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○岐阜協立大学教務規程 

（制定 １９６９年４月１日） 

 
第１条 本学における教務の取扱いについては、岐阜協立大学学則（以下「学則」という。）

に基づいて、この規程に定めるところによる。 

 （学籍） 

第２条 本学の入学選考に合格した者が、入学手続規程 第４条に定める入学手続を了えた

ときは、これに学生番号を与え、学籍原簿に記載するものとする。 

２ 前項の学生番号は、卒業のときまで原則これを変更しない。 

第３条 学籍原簿及び各種証明書に記載する学生の氏名は、日本人にあっては住民票記載

事項証明書、外国人にあっては住民票または旅券に記載されている本名とする。 

第４条 学生は、本学に在籍中、他の大学の学生になることはできない。 

第５条 第２条に定める入学生のうち、就学の意志がないと認められた者があるとき、学

長は、教授会の議を経て、４月１日付で除籍する。 

 （学生証） 

第６条 学生証は、入学年次の初めに交付するものとする。 

２ 学生は、毎学年次の初めに、学生証の有効期限の更新手続きを行わなければならない。 

第７条 学生証を紛失又は汚損した者が所定の手続により願い出たときは、これに学生証

を再交付することができる。 

第８条 学生に卒業証書・学位記を授与するときは学生証を返還させるものとする。ただ

し、帰省等のために学生証を必要とするときは、使用後これを返還させることができる。 

 （休学・復学） 

第９条 学則第１８条により休学しようとする者は、所定の休学願を提出しなければならな 

い。 

２ 次の期日までに休学を許可された場合、休学を許可された日から２週間以内に学費に

替えて在籍料を納入するものとする。 

  前学期    ５月３１日 

  後学期   １１月１５日 

３ 前項の期間内に在籍料を納入しない場合は、休学の許可を取り消すものとする。 

第１０条 休学した者が更に休学しようとするときは、前学期については３月１０日、後 

学期については８月末日までに改めて休学願を提出しなければならない。 

第１１条 休学した者が復学しようとするときは、所定の復学願を提出しなければならな

い。 

２ 前項の願出は、前学期については３月１０日、後学期については８月末日までに行う 

ものとする。 

３ 前項の期日までに復学、退学または休学の手続を行わなかった者は、休学期間最終日

をもって除籍する。 

第１２条 復学を許可する時期は前学期および後学期の初めとする。 

 （除籍・復籍） 

第１３条 次の各号のいずれかに該当する者は、除籍する。 

（１） 所定の納入期日までに学費を納入しなかった者 

（２） 休学者で所定の期日までに復学、退学または休学手続を行わなかった者 

（３） 在学期間を満了した者 

（４） 就学の意思がない者 
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（５） 外国人留学生で在留資格「留学」を取得できなかった者。取得確認ができなかった 

者も含む。 

２ 第１項第１号の学費未納による除籍は、次の期日に行い、その除籍日付はその学生の

学費完納の期日とする。なお延納願出者については、延納期日に行う。 

  前学期分   ５月３１日 

  後学期分  １１月３０日 

３ 第１項第５号の在留資格「留学」を取得できなかった者の除籍は、在留資格「留学」

を取得できなかった日をもって除籍とする。ただし、入学者については、４月末日をも

って除籍とする。  

第１４条 前条第２項により除籍された者が、次の期日までに所定の学費に復籍審査料を

添えて復籍を願い出たときは、これを許可することができる。 

  前学期   ７月２０日 

  後学期   １月２０日 

第１５条 除籍された者が除籍の日から２ヶ月をこえても復籍を願い出ないときは、これ

を退学として処置する。 

 （退学・再入学） 

第１６条 学則第２０条により退学を願い出る者は、所定の退学願に学生証を添えて提出

しなければならない。 

第１７条 退学を願い出た者がその期の学費を未納のときは、退学の日付はその学費完納

の期日とする。 

第１８条 学則第２２条第４項により除籍された者が再入学を願い出たとき、学長は教授

会及び大学協議会の審議を経て、これを許可することがある。 

第１９条 学則第２１条及び前条により再入学を願い出ることができる期間は退学した年

度の末から３ヵ年以内とし、その年度の２月末日までに所定の再入学願に再入学審査料

を添えて提出しなければならない。 

第２０条 再入学を許可された者は、指定の期日までに所定の学費を納めなければならな

い。 

第２１条 削除 

 （転学部・転学科） 

第２２条 他学部へ転学部又は他学科へ転学科を希望する者は、２月末日までに所定の願

書を提出しなければならない。 

 （他大学受験） 

第２３条 他の大学を受験する者は、所定の退学願を提出し、その許可を得なければなら

ない。 

 （授業時間） 

第２４条 授業時間は次の通りとする。 

【北方キャンパス】 

  第１時限  ９：１０～１０：４０ 

  第２時限 １０：５０～１２：２０ 

  第３時限 １３：００～１４：３０ 

  第４時限 １４：４０～１６：１０ 

  第５時限 １６：２０～１７：５０ 

  第６時限 １８：００～１９：３０ 

  第７時限 １９：４０～２１：１０ 
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【西之川キャンパス】 

〔月・火・木・金曜日〕 

 第１時限  ９：００～１０：３０ 

 第２時限 １０：４０～１２：１０ 

 第３時限 １３：００～１４：３０ 

 第４時限 １４：４０～１６：１０ 

 第５時限 １６：２０～１７：５０ 

〔水曜日〕 

  第１時限  ９：００～１０：３０ 

  第２時限 １０：４０～１２：１０ 

  第３時限 １３：２０～１４：５０ 

  第４時限 １５：００～１６：３０ 

  第５時限 １６：４０～１８：１０ 

 （受講登録） 

第２５条 学生は、学年次又は学期の初めに、所定の期日までに所定の手続により履修科

目の受講登録を行わなければならない。 

２ 学生が各年次、各学期において受講登録できる単位数等は学部毎に別に定めるものと

する。 

第２６条 受講登録は、所定の修正期間以外にはその追加、変更又は取消しを認めない。 

 （試験） 

第２７条 各学期末には定期試験を各科目について実施する。 

第２８条 授業科目によっては、前条の試験を実施しないことがある。また、前条の定期

試験のほか、臨時に試験を実施することがある。 

第２９条 受講登録を行わない科目については、受験を認めない。 

第３０条 （削除） 

第３１条 欠席が授業日数の３分の１をこえる者については、原則として受験を認めない。 

 （受験） 

第３２条 試験を受ける者は、机上に学生証を呈示しなければならない。 

第３３条 試験開始時間に２０分以上遅刻した者は受験を認めない。また開始後３０分以

内の退室は認めない。 

第３４条 無記名の答案は無効とする。 

第３５条 受験中に不正行為を行った者は、学則第２３条に基づいて処分する。 

 （追試験） 

第３６条 病気、鉄道事故その他不慮の災害又は就職試験等やむを得ないと認められる事

情によって定期試験を受験できなかった者がその科目の試験施行前後１週間以内に所定

の様式に証明書を添えて追試験を願い出たときは、これを許可することがある。 

第３７条 追試験を許可された者は、追試験料を納めなければならない。 

第３８条 追試験は、定期試験終了後２週間以内に実施するものとする。 

第３９条 削除 

 （再試験） 

第４０条 不合格となった科目について、所定の期日までに再試験受験を願い出たときは、

これを許可することがある。 

２ 再試験の許可対象者等については学部毎に別に定めるものとする。 

第４１条 再試験を許可された者は、再試験料を納めなければならない。 
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第４２条 再試験の成績は、可否によって評価するものとする。 

 （試験時間） 

第４３条 定期試験及び追・再試験の試験時間は、６０分または９０分とする。 

 （学業成績） 

第４４条 学業成績は１００点満点とし、６０点以上を合格、６０点に満たないものを不

合格とする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は失格とし、成績評価はしないものとする。 

（１） 欠席が授業日数の３分の１をこえた者 

（２） 成績評価に必要なレポート等を提出しなかった者 

（３） 不正行為を行った者 

（４） 授業妨害を行った者 

（５） その他当該科目担当教員の必要な指示に従わなかった者 

第４５条 評点と評語の関係は次の通りとする。 

 ＡＡ  ９０～１００点 
  Ａ  ８０～ ８９点 
  Ｂ  ７０～ ７９点 
  Ｃ  ６０～ ６９点 
  Ｄ   ０～ ５９点（不合格） 
第４６条 学業成績は評語によって学生に発表する。 

第４７条 成績証明書は、ＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃをもって表示する。 

 （単位の認定） 

第４８条 単位の認定は、学期末の学業評価により合格した科目について行う。 

第４９条 修得した単位及びその成績評価は、所定の期日に成績表をもって学生に発表す

る。 

第５０条 一度合格点を得た科目については、いかなる事情があっても再度履修すること

を認めない。 

第５１条 転・編入学した者の単位認定については、転・編入学以前に在学した大学、短

期大学等において修得した単位のうち本学において設置する授業科目に限り、第２年次

生にあっては３４単位以内において、これを認定することができる。 

  第３年次生にあっては、転入学者(大学２年次修了者)は、６０単位を超えない範囲で 

包括単位認定および個別単位認定する。編入学者(短期大学等卒業者)は、６０単位を包

括単位認定する。包括単位認定は、「基礎教育科目」、「ことばと文化」、「体育」お

よび「演習Ⅰ」について卒業に必要な単位数と「自由科目・他大学科目」とする。入学

前の学修歴等によっては、個別単位認定などにより調整することがある。ただし、教職

に関する科目並びに教科に関する科目のうち教員免許法に定められた必修科目の単位、

及び学則別表第５に定める社会福祉士の受験資格を得るために必要な科目の単位につい

ては別に認定することができる。 

第５１条の２ 学生が他の大学又は短期大学において修得した授業科目の単位については、

学則第２７条の２に基づき、当該学生の属する学部・学科の授業科目の単位に認定する

ことができる。 

第５１条の３ 第１年次に入学した者が、入学前に大学又は短期大学において修得した授

業科目の単位については、学則第２７条の３第１項に基づき当該学生の属する学部・学

科の授業科目の単位に認定することができる。 

２ 他大学との協定に基づき転・編入学した者が、科目等履修生として修得した本学の授業科目の
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単位については、第５１条第１項に定める包括単位認定とは別に単位認定することができる。 

第５１条の４ 学生が入学する前又は入学後に行った短期大学又は高等専門学校の専攻科

における学修その他文部科学大臣が定める学修については、学則第２７条の３第２項に

基づき別に定めるところにより本学における授業科目の履修とみなし、当該学生の属す

る学部・学科の授業科目の単位を与えることができる。 

第５２条 前条による単位認定は「認定」とのみ表示し、成績評価はこれを表示しない。 

 （証明書） 

第５３条 学生証、通学証明書及び学生旅客運賃割引証、並びに成績、在学及び卒業等の

証明書は学長名をもって発行するものとする。 

第５３条の２ 卒業見込証明書は、第４年次以上に在学する者で、学部毎に別に定める単

位数を修得し、卒業必要単位を受講登録した者に対して交付することができる。 

 （卒業期日） 

第５４条 ４年以上在学し、卒業要件単位の不足のために卒業延期となった者が、翌学年

度前期末で卒業要件単位数を充足した場合の卒業の日は、９月末日とする。 

２ ３ヶ月をこえる休学者又は停学処分を受けた者の卒業の日が前期の中途となるときは、

これを９月末日とし、後期の中途となるときは、年度末とする。 

第５５条 前条に定める９月末日卒業の学生の学費は、前期分の学費とする。 

 （科目等履修生） 

第５６条 学則第３７条により授業科目の一部について履修を希望する者は、所定の期日

までに所定の「科目等履修願」を提出しなければならない。 

第５７条 科目等履修生として、別に定める「科目等履修生選考規程」に基づき許可され

た者は、所定の期日までに科目履修料を納めなければならない。ただし、本学大学院生

が学部の「教職課程」科目を履修する場合はこのかぎりではない。 

第５８条 科目等履修生の在学期間は１年又は半年とする。 

２ １年間に履修できる単位数は、３０単位以内とする。 

第５９条 科目等履修生は、本規程第４０条、第４１条及び第４２条により、在学生に準

じて再試験を受験することができる。 

 

附 則 

 この規程は、１９６９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、１９７２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、１９７４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、１９７６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、１９８２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、１９８３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、１９８５年２月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、１９８７年３月１日から施行する。 

http://center.gifu-keizai.ac.jp/%7Esoumu/staff/reiki/7/07-050kamokutou-senkou.pdf


 Ⅶ－6 

附 則 

 この規程は、１９９１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、１９９３年１月２０日から施行する。 

附 則 

 この規程は、１９９４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規定は、１９９８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、１９９８年４月１０日から施行する。 

附 則 

 この規程は、１９９９年１月１０日から施行する。 

附 則 

 この規程は、２０００年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、２００１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、２００２年４月１日から施行する。ただし、２００１年度以前の入学者に

ついては、従前の教務規程を適用するものとする。 

   附 則 

 この規程は、２００４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、２００４年９月２日から施行する。 

附 則 

 この規程は、２００５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、２００６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、２００９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、２０１０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、２０１２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、２０１４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、２０１５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、２０１５年６月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、２０１７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、２０１９年４月１日から施行する。 


