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●学校長メッセージ 

                  国際こども・福祉カレッジ 学校長 堀井 愛子 

 

現在、日本は、超高齢化社会に直面し、急速なスピードで少子化、高齢化、人口

減少が進行し、このような中、子どもや高齢者、社会の中で支援を要する人々への

援助等の分野の役割がますます重要なものとして、従事する人材の確保策が国をあ

げての喫緊の課題となっています。 

本校には、このような分野の専門的職業人（プロフェッショナル）を育成するた

めに、保育やこども教育、介護福祉、社会福祉、コミュニケーション分野の４分野

９学科があります。 

入校された皆さんは、進路選択の動機など出発点は人により様々ですが、共通点

は、自らの道を切り開き、専門的職業人として社会で活躍したいと願い、入校され

たことだと思います。その意欲に応え、皆さんが自ら学ぶことの意義をつかみ、学

習や活動を進め、まごころを兼ね備えた豊かな「人間力」と、専門的な価値・倫理

を基盤に確かな知識や技術を身につけた「専門力」を獲得できるよう支援すること

が本校の使命であり、社会から負託された役割です。時には、自らの選択に迷いが

生じたり、学習や活動の意義をつかみかね、困難に直面することがあるかもしれま

せんが、人生の中で重要なこの時期の混乱や葛藤には人としての飛躍的な成長のば

ねがあり、それを支援することも本校の教育の役割です。 

そのために、本校では、「愛情・感謝・協調」を校訓に、多彩な授業科目や教育プ

ログラム、自主活動をはじめとした豊富な活動プログラムを用意し、資格取得から

就職、学校内外の相談までのきめ細かいサポートをしています。 

この手引きをヒントに、皆さんが、意欲的・創造的に学生生活をおくり、自分

の選んだ道を広い視野で確認しながら社会と向き合い、専門的な力量を身につけ

て質の高いサービスを実践できる専門的職業人として社会に巣立っていくこと、

また、人とつながって状況を変え切り開く主体的な力を備えた社会人として成長

していくことを期待しています。 
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●教育システム  
 
 

豊かな人間性を兼ね備えた専門職者 

実習 （福祉施設・教育機関・医療機関・企業 他）

専門技術（実技科目） 

専門知識（教科科目） 

一般知識（一般教養科目、ビジネスマナー） 
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● 本校の学生として期待される人間像 
 
＜現場実習＞ 

 現場実習とは在学中に教育の一環として、福祉施設・医療機関・企業等で、受け入れ先

の指導のもと、一定の期間行う職業体験・実習のことをいいます。 

 
グローバル化、情報化社会の中で、今求められる人材は自主性、問題解決能力、創造力、 

チャレンジ精神、プレゼンテーション力を備えた即戦力です。「どこの学校をでたの？」で 

はなく、「何ができるの？」と問われる時代です。そのような時代の中で、在学中に実際に

現場の中で実践として学習し、生きた能力を身に付けていくのが現場実習です。 

実習前指導・現場実習・実習後指導を通して、社会人として通用する力を身につけてい

きましょう。 

 

 
＜インターネット教育＞ 

 皆さんもご存知のようにインターネットはＩＣＴ（情報通信技術）の発達によって企業

をはじめとした社会の様々な分野で活用されています。福祉現場でもインターネットによ

る各種機能を使って必要な情報・データの収集・発信や情報共有が日常化しています。 

 したがって、皆さんが所有するパソコンまたは携帯電話機能を活用して、在学中から日

常的にインターネット検索や、学校（担任）と皆さんそして学生間のメールによるコミュ

ニケーションを図ります。積極的にインターネットを利用して、21 世紀の情報社会に貢献

できる人材育成を目標にしています。 

 具体的には次の用途で使用しますので、日ごろからメールの確認を行いましょう。 

・ クラス行事などの連絡 

・ 授業変更・スケジュール変更の連絡 

・ 課題内容・提出日の確認 

・ 検定や試験などの連絡 

・ 授業に関する質問 

・ 個別相談・悩み相談 

・ 現場実習に関する連絡 

・ 就職関係の連絡 

・ インターネットによる検索 
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第 1 章 校訓  
 
 
 

愛情        感謝         協調 

 
 
第 2 章 国際こども･福祉カレッジの学校運営理念 
 
１．建学の精神 

我が国は、世界に例を見ない速さで高齢者人口が増加しています。また、それに伴い寝たきり等の要介護高齢

者の急増が確実視されています。その一方で、家庭における介護機能の低下も見られ、今後の要介護高齢者対策

としては、在宅介護・施設介護を通して、高齢者が可能な限り自立した生活を送れるよう支援していく以外には

ありません。 
昨今、我が国においてもノーマライゼーションの思想が定着し、福祉施設や医療機関においては、与えられる

サービスから自身が望むサービスを受けるために選ばれる施設としてのあり方が問われています。 
  このような状況を背景に、法律をはじめ各種制度・政策が毎年のように策定され、高齢化社会・福祉社会への

一層の充実を図ろうとする動きが活発化しています。また、介護保険が導入されたことにより高齢者ケアを中心

に、保健・医療・福祉の連携システムとしての役割を発揮することが期待されています。 
 一方、少子化対策等も注目されています。未来への大きな可能性をもったこどもを守り、育てていくことは、

国家はもとより、社会全体の義務といえるでしょう。また、子育て支援においても、より充実した環境やサービ

スが求められてきております。 
 しかし、いずれにしてもこれを実現させるものはマンパワー以外のなにものでもありません。 

 
以上のような状況を踏まえて、本校の学校運営理念を次のように定めます。 

 
≪学校運営理念≫ 
本校は少子高齢化を迎えた日本に、「まごころ」が通い合う、やさしく・安心できる地域社会の構築を目指し、

『愛情・感謝・協調』を学校の校訓として、「福祉の理念」を兼ね備えたこども教育と福祉の人財を養成する教育

機関である。その責任において、常に変化する社会情勢の中で求められる専門知識・技術を修得し、時代をリー

ドできる人財、また、豊かな人間性を持った人財の育成を目指し、新潟から全国、更には国際社会において活躍

できる「こども教育と福祉のスペシャリスト」を輩出する。 
 
２．学校運営方針 
  【専門知識・技術の修得】 

一般常識・知識を基礎とし、専門職者としてプライドのある仕事ができる、社会人として責任を持って仕事

ができる、常に業界の最先端を意識した人財の育成を行う。そのために学習環境の整備に努め、教職員（非常

勤を含む）自身が常に学ぶ姿勢を持ち自己研鑽に努め、授業実施・指導を行なっていく。 
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【豊かな人間性の向上・まごころの育成】 
基本的な挨拶やマナー、思いやり、協調性、向上心、前に進もうとする力、そして希望する専門職への適性

を日々の学校生活から身に付けることができる。そのために教職員が、学生一人一人の個性を理解し、学生と

向き合った支援と指導を行なっていく。また、保護者の協力体制のもと、学生、教職員共に学校運営理念を理

解し、日々・半期・年間の目標達成に向け努力し、達成する喜び及び挑戦し続ける意欲を共有する。 
 

【地域に密着する学校・世界に通用する学校づくりを目指す】 
積極的な地域福祉活動に参加することで、郷土愛を持ち地域の活性化に貢献できる人財の育成を目指す。ま

た、世界に通用する専門職者を育成するため、国際交流や教育連携を積極的に推進し、存在感ある学校づくり

を目指す。また、福祉・こども教育の未来を見据えたアンテナを張り、常に時代をリードする教育内容を提供

する。 
 
３．ＮＳＧカレッジリーグ ｢人間力育成｣のための学校教育指針 
 

一、実践行動学 
自らの夢を描き、実現するための目標を明確にすることで、モチベーションを向上・維持し、また諦めず継続的

に学習し目標達成に向け前向きに行動することができる。 
 

一、礼儀・礼節 
あいさつは、人間関係の最も重要なコミュニケーションであり、笑顔で元気にあいさつを交わすことができ、状

況に応じた正しい言葉遣いや行動ができる。また、これらの言動を通して感謝の心を持つことができる。 
 

一、清潔 
自らの身だしなみを整え、校舎内・外の環境をきれいに保つことで、自分の心を磨くことができる。 

 
一、地域貢献 
地域行事への参加を通して地域に関心や愛着を持ち、地域社会の一員であることを自覚することができる。 

 
一、国際理解 
海外研修や留学生との交流を通して、異文化を受け入れ、素直で他を尊重する精神を持つことができる。 

  
一、奉仕 
ボランティア活動を通して、他人を思いやる謙虚な気持ち、公共のために尽くす心を持ち、人と人とのつながり

を実感することができる。 
 

一、集団行動 
集団の中で他者と協調し、達成すべき目標や行うべき行動の実現を通して、リーダーシップを学び自らが果たす

べき責任や役割の重要さを身に付けることができる。 
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私の目指す専門職像 
 
 
○私は、国際こども・福祉カレッジを卒業したら                      
 
                                           
 
として活躍したい。 
 
 
①そのためにこの 1 年間の中で、知識・技術を身に付けるため、以下のことに努力する。 
 
                                          
 
                                          
 
                                          
 
                                               
 
 
②また、他者の気持ちを理解し、思いやりを持った豊かな人間性と良識のある人になる 
 ために、以下のことに努力する。 
 
                                            
 
                                          
 
                                          
 
                                          
 
 
 
       学科     年   クラス 氏名                
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第３章 学生証・授業・履修・試験 
 

１．学 生 証 

・学生証は、本校の学生であることを証明するものですから、常に携帯してください。 

教職員が提示を求めることがあります。 

・通学定期券の購入や学割利用、各種証明書の交付を受けるときに、学生証が必要です。 

・学生証には、クレジット機能が付いていますので悪用される恐れがあります。紛失し 

ないよう管理には十分注意してください。なお、学生証を紛失した場合は、ただちに 

事務局に届け出て学生証の再発行の手続きを行ってください。 

  また、クレジット会社（0120-919-456）へも至急連絡をし、クレジット機能

の停止依頼をしてください。（２４時間受付・年中無休） 
 
・学生証の再発行を行うには、手数料（１，０８０円）が必要になります。 

・学生証の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに事務局に届け出てください。 

・学籍を失った場合は（退学・除籍など）速やかに担任に学生証を返却してください。 
 

２．ネームプレート（身分証明用） 

・ 本校の学生であることを証明するために全校舎内においては、ネームプレートを着用

してください。 

・ ネームプレートの着用がないときは、本校学生と判断されず、校舎内にとどまること 

  ができない場合があります。 
 

３．学籍番号 

本校に在籍していることを表す大切な番号です。この番号は学生１人１人に付与され、 

 特別なことがない限り、変更することはありません。 

  学籍番号は、事務手続きの各種証明書（在学証明書、成績証明書など）申請の際使用 

 されますので覚えるようにしましょう。見方は次のとおりです。 

 ※大学・短大の学籍番号とは異なります。 
 

平成２８年度入学生学籍番号 

学籍番号  １６ ０１ １２３４ 

                 個人番号 

            学科コード 

入学年度（入学した西暦年の下２ケタ） 
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４．学習に対する心構え 

・指導方針、カリキュラムに従って、豊富な知識と各種技能を修得しましょう。 

そのため、ハードな学習になりますが、確実に理解するように努めましょう。 

・学習の基本は徹底的な反復にあるので、授業中に完全に理解するよう努めることは 

勿論のこと、予習、復習も怠らないようにしましょう。 

・立派な専門職者を目指すという目標を常に念頭において学習しましょう。 
 

５．進級基準 

ａ．一年間全体出席率９５％以上（欠課欠席を含む。欠課については 

3 コマで１日欠席。） 

ｂ．成績評価は原則すべてＣ以上 

ｃ．上記の条件を満たしていても、進級判定会議において『成績不振』､ 

『出席状況不良』､『教育の指導に従えない等その他進級に不適当』 

と判断された者については、その状況に応じて『進級課題』の提示、 

『保護者宛状況報告』の送付及び『保護者面談』を行う場合があります。 

『進級課題』について、課題を提出しなかった場合や、その内容が十分 

でなかった場合は、留年となる場合があります。 

ｄ．授業料等（追試・補講・スクーリング料含む）が滞りなく納入されている 

＊ ｂ．を充たせない者は、当該科目についての認定試験を受験し合格しな 

ければなりません。認定試験不合格の時は留年となります。 

６．卒業基準 

ａ．全体出席率９５％以上（欠課欠席を含む。欠課については 

3 コマで１日欠席。） 

ｂ．成績評価は原則すべてＣ以上（実習評価を含む） 

ｃ．大学・短大科目の卒業に必要な単位の取得（当該学科のみ） 

ｄ．日本介護福祉士養成施設協会（介養協）主催 卒業時共通試験 

基準点の取得（当該学科のみ） 

e．上記の条件を満たしていても、卒業判定会議において『成績不振』､『出

席状況不良』､『教育の指導に従えない等その他卒業に不適当』と 

判断された者については、その状況に応じて『卒業課題』の提示､ 

『保護者宛状況報告』の送付及び『保護者面談』を行う場合が 

あります。『卒業課題』について、課題を提出しなかった場合や、 

その内容が十分でなかった場合は、留年となる場合があります。 

f．授業料等（追試・補講・スクーリング料含む）が滞りなく納入されている 
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＊ ｂ．d．を充たせない者は当該科目の認定試験を受験し合格しなければ 

なりません。認定試験不合格の時は留年となります。 
 

７．進級・卒業判定 

（１） 進級・卒業の認定は、年度末及び必要に応じ随時進級基準・卒業基準に照らし合

わせ判定を行います。 

（２） 就年次生において内定先よりの研修依頼があった場合、その時点で卒業基準を 

満たしていない場合は、研修に参加することはできません。 
 

８．成績評価 

（１） 評価の時期 

ａ．成績評価は原則として各科目毎に終了時で 1 回の評価をします。 

ｂ．成績評価は、検定取得状況、平日の授業態度、確認テスト、レポート、

面接授業（スクーリング）、出席率、ホームワーク状況、 

科目終了時の考査等の内容によって行います。 
 
（２） 算出方法 

ａ．成績評価はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階です。 

ｂ．検定関連科目は、検定結果も合わせ評価します。 

ｃ．検定の無い科目は科目終了時に試験・レポート等で評価します。 

ｄ．面接授業（スクーリング）を伴う科目は、その成績もあわせて評価します。

 

９．評価基準 

ａ．検定による評価を行う科目は、検定毎にそれぞれ評価基準を 

決定します。 

ｂ．検定結果によらない科目では、おおむね以下の基準に従って評価 

します。 

  100 点満点換算で次の基準を目安とします。 

   Ａ（100～80） Ｂ（79～70） Ｃ（69～60） Ｄ（59～0） 

 

10．考査資格 

  科目終了時に、当該科目の出席率を集計し、９０％以上の出席率のない者は考査の対 

 象となりません。従って成績いかんにかかわらず、Ｄ評価となり追試を受験しなければ 

 なりません。また、８０％以上の出席率のない者は科目保留となり、追試も受験できま 

 せん。追試が受験できない場合、及び追試結果がＤ評価の場合は原則認定試験を受験す

ることになります。なお、学校長の判断如何によっては、受験時期を変更する場合があ

ります。 
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  短大・大学併修の学科においてはレポートの評価や添削問題が不合格の場合、当該科

目の単位が認められません。また期限までにレポートの提出が認められなかった場合考

査資格は与えられません。 
 

11．追試験・認定試験 

ａ．Ｄ評価の者は追試を行い学習の機会が与えられます。 

ｂ．追試後の合格者は原則としてＣ評価とします。 

ｃ．追試に合格しない者は科目保留となり、卒業・進級時に認定試験 

を受験することになります。ただし、学校長の判断如何によっては、

受験時期を変更する場合があります。 

ｄ．追試、認定試験を受験する場合は受験前までに受験料を納入しなけ

ればなりません。未納の場合は原則として受験できません。なお、

当該試験時には学生証及び受験申請書の提示が必要となります。 
 
12．補講 

  学則に定められた進級・卒業の認定に必要な時間の履修が満たない場合は、補講を受

講しなければいけない場合があります。その補講の受講にあたっては別途受講料の納

入が必要です。未納の場合は原則として受講できません。（P５７参照） 
 
13．成績表 

  成績表は各期末に作成して、保護者宛に郵送します。（卒業年次の後期を除きます）。 
 

14．成績優秀者 

  各期末に各クラスの成績優秀者を掲示し、特に優秀な者は表彰します。 
 

15．試験に対する注意事項 

 ・試験は、本分に従い厳正に受験しなければなりません。もし、不正の行為があれば厳 

  重な処分（試験期間の全科目不合格、停学または退学）となります。 

・指定された席に正しく着席し、所持品はすべて整頓して机の中あるいは、机脚の脇下 

 に置くものとします。机上に必要なもの以外を置くことを禁じます。受験にあたって 

は試験官の指示に従ってください。 

・答案は試験場を退出する時には必ず提出してください。試験用紙の室外持出し、並び 

 にそれによる試験放棄は厳禁とします。 

・遅刻者は、原則として受験できません（交通機関の遅れによる証明書がある場合は除 

きます）。 

・受験の際は、筆記用具等の貸借は厳禁とします。 

・公欠により試験を受験できなかった者に対しては、公欠届を提出の上、再試験の受験 
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 を認めます。再試験は、追試験までの間に実施します。 

・病気（診断書提出）等、公欠以外の理由により受験できなかった者は、追試験を受験 

  してください。 

 ・試験課題にレポート等の提出があった場合には、指定期日までに提出しなければなり 

  ません。 
 

16．スクーリングに関わる注意事項 

  短大･大学スクーリング科目においては、自己都合による遅刻・欠席は認められません。 

 スクーリング授業に万一、遅刻・欠席をした場合は、別のスクーリング授業日に再受講

しなければなりません。（スクーリング受講料は別途必要になります。）公欠を含む「止

むを得ない理由」による遅刻・欠席についても再受講は必要です。（スクーリング受講料

および詳細は別途規定します。） 

  ※「自己都合」とは、第５章基本ルール３出欠席についてｆ．（P３３）の公欠基準に

準じないものをいいます。 
 

17．校外での実習授業に関する基準事項 

  次の項目の、いずれかに該当する者に対しては、原則として校外での実習授業の参加 

を認めないので、十分注意してください。カリキュラム上必要単位となる実習参加ができ

なかった場合は、留年となります。学科ごとに、詳細な基準がある場合はこれに従います

が、実習における各学科共通の事項は次の通りです。 

 

18．国際こども・福祉カレッジ Ｃ．Ｆ．Ｐ．（ｶﾚｯｼﾞﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 

  国際こども・福祉カレッジ Ｃ．Ｆ．Ｐ．（ｶﾚｯｼﾞﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）とは、学校運営

方針のひとつでもある「豊かな人間性の向上・まごころの育成」の実現を目指し、各種

行事・活動・イベントを通じてさまざまな人に出会うことによって、自己の視野・見聞

・本校教育方針に従えない者 

・学生の手引き、基本ルールの「禁止事項」が遵守できない者 

・当該学年の実習開始前日までの欠席が、5 日以上（欠課換算含む）ある者 

（当該学年の実習開始前日までの欠席が、30 時間以上ある者） 

・当該学年の欠席、欠課により、科目別出席率 90%（介護福祉学科、介護福祉こども学科

は 95%）に満たない科目が２科目以上ある者 

・当該学年の実習前指導を欠席、または受講不十分な者 

・実習前指導および実習関連科目の提出物や課題等が未提出の者 

・原則Ｄ評価がある者 

・取得予定の卒業基準検定を取得していない者（当該学科）抜去 

注）実習が終了していても、実習前後指導を欠席、または受講不十分な者について 

  は実習の単位を認めません  
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を広めたり、多くの人との交流を図ることで、自己啓発意欲の育成を目的としたプログ

ラムです。 

  そのため授業以外での全員参加の必修行事・活動を実施しており、その他の本校内外

で主催・実施される任意参加型の行事・活動などにも積極的な参加を呼びかけています。 
 

・目 的 

  国際こども・福祉カレッジにおける学校運営方針の 1 つである「豊かな人間性の向上・

まごころの育成」の実現に向けて、本校内外の課外活動、行事への参加を推進し、本校学

生の自己啓発意欲の育成を図ります。 
 

・構 成 

（名称）国際こども・福祉カレッジ Ｃ．Ｆ．Ｐ 
  

（ポイント制の概要） 

① 基準ポイントは全員参加型の行事・活動（任意参加型を含む場合もある）に参 

加することにより取得できます。 

② 学生は各年度の基準ポイントを取得することを原則とします。 

③ 基準ポイントに達していない場合は、任意参加型の行事・活動に参加し補充す 

るものとします。 
 

④ ポイントの取得状況は、就職活動における学内選考に際して考慮の対象となり 

ます。 

⑤ 任意参加型の行事・活動に積極的に参加し、取得したポイントが目標ポイント 

を超えた優秀な学生には、学科学年ごとに成績証明書にその旨を記載します。 

   ⑥ 前述⑤の学生で、特に優秀な学生に対しては年度末に表彰します。 

⑦ 国家試験受験クラスはポイントの設定を行いません。 
 

・内容・範囲 

ａ．全員参加型行事〈各 2 ポイント〉 

    本校が主催する行事・活動・研修で参加が必須であるものです。 

 ｂ．任意参加型行事〈各 1 ポイント〉 

    本校、姉妹校、またはその他の団体が主催する行事・活動・研修で参加が任意な 

    ものです。 
 

・基準ポイント、目標ポイントについて 

  各科・コースによって若干異なりますが、原則として次のとおりとします。 
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総合福祉学科・福祉心理学科 1 年 

●基準ポイント 〈１１ポイント〉 

●目標ポイント 〈１３ポイント〉 
 

ａ．全員参加型行事（各２ポイント ※スポーツ観戦は３ポイント） 

・宿泊研修（１泊２日 STEP） 

・妙高園研修 

・ＷＭスポーツ大会 

・スポーツ観戦（アルビレックス応援３回 ※応援１回１ポイント） 

・学園祭 

ｂ．任意参加型行事（各１ポイント） 

・クラス行事（１回参加で１ポイント） 

・海外視察研修 

・明和義人祭 

・オープンキャンパス学生スタッフ 

・校内外の講演会／地域イベント 

・ボランティア活動（ポイントカード制にて実施） 

※ボランティア届出書を提出により、ポイントカードに担任印を取得。 

      押印数でポイント取得となる。（詳細は別途記載） 
 
総合福祉学科・福祉心理学科２年 
●基準ポイント〈１３ポイント〉 

●目標ポイント〈１５ポイント〉 
 

ａ．全員参加型行事（各２ポイント ※スポーツ観戦は３ポイント） 

・宿泊研修（１泊２日 STEP） 

・TDR 研修 

・たのうら研修 

・ＷＭスポーツ大会 

  ・スポーツ観戦（アルビレックス応援３回 ※応援１回１ポイント） 

     ・学園祭 

 b．任意参加型行事（各１ポイント） 

  ・クラス行事（１回参加で１ポイント） 

  ・海外視察研修 

  ・明和義人祭 

・オープンキャンパス学生スタッフ 

     ・校内外の講演会／地域イベント 
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     ・ボランティア活動（ポイントカード制にて実施） 

※ボランティア届出書を提出により、ポイントカードに担任印を取得。 

 押印数でポイント取得となる。（詳細は別途記載） 
 

総合福祉学科・福祉心理学科３年 

●基準ポイント〈 ９ポイント〉 

●目標ポイント〈１１ポイント〉 
 

ａ．全員参加型行事（各２ポイント ※スポーツ観戦は３ポイント） 

・宿泊研修（１泊２日 STEP） 

・テーブルマナー講習 

・ＷＭスポーツ大会 

  ・スポーツ観戦（アルビレックス応援３回 ※応援１回１ポイント） 

 b．任意参加型行事（各１ポイント） 

  ・クラス行事（１回参加で１ポイント） 

  ・海外視察研修 

  ・学園祭 

  ・明和義人祭 

・オープンキャンパス学生スタッフ 

・校内外の講演会／地域イベント 

     ・ボランティア活動（ポイントカード制にて実施） 

※ボランティア届出書を提出により、ポイントカードに担任印を取得。 

 押印数でポイント取得となる。（詳細は別途記載） 
 

介護福祉学科 1 年 
●基準ポイント〈１３ポイント〉 

●目標ポイント〈１５ポイント〉 
 

ａ．全員参加型行事（各２ポイント ※スポーツ観戦は３ポイント） 

・妙高園研修 

・たのうら研修 

・ＷＭスポーツ大会 

  ・スポーツ観戦（アルビレックス応援３回 ※応援１回１ポイント） 

     ・合宿研修（１泊２日 STEP） 

     ・学園祭 

 b．任意参加型行事（各１ポイント） 

  ・クラス行事（１回参加で１ポイント） 
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     ・海外視察研修 

     ・明和義人祭 

・オープンキャンパス学生スタッフ 

     ・校内外の講演会／地域イベント 

     ・ボランティア活動（ポイントカード制にて実施） 

※ボランティア届出書を提出により、ポイントカードに担任印を取得。 

 押印数でポイント取得となる。（詳細は別途記載） 
 

介護福祉学科２年 
●基準ポイント〈１１ポイント〉 

 ●目標ポイント〈１３ポイント〉 
 

ａ．全員参加型行事（各２ポイント ※スポーツ観戦は３ポイント） 

    ・合宿研修（１泊２日 STEP） 

・TDR 研修 

・テーブルマナー講習 

    ・ＷＭスポーツ大会 

 ・スポーツ観戦（アルビレックス応援３回 ※応援１回１ポイント） 

 ｂ．任意参加型行事（各１ポイント） 

・明和義人祭 

・クラス行事（１回参加で１ポイント） 

・海外視察研修 

・学園祭 

・オープンキャンパス学生スタッフ 

    ・校内外の講演会／地域イベント 

    ・ボランティア活動（ポイントカード制にて実施） 

      ※ボランティア届出書を提出により、ポイントカードに担任印を取得 

       押印数でポイント取得となる。（詳細は別途記載） 
 
介護福祉こども学科 1 年 
●基準ポイント〈１３ポイント〉 

●目標ポイント〈１５ポイント〉 
 

ａ．全員参加型行事（各２ポイント ※スポーツ観戦は３ポイント） 

・合宿研修（１泊２日 STEP） 

・妙高園研修 

・たのうら研修 
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・ＷＭスポーツ大会 

  ・スポーツ観戦（アルビレックス応援３回 ※応援１回１ポイント） 

     ・学園祭 

 b．任意参加型行事（各１ポイント） 

・クラス行事（１回参加で１ポイント） 

     ・海外視察研修 

     ・明和義人祭 

・オープンキャンパス学生スタッフ 

・校内外の講演会／地域イベント 

     ・ボランティア活動（ポイントカード制にて実施） 

※ボランティア届出書を提出により、ポイントカードに担任印を取得。 

 押印数でポイント取得となる。（詳細は別途記載） 
 

介護福祉こども学科２年 
●基準ポイント〈 ９ポイント〉 

●目標ポイント〈１１ポイント〉 
 

ａ．全員参加型行事（各２ポイント ※スポーツ観戦は３ポイント） 

   ・合宿研修（１泊２日 STEP） 

・TDR 研修 

・ＷＭスポーツ大会 

  ・スポーツ観戦（アルビレックス応援３回 ※応援１回１ポイント） 

 b．任意参加型行事（各１ポイント） 

・クラス行事（１回参加で１ポイント） 

     ・海外視察研修 

     ・学園祭 

     ・明和義人祭 

・オープンキャンパス学生スタッフ 

・校内外の講演会／地域イベント 

     ・ボランティア活動（ポイントカード制にて実施） 

※ボランティア届出書を提出により、ポイントカードに担任印を取得。 

 押印数でポイント取得となる。（詳細は別途記載） 
 

介護福祉こども学科３年 
●基準ポイント〈１１ポイント〉 

●目標ポイント〈１３ポイント〉 
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ａ．全員参加型行事（各２ポイント ※スポーツ観戦は３ポイント） 

   ・合宿研修（１泊２日 STEP） 

・ＷＭスポーツ大会 

・テーブルマナー講習 

  ・スポーツ観戦（アルビレックス応援３回 ※応援１回１ポイント） 

     ・明和義人祭 

   b．任意参加型行事（各１ポイント） 

・クラス行事（１回参加で１ポイント） 

     ・海外視察研修 

     ・学園祭 

・オープンキャンパス学生スタッフ 

・校内外の講演会／地域イベント 

     ・ボランティア活動（ポイントカード制にて実施） 

※ボランティア届出書を提出により、ポイントカードに担任印を取得。 

 押印数でポイント取得となる。（詳細は別途記載） 
 

こども福祉教育学科１年 
 ●基準ポイント〈１１ポイント〉 

 ●目標ポイント〈１３ポイント〉 
 

 ａ．全員参加型行事（各２ポイント ※スポーツ観戦は３ポイント） 

    ・保育技術研修会（STEP１泊２日） 

    ・課外授業 

    ・ＷＭスポーツ大会 

 ・スポーツ観戦（アルビレックス応援３回 ※応援１回１ポイント） 

 ・学園祭 

  ｂ．任意参加型行事（各１ポイント） 

    ・明和義人祭 

・クラス行事（１回参加で１ポイント） 

    ・海外視察研修 

・にいがた総おどり 

・オープンキャンパス学生スタッフ 

・校内外の講演会／地域イベント 

・ボランティア活動（ポイントカード制にて実施） 

      ※ボランティア届出書を提出により、ポイントカードに担任印を取得 

       押印数でポイント取得となる。（詳細は別途記載） 
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こども福祉教育学科２年 

 ●基準ポイント〈１１ポイント〉 

 ●目標ポイント〈１３ポイント〉 
 

ａ．全員参加型行事（各２ポイント ※スポーツ観戦は３ポイント） 

    ・TDR 研修 

    ・課外授業 

    ・ＷＭスポーツ大会 

 ・スポーツ観戦（アルビレックス応援３回 ※応援１回１ポイント） 

 ・学園祭 

 ｂ．任意参加型行事（各１ポイント） 

・クラス行事（１回参加で１ポイント） 

    ・海外視察研修 

    ・にいがた総おどり 

    ・明和義人祭 

・オープンキャンパス学生スタッフ 

    ・校内外の講演会／地域イベント 

    ・ボランティア活動（ポイントカード制にて実施） 

      ※ボランティア届出書を提出により、ポイントカードに担任印を取得。 

       押印数でポイント取得となる。（詳細は別途記載） 
 

こども福祉教育学科３年 
 ●基準ポイント〈１５ポイント〉 

 ●目標ポイント〈１７ポイント〉 
 

ａ．全員参加型行事（各２ポイント ※スポーツ観戦は３ポイント） 

    ・卒業制作研修（STEP１泊２日） 

    ・課外授業 

    ・テーブルマナー講習 

    ・ＷＭスポーツ大会 

 ・スポーツ観戦（アルビレックス応援３回 ※応援１回１ポイント） 

 ・学園祭 

 ・就職研修（たのうら１泊２日） 

 ｂ．任意参加型行事（各１ポイント）   

・クラス行事（１回参加で１ポイント） 

    ・海外視察研修 

    ・にいがた総おどり 
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    ・明和義人祭 

・オープンキャンパス学生スタッフ 

・校内外の講演会／地域イベント 

    ・ボランティア活動（ポイントカード制にて実施） 

      ※ボランティア届出書を提出により、ポイントカードに担任印を取得。 

       押印数でポイント取得となる。（詳細は別途記載） 
 

こども保育学科１年 
●基準ポイント 〈１１ポイント〉 

●目標ポイント 〈１３ポイント〉 
 

ａ．全員参加型行事（各２ポイント ※スポーツ観戦は３ポイント） 

・保育技術研修会（STEP１泊２日） 

・課外授業 

・ＷＭスポーツ大会 

・スポーツ観戦（アルビレックス応援３回 ※応援１回１ポイント） 

・学園祭 

 b．任意参加型行事（各 1 ポイント） 

・クラス行事（１回参加で１ポイント） 

・海外視察研修 

・明和義人祭 

・にいがた総おどり 

・オープンキャンパス学生スタッフ 

・校内外の講演会／地域イベント 

・ボランティア活動（ボランティアカード制にて実施） 

※ボランティア届出書を提出により、ポイントカードに担任印を取得。 

押印数でポイント取得となる。（詳細は別途記載）  
 

こども保育学科２年 
 ●基準ポイント〈１５ポイント〉 

 ●目標ポイント〈１７ポイント〉 
 

ａ．全員参加型行事（各２ポイント ※スポーツ観戦は３ポイント） 

    ・卒業制作研修（STEP１泊２日） 

    ・TDR 研修 

・課外授業 

    ・テーブルマナー講習 
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    ・ＷＭスポーツ大会 

 ・スポーツ観戦（アルビレックス応援３回 ※応援１回１ポイント） 

 ・学園祭 

 ・たのうら研修（１泊２日） 

 ｂ．任意参加型行事（各１ポイント） 

・クラス行事（１回参加で１ポイント） 

・明和義人祭 

    ・海外視察研修 

    ・にいがた総おどり 

・オープンキャンパス学生スタッフ 

・校内外の講演会／地域イベント 

    ・ボランティア活動（ポイントカード制にて実施） 

      ※ボランティア届出書を提出により、ポイントカードに担任印を取得。 

       押印数でポイント取得となる。（詳細は別途記載） 
 

こども未来教育学科１年 
 ●基準ポイント〈１１ポイント〉 

●目標ポイント〈１３ポイント〉 
 

 ａ．全員参加型行事（各２ポイント ※スポーツ観戦は３ポイント） 

    ・保育技術研修会（STEP１泊２日） 

    ・課外授業 

    ・ＷＭスポーツ大会 

 ・スポーツ観戦（アルビレックス応援３回 ※応援１回１ポイント） 

 ・学園祭 

  ｂ．任意参加型行事（各１ポイント） 

・クラス行事（１回参加で１ポイント） 

・明和義人祭 

    ・海外視察研修 

・にいがた総おどり 

・オープンキャンパス学生スタッフ 

・校内外の講演会／地域イベント 

    ・ボランティア活動（ポイントカード制にて実施） 

      ※ボランティア届出書を提出により、ポイントカードに担任印を取得 

       押印数でポイント取得となる。（詳細は別途記載） 
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こども未来教育学科２年 

 ●基準ポイント〈１１ポイント〉 

 ●目標ポイント〈１３ポイント〉 
 

ａ．全員参加型行事（各２ポイント ※スポーツ観戦は３ポイント） 

    ・TDR 研修 

    ・課外授業 

    ・ＷＭスポーツ大会 

 ・スポーツ観戦（アルビレックス応援３回 ※応援１回１ポイント） 

 ・学園祭 

 ｂ．任意参加型行事（各１ポイント） 

・クラス行事（１回参加で１ポイント） 

    ・海外視察研修 

    ・にいがた総おどり 

    ・明和義人祭 

・オープンキャンパス学生スタッフ 

・校内外の講演会／地域イベント 

    ・ボランティア活動（ポイントカード制にて実施） 

      ※ボランティア届出書を提出により、ポイントカードに担任印を取得。 

       押印数でポイント取得となる。（詳細は別途記載） 
 

こども未来教育学科３年 
 ●基準ポイント〈１１ポイント〉 

●目標ポイント〈１３ポイント〉 
 

 ａ．全員参加型行事（各２ポイント ※スポーツ観戦は３ポイント） 

    ・就職研修（STEP１泊２日） 

    ・課外授業 

    ・ＷＭスポーツ大会 

 ・スポーツ観戦（アルビレックス応援３回 ※応援１回１ポイント） 

 ・学園祭 

  ｂ．任意参加型行事（各１ポイント） 

・クラス行事（１回参加で１ポイント） 

    ・海外視察研修 

・にいがた総おどり 

    ・明和義人祭 

・オープンキャンパス学生スタッフ 
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・校内外の講演会／地域イベント 

    ・ボランティア活動（ポイントカード制にて実施） 

      ※ボランティア届出書を提出により、ポイントカードに担任印を取得 

       押印数でポイント取得となる。（詳細は別途記載） 
 

こども未来教育学科４年 

 ●基準ポイント〈１３ポイント〉 

 ●目標ポイント〈１５ポイント〉 
 

ａ．全員参加型行事（各２ポイント ※スポーツ観戦は３ポイント） 

    ・卒業制作研修（STEP１泊２日） 

    ・課外授業 

    ・テーブルマナー講習 

    ・ＷＭスポーツ大会 

 ・スポーツ観戦（アルビレックス応援３回 ※応援１回１ポイント） 

 ・学園祭 

 ｂ．任意参加型行事（各１ポイント）   

・クラス行事（１回参加で１ポイント） 

    ・海外視察研修 

    ・にいがた総おどり 

    ・明和義人祭 

・オープンキャンパス学生スタッフ 

・校内外の講演会／地域イベント 

    ・ボランティア活動（ポイントカード制にて実施） 

      ※ボランティア届出書を提出により、ポイントカードに担任印を取得。 

       押印数でポイント取得となる。（詳細は別途記載） 
 

福祉コミュニケーション学科１年 
 ●基準ポイント〈１１ポイント〉 

 ●目標ポイント〈１３ポイント〉 
 

ａ．全員参加型行事（各２ポイント ※スポーツ観戦は３ポイント） 

    ・宿泊研修（STEP１泊２日） 

    ・課外授業 

    ・ＷＭスポーツ大会 

 ・スポーツ観戦（アルビレックス応援３回 ※応援１回１ポイント） 

 ・学園祭 
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 ｂ．任意参加型行事（各１ポイント）   

・クラス行事（１回参加で１ポイント） 

    ・海外視察研修 

    ・にいがた総おどり 

    ・明和義人祭 

・オープンキャンパス学生スタッフ 

・校内外の講演会／地域イベント 

    ・ボランティア活動（ポイントカード制にて実施） 

      ※ボランティア届出書を提出により、ポイントカードに担任印を取得。 

       押印数でポイント取得となる。（詳細は別途記載） 
 

福祉コミュニケーション学科２年 
 ●基準ポイント〈１５ポイント〉 

 ●目標ポイント〈１７ポイント〉 
 

ａ．全員参加型行事（各２ポイント ※スポーツ観戦は３ポイント） 

・宿泊研修（STEP１泊２日） 

・TDR 研修 

    ・テーブルマナー講習 

・課外授業 

    ・ＷＭスポーツ大会 

 ・スポーツ観戦（アルビレックス応援３回 ※応援１回１ポイント） 

 ・学園祭 

 ｂ．任意参加型行事（各１ポイント）   

・クラス行事（１回参加で１ポイント） 

    ・海外視察研修 

    ・にいがた総おどり 

    ・明和義人祭 

・オープンキャンパス学生スタッフ 

・校内外の講演会／地域イベント 

    ・ボランティア活動（ポイントカード制にて実施） 

      ※ボランティア届出書を提出により、ポイントカードに担任印を取得。 

       押印数でポイント取得となる。（詳細は別途記載） 
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（基準ポイント取得のための手続き） 

行 事 手続き・必要書類等 

(１)全員参加型行事 原則なし 

 事前に担任の確認を受け､本校行事担当または主催団体より 

参加を承認されていなければなりません。 

（本校行事担当または担任､主催団体の職員により出欠席の確 

認を行います。） 

 校内外の講演会等については、レポートの提出を原則とし 

ます。また、各行事によって提出物を求める場合があるので、 

あらかじめ確認をしてください。 

(２)任意参加型行事 
【ボランティア活動のポイント取得について】 

・ボランティア活動を行う際は､所定の届出書を提出してくださ

い。 

・報告書提出によりポイントカードに担任が押印します。 

・押印３個で１ポイントとなります。（ボランティア内容に 

 よってポイントの仕方が異なる場合があります。） 

※CFP ポイントカードは各学年で１枚配布します。 

（紛失した場合は実費購入。ポイント計算は紛失したもの 

は加算しません。） 

（その他） 

  各行事に､学科クラスとして参加できない場合は､そのつど目標ポイントを減らします。 
 

19．休学・退学・在籍期間・除籍・停学・出席停止 
 

① 休 学 

ａ．病気その他のやむを得ない事由により、１５日以上連続して欠席する場合は、 

休学願（病気の場合は診断書添付）を提出し、学校長の許可をうけなければなり

ません。 

ｂ．休学の事由が終わったときは、願い出て復学の許可をうけなければなりません。 

 （病気休学だった場合は治癒等を説明する診断書を添付。） 
 

② 退 学 

ａ．やむを得ない事由により就学することができない者は、その事由を記した退学願 

  を学校長に提出し、許可をうけなければなりません。 

ｂ．下記の事項に該当する者には退学を命ずることがあります。 

 ・本校の教育方針に従えない者 
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・素行不良で改善の見込みがないと認められる者 

・学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

・正当な理由がなくて欠課・欠席が多い者 

・学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

・正当な理由なくして授業料等の納付の義務を怠り催促しても､なお納付しな 

 い者 
 

③在学期間 

    ・在学学科の修業期間を２倍にした年数まで在学が可能です。 
 

④除 籍 

   下記の事項に該当する者は学校長が除籍します。 

    ・死亡の届出があった者 

・行方不明の届出があった者 
 

⑤停 学 

  本校が定めている諸規則に反した場合、学校長が停学を言い渡す場合があります。 
 

⑥出席停止 

・授業料等を３ケ月以上滞納した場合は、原則出席停止とします。 
 
 

 

20．奨学金制度・学費サポート制度 
 

（１）日本学生支援機構奨学金  

   日本学生支援機構では、国家及び社会に有為な人材の育成に資するとともに、教育 

  の機会均等に寄与するため人物・資質ともに優れ、かつ健康であって、経済的理由に 

  より著しく就学に困難であると認められる者に対し、奨学金を貸与し、就学の便を図 

  っていこうとするものです。無利子貸与の「第一種奨学金」と有利子貸与の「第二種 

  奨学金」の２種類があります。 

出願資格   全学科（全学年） 

選考基準   ①人物について：学習活動その他生活の全般を通じて態度・行動が 

                  生徒にふさわしく、将来良識ある社会人として 

                  活動できる見込みがあること。                 

          ②健康について：健康診断によって、修学に十分たえうるものと 

                  認められる者。 
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          ③学力及び素質について：日本学生支援機構の推薦基準を越える者。 

                          (出願書類に基づき当校で判定) 

          ④就学困難の程度（家計）について：日本学生支援機構の推薦基準 

                           を越える者。 

(出願書類に基づき当校で判断) 

   出願書類    ①日本学生支援機構奨学生願書（インターネット申込み） 

           ②所得証明用紙 

           ③その他証明書類  

   出願方法    出願書類を事務局から配付しますので､出願期間中に必要書類を 

            そろえ事務局に提出（出願期間中） 

   出願期間    4 月～5 月 

   校内選考    書類審査 

   本 選 考    校内選考において推薦者を決定し、日本学生支援機構の選考に委 

           ねます。 

   選考結果    日本学生支援機構からの選考結果に基づき本人に通知します。 
 

（２）その他 

① 新潟県奨学金制度 

② 新潟市、他各市町村奨学金 

③ 新潟市社会人奨学金 

④ 母子・寡婦福祉資金貸付金 

⑤ 国の教育ローン 

⑥ ＮＳＧ提携教育ローン 

⑦ ＮＳＧ災害奨学融資制度 

⑧ ＮＳＧ学費奨学融資制度 

⑨ 介護福祉士等修学貸付金 

⑩ 介護福祉士養成奨学金制度 

⑪ 経済的支援授業料減免制度 

※対象となる学科や申込み方法等の詳しい内容は、事務局までご相談ください。 
 

 

21．表 彰 
 

（１） 各期末 

ａ．成績最優秀賞 

  成績最優秀者を表彰します。 

ｂ．奨励賞 
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  成績優秀で行動面でも他の模範となった者を表彰します。 

（２）年度末 

    ａ．Ｃ．Ｆ．Ｐ．成績優秀賞 

      Ｃ．Ｆ．Ｐ．成績優秀者を表彰します。 

（３）卒業時 

ａ．奨励賞 

  在籍中、成績優秀で行動面でも他の模範となった者を表彰します。 

ｂ．皆勤賞 

  在籍中、無欠席、無欠課の者を表彰します。 

（４）学校長特別表彰 

上記以外で特段の活躍をし、認められた場合に表彰することがあります。 

（５）進級時特待生制度 

   その年度で学校生活において優秀であった学生を進級特待生として認める場合があ

ります。 
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第 4 章 現場実習 
 
・現場実習の目的 

現場実習を行う目的は、次の６つのステップです。 

STEP１ 世の中の仕事を体験することにより、福祉の現場をよりよく理解することです。 

STEP２ 学校で習得した知識・技術を就労の場で実践し、プロと一緒に仕事をし、プロ 

     から客観的な評価を受けることにより、自分の能力の向上を図ることです。 

STEP３ 就労の場で、教育の重要性を認識することです。 

STEP４ 自分の適職について真剣に考える場をもつことです。 

STEP５ 就労の場での権利と責任をより認識することです。 

STEP６ 自分のキャリアを積み、就職を有利にすることです。 

 
・現場実習を行う上での心構え 

１． 現場実習を実施するにあたり、明確な目的、目標を立てることが大切です。 

２．受入施設や企業は多忙な中で協力してくれていることを常に認識し、感謝の気持ち 

  を忘れないようにしましょう。 

３．社会人としてのマナー、エチケットを遵守し、素直な気持ちで仕事に携わることが 

  大切です。 

４．いろいろな知識を吸収しようとする真剣さをもって臨みましょう。 

５．実習先の方々と積極的にコミュニケーションを図るように努めることが、社会での人 

間関係をよくする上で大切なことです。 

 ６．自分から積極的に元気良く、誰に対してもあいさつするように心掛けましょう。 

 ７．知ったかぶりをせずに、分からないことはその場で聞くようにしましょう。 

 ８．実習先での出来事、仕事内容、愚痴を外部に漏らさないことは守秘義務として絶対守 

らなければなりません。社会人としての常識ですので、心しておきましょう。   

 ９．外部研修としてのよい機会を無駄にしないためにも、引っ込み思案ではなく、積極的 

   にチャレンジしていくことが大切です。 

 10．常に自己啓発を意識し、何事にも好奇心をもって積極的に取り組む姿勢が大切です。 

  11．実習の様子など Twitter や facebook などの SNS にアップしてはいけません。 

                                 （P52 参照） 
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第５章 基本ルール 
 

１．学生心得 

○本校教育方針を十分に理解し、本校学生としてのルールを守りましょう。 

ａ．学校は知識を習得するとともに、人格形成の場所でもあります。熱心かつ真面目に 

  勉強し、欠席、遅刻、早退は慎んでください。 

ｂ．教室は生活の場です。常に清潔に保ち、整理整頓に努めなければなりません。 

ｃ．授業の始めと終わりには委員の号令により教師に対し礼を行います。 

ｄ．教室の換気、授業終了後の戸締り等学生として行える限りの学内管理は積極的、 

  自主性をもって行ってください。 

ｅ．学生への面会及び電話は緊急時以外、原則として呼び出し取り次ぎを行いません。 

  又、学生宛の郵便等の取り次ぎはしません。 

ｆ．教職員及び他の学生の電話番号や住所の照会は行わないでください。 

ｇ．貴重品は学生が各自の責任で管理してください。特に、教室移動の際、常に身から 

  離さず持ち歩き教室に残さないでください。万一、盗難にあっても学校はその責任を 

  負わないので十分注意してください。 

ｈ．禁止事項 

   次の罫線で囲まれた事項はいかなる場合でも禁止します。遵守できない場合は停 

  学処分または退学処分とする場合もあります。 

 

 

 

 

 

禁 

 

止 

 

事 

 

項 

 

 

   

 

 

・喫煙（校舎内・校舎周辺の路上-古町・西堀・東堀を含む） 

・緊急時以外の非常口からの出入り 

・各教室（机中含む）内の授業終了後の教科書、ノート等、私物の残留 

（残留物は本人への断りなく撤去する場合がある） 

・図書室での私物の残留物及び飲食（残留物は本人への断りなく撤去する場合がある）

・更衣室での私物の残留物及び飲食（残留物は本人への断りなく撤去する場合がある）

・各実習室での私物の残留及び飲食（残留物は本人への断りなく撤去する場合がある）

・自転車、バイク、自動車等の無断駐輪・迷惑駐輪・無断駐車・迷惑駐車（スクエア校

舎は別途規定あり） 

・本校在校生としてふさわしくない身だしなみ（服装・靴・ｱｸｾｻﾘｰ・頭髪・ヒゲ等） 

・髪を染めること   特に実技科目、現場実習、ビジネスマナー、就職実務 

・有色のマニキュア等 においては、評価の対象項目となります。 

・携帯電話等の授業中の使用（電源を切っておくこと） 

・授業開始のチャイムが鳴ってからのエレベーターの使用              

・スクエア校舎において別途定められている使用規定に反する行為 

・その他学校が禁止する事項 

・校舎内設備の無断私的使用（携帯電話やモバイル端末の充電等含む） 
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２．校舎間移動・通学に伴う諸注意 

   古町 1、2 号館校舎のある古町通は、自然発生的な商店街であり、店舗と家屋が密集 

している歴史のある地域です。そのため、古くからの小路（私道）が生活の基盤になっ 

ているエリアが広く存在しています。この小路は、言うまでもなく、『私道』ですが、古 

町通を中心に東堀通、西堀通の連絡通路として使用されている状況です。 

   しかし、この小路はあくまでも『私道』であるため、学生の通行は一切これを認めま 

せん。 

   公道については、通常車の通行が可能となっているので、これを目安にしてください。 

  しかしながら、一方通行が多いため事故には十分注意してください。 

 なお、自動車・自転車・自動二輪・原付を使用し通学する場合、学校には駐車場・

駐輪場がないため、公共の駐輪場や有料駐車場等を利用してください。古町・西堀・

東堀等の学校周辺に無断駐車・無断駐輪することは、近隣の迷惑になることから厳禁

としています。遵守できない場合は停学処分または退学処分とする場合もあります。 

 スクエア校舎在籍学生においては自転車通学についての規定を別途定めます。 

 

３．出欠席について 

   学生として、ひいては社会人としても学習、生活に関する最も責任感をもった基本

的姿勢をあらわすものが出欠席です。従って授業への出席に関しては学生一人ひとりが

強い自覚を持って臨まなければなりません。 

 

①取り扱い分類 

 

 ａ．届出欠席について 

ア．欠席とは、授業時間を問わず当該授業日１日を休んだ場合をいいます。 

イ．欠席する者は、前日までに、「欠席届」を提出することを原則とします。 

ウ．やむを得ない場合で、当日９：３０までに、連絡のあったものも届出欠席とし 

て認めます。 

なお、その連絡が電話等でなされた場合は、「欠席届」を後日必ず担任に提出

してください。 

   エ．イの場合で、欠席２日以上に及ぶ場合は必ず、その日その日に連絡が必要と 

     なります。（連絡がない場合は、無届欠席となります） 

オ．３日以上、連絡して欠席する（した）場合は、「欠席届」提出の際に、その理由 

欄に保護者の印が必要です。なお、傷病の場合は、医師の診断書をこれに代える

ことができます。 
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ｂ．欠課について 

ア． 欠課とは欠席ではありませんが、1 日のうちの何時間かを休んだり、遅刻、早退 

したりしたものすべてをいいます。 

イ． 欠課をする場合は事由が明らかな場合は前日までに「欠課届」を担任に提出し 

てください。 

ウ．事前の届出ができなかった欠課についても、「欠課届」を事後、必ず提出してく 

ださい。 

エ．出席をとる際、担当教師よりも後に入室した場合は欠課となります。 

（交通機関の遅れによる証明書のある場合はこの限りではありません。） 

オ．欠課３コマで１日欠席とします。 

     

    ｃ．認定欠席について 

  届出欠席・欠課のうち、体調不良、傷病等で医療機関を受診した場合および教務

部長が必要と認めた場合に認定欠席とします。 

ア．体調不良、傷病等で医療機関を受診した証明書（領収書、薬袋、診断書等）等を

担任に提出し、教務部長から認定許可が得られたもののみ認めます。 

イ．証明書有効期限はその日付を含めた３日間とします。 

ウ．認定欠席は科目別の欠席（追試基準、補講基準）には含めませんが、年間（進級・

卒業基準）の出席率算定の対象となります。 

 

  d．無届欠席について 

      届出欠席以外の欠席は教務部長面談、保護者同席の三者面談等の対処をとり、

改善がみられない場合は停学処分または退学処分とします。 

 

  e．スクーリングの欠席について 

     短大・大学スクーリングにおいては、遅刻・欠席は認められません。 

万一、遅刻・欠席をした場合は、再受講料を別途納入して、受講できなかった科目

の全てのコマを再受講しなければなりません。再受講料および詳細については別途

定めます。 

 

  ｆ．公欠基準について 

     公欠届が提出された場合のみ、次のような場合は公欠とし、欠課数、欠席数に 

    数えません。 

     ・親族(２親等まで)の不幸(忌引き)…  連続した５日以内（土・日・祝日を含む） 

     ・親族の結婚(２親等まで)…  ２日 
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     ・父母、兄弟姉妹の危篤   …  １日 

     ・就職年次の就職試験、企業説明会 

     ・卒業基準を満たしている者で、内定先から正式に依頼のあった研修 

     ・法定伝染病による隔離を受けた場合（診断書の提出を求める場合がある） 

     ・居住地天災 

     ・交通機関の停止により、登校不可能の場合（証明書の提出を原則とする） 

・その他、教務部長が必要と認めたもの 

 

   

＜２親等内の親族＞ 

2 祖父母

1 父母 叔父叔母伯父伯母 3

2 兄弟姉妹 本人 配偶者 1 いとこ 4

3 甥姪 1 子

 

 

 

②卒業・進級条件 

   ａ．卒業条件 修業年限の要出席日数の９５％以上 

   ｂ．進級条件 １年間の要出席日数の９５％以上 

 

 

４．身だしなみについて  
      本校の学生は、常に社会人・福祉人材・対人援助者・教育者としてふさわしい身だしな

み（服装、髪型等）でいることを心がけてください。 

  金髪、茶髪、過激な服装、過剰なアクセサリー等は禁止しています。 

 

５．挨拶・言葉遣い 

    挨拶と正しい言葉遣いは社会人になるための基本です。次の事項を習慣として 

   しっかりと身につけてください。 

・常識的な挨拶が自然にできるようにしてください。（授業の始めと終わり、登下校 

時の挨拶等） 
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・廊下階段等で、教師や学校外の方とすれちがう場合は会釈等状況に応じた挨拶ができ 

   るようにしてください。 

・丁寧語、謙譲語、尊敬語を明確に使い分けるようにしてください。（特に受付や事務局、 

 教務室、教職員や学校外の方に対する言葉遣いは十分に注意してください。） 

６．喫煙マナー 

  ａ．２０歳以上の学生でも校舎内及び校舎付近（古町・西堀・東堀の路上）では喫煙を

禁止とします。 

  ｂ．２０歳以上の学生で公共の場等で喫煙する場合は喫煙マナーを守り、他人の迷惑に 

    ならないよう喫煙し、また、灰・吸殻の始末には充分注意してください。受動喫煙

にも配慮してください。 

    歩きタバコ（タバコに火がついた状態で持ち歩くことも含む）もマナー違反です。 

※新潟市では路上喫煙禁止地区が制定されています。違反者には罰則が科されます。 

  ｃ．これに反した場合は、保護者面談を行い、停学処分または退学処分とする場合が 

    あります。 

 

７．校舎・設備使用規定 

  学生は、校舎及び校舎設備、備品を大切に取り扱い、改変・損傷しないように注意し 

 ましょう。設備の異常を認めた時は直ちに教職員に連絡してください。故意又は重大な 

 過失により、設備及び備品を破損・紛失した時は弁償が必要な場合がありますので充分 

 注意して取り扱ってください。 

  また、古町１号館校舎において、学生の出入りは EV 手前のエントランスを利用してく

ださい。受付前の出入り口は、来客専用です。 

  なお、スクエア校舎については別途規定を設けます。 

①エレベーター 

エレベーターは来客利用時には使用してはいけません。職員の授業移動、備品移動を

優先し、特に授業開始のチャイムが鳴ったら学生のエレベーター使用を禁止します。 

②教室 

 ・教室は学生全員が使用する場所です。常に整理整頓に努めてください。 

・終業時は、照明・暖房などのスイッチの確認をするように心掛けてください。 

・教室（机中含む）に教科書・ノート等や私物を残留することは他に利用する学生の迷

惑になるので固くこれを禁止します。教室移動の際も同様です。 

<特別教室使用上の注意> 

 ・土足厳禁の教室では必ず履き替えましょう。 

 ・室内での飲食は、いかなる時でも禁止します。 

 ・常に整理整頓を心掛けましょう。 

 ・室内では静粛にし、常に教師の指示に従って行動しましょう。 
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・備品の取り扱いには十分注意し、故意に破損や紛失した場合は弁償が必要となり 

   ます。 

 

 ③図書室 

   図書室利用は別途記載の規定を熟読し利用しましょう。 

  ④非常階段 

   非常階段は、火災等の緊急時のためのものであるので、緊急時以外での使用は禁止 

  します。また、古町１号館校舎における教務室奥の非常階段昇降付近のエリアは、消 

  防法上必要な空間です。従って、非常時以外の立入はこれを禁止します。 

  ⑤教室内の設備・備品 

   教室内の設備・備品については、使用上の注意を守り、許可されているもの以外は 

  勝手に使用してはいけません。 

 ⑥校内施設の時間外の利用 

   必ず担任教師の許可を得てください。必要に応じて、校舎利用願を提出しましょう。 

  ⑦保健室 

   実習中など、学内で起きたケガや急な体調不良の時に利用してください。 

   保健室を利用したい場合は、以下の手順を参考にしてください。 

    ①利用する際は、教務室もしくは事務局まで申し出てください。 

②授業中の場合は、必ず担当教師に退室許可をもらってください。 

    ③保健室を退室の際は、必ず教務室、事務局へ申し出てください。 

    ④早退する際は、担任の先生に必ず連絡してから帰りましょう。 

  ⑧更衣室 

    ロッカー内の残留物及び更衣室内での飲食は禁止します。 

  ⑨防災設備 

     本校は全館に防災設備を完備していますが、学生のみなさんは災害時の緊急避難行 

動を速やかにとれるように日頃から心掛けておく必要があります。各校舎に掲示の避 

難経路図を確認してください。また、みだりに防災設備に触れてはいけません。 

     防災訓練は適時実施していくので真剣に取り組みましょう。 

⑩緊急時の避難場所 

     NSG スクエア   ：新潟小学校  新潟市中央区東大畑 1 番町６７９番地 

     古町 1 号館・2 号館：白山公園   新潟市中央区一番堀通町地先 
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８．委員活動 

  ａ．学生の自主自立の精神を育成することを目的として、各クラスに委員をおきます。 

  ｂ．学生生活は委員の活動によって秩序が保たれ、円滑な運営が行われるものです 

    から学生は委員の指示に従い、かつ協力しなければなりません。 

  ｃ．各クラスの委員構成は次を基本とします。必要に応じて別途設定してください。 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・クラス委員長 

 クラス内の学生の取りまとめ及び科目担当教師等との連絡、伝達、提出物の取りまとめ

及びＨＲ時の議長を行います。出欠席管理委員と連携し、始業・終業時の号令を担当しま

す。副委員長は委員長を補佐し、委員長不在時は代行を行います。 

また、委員長・副委員長は、学習面・生活面においてクラス全体の士気向上に努めて 

ください。 

・出欠席管理委員 

   授業ごとに科目別出席簿を教卓へ準備します。科目別出席簿を授業終了ごとに確認し、 

  週別出席簿へ転記を行います。週ごとに集計を行い担任に提出します。また、月ごとに 

週別出席簿を再集計し担任に提出します。各期末においては月ごとに集計したものを 

担任に提出します。 

・検 定 委 員 

   各検定試験に関するクラスへの連絡・取りまとめを行います。検定受験申し込み状況 

  一覧表を作成し、各期末に提出します。 

・図 書 委 員 

   学校財産である図書の管理を行い、全クラスの委員で当番を決め、貸し出し・返却 

ク   ラ  ス  担   任 

ク  ラ  ス  委  員  長
ク  ラ  ス 副 委 員 長

出 欠 席 管 理 委 員

検 定 委 員

図 書 委 員

各 行 事 委 員

美 化 委 員

ＣＦＰポイント管理委員

ボランティア活動委員
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  業務を行います。 

・各 行 事 委 員 

   ＷＭスポーツ大会、卒業パーティー、アルバム作成、クラス行事、その他の諸行事に

おいて、その円滑な運営を行います。 

・美 化 委 員 

   ＨＲ教室及び各校舎分担場所の清掃終了後、清掃当番より報告をうけ責任をもって 

確認を行い、担任へ報告する。校舎内の美化に努めてください。 

・ＣＦＰポイント管理委員 

   ＣＦＰポイントになる行事・イベントごとにＣＦＰポイントカードの取りまとめ、記入 

  漏れチェックを行い担任に提出します。担任押印後は各学生へ返却します。クラス 

メートがポイントカードを紛失しないよう注意を払いましょう。各期末にポイン

ト集計表を作成し担任へ提出します。 

・ボランティア活動委員 

   施設等より依頼があったボランティアをクラスにインフォメーションをし、取りま

とめを行います。 

 

９．清掃 

  ａ．クラス内で清掃当番を決め、ホームルーム教室及び年間の清掃当番スケジュール 

    による関連教室の清掃を行います。また、担当者は毎時間授業終了後に黒板を消

してください。 

  ｂ．清掃当番は数名でローテーションを組み、必ずクラス全員が行います。 

  ｃ．清掃責任者は、清掃終了後にチェック表に記入し美化委員より確認を受けた上で、 

    担任に報告します。その後担任等の立ち会いの上終了を確認してください。 

 

10．掲示及びパソコン・携帯電話による連絡 

  パソコン・モバイル端末や携帯電話メール等を使用し、学生間また先生・学生間の交流

を図るとともに、 

就職年次生においては、就職活動に伴う情報が送信されるので、有効に活用しましょう。 

また、各種連絡等は、原則として電話・掲示板としますが、特に長期休暇中及び実習期

間中等の連絡はパソコン・モバイル端末や携帯電話メールを使用する場合があります。 

 【使用においてのルール】 

  ・授業時間内の使用は禁止です。（パソコン・モバイル端末を利用しての授業は別です） 

  ・メールアドレスの悪用はしないでください。 

 

※ 災害時や悪天候等による突発的な休講・休校などの場合は、学校（教務部長等）から 

学生オンラインサービスメールにて連絡をする場合があります。各自、学生オンライン
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サービスメールの登録を必ず行ってください。 

 

 

11．学校行事 

  ａ．学校行事は日常の授業以外の特別学習の場として設定されているので、レクリエー 

    ション的なものでも必ず参加しましょう。（不参加の場合、欠席扱いになります。） 

  ｂ．希望制の各種行事においても、積極的に参加しましょう。 

 

12．サークル・同好会活動 

  放課後を各自の専門分野、教養分野をさらに伸ばすための時間として有意義に利用し 

 ましょう。また、活動を通じて学生相互間、学生と先生の親睦を深め、人間性、協調性 

を養うことも目的としてください。 

  ａ．サークル・同好会設立について 

    サークル・同好会設立の要望がある場合、発起人は設立趣意書を担任教師へ提出 

   し、その許可を受けてください。（毎年度ごとに行ってください。） 

  ｂ．運営について  

   ・サークル・同好会構成員の中から部長を選出して、部長を中心として運営します。 

   ・各部長は、月１回運営状況について顧問に報告書を提出してください。 

・各サークル・同好会は、年度始めに年間運営計画を顧問を通じ、管理担当教師に提

出してください。 

  ｃ．合宿について 

    各部長は、合宿の実施前に企画書を顧問に提出してその許可を得、また実施後に 

   結果報告書をクラブ顧問に提出してください。 

  ｄ．施設の利用について 

サークル・同好会活動をするために学校の施設を利用する際は、指定の用紙で届 

   け出て、その許可を得てください。 

 

1３．アルバイト 

   アルバイトを行う者は、所定の届出書を担任に提出してください。未提出者及び本校

生のアルバイトとして不適切な場合、または、学業に支障の出る場合は、アルバイトを

禁止することがあります。 

アルバイト先とのトラブルも増えています。わからないこと、トラブルがあったらす 

ぐに相談機関、学校に相談してください。 
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1４．学生総合プラザ STEP の利用について 

 

（１）開設の目的 

・学ぶ環境づくりの一環としての役割を担います。 

・ＮＳＧカレッジリ－グの全学生に総合学習空間を提供します。 

・各校行事、全体行事など多種多彩な活用を提供します。 

 

（２）STEP 利用の心得 

・STEP 入館の際は利用証を必ず身につけて下さい。（利用証無き場合は入館できない事も

あります） 

・研修室、実習室、客室は常に清潔に保ち、整理整頓に努め、設備、備品等を大切に使用

して下さい。又、異常、破損が生じた時は速やかに STEP 管理事業部又は夜間職員携帯

に連絡をしてください。故意又は過失により設備、備品を破損、損失した時は相当金額

を請求する場合もあります。 

・社会人として備えるべき素養・マナーを身につけ実践する場として STEP を利用してく

ださい。利用者同士、外部利用者、教職員への挨拶は積極的に行いましょう。 

・所持品は各自の責任で管理してください。万一、盗難にあってもその責任は負いません

ので、十分注意してください。 

・客室備付けの STEP 利用規則をよく読み気持ちよく STEP を利用しましょう。 

 

（３）喫煙について 

・喫煙はマナー・ルールを守ってください。（未成年者の喫煙は法律で禁止されています。） 

・決められた喫煙場所以外での喫煙は危険ですので禁止します。（１Ｆ正面玄関脇通路の

灰皿設置場所で喫煙のこと。また喫煙場所はオープンスペースですので、常に企業の方な

どから注視されていることを意識してください。） 

・客室ベッドでの寝たばこは危険であるので禁止します。 

・STEP 館外周辺での喫煙は近隣の皆様の迷惑となりますので禁止します。 

 

（４）設備使用の注意点について 

①夜間の出入禁止 

22 時以降翌朝７時迄は全館施錠の上、外出を禁止しております。緊急の場合は STEP 夜

間職員携帯へ連絡してください。 

②屋上 

危険ですので出入りは禁止します。 

① 和室以外の７階客室（特別室）スペース 

学校法人来客用施設ですので立ち入らないでください。 

④７階スカイレストラン 
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実習や各種パーティー参加者以外の利用はできません。 

⑤１階・３階 wish 国際ホテル・ブライダル専門学校スペ－ス 

wish 学生・教職員以外の方の立ち入りは禁止します。 

⑥防災設備 

防災設備を完備しておりますが、利用の際は、万一のために必ず来館時に非難口、避

難経路、火災報知機の場所を確認してください。なお、みだりに防災設備には触れない

で下さい。（消火・防犯設備が誤作動する場合があります） 

⑦非常口 

緊急時以外は使用しないでください。（防犯装置が作動します） 

 

（５）駐車場（バイク・自転車含む）について 

原則として、ＮＳＧカレッジリ－グの在校生は駐車を禁止します。 

 

1５．キャンパスセクシャルハラスメント防止について 

 １．基本方針 
キャンパスセクシャルハラスメント（以下キャンパスセクハラという）とは、 

Campus＝校内の Sexual＝性的 Harassment＝嫌がらせ、「学校内での性的嫌がら

せ」という意味です。 

国際こども・福祉カレッジ（以下本校という）では、キャンパスセクシャルハラス

メントを防止し、健全で快適な教育環境を作るよう努力します。学生の皆さんはもち

ろん教職員など学校に関る人たちは、この方針に基づき、個人個人を尊重し合い、 

学校生活を送るよう留意してください。  

キャンパスセクハラは、人としての尊厳を侵害する重大な不当性差別行為です。

本校においては、このような行為は容認せず、厳正な態度で臨みます。 

    学校に関わる人たちとは、学生の皆さん、教職員、実習先、業者等全ての関係者

を指します。 

２．定義 
  (1) 対価型セクハラ 

相手方の意に反する性的な言動を取り、それに対する対応によって、修学・教育

または研究を行う上で、一定の利益または不利益を与える行為（学校では、地位や

立場を利用して交際や性的関係を強要するもの、関連して職種を用いて報復された

り、条件の不利益を受けるものと捉えます。） 

 

(2) 環境型セクハラ 

    相手方の意に反する性的な言動により、修学・教育または研究を行う環境を損な

う行為。（学校では、学生同士・学生と教職員等において不快な性的言動によって当

事者が屈辱的、敵対的感情を抱くと同時に周囲の環境にも、同影響を与えるものと
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捉えます。） 

    ※自分の言動が、他の人にどう受け止められるかはその人の価値観で違います。

自分の言動には充分留意しましょう。 

 ３．防止啓発  
キャンパスセクハラのない学校にするために、学生の手引きを用いて年間２回程

度の読み合わせ・確認会を行います。また、学校内にキャンパスセクハラ防止対策

委員がおり、啓発や注意の他、相談・申告に応じます。学生の皆さんはセクハラを

「しない」「させない」「見たら注意する」ということを念頭におき、行動してくだ

さい。 

 

 ４．相談・苦情・申告の場合 
   被害等に関する相談は一人で悩まず相談してください。相談は担任の先生の他学内 

にいるキャンパスセクハラ防止対策委員にもできます。担任の先生もしくは学内対策 

委員に電話(学校の電話)・対面・E メールで相談・申告をしてください。 

 

・クラス担任のメールアドレス               @nsg.gr.jp 
  
・学内対策委員のメールアドレス    hoshino.toru@nsg.gr.jp  

 

５．注意事項 
(１)学内対策委員へ E メールでの相談・申告の際は、学科名・氏名を記載ください。 

  (２)面白半分あるいは事実に反する内容の相談・申告をした場合、厳しく対処する場合 

があります。 

1６．リスクマネジメント 

＜盗難被害に遭わないために＞ 

 ちょっとした外出でも、必ず戸締りをしましょう。 

●「カギ」は新聞受けなどには入れないようにしましょう。 

 以前、人が住んでいた部屋を借りる際は、前の住人、交際相手などが合鍵を持っている 

おそれもあるので、不動産業者に「カギ」の交換を確認するなど、十分注意しまし

ょう。 

 帰省、旅行などで長期間部屋を空ける時は、新聞の配達などは断りましょう。 

 預金通帳と印鑑、カードは別々に保管しましょう。 

 貴重品は万一に備え、番号、メーカー、形式、特徴等を控えておきましょう。 

 余分な現金は、金融機関に預けるようにしましょう。 

 自動車を駐車する際には、必ず「カギ」をかけるようにしましょう。 

 被害にあったら、そのままにして警察に連絡しましょう。 
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＜交通事故を起こさないために＞ 

 時間のゆとり、心のゆとりをもちましょう。 

 ハンドルを握ったら運転に集中しましょう。 

 道路、交通量、周囲の状況を考えて、スピードをコントロールしましょう。 

 交差点では、必ず一時停止、徐行をして安全を確認しましょう。 

 前の車と安全な車間距離を保ちましょう。 

 追い越しは、道路幅員、スピード、対向車等の状況を考えて無理をしないようにし 

ましょう。 

 時々、ハンドル、ブレーキ、タイヤの点検をしましょう。 

 お酒を飲んだら、絶対ハンドルは握らないようにしましょう。 

 長時間の運転の際には、適当な時間に休憩をとるようにしましょう。 

 

＜交通事故を起こしたら（含む自動車事故）＞ 

 事故の続発を防ぐため、事故車両を安全な場所に移動させ、「道路における危険防止」 

をしてください。 

 負傷者がいる場合は、「救急車」の要請をして下さい。また、救急車が来るまでの 

間、「可能な応急の救護」をしてください。 

 事故のあった日時、場所、負傷者の数、程度等を「警察」に連絡してください。 

 相手が軽い怪我であっても、また、外傷がなくても医師の診断を受けさせるように 

してください。 

 相手方に自分の住所、氏名、連絡先を告げてください。 

 保険契約（強制保険、任意保険）を結んでいる保険会社に連絡をしてください。 

 相手方には、親切、誠実、良識ある態度で接してください。不親切は、トラブルの原

因になります。 

 わからないことや、トラブルが起きたら警察、「県」又は「市町村」の「交通事故相談 

所」「困りごと相談所」に相談（電話）してください。 

 軽微な「物損事故」「自動車事故」でも必ず警察に届けてください。警察が見分するこ 

とによって法外な損害賠償を抑止することが出来ます。 

 

＜交通事故に遭ったら＞ 

 警察への届け出義務は加害者にありますが、加害者が届け出を渋っているような場合 

には、自分の方から警察に連絡をしてください。 

 記憶の薄れないうちに、事故の日時、場所、経緯、見取り図等をメモしておいてくだ 

さい。 

 事故を目撃した人がいたら、その人の住所、氏名、電話番号、証言等をメモしておい 

てください。 
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 加害者の車の登録番号、住所、氏名、電話番号、勤務先、自動車保険の会社を聞いて、 

記録をしてください。 

 外傷がなくても、後になって具合が悪くなることもあるので、必ず、医師の診断を受 

けてください。 

 「示談」は、医師から OK が出て、後遺症等がはっきりするまで、急がないでください。 

原則として「示談」はやり直しが出来ません。 

 被害者の方からも、相手の保険会社に損害の請求ができます。 

 損害請求に必要ですので、入院費、治療費、交通費等の領収書を保管しておいてくだ 

さい。また、学生総合保険加入者は保険が適用になりますので、事務局に申し出てくだ

さい。 

 困ったこと、トラブルが起きたら、警察、「県」又は「自治体」の「交通事故相談所」 

「困りごと相談所」に相談（電話）してください。 

 

＜ストーカー、チカンの被害にかからないために＞ 

 後をつけられていると感じたら「110 番」又は、タクシーに乗込む等してください。 

 自宅、アパート、学校を出る際に近くに不審者、見かけない車がいないか周囲の警戒 

をして下さい。ヘッドホンで音楽を聴きながら、また、携帯・スマホで通話、操作しな

がら歩いていると、周りの音や変化に気づけません。絶対にやめましょう。 

 メールアドレス、電話番号は他人にわからないように管理しましょう。 

 無言電話には、対応をしないで切りましょう。また、内容によっては、「警察に言いま 

す」「録音しています」と短く言って切りましょう。 

 クレジットカード、請求書等の個人情報は細かく破いてから捨てるようにしましょう。 

 「チカン」には、勇気を出して「チカンです」と言いましょう。 

 狙われていると感じたら、１人で悩まないで、警察、先生、友達、家族に相談しましょう。 

 不安を感じたら、「防犯ブザー」を携帯しましょう。 

 

＜安全に暮らすために＞ 

 住居侵入 

・突然の訪問者には、ドアスコープ、ドアチェーンを活用しましょう。 

・宅配便等の服装をしていても、用件、身分等を確認し、安易にドアを開けないように 

しましょう。 

・やむをえず部屋に入れる場合でも、ドアは開け放しにしていつでも外に出られるように

しておきましょう。 

 空き巣 

・ちょっとの外出でも、こまめにカギをかけましょう。 
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・「カギ」は新聞受けなどには入れないようにしましょう。 

・帰省、旅行などには、新聞などの配達は断りましょう。 

・外には「踏み台」になるような物は置かないようにしましょう。 

 下着どろぼう 

・下着類は、できるだけ室内に干すようにしましょう。 

・やむを得ず外に干す場合は、バスタオル等の内側に干すようにしましょう。 

 ひったくり 

・バックやカバンは、車道などの通行側に持たないようにしましょう。 

 ・自転車の買い物カゴには、防犯ネットを掛けるようにしましょう。 

 ・人通りの少ない夜道は、出来るだけ避けるようにしましょう。 

 キャッチセールス（エステ 化粧品 宝石等） 

・しつこく誘われてもその場で契約したり買ったりしないで一度冷静に考えてみましょう。 

 ・クーリングオフが出来るか必ず確認をしましょう。 

 ・万一被害に遭ったり、トラブルが発生したら、警察や国民生活センター、各地区の消費   

生活センター等に相談しましょう。 

 誘惑 連れ回し 

・言葉たくみな甘い誘いには用心しましょう。 

   ・繁華街、リゾート地などでは、出来るだけ 2 人以上で行動するようにしましょう。 

   ・知らない人からの車の誘いには、絶対に応じないようにしましょう。 

 薬物の誘惑（覚せい剤 ヘロイン 大麻等） ※別途記載事項にも目を通してください。 

・どんなに誘われても、きっぱり断わる勇気をもちましょう。 

   ・ドラッグで痩せられる、それはウソです。薬物は痩せ薬ではありません。 

・１回のつもりが、あなたの一生を台無しにします。 

 携帯電話・スマートフォン・インターネット ※別途記載事項にも目を通してください。 

・知らない人からの交際や呼び出しには、容易に応じないようにしましょう。 

・相手が信用できるまでは、会わないようにしましょう。  

・他人に、電話番号、パスワード、クレジットカードなどの個人情報を知られないように 

管理しましょう。 

 悪徳商法 ※別途記載事項にも目を通してください。 

・うまい話には必ず裏があります、注意しましょう。 

   ・不審なセールスは、まず身分と用件を確認しましょう。 

・クーリングオフを必ず確認をしましょう。 

＜悪質商法の手口あれこれ＞ 

 押付け商法 

本人の依頼や、承諾のないのに家に入り込んで商品を売りつけたり、脅しをかけて 

品を販売する商法。 
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 資格（士）商法 

勝手に考えた経営、法律、建築の公的資格と極めてまぎらわしい架空の資格や、 

正規の資格の取得を名目に、教材費、登録料、受講料などを騙しとる商法。 

 危険商法 

ガス、水道、換気扇、消火器等の点検などと言って家庭を訪問して「ガス漏れが 

ある」「水道が汚染されている。浄水器をつけた方がいい」「換気扇が古くなって火事に 

なる」「消火剤の有効期限が切れている」などといって不安を煽り商品を売りつける商法。 

 キャッチセールス 

人通りの多い路上や、駅前などでアンケートを求めるようなふりをして呼び止め、 

喫茶店などに連れ込んで健康食品、教材、映画の会員券などを売りつける商法。 

 アポイントメントセールス 

突然知らない会社から電話やハガキがきて「あなたの電話番号が当たりました」 

「あなたが○○人の中に選ばれました商品を取りに来てください」などと言って営業 

所や喫茶店に呼び出して商品購入を契約させる商法。 

 送りつけ商法（ネガティブオプション） 

注文もしていない商品、書籍などを勝手に送りつけて、断わらなければ購入したとし

て、代金を一方的に請求する商法。 

 紹介屋商法 

広告などに「50 万円まで即融資、全国どこでも OK、来店不要、フリーダイヤル 

   ○○番」などと、あたかも簡単に融資が受けられるようなオトリ広告を出して、電話 

   を掛けてきた客には「あなたは金融機関では信用がよくない。うちではお貸し出来な 

いので他の店を紹介をする」などと言って、いかにもその紹介によって融資を受けられる 

かのように装い紹介料を騙し取る商法。 

 工事商法 

「キャンペーン中だから特別価格です」などと言って、いますぐ契約をすれば工事 

価格の値引きの得点があるかのようなセールストークを用いて、住宅のリフォーム、ベラン 

ダ、カーポートなどの工事契約をする商法。 

 紳士録商法 

紳士録の記載、削除、打ち切り、保管などを口実に多額の料金を請求又は、騙し取る 

商法。 

 

＜悪質商法セールスに気をつけましょう＞ 

 相手の身分と用件をしっかり聞き、相手のペースにはまらないようにしましょう。 

 いったん家の中に入れるとしつこくて厄介です。おかしいと思ったら家の中に入れない 

ことです。 

 うまい話には裏があります。「もうかります」の話しは注意しましょう。 



47
47 

 

 相手に自分の財産、預金などは話さぬようにしましょう。 

 中途半端な返事は相手につけ込まれます。はっきり「いりません」と言ってください。 

 断わっているのに何時までも居座る時は「警察に電話します」と言い、場合によっては

「110 番」してください。 

 言っていることと、契約書の内容が全然違っていることがあります。契約のサインは、 

クーリングオフなどよく契約の内容を確認してからにしましょう。 

 財産を守るのは自分自身です。悪徳商法にかからない知識を身につけましょう。 

 

＜クーリングオフ制度を知っておきましょう＞ 

● クーリングオフとは 

  「クーリング・オフ」とは、契約した後、頭を冷やして（Cooling Off）冷静に考え直

す時間を消費者に与え、一定期間内であれば契約を解除することができる制度のこと

をいいます。 

 一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが原則ですが、

この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。 

 

● クーリングオフができる期間 

訪問販売 

キャッチセールス 

電話勧誘販売 

英会話等の語学教室 

家庭教師（通信指導含む） 

結婚相手紹介サービス 

宅地建物売買契約 

不動産特定共同事業契約 

保険契約 

店舗外取引 

アポイントメントセールス 

エステティックサロン 

学習塾 

パソコン教室 

ゴルフ会員権契約 

冠婚葬祭互助会契約 

 

 

 

 

 

 

8 日間 

投資顧問契約 10 日間 

預託取引 14 日間 

マルチ商法    内職商法 20 日間 

 

● クーリングオフができない場合 

・通信販売 

・クーリングオフの期間をすぎた場合 

・店舗、営業所での契約 

・健康食品や化粧品、洗剤などの指定消耗品を全部または一部を使用、消費した場合 

・自動車、運搬車 
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・エステや語学教室などの特定継続的役務提供のうち、短期または少額の契約 

・訪問販売・電話勧誘販売の場合で、３,０００円未満の現金取引の場合 

・取引する意思を持って自分から業者を自宅に呼び寄せた場合 

・自分から業者に電話をかけさせた場合 

 

※ その他にもクーリングオフできない場合があります。独立行政法人国民生活センタ

ーや各地区の消費生活センターなどの HP を参照して下さい。 

 

●クーリングオフの方法 

・ クーリングオフは必ず書面で行ないます。（このことは法律で定められています。） 

・ 文書には購入者名、契約解除通知文、契約年月日、商品名、文書作成日、購入業者

などを盛り込みます。 

・ 業者への通知は内容証明郵便で行ないましょう。（書面の差出日と内容を郵便局が公

的に証明してくれます。） 

・ 書面は必ずコピーを残しましょう。 

・ 商品は一方的に返却せず、業者に引き取ってもらいましょう。 

・ クレジット契約で商品を購入した場合は、クレジット会社と販売業者の両方に通知

しましょう。 

●わからないこと、トラブルがあったら 

・ わからないこと、トラブルがあったら必ず学校に相談してください。 

・ 関係機関：新潟市消費生活センター 

〒951-8507 新潟市中央区西堀前通 6 番町 894－1  

025－228－8100 

 

＜注文していない書籍などが送られてきたら＞ 

 突然、注文していない書籍などが請求書と一緒に送られて来ることがあります。これ 

は、「送りつけ商法」（ネガティブオプション）と言います。 

この場合、業者からの一方的な送付であり、契約は成立しません。したがって代金を 

支払う必要もないし、品物を返送することもありません。このような場合は、送付のあ 

った日から「14 日間」（業者に引き取りを通知した場合は７日間）を経過すれば自由に 

処分できます。 

 しかし、期間内に間違って処分したり、使ったりすると承諾したものと見なされ代金 

支払いの義務が生じますので注意して下さい。 

  この種の「送りつけ商法」は、後々やっかいなトラブルになることがありますので、 

速やかに送り返すのが無難です。この時「断わり状」を添えて、内容証明郵便又は、書 

留等で返送してください。 
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＜薬物の誘惑に負けないように＞ 

 薬物乱用とは、社会のルールからはずれた方法や目的で、薬物を使うことです。覚醒剤

などの違法薬物は、たとえ 1 回だけの使用でも乱用になり、同時に犯罪になります。また、

医薬品は病気や傷の治療に使いますが、こうした目的以外に使えば乱用です。 

乱用されている薬物には、覚せい剤、コカイン、MDMA、LSD、マジックマッシュルー

ム、大麻、シンナー、ヘロインなどがあります。違法薬物はいろいろな隠語（エス、スピ

ード、エクスタシーなど）で呼ばれているので名前に惑わされないようにしましょう。ま

た最近では、法律で規制された薬物の成分をわずかに変え、法の網をすり抜けた麻薬や覚

醒剤とよく似た物質が身近な店舗やインターネット等で販売されているものもあります。

（危険ドラッグ） 

 上記の薬物は、私たちの一番大切な脳（中枢神経）を破壊します。いずれも依存性が

高く、繰り返し乱用することにより、薬の依存から抜け出ることができなくなり、精神

の障害や身体の障害を発症させたり、薬物を手に入れるために犯罪を誘発させたりもし

ます。さらに、覚醒剤などの薬物は、持っているだけや、友達に売ったり、譲ったりし

ても厳しく罰せられます。 

（「覚醒剤 10 年以下の懲役 営利目的は１年以上の懲役・500 万円以下の罰金」 

「大麻 ５年以下の懲役 営利目的は７年以下の懲役・200 万円以下の罰金」） 

 友達等からどんなに誘われても、きっぱり断わる勇気を持ちましょう。 

 「スリムになる薬」と誘われても、薬物は痩せ薬ではありません。 

 薬物は、「しない」「させない」「断わる勇気」が大切です。 

 

＜自転車．バイクの盗難防止のために＞ 

 自転車は、必ず「防犯登録」をしましょう。登録は、盗難防止と被害回復に役立ち 

ます。 

 自転車には､必ず『カギ』をかけましょう。 

 自転車の放置は、絶対にやめましょう。 

 バイクに、「グッドライダー防犯登録」をしましょう。バイク販売店で扱っています。 

 

＜火災に備えて＞ 

●防火のチェックポイント 

・ガス器具は、そのつど元栓を切っているか。近くに燃えるものは無いか。 

・電気カーペット、電気ストーブ、アイロンなどの電気器具は、使った後スイッチを

切っているか。また、近くにカーテン、洗濯物などの燃えやすい物はないか。たこ

足配線をしていないか。 

  ・風呂の点火前に、水を確かめているか。 

  ・油ナベを使っているとき、来客や電話の応対をしていないか。 
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  ・寝タバコをしていないか。灰皿の中に水を入れているか。ゴミ箱に捨てていないか。 

・睡眠中にストーブをつけていないか。時々換気をしているか。 

  ・石油ストーブに給油の際は、火を消しているか。 

  ・火災になったときの避難口、避難ハシゴ、ロープの備えがあるか。日頃から火災が 

   発生した際の避難口、避難方法を考えているか。 

  ・コンロ、ストーブの近くにシンナー、ベンジン、オーデコロン、ヘアースプレーな

どの可燃物を置いていないか。 

  ・消火用水、消火器の備えはあるか。 

  ・ガスコンロは、壁から離しているか、ホースを時々点検しているか。 

  ・寝る前に火の点検をしているか。 

  ・火災に対して「油断」「無意識」「無頓着」になっていないか。 

●火災になったら 

・火災を出したり、発見したら「火事だーッ」と大声をだすか、「ナベ」などをたたい 

て家族、近所の人に知らせてください。 

  ・あわてずに「119 番」して下さい。（どこで発生、なにが燃えている、目標物は） 

・できるだけ姿勢を低くして壁づたいに移動し、煙を吸わないようにしてください。 

本当に恐ろしいのは、炎よりも煙です。 

  ・可能であれば、消防車が来るまでの間、消火器等で消火につとめてください。 

・油ナベ、石油ストーブに火がついたときは、毛布などの厚い布をかぶせて上から 

水をかけて下さい。水は絶対に直接かけないでください。 

 

＜地震に備えて＞ 

●日頃の備え 

  ・可能なかぎり、家屋、部屋の耐震補強をしてください。 

  ・たんす、食器棚、本箱などの大型家具、ピアノなど転倒を防止するため、留め金、 

   ロープなどで固定してください。 

  ・非常時に備え、「非常持出品」として次の物品を用意した方がいいでしょう。 

   「水」（１人１日３リッターが目安） 「食料」（缶詰、インスタント食品） 「燃 

   料」（カセットコンロ、固形燃料）「照明器具」（懐中電灯、ローソク）「資  

産目録」（預金通帳の支店、口座番号、保険の会社、契約番号 年金番号 パス 

ポート番号 その他） 「携帯ラジオ」「ティッシュペーパー」「現金」「携帯電話」 

    「衣類」「医薬品」「連絡先一覧」「履物」「その他必要とおもわれるもの」 

  ・家族で地震が起きたときの連絡方法、避難場所（普通に学校が指定されている）な 

   どの心得について話し合いをしてください。兄弟姉妹、親戚等にも連絡をしておけ

ばなおよろしいでしょう。 

・「地震保険」などもあります。 
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●地震が起きたら 

 ・落ち着いてテーブル､机の下に入る。マンションなどの鉄筋の建物は､すぐに玄関 

  のドア開けて避難口を確保してください。 

 ・揺れがおさまったら、身の安全を守りながらフロ、コンロ、ストーブなどの元栓をし

める「火の始末」と、トースター、アイロン、ポット、などの「電気」のブレーカー、

プラグを抜いてください。 

 ・水、食料などの「非常持出品」を忘れないでください。 

・ビル、家屋の近くでは、ガラス、看板、タイル、瓦などが落下しますので頭上に注 

意してください。 

 ・指定された避難場所に避難して下さい。津波が予測されるときは、高台に避難して 

  ください。 

 ・可能であれば、負傷者の救護、火災の初期消火につとめてください。 

 ・がけ崩れ、地すべりが予想される所は避けてください。 

 ・家族が外出、旅行などで不在の場合は、避難先、連絡先の「メモ」を置いてください。 

 

＜悪質な勧誘に注意＞ 

 学校内において、特定の宗教のための宗教活動を行う団体を、学校として承認していま

せん。社会問題として、学校内外でサークル等を装って学生（特に新入生や一人暮らしの

学生）を勧誘する宗教団体等の存在が取り上げられます。これらの団体は、活動内容を明

かすことなく、スポーツやボランティア等のサークル活動を装って勧誘し、親しくなって

から徐々にマインドコントロールを行うといわれています。このような団体に入会してし

まうと、みなさんの貴重な時間が奪われるばかりか、精神的・肉体的・経済的にも大きな

負担となり、学生時代が台無しになってしまいます。 

〔主な勧誘方法〕 

①ことば巧みにファミリーレストラン等に誘い、複数人で取り囲み、しつこく入会を

勧誘する。 

②「○○に興味ありませんか」「○○に参加しませんか」「○○の勉強をしませんか」 

 などと声を掛けて、アンケート用紙などに個人情報を記入させる。 

③スポーツや文科系サークル、同好会などと称して、みなさんが興味を引きそうなも

のに「参加しませんか」「一緒にやってみませんか」等と言い近づき、個人情報を引

き出す。 

④アルバイト等を募集中と言って近づき、個人情報を引き出す。 

〔勧誘活動特徴〕 

①最初は、宗教団体等であるとは言わない。 

②親しくなるにつれて「○○セミナー」や「□□合宿」などの集まりに参加するよう

に誘われる。 
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③一度参加すると何度も誘われ、徐々にマインドコントロールされる。 

④退会できないようにマインドコントロールされたり、脅されたりする。 

⑤寄付金などの金銭を要求される。 

⑥家族や友人等との連絡を絶つように仕向けられる。 

※学内外を問わずこのような団体から勧誘された場合、入会の意思がなければ、強い意志

を持ち、きっぱりと断ってください。優柔不断な対応をしているとしつこく勧誘される

ことになります。 

 

＜インターネット利用のルールとマナー＞ 

メール・ネット検索・掲示板・ブログ・プロフ・チャット・SNS・ウェブページ公開・

オンラインゲーム等、便利で多くの人にとってなくてはならないものとなったインターネ

ットの利用にはルールやマナーがあります。ルール違反は多くの人を傷つけたり、何より

自分自身が被害者になったりすることもあります。以下のルールをしっかりと身につけ、

大人として責任をもったインターネット利用を心がけてください。法律上、罪になる場合

もあります。 

・インターネット上は文字中心の世界です。互いの声や表情が伝わりません。見た相手

が嫌な気持ちになる言葉や情報等を書き込んだり、送ったりしないでください。ネット上

の誹謗・中傷は罪になる場合があります。 

・インターネットは世界中の誰もがアクセスでき、誰もがその情報を見ることが出来る

便利さがあります。そのため、個人情報が不特定多数に漏れてしまう危険をはらんでいま

す。インターネット上に自身の事、家族の事、友人の事、学校の事、実習先の事、就職先

の事（住所・電話番号・メールアドレス・情報・画像等）を公開しないようにしてくださ

い。インターネット上にある限り、誰でもアクセスできる状態にあります。友人同士だけ

でやっているからと決して安心は出来ません。また、学校・会社・施設および他人の写真

や情報を勝手に公開することは肖像権やプライバシーの侵害になります。 

・ウェブページに公開されている他の人が書いた文章や情報、他の人が作成したり撮っ

たりした音楽や画像を勝手に使用することは作成者の著作権を侵害することになります。

インターネットを利用してのレポート作成等の際には十分注意をしましょう。また、ペー

ジに書かれている情報が正しいものかどうか自身でしっかりと確かめてから利用しましょ

う。 

・有料サイト・ネットショッピング・アンケートページ等は慎重に考えてから利用して

ください。また、出会い系サイトは犯罪に巻き込まれる危険性もあります。利用しないよ

うにしましょう。 

もし、判断に困ることが起きてしまった場合は、すぐに相談機関、学校に相談してくだ

さい。 
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第６章 学生支援体制 
 
１．担任制・カウンセリング体制 
   ＷＭでは担任制を採用しています。学校からの連絡は担任を通じてみなさんにお知らせしま

す。また、担任は皆さんの相談相手でもあります。学校での困りごとだけでなく、学校外

のことについても気軽に相談してください。もちろん、相談内容はプライバシーに関わる

場合がありますので、秘密厳守とします。 
   必要に応じてスクールカウンセラーとの面談も行っていますので、担任に申し出てくだ

さい。 
 

２．就職相談室 
   学校がハローワーク（無料職業紹介所）の役割を行います。尚、各校舎で就職相談・情報閲

覧ができます。 
 
３．図書室 
  古町１号館８階とスクエア７階に図書室があります。以下利用規定に従い利用しましょう。 
（図書室利用規定） 
（１） 図書室の利用 

ａ．図書室は、図書・学術雑誌・記録その他必要な資料等を収集整理及び保存し、職員及

び学生等の調査又は研究に資するため、閲覧又は貸し出し(以下「利用」という）を

行います。 
ｂ．図書室は、常に整理整頓を心がけ、図書室および図書閲覧室(スクエア5階)での飲食等

は厳禁とします。 
c．図書室は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休暇及び本校休業日を除いて利用できま

す。 
d．図書室の利用時間は、次のとおりとします。 

・月曜日から金曜日までの各校舎で別に定めた開放時間とします 
・授業日の放課後午後５：３０まで 
・都合により休館の場合もあります 

（２） 図書の種類 
図書室備付の図書を次の三種に分けます。 
ａ．普通図書 
ｂ．貴重図書 
ｃ．学術雑誌 

（３） 利用できる者 
図書室を利用できる者は、次のとおりとします。 
ａ．教職員 
ｂ．学生 
ｃ．教務部長が適当と認めた者 
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（４） 利用範囲 
図書室を利用させる範囲は、次のとおりとします。 
ａ．普通図書・学術雑誌は、前条に掲げられた者が利用できます。 
ｂ．貴重図書は、教務部長の承諾を得た者に限り利用できます。 
 

（５） 利用方法 
図書室の利用方法は、次のとおりとします。 
ａ．図書は、各クラスの図書委員が開放している時間内に限り、閲覧、貸し出し、返却す

ることができます。 
ｂ．普通図書の貸し出しは、一人２冊以内とし、期間は１週間以内とします。 
ｃ．図書委員の指示には必ず従ってください。  
 

（６） 取り扱い及び賠償 
図書はすべて丁寧に取り扱い、図書を破損し又は紛失した場合には、その損害の全部又は

一部を賠償させることがあります。 
 
 
４．事務局案内 
   充実した学生生活を送るために、事務局を設けています。事務局での業務は次の通りです。 
 

                                    
 
 
 
                事 務 局 

                   （受 付） 
 

 
 

                     学費 
サポートセンター 

 
 
  

  
◎取り扱い時間 平日９：１５～１７：３０です。 
土・日・祝祭日及び学校閉鎖期間は、上記業務は行いません。 

各種証明書の発行 

 在学証明書、成績証明 
 書、健康診断書など 

学生への連絡、通知 

 学校からの連絡、 
 各種情報など 

各種届出 

住所変更届など 

各種奨学金の案内 

 奨学金募集の案内、 
申し込み受付など 

授業料，設備費などの納入 

授業料、その他学費等納入手続き

および相談窓口          

学生保険 

保険利用の相談など 
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第 7 章 事務手続き 
 

事務手続きは、事務局（受付）で扱います。事務局では料金の支払い、各種証明書の

発行各種届出及び願出などのすべてを扱います。 
  受付時間平日ＡＭ９：１５～ＰＭ５：３０までとします。 
  但し、土・日・祝日及び本校休業日には業務を行いません。 
 
１．学生への連絡、通知について 
  ａ．各種連絡・通知は、各校舎所定の掲示板、クラス掲示板等の掲示と学生オンライ

ンサービスメールにて行います。毎日注意してみましょう。 
  ｂ．呼び出しの掲示にはすぐ応じ、連絡・届出などの期日を厳守しましょう。 
  ｃ．原則、学生への電話の取り次ぎ及び呼び出しは行いません。但し、緊急の場合の

み、校内所定の掲示板にて掲示して呼び出すので毎日確認しましょう。 
２．各種証明書の交付について  
（１） 交付 

各種証明書の交付を受けようとする人は、使用日の前日までに申し込んでください。 
   原則、申し込みの日の翌日の１３：００以降に交付されます。なお、国際こども・

福祉カレッジ学生証の提示がない者には、証明書を交付しません。また、電話によ

る申し込みや代理での申込みは受け付けておりませんので、学校事務局窓口にて本

人が申請してください。 
（２）学生証・在学証明書・通学証明書 

① 学割証は、年間一人５枚まで交付します。 
申込用紙には、学籍番号・使用区間・使用目的を忘れずに記入してください。 

② 学生証の不正使用は厳禁です。 
不正使用の際は、本人の年間学生証の使用停止、及び本校全学生の使用停止事態 
も生ずることとなります。 

  ③ 通学証明書には必要事項を漏れなく記入し、申請してください。 
（３）卒業証明書・卒業見込証明書・成績証明書・健康診断など 

就職、その他で交付を受けようとする人は、使用日の前日までに事務局（受付） 
   に所定の申請用紙があるので漏れのないように記入（黒いペンを使用のこと）して

申し込んでください。また、全て有料となりますので、事前に金額を確認し、おつ

りがいらないように準備してください。 
    大学・短大併修学科においては、大学・短大より発行される各種証明書は、２週間

程度必要となるので、早目の申請を心掛けましょう。 
３．各種届出について 

①休学・退学・復学 
休学・退学・復学を願い出る場合は所定の届出用紙に保護者連署の上、事前に担  

   任を通して提出し、学校長の許可を受けなければなりません。病気のための休学、

退学を願い出る場合は、医師の診断書を添付してください。   
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②住所変更 
   住所に変更があった場合（町名変更、引越等）は、ただちに所定の届出用紙により 

担任に届け出をしましょう。（その後担任より事務局へ届け出ることとなります。） 
  ③身上異動 
    入学願書、学生調査表に記入されている事項、あるいは一身上の異動が生じた場 
   合は速やかに担任に申し出ましょう。 
４．バス・鉄道通学定期 
  定期の申し込みに関しては、通学路においてのみ発行できるものです。 
（１） バス定期 

バス定期券は、各バス会社窓口に学生証または在学証明書を提示して各自で購入

してください。 
（２） ＪＲ東日本定期 

① R 線定期券は、事務局発行の依頼書により各自でＪＲ各駅の窓口で購入 
してください。 

②通学証明書発行については、その項を参照してください。 
（３）実習に伴い通常の定期券とは異なる乗車区間の定期券の購入については、実習開始 

1 ヶ月前までに申し出てください。尚、就職の中途研修者はこれに該当しません。 
５．授業料、設備費、維持費納入について 
  ａ．１年次学費 
    入学時すでに納入済以外の学費（授業料Ⅱ期分、維持費Ⅱ期分）はその年の所定 
   の期日までに納入してください。 
  ｂ．２・３・４年次学費 
    前年次の３月の指定された期日までに次年度の授業料、設備費、維持費を１年分 
    まとめて納入してください。 
  ｃ．諸注意 

① 授業料、設備費、維持費は必ず期限内に納入してください。 
② 授業料等を３ヶ月以上滞納した場合は、出席停止となります。 
③ 授業料未納が長期にわたる場合は、退学を命ぜられる場合があります。なお、退学

後においてもその債務は消滅しません。 
④ 一旦受理した学費は、原則として返還できません。 
⑤ 進級年次においては、授業料等が未納の場合は進級が認められない場合があります。 
⑥ 卒業年次においては、授業料等が未納の場合は納入が終わるまで、卒業証書や卒業 

    証明書は発行されません。 
６．テキスト・行事費等について 
   ａ．テキスト・行事費等は指定日までに必ず納入してください。 
  ｂ．テキスト・行事費等は実際の負担額において過不足があった場合は年度末毎に精

算（返却・徴収）を行います。 
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７．追試験手続について 
  ａ．追試験を受ける者は、事前に受験申請書に必要事項を記入の上、事務局にて追試 

験受験料１科目¥3,000 を支払い、領収書を必ず受け取ってください。 
  ｂ．受験の際、追試験申請書を持参し、担任または試験監督者に提示（提出）してく

ださい。申請書の提示がない場合は受験できません。 
８．認定試験手続について 
  ａ．認定試験を受ける者は、事前に受験申請書に必要事項を記入の上、事務局にて認

定試験受験料１科目¥5,000 を支払い、領収書を必ず受け取ってください。 
  ｂ．受験の際、認定試験申請書を持参し、担任または試験監督者に提示（提出）して

ください。申請書の提示がない場合は受験できません。 
９．補講手続について 
  ａ．補講を受ける者は、事前に補講申請書に必要事項を記入の上、事務局にて補講料

を支払い、領収証を必ず受け取ってください。なお、補講料は、１コマにつき

￥４,000 です。 
ｂ．受講にあたっては、申請書を担任に提示してください。申請書の提示がない場合 

    は、受講できません。 
10．スクーリング再受講手続について 
  ａ．大学・短大のスクーリングを再受講する者は、事前にスクーリング再受講申請書

に必要事項を記入の上、事務局にて料金を支払い、領収書を必ず受け取ってくだ

さい。スクーリング受講料は科目ごとに大学・短大の規定が別途あります。 
ｂ．受講にあたっては、申請書を担任に提示してください。申請書の提示がない場合 

    は、受講できません。 
11．校舎、校内施設利用について 

  時間外に教室を利用する場合は、あらかじめ担任の許可を得なければなりません。 
  必要に応じて校舎使用願を提出してください。 

12．その他 
  ａ．火災・風水害にあったとき 
    火災・風水害にあったときは、公的な罹災証明書（消防署、役所発行のもの）を 
    添えて届け出てください。 
  ｂ．事務局での学生の両替は行いません。 
  ｃ．各証明書及び申請書は、必ず黒インク又は黒ボールペンで記入してください。 
    その他の筆記具で記載のものは書類として認めません。 

（事務局では筆記用具は貸し出ししません） 
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第８章 就職活動について 
 
１．基本的な心構え 
  ａ．即戦力としての人材を求められている専門学校生として、社会人としての基本姿勢を

常に身につけなければなりません。そのために、平素より、生活態度、挨拶、言葉遣

い、服装などに関して注意しましょう。 
 ｂ．就職年次生は、前年度２月よりすでに就職活動が始まっていることを、十分認識しま

しょう。 
  ｃ．就職に備えて、遅くとも前年度２月上旬には自分の進路を担任、保護者等と相談し、

決定しておきましょう。 
  ｄ．実際の就職活動においては、本校の学生として、節度ある態度で、担任、就職相談室

と十分コミュニケーション（報告・連絡・相談）を取り、積極的に取り組みましょう。 
  ｅ．就職に関する心構えを持ち、情報収集をしっかり行い、各自が納得した上で行動しま

しょう。 
 
２．就職あっせんについて（無料職業紹介所） 
  ａ．本校は厚生労働大臣の許可による無料職業紹介所を設けています。したがって、本校

在校生に対して職業安定法第 33 条の２に基づいて就職のあっせんを行います。 
  ｂ．就職希望者は、指導教員との面接を受け、所定の求職登録をしなければなりません。 
  ｃ．就職希望者は、就職相談室備え付けの会社要覧等の資料、及び求人票を利用し、 
    就職希望先を「受験申込書」により申し込んでください。 
  ｄ．求人情報の収集・確認はパソコンや携帯電話メール及び担任より受けてください。 
    また、就職に関する必要書類の記入は、漏れがないよう各自で確認の上、提出してく

ださい。 
  ｅ．採用内定（決定）をもってあっせん終了とし、以降は採用取り消しとならない限り 

他の企業のあっせんはいたしません。 
  ｆ．活動する際、決められた期限とルールを守り、準備を進めてください。 
  ｇ．就職のあっせんは、卒業後最長３ヶ月といたします。 
  ｈ． 求職登録後、積極的な就職活動が行われない場合は、就職の意思がないものとみなし、 
    求職登録取消とする場合があります。 
  ｉ．就職手続きの詳細は、就職実務等の授業で説明いたします。 
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就職活動の流れと提出書類について 
 

求職票登録（求職票提出） 
 

学校よりの求人を紹介する為の手続きです 
 

求人票掲示 
 

 
求人票／施設・会社資料閲覧 
 

各自が求人内容をよく検討しましょう 
 

受験が決まったら 
 

｢受験申込書｣／｢公欠届｣の提出 
 
 

応募書類申請／提出 
（履歴書・卒業見込証明書・成績表・健康診断書等） 

 
求人内容を確認の上、必要書類を準備しましょう 

 
 

採用試験終了後「就職試験状況報告書」提出 
 

２日以内に提出してください 
 

内定したら「就職決定報告書」提出 
 

２日以内に提出してください 
 
   早期研修の場合「研修報告書」提出 
 

届出後研修に入ります 
その後報告書の提出が必要となります 

 
 

※施設・会社訪問届出及び報告は、随時担任へ報告・届出をしましょう 
 

 

就

職

年

次

生

ク

ラ

ス

担

任

就
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相
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室

事
務
局
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第９章 個人情報の取り扱いについて 
 
１．個人情報の収集目的と利用について 

皆さんからご提供いただく個人情報には、以下のものがあります。 
・入学願書（出願時の提出書類一式） 
・学業成績 
・健康診断書 
・各種資格検定取得実績、大会・コンペ入賞実績、就職内定先、新聞等でのパブリシティ 
・授業中、各種大会・イベント、行事にて撮影した個人写真、集合写真、インタビューコ

メント、VTR 録画映像（編集されたものも含む） 
・実習に伴う依頼施設へ提供した個人情報 
・その他校務運営中に発生した個人情報 

  当校では、皆さんの在学期間中および卒業後において、下記に掲げる校務運営等の目 
  的のために個人情報を利用します。 
・各種事務連絡 
・授業運営（校務全般） 
・成績管理、分析および各種統計資料作成 
・学校案内書作成および学生募集活動 
・進路指導 

 
２．個人情報の管理について 

在校生・卒業生の個人情報は、当校において厳重な管理体制のもとに責任を持って管

理します。また、当校は個人情報の属性の集計、分析を行う場合、個人が識別・特定出

来ないよう加工したものを作成して利用、処理することがあります。 
 
３．個人情報の管理（保存）期間について 
   学校法人国際総合学園の文書保存規定に基づき所定の期間保存します。 
 
４．個人情報の第三者への提供について 

当校では､下記に示す場合を除き､本人の承諾なしに第三者（業務委託先を除く）に開

示および提供することはいたしません。本人の同意を得た場合に限り開示または提供す 
るものとします。 
・保護者への成績等の通知などの一切の連絡 
・出身学校への資格取得報告、就職内定報告、在学状況などの一切の連絡 
・資格、検定、各種コンペ、大会、関連する協会･団体への申込み事務に関わる一切 
の情報提供 

・実習先、インターンシップ先への申込み事務に関わる一切の情報提供 
・通信教育、併修先大学・短期大学への業務に関わる一切の情報提供 
・就職試験申込みに関わる一切の情報提供 
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・カウンセラーへの相談、病院（健康診断）、旅行会社（研修旅行）、教材準備者へ 
の相談、申込みに必要となる情報提供 

・学生寮管理委託会社への一切の情報提供 
・校友会（同窓会）および校友会総連合会（ＮＳＧカレッジリーグ全体の同窓会組織）

への一切の情報提供 
・その他、司法機関や行政機関から法的義務を伴う個人情報の開示要請を受けた場合 
 

なお、本人の意思により、第三者へ個人情報を提供した場合、当校は一切の責任を

負わないものとします。 
個人を識別できる情報以外により、期せずして本人が特定できてしまった場合は、

個人情報の第三者への提供にはあてはまらないものとします。 
 
５．個人情報の共同利用について 

当校は、下記の法人間において個人情報のデータを共同利用することがあります。 
 共同利用の範囲     学校法人新潟総合学院、学校法人国際総合学園 
 共同利用する情報の項目  氏名、在籍学校名、学年、出身高等学校、各種資格検定取得 

実績、大会・コンペ入賞実績、就職内定先、個人写真、集合写真、

インタビューコメント、VTR 録画映像（編集されたものも含む） 
 
６．実習や研修期間中、また就職の際の心得 
  実習先、職場においても個人情報の取り扱いは慎重です。皆さんが実習や就職する現場は対

人援助の職場のため、特に注意が必要です。倫理観をしっかりと持ち、守秘義務を徹底してく

ださい。 
 
７． 問い合わせ等について 

不明な点はクラス担任まで確認してください。 
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この１年間を振り返る 
（年度当初に記入した「私の目指す専門職像」を振り返りましょう） 

 
 

   今年度、私は自分が目指す専門職像に     ％ 近づいた。 

○努力したこと     ％ 
〔その内容〕 

                             

                         
                         
 

○身についたこと     ％ 
〔その内容〕 

                             

                         
                         
 
○さらに自分を磨くために次年度（卒業後も）努力することは、 

                             

                         
                         
 

自分磨きにおわりはない…。 
 
       学科     年   クラス 氏名               
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NSG―スクエア  

〒951-8063 新潟市中央区古町通 7 番町 935 番地 NSG スクエア７F 
TEL 025-229-6600 FAX 025-229-6565  

 
古町 1 号館  

〒951-8063  新潟市中央区古町通 2 番町 547 番地  
TEL 025-229-6555 FAX 025-229-6561  

 
古町 2 号館  

〒951-8063  新潟市中央区古町通 2 番町 541 番地  
TEL 025-222-8670 FAX 025-222-8675 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学籍番号                

        学科   年  クラス 

氏 名                 

 

 


