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流通経済大学学則
第１章　総則

（目的）

第１条　本学は、教育基本法および学校教育法に則り、広く知識を授け人格の陶冶に努めるとともに、広く社会科学に関する学問を研
究教授し、もって産業の興隆と文化の発展に寄与すべき優秀な人材を養成することを目的とする。
（名称）

第２条　本学は、流通経済大学と称する。
（位置）

第３条　本学は、茨城県龍ケ崎市字平畑�20番地に位置する。

第２章　学部、学科の組織および修業年限
（学部および学科）

第４条　本学に次の学部および学科を置く。
	 	 経済学部	 経済学科
	 	 	 経営学科
	 	 社会学部	 社会学科
	 	 	 国際観光学科
	 	 流通情報学部	 流通情報学科
	 	 法学部	 ビジネス法学科
	 	 	 自治行政学科
	 	 スポーツ健康科学部	 スポーツ健康科学科

（学部および学科の目的）

第４条の2　本学は、学部および学科の目的を次のとおり定める。

経済学部 　経済学部では、経済学や経営学の専門知識を基礎に、広い国際的視野と的確な情報処理能力をそなえた
教養ある人材の養成を目的とする。
　経済学科では、経済・社会情勢を的確に見極めるための基礎知識を持ち、実践の場においてこれを応用
できる人材の養成を目的とする。
　経営学科では、経営学全般の基礎的理論の修得をはかり、さらに実践的教育をほどこすことを通して現
場の多様な課題に対応できるスペシャリストの養成を目的とする。

社会学部 　社会学部では、社会学的な素養を十分に身に付けた高度の教養人の養成を目的とする。
　社会学科では、産業、社会、文化、地域、教育、福祉等にかかわる諸問題に適切に対応しうる実証的な
思考能力と行動力を備えた人材の養成を目的とする。
　国際観光学科では、観光にかかわる生活、産業、社会、文化などの分野で、柔軟な思考能力と専門的な
知識を備えて活躍する国際的人材の養成を目的とする。

流通情報学部 　流通情報学部では、情報科学と流通科学との有機的統合をはかり、情報社会における流通の高度化に寄
与する人材の養成を目的とする。
　流通情報学科では、ロジスティクスの考え方を核として、広い視野を持って経済・社会システムをデザ
インすることができる人材の養成を目的とする。

法学部 　法学部では、法律の知識に基づく論理的思考やバランス感覚を身に付け、幅広く奥行きのある教養と人
間性をも備えた人材の養成を目的とする。
　ビジネス法学科では、企業活動における法令遵守や企業統治の現代的意義を深く理解し、ビジネス界で
実践できる人材の養成を目的とする。
　自治行政学科では、地方自治を担う人材を養成すべく、専門の法律や政治・行政について理解し、地方
自治に関わる分野で、法的思考力や政策形成能力を発揮できる人材の養成を目的とする。

スポーツ健康科学部 　スポーツ健康科学部では、スポーツと健康の領域に関して、人間力と生命の尊厳を柱に多様な経験と専
門知識をもって諸問題を積極的に解決できる人材の養成を目的とする。
　スポーツ健康科学科では、スポーツの競技力向上、青少年から高齢者にいたる健康の維持・増進活動、
学校教育や社会教育の推進に寄与できる人材の養成を目的とする。
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（修業年限）

第５条　本学の修業年限は、４年とする。ただし、休学期間を除き、在学年数は、８年を超えることができない。

第３章　学年、学期および休業日
（学年）

第６条　春学期入学者の学年は、４月１日に始まり、翌年３月3�日に終わる。
２　秋学期入学者の学年は、�0月１日に始まり、翌年９月30日に終わる。
（学期）

第７条　学年は、次の２期に分ける。
春学期　４月１日から９月30日まで
秋学期　�0月１日から翌年３月3�日まで

（休業日）

第８条　定期休業は、次のとおりとする。
（�）日曜日
（2）国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第�78号）に規定する休日
（3）本学創立記念日（��月１日）
（4）夏季休業　８月１日から９月30日まで
（5）冬季休業　�2月2�日から翌年１月�0日まで
（6）春季休業　２月�0日から３月3�日まで
（休業日の変更）

第９条　学長は、教授会の議を経て前条各号の休業日を変更し、または臨時に休業の日を定めることができる。
２　特に必要があるときは、休業中でも授業をすることがある。

第４章　授業科目および単位数
（授業科目および単位数）

第10条　本学において教授する授業科目および単位数は、別表Ⅰのとおり定める。

第５章　履修方法
（単位の計算方法）

第11条　単位の計算は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当
該授業科目による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により行う。
（�）講義および演習については、�5時間から30時間までの範囲で行われる授業をもって１単位とする。
（2）実験・実習および実技については、30時間から45時間までの範囲で行われる授業をもって１単位とする。
（履修方法）

第12条　卒業に必要な単位数は、経済学部�24単位、社会学部�24単位、流通情報学部�24単位、法学部�24単位、スポーツ健康科学部
�24単位とする。
　その内訳は、別表Ⅱのとおりとする。
（授業科目および担当教員の発表）

第13条　各授業科目の担当者、授業時間割等は、毎学年の始めにこれを公示する。学生は、これによって所定の期日までにその履修す
べき授業科目を選定して届け出なければならない。
（外国の大学等における修得単位等の取扱い）

第14条　学長は、教育上有益と認めるときは、外国の大学又はこれに準ずる高等教育機関（以下「外国の大学等」という。）で学修を
することを目的とする留学を許可した学生が当該外国の大学等において修得した単位を、別に定めるところにより、本学における授
業科目の履修により修得したものとみなす。

２　学長は、前項の規定により修得したものとみなした単位について、教授会の議を経て、30単位を限度として、卒業の要件となる単
位として認めることができる。
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第６章　試験、卒業および学位
（試験）

第15条　所定の科目を履修した者に対しては、毎学期末に試験を行う。ただし、教授会において平常点をもって試験に代えることを認
められた科目については、この限りではない。

２　前項の定期試験の外に教授会の決議によって臨時に試験を行うことがある。
（試験の方法）

第16条　試験の方法は、筆記試験、口述試験および論文考査の３種とし、教授会がこれを決定する。
（成績の評価）

第17条　試験の成績は、S・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの５級に分ち、S・Ａ・Ｂ・Ｃを合格としＤを不合格とする。
２　試験に合格した者には、その科目所定の単位を与える。
（卒業）

第18条　本学に４年以上在学して、所定の試験に合格し、所定の単位を取得した者は卒業とする。
（学位）

第19条　本学を卒業した者には、次の区分に従い、学士の学位を授与する。
経済学部	 経済学科	 学士（経済学）
	 経営学科	 学士（経営学）
社会学部	 社会学科	 学士（社会学）
	 国際観光学科	 学士（社会学）
流通情報学部	 流通情報学科	 学士（流通情報学）
法学部	 ビジネス法学科	 学士（法学）
	 自治行政学科	 学士（法学）
スポーツ健康科学部	 スポーツ健康科学科	 学士（スポーツ健康科学）

（教員免許状の取得資格）

第20条　教員免許状を得ようとする者は、第�2条に規定するもののほか、教育職員免許法および同法施行規則に定めるところにより所
定の単位を修得しなければならない。

　　各学部の各学科において取得することができる教育職員免許状の種類および履修要項は、「教職課程に関する規程」に定める。

第７章　収容定員
（収容定員）
第21条　本学の収容定員は、次のとおりとする。

学　　　部 学　　　科 入学定員 ２　年　次
編入学定員

３　年　次
編入学定員 収容定員

経 済 学 部
経 済 学 科 250名 － － �,000名
経 営 学 科 �50名 － － 600名

社 会 学 部
社 会 学 科 �50名 － － 600名
国 際 観 光 学 科 �20名 － 20名 520名

流 通 情 報 学 部 流 通 情 報 学 科 �60名 20名 �0名 720名

法 学 部
ビジネス法学科 �00名 － �0名 420名
自 治 行 政 学 科 �00名 － �0名 420名

スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 200名 800名
計 �,230名 20名 50名 5,080名
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第８章　職員の組織および職務
（職員の組織）

第22条　本学に、次の学長その他の教職員を置く。
学　長　
教　授　　
准教授　 （教育職員）
講　師
助　手
職　員　　　　（事務職員、技術職員、労務職員）

（学長その他の教育職員の職務）

第23条　学長は、校務を掌り、所属職員を統督する。
２　教授は、学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事する。
３　准教授は、学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事する。
４　講師は、教授または准教授に準ずる職務に従事する。
５　助手は、教授および准教授の職務を助ける。
（教育内容の改善のための組織的な研修等）

第24条　各学部は授業の内容および方法の改善を図るための組織的な研修および研究を実施するものとする。
（職員の職務）

第25条　職員は、学長の命をうけ、それぞれ大学の事務、技術または労務に従事する。

第９章　大学協議会、教授会および委員会
（大学協議会）

第26条　本学に、大学協議会を置く。
２　大学協議会に関する規則は別に定める
（教授会）

第27条　各学部に教授会を置く。
２　教授会は、学部に所属する専任の教授、准教授および講師をもって構成する。
３　教授会は、学部に係る次の事項を審議する。
（�）教育課程に関する事項
（2）学生の入学および卒業の認定に関する事項
（3）学生の学内試験に関する事項
（4）学生の学園生活に関する事項
（5）学生の賞罰に関する事項
（6）教員の任免、昇格および進退に関する事項
（7）教員の役職候補者の選考に関する事項
（8）その他学部の教育研究および運営に関する重要事項
４　前項以外の各学部の教授会に関する事項は、各学部規則で定める。
（全学教員会議）

第28条　本学に全学教員会議を置く。
２　全学教員会議の構成員は、本学専任の教授、准教授、講師とする。
３　全学教員会議は、次の場合にこれを開催する。
（�）本学の運営に関し、学長が全学の教員に対して方針または意見を伝達し、若しくは全学の教員の意見を徴する必要のあるとき。
（2）本学の運営に関して、教員が全学的な立場で意見を陳述する必要のあるとき。
４　前項以外の全学教員会議に関する事項は、全学教員会議規程で定める。
（委員会）

第29条　本学に学生委員会および図書館運営委員会その他必要な委員会を置く。
２　前項の各委員会に関する規則は、それぞれ別に定める。
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第10章　入学、休学、復学、留学、退学、編・転入学、転学部・転学科および再入学
（入学の時期）

第30条　入学の時期は、第６条に規定する各学年の始めとする。
（入学の資格）

第31条　本学に入学できる者の資格は、次の各号の一に該当する者とする。
（�）高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
（2）通常の課程による�2年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。）
（3）外国において、学校教育における�2年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
（4）文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者
（5）文部科学大臣の指定した者
（6）大学入学資格検定規程（昭和26年文部省令第�3号）により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者
（7）相当の年齢に達し、本学において高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
（入学志願者手続）

第32条　入学志願者は、所定の入学願書に、卒業証明書または卒業見込証明書、所定の調査書、写真および別に定める入学検定料を添
えて提出しなければならない。
（入学の許可）

第33条　入学の許可は、試験その他の選考方法により教授会の議を経て学長が行う。
（在学保証書）

第34条　入学許可を得た者は、別に定める入学金、授業料等を添えて保証人連署の在学保証書を提出しなければならない。
（保証人）

第35条　保証人は父母か近親とする。ただし、保証人が遠隔の地に在住する者は、別に本学の通知を受けたならば、直ちに出校できる
ところの副保証人をおかなければならない。

２　保証人に変更があったときは、その旨を届け出なければならない。
（休学）

第36条　病気その他の理由で引続き２ヵ月以上出席することができない場合は、その理由を具し、保証人連署で学長に願い出て休学す
ることができる。ただし、病気を理由とする休学願には、医師の診断書を添付しなければならない。
（休学期間）

第37条　休学は、２年以上にわたることができない。ただし、特別の事情がある場合には、引続き休学を許可することがある。
２　通算休学年数は、修学年限以内とする。
３　休学期間は、在学年数に算入しない。
（休学中の授業料）

第38条　休学中は、その期間の授業料を半額とすることができる。
（復学）

第39条　休学期間が満了し、または休学期間中に復学しようとする者は、理由書（病気を理由とする休学者は、医師の診断書）を添え、
願い出なければならない。
（留学）

第39条の2　学長は、教育上有益と認めるときは、学生が外国の大学等で学修をすることを目的とする留学を許可することができる。
２　前項により留学を許可された者が留学できる期間（以下「留学期間」という。）は、１年以内とする。ただし、やむを得ない事情
があると認められるときは、学長は、さらに１年以内に限り、留学期間の延長を許可することができる。

３　留学期間は、第�9条に定める在学期間に含めることができる。
４　前各項に規定するもののほか、留学に関し必要な事項は、別に定める。
（願い出による退学）

第40条　病気等やむを得ない事情により退学する場合は、保証人連署の上、学長に願い出なければならない。
（学費未納等による退学）

第41条　次の各号の一に該当する者は、学長はこれを退学とする。
（�）所定の学費の納入期限を過ぎ催告してもなお納入しない者
（2）第５条ただし書の規定する在学年数を超えた者
（3）第37条第２項の規定する通算休学年数を超えた者
（編・転入学）

第42条　他の大学から本学に編・転入学を願い出た者は、定員に余裕のある場合に限り、選考の上、編・転入学を許可することがある。
ただし、この場合は、他の大学において取得した授業科目および単位数ならびに在学年数の全部または一部を本学において換算する

学則・規則・規程.indb   5 14.3.5   0:32:16 PM



－ 6－

ことができる。
２　編・転入学者は、本学に２年以上在学しなければならない。
３　第１項の編・転入学者についての第５条に定める在学年数は、当該編・転入学者について本学最低限度在学しなければならないも
のとされた年数の２倍を超えてはならない。
（転学部・転学科）

第43条　転学部・転学科は、学部・学科の定員に余裕がある場合、学年の始めに許可することがある。
（再入学）

第44条　第40条および第4�条第１項第１号、第３号により退学した者が、再入学を願い出たときは、選考の上、これを許可することが
ある。この場合には、既修の科目の全部または一部を再び履修させることがある。
（死亡の届け出）

第45条　学生の死亡の届け出があった場合は、学長は学籍簿にその旨記載する。

第11章　賞罰
（褒賞）

第46条　次の各号の一に該当する者に対し、学長は、教授会の議を経て、これを褒賞することができる。
（�）成績優秀な者
（2）学生自治の向上に尽力した者
（3）学生の模範となるような行為のあった者
（懲戒）

第47条　学則その他本学の定める諸規則を守らず、学生の本分に反する行為のあった者に対し、学長は、教授会の議を経て、これを懲
戒する。

２　懲戒は、訓告、停学および退学とする。
３　次の各号の一に該当する者には、退学を命ずることがある。
（�）性行不良で改善の見込がないと認められる者
（2）学業を怠り、成業の見込がないと認められる者
（3）正当の理由がなくて出席が常でない者
（4）本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

第12章　委託学生、聴講生、科目等履修生および外国人留学生
（委託学生）

第48条　官公庁、外国政府または団体等から６カ月以上を在学期間として、その所属の職員につき、本学に委託を願い出たときは、当
該学科の教育および研究に妨げのない限り、選考の上、第30条ないし第32条の規定によらないで、委託学生として入学を許可するこ
とがある。

２　委託学生に関する規則は、別に定める。
（聴講生）

第49条　本学の入学資格を有する者で、本学所定の授業科目中１科目または数科目を選んで聴講を志願する者があるときは、当該学科
の教育および研究に妨げのない限り、選考の上、第30条および第32条の規定によらないで聴講生として入学を許可することがある。

２　聴講生に関する規則は、別に定める。
（科目等履修生）

第50条　本学の入学資格を有する者で、本学所定の授業科目中１科目または数科目の履修を志願する者があるときは、当該学科の教育
および研究に妨げのない限り、選考の上、第30条および第32条の規定によらないで、科目等履修生として入学を許可し、単位を授与
する。

２　前項の単位の授与については、第�8条の規定を準用する。
３　科目等履修生に関する規則は、別に定める。
（規定の準用）

第51条　委託学生、聴講生および科目等履修生については、本章および前条の規定に定めるほか、この学則中第５条、第�2条、第�9条、
第20条、第22条、第33条ないし第39条、第4�条ないし第45条を除き、正規の学生に関する規定を準用する。
（外国人留学生）

第52条　大学において教育を受ける目的をもって入国した外国人で、本学に入学を志願する者があるときは、別に定めるところにより、
選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。
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（特別聴講留学生の受け入れ）

第53条　本学と協定のある外国の大学の学生で、本学の授業科目の履修を希望し、当該大学の推薦のある者は、教授会の承認を経て、
特別聴講留学生として入学を許可することができる。

２　特別聴講留学生に関する規程は、別にこれを定める。

第13章　学費
（入学検定料）

第54条　本学に入学を志願する者は、第32条に定める手続と同時に別表Ⅲに定める入学検定料を納めなければならない。ただし、委託
学生、聴講生および科目等履修生については、別表Ⅲの金額の２分の１とする。
（学費）

第55条　入学金、授業料、施設拡充費およびその他の学費ならびに納入期日は、別表Ⅳおよび別表Ⅴのとおりとする。
（学費の返還）

第56条　中途退学者には、既納の学費は返還しない。

第14章　大学院
（大学院）

第57条　本学に大学院を置く。
２　大学院に置く研究科の名称及び課程は、次のとおりとする。

経済学研究科	 経済学専攻	 博士課程
社会学研究科	 社会学専攻	 博士課程
物流情報学研究科	 物流情報学専攻	 博士課程
法学研究科	 リーガルガバナンス専攻	 修士課程
スポーツ健康科学研究科	 スポーツ科学専攻	 修士課程

３　大学院に関する規則は、別に定める。

第15章　専攻科
（専攻科）

第58条　本学に専攻科を置く。
２　専攻科名は、次のとおりとする。

経済学専攻科	 経済学専攻
	 経営学専攻

３　専攻科に関する事項は、流通経済大学経済学専攻科学則を以ってこれを定める。

第16章　留学生別科
（留学生別科）

第59条　本学に留学生別科を置く。
２　留学生別科に置く課程は、次のとおりとする。

留学生別科	 日本語研修課程
３　留学生別科に関する事項は、流通経済大学留学生別科学則をもってこれを定める。

第17章　図書館および附属施設
（図書館）

第60条　本学に図書館を設け、図書その他の文献および研究資料を収集管理し、教職員および学生の閲覧に供する。
２　図書館に関する規則は、別に定める。
（附属研究所）

第61条　本学に次の研究所を置く。
（�）物流科学研究所
２　前項の研究所に関する規則は、別に定める。
（附属教育施設）

第62条　本学に次の教育施設を置く。
（�）国際言語教育センター
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（2）体育指導センター
２　前項の各教育施設に関する規則は、別に定める。

第18章　部局
（部局）

第63条　本学に次の部局を置く。
（�）総務部
（2）経理部
（3）教務部
（4）学生部
（5）教育学習支援センター
（6）国際交流センター
（7）就職支援センター
（8）入試センター
（9）総合情報センター
（�0）新松戸キャンパス総合事務センター
２　各部局に関する規則は、別に定める。

第19章　公開講座
（公開講座）

第64条　土曜、日曜または休暇等の適当な時期を選び、経済、輸送その他人文科学、社会科学、時事問題等に関する公開講座を開くこ
とがある。

第20章　厚生および保健施設
（保健室）

第65条　本学に保健室を置き、主として学生の保健衛生を管理する。
（運動場）

第66条　本学の運動場は、本学の学生、教職員に限り使用することができる。ただし、休業日には一般に開放することがある。

附　則

１．この学則は、昭和40年４月１日から施行する。
２	～	54　略
55．この改正は、平成25年４月１日から施行する。

別表Ⅲ

種　別 金　額

入学検定料 35,000円
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別表Ⅳ（学部入学生学費）

種　　　　　別 年　額 入　学　年　度 ２ 年 度 以 降 納 入 期 日

入 学 金 298,700円 指定された入学手続期間

授 業 料 年　額
76�,000円

前期　380,500円
後期　380,500円

前年度の金額にそれぞれ人
事院勧告（前年度）による
改訂率（ベア＋定昇率）を
乗じた額を加算した金額

（前期）新入生は指定された
入学手続期間、在学生は４
月20日まで。
（後期）	新入学生、在学生と
も�0月20日まで。

施 設 拡 充 費
経済学部、社会学部、
流通情報学部、法学部

年　額 �72,600円
新入生は指定された入学手
続期間、在学生は４月20日
まで。

施 設 拡 充 費
スポーツ健康科学部

年　額 276,�00円

課外活動振興費 年　額 �9,200円

※コンピュータ実習料として経済学部･社会学部･法学部は6,000円、流通情報学部は20,000円を加算、スポーツ健康科学部は実習料とし
て50,000円加算

別表Ⅴ　（委託学生、聴講生および科目等履修生学費）

区 分 委 託 学 生 聴 講 生

登 録 料 �6,000円 �6,000円

聴 講 料 １単位につき　	5,000円 １単位につき　	5,000円

区 分 科目等履修生

登 録 料 30,000円

授 業 料 １単位につき　�5,200円
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流通経済大学試験規則
第１条　定期試験は、春学期末および秋学期末に行う。
２　試験は、平常の成績またはレポートをもってこれに替えることがある。
第２条　受験資格は、原則として同一年度の各学期の授業時数の３分の２以上出席した者に与えられる。ただし、通年の科目について
は、原則として年間を通じ３分の２以上出席した者に受験資格が与えられる（通年科目の春学期の試験には春学期における出席が３
分の２未満であっても試験を受けることができる）。

第３条　試験の成績評価は、次による。
平成25年度（20�3年度）以降入学生適用
Ｓ（	秀	）	 90点以上
Ａ（	優	）	 80 ～ 89点
Ｂ（	良	）	 70 ～ 79点
Ｃ（	可	）	 60 ～ 69点
Ｄ（不可）	 59点以下（不合格）
平成24年度（20�2年度）以前入学生適用
Ｓ（	秀	）	 90点以上
Ａ（	優	）	 80 ～ 89点
Ｂ（	良	）	 60 ～ 79点
Ｃ（	可	）	 50 ～ 59点
Ｄ（不可）	 49点以下（不合格）

第４条　各学年において受験資格のある者が次の各号の事由により定期試験に欠席した場合には、教授会の承認を経て追試験を受ける
ことができる。
（�）天災その他の非常災害
（2）公共交通機関の突発事故
（3）負傷または疾病（医師の診断書を必要とする。ただし、通院の場合には、本人の氏名と治療日が記載された医療機関の領収書等
を提出することにより（コピー可）診断書の提出に替えることができる。この場合、当該治療日のみ有効とする。）

（4）忌引（一親等は7日まで、二親等は3日まで、三親等は2日まで）
（5）就職試験
（6）正課の資格課程にかかわる実習（教育実習、介護等体験、相談援助実習、保育実習）
（7）課外活動（世界大会、全国大会、国民体育大会、公式リーグ戦、関東大会等）
（8）裁判員の参加する刑事裁判に関する法律その他の法令に基づく公務
（9）その他教授会において相当と認める事由
第５条　前条の規定による追試験を受けようとする者は、欠席した試験が行われた日から起算して７日以内にその試験に欠席した事由
を証明する書類を添えて学長に願い出なければならない。

第６条　試験の結果不合格となった科目については、再履修するものとする。
第７条　再試験は原則として行わない。ただし、卒業年次の学生で、卒業に必要な単位が不足する者に対し、次の各号の要件をすべて
満す場合に限り、再試験を受けることを認めることがある。
（�）必修の卒業論文、卒業研究および演習の単位を修得していること
（2）卒業に必要な単位数が不足する場合、不足科目が４科目以内であること
（3）卒業年次に履修登録が行われている科目であること
（4）出席不良等の理由で評価不能とされた科目でないこと
（5）本人の申請があること
２　前項第２号の規定にかかわらず、５年以上在学した者の卒業に必要な単位数が不足する場合は、不足科目が６科目以内であること。
３　卒業年次の学生で、教職課程修了に必要な単位数が不足する者に対し、次の各号の要件をすべて満す場合に限り再試験を受けるこ
とを認める。
（�）卒業に必要な単位数を修得していること
（2）教育実習の単位を修得していること
（3）再試験の対象となる科目は、教科に関する科目のうちの必修科目または教職に関する科目のうちの必修科目（ただし、教育実習
を除く）のいずれかであること

（4）不足単位数は、教科に関する科目のうちの必修科目および教職に関する科目とも４単位以内であること
（5）受験できる科目数は、教科に関する科目のうち必修科目の場合は２科目以内、教職に関する科目の場合は１科目であること
（6）第１項第３号より第５号に定める要件
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４　卒業年次の学生で、資格取得等に関わる科目の単位が不足する者に対し別に定める特別措置により、再試験を受けることを認める
ことがある。

５　再試験の評価は、次による。
平成25年度（20�3年度）以降入学生適用
　最高69点とする。
平成24年度（20�2年度）以前入学生適用
　最高59点とする。

６　再試験料は別に定める。
第８条　試験中に不正行為があった場合には、原則としてその年度の総単位を無効とする。なお、学則に照して厳重な懲戒を行うこと
がある。

第９条　試験に関して必要な事項は、その都度掲示する。

附　則

１．この規則は、昭和46年４月１日から施行する。
２	～	９　略
�0．この規則（改正）は、平成25年４月１日から施行する。
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休学、復学、退学および再入学に関する規則
（趣旨）

第１条　学則に規定する休学、復学、退学および再入学の取扱いについては、学則に定めるもののほか、この規則による。
（休学等の決定および許可）

第２条　休学、復学、退学および再入学の決定ならびに許可は、教授会の議を経て学長がこれを行う。
（休学および復学）

第３条　学則第36条および第39条による休学ならびに復学の日付は、それぞれ願い出の日とする。
（休学中の授業料）

第４条　学則第38条による休学中の授業料は、前期または後期を通じて休学した場合に限り、当該期分について50％を減額する。
（願い出による退学）

第５条　学則第40条による退学の日付は、願い出た日とする。
（学費未納等による退学）

第６条　学則第4�条第１項第１号による退学の日付は、既納の学費の有効期間の末日とする。
２　学則第4�条第１項第２号による退学の日付は、在学年数を超えた日とする。
３　学則第4�条第１項第３号による退学の日付は、通算休学年数を超えた日とする。
（再入学の入学金等）

第７条　学則第44条による再入学の入学金は、再入学した年度の入学金の２分の１とする。
　　なお、授業料等の学費は、再入学した年度の当該年次の学費を適用する。
（懲戒による退学）

第８条　学則第47条による退学の日付は、教授会の決定があった日とする。

附　則
１．この規則は、昭和50年４月１日から施行する。
２	～	５　略
６．この規則（改正）は、平成22年４月１日から施行する。
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転学部に関する規則
第１条　学則第43条の規定による転学部の取扱いは、この規則の定めるところによる。
第２条　他の学部への転学部（以下「転部」という）は原則として３年次までとし、転部先の定員に余裕がある場合に限り許可するこ
とがある。

第３条　転部を希望する者は、所定の転部願により１月末日までに学長に願い出なければならない。ただし、出願資格を有する者は、
次の各号に掲げる要件を備えるかまたは備える見込みのある者とする。
（�）１年次に在籍し、受講した科目のうち35単位以上修得し、科目の過半数以上の評価が特に優秀であること
（2）２年次に在籍し、受講した科目のうち70単位以上修得し、科目の過半数以上の評価が特に優秀であること
第４条　転部希望者に対しては転部を希望する学部において、３月中に期日を定め面接及び書類審査により選考を行うものとする。
第５条　転部の可否の判定は、面接及び書類審査の結果をもとに当該学部教授会において行う。
第６条　転部の許可は教授会の議を経て学長が行う。

附　則

１．この規則は、平成元年４月１日から施行する。

転学科に関する規則
第１条　学則第43条の規定による転学科の取扱いは、この規則の定めるところによる。
第２条　他の学科への転学科（以下「転科」という。）は原則として３年次までとし、転科先の定員に余裕がある場合に限り許可する
ことがある。

第３条　転科を希望する者は所定の転科願いにより１月末日までに学部長に願い出なければならない。ただし、出願資格を有する者は、
次の各号に掲げる要件を備えるかまたは備える見込みのある者とする。
（�）１年次に在籍し、受講した科目のうち35単位以上修得し、勉学意欲が十分に認められること
（2）２年次に在籍し、受講した科目のうち70単位以上修得し、勉学意欲が十分に認められること
第４条　転科希望者に対しては転科を希望する学科において、３月中に期日を定め面接及び書類審査により選考を行うものとする。
第５条　転科の可否の判定は、面接及び書類審査の結果をもとに当該学部教授会において行う。
第６条　転科の許可は教授会の議を経て学部長が行う。

附　則

１．この規則は、平成元年４月１日から施行する。
２．この規則の施行に伴い、昭和50年３月26日制定の転学科に関する規則はこれを廃止する。
３．この規則（改正）は、平成�0年４月１日から施行する。
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科目等履修生に関する規則
第１条　学則第50条の規定による科目等履修生の取扱いは、この規則の定めるところとする。
第２条　科目等履修生の入学は、学則第６条に規定する各学年の始めにこれを許可する。ただし、学期の始めにおいても、入学を許可
することがある。

第３条　科目等履修生として入学を志願できる者の資格は、学則第3�条に定めるところとする。ただし、教育職員免許状取得を目的と
する科目等履修生の入学志願資格は、次の各号の一に該当するものとする。
（�）大学（短期大学を除く。）卒業者
（2）高等学校教諭一種免許状または中学校教諭一種免許状をもっている現職教員
（3）高等学校教諭の臨時免許状または中学校教諭二種免許状取得後３年以上の教職勤務年数を有し、高等学校教諭一種免許状または
中学校教諭一種免許状を取得しようとする現職教員

第４条　科目等履修生として入学を志願する者は、次に掲げる書類に入学検定料を添えて、学長に願い出なければならない。
（�）科目等履修生願書（本学所定のもの）
（2）最終学校の卒業証明書、成績証明書等本学が必要とするもの
（3）外国人登録済証明書またはこれに代わるもの（外国人のみ）
（4）健康診断書
２　出願の時期は、春学期と通年の入学志願者は、３月１日から３月�5日まで、秋学期の入学志願者は、８月27日から９月�0日までと
する。

第５条　科目等履修生の入学は、教授会の議を経て、学長がこれを許可する。
第６条　科目等履修生の履修科目についての取扱要項は別に定める。
第７条　科目等履修生の在学期間は、当該学年限りとする。ただし、秋学期に入学する者の在学期間は、当該学期限りとする。
２　引き続き履修を希望する者は、改めて願い出なければならない。
第８条　科目等履修生として入学を許可された者は、所定の期日までに登録料および授業料を納入して、入学手続を完了しなければな
らない。ただし、本学卒業者については、登録料を免除する。

２　前条２項の規定により、引き続き履修を希望する者については、入学検定料および登録料を免除する。
第９条　既納の入学検定料、登録料および授業料は、これを返還しない。
第10条　入学手続を完了した者に対しては、入学許可書等を交付する。
第11条　科目等履修生は、履修した科目について学則第�6条、第�7条により試験を受けなければならない。
第12条　前条の試験に合格した者には、学則第�8条により単位を与え、単位修得証明書を交付する。

附　則

１．この規則は、平成９年４月１日から施行する。
２	～	３　略
４．この規則（改正）は、平成�8年４月１日から施行する。
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委託学生および聴講生に関する規則
第１条　学則第48条および第49条の規定による委託学生および聴講生の取り扱いは、この規則の定めるところとする。
第２条　委託学生および聴講生の入学は、学則第６条に規定する各学年の始めにこれを許可する。
第３条　委託学生または聴講生として入学を志願できる者の資格は、次の各号の一に該当するものとする。
（�）高等学校卒業者またはこれと同等以上の学力がある者
（2）社会的経験により上記と同等以上の能力があると認められる者
（3）その他教授会で適当と認めた者
第４条　委託学生または聴講生として入学を志願する者は、次にあげる書類に入学検定料を添えて、学長に願い出なければならない。
（�）委託・聴講生願書（本学所定のもの）
（2）最終学校の卒業証明書
（3）委託書（委託学生のみ）
（4）外国人登録済証明書またはこれに代わるもの（外国人のみ）
（5）健康診断書
２　出願の時期は、春学期と通年の入学志願者は、３月１日から３月�5日まで、秋学期の入学志願者は、８月27日から９月�0日までと
する。

第５条　委託学生および聴講生の入学は、教授会の議を経て、学長がこれを許可する。
第６条　聴講生の聴講科目についての取扱要項は別に定める。
第７条　委託学生および聴講生の在学の期間は、当該学年限りとする。ただし、秋学期に入学する者の在学期間は当該学期限りとする。
２　引き続き聴講を希望する者は、改めて願い出なければならない。
第８条　委託学生または聴講生として入学を許可された者は、所定の期日までに登録料および聴講料を納入して、入学手続を完了しな
ければならない。ただし、本学卒業生については、登録料を免除する。

２　前条２項の規定により、引き続き聴講しようとする者については、入学検定料および登録料を免除する。
第９条　既納の入学検定料、登録料および聴講料は、これを返還しない。
第10条　入学手続を完了した者に対しては、入学許可書等を交付する。
第11条　委託学生および聴講生は、聴講した科目について試験を受けることができる。
２　前項の試験に合格した者には、願い出により聴講証明書を交付する。ただし、単位は付与しない。

附　則

１．この規則は、昭和42年４月１日から施行する。

２	～	９　略

�0．この規則（改正）は、平成�8年４月１日から施行する。
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外国人聴講生に関する規則
第１条　外国人の留学を目的とした聴講生（以下「外国人聴講生」という。）の取り扱いは、本学学則第49条、第50条、第5�条、第52
条および第54条但書の規定による外、この規則によるものとする。

第２条　外国人聴講生の入学は、学則第６条に規定する各学年の始めとする。
第３条　外国人聴講生の入学資格は、外国籍を有する者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、日本語の講義を理解できる能力を有
する者とする。
（�）外国において学校教育における�2年の課程を修了した者
（2）前号に準ずる者で文部科学大臣の指定した者
（3）相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
第４条　外国人聴講生として入学を志願する者は、次の書類に検定料を添えて提出しなければならない。
（�）本学所定の願書（自筆のもの）
（2）履歴書（自筆のもの）
（3）最終学校の卒業証明書および学業成績証明書
（4）健康診断書（最近３ヵ月以内に診断したもの）
（5）外国人登録済証明書またはこれに代わるもの
２　出願の時期は、春学期と通年の入学志願者は３月１日から３月�5日まで、秋学期の入学志願者は、８月27日から９月�0日までとする。
第５条　選考の方法は、外国人聴講生としての能力、適性、勉学意欲について、面接を実施し、かつ作文を課して判定する。
第６条　外国人聴講生の入学許可は、前条の選考の結果に基づき、教授会の議を経て、学長が行う。
第７条　外国人聴講生の聴講科目・聴講時間等についての取扱要項は別に定める。
第８条　外国人聴講生の在学の期間は、当該年度限りとし、引き続き聴講しようとする者は改めて願い出なければならない。
第９条　外国人聴講生として入学を許可された者は、直ちに入学金および聴講料を納入して、入学手続を完了しなければならない。た
だし、本学卒業者については、入学金を免除する。

２　前条後段の規定により、引き続き聴講しようとする者については、検定料および入学金を免除する。
第10条　既納の検定料、入学金および聴講料は、これを返還しない。
第11条　外国人聴講生に対し、事情により、課外活動振興費、施設拡充費等を、正規の学生に準じて徴収することがある。
第12条　入学手続を完了した者に対しては、入学許可書等を交付する。
第13条　外国人聴講生は、聴講した科目について試験を受けることができる。
２　前項の試験に合格した者には、願い出により聴講証明書を交付する。ただし、単位を付与しない。

附　則

１．この規則は、平成３年３月１日から施行する。
２．この規則（改正）は、平成�7年４月１日から施行する。
３．この規則（改正）は、平成�8年４月１日から施行する。
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外国人留学生に関する規則
第１条　学則第52条の規定による外国人留学生については、この規則の定めるところによる。
第２条　外国人留学生の入学の時期は、原則として学年の始めとする。
第３条　外国人留学生の入学資格は、�8歳に達した者で、外国において学校教育における�2年の課程を修了した者またはこれに準ずる
者で、文部科学大臣の指定した者。

第４条　外国人留学生として入学を志願する者は、入学願書に所定の入学検定料および次に掲げる書類を添えて願い出なければならな
い。
（�）日本語による履歴書
（2）外国において学校教育における�2年の課程を修了した者は、最終学校の卒業証明書および学業成績証明書。ただし、外国におい
て学校教育における�2年の課程を修了した者に準ずる者のうち、当該国の検定に合格した者は、検定合格通知書。また文部科学
省指定の日本語学校修了を必要とする者は、最終学校の卒業証明書および学業成績証明書ならびに日本語学校の修了証明書

（3）２名の日本在住保証人（１名は必ず日本人）による身元保証書
２　前項のほか、最終学校長の推薦書の提出を求めることができる。
３　出願の時期は、別に定める。
第５条　選考方法は、書類審査、学力検査および面接とする。選考の結果教授会の議を経て、学長が入学を許可する。ただし、特別の
事情がある時は、書類審査において適当と認められる者に対し、教授会の議を経て学長が特別に入学を許可することができる。

第６条　学力検査は、本学が必要と認める科目につき、筆答または口答の方法により行う。
２　入学後、教授会が適当と認めたときは、学長は、学部の学生を聴講生に身分変更を命ずることができるほか、履修上特別の指示を
することができる。

第７条　入学を許可された者は、所定の期日までに入学手続を完了しなければならない。
２　入学手続に必要な書類および納付金は、次のとおりである。
（�）誓約書（本学所定の様式による）
（2）外国人登録済証明書
（3）学生身上記録（本学所定の様式による）
（4）写真２枚
（5）入学手続時の納付金総額
第８条　外国人留学生のうち、編・転入学を希望する者に対しては、手続に関しては本規則を、試験に関しては、本学の編・転入学に
関する規則を準用する。

第９条　外国人留学生の教科課程については、大学設置基準第46条の規定に基づき、特別の措置を行うことができる。
第10条　この規則に定めるもののほか、外国人留学生に関し必要な事項は、学則および諸規則の関係条項を準用する。

附　則

１．この規則は、昭和5�年��月１日から施行する。
２	～	４　略
５．この規則（改正）は、昭和57年２月９日から施行する。
６．この規則（改正）は、平成22年４月１日から施行する。
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編・転入学に関する規則
（編・転入）

第１条　編・転入学において編・転入する学年は、原則として本人の希望にかかわらず、２ないし３学年のうち、学力相応の学年とする。
（編・転入学の受験資格）

第２条　本学の編・転入資格は次のとおりである。
２　２学年編・転入
（�）短期大学・高等専門学校を卒業した者または卒業見込みの者
（2）大学・短期大学に１年以上在学し、３月末時点で、修得または修得見込み単位が25単位以上の者
３　３学年編・転入
（�）短期大学・高等専門学校を卒業した者または卒業見込みの者
（2）大学に２年以上在学し、３月末時点で、修得または修得見込み単位が50単位以上の者

（単位の換算）
第３条　他大学等で履修した授業科目および単位は、学則第42条により、その内容に応じて本学の授業科目および単位に変更または換
算することができる。
（編・転入学入学試験実施要領）

第４条　編・転入学入学試験実施要領については、学則第42条および本則にもとづき、細部を定めることができる。
第５条　学則第42条による編・転入学の時期は、学年の始めとする。

附　則

１．この規則は、昭和54年�0月２日から施行する。
２	～	３　略
４．この規則（改正）は、平成９年４月１日から施行する。
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図書館利用規程
第１章　総則

第１条　流通経済大学図書館（以下「図書館」という。）の管理する図書館資料（以下「資料」という。）は、次のとおりとする。
（�）一般図書、逐次刊行物、参考図書、マイクロフィルム、視聴覚資料およびその他の資料
（2）各研究室備付の特定研究図書
（3）祭魚洞文庫
第２条　図書館利用者は、次のとおりとする。
（�）本学教職員（付属柏高等学校教職員を含む。）
（2）本学学生
（3）本学旧専任教職員
（4）本学卒業生
（5）館長の許可を得た者
第３条　図書館は次の日を除き毎日開館するものとする。
（�）日曜日
（2）国の定める祝日および休日
（3）本学創立記念日（��月１日）
（4）�2月28日より翌年１月５日まで
第４条　龍ケ崎図書館の開館時間は、次のとおりとする。
（�）平　日　　午前９時から午後７時まで（休業期間中は午後５時まで）
（2）土曜日　　午前９時より午後１時まで
　ただし、必要により臨時に変更することがある。

２　新松戸図書館の開館時間は、次のとおりとする。
（�）平　日　　午前９時から午後７時まで（休業期間中は午後５時まで）
（2）土曜日　　午前９時より午後１時まで。
　ただし、必要により臨時に変更することがある。

第５条　特定研究図書は、各教員が保管するものとする。
２　図書館の図書整備の必要上、特定研究図書を調査照合することがある。
第６条　祭魚洞文庫の利用については、別に定める。

第２章　館内閲覧
第７条　利用者は、図書館資料を係員の指示に従い、館内の所定の場所で閲覧することができる。
第８条　図書館内においては、次の事項を守らなければならない。
（�）常に静粛を保ち、他の閲覧者の妨害となるような一切の行為をしないこと
（2）書架上の資料の排列を乱さないこと
（3）図書・器具その他の設備品を破損・汚染しないこと。また、係員の許可なく配置を変えたり、目的外のことに使用しないこと
（4）喫煙飲食をしないこと
（5）その他、係員の指示に従うこと
第９条　館長の許可を得た者が図書館の資料を利用する場合は、第７条の規程に従う。

第３章　館外貸出
第10条　利用者は、図書館資料を館外に帯出しようとするときは、下記要領に従って館外貸出を受けることができる。帯出とは、資料
を正規の手続きを経て持ち出すことをいう。

第11条　次の資料は原則として館外貸出を行わない。
（�）参考図書
（2）貴重書、禁帯出に指定されている図書
（3）マイクロフィルム
（4）視聴覚資料
（5）未整理の図書
第12条　教職員が館外貸出を受けることができる資料の冊数および期間は、次のとおりとする。
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（�）一般図書は、原則として300冊を限り、各冊について１ケ年以内
　ただし、付属柏高等学校教職員及び非常勤教職員、旧専任教職員については、�0冊を限り、各冊について３ケ月以内
（2）逐次刊行物（新着雑誌を除く）は、原則として�0冊を限り、各冊について翌週の同曜日まで
　ただし、付属柏高等学校の教職員及び非常勤教職員、旧専任教職員については、３冊を限り、各冊について翌週の同曜日まで

２　館長が必要と認めた場合、適宜冊数を増減し、また期間を伸縮することがある。
第13条　学生が館外貸出を受けることのできる資料の冊数および期間は、次のとおりとする。
（�）一般図書は、原則として大学院生は30冊を限り、各冊について１ケ月以内、学部学生は、１年生から４年生が�0冊を限り、各冊
について2週間目の同曜日まで、科目等履修生、別科学生、専攻科生については別に定める。

（2）逐次刊行物は、原則として館外貸出を受けることができない
２　館長が必要と認めた場合、適宜冊数を増減し、また期間を伸縮することがある。
第14条　卒業生が館外貸出を受けることのできる資料の冊数および期間は、次のとおりとする。
（�）一般図書は、３冊を限り、各冊について２週目の同曜日まで
（2）逐次刊行物は、原則として館外貸出を受けることができない
第15条　館長の許可を得た者については、別に定める要領に従い、館外貸出を認めるものとする。
第16条　館外貸出を受けた者は、その図書の保管の責任を負い、所定の期日までに必ず返納しなければならない。
２　所定の期限後、なお引続き同一図書の貸出を希望するときは、他に利用申込のない場合に限り、継続の手続きを経て利用すること
ができる。

第17条　館外貸出を受けた図書は、他人に転貸してはならない。
第18条　館外貸出の所定の期日以前であっても図書の点検、整備等図書館の必要に応じて臨時に図書の返納を求めることがある。
第19条　教職員は退職、休職等の場合、直ちに帯出中の図書を返納しなければならない。
第20条　学生は、休学、退学、転学および卒業のとき、または停学に処せられた場合、直ちに帯出中の図書を返納しなければならない。

第４章　寄託
第21条　寄託資料の利用は、特別の条件のあるもののほか、図書館の所蔵する資料と同一の取扱いとする。

第５章　複写
第22条　資料を複写する者は、著作権に関する一切の責任を負うものとする。

第６章　罰則
第23条　第８条に定める遵守事項を守らない者に対しては、館長の指定する期間、図書館の利用を停止することがある。
第24条　貸出期限を超過した者に対しては、超過日数に相当する期間、館外貸出を停止する。
第25条　図書を紛失、破損または汚染したときは、速やかに係員に届け出なければならない。その事由により同一図書、または相当価
格で弁償させることがある。

第７章　改廃
第26条　この規程の改廃は、図書館運営委員会の議を経て学長が行う。

附　則

１．この規則は、昭和42年７月��日から施行する。
２	～	�0　略
��．この規則（改正）は、平成25年４月１日から施行する。
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