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Ⅷ．学 生 生 活 案 内

１　学生への連絡等
１）掲示
　　学生掲示板には、休講や補講のお知らせ等、学生生活を行っていくうえで大切な諸連絡事項が

掲示されています。学生の皆さんは、学生掲示板を少なくとも出校時と退校時の 2 回は見る習慣
をつけましょう。なお、学生掲示板を見落としたことにより生じる不利益については、大学はそ
の責を負いませんので、特に注意してください。

２）郵便物
　　学生個人あての私的郵便物については取り扱わないので、必ず個人の住所に送付するよう家族

その他に周知してください。
３）学生への電話の取次ぎ
　　学生個人への電話の取次ぎは原則として行いません。
４）遺失、拾得、盗難
　　遺失物が多いので、所持品には必ず名前をつけてください。遺失物を拾得した場合または金品

等を紛失した場合は、速やかに学生部（事務局）に届けてください。
　　金品等の盗難には十分に気をつけ、貴重品は必ず各自のロッカーへ入れ、鍵をかけ保管してく

ださい。
５）被害届
　　構内での盗難、事故などは学生部（事務局）に申し出てください。その際、被害届の記載もお

願いします。（届用紙は学生部にあります）
６）防犯対策
　　盗難や不審者の侵入に備え、校内に９台の防犯カメラを設置しています。
　　設置は建物入口、学生用ロッカー室付近など防犯上必要な箇所に限定し、プライバシーには十

分配慮していますが、ご承知おきください。

２　学生関係諸証明
１）学生証
　　入学と同時に交付される学生証は、学生生活を続けるうえで欠くことのできないものですから

常に携帯するとともに、本学関係者の請求があったときは、これを提示しなければなりません。
この学生証を持っていない場合、試験の受験あるいは図書館その他の本学各種施設の利用ができ
ないことがあり、また学外においてもスクールバスの乗車、学生旅客運賃割引その他学生として
の特典を受けられないことがあるので大切に取り扱ってください。なお、紛失した場合はこれが
悪用され、思わぬ被害を受けることが考えられますので取り扱いには十分注意し、もし紛失した
ときは速やかに事務局に届け出てください。紛失、破損等により再交付を受ける場合には、写真

（6 ヶ月以内に撮影したもの、大きさ縦 3 ×横 3 ｃｍ）と印鑑を持参の上、事務局窓口で手続き
をしてください。
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　　卒業、または退学などによって学籍を離れるときは、直ちに学生証を返還してください。また
住所変更のときも、所定の届出用紙により、速やかに事務局へ届け出てください。

２）通学定期券
　　ＪＲ通学者は最寄の駅にて学生証を提示すると購入できます。（場合により、通学証明書を必

要とする。）また、バス・上高地線電車通学者は通学証明書交付願に必要事項を記入し学生証を
添えて、事務局へ申し込んでください。

３）学生旅客運賃割引証（学割）
　　学生の皆さんが教育実習・課外活動・見学旅行・帰省等の目的で片道 100 ｋｍを超えて旅行す

る場合、学割を利用することができます。
　　学割の交付を受けたいときは、事務局の窓口にある交付願に必要事項を記入し、事務局に学生

証を添えて申し込んでください。（申し込みは 1 回に 2 枚まで、有効期間は発行の日から 3 ヶ月
です。）学生証を不正に使用した者には以後発行しません。

４）在学証明書
　　所定の証明書発行依頼用紙に提出先等の必要事項を記入し、事務局に願い出てください。発行

時に学生証の提示をして受け取ってください。申請の日の翌日に発行します。
５）成績証明書等の諸証明書
　　所定の証明書発行依頼用紙に提出先等の必要事項を記入し、事務局に願い出てください。

３　諸施設の利用
　　・本学では上履きと下履きの区別をしています。
　　・原則として通常授業日の学内開校は次のようにします。
　　　○ 月～金曜日：午前 8 時から午後 8 時まで
　　　○ 土曜日：午前 8 時から午後 5 時まで
　　上記の時間以外または課外活動のために、教室・体育館・ピアノ棟などを使用したいときは、使

用目的・使用時間・責任者を明記した施設使用届を 3 日前までに事務局へ提出して許可を得てくだ
さい。

　　また、ピアノ棟・体育館・実習室・マルチメディア教室（205 教室）・601 教室・図書館での飲食
は禁止です。

１）ピアノ棟
　　練習後は清掃し、冷暖房のスイッチを必ず切り、リモコンは所定の位置に必ず戻して、退室

してください。また、ピアノ等設備・備品を破損したときは速やかに音楽科教員に申し出てく
ださい。

２）体育館
　　体育館内に更衣室がありますが、ここへは各自の荷物を置きっぱなしにせず、毎時間持ち帰っ

てください。また、体育備品の使用・貸し出しについては体育科教員まで申し出てください。（原
則として校内使用時だけとし、校外への持ち出しはできません。）

３）実習室
　　各実習室は原則として各学科の授業等で使用するものであり、授業時間以外で使用を希望す
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る場合は、各学科の教員に申し出て許可を得てください。授業・補習等が最優先されます。
４）マルチメディア教室（205 教室）
　　授業やゼミで使用している時以外は利用できます。ただし、長期休業中やその他、特別な事

情がある時は同教室を施錠しますので、その期間に使用する場合は事務局に申し出て許可を受
けてから利用してください。また同教室内や公用掲示板に、使用に関する注意事項の掲示があ
りますので、必ずその指示に従ってください。

５）ロッカー室
　　ロッカーは学生の皆さん各自に在学期間中貸し出しています。割り当てられたロッカーは、

鍵は自分で購入し管理することになっていますので、ロッカー及び鍵の取り扱いには特に注意
してください。

　　なお、鍵はしっかりしたものを使用し、すぐに開けられるものは避けてください。
　　盗難予防に十分注意してください。
　　返還時はすべての私物を持ち帰り、次の使用者のために清掃を行なってください。
６）食   堂
　　食堂の営業時間は、11：30 ～ 13：30 です。私物などを置いて席取りをすることは 禁止します。

また衛生上及び冷暖房の都合上、出入り口の戸は必ず閉めてください。また、食堂のコップの
持ち出しは禁止です。

７）自治会室
　　学生自治会で管理しています。
８）サークル室
　　部室の割り当ては、自治会執行部およびクラブ関係委員・各クラブ長の間において決定し、

学生部長の承認が必要です。平日の午後 5 時、土曜日の午後 2 時以降の使用および休日の使用
については、学生部（事務局）に必ず届出をして許可を受けてください。

９）駐輪場
　　自転車・バイクで通学する学生は、所定の駐輪場に必ず施錠し整頓して置いてください。
10）駐車場　
　　下記に掲げる基準を満たしている学生が自家用車で通学しようとするときは、駐車可能台数

の範囲内で、その許可を行うこととします。
　　その場合は、「松本短期大学学生駐車場利用許可願」に、任意保険証を添付して、学生部に

申請し、許可を得てから駐車してください。（許可願は学生部にあります）
　　なお、許可証は、車の外部から確認できるように、フロントガラス内側に置いてください。

この許可証の提示のない場合又は無許可駐車を繰り返した者に対しては許可の取り消し又は申
請があっても許可しないことがあります。

　　【駐車許可基準】
　　住居から学校までの距離が３ｋｍ以上かつ対人無制限、対物 500 万円以上の任意保険に加

入していること。

　　駐車場内は徐行し、指定された場所に他の車の迷惑にならないように駐車してください。
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　　構内で事故、トラブル等が発生しないよう注意してください。起きた時には学生部へ届けて
下さい。

　　構内の出入りに際し、一時停止・徐行など安全に配慮するとともに、学校周辺の道路は道幅
が狭く、見通しの悪いカーブや交差点も多くありますのでスピードの出しすぎなど充分に気を
つけて運転してください。
＊駐車場については現在校庭を利用していますが、校庭の本来の機能を考え今後学外に移動す

ることもあります。
11）テニスコート
　　鍵は事務局にあります。使用許可を得て使用してください。

４　奨学金

　　本学で取扱う奨学金は以下のとおりです。希望する学生は学生部に相談してください。
１）日本学生支援機構奨学金
　　日本学生支援機構の奨学金は、一定の条件を満たす学生に対し貸与されます。奨学金貸与終了

後は返還の義務が生じ、毎月決められた金額を返還します。申込みの際は、家庭の経済状況や将
来の生活設計を十分考慮してください。
⑴　奨学金の種類など

①　第一種奨学金（無利子貸与）
特に優れた学生で経済的理由により著しく修学困難な者に貸与されます。

②　第二種奨学金（有利子貸与）
第一種奨学金よりゆるやかな基準によって選考された者に貸与されます。

③　上記①、②とあわせて入学時の一時金として貸与する入学時特別増額貸与奨学金（有利子
貸与）があります。

④　貸与基準として、学力や家計などの基準があります。貸与月額、貸与基準の詳細は、奨学
金説明会等で配布する「奨学金案内」を参照してください。

⑵　奨学生の採用方法と手続き
　　奨学生の採用方法は、定期採用と定期外採用の二種類があります。定期採用には予約採用と

在学採用、定期外採用には緊急採用・応急採用があります。
①　予約採用　　－定期採用－

ａ）予約採用とは、高校在学中に大学へ入学することを条件に奨学生採用候補者として決定
する方法です。

ｂ）奨学生採用候補者は、入学後インターネットにより進学届を提出してください。手続き
の内容・方法ついては事務局（学生部）より別途お知らせいたします。

ｃ）採用決定後、返還誓約書等の提出が必要です。
②　在学採用　　－定期採用－

ａ）在学採用とは、原則毎年 4 月、大学在学中に奨学生の募集を行い、採用する方法です。
4 月中に募集説明会を開催する予定ですので、希望者は必ず出席してください。説明会の
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日時、場所等については別途お知らせいたします。
ｂ）募集説明会では、書類の配布と申込方法の説明をいたします。
ｃ）人物・健康・学力・家計などの貸与基準があります。日本学生支援機構から各大学へ割

り当てられている人数の範囲内で選考、推薦します。申込み希望者全員が採用されるわけ
ではありませんので、留意してください。

ｄ）採用決定後、返還誓約書等の提出が必要です。
③　緊急採用・応急採用　　－定期外採用－
　　家計の急変（家計支持者が失職、破産、事故、病気、死亡等または災害等）で奨学金を緊

急に必要とする場合は、事務局（学生部）に相談してください。
④　その他注意事項
　　都道府県や市町村、民間の奨学金のなかには、日本学生支援機構奨学金との重複貸与を認

めていないものもありますので、各自注意してください。
⑶　奨学金の交付

　原則として毎月、月額分の奨学金が本人名義の普通預金口座に振込まれます。
⑷　奨学生としての注意事項

①　返還誓約書の提出について
　　奨学生として採用後、返還誓約書および添付書類が期日までに提出されない場合は、振込

済みの奨学金を全額返金のうえ、採用取消になります。
②　奨学金継続願の提出
　　毎年 1 回（12 月頃）、奨学金継続の意思を確認するために「奨学金継続願」の提出が必要

です。書類の配布・提出方法については別途お知らせいたします。
③　奨学金の廃止など（適格認定）

ａ）奨学金継続願を提出後、奨学生としてふさわしい適格性を有する者であるか否かを判断
するため、「適格認定」を行っています。学業成績等の状況によっては、奨学生としての
資格を失うことがあります。

ｂ）上記ａ）以外にも年間を通じて行う適格認定として、通常における学業成績等の状況、
奨学生としてふさわしくない素行や不適当と認められる事由が生じたときなど、日本学生
支援機構の規程にもとづき、奨学生としての資格を失うことがあります。

④　休止・退学・復活・辞退・各種変更に関する届出
　　学校を休学・退学・復学する場合は、奨学金の休止・退学・復活の手続きが必要です。ま

た、経済事情の好転などにより在学中に奨学金を辞退する場合、氏名・住所・振込口座・貸
与月額などの各種事項の変更を希望する場合は、速やかに事務局（学生部）で手続きを行っ
てください。

⑤　その他
　　奨学金に関する連絡は、原則として掲示板への掲示により行います。

⑸　奨学金の返還
　　奨学金は学資として貸与されるものですから、貸与終了後 6 ヶ月を経た後から返還しなけれ

ばなりません。最終学年時には返還説明会を開催いたしますので、必ず出席してください。開
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催日時等は掲示板などでお知らせいたします。

２）長野県看護職員修学資金
　　看護職員の確保が困難な中小規模医療施設等において、職員の増加確保を図ることを目的とす

る修学資金です。本学からの推薦者は県から示される内示数の範囲内で行なうことになります。
○　貸与額　　月額　36,000 円
○　貸与対象者
　　県内の看護師等養成施設に在学中の者で、免許取得後、直ちに県内の返還免除対象施

設で就業する意志があり、心身ともに強健で、将来成業の見込みがあると認められる者。
○　返還免除となる要件
　　看護師等養成施設を卒業し、看護師免許を取得後直ちに県内の返還免除対象の病院又

は施設に就職し、5 年間継続して看護職員の業務に従事したときは返還が免除となりま
す。返還免除となる施設は「長野県看護職員修学資金貸与制度の概要」に記載されてい
ますので、各自必ず確認した上で申込みをしてください。

○　この修学資金は、病床数が 200 床以上の病院が募集する病院奨学金制度と同時に利用
することはできません。

３）病院関係奨学金制度
⑴　看護学科の学生は、病院が独自で募集する奨学金制度を利用することができます。しかし、

病院から奨学金を貸与された場合、卒業後一定期間、貸与を受けた病院で就業しなければなら
ないなどの条件があります。また貸与月額は病院により異なりますので、各自確認をしてくだ
さい。資料は学生部にあります。以上のことに留意した上で、希望する学生は個人で直接希望
する病院に問い合わせ及び申込みを行なってください。なお、病院奨学金貸与に関係する推薦
書の発行は学校として行ないませんので、本人及び保護者と病院との間で相談の上、対処して
ください。なお、病院から奨学金の貸与を受けることが決定した場合、奨学金貸与者及び病院
名などを把握する必要がありますので、必ず学生部に報告してください。

⑵　長野県立病院機構看護職員就学資金
　　県立病院の独立法人化に伴い、平成 22 年度より創設されたものです。県立病院機構に属す

る病院は次の 5 病院です。
　　須坂病院・駒ヶ根病院・阿南病院（附属の介護施設を含む）・木曽病院（附属の介護施設を含む）・

こども病院 ( 安曇野市豊科 )
　　卒業し、看護師免許を取得してただちに上記の病院に勤務する希望を持つ学生に対して貸与

されます。
　　（貸与月額）5 万円・・・・・年額 60 万円
　　ただし、阿南病院と木曽病院へ就職を希望する場合は、月額 8 万円 ( 年額 96 万円）を選択

することもできます。
　　（貸与期間）看護師養成施設の正規の在学期間以内です。
　　（返還免除となる要件）
　　看護師養成施設を卒業し、看護師免許を取得して直ちに上記の病院に看護師として就職し貸
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与を受けた期間と同一期間（ただし、月額 8 万円の貸与を受けた場合は 1.6 倍の期間）以上継
続して勤務したとき、手続きを経て返還が免除されます。

４）長野県介護福祉士等修学資金
　　介護福祉士等の充実を図ることを目的とする修学資金です。本学等から申請を行い、選考を経

て決定されます。
○貸与額　　月額 50,000 円以内
○加　算　　入学準備金及び就職準備金として各々 200,000 円以内の加算もあります。
○返還免除となる要件
　養成施設等（本学）を卒業した日から１年以内に、県内において介護等の業務に５年間従

事した場合等
５）その他の奨学金
　　今までに本学へ通知された奨学生募集案内は下記のとおりです。なお、毎年募集があるものと

そうでないもの、対象の学科・学年が限定されているものがあります。募集がありましたら、掲
示板などでお知らせします。
⑴　生命保険協会介護福祉士養成奨学制度
⑵　ニヤク・コーポレーション介護福祉士養成奨学金
⑶　上伊那広域連合看護師等修学資金
⑷　あしなが育英会
⑸　交通遺児育英会
⑹　篠原欣子記念財団奨学金（保育士・介護福祉士）

５　アルバイト
　　アルバイトは学生生活の経済面を補充するための便宜的手段であり、あくまでも学業と両立する

ものでなければなりません。各自熟慮のうえ決めてください。学生部内に求人票を掲示してあります。

６　下宿・アパートの紹介等
　　家主から大学へ申し込みのあった下宿・アパートは、事務局（学生部）にその一覧がありますの

で、希望者は直接家主と交渉の上契約してください。契約にあたっては、条件等納得のいくよう話
し合った上で契約書を取り交わし、後日トラブルの起きないよう注意して下さい。大学で紹介する
下宿・アパートは、大学周辺がほとんどです。「一人暮し」という自覚をもって生活しましょう。

７　スクールバスの利用について
　　短大と JR 村井駅間の往復バスを利用する際は、学生証を必ず携行してください。
　　スクールバスの運行日程については学生掲示板で確認してください。

８　学生活動
１）自治会活動
　　自治会は、学生が中心となって運営されています。その際、学生の持つ意見及び希望等その実
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現に努力するため、大学における教職員と学生代表との話し合いをもっています。自治会は、自
治会の各委員会が中心となり活動しています。

２）サークル活動
　　サークルに入部する場合は、それぞれのサークル長に申し出てください。サークル活動で合宿

及び旅行等を行う場合は、不慮の事故に遭遇する場合もあるので、必ずサークル合宿届・旅行届
を学生部へ提出し所在を明らかにしておいてください。

３）ボランティア活動
　　各種社会福祉施設ならびに地域における定期的福祉イベント、その他災害時等の学生ボラン

ティアの参加については、各学科のボランティア係の教員に申し出てください。　　
　　なお、その際、ボランティア活動保険に加入することをお勧めします。
４）清掃活動
　　授業やサークル活動など学生生活が充実したものとなるためには、清潔で明るい環境も大切に

なります。自治会が中心となり清掃を分担して行うとともに、日ごろから、ゴミを散らかさない
等、学生の皆さん個々の意識も重要になります。

９　学生生活における各種保険制度について　
１）学生教育研究災害傷害保険（学研災）　
　　すべての学生に加入を義務づけており、「被保険者が在籍する大学の国内外における教育研究

活動中に生じた急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合（「病気」を除く）」
に適用されます。

　　また、「通学中等障害危険担保特約」にも全員が加入していますから、通学中や実習中の事故
も適用されます。

　　・手続き
①　事故等が起こった場合は、直ちにその状況をとりあえずは口頭で学生部へ連絡してくださ

い。（ゼミ担当又はチューターにも）
②　保険対象になりそうな場合には、「事故通知はがき」を用いて、事故が起きてから 30 日以

内に保険会社に通知しなければなりません。
③　治癒したら、学生部備え付けの所定の請求書に必要事項を記入するとともに、診断書又は

領収書などを添えて保険会社に請求します。
　　保険が適用になると思われる事故に遭ったときは、できるだけ早く学生部へ連絡してくだ

さい。

１０　進路支援

　　本学卒業後、どのような道を選ばれるかは、学生の皆さん方の意思です。
　　学校としては、皆さん方が自分の目指す道に進めるよう支援します。
　　支援の具体的内容は下記のとおりです。学生の皆さんの進路に関する相談、情報提供は、学生部

が主となり行います。もちろん、ゼミナールの教員、チューターなど学科の教員も個別の相談にの
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りますので、気軽に声を掛けてください。

１）就職
⑴　県内の求人票（又は募集案内）は学科別に学生部前廊下の掲示板に張り出しておきますので、

それを見て各人がしかるべき行動を起こしてください。（県外は一覧表で掲示）
⑵　施設案内パンフレット、過去の求人票などは、学生部室内の棚に学科別・施設別にファイル

してありますので、参考にしてください。
　　なお、パンフレット等が複数ある場合は、学生部職員に断ってから１部をお持ちいただいて

結構です。
⑶　資料類及び求人票は、図書館で自由にコピーして差し支えありません。（１枚 10 円）
⑷　求人票を見てわからないことがあれば学生部職員に聞いてください。
⑸　幼児保育学科については、例年、市町村立保育所保育士を希望する学生が多いですが、少子

化の進行と市町村財政が危機的状況の中で、正規保育士の採用は減少しています。そのため、
公立の保育所保育士に合格するには入学時から周到な準備をするとともに「先生と呼ばれるに
ふさわしい人格形成」が求められます。そのことを強く意識した学生生活を送るようにしてく
ださい。

　　なお、県内市町村すべての募集要綱を取り寄せることは不可能です。自分たちも、常に市町
村広報やホームページを参照するようにしていてください。

⑹　就職に関する勉強会、就職情報などは、すべて掲示板に掲示します。
　　このことに限らず、毎日、出校時と退校時には、掲示板を見る習慣を付けておいてください。
⑺　看護学科の学生さんの就職について

①　病院からの奨学金を受けている方は、そこを最優先してください。
②　「求人のあった病院名リスト」を 601 教室の階段踊り場付近の掲示板に掲示しておきます

が全ての掲示はできませんので、学生部室内のパンフレットを参照してください。
⑻　模擬面接や履歴書の書き方、希望施設の情報等、相談や情報提供もしています。気軽に声を

かけてください。
２）進学
　　本学から編入学が可能な４年制大学があります。
　　その案内が来ているものは、学生部に資料がありますので、自由に閲覧してください。
　　特に案内が来ていなくても可能なところはいくつもありますので、市販されている大学案内を

参照してください。
　　なお、保育士の資格を有する者は、本学専攻科、県立福祉大学校介護福祉学科へ進学すれば、

修業年限１年で、介護福祉士の資格が取得できます。
　　詳細は、ゼミ担当教員、チューター、学生部へ相談してください。

１１　健康管理
１）学内で具合が悪くなった場合

⑴　保健室を利用することができます。保健室担当者に相談してください。
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⑵　健康保険証をいつも携帯しておきましょう。（コピーでも可）
⑶　常備薬を携帯しておきましょう。保健室に内服できる薬は準備してありません。
⑷　家族との連絡が必要な場合もあるので、家族といつも連絡がとれる方法を知っておきましょ

う。
２）健康診断

①　学校保健安全法に基づき、年 1 回学生定期健康診断が行われます。
　　指定日時に受けなかった学生は、自費にて医療機関等に行き、同項目の診断書を提出する

ことが義務付けられますので注意してください。
健診項目

幼児保育学科 介護福祉学科 専攻科 看護学科
１学年 胸部 X-P 胸部 X-P　 胸部 X-P　 胸部 X-P　

内科診・耳鼻科診 内科診・耳鼻科診 内科診・耳鼻科診 内科診・耳鼻科診
身長・体重・視力 身長・体重・視力 身長・体重・視力 身長・体重・視力

２学年 内科診・耳鼻科診 内科診・耳鼻科診 胸部 X-P　
身長・体重・視力 身長・体重・視力 内科診・耳鼻科診

身長・体重・視力
３学年 胸部 X-P　

内科診・耳鼻科診
身長・体重・視力

②　健康診断の結果報告書を全学生に渡し、フォローが必要な学生には別途指導があります。
③　学科毎で教育施行上必要な検査に関しては、別途説明がありますのでそれに従ってくださ

い。入学時は胸部レントゲン撮影がありますので、撮影時には無地のＴシャツが必要となり
ます。

④　就職、進学上必要な診断書の申請方法については、各種事務手続きの欄を参照してくださ
い。

３）喫煙
　　本学は敷地内全面禁煙です。しかし諸事情を考慮し喫煙する方は、所定の場所でマナーを守っ

て行動してください。
　　松本短期大学は人の健康に関わる職業を目指す皆さんが学修する場です。まず自分の健康につ

いて考えていただきたいと思います。禁煙サポートも行っていますので、禁煙したいと悩んでい
る方は保健室担当者に相談してください。

４）健康およびメンタル相談
　　大学生は子どもと大人のはざま、発達段階としては「青年期後期」に位置づけられます。大人

への移行期ということで達成すべき課題も難しく、不安定な年代といえます。誰しも不安、悩み、
迷い、恐れを経験し、それらを乗り越えながら大人になっていくのです。

　　最近、気がかりなこと、悩んでいることはありませんか。
　　　たとえば

　・夜眠れない　なかなか寝付けない
　・食欲がない　食べ過ぎたり吐いたりする
　・大学に居場所がない　授業に出られない
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　・友達がいない　友人関係がうまくいかない　グループにはいれない
　・異性との交際で悩んでいる
　・人が怖い　視線が気になる
　・自分の性格を変えたい
　・親との関係、家庭・家族のことで気に病んでいる
　・将来の職業、進路について不安である　　　　　　　　　　　　　　　など

　
　　誰にも話さず一人で悩みを抱えることは苦しく、悪循環に陥るとなかなか抜け出せないことが

多いものです。専門の立場の人に聴いてもらい、一緒に考え、解決の糸口をみつけてみませんか。
保健室担当者は、ひとりひとりが充実した学生生活を送れるよう心の健康をめざして相談・助言
を行っています。又、月に３～４回カウンセラーが来校し相談を受けています。

　　悩みが深刻な人、それほどでもない人、どんな内容でも構いません。個人の秘密は厳守されま
すので気軽に保健室担当者に相談してみましょう。

１２　障害のある学生への支援
　　本学では、障害のある学生が、他の学生と同じ環境で学生生活を送ることができるように、施設

設備、講義保障、学校生活等についての相談に応じ、話し合い、支援をすすめていきます。必要に
応じて、他の学生や外部からの支援者の協力を得ながら、自立支援と資格取得に向けての学ぶ権利
を保障することをめざします。

１３　緊急・災害時への対応
　　緊急避難は施設配置図を参照してください。また、風水害・大雪等により、登校困難と思われる

事態や緊急連絡事項がある場合は、各学科の連絡手段で連絡が入りますので、指示に従ってくださ
い。

１４　留学生への支援
　　本学では、留学生の皆さんが、学校生活を快適に送れるように、相談窓口を設置しています。学

生部・学生支援委員会が窓口となっているので、健康相談・悩みなど、どんなことでも気軽に相談
に来てください。
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Ⅸ．倫理委員会（ハラスメント相談）
　学生をはじめとして学園の役員、先生、保護者など学園にかかわるすべての人の人権を尊重し、安
心して学園での生活が送れるようにと願い、倫理委員会を設置しました。もし、倫理や人権にかかわ
る問題があった場合にはご相談ください。

１．キャンパス・ハラスメントとは

　　不当な理由から、被害者の尊厳や人格を傷つけ、苦痛、不利益、損害を与える行為のことで次
のようなことがあります。

１）セクシュアル・ハラスメント（SH）
　　相手の望まない性的な言動、性差別的表現などで、相手に不快感や損害を与えること。
２）アカデミック・ハラスメント（AH）
　　教育研究の場で、権力を利用した不当な嫌がらせなどにより、精神的・身体的に損害を与える

こと。
３）ジェンダー・ハラスメント（JH）
　　性別役割の押し付け、言葉、行為、意識などで相手に不快感や損害を与えること。
４）パワー・ハラスメント（PH）
　　職業上の地位や権限を利用し、人格や尊厳を傷つけ、労働環境を悪化させる行為。
５）その他の人権侵害
　　社会的身分、宗教的信条、政治的信念、出身地、人種・民族、国籍、病気、障害、経済状況な

どを理由とした個人の人権を侵害する言動や制度のこと。

２．もしもあなたがキャンパス・ハラスメントを受けていると感じたら

１）不快感や嫌悪感を感じたり、人格を傷つけられたと思ったら、はっきり「No」という意思表
示をしましょう。

２）それでも効果がなかったり、「No」の意思が伝えられないような場合は、ひとりで悩まずに、
信頼できる人に相談しましょう。

３）たとえ相手に「No」と言えなくても、自分を責めないようにしましょう。
４）被害にあったのは、あなたのせいではありません。キャンパス・ハラスメント受付窓口に相談

しましょう。
５）自分ひとりでの相談が不安だったら親しい友人などに一緒に行ってもらいましょう。
６）キャンパス・ハラスメントに有効に対処するためには、被害を正確に記録しておくことが大切

です。そのことが起きた日時、場所、状況などについて、できるだけ詳細な記録を残し、また信
頼できる人にも話しておきましょう。

７）不快な手紙、ファックス、Ｅメール、プレゼントなどは、捨てずにのこしておきましょう。
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３．もしもあなたの友人がキャンパス・ハラスメントの被害を受けていたら

１）その友人の話をよく聞き、精神的な支えになりましょう。それがその友人の力になります。
２）その友人がどうしたいのか、何をして欲しいのか尋ねましょう。証人となったり、キャンパス・

ハラスメント相談員のところへ同行もできます。

４．相談の方法

　　　相談の受付窓口には次のようなものがあります。
１）学園内に設置された『キャンパス・ハラスメント専用相談箱』（１号館図書館横）に投函する、

Ｅメールを送る、キャンパス・ハラスメント相談員に話をする、相談内容を封書にて郵送するな
どの方法があります。

　　専用箱や封書でお送り頂く場合は、連絡のつく電話番号をお書きください。
　　相談員が連絡を取り、相談の時間、場所などについては、話し合って決めます。

２）相談受付け　
　　Ｅメールアドレス：mjc-soudan@matsutan.ac.jp

　平成 27 年度　学内相談員と電話番号　  [ 受付日時：平日 9：00 ～ 17：00 ]
氏　名 所　属 連絡方法（直通電話）

内藤美智子 幼児保育学科 0263-58-4753
釜土　禮子 介護福祉学科 0263-58-4547
杉浦　恵子 看護学科 0263-58-4891
百瀬ちどり 看護学科 0263-58-4869
浅川　　猛 総務部 0263-58-4417
小松　昭和 学生部 0263-58-4438

倫理委員会が協議し、対応を考えます

松本学園におけるキャンパス・ハラスメント
問題発生から対応までの流れ

キャンパスハラスメントの発生

理事会・幼稚園職員・教職員 学生・保護者

学生部（含保健室）
学生支援委員会
教職員等

相談委員（倫理委員）が受付窓口となり対応をいたします。
（所定の箱、電話、電子メール、封書、直接）
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Ⅹ．図 書 館 利 用 案 内

松本短期大学図書館をご利用いただくためのご案内です。
お互いにルールを守って気持ちよく学修できる図書館であるようにしましょう！

［図 書 館 開 館 時 間 の ご 案 内］

開　館　時　間 夏季 ･ 冬季 ･ 春季及び学期末 休　館　日休暇中の開館時間

月曜日～金曜日 月曜日～金曜日
土 ･ 日曜日、祝日、年末年始

その他定められた休日

8：30 ～ 20：00 8：30 ～ 17：00
＊臨時の休館はその都度掲示により

連絡する。

１. 利用者の資格

１）本学の教職員、学生、卒業生
２）幼児保育、介護福祉、看護などの実習関係の実習指導者
３）その他、図書館長が認めたもの

２. 利用方法

１）館内閲覧
⑴　館内の資料は全て自由に手にとって利用できる開架式になっています。利用の済んだ資料は

書架の正しい位置に戻してください。不明なときはカウンターに戻してください。
⑵　図書は NDC（日本十進分類法）によって分類されています。
　　この分類は資料の戸籍のようなもので住所を表していると考えてください。
　　図書の背表紙を確認してください。

　　　　　< ラベルの例 >　　　　　　　　　　　　
分類番号   492.91
著者記号   Mo 12
巻　　号

※　本学図書館ではＮＤＣ分類別にラベルの色を変えてあります。
総記 000 黒 産業 600 灰
哲学・心理学 100 紺 芸術・美術 700 黄
歴史・地理 200 桃 言語 800 茶
社会科学 300 空 文学 900 赤
自然科学 400 緑 児童書 K 若草
技術・工学 500 橙 絵本 E 若草
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　　教育学、幼児教育、社会福祉、高齢者福祉などは社会科学（300 番代は空色）
　　医学、看護学などは自然科学（400 番代は緑色）です。

※　書架の東側に分類番号に入った表示がありますので参考にしてください。

⑶　図書館内 1 階部分が一般・専門の図書 ･ 雑誌等を配架、
　　　　　　　　２階は参考図書（事典、辞典、年鑑、白書など）を配架しています。

２）館外貸出
⑴　貸出手続
　　カウンターに個人カードが作られていますので、そのカードを選び出し、学生証と借り出す

資料と一緒にカウンターに提示してください。
⑵　貸出冊数と貸出期間
　　図書は、一回に 5 冊まで、貸出期間は 2 週間です。　　
　　学校で定められた夏季・冬季休暇中はこの限りではありません。
　　尚、春季休暇中の貸出は行いません。
⑶　貸出禁止図書資料

①貴重書
②基本参考図書（辞書、事典、白書、年鑑、便覧、法規等）
③新聞及び学術雑誌
④映像資料
⑤「館内」ラベルの添付してある資料類
⑥卒業論文
⑦その他、館長が指定した図書資料

⑷　図書の返却
　　借りている図書資料を返却する際は、カウンターの所定の場所に置き係りの確認を受けて下

さい。
⑸　 貸出期間の延長

①　卒業研究、保育実習及び演習に必要な図書は貸出期間を延長できるので、事前に係まで申
し出て下さい。

②　図書の借り替えは 2 回までとします。
⑹　貸出停止
　　期限までに借りている図書等が返却されていない場合は、貸出ができません。
　　他の利用者の迷惑となるので、延滞している方は速やかに返却してください。
⑺　紛失・破損
　　万一、借りている図書資料を紛失、破損したときは、現物もしくは相当代金で弁償していた

だきます。この際は速やかに申し出て下さい。
　　尚、返却期限が過ぎて 1 ヶ月以上返却されなかった場合は図書館入口の掲示板に名前を貼り

出し、なお返却がない場合には督促ハガキとともにハガキ郵送料 50 円を請求します。



138

３. 利用上のマナー

　　利用者は図書館員の指示に従うほか、次の事項を守って下さい。
①館内では静粛にし、他の利用者の迷惑となる行為はしない
②館内では飲食しない
③図書館資料や設備、備品等を大切に扱う

４．図書以外のコーナー

⑴　雑誌架
　　新しい情報源として学術雑誌を購入しています。雑誌架に並べられているものは最新号です

が、上に持ち上げていただくと、各雑誌のバックナンバーが入っています。雑誌によって入れ
てあるバックナンバーの巻数はまちまちですが、入っていない以前のものが必要な方はカウン
ターまでご相談ください。

⑵　新聞架
　　購読している新聞は 5 紙（朝日新聞、信濃毎日新聞、松本市民タイムス、福祉新聞、Asahi 

WEEKLY）です。その日の新聞はブラウジングコーナーの新聞架に、前日までのもの（過去
1 年～２年分）は DVD デッキ横の机の上にありますので自由に手にとってごらんください。

　　尚、古い新聞は積み重ねてあります。見終わった新聞は輪になっているほうを揃え、日付け
順に戻して置いてください。

⑶　新着図書
　　カウンター向かいに新着図書コーナーがあります。1 ヶ月ごとの新着情報を掲示し、受入を

済ませた図書は、1 ヶ月ほどこのコーナーに配架しています。
⑷　試験対策コーナー
　　幼児保育学科→公務員試験関係
　　介護福祉学科→介護福祉士国家試験関係
　　看護学科→看護師国家試験関係
　　以上の試験関係の書籍が別置されています。
⑸　視聴覚資料コーナー
　　CD・VT デッキ 2 台、　VT・DV デッキ 2 台があります。
　　CD・VT・DV は教材用のものしか入っていません。見たいものがありましたら持参してく

ださい。ヘッドホーンはカウンターに用意してあります。
⑹　楽譜
　　幼児保育学科で使用する基本の楽譜、ピース、童謡、唱歌のほか歌謡曲全集などが入ってい

ます。図書と同じ扱いで貸出します。
⑺　紙芝居
　　絵本書架の上に配置してあります。図書と同じ扱いで貸出します。
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5．複写サービス

⑴　複写は館内にセルフサービス式のコピー機が設置してあるので各自で行ってください。
　　但し、複写物の使用により著作権法上の問題が生じた場合はすべて当該複写をした者、及び

申し込みをした者がその責任を負うものとします。
⑵　図書館内の資料は館内で複写をし、絶対持ち出さないで下さい。
⑶　コピー機にトラブルが起きたときは、係に申し出て勝手な操作はしないで下さい。

６．レファレンスサービス

　　図書館の利用者が求める資料や情報を得ることができるように援助するためのサービスです。講
義や学習、読書の上での参考図書や資料の探し方など、わからないことがありましたら係りに相談
して下さい。

７．リクエストについて

　　図書館で所蔵していない資料の購入希望がある学生は、カウンター備え付けの用紙に必要事項を
記入し、カウンターまで申し出て下さい。すべて購入できるとは限りませんが、なるべくリクエス
トにはお答えしたいと考えています。

８．資料の探し方

⑴　本学図書館内の図書については、館内にある情報端末（2 台）から検索できます。
　　学術雑誌関係についてはカウンターまで問い合わせてください。
⑵　インターネットによる検索は館内にある１台のパソコンが利用可能です。この機械は検索専

用で Word・Excel などの利用は情報処理室で行ってください。

９．相互利用サービス

　　当館で所蔵していない資料については、他大学・短大・公立図書館などの資料を利用することが
できます。この場合は先方機関の規定による料金並びに、諸経費を支払うことになりますが、申込
者負担となります。

①　文献複写
　　カウンターに備えてある「文献複写申込書」に所定の事項を記入するか、ILL などの論文

データをプリントアウトし、学年・氏名を書き込んで、係りに申し込んで下さい。
②　現物貸出
　　国内の一部の図書館からは現物の貸出を受けることもできます。他館からの借受返却にと

もなう郵送料は実費です。
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図書館１階

絵本・紙しばい
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図書館 2 階




