
各種届・願
大学生活の基本事項について

摘　　　要取扱窓口

教　　務

学生支援

事　　項

休 学

公 認 欠 席 届

授 業 欠 席 届

病気（診断書添付）、その他やむを得ない
理由で3カ月以上就学できない場合は、休
学願を提出

休学期間中に復学しようとする場合は、復
学願を提出

除籍の日から１カ月以内に復籍を願い出る
ことができます（復籍願を提出）

やむを得ない理由で退学しようとする場合
は、学生証を添えて退学願を提出

退学または除籍後、再入学を希望する場合
は、再入学内規で定められた期間内に再入
学願を提出

入学後、他の学部へ転学部を希望する者
は、第１年次または第２年次の１月末日ま
でに転学部願を提出

入学後、他の学科へ転学科を希望する者
は、第１年次または第２年次の１月末日ま
でに転学科願を提出

戸籍抄本または戸籍謄本を添えて身上異動
届を提出

住所・通学状況変更届を提出

保証人異動届、保証人住所変更届を提出

盗難届を提出
（同時に警察にも届けること）

遺失物・拾得物届に記入
（持主の分かるものは学生支援事務室から
連絡する）

忌引、その他公認欠席取扱規程で定められ
た理由に該当する授業欠席の場合は、欠席
理由証明書類を添付のうえ、公認欠席届を
提出した後、科目担当者に届出

試験時に学生証を忘れた場合は写真登録カー
ド発行願を提出
〔手数料300円（証紙でのみ受付）、発行日
のみ有効〕

復 学

学費未納による
除籍を受けた者

本人の改姓・
改名

病気（入院・通院）による欠席の場合は、
欠席理由証明書類を添付のうえ、授業欠席
届を提出した後、科目担当者に届出
※課外活動（合宿・対外試合等）による欠
席については学生支援事務室、就職試
験・就職活動による欠席についてはキャ
リアセンターで取り扱う

保証人・保証人住所の変更

写真登録カー
ドの発行

住所・通学手段の変更

落とし物・忘れ
物をしたとき・
拾ったとき

盗難にあった
とき

学内情報サービスから各自で変更携帯電話番号の変更

退 学

再 入 学

転 学 部

転 学 科
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入学後、他の専攻に転専攻を希望する者
は、第１年次または第２年次の１月末日ま
でに転専攻願を提出

転 専 攻



※自動発行の欄に「可」となっている証明書は、証明書自動発行機を利用してください。その他の証明書
は窓口受付のみとなっていますので、余裕をもって申し込んでください。
※2017年4月初旬および10月初旬は、学期切替のため証明書の当日発行（証明書自動発行機含む）が
できない日がありますので掲示を確認してください。

各種証明書
取扱窓口 交付日

当　　日

一週間程度

当　　日

翌　　日

一週間程度

一週間程度

教　　務

学生支援

200円 可

200円

200円

200円

300円

可

200円 可

可

可

備考 手数料 自動発行種　　別
学業成績・卒業
見 込 証 明 書
学 業 成 績
証明書（和文）
学 業 成 績
証明書（英文）

当　　日在学証明書
（和文）

学生割引証
（学割）

一週間程度 300円

200円

在学証明書
（英文）

当　　日

当　　日

当　　日

当　　日

なし

なし

なし

通学証明書

卒 業 見 込
証　明　書
各種免許取得
（見込）証明書

200円教員免許に係る
証 明 書
博物館学芸員資格
に 係 る 証 明 書

一週間程度 200円大学院受験用
調　査　書

当該年度で
1回目  500円
2回目  700円
3回以上1,000円

学　生　証
（再発行） 翌　　日

紛失した場合
は、再発行願
を提出

片道100キロ
以上乗車する
場 合 使 用 可

団 体 旅 行
割 引 証 明
用紙は各交通機
関窓口か旅行会
社にあります

年間１5枚まで
発行可能（１回に
つき4枚まで、普
通運賃の2割引）
課外活動やゼミ
でＪＲを利用する
場合学生８名以
上で、教職員の
引率が必要（普
通運賃の5割引）

定期健康診断を受
けておくこと。（未
受診者は学校医で
受診すること）

健 康 診 断
証　明　書

4年次生・薬学部
6年次生・大学院
2年次生以上の就
職活動および薬学
部4・5年次生実
務実習用のみ発行

内
案
活
生
生
学
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証明書自動発行機の利用について

〔操作手順〕
①画面の指示どおりに、学生証を証明書自動発行機に通します。
②暗証番号を入力します。
　◇暗証番号は、保証人の電話番号の下４桁に初期設定されていますが、発
　　行機操作で各自変更できます。
　◇暗証番号を３回間違うと利用中止になります。
　※利用中止になった場合は、KPC事務センター（教務）/KAC教務事務室

またはKPC事務センター（学生支援）/KAC学生支援事務室へ申し出て
ください。

③画面の指示に従い、必要な証明書を発行する操作を行ってください。
④発行されるまで30秒～１分の印刷時間が必要です。発行された証明書は必
　ず取り出してください。
※証明書の厳封が必要なときは、下記の窓口まで申し出てください。
　学業成績・卒業見込証明書
　学業成績証明書　　　　　　 

KPC事務センター（教務）

　卒業見込証明書　　　　　　 
KAC教務事務室

　在 学 証 明 書　　　　　　 KPC事務センター（学生支援）
　健康診断証明書　　　　　　 KAC学生支援事務室

各種証明書の自動発行「可」のものが入手できます。

〔設置場所〕
ＫＰＣ　Ａ号館１階　エントランスホール
ＫＡＣ　６号館１階　ＫＡＣ教務事務室前ピロティ
　　　　３号館１階　ＫＡＣ学生支援事務室前

●　月～土曜日　8時30分～20時30分

※1 2017年４月初旬および10月初旬は学期切替のため稼働しない日があり
ます。掲示を確認してください。また、祝日等大学休業日も稼働しません。

※2 システムのトラブル等で証明書自動発行機が使用できない場合があ
ります。余裕をもって取得するようにしてください。

※3 土曜日および事務受付時間外に証明書自動発行機が故障した場合、
後日の対応となります。

証明書自動発行機の稼働時間
★

●　月～土曜日　8時30分～17時30分

※祝日等大学休業日および事務一斉休業期間は稼働しませんので注意し
てください。

学生夏期および冬期休業中の稼働時間
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解除・発令時刻
午前７時現在、発令している
午前10時現在、発令解除している
午前10時現在、発令している
※上記以外の時間に発令された場合は、【3】により速やかに措置するものとする。
　

２時限目まで休講
３時限目より実施
３時限目以降休講

授業・試験開始時限

　特別警報または暴風警報が発令された場合及び公共交通機関が運休の
場合、授業並びに試験の実施については、以下の措置をとります

【1】特別警報（すべての特別警報）または暴風警報発令の場合（大雨、洪水警報等は対象外）
　１．解除･発令時刻と授業･試験開始時限

　２．対象区域は次のとおりとします。
予報一次細分区域における
兵庫県南部に発令された場合

予報二次細分区域における
阪神、播磨南東部、淡路島のいずれかに発令された場合
(北播丹波、播磨北西部、播磨南西部は対象外) 

運休・運転再開時刻
午前７時現在、運休している
午前10時現在、運転再開している
午前10時現在、運休している

２時限目まで休講
３時限目より実施
３時限目以降休講

授業・試験開始時限

【2】公共交通機関運休の場合
　１．運休･開通時刻と授業･試験開始時限

特別警報（すべての特別警報）または暴風警報発令および公共交通
機関運休の場合の授業・試験の取扱い

教務関係について

内
案
活
生
生
学

市町における
次のいずれかの市町に発令された場合

（１）運休が事前に予告されている場合は、次のとおりとする。

（２）前号以外の事由（事故等）で運行停止（運転見合わせ）している場合 
　　原則として休講とならない。ただし休講となる場合は、【3】によ
　　り速やかに措置するものとする。

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、
三田市、猪名川町（以上阪神） 
明石市、加古川市、三木市、高砂市、小野市、加西市、
加東市、稲美町、播磨町（以上播磨南東部）
洲本市、南あわじ市、淡路市（以上淡路島）
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　試験において次のような不正行為があった場合は、当該科目及び当該
試験期間に実施されたすべての科目について試験を無効とし、その年
度の単位を与えない。なお特に悪質な不正行為の場合は、学則により
懲戒を行う。
（1）代人として受験すること、又は代人に受験させること。
（2）テキスト、ノート、参考書、六法全書、辞書等を貸借すること。
（3）持込みを許可されていないテキスト、ノート、参考書、六法全書、

辞書等を参照すること。
（4）電源が入った状態の携帯電話等を身に付け、それを操作すること。
（5）あらかじめ机等に書込み、又はカンニングペーパー等を用意するこ

と（六法全書、辞書等に書込む場合も含む。）。
（6）他人の答案を写し、又は自分の答案を他人に写させること。
（7）試験内容に関する事項を口頭その他の手段により、他人に教え、又

は他人から聞き出そうとすること。
（８）答案用紙を試験教室から持出し、又は破棄すること。
（９）答案用紙に学籍番号及び氏名を偽って記載すること。
（ ）その他、試験の公正を損なう行為を行い、又は試験の実施を混乱さ

せること。

試験における不正行為について
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　２．公共交通機関の対象は次のとおりとする。
【ポートアイランドキャンパス】
JR西日本(姫路～大阪間の全部又は一部の区間) 
神戸新交通ポートアイランド線〈ポートライナー〉
(三宮駅～みなとじま駅間)

【有瀬キャンパス】
JR西日本(姫路～大阪間の全部又は一部の区間) 
神姫バス(明石駅～神戸学院大学間) 

【3】緊急事態が発生した場合
　教務センター所長の判断により措置するものとし、その内容を速やかに掲示及
び大学ホームページ（学内情報サービス）により、周知するものとする。



オフィスアワーについて
　大学の教員は高等学校の先生方とは違い、毎日、大学に来ている
わけではありません。また大勢が同じ部屋にいる職員室もありませ
ん。つまり、大学の教員と面会するのが意外に難しいのです。
　そのためにオフィスアワーの制度が作られています。これは、教
員が時間を指定し、その時間には必ず研究室に在室するようにして
学生との面会を容易にするものです。指導教員にかぎらず、すべて
の教員を訪問することが可能です。授業内容について教室ではでき
なかった疑問、質問など積極的に行ってください。
　詳しくは、『履修の手引』などで確認してください。

【専任教員と非常勤講師】
　大学には、大きく分けて専任教員と非常勤講師（客員教員等を含
む）の2種類の教員が授業を担当しています。専任教員は、本学を
仕事の中心にしている教員で、1週間のうち3～4日程度は出校し
て授業や研究、その他の仕事をしています。一方、非常勤講師は、
他に職場を持ち、本学の授業を担当している教員です。非常勤講師
は、ほとんどの場合、授業を担当する日だけ出校します。従って、
授業内容の質問など教員と面会したい場合、専任教員ならばオフィ
スアワーに研究室を、非常勤講師の場合はKPCにおいてはB号館
（4F）教員控室またはD号館（1F）教員控室を、KACにおいては
4号館（3F）教員控室または11号館（1F）教員控室を訪ねてくだ
さい。
　研究室は『履修の手引』巻末の校舎配置図を参照。出講曜日、専
任教員の所属キャンパス以外での控室については、KPC事務セン
ター（教務）またはKAC教務事務室で確認することができます。
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学生支援関係について
学生証（身分証明書）について
　学生証は、あなたが神戸学院大学の学生であることを証明する大切なもの
です。学内だけでなく、学外においても常に携帯し、教職員から学生証の提
示を求められたときは、従わなければなりません。
　卒業（修了）など学籍がなくなるまで継続して使用します。

＜提示が必要なとき＞
・諸証明の発行
・定期試験等
・通学定期乗車券（通学定期）の購入
・図書館、学内施設利用の申込
・その他教職員から求められたとき

学籍番号について
　　　（例）栄養学部

①学　　部　　１：栄養　２：法　３：経済　４：薬　５：人文　
　　　　　　　６：経営　７：総合リハビリテーション　Ａ：現代社会
　　　　　　　Ｂ：グローバル・コミュニケーション
②学　　科　　０　経済・国際経済（～2010年度入学生まで）
　　　　　　　１　法律　経済（2011年度入学生～）
　　　　　　　 　  栄養（～2015年度入学生まで）
　　　　　　　 　  経営　医療リハビリテーション（理学）　薬　現代社会
　　　　　　　 　  グローバル・コミュニケーション（英語）
　　　　　　　２　栄養（管理栄養）　医療リハビリテーション（作業）
　　　　　　　 　  社会防災　グローバル・コミュニケーション（中国語）
　　　　　　　３　栄養（生命栄養）　人間心理　社会リハビリテーション
　　　　　　　 　  グローバル・コミュニケーション（日本語）
　　　　　　　４　人文　理学療法
　　　　　　　５　作業療法
③入学年度　　西暦　下２ケタ
④個人番号　　数字　３ケタ

1
①

2
②

1　 7
③

9　9　9
④

Ａ Ｂ
Ｃ

2018

神院大
栄養学部　栄養学科　管理栄養学専攻
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裏面シールについて
裏面の在籍シールの有効期間は１年間です。
1年ごとに再交付します。指定された交付期間内に必ずシールを受け取り、
自分で張り替えてください。

Ａ住　　所：空欄の場合は、大学に届けた住所を各自で必ず記入してくださ
い。未記入の場合は、通学定期乗車券が購入できません。

Ｂ健康診断：受診者には、受診済印が押印されます。
Ｃ通学状況：大学に届け出た通学経路を基に大学が通学証明をします。

紛失した場合
各キャンパスの学生支援窓口で再発行手続き（発行は翌事務受付日）をし
てください。

記載内容に変更があった場合
『住所』『通学状況』等に変更が出た場合は、速やかに各キャンパスの学生支
援窓口に「住所・通学状況変更届」を提出してください。

返却について
卒業等、本学での学籍を失った場合は、速やかに各キャンパスの学生支援
窓口に返却してください。

写真登録カードの発行について
　定期試験時等では学生証の提示が必要です。忘れた場合、当日限り有効
の写真登録カードの発行をKPC事務センター（学生支援）またはKAC学生
支援事務室で行っています（発行手数料300円）。

通学定期乗車券の購入について
　通学定期乗車券の購入は、交通機関の各定期乗車券発売所に備えてある
申込用紙に必要事項を記入し、学生証を提示（学生証裏面の『通学状況』
が本学の通学証明になります）のうえ、購入してください。

＊神姫バスの定期券および回数券は学内のプレイガイドQ（KPC/B号館１
階）（KAC/２号館１階）で購入できます。

健康保険証（健康保険被保険者証）について
　思わぬケガや病気に備え（自宅外通学者の場合は特に）健康保険被保険
者証または遠隔地被扶養者証を持っておく必要があります。

※遠隔地被扶養者証とは、扶養者と住居を別にする者に対して交付される健康保険
被保険者証のことです。扶養者の勤務先あるいは市町村役場へ申請すれば交付
されます。発行の際には在学証明書の提出を求められる場合がありますので注意
してください。
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身体が不自由なため学業等にサポートが必要と認められる学生について

○身体不自由者支援に対する基本理念について
　本学は、下記の基本理念に基づき身体不自由者の支援に取り組ん
でいます。皆さんも大学の構成員として、また同じ仲間としてご協
力をお願いします。

身体不自由者支援に対する基本理念
　人はすべて教育を受ける権利をもっており、能力にふさわしい
教育を受ける機会は平等に与えられなければならない。このこと
は身体のハンディキャップの故に損なわれることがあってはなら
ない。またそれぞれが持つ人としての個性は尊重されなければな
らない。
　個性は人間の身体上のハンディキャップとは何等関係ないとこ
ろに存するものであり、それは顕在化しているものだけをいうの
ではなく、これから顕在するかもしれない可能性も含めて個性と
捉える。これは「真理愛好・個性尊重」という本学の建学の精神
を具現化するひとつと考える。
　以上のことを踏まえて本学では「身体が不自由なため、学業等
にサポートが必要と認められる学生」への支援を次のような基本
的考えに基づき行うものとする。

１．本学は建学の精神を基本的精神に捉え、教育の機会均等をは
かることと、教育を受ける権利を保障するために、人的・物的
支援を行う。
２．本学における人的・物的支援は、私立大学という立場から経
済的な制約を考慮しつつも効果的な支援ができるよう、努力す
るものとする。
３．本学における支援は、学生の自立を助けるためのものであ
り、そのためにはそれを必要とする学生自身の努力と大学を構
成する教職員及び学生の協力が必要である。

○相談窓口
　視覚・聴覚障害、肢体不自由により学生生活を送るうえで困難な
ことや、授業等で困っていることがあれば、KPC事務センター
（学生支援）またはKAC学生支援事務室へご相談ください。なお、
定期試験等で特別な配慮が必要な場合には、定められた期間内に申
請が必要ですので、右記をご覧ください。
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○身体の不自由な学生とともに
　本学には10数名の身体の不自由な学生が在籍しています。大
学は、身体の不自由な学生の要望を聞き、バリアフリー工事を行
い、少しでも快適な学生生活が送れるよう設備面の配慮を行って
います。
　しかし、それだけでは充実した学生生活を送ることはできませ
ん。体の不自由な学生と健康な学生・教員・事務職員がともに協
力し、助け合っていくことにより、「高い学風」が築きあげられ
ると思います。
　もし、キャンパス内で体の不自由な学生や同伴者の方が困って
いた場合、「なにかお手伝いできませんか？」と声をかけるなど
して、積極的に働きかけてください。

 特別受験について
１）視覚・聴覚障害、身体不自由等により、通常の試験形態での
受験が困難な場合、本人から特別受験の申請ができます。対象
となる試験は、神戸学院大学学科目履修規則第8条に定める①
前期定期試験②後期定期試験③追試験④再試験です。
２）身体不自由等の内容・程度に応じて認められる特別受験の主
な措置内容は、下記のとおりです。
①　問題用紙・解答用紙の拡大、マーク式問題の場合は、文字
またはチェックによる解答
②　試験時間の延長（最大20分の延長、全盲等重度の視覚障
害の場合は延長30分を限度とする）
③　指定された試験室以外の別室を準備
④　拡大鏡、ＦＭ送受信式補聴器その他の持込み使用
３）所定の申請書に、障害者手帳（写し）・診断書等を添付のう
え、前期定期試験については5月20日まで、後期定期試験につ
いては10月末日までに、KPC事務センター（学生支援）また
はKAC学生支援事務室に申請してください。なお、最初の申請
を継続できるものとします。但し、申請内容に変更が生じた場
合はこの限りではありません。

＊一時的な病気・ケガの場合はKPC事務センター（教務）また
はKAC教務事務室が窓口です。
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○ステッピングバーを踏み
ハンドグリップを
　押し下げ、キャスター
 （前輪）を上げて

○キャスターをそっと
上段に下ろします

○後輪が段にぶつかった
ところでハンドグリップ
を軽く持ち上げるように
しながら押し上げます

サポートをするには

段差のあるところ

○車いす使用の学生には
　車いすの学生と一口にいっても、自力で車いすを動かせる学生から腕も
不自由なため電動車いすを使用している学生などさまざまです。困ってい
る所を見かけた場合、本人（同伴者がいれば同伴者にも）に「なにかお手
伝いしましょうか」と声をかけて、どのような協力が必要かよく聞いて理
解することが大切です。

（その他）
・エレベーターで、乗り降りをスムーズにするため、ドアのオープンボタ
ンなどを押すなど心がけてください。
・書店や売店で、手の届かない位置の商品を探している場合「上のほうで
すか。お取りしましょうか」と声をかけ、頼まれたら協力をしてくださ
い。
・バスの乗降の場合「何かお手伝いいたしましょうか」と声をかけ、頼ま
れたら協力してください。

○手足の不自由な学生には
　手足の不自由な学生には、出来るだけ自分で行い、他人に迷惑をかける
のを心苦しく思う人もおられます。
　すぐに手助けをするのでなく、助けを求められたり、明らかに困ってい
るときに協力する心づかいが大切です。
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○目の不自由な学生には
　全盲の学生から弱視の学生まで症状や見え方によって、どれ位の協力が
必要かは異なります。しかし、目の不自由な学生が困っていたら迷わず
「お手伝いしましょうか」と声をかけましょう。
　声をかける際は横か前から声をかけ、自分が誰かを伝えてください。誘
導するときは白い杖の反対側に立ち、あなたの肩か肘に手をかけてもらい、
半歩先を歩いてください。決して押したり引っ張ったりしないでください。
また、今どこを歩いているか、周囲の状況を伝えてください。
（その他）
・白杖を使用している学生が歩いている時は、ぶつからないように気をつ
けてください。
・エレベーター内で押し合いになると大変危険です。周りにいる学生は十
分注意してください。たとえば「目の不自由な学生がいます。これ以上
乗らないでください」とか、「押さないでください」とか、「降りますの
で、通してください」等の言葉をかけてください。

○耳の不自由な学生には
　「声をかけたのに、返答がない」「無視された、不愉快だ」と思う前に、
その学生は、耳の不自由な学生ではないかと思ってください。また「補聴
器をつけているのだから、自分の声は聞こえているはずだ」との思い込み
は捨ててください。補聴器をつけていても、騒音のないところで、やっと
一部聞こえる程度ということもあります。
　耳の不自由な学生は、授業に出席していても、補聴器だけでは十分聞き
とれないケースが多く、先生の口元を見ながら授業を受けています。その
ため学修に支障がでることが多いわけです。耳の不自由な学生を見かけた
ら筆談で結構ですから「先生の声はよく聞こえましたか」とか、「よかっ
たらノートを見てください」などのコミュニケーションをとってください。
　耳の不自由な学生とのコミュニケーションは、筆談やゆっくりと大きな
口で話すことが効果的です。また、手話ができなくても、身振り手振りで
話すことも効果があります。
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学費の納入について

学費・経済支援について

　大学から年２回（前期４月上旬、後期９月上旬）、学費振込用紙を送
付しますので、次の期限までに金融機関から振り込んでください。

■　学費納入期限

指定銀行（振込手数料無料）

前　期 4月30日 ただし、左記の期日が金融機関の休
業日にあたる場合は、その翌営業日
が期限となります。

左記以外の金融機関からも振り込むことは
できますが、振込手数料が必要です。
※ＡＴＭ（現金自動預払機）から振り込む
　場合は、整理番号、学生氏名を必ず入力
　してください。（振込手数料が必要です。）

後　期 10月31日

ゆうちょ銀行（振込手数料が必要です。） 

ゆうちょ銀行から払い込む場合は、必ず大学から送付した払込取扱
票を使用してください。
（ゆうちょ銀行備え付けの払込取扱票は、使用しないでください。）

三菱東京ＵＦＪ銀行
三 井 住 友 銀 行
り そ な 銀 行

み ず ほ 銀 行

※ 注意　本人確認手続に関する法令により、10万円を超える入学金・
授業料などの現金振込みの際には、振込み手続を行う方の本人
確認書類（運転免許証、健康保険証など）の提示と取引を行う
目的、職業などの確認が求められますのでご注意ください。
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（1）振込用紙は保証人（学費負担者）宛に送付しますので、保証人の異動
や住所等に変更があった場合は、ただちにKPC事務センター（学生支
援）またはKAC学生支援事務室へ届け出てください。

（2）振込用紙が届かない場合や汚損、破損、紛失した場合は、KPC事務
センター（経理）またはKAC経理事務室へ連絡してください。再発
行をします。

（3）休学期間中の学費は、別に定めています。
（3）休学に関しては、KPC事務センター（教務）またはKAC教務事務室

へ問い合わせてください。
（4）学費納入が困難な場合の対応として学費分納、奨学金、提携教育ロ

ーンなどの制度があります。相談窓口はKPC事務センター（学生支
援）またはKAC学生支援事務室です。

■　除籍および復籍

■　その他

　学費が期限内に納入されなかった場合は、滞納期間によって延滞料が
加算されます。

■　延滞料

納入期限を過ぎた振込用紙は銀行で受
付できませんので、使用しないでくだ
さい。振込用紙は再度送付します。

納入期限後1カ月以内 1,000円

2,000円納入期限後2カ月以内
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　学費が納入期限後２カ月以内に納入されない場合は、除籍となります。
除籍後１カ月以内は復籍できますので復籍を希望する場合は、除籍通知
に同封された振込用紙により学費（延滞料2,000円と復籍料10,000円
を含む）を納入し、復籍願をKPC事務センター（教務）またはKAC教
務事務室へ提出してください。



奨学金・奨励金制度について
2017年2月1日現在

奨学金制度
皆さんが学生生活を経済的にも精神的にも安心して送り、勉学に専念できる環境
を整えるための制度です。奨学金の募集や採用発表の連絡は、奨学金専用掲示板
で行います。それらに十分注意し出願の機会を逃さないようにしてください。
＊ 定期募集を行う奨学金についてのお知らせ等は、年4回（4、7、9、1月）発
行の「CAMPUS」にも掲載します。

定期募集を行う奨学金
募集時期… 学部学生（在学生）は12月に募集掲示し1月から出願説明会および書類配付、
　　　　　 学部学生（新入生）および大学院生は4月に募集掲示し、書類配付します。

名　　称
採用人数（予定）

種別 出願条件 選考基準
学部生 大学院生

神戸学院大学支給
奨学金（経済支援）
神戸学院大学大学院
支給奨学金（経済支援）

100名
程度

若干名

5名程度
支給 経済的理由により修学が

困難と認められる者　他 家庭収入人物
成績

神戸学院大学
貸与奨学金

貸与（年利
1.5％）

経済的理由により修学が
困難と認められる者　他

神戸学院大学大学院
特別奨学金（研究奨励） ―

―

―

原則、各研究科
各課程の収容定
員の2分の1

支給
研究に熱意をもち、学業、
人物ともに優秀で、各研
究科長の推薦する者　他

人物　他

日本学生支援機構
第一種奨学金 年度により異なる 貸与

（無利子）
成績、収入等日本学生支
援機構推薦基準による 家庭収入

人物
成績日本学生支援機構

第二種奨学金 年度により異なる 貸与（上限
年利3％）

成績、収入等日本学生支
援機構推薦基準による

その他の奨学金等（定期募集以外に条件を満たした者が出願できるもの）

名　　称 採用人数
（予定） 種別 出願条件 選考基準 申請

神戸学院大学
臨時貸与奨学金 若干名 貸与

（年利1.5％）
家計急変等の理由により就
学困難と認められる者

家庭収入
人物、成績

家計
急変時に
随時

神戸学院大学
教育後援会貸付金 若干名

貸付（無利子）

但し
貸付を受けた
年度内に返還

個人の場合は、学費、海外
留学等勉学の継続および向
上の理由により、緊急かつ
やむを得ない場合

家庭収入
人物、成績

課外活動団体の場合は、課
外活動上必要な理由で、不
慮の事故、災害等緊急かつ
やむを得ない場合

活動に伴う
経済状況 随時

神戸学院大学
同窓会災害等奨学金 若干名 支給

自然災害等、不測の事態に
よる経済的理由により修学
困難な者

家庭収入、
人物

家計
緊急時に
随時

神戸学院大学
同窓会給付奨学金 5名 支給

強化指定団体等で各団体の
責任者の推薦を受けた者の
うち同窓会常任幹事会の選
考を経た者

親元を離れ、賃
貸住宅等に居住
する者、家族に
卒業生がいる者

毎年4月
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名　　称 採用人数
（予定） 種別 出願条件 選考基準

神戸学院大学
私費外国人留学生奨学金 若干名 支給 私費外国人留学生で経済的理

由により就学困難な者、他 成績・人物

神戸学院大学
学費一部免除 若干名 学費の30％減免 私費外国人留学生であること、

他 成績・人物

その他の奨学金等（定期募集以外に条件を満たした者が出願できるもの）つづき
　学外その他取扱い奨学金
　　地方公共団体奨学金
　　民間団体奨学金
　　　各団体により、大学へ募集がある奨学金は、随時掲示でお知らせします。
　　　団体によって出願資格、応募期間等が異なります。

大学を経由しないで応募できる奨学金もありますので希望者は、早めに家族
が居住する都道府県、市区町村の教育委員会およびその他団体に直接問い合
わせてください。

留学生奨学金
　入学後の留学生オリエンテーションで詳しく説明します。

学外その他取扱い奨学金
　日本学生支援機構奨学金
　地方公共団体奨学金
　民間団体奨学金
　　各団体により、大学へ募集がある奨学金は、随時掲示でお知らせします。
　　団体によって出願資格、応募期間等が異なります。

奨励金制度について
　奨励金は、学部学生（グローバル・コミュニケーション学部除く）で学業、人
物ともに特に優秀な2年次生以上のうち、奨励生に選出された人に支給されます。
　奨励生には「学業成績を対象とする奨励生」と、学部により「社会活動や、課外
活動による奨励生」があります。
　募集要項等は、4月以降に各キャンパスの奨学金・奨励金専用掲示板に掲示しま
す。
　年4回（4、7、9、1月）発行の「CAMPUS」4月号を参照してください。
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課外活動について
　大学生活における課外活動は、教室内での授業とともに“人間形成の場”
として重要な意義をもっています。学業とのバランスを考え、明確な目標
をもって積極的に参加してください。

神戸学院大学における課外活動に関する共通認識（抜粋）

1.　趣旨
神戸学院大学は、課外活動及び指定クラブ重点強化制度（特別強
化クラブ、強化クラブ及び育成クラブ）について、次のことを前提
として推進するものとし、全学的な共通認識を形成するため、全構
成員へ周知する。

　課外活動についての認識
①　課外活動に熱心な余り学生の本務である正課を怠ること
は、あってはならないということ。

②　本学は正課を補充する教育の重要な一環として課外活動を
推進しているということ。

③　課外活動は、学生が正課で得た学問的知識を応用実践し
て、合理的思考方法ないし妥当な社会性を体得するための大
切な場であるということ。

④　学生は大学の理念と指導並びに助言に従い、諸規定をよく
守り、積極的に課外活動に参加すべきであるということ。

⑤　指定クラブ重点強化制度は、「神戸学院大学」ブランドの
強化、本学のスポーツ文化及び本学課外活動の活性化を通じ
て、人間力豊かな人材育成を図ることを目的とするものであ
るということ。

　指定クラブ重点強化制度指定団体についての認識
①　指定クラブ重点強化制度指定団体は、学生及び卒業生の本
学への愛校心・帰属意識を高める牽引役として、本学を元気
な大学として活性化する存在であるということ。

②　指定クラブ重点強化制度指定団体に所属する部員には、本
学を代表する課外活動団体の構成員であるという強い自覚と
誇りを有するとともに、他の課外活動団体や一般学生への模
範となることが求められるということ。

③　指定クラブ重点強化制度指定団体は、その目的を達成する
ため、大学全体（附属高校も含む）でその活躍を応援し、
様々な角度から支援する団体であるということ。
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摘　　　要取扱窓口

学生支援
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事　　項

課外活動団体
への入部

課外活動上の
諸問題

直接各団体へ申し込んでください。入・退
部は自由ですが、問題が起こったときは新
入生歓迎実行委員会、または窓口に相談し
てください。

入・退部や練習・合宿等課外活動に関する
諸問題は、クラブ内で主将・部長・先輩に
相談してください。それらに相談できない
場合は、窓口に相談してください。

窓口に相談してください。

所定の用紙で事前に届け出てください。

団 体 の 結 成

学内・外行事の届出

学生組織図

学生団体協議会
独立団体・体育会本部・文化会本部・大学祭中央
実行委員会および学部自治会から選出された者で
構成し、学生の活動の活性化に寄与することを目
的とする学生組織の代表
独立団体
学生放送局・新聞会・吹奏楽部・チアリーダー部
の4団体で構成し、各会所属団体の応援および全
学的な活動を支援することを目的とする団体
体育会本部
体育会所属団体を傘下に持ち、スポーツ行事の企
画・学内外行事での指導・事務手続および監査等
を行う体育会の代表
文化会本部
文化会所属団体を傘下に持ち、成果発表会の企
画・学内外行事での指導・事務手続および監査等
を行う文化会の代表

大学祭中央実行委員会
大学祭の企画・運営を行う組織

薬学部自治会
薬学部の学生で構成し、学部内行事の企画および
学内行事での指導等学部自治に関することを担う
組織

栄養学部連絡会
栄養学部の学生で構成し、学部内行事の企画およ
び学内行事への積極的な参加を行う組織

体育会所属団体
スポーツを通して心身の練磨に努め活動する団体

文化会所属団体
学術・文化・芸術を通して研究活動をする団体

任意団体
体育会・文化会の所属団体となるべく活動する大
学に認められた団体
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団　体　名 部室場所

学生団体協議会
大学祭中央実行委員会
薬学部自治会
経済学部自治会（休会中）
栄養学部連絡会

大学会館3F
第2文化体育館2F
第2文化体育館2F

D号館1F

D号館1F

有瀬キャンパス ポートアイランドキャンパス

学生放送局
新聞会
吹奏楽部
チアリーダー部

第2文化体育館2F
第2文化体育館3F
第2文化体育館3F
第2文化体育館2F

体育会本部 第2文化体育館3F

第2文化体育館4F
第2文化体育館2F

合氣道部（休部）
アメリカンフットボール部
居合道部
空手道部
弓道部
剣道部
硬式野球部
ゴルフ部
サッカー部
柔道部
少林寺拳法部
女子駅伝競走部
水泳部
スキー部
ソフトテニス部
ソフトボール部
躰道部
卓球部
テニス部
軟式野球部
バスケットボール部
バドミントン部
バレーボール部
ハンドボール部

森記念文化体育館5F
第6グラウンド
第2体育館1F
第2体育館1F
第2体育館1F
森記念文化体育館6F
第4グラウンド
第2体育館1F

森記念文化体育館4F
第2体育館1F
第6グラウンド
第2文化体育館3F
森記念文化体育館3F
第2体育館1F
第5グラウンド
森記念文化体育館4F
森記念文化体育館5F
第5グラウンド
第5グラウンド
第1体育館2F
第2体育館1F

第2体育館1F

第1グラウンド

D号館2Fアリーナ

独立団体（4）

部（35）

学生団体一覧 2017年2月1日現在

学生トレーナー部
バトン部
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文化会本部 第2文化体育館3F

フィッシング部
武道空手部
ボクシング部
薬学サッカー部
薬学部準硬式野球部

洋弓部

ラグビー部
ラクロス部
陸上競技部

森記念文化体育館3F
第2文化体育館4F
第2体育館1F

男 第2体1Ｆ　
女 第2文体3F
第2体育館1F
森記念文化体育館3F
第6グラウンド

D号館2F
D号館2F

アメリカ民謡研究会
E.S.S
映画研究会
S.S.W.
演劇部
音楽研究会“アコースティックノーツ”
華道部
管弦楽団
ギター部
軽音楽部
神戸学院大学ボランティア活動基金（VAF）
混声合唱団パンドラ
茶道部
写真部
小説創作研究会“うぐいす”
生物研究会B.R.G
美術部鷗風會
food global communication（休部）
フォークソング部
ブルース研究会
ボランティア団体 Fair Way
法律研究会Libra
薬学研究会（休部）
ユースホステル部（活動停止中）
歴史学研究会
Jazz Player

,
s Club

森記念文化体育館3F
第2文化体育館3F
第2文化体育館4F
第2文化体育館3F
第2文化体育館3F
第2文化体育館4F
第2文化体育館5F
第2文化体育館4F
森記念文化体育館3F
森記念文化体育館2F
第2文化体育館4F
第2文化体育館4F
第2文化体育館4F
第2文化体育館4F
第2文化体育館4F
第2文化体育館3F
第2文化体育館4Ｆ
第2文化体育館4F

森記念文化体育館2F
第2文化体育館4F
第2文化体育館3F

第２文化体育館4F
第２文化体育館3F

部（26）
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国際交流について
現在本学で行っている国際交流の内容は次のとおりです。
（1）学生の短期海外研修
（2）学生の長期留学
（3）外国の大学や教育研究機関との学術文化教育の交流協定に関すること
（4）本学教員の海外研究、職員の海外研修ならびに海外出張に関すること
（5）外国人客員教授および外国人訪問教授の招聘ならびに外国人研究員等

の受け入れに関すること
　ここでは皆さんに直接関係する（1）学生の短期海外研修と（2）交換・派遣
留学について説明します。

（1） 学生の短期海外研修

　本学主催の海外研修は、交流協定を締結している大学で、3～4週間行わ
れます。語学研修だけでなく、各地を訪問したり、ホームステイあるいは
寮生活を体験できるといった、内容の充実したものになっており、初めて
海外に行くという方にも大変お勧めです。また、いずれの研修も所定の手
続きを経れば「海外地域研修」または指定の専門教育科目に認定されます
し、さらにアデレード大学春期研修やジョン・アボット・カレッジ夏期語
学研修では英語科目への認定も可能です。
　研修には下表のように様々なものがありますが、実施については年度ご
とに異なります。

研　修　名 企画学部名 2017年度実施予定所　在　地
ジョン・アボット・カレッジ
夏期語学研修 カナダ ○国際交流センター

アメリカ薬学研修 米　国 ×薬　学　部

中国研修セミナー
（南開大学） 中　国 ×人文学部

グリフィス大学
夏期研修 オーストラリア ○経営学部

アデレード大学
春期研修 オーストラリア ○法　学　部

119



（2） 長期留学

長期留学プログラム
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　本学は、一年または半期にわたって海外で勉強をする交換・派遣留学や、
前半期に語学を集中的に勉強し、後半期に交換留学を行う、語学＋交換留
学の制度があります。留学中に取得した単位は、一定の条件の下に本学で
の卒業所要単位に認定されます。また、いずれの留学プログラムに対して
も、決められた条件を満たせば、大学から奨学金（一時金）が支給される
ことになっています。
　交換留学プログラムでは、本学から学生を派遣するだけでなく、相手校
からも同人数同期間で学生の受け入れを行っています。
　受け入れた交換留学生に対しては、スチューデント・アシスタント制度
を通じてサポート体制をとっています。スチューデント・アシスタント制
度とは、日本人学生にスチューデント・アシスタントとして登録してもら
い、留学生関係行事に参加してもらったり、交換留学生だけでなく一般の
留学生に対しても学内外を問わず友人関係を基に様々な面からサポートし
てもらう制度です。年度ごとに募集を行います。
　本学の学生の海外留学に関する業務は、KPCは国際交流支援事務室、
KACは学生支援事務室国際交流関係窓口が担当しています。種々の行事の
お知らせ等については、KPCは国際交流支援事務室の掲示板とKACは国
際交流ラウンジ横の掲示板で行います。

大 学 名 国名・地域 留学の
種類

留学
期間

募集
人数 応募資格等

リーズ大学

グリフィス大学

アルスター大学

東北師範大学

大連理工大学

南開大学

韓国航空大学校

祥明大学校

朝鮮大学校

イギリス
リーズ

オーストラリア
ブリスベン

イギリス
アルスター
中国
長春

中国
大連

中国
天津

韓国
高陽
韓国
ソウル

韓国
広域

交換

語学
＋
交換

交換

語学
＋
交換

派遣

交換

交換

派遣

交換

交換

交換

1年

1年

1年

1年

1年

1年

1年

1年

1年

半年

半年

4名

4名

3名

若干名

3名

3名

2名

2名

3名

IELTS for UKVI6.0以上
（各セクション5.5以上） 
IELTS for UKVI5.0以上
（各セクション4.5以上） 
IELTS for UKVI5.5以上
（各セクション5.0以上） 
IELTS 6.0（各セクション5.5以上）
/TOEFL iBT 71（ライティング19以上、
その他17以上） 

IETLS又はIELTS for UKVI6.0以上
（各セクション5.5以上）  

IELTS 5.5（各セクション5.0以上）
/TOEFL iBT 64（各セクション15以上） 

HSK5級以上（学部生）

中国語検定試験4級/HSK4級以上の資格を
有する者、またそれと同等以上の中国語の
能力を有する者。

中国語初級Ⅰ及びⅡの評価がSまたはA評
価である者。または、中国語検定試験4級
以上

生活に必要な韓国語の能力又はそれ以上の
能力を有する者（韓国語能力試験3級程度）

生活に必要な韓国語の能力又はそれ以上の
能力を有する者（韓国語能力試験1級又は
2級程度）



キャリアセンターについて（キャリア支援・進路）
◇進路（主に就職）相談をしたいとき

　就職や進路について何でもキャリアセンターの進路相談をご利用ください。
履歴書添削や面接対策などのアドバイス、民間企業や公務員対策等、多種多様
な相談を行っています。キャリアカウンセラー資格等を持った専門の相談員やさ
まざまな経験を有する職員が対応いたします。

※相談を受けるには『進路希望登録カード』の提出が必要です。未提出の方は随
時、受け付けますので提出してください。

◇進路が決まったとき

　進路が決定した方は『進路報告書』を必ず提出してください。内定企業や進学
先等の変更は可能ですので、随時、進路状況について報告するようにしてくださ
い。

◇就職活動で授業や試験を欠席する場合

　就職試験や就職活動のためにやむを得ず、授業や試験を欠席する場合におい
ても規則上は公欠扱いにはなりません。ただし、以下の書類を提出することで科
目担当者によっては欠席の取り扱いが考慮されることもあります。あくまでも科
目担当者の判断によりますので、受講科目の担当者に必ず事前に確認をとった
うえで手続きを行ってください。

　①『就職試験･就職活動証明書』（就職活動で授業を欠席する場合）
　②『就職試験･就職活動証明書（定期試験用）』
　　（就職試験の日程変更が不可能で定期試験を欠席する場合）
　※手続きの際には、就職試験・説明会等に参加したことを証明できる書類が　
　　必要となりますので、必ず事前にキャリアセンターで受け取ってください。
　※証明書の対象となる事由につきましては、必ず事前にキャリアセンター

で確認してください。
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◇キャリアセンターに設置してあるもの

　・ 求人票
　・ 会社資料
　・ セミナー案内
　・ 就職試験内容報告書等
　・ 公務員採用試験案内
　・ 新聞、参考書籍、雑誌等
　・ パソコン、プリンタ

◇神戸学院大学就職情報システムを利用したい
〕）ータンハブョジ（retnuHboJ〔　

　大学に届けられた求人票をデータベース化し、企業情報、求人情報、内定者に
よる就職試験内容報告書などをインターネット上で公開しています。また、キャ
リアセンター主催のガイダンスの内容を随時掲載しており、JobHunter内で
確認できます。「利用ガイド」はキャリアセンターで配布しています。

◇インターンシップに参加したい

　インターンシップとは、在学中に、ある一定の期間、就業体験を行うことです。
　本学では主に2、3年次生の夏休みに実施しています。プログラムは「事前研
修」　　　　　　　　、「就業体験（職場実習）」（2週間程度）、「事後研修」  から構成されています。

◇課外講座を受講したい

　資格取得や公務員採用試験を目指す学生のために各種講座を開講していま
す。スキルアップを真剣に考える方は「課外講座・資格サポート室」へ相談してく
ださい。チャレンジする学生の皆さんを応援します。

◇各種情報について

　就職ガイダンスやセミナー等キャリア支援行事については、両キャンパスの
『掲示板』や『学内情報サービス』で開催を告知します。最新の情報を随時確認
するようにしてください。

◇Twitter

　キャリアセンターではTwitterアカウント（@KGU_career）を開設しています。
就職活動のポイントや、学生からいただいた質問への回答、キャリア支援イベン
トの告知、キャリアセンターの開室状況などを発信しています。Twitter上で 
@KGU_career または 神戸学院大学キャリアセンター と検索してください。
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大型家具、什器(机、椅子、本棚など)
（指定袋に入らない大きさの可燃
物・不燃物）

指定場所へ出すこと（一般ゴミのゴミ箱）

指定場所へ出すこと（各建物のゴミ回収
エリアへ立てかける）

管財事務室内指定ＢＯＸに出すこと

管財事務室へ連絡のこと（物件不用申
請承認後処分）

指定場所へ出すこと（ペットボトルのゴ
ミ箱）
※中を空にすること

指定場所へ出すこと（缶、ビンのゴミ箱）
※中を空にすること

指定場所へ出すこと（古紙分別容器）
※コピー用紙等は裏面コピーやメモ用
紙等の利用後分別棚へ

指定場所へ出すこと（燃えないゴミのゴ
ミ箱。燃えないゴミのゴミ箱が無い場合
は各建物のゴミ回収エリアへビニール
袋に入れて排出）
※鋭利なものは作業者が怪我をしない
ように排出

指定場所へ出すこと（第３グラウンドの
ゴミステーションへ搬出）
指定場所へ搬出できない場合は、管財
事務室（施設）へ連絡すること

焼却後
埋立処分

リサイクル

リサイクル

リサイクル

リサイクル

リサイクル

リサイクル

リサイクル
できる
ものを除き
埋立処分

リサイクル
できる
ものを除き
埋立処分

0.0t

10.0t

20.0t

30.0t

40.0t

50.0t

60.0t

2015年2014年2013年2012年2011年

厨芥ゴミ、防水･ビニール･ワック
ス等の加工紙、プラスチック類（可
燃物で、一辺が50cm以下のもの）

コップ、ガラス、傘、バインダー等
の金具（不燃物と可燃物からでき
ているもの。1辺が概ね50cmを
超える可燃物で袋からはみださ
ないもの）

神戸学院大学の環境保全活動　 環境保全委員会

１．廃棄物の削減、リサイクルの取り組み

ゴミ分別表

分別区分 ゴミの内容 処分方法 処置の形態

紙類 上質紙、新聞紙、雑誌等

缶類、ビン類空き缶・
空きビン

ペットボトル類ペットボトル

エアコン、テレビ、冷蔵庫、
洗濯機、パソコン家電製品

乾電池乾電池

蛍光灯蛍光灯

可燃ごみ

粗大（不燃）ごみ
（指定袋に入らない
大きさの不燃物）

粗大（不燃）ごみ
（指定袋に入る
大きさの不燃物）

一般ゴミ発生量
　廃棄物を減らしたり、再利用することは、
地球の貴重な資源や自然環境を大切にする
ことであり、エネルギーの節約などによる
地球温暖化の防止をはじめ資源の保全や汚
染物質の減少にもつながります。「廃棄
物」は「資源」であるという観点にたって、
本学では紙等の可燃物については、各研究
室・事務室・資料室等に「古紙分別棚」を
設置し上質紙、その他、新聞紙と３分類に
分別し再資源化に取り組んでいます。
　また、各建物には一般ゴミ・缶・ビン・ペットボトルの容器を設置し、廃棄物の
再資源化に取り組んでいます。
　分別回収については理解されつつありますが、それでも最終的には清掃員が手作
業で分けているのが現状です。
　さらなる分別の徹底、一般ゴミ発生量の削減のために、個々の学生、教職員の環
境保全に対する積極的な理解と実践を期待します。

KPC
KAC
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２．省エネルギーの取り組み
　本学では、省エネルギー推進委員会
を設置（2008年発足）して省エネ
ルギーに取り組んでいます。原発停止
による供給電力の低下を受けて、下記
のとおり節電対策の徹底を図り、電力
の安定供給への協力と地球温暖化等の
環境問題への取組を強化しています。
大学としてさらなる省エネルギーを図
るために、皆様のご理解とご協力をお
願いします。

電　気

水　道 ガ　ス

【節電対策】

1．空調設定温度夏期28度、冬期19度の厳守及び空調機の省エネ運転
2．授業・使用許可以外の教室及び使用していない会議室等の空調オフ
3．扇風機・ブラインド等の有効利用
4．廊下等の照明の間引き点灯
5．授業・使用許可以外の教室及び使用していない会議室等の消灯
6．昼休み時の事務室の消灯
7．電力使用ピーク時間帯（11～16時）の電力使用の抑制
8．離席時のパソコン、ＯＡ機器等の電源オフ
9．パソコン・ＯＡ機器等の省エネモード
10．使用していない電化製品の主電源オフ
11．エレベーター使用の自粛（階段利用による移動の奨励）
12．休業中のエレベーター稼働台数の制限
13．夏期休業中のエスカレーターの運転停止

省エネルギー推進委員会

KPC
KAC

KPC上水 KAC
KPC再生

KPC
KAC
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　本学では「神戸学院大学個人情報保護規程」に基づき、個人情報を適
正に取り扱います。
　個人情報は、以下のように収集、利用、提供、管理および削除、訂正
をいたしますのでご理解とご協力をお願いします。

個人情報の収集
　個人情報の収集は、本学の教育、研究、学生支援および社会貢献等大
学運営に必要な業務を行うことを目的として必要な範囲内で行います。
個人情報の利用
　本学の教育研究、学生支援等本学の業務を遂行するために必要な業務
を行うため、以下の目的に利用します。
［在学生］
学修（習）指導、学生生活指導、就職・進路指導等に関する業務等
［科目等履修生、聴講生、研究生］
学修（習）指導、学生生活指導等に関する業務
［保証人］
学費納入通知、学生成績通知、募金依頼等各種案内に関する業務
［卒業生］
卒業、成績、在籍等の証明、刊行物、募金依頼等各種案内の発送に関す
る業務

　なお、本学は上記の業務を行うにあたり、印刷会社、情報処理会社、民
間教育機関、保険会社、旅行会社等に業務の一部を委託することがありま
す。これらの業務委託先に対して必要な範囲で上記の学生、保証人の方々
の個人情報を提供することがありますが、その際は、業務委託先との間で
個人情報保護に関する取り決めを行い、適切な管理、監督を行います。

第三者への個人情報の提供
　在学生および在学生の保証人の個人情報は、本人の同意を得て、以下
のとおり第三者に提供します。ただし法令に基づき要求された場合は、
この限りではありません。

神戸学院大学
教 育 後 援 会

神戸学院大学
同 窓 会

第三者に提供する個人情報の項目

学生氏名、学部、学科、
学籍番号、保証人氏名、
保証人郵便番号、保証人
住所、保証人電話番号

学生氏名、住所、学部、
学科、研究科、学籍番号

利用する目的

教育後援会の案内、資料
送付等

同窓会名簿の維持・管理、
同窓会の案内、資料送付等

管理責任

神戸学院大学
教 育 後 援 会

神戸学院大学
同 窓 会

提供先

個人情報の取り扱いについて
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　左記以外の第三者（奨学団体、教育実習、介護等体験の受入れ機関等）
への提供は、情報提供が申請申込の条件になる旨について、各担当部署か
ら説明や通知を行い、本人の同意を得て提供します。
　教員と在学生等が会員となっている学内学会（神戸学院大学法学会、神
戸学院大学経済学会等）には、教育研究支援のための学会費納入通知、総
会等の運営および案内通知に必要な氏名、住所、学籍番号を適切な管理・
監督のもとに提供します。

保証人に対する学業成績の開示について
　本学では教育機関としての使命、施策から、学生の学習効果を高める手
立てとして、また、保証人への説明責任を果たす一環として保証人に成績
表を郵送し、保証人を対象とした教育懇談会への出席者に成績表を渡して
います。また、保証人の方が成績相談等で来学された場合、本人の成績に
ついて説明します。
　満20歳以上（４月30日現在）の在学生で、保証人に対する学業成績
の開示に同意しない場合は、定められた期日までにKPC事務センター
（教務）またはKAC教務事務室で学業成績開示不同意届を提出してくだ
さい。学業成績開示不同意届を提出されなかった場合は、同意されたもの
として取り扱います。なお、学業成績開示不同意届を提出した場合は、保
証人に対してその旨を通知します。

個人情報の開示について
　本学が保持する個人情報に関して、情報の開示を希望される場合には、
本人に限り以下のように受付を行います。また、開示請求の内容によって
は、個人情報の全部又は一部について開示しないこと、および存在、不存
在に関する応答をしないことがあります。

照会窓口
次の受付窓口へお申し出ください。本人確認のうえで回答します。
受付手続についての詳細は、お申し出の際にご案内します。

本人確認の方法
在学生は学生証の提示　　卒業生、保証人等の方については運転免許
証、パスポート、健康保険証等の提示

受付窓口
　KPC事務センター（学生支援） 電話　（078）974-4575（ダイヤルイン）
 E-Mail　kpcgg@j.kobegakuin.ac.jp
　KAC学生支援事務室 電話　（078）974-2206（ダイヤルイン）
 E-Mail　gakusei@j.kobegakuin.ac.jp

126

内
案
活
生
生
学


