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本学に、附属図書館を置く。

附属図書館については、別に定める。

（教育研究施設）
本学に、次の教育研究施設を置く。

第５条

地域連携研究センター
２

前項の各施設については、別に定める。

第３章
（職

職員組織

員）

第６条
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織
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本学は、教育基本法（昭和22年法律第25号）

及び学校教育法（昭和22年法律第26号）の精神に
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（第11条～第13条）……………………… 149

則

的）

第１条

（第８条～第10条）……………………… 149
第５章

総

本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、

事務職員、技術職員及びその他必要な職員を置
く。

る。
（教員人事委員会）
本学に、教員の採用、昇進に関する事項

第10条の２
（部局長等）
本学に、学長のほか、学部長、及び大学事務

第７条

を審議するため、教員人事委員会を置く。
２ 教員人事委員会に関して必要な事項は、別に定

局長を置く。

める。

２ 学長が必要と認めるときは、副学長、学長補佐
を置くことができる。

第５章

学年、学期及び休業日

３ 部局長等の職務、選考方法、任期その他の必要
な事項は別に定める。

（学

年）
学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に

第11条

第４章

大学運営会議及び教授会

（大学運営会議）
本学の管理運営に関する重要な事項を審議す

第８条

終わる。
（学

期）
学年を次の2学期に分ける。

第12条

るため、大学運営会議を置く。
２

４月１日から９月30日まで

後期

10月１日から翌年３月31日まで

大学運営会議は、次の事項について審議する。

前期

⑴

本学の組織、運営の基本方針に関する事項。

⑵ 学則、その他の学内諸規程の制定及び改廃に
関する事項
⑶ 全学的な教育研究目標・計画の策定に関する
事項

（休業日）
休業日は、次の通りとする。

第13条
⑴

日曜日及び土曜日

⑵

国民の祝日に関する法律に定める日

⑷

本学の予算に関する事項

⑶

本学の創立記念日５月１日

⑸

本学の施設・設備に関する事項

⑷

春期休業

３月20日から４月５日まで

⑸

夏期休業

７月26日から９月10日まで

⑹

冬期休業

12月21日から翌年１月10日まで

⑹ その他、大学運営に関する事項で、学長が必
要と認めた事項
３ 大学運営会議に関して必要な事項は別に定め

２ 必要がある場合は、学長は、前項の休業日を変
更し、又は臨時の休業日を定めることができる。

る。

３ 学長は、特に必要があると認めるときは、休業日
（教授会）

においても臨時の授業日を設けることができる。

本学の教育研究及び学生の厚生補導等に関す

第９条

る重要な事項を審議するため、教授会を置く。

第６章

修業年限及び在学年限

２ 教授会は、次の事項を審議し、学長に意見を述
べるものとする。

（修業年限）

⑴

第14条

教育課程の編成及び履修に関する事項

学部の修業年限は、４年とする。

⑵ 学生の入学、卒業、学位、その他在籍に関す
る事項
学生の厚生及び補導に関する事項

⑷

学生の賞罰に関する事項

３ 教授会は、前項に掲げる事項のほか、学長がつ
かさどる教育研究に関する事項について審議し、

第15条

学生は８年を超えて在学することができな

い。ただし、編入学、転入学、及び再入学をした

第６章

学内規定

⑶

（最長在学年限）

学生は、その者の在学すべき年数の２倍に相当す
る年数を超えて在学することができない。

学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
４ 教授会に関して必要な事項は別に定める。
（自己点検・評価委員会）
第10条

本学に大学の教育研究等の状況について自ら

点検・評価を行うために自己点検・評価委員会を

第７章

入

学

（入学の時期）
第16条

入学の時期は、学年の始めとする。  ただし、

学期の始めにおいても入学させることができる。

置く。
２ 自己点検・評価委員会に必要な事項は別に定め
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（入学資格）
本学に入学することの出来る者は、次の各号

第17条

学長が相当年次に入学を許可することがある。
２

前項の規定により転入学を許可された者の既

の一に該当する者とする。

に修得した単位の取扱い及び在学期間の通算につ

⑴

いては、教授会の議を経て、学長が定める。

高等学校又は中等教育学校を卒業した者

⑵ 通常の課程による12年の学校教育を修了した
（編入学）

者
⑶ 外国において、学校教育における12年の課程

次の各号の一に該当する者で、本学の学部に

第23条

を修了した者、又はこれに準ずる者で文部科学

編入学を志願する者がある場合は、選考の上、教

大臣の指定したもの。

授会の議を経て、学長が相当年次に入学を許可す

⑷ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程

ることがある。
⑴

該課程を修了した者。

⑵ 修業年限が２年以上であること、その他の文部

⑸

を有するものとして認定した在外教育施設の当
文部科学大臣の指定した者。

⑹ 高等学校卒業程度認定試験又は大学入学資格
検定に合格した者
⑺ 本学において、相当の年齢に達し、高等学校

科学大臣の定める基準を満たす高等学校専攻科
を修了した者（学校教育法第58条の２）
⑶

短期大学又は高等専門学校を卒業した者

⑷ 修業年限４年以上の大学において、１年次修
了以上の学力があると認められた者

を卒業した者と同等以上の学力があると認めた
者。

学士の学位を有する者

⑸ 外国において、学校教育における大学の１年
次修了以上の学力があると認められた者

（入学の出願）
本学への入学を志願する者は、入学願書に所

⑹ 専修学校の専門課程（修業年限が２年以上で

定の入学検定料及び別に定める書類を添えて願い

あることその他の文部科学大臣の定める基準を

出なければならない。

満たす者に限る。）を修了した者（学校教育法

第18条

第132条に規定する者に限る。）
（入学者の選考）
第19条

前条の入学志願者については、別に定めると

ころにより、教授会の議を経て選考を行う。

２ 前項の規定により編入学を許可された者の入学
前に修得した単位の取扱い及び在学期間の通算に
ついては、教授会の議を経て学長が定める。

（入学手続き及び入学許可）
第20条

選考の結果合格した者は、所定の期日まで

第８章

教育課程及び履修方法等

に、誓約書、身元保証書その他所定の書類を提出
するとともに、所定の納付金を納めなければなら

（授業科目）

ない。

第24条

２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学
を許可する。
３ 一度納入された入学検定料及びその他の納付金

授業科目は、教養科目、ゼミナール科目及び

専門科目とする。
２ 授業科目及びその単位数等は別表Ⅱのとおりと
する。

は、これを返さない。ただし、本学の定めた期日

学内規定

第６章

までに入学辞退を申し出た者には、入学検定料、

（単位計算方法）

入学金を除くその他の納付金を返還する。

第25条

授業科目の単位計算方法は、１単位の授業科

目を45時間の学修を必要とする内容を持って構成
（再入学）
第21条

第37条の規定により本学を退学した者で、再入

することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授
業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を

学を志願する者があるときは、教授会の議を経て、

考慮して、次の基準によるものとする。

学長が相当年次に入学を許可することができる。

⑴ 講義及び演習については、15時間の授業を

２ 前項の規定により再入学を許可された者の既に
修得した単位の取扱い及び在学期間の通算につい
ては、教授会の議を経て学長が定める。

もって１単位とする。
⑵ 外国語科目については、30時間の授業をもっ
て１単位とする。
⑶ 実験、実習及び実技については、30時間から

（転入学）
他の大学に在学している者で、本学に転入学

業をもって１単位とする。ただし、前各号によ

を志願する者があるときは、教授会の議を経て、

りがたい場合は、別に定める時間数をもって１

第22条
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45時間までの範囲で必要と認められる時間の授

単位とする。

得した単位を含む。）を、本学に入学した後の本

２ 前項の規定にかかわらず、ゼミナール等の授業

学における授業科目の履修により修得したものと

科目については、その学修の成果を評価して単位

みなすことができる。

を授与することが適切と認められる場合には、こ

２ 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学

れに必要な学修等を考慮して単位数を定めること

する前に行った前条第１項に規定する学修を、教

ができる。

授会の議を経て、本学における授業科目の履修と
みなし、単位を与えることができる。

（単位の授与）

３ 前二項により修得したものとみなし、又は与え

授業科目の修了の認定は、出席の状況及び試

ることのできる単位数は、編入学、転学等の場合

験の成績に基づき行うものとし、合格した学生に

を除き、本学において修得した単位以外のものに

は所定の単位を与える。試験は、学期末又は学年

ついては、第28条第１項及び第２項並びに前条第

末に、その履修した科目について、筆記、口述、

１項により本学において修得したものとみなす単

論文、報告書等によって行う。ただし、前条第２

位数と合わせて60単位を超えないものとする。

第26条

項に規定する授業科目については、適切な方法に
より学修の成果を評価して単位を与えることがで

（本学以外で履修した科目及び単位の取り扱い）

きる。その成績の評定は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤ

第31条

をもって表し、Ｃ以上を合格とする。
（１年間の授業期間）
第27条

に関する詳細は、別に定める。
削除

第32条

１年間の授業を行う期間は、定期試験等の

期間を含め、35週にわたることを原則とする。
（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等）
第28条

本学以外で修得した科目及び単位の取り扱い

教育上有益と認めるときは、他の大学又は短

第９章
（休

休学・転学・留学及び退学

学）
疾病その他特別の理由により２か月以上修学

第33条

期大学（以下「他大学等」という）との協議に基

することができない者は、学長の許可を得て休学

づき、学生が当該他大学等において履修した単位

することができる。

を、教授会の議を経て60単位を超えない範囲で、

２ 疾病のため修学することが適当でないと認めら

本学における授業科目の履修により修得したもの

れものについては、学長は休学を命ずることがで

とみなすことができる。

きる。

２ 前項の規定は、第36条の規定により留学する場
合に準用する。

（休学期間）
休学期間は、１年以内とする。ただし、特別

第34条

の理由がある場合は、１年を限度として休学期間

（大学以外の教育施設等における学修）
第29条

の延長を認めることができる。

教育上有益と認めるときは、学生が行う短期

大学又は高等専門学校の専攻科における学修その

２ 休学期間は、通算して３年を超えることができ
ない。

他文部科学大臣が別に定める学修を、教授会の議
を経て、本学における授業科目の履修とみなし、

３ 休学期間は、第15条及び第39条の在学期間に参
入しない。

単位を与えることができる。

４ 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長

第６章

学内規定

２ 前項により与えることができる単位数は、前条

の許可を得て復学することができる。

第１項及び第２項により本学において修得したも
のとみなす単位数とあわせて60単位を超えないも
のとする。

（転

学）
他の大学への入学又は転入学を志願しようと

第35条

する者は、学長の許可を受けなければならない。

（入学前の既修得単位等の認定）
第30条

教育上有益と認めるときは、学生が本学に入

学する前に大学又は短期大学（外国の大学又は短

（留

期大学を含む）において履修した授業科目につい

第36条

学）
外国の大学又は短期大学で学修することを志

て修得した単位（大学設置基準（昭和31年文部省

願する者は、学長の許可を得て留学することがで

令第28号）第31条に定める科目等履修生として修

きる。
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２ 前項の許可を得て留学した期間は、第39条に定
める在学期間に含めることができる。

る。
３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対
して行う。

（退

学）

⑴

退学しようとする者は、学長の許可を受けな

第37条

性行不良で改善の見込みがない者

⑵ 学力劣等で、成業の見込みがないと認められ

ければならない。

る者
⑶

（除

籍）

正当な理由がなくて出席常でない者

⑷ 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分

次の各号の一に該当する者は、教授会の議を

第38条

に著しく反した者

経て、学長が除籍する。
⑴ 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付し
ない者
⑵

第12章 科
 目等履修生、特別聴講学生及び
外国人留学生

第15条に定める在学年限を超えた者

⑶ 第34条に定める休学期間を超えてなお修学で

第43条

削除

きない者
⑷

長期間にわたり行方不明の者

（科目等履修生）
第44条

第10章

卒業及び学位

本学の学生以外の者で、本学の一又は複数の

授業科目の履修を志願する者があるときは、本学
の教育に支障のない場合に限り、選考のうえ科目

（卒

業）

等履修生として入学を許可し、単位を授与するこ

本学に４年以上在学し、かつ、次の各号の単

第39条

とができる。

位を修得した者については、教授会の議を経て、
学長が卒業を認定する。

（特別聴講学生）

⑴ 教養科目については、必修科目（選択必修科

第45条

他の大学の学生で、本学において授業科目を

履修することを志願する者があるときは、当該他

計36単位以上   

大学との協議に基づき、特別聴講学生として入学

⑵

目を含む）16単位以上選択科目20単位以上、合
ゼミナール科目については、必修科目８単位

を許可し、単位を授与することができる。

⑶ 専門科目については、必修科目26単位、選択
科目54単位以上、合計80単位以上。但し４年次

（外国人留学生）

に専門科目（特別科目、コース推奨科目）から

第46条

６単位以上の単位取得が必要。
２ 学長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書

第13章

位）

授業料その他の納付金

卒業した者には、次の学位を授与する。

第40条

経済経営学科

学内規定

第６章

きは、選考のうえ、外国人留学生として入学を許
可することがある。

を授与する。
（学

外国人で、大学において教育を受ける目的を

もって入国し、本学に入学を志願する者があると

学士（経済経営学）

（授業料等の納付）
第47条

第11章

賞

罰

入学検定料、入学金、授業料及び施設費の額

は、別表Ⅲの通りとする。ただし、私費外国人留
学生の入学金及び授業料については別に定める。

（表

彰）

第41条

学生として表彰に価する行為があった者は、

２ 前項の納付金は、それぞれの指定期日までに納
付するものとする。

教授会の議を経て、学長が表彰することができる。
（既納金の返還）
（懲

戒）

第42条

本学の規則に違反し、又は学生としての本分

に反する行為をした者は、教授会の議を経て、学
長が懲戒する。
２ 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とす
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第48条

納付した入学検定料、入学金、授業料及び施

設費は、第20条第３項ただし書きに定める場合を
除き、返還しない。
（学年の中途で卒業する場合の授業料等）
第49条

学年の中途で卒業する見込みの者は卒業する

見込みの学期までの授業料及び施設費を納付する
ものとする。
（退学、除籍及び停学の場合の授業料等）
前期又は後期の中途で退学し又は除籍された

第50条

者の当該学期分の授業料及び施設費は徴収する。
２

第16章
（改

改正及び細則

正）

第58条

本学則の改正は、大学運営会議の議を経て、

理事会が行う。

停学期間中の授業料及び施設費は徴収する。

（休学の場合の授業料等）
休学を許可され又は命ぜられた者の休学期間

第51条

中の授業料及び施設費は免除する。ただし、学期

（細則その他）
第59条

本学則施行についての細則その他必要な事項

は、別に定める。

の中途において休学あるいは復学した者は、原則
として、その学期の授業料及び施設費を納付しな
ければならない。
（授業料等の免除）
経済的理由によって納付が困難であり、か

第52条

附

則

１．この学則は、平成13年４月１日から施行する。
附

則（平成14年４月１日改正）

１．この学則は、平成14年４月１日から施行する。

つ、学業優秀と認める場合は、教授会の議を経
て、授業料及び施設費の全部もしくは一部を免除
することがある。

附

則（平成17年４月１日改正）

１．この学則は、平成17年４月１日から施行する。
２．この学則による改正後の長岡大学学則第24条、

（授業料等の延納）
やむを得ない事情により、授業料及び施設費

第53条

を延納しなければならないときは、その旨直ちに

第26条、第39条の規定は、平成17年度入学者から
適用し、平成16年度以前に入学した者について
は、なお従前の例による。

願い出て学長の許可を得なければならない。
附  則（平成19年４月１日改正）
（編入学等の授業料等）

１．この学則は、平成19年４月１日から施行する。

編入学、再入学又は転入学した学生の入学検

２．この学則による改正後の長岡大学学則第3条、

定料及び入学金は当該年度のそれぞれの額と、また

第24条、第39条の規定及び第40条の規定は、平成

授業料及び施設費は、その者が、編入学、再入学又

19年度入学者から適用し、平成18年度以前に入学

は転入学したその年次の在学者の額と同額とする。

した者については、なお従前の例による

第54条

ただし、私費外国人留学生の入学金及び授業料に
ついては別に定める。

附

則（平成20年４月１日改正）

１．この学則は、平成20年4月1日から施行する。
（科目等履修生等の授業料等）
科目等履修生及び特別聴講学生の授業料等納

第55条

入金については、別に定める。

第14章

奨学制度

附

則（平成21年４月１日改正）

１．この学則は、平成21年４月１日から施行する。
附

則（平成21年５月28日改正）

第６章

学内規定

１．この学則は、平成21年５月28日から施行する。
（奨学制度）
本学に奨学制度を設ける。

第56条
２

奨学制度に関する規程は別に定める。

第15章

公開講座

附

則（平成22年４月１日改正）

１．この学則は、平成22年４月１日から施行する。
附

則（平成23年４月１日改正）

１．この学則は、平成23年４月１日から施行する。
（公開講座）
第57条

社会人の教養・知識等を高め、文化の向上に

資するため、本学に公開講座を開設することがで

附

則（平成25年４月１日改正）

１．この学則は、平成25年４月１日から施行する。

きる。
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附

則（平成26年４月１日改正）

１．この学則は、平成26年４月１日から施行する。
２．この学則による改正後の長岡大学学則第１条、
第３条、第24条、第32条、第39条及び第40条の規定

長岡大学学生規則
（趣旨）
長岡大学学生（以下「学生」という。）の学

第１条

は、平成26年度入学生から適用し、平成25年度以前

生生活上必要な諸手続きについては、この規則の

に入学した者については、なお従前の例による。

定めるところによる。

附

則（平成27年４月１日改正）

１．この学則は、平成27年４月１日から施行する。
別表Ⅰ

（誓約書等の提出）
学生は、学則第20条に定める本人及び保証人

第２条

学部学科の人材養成に関する目的その他の教

が連署した誓約書を、所定の日までに提出しなけ

育研究上の目的

ればならない。  

学部・学科

目

的

（保証人）

ビジネスを発展させる能力と人間力
を鍛えるとともに、「毎日の大学生
活で充実感を、能力アップを確かめ
経済経営学部
て達成感を、卒業のとき４年間を振
り返って満足感を」実感させること
を目指す。

第３条

経済学・経営学および関連分野の基
礎的知識をバランスよく学び、経済
学的・経営学的なモノの考え方を学
修することによって、学際的な識見
経済経営学科 に裏付けられた問題解決能力を身に
つける。更に、実務的な知識を習得
することにより、地域社会において
貢献できる自立した人材の育成を目
指す。

第４条

前条の保証人は、父母又はこれに準ずる者

で、その者の本学学生としての行為及び授業料等
の納付について全責任を負う者でなければならな
い。  
（保証人の変更等）
保証人を変更したときは保証人変更届によ

り、保証人が住所を変更したときは保証人住所変
更届により、すみやかに学長に届け出なければな
らない。
（現住所の届出）
学生は、入学後すみやかに住所又は宿所を学

第５条

籍カードにより届け出なければならない。
   ２ 前項の住所又は宿所を変更しようとするとき
は、そのつど住所変更届を学長に提出しなければ

附

則（平成29年４月１日改正）

ならない。

１．この学則は、平成29年４月１日から施行する。
２．この学則による改訂後の長岡大学学則第３条の
規程は、平成29年度入学者から適用し、平成28年
度以前に入学した者については、なお従前の例に
よる。
附

則（平成29年５月29日改正）

１．この学則は、平成29年５月29日から施行する。

学内規定

第６章

（学生証）  
学生は学生証を常に携帯し、教職員の求めが

第６条

あったときはこれを提示しなければならない。
   ２ 学生証は他人に譲渡し又は貸与してはならな
い。
３ 学生証を携帯しない者に対しては、教室、研究
室、図書館等本学施設の使用を拒否することがあ
る。
４ 学生証は、毎年度はじめに検印を受けなければ
ならない。
５ 学生証を汚損又は紛失したときは、直ちに学長
に願い出て再交付を受けなければならない。
６ 卒業、退学、除籍等により学生の身分を失った
ときは、学生証を返還しなければならない。
（身上の異動）
第７条

改姓・結婚・養子縁組等により身上に異動が

あったときは、そのつど身上異動届を学長に提出
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しなければならない。  

（団体継続）
学生団体が、当該団体を継続しようとすると

第13条
（死亡又は行方不明の届出）

きは、顧問及び代表責任者を定め、「団体結成・

保証人は、学生が死亡したときは死亡届によ

継続・変更願」（様式１）に「団体員名簿」（様

り、また行方不明の時は行方不明届により、学長

式２）を添え、毎年10月末までに学生委員会に提

第８条

に届出なければならない。

出するものとする。
２ 学生委員会は、学生団体から、「団体結成・継

（欠席届）

続・変更願」が提出されたときは、過去の活動実

学生が疾病その他の事由により２週間以上引

績、団体構成人数等を勘案のうえ、審議し、教授

き続いて欠席しようとするときは、欠席届を学長

会の議を経て、学長の承認を受けた後、継続する

に提出しなければならない。疾病による場合は医

ことを承認するものとする。

第９条

師の診断書を添付すること。
（昇格手続）
（健康診断）
学生は、毎年定期又は臨時に本学が実施する

第10条

健康診断を受診しなければならない。
２ 健康診断のほか必要に応じて予防接種を行うこ

任意団体が、１年以上の活動の実績を有し、

第14条

承認団体に昇格を希望するときは、所定の「承認
団体昇格申請書」（様式３）を学生委員会に提出
して審査を受けなければならない。

とがある。
３ 学生は、健康診断の結果に応じて学長が行う健
康上の指示に従わなければならない。

（顧問等の変更）
学生団体は、第11条第１項に定める顧問、代

第15条

表責任者及び団体規約に変更が生じた場合、速や
（団体結成）
学生が、競技会、演奏会、発表会、研修会、

第11条

かに「団体結成・継続・変更願」を学長に提出
し、承認を得るものとする。

集会等の課外活動を行うために、団体を結成する
ときは、顧問及び代表責任者を定め、「団体結

（学外活動）

成・継続・変更願」（様式１）に「団体規約」

第16条

学生団体が、学外において課外活動等（競技

（様式任意）、「団体員名簿」（様式２）を添え

会、演奏会、発表会、研修会、学外遠征活動、合

て学長に提出し、学生委員会の審査のうえ、教授

宿、集会等の行事）を行う場合は、「学外活動

会の議を経て、学長の承認を得るものとする。

届」（様式４）を実施日の７日前までに事務局教

２ 顧問は、本学の専任教職員とし、各学生団体の
推薦または学生委員会の協議に基づき、本人の同
意を得た上で、学長が委嘱する。
３ 顧問の任務、任期、手当等については別に定め
る。

務学生課に提出し、承認を得るものとする。
２ 前項の学外活動届提出後、参加者及び日程等に
変更があった場合は、速やかに「学外活動届（変
更）」を事務局教務学生課に提出するものとす
る。

４ 学生団体の代表責任者及び構成員は、本学学生
とする。
５ 学生団体の最小構成人数は、本学学生５名以上
とする。

（学内活動）
第17条

学生団体が、学内において通常の活動以外の

活動等（競技会、演奏会、発表会、研修会、合

（学生の課外活動の適用範囲）

相談の上、「施設使用願」（様式５）を使用する

適用する学生団体は、次の各号の団体とす

７日前までに事務局教務学生課に詠出し、許可を

⑴ 承認団体は、大学の公益性を有する課外活動

２ 前項の許可を受けて本学の施設を使用する学生

を行う団体として、大学から承認を受けた団体

団体は、職員の指示に従うものとし、使用する学

をいう。

生団体側に起因する事故が生じた場合は、その責

第12条
る。

⑵ 任意団体は、同好の者が集まり、自発的な学

第６章

学内規定

宿、集会等の行事）を行う場合は、事前に顧問に

得なければならない。

任を負わなければならない。

習・交流等の活動を行う団体として、結成を認

（本学の活動支援）

められた団体をいう。

第18条

本学は、学生団体に対して可能な範囲におい

て、次の支援を行う。

155

⑴

団体名に本学の名称を使用させること

⑵ 課外活動部室を貸与すること（承認団体を優
先する）
⑶

学内施設を優先的に利用させること

⑷ 競技会、演奏会、学術発表会等を後援又は協
賛すること
⑸

その他本学が必要と認める支援

附

則

この規則は平成13年４月１日より施行する。                                      
附

則

この規則は平成16年１月14日より施行する。                                      
附

則

この規則は平成16年４月28日より施行する。
附

則

この規則は平成27年２月４日より施行する。
（印刷物の発行・配布・掲示）
学生団体又はその構成員が、学内外において

第19条

印刷物等を発行・配布・掲示しようとするとき
は、「印刷物等発行・配布・掲示願」（様式６）
に原稿又は写しを添え、実施日の７日前までに事
務局教務学生課に提出し、承認を得るものとす
る。
（印刷物の配布・掲示の指定）
第20条

学内における印刷物等の配布・掲示は、事務

局教務学生課が指定した期日及び場所において行
うものとする。
２ 指定された期間を経過した掲示物は、代表責任
者において直ちに撤去するものとする。
（活動の禁止及び団体の解散）
第21条

学生団体又はその構成員の行為が、本学の

秩序を乱し、あるいは名誉を著しく傷つけ、若
しくはその恐れがあると認められるときは、学
長はその活動を禁止又はその団体の解散を命じ
ることがある。
２ 第13条１項に定める届出のない学生団体は、解
散したものとする。
３ 学生団体が年度の途中で解散するときは、「団
体解散届」（様式７）を学長に提出するものとす
る。
（事務）
第22条

学内規定

第６章

この規定に定める手続きに関する事務は、

事務局教務学生課において処理する。
（雑則）
第23条

この規程に定めるもののほか、学生の課外

活動に関して必要な事項は、学生委員会の議を
経て、教授会が定める。
（改廃）
第24条

この規程の改廃は、教授会の議を経て大学

運営会議が行う。

156

         

長岡大学試験規程

２

答案の試験場からの持ち出しは禁止する。
試験において不正行為を行った者に対して

第10条
この規程は学則第26条による試験について定

第１条

める。

は、当該学生がその学期に履修した全科目の単
位を無効とするとともに学則第42条にもとづき
懲戒する。

履修した授業科目の単位を修得するために

第２条

は、その授業科目の授業に出席して、第3条によ

定期試験は、筆記、口述、報告書等によっ

第11条

る試験を受験し、その試験に合格しなければなら

て、学期末または学年末に試験期間を設けて行

ない。合格点は60点以上とし、成績評価はＳ（90

う。

点以上）、Ａ（80点以上90点未満）、Ｂ（70点以
上80点未満）、Ｃ（60点以上70点未満）、Ｄ（60
点未満）とする。

２ 前項にかかわらず教授会の議を経て定期試験の
時期を変更して行うことがある。
３ 演習等を行う授業科目においては、定期試験を
行わないことがある。

この規程による試験は定期試験、追試験およ

第３条

び再試験とする。

第11条第１項による定期試験は別に「定期

第12条

試験時間表」を編成し、試験開始1週間前に公表
第３条による試験を受験する者は学生証を携

第４条

帯し、試験に際しては机上通路側に置いて置かな
ければならない。
試験開始後25分以内の遅刻者は試験場への入

第５条

する。
２ 第11条第２項による定期試験の日程はその都度
公表する。
やむを得ない事情のために定期試験を受験

第13条

場を許可する。25分を超えて遅刻した者は入場を

できない者は、前もって欠席理由を証明する証

認めない。

明書を添付した欠席届を学長宛提出しなければ

２

試験開始後30分間は試験場から退場できない。

ならない。
２ やむを得ない事情のために定期試験を受験でき

第３条による試験を受験する者は答案用紙に

第６条

学籍番号、氏名を記入しなければならない。
２

前項の記入がない者の答案は無効とする。

なかった者は、定期試験終了後1週間以内に第1項
による試験欠席届を学長宛提出しなければならな
い。
３ 第１項および第２項の「やむを得ない事情」と

定期試験、追試験および再試験の試験時間は

第７条

原則として90分とする。
２ 授業科目によっては前項の試験時間を変更して
行うことがある。

は、就職活動、忌引、病気（医師の診断書のある
もの）その他の事故をいう。
４ 第１項および第２項により提出された試験欠席
届は、教務委員会において審査する。
５ 提出された試験欠席届について、教務委員会の

次の各号に該当する者は第3条による試験を

第８条

審査の結果正当な理由と認められない場合、およ

受験することができない。

び試験欠席届未提出者は、その授業科目の追試験

⑴ 受験しようとする授業科目について履修届を

受験資格を失う。

⑵ 所定の学費を定められた期日までに納入しな
い者。

第14条

第11条による定期試験のほか、次の場合に

臨時に試験を行うことがある。

⑶

学生証を携帯しない者

⑴

担当教員が必要と認めた場合

⑷

休学及び停学中の者

⑵

教授会が必要と認めた場合

⑸

失格が確定している者
第15条

第13条第３項による「やむを得ない事情」

第３条による試験において試験開始後その授

のために定期試験を受講できなかった者は、第

業科目を棄権しようとする者は、答案の成績評価

13条第１項および第2項による試験欠席届のほか

欄に「キケン」と記入し提出しなければならな

追試験受験願を所定の期日までに提出し、担当

い。この場合、再試験受験は認めない。

教員の承認を得て追試験を受験することができ

第９条
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る。期日までに追試験受験願を提出しなかった
者は、受験を認めない。

長岡大学学生自家用車の駐車場利用に関する規程
（趣旨）

前条の追試験は毎学期末に行う。

第16条

長岡大学学生（本科生、研究生、科目等履修

第１条

生、特別聴講学生等の全ての学生含む。以下「学
追試験の得点は、100点満点の場合最高80点

第17条

生」という。）の自家用車による駐車場利用につ

とする。
追試験の受験料は１科目につき2,000円とす

第18条
る。

いては、本規程の定めにしたがって規則する。
（駐車場を規制する時間）
学生の自家用車による駐車場利用は、次の時

第２条

間に規制する。
第19条

履修した授業科目で定期試験を受験し不合

⑴ 月曜日から金曜日までは午前９時から午後４

格となった者に対して、科目担当教員は再試験

時まで。

を行うことが出来る。

⑵ 土曜日は午前９時から午後０時まで。
２ その他、必要に応じて臨時に規制を行い、また

第20条

前条の再試験が行われる場合、再試験受験

は行わないことがある。

希望者は所定の期日までに再試験受験願を提出
し、担当教員の承認を得て再試験を受験するこ

（駐車許可証）

とが出来る。期日までに再試験受験願を提出し

第３条

規制が行われる時間内は、本学が発行する駐

なかった者は、受験を認めない。ただし、不正

車許可証（以下「許可証」という。）の交付を受

行為によって試験が無効となった科目について

けた学生自家用車以外は駐車してはならない。

は、再試験も認めない。
（許可証の交付時期）
第21条

再試験の最高得点は合格最低点とする。

第22条

再試験の受験料は１科目2,000円とする。

許可証の交付は、原則として毎年度の当初に

第４条

行う。
（許可の対象）
附

則

許可証の交付は、学生が通学に常時使用する

第５条

この規程は、平成13年４月１日から施行する。ただ

特定の自家用車に対して行う。

し、長岡短期大学廃止までの短期大学に係る部分につ
いてもこの規程を適用するものとする。

（許可証の交付申請）
許可証の交付を受けようとする学生は、駐車

第６条
附

則

許可証交付願に下記の書類を添えて、指定された

この規程は、平成17年４月１日から施行する。ただ

期日までに提出して学長の許可を得なければなら

し、第２条成績評価については平成17年度の入学生か

ない。

ら適用するものとする。

⑴

車検証の写し

⑵

運転免許証の写し

⑶

任意の自動車保険証の写し

⑷

その他本学が指定する書類

学内規定
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２ 常時使用する自家用車を変更する場合は、事前
に届け出て許可証の再交付を受けなければならな
い。この場合の提出書類は、前項と同様とする。
（審査の手続き）
駐車の許可は学生委員会の審査を経て、学長

第７条

が行う。
２
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許可証の発行枚数は、年度毎に決定する。

（手数料）
許可証の発行に関する費用は、学生がその実

第８条

費を負担するものとする。
（譲渡・貸与の禁止）
許可証は他人に譲渡又は貸与してはならな

第９条
い。

（有効期限経過後の処置）
第10条

有効期限を過ぎた許可証は、ただちに学生

課まで返却しなければならない。
（入構時の取扱）
第11条

許可証は、入構時はダッシュボード上に置

いておかなければならない。
（駐車の場所）
第12条

構 内に お い て は 本 学 の 教 職 員 の 指示に従

い、学生用駐車場の白線内に駐車しなければな
らない。教職員駐車場、来客用駐車場への駐車
は禁止する。
（駐車許可の取り消し）
第13条

次の場合には駐車許可を取り消し、許可証

の返却を命じる。
⑴ 学生が住所を変更したことにより、自家用車
による通学を要しなくなったと認められる場
合。
⑵ 第９条、第11条並びに第12条の定めに著しく
違反した場合。
（構内の事故）
第14条

構内における事故等については、本学は一

切責任を負わない。
（諸問題への対応）
第15条

学生自家用車の駐車の関する諸問題は、学

生委員会が処理する。

学内規定

附

第６章

則

この規程は、平成13年４月１日から施行する。
附

則

この規程は、平成16年４月28日から施行する。
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