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在籍確認兼通学証明シール

学生証裏面に貼付してください

必要事項を記入のうえ、学生証裏面の所定欄に貼付
してください（毎年度 更新が必要です）。
通学定期券の購入が必要な場合は、現住所から大学
までの最短距離（現住所の最寄駅、停留所）での通学
区間を記入し、該当する交通機関の販売窓口へ学生
証と合わせて提示してください。

注意! 必要事項を記入のうえ、学生証裏面に貼付すること。

SAMPLE

学籍番号

学籍番号の見方

●所属コード一覧（参考）

学籍番号は次のような意味をもっています。自分の番号を覚えると同時に、その意味を理解してください。特に個人番号は
授業のクラス分け等によく使われますので覚えておいてください。

1 9 0 1 - 1 2 3 4
入学年度 所属コード 個人番号

コード 学部 学科 コード 課程 研究科
01 仏教 仏教 22 修士 文学
02 文 日本文 24 修士 教育学
03 文 中国 25 修士 社会学
04 文 英米 26 修士 社会福祉学
05 歴史 歴史 32 博士後期 文学
06 歴史 歴史文化 34 博士後期 教育学
07 教育 教育 35 博士後期 社会学
08 教育 臨床心理 36 博士後期 社会福祉学
09 社会 現代社会 41 別科（仏教専修）
10 社会 公共政策 51 科目履修生
11 社会福祉 社会福祉 61 研究員・研究生 研究生
12 保健医療技術 理学療法 62 研究員・研究生 研究員
13 保健医療技術 作業療法
14 保健医療技術 看護

2019年度入学者

学生証

学生証は常に携帯してください!

学生証は佛教大学の学生であることを証明するものです。
学内外を問わず常に携帯してください。

●どんなとき必要?

■本学教職員から提示の指示があったとき
■授業を受けるとき
■■定期試験を受けるとき
■学内のプリンターを利用するとき
■各種証明書・学割証の交付を受けるとき
■通学定期乗車券または学生割引乗車券の購入および
　それを利用して乗車・乗船し係員から提示を求められたとき
■図書館・図書室を利用するとき
■二条キャンパスを利用するとき（駐輪場・1階以外への入館等）

etc.

注意! ・常に携帯してください！
・ICチップが内蔵されてい
ますので、取り扱いには
十分注意してください。

学生証を失くしたり破損したときは・・・

学生証の紛失等により再発行を希望する場合、学生支援課または二条キャンパス事務課で手続きをしてください。
また、紛失・盗難の場合は悪用による被害を避けるため最寄りの警察に届け出てください。

定期試験時に学生証を忘れてしまったときは・・・

定期試験時に学生証を忘れた場合は、試験開始前に学生支援課または二条キャンパス事務課にて「仮学生証」の交付を
受けてください。なお、「仮学生証」は各定期試験期間中1回限り無料で発行（2回目以降は手数料を徴収）し、発行
日のみ有効です。また、使用後は必ず当日返却してください。返却がない場合は、次回より「仮学生証」の発行はでき
ません。

新入生は必ず!!

利用確認期間として、4月末日までに図書館入館や証明書自動発行機の利用で学生証のデータ不良がないか確認してく
ださい。データ不良のある場合は学生支援課にて交換します。なお、5月以降の申し出については、再発行手数料が必
要となります。
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