はれぼったくなる？」と心配になりそうな赤み系 

ブラウンも、マジョリカ マジョルカならクリアな 

ラメの輝きで素肌感をキープ。 

自然な彫り深アイに仕立てます。 

 

・AC 6 カラーアイパレット/Seria 

組み合わせ自由捨て色なしの 6 カラー！！ 

どんなシチュエーションにも合う濃淡の配色なので、 

ア イ メ イ ク に 無 限 の 可 能 性 を 与 え ま す ！ ！ 天

才！！！！ 

 

<デパコス版> 

・レ キャトル オンブル_ 4 色アイシャドウ/ 

CHANEL（シャネル） 

簡単にアイメークアップを仕上げられるシェードの

組み合わせになっていて、とても使いやすいです。 

カラーを重ねてスモーキー感を出しやすく初心者で

も使いやすいです！ 
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 チーク 

<プチプラコスメ版> 

・シルキーシフォンチーク／SWEETS SWEETS 

（スウィーツ スウィーツ） 

肌をきれいに見せたい方は，「SWEETS-SWEETS

（スウィーツ スウィーツ）」のパウダーチークがおす

すめ！触りたくなるようなふわっとした頬にしてく

れます。 

 

<デパコス版> 

・フェイスカラー/アナ スイ 

多彩な色のニュアンスで表情を自在に演出してくれ、

印象がパッと華やぐカラーミックス！透明感を与え

るスキンカラーなどがそろっています 

(別売ケースにセットして使用) 
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一人暮らしのポイント 

物件選び編 

 こだわる条件を絞る！ 

駅から近いところがいい！広い部屋に住みたい！など、 

こだわりたい条件は人それぞれ。自分の中で重要だ

と思う条件を決めておくと、物件探しはスムーズに

進みます。 

 内見は必ず！ 

家賃や立地も大切ですが、実際に物件を自分の目で

見ることが大切。コンセントの数や日当たり、家具

を置いた時のイメージなど、内見をしないとわから

ないことはたくさんあります。このとき部屋ばかり

に気を取られてしまいがちですが、周辺の環境も見

ておきましょう。 

 

防犯編 

 戸締りはしっかり！ 

当たり前！と思う方もいるとは思いますが、意外と戸

締りをしない人はいます。例えば、近くンコンビニに

行くだけだし…。などと思い、戸締りを疎かにする。

基本中の基本ですのでしっか習慣づけしましょう。 
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◆オートロック、モニター付き物件 

必ず。というわけではありませんが、こういった

物件の方が安心ではあります。突然の訪問客が来

た時、相手の顔が見えるのは重要です。 

 郵便物をポストにためない！ 

郵便物には個人情報が書かれています。こまめに

ポストをチェックしましょう。また郵便物がたま

っている＝留守と思われ、空き巣に狙われやすく

なるので注意しましょう。 

 

お金編 

 家計簿をつける！ 

月の支出と収入を書いておくと、自分がどれだけ

お金を使っているかが目に見えてわかります。月

のやりくりがうまくできるようになれば無駄遣い

も減っていきます。買い物のレシートは必ず貰い

ましょう。 

 まとめ買いで小分け冷凍！ 

自炊をする方には数日分の食材をまとめて買うこ

とをお勧めします。買ってきた食材を一食分に小

分けして冷凍しておくと食費を抑えることができ

ます。また、料理の時短にもなります。 
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 500 円玉貯金！ 

何かとお金がかかる一人暮らし。貯金をすることが難し

い…という方には 500 円玉貯金をお勧めします。目に

見える貯金はモチベーションアップにもつながります。

ゲーム感覚で楽しく貯金しましょう！ 

 

 家事編 

 作り置きを活用！ 

先ほども紹介した小分け冷凍の活用です。一人分のご飯を

作ると言うのはなかなか難しいので、一回で数食作ってお

いたり、下味をつけたものを冷凍しておきましょう。 

自炊が一気に楽になります。 

 自分のライフスタイルに合わす！ 

最初は家事が大変！難しい！と思うかもしれませんが、 

生活していくうちに自分に合った家事のサイクルができ

てくるはずです。例えば、洗濯は何日に一回、掃除はこ

の曜日のこの時間帯、などが決まれば、生活しやすくな

ります。 

 無理をしすぎない 

全ての家事を完璧にこなすのはなかなか難しいものです。

慣れないうちは最低限の事をこなすことを目標にし、 

だんだんと慣れていくことが大切です。 
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みんな何使ってるん？？ 

ピアサポーターオススメ〇〇ランキング 

～使いやすさランキング～【文房具編】 

学 校生活には欠かせない文房具。使うなら、実用性

かつコンパクトに長けたものが良いですよね！今回

は、広報班がイチオシする文房具たちをご紹介します。

ぜひ使ってみてはいかがでしょう！ 

 

01.ボールペン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すぐペンを失くすの

で、コンビニ・学校ど

こでもすぐ安く買え

る。天才。 

SARASA (ZEBRA) 

ジェットストリーム 
(uni MITSUBISHI PENCIL)  書き心地がなめらか

で乾くのが早い！ 
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STYLE FIT 

(uni MITSUBISHI PENCIL) 自分の好きなようにペン

やシャーペンをカスタム

できる！ 

Acro1000 少し高いけど、さ

らさらと書ける＆

高級感のあるデザ

インが GOOD！ 

02.小物 

●修正テープ 

MONO note (Tombow) 

従来の太さよりも細い 2.5mm の幅

は、実に細かな所も修正が可能。

26×13×61 ミリのブロック形と

いう MONO 消しゴムとほぼ同じサ

イズのコンパクトさを兼ね備える。 
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●ステープラ(ホッチキス) 

携帯用ステープラー(無印良品) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●クリアファイル 

A４ スリムマックスファイル ２０Ｐ (Can★Do) 

A４ スリムファイル ２０ポケット (セリア)  

スリムファイル A４ ２０ポケット (ダイソー) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONO note とほぼ変わらな

いコンパクトさ、機能面、デ

ザインともに高評価。白一色

というのがまたシンプルで男

女ともに使いやすい。製品紹

介曰く、コピー用紙約 10 枚

を綴じることができる 

クリアファイルの中でも特

にオススメなのは、100 均

の「スリムファイル」という

商品。スリムファイルは背

表紙が無く、収納時に背表

紙とファイル部分の差で苦

労することがなくなる。 
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●リングファイル 

リングファイル<スリム>Ａ４Ｓ １６０枚/２２0 枚

(コクヨ) 
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100 均のファイルも良いが、100 均

のリングファイルはリングの開閉時

に音がうるさいものが多い。コクヨの

このリングファイルは比較的小さな

音で開閉することができるため、静か

な教室内などで遠慮なくプリント整

理が可能。 
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☆奨学金、学生寮、スクールバス、クラブ・サークル、学生生活のことなど☆ 

→学生支援センター(９：００～１７：３０) 

☆海外留学、海外研修、英語☆ 

→i-Talk  (９：００～１７：３０) 

☆カウンセラーによる学生相談、悩み事☆ 

→学生相談室(保健センター)  (９：００～１７：３０) 

☆履修相談、時間割、定期試験、各種証明、ピアノ利用、 

礼拝(和の精神)、学外実習(看護実習、人健・生ラの実習、博物館実習)☆ 

→教務課 (９：００～１７：３０) 

☆教職、教採に関する情報、学外実習(教育実習、短大保育の実習など) 

→教職教育推進センター (９：００～１７：３０) 

☆各種検定・資格、対策講座、各種キャリアアップについて☆ 

→エクステンションセンター(９：００～１７：３０) 

☆就職活動、企業インターンシップ☆ 

→キャリアセンター(９：００～１７：３０) 
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こんなとき、どこに行ったらいいの？？ 


