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入 学 手 続 要 項



入学手続きは、

  入学手続き情報入力 ＋ 入学金・施設設備費の納入 ＋ 各種書類の提出
 
という流れになります。  その後、高等学校等の卒業証明書を郵送していただき、全ての入学手続きが完了します。　

筑紫女学園大学　入学手続きの概要

入学手続きの手順

はじめに

STEP１

筑紫女学園大学ホームページ

http://www.chikushi-u.ac.jp/ からアクセス

インターネット入学手続きサイトにアクセス

STEP２ 入学手続き情報入力

⇒ 入学手続き完了メールの受信

① 受験番号・入学学科/コースを間違えると入学手続きができませんので、特に注意してく
ださい。

② 入学手続きには、パソコンのメールアドレスが必要です。本学からのメールが受信でき
ない場合は、次のステップへ進めませんので、メールアドレスの取得（Gmail、Yahoo
メールなど）をお願いします。

③ ご入力完了時に登録完了メールを配信します。

※入学金・施設設備費の納入は、手続き締切日までに行っていただきますようお願いします。
※各種書類は、手続き締切日（当日消印有効）までにご郵送ください。

各入試の入学手続き締切日は下表のとおりです。

入試区分　 手続き締切日 入試区分　 手続き締切日

特別（社会人/外国人留学生）1期、
編入学１期、大学院１期
指定校推薦入試

併　設　校　A

公募推薦入試A

公募推薦入試B

併　設　校　B

自己推薦入試（1期）

一般入試（前期日程）

2017年10月31日（火）

2017年12月　1日（金）

2017年12月　1日（金）

2018年 1月11日（木）

2018年　1月11日（木）

2018年　1月11日（木）

2018年 1月11日（木）

2018年　2月26日（月）

ｾﾝﾀｰ試験利用入試（1期）

センタープラス型入試

特別（社会人/外国人留学生）2期、
編入学2期、海外帰国生、
大学院2期

ｾﾝﾀｰ試験利用入試（2期）

一般入試（後期日程）

自己推薦入試（2期）

ｾﾝﾀｰ試験利用入試（3期）

2018年　2月26日（月）

2018年 2月26日（月）

2018年 3月 2日（金）

2018年 3月13日（火）

2018年 3月23日（金）

2018年 3月23日（金）

2018年 3月23日（金）



STEP４ 各種書類の記入・提出（郵送）

STEP５

① WEBサイトによる入学手続き情報入力

② 入学金・施設設備費の納入

③ 各種書類の提出

以上3点の確認が取れた方へご登録いただいたメールアドレスに「入学手続き完了メール」を大学から送信します。
メールの送信は各入試区分の入学手続き締切日から1週間以内に送信します。メール送信予定日を過ぎても受信
できていない場合は、恐れ入りますが、学生課までご連絡ください。

入学手続き完了メールの受信

STEP６ 高等学校等卒業証明書の送付

STEP３ 入学金・施設設備費の納入
入学金・施設設備費の支払い方法は、下表のとおり「現金でのお支払い」・「預金口座からのお支払い」・
「口座振替でのお支払い」の3通りです。インターネット入力手続きで支払い方法を選択し、画面で示さ
れた支払い期限までに取扱窓口にて納入ください。なお、支払い方法によって取扱窓口が異なりますの
で、ご注意ください。

■注意　
　・納入締切は、STEP2 「入学手続き情報入力」の３日後です。なお、最終締切は各入試区分の入学手続締切日です。
　・お支払いのために必要な各種番号は出力するなどして手元に控えてください。
　・入学金・施設設備費の他に、振込手数料が必要です。
　・納入後に受信する「支払完了通知メール」に記載されたURLにアクセスし、支払いの完了を確認してください。

現　　　金 コンビニエンスストアの店頭レジ、または店頭設置の端末機を利用

各金融機関・ゆうちょ銀行のATMから「Pay-easy（ペイジー）」を利用

ネットバンキングを利用（事前に利用契約が必要です）

（セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・サークルKサンクス・ミニストップ・デイリーヤマザキ・スリーエフ）

預 金 口 座
（通帳またはキャッシュカード利用）

口 座 振 替

支払方法 取扱窓口 参　照

高等学校等（前籍学校）の卒業証明書を2018年3月23日（金）までに、合格通知に同封されている送付用宛名用紙
（卒業証明書用）を切り取り、市販の封筒に貼り付けて簡易書留で郵送してください。
卒業証明書等が、各入学試験の入学手続き締切日までに入手可能な場合は、他の入学手続き書類とともにお送り
ください。
※ STEP5 の入学手続き完了メールを受け取った方でも、この手続きを怠ると入学資格を失うことがありますので、ご注意ください。

② 提出が必要な書類は、
□誓約書（必要事項の自筆での記入と捺印が必要。保証人は情報入力した氏名をご記入ください。）　
□学生証用写真票
　（学生証用写真は縦4cm×横3cmで正面上半身／脱帽／無背景／高校の制服ではない写真を貼付し
　てください。）　
□本人の住民票（本籍地記載、社会保障・税番号（マイナンバー）未記載）※3ヵ月以内のもの

① 合格通知に同封している誓約書、学生証用写真票／送付用宛名用紙に必要事項を記入してください。

③ ②の書類を送付用宛名用紙を貼り付けた角2封筒に入れ、
簡易書留で手続き締切日までに郵送してください。

　 （当日消印有効）

 STEP4 までの手続きを、各入学試験の
手続き締切日までに完了してください。



STEP１　インターネット入学手続きサイトにアクセス

STEP２　入学手続き情報入力

筑紫女学園大学ホームページ
▶ http://www.chikushi-u.ac.jp/　からアクセス

入学手続きサイトにアクセスする。

❶入学手続きを始める。

❷入学手続き先を入力する。

「入学手続きを始める」を
クリック。

クリックして次に進む。

入試区分、学部、学科を
プルダウンで選択して
ください。

推薦入試特待生採用者、
特例措置対象者以外の
方は「上記に該当しない
受験生の方」を選択して
ください。

入学手続きの詳しい手順



❸留意事項に同意する。

留意事項を確認後、□に
チェックを入れて、
「次へ」をクリック。

❹基本情報を入力する。

フリガナは
全角カタカナで入力。

数字は半角で入力しないと
エラーとなり次に進めま
せん。

郵便番号にはハイフンを
付けずに入力してくだ
さい。



1.のプルダウンで高校の
　所在地を選択。
2.で高校の頭文字を選択。
3.のプルダウンで高校名
　を選択してください。

携帯ではなく、パソコンの
メールアドレスを入力して
ください。

入力情報に間違いないか
確認後、□にチェックを
入れてください。

郵便番号にはハイフンを
付けずに入力してくだ
さい。

入力情報に間違いないか
確認後、□にチェックを
入れてください。

必須項目に入力がないと
次の画面に進むことがで
きません。入力確認後、
「次へ」をクリック。

保証人は、提出書類の誓約書
に記入していただく方を入
力してください。（原則とし
て父母またはそれに代わる
方とします。）

メールアドレス入力後、
「テストメール送信」を
クリックし、メール受信
を確認してください。
確認後□にチェックを入
れてください。



同居している家族全員に
ついて入力してください。



入力情報1～6の内容が
間違いないかを確認後、
「次へ」をクリック。

❺受付番号を確認する／登録完了通知メールを受信する。

重要な内容ですので必ず
お読みください。

「引き続き支払う」を
クリックしてお支払い
手続きにお進みください。

STEP２はここまでです。



❶お支払内容を確認する。

STEP３　入学金・施設設備費の納入

Ⓑセブンイレブンでのお支払いを選択した場合

セブンイレブンでのお支
払いを希望される場合
こちらを1回だけクリック

※詳細は次ページ以降参照

支払い期限はSTEP2
「入学手続き情報入力」の
3日後となっています。

Ⓑ

Ⓐ

コンビニエンスストア
（セブンイレブン以外）、
金融機関ATM（ペイジー）、
ネットバンキングでの
お支払いの場合こちらを
1回だけクリック

番号はメモし、お支払い
の際持参してください。



お支払先を選択して
ください。
（希望のボタンをクリック）

クリック後、お支払方法ごとの
利用手順ページに推移します。
手順に沿って処理を進めてく
ださい。

Ⓐコンビニエンスストア（セブンイレブン以外）、金融機関ATM（ペイジー）、
　ネットバンキングでのお支払いを選択した場合

Ⓐ

このページを印刷、または
お支払金額やお支払期限、
受付番号を控えるなどして
必ず保管してください。



金融機関ATM
〈pay-easy（ペイジー）〉
でお支払いの場合

番号はメモし、お支払い
の際持参してください。



ネットバンキング
（口座振替）で
お支払いの場合

入学手続金振替制度 振 替

納入した入学手続金を、他の学科・コースに振り替えることができる制度です。合格後、
すでに入学手続金を納入している場合、新たに合格した他学科・コースの入学手続金に
振り替えることができます。



● ローソン（Loppiでのお支払い）

下記①～③のいずれかの方法でお支払いの上、領収書を必ず受け取ってください。

①｢各種サービスメニュー｣を選択。
②｢各種代金・インターネット受付・
　スマートピットのお支払い｣を選択。
③｢各種代金お支払い｣を選択。
④マルチペイメントサービスを選択。
⑤お客様番号、確認番号を入力。
⑥端末から出力されたレシートを持って、レジで
　お支払いください。

● ファミリーマート（famiポートでのお支払い）
①｢代金支払い｣を選択。
②｢各種番号をお持ちの方はこちら｣を選択。
③お客様番号、確認番号を入力。
④端末から出力されたレシートを持って、レジでお支
　払いください。

①レジで「インターネット代金支払い」と
　お伝えください。
②「払い込み番号（13桁）」を提示して
　お支払いください。

● サークルK・サンクス
　(カルワザ ステーションでのお支払い)

● セイコーマート
　（クラブステーションでのお支払い）

● セブンイレブン（店頭レジでのお支払い）

①｢インターネット受付・各種代金お支払い｣を選択。
②オンライン決済番号を入力。
③端末から出力されたレシートを持って、レジでお支
　払いください。

● デイリーヤマザキ/スリーエフ
　（店頭レジでのお支払い）
①レジで｢オンライン決済｣とお伝えください。
②レジ画面でオンライン決済番号を入力。
③内容確認後、レジでお支払いください。

● 各金融機関・ゆうちょ銀行・
　Pay-easy（ペイジー）を利用

①｢税金・各種料金〈Pay-easy（ペイジー）〉｣を選択。
②収納機関番号を入力。
③お客様番号、確認番号を入力。
④支払方法を選択（通帳またはキャッシュカード）
　し、入学金・施設設備費をお支払いください。
⑤ご利用明細を必ずお受け取りください。

※ご利用には、ネットバンクの利用契約が必要です。
①ネット出願サイトの「お支払い内容/ネットバンキングでの
　お支払い」より「ネットバンキング」を選択。
②金融機関（都市銀行・地方銀行・農協など）を選択しログイン。
③支払方法を確認し、入学金・施設設備費をお支払いください。

① コンビニエンスストアの店頭レジ・店頭設置端末でのお支払い [現金支払]

② 金融機関ATM〈Pay-easy（ペイジー）〉
　 でのお支払い

③ [口座振替]ネットバンキング 
　〈Pay-easy（ペイジー）・ネット専業銀行でのお支払い〉

お支払いについての留意事項

● 入学金・施設設備費の他に、振込手数料が必要です。　　
● コンビニエンスストア設置のATMはご利用いただけません。
● コンビニエンスストアでは、現金でお支払いください。
● 一度納入した入学金・施設設備費は、理由の如何にかかわらず返金いたしません。

①｢各種支払い｣を選択。
②｢オンライン決済番号を入力
　してお支払い｣を選択。
③オンライン決済番号を入力。
④端末から出力されたレシートを持って、レジで
　お支払いください。

● ネットバンキング〈Pay-easy（ペイジー）・
　ネット専業銀行〉を利用



❷お支払いの完了を確認する。

STEP3はここまでです。

STEP2⑤で表示された受
付番号・生年月日・登録した
メールアドレスを入力して
ログイン。

TOP画面より、○で囲んだ
ボタンをクリックし、ログイ
ンしてください。

入学手続き入力内容確認
シートを出力し、入力内容の
控えとして保管しておいて
ください。

入学手続きをする試験区分・
学部・学科をもう一度確認し
てください。

入学金・施設設備費の入金が
完了しているかを確認して
ください。



STEP４　各種書類の記入・提出（郵送）

STEP５　入学手続き完了メールの受信

①合格通知に同封している誓約書、学生証用
写真票／送付用宛名用紙に、必要事項を記
入してください。

・誓約書（必要事項の自筆でのご記入と捺
印が必要です。保証人は、情報入力した
氏名をご記入ください。）

・学生証用写真票
　（学生証用の写真は、縦 4cm× 横 3cm
で正面上半身 /脱帽 /無背景 /高校の制
服ではない写真を貼付してください。

・本人の住民票（本籍地記載、社会保障・
  税番号（マイナンバー）未記載）
  ※3ヵ月以内のもの

③送付用宛名用紙を切り取って市販の角２封

筒にしっかりと貼り付け、②の書類を簡易
書留で手続き締切日までに郵送してくださ
い。（当日消印有効）

①ＷＥＢサイトによる入学手続き情報入力
②入学金・施設設備費の納入
③各種書類の提出

以上３点の確認が取れた方へ、ご登録いただいたメールアドレスに「入学手続き完了メール」を大学から
送信します。メールの送信は、各入試区分の入学手続き締切日から 1週間以内を予定しています。メール送
信予定日を過ぎても受信できていない場合は、恐れ入りますが、学生課までご連絡ください。
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②提出が必要な書類は、



入学辞退

STEP６　高等学校等卒業証明書の送付

　高等学校等（前籍学校）の卒業証明書を
2018年3月23日（金）までに簡易書留で学生
課へ郵送してください。
　合格通知に同封している送付用宛名用紙
（卒業証明書用）を切り取って市販の封筒（長
3）に貼り付けて送付してください。
　卒業証明書等が、各入学試験の入学手続き
締切日までに入手可能な場合は、他の提出書
類とともにお送りください。
　「入学手続き完了メール」を受け取った方
でも、この手続きを怠ると入学資格を失うこ
とがありますのでご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

       

 

次の①～③のいずれかに該当する場合は、入学を辞退したものとして取り扱い、入学資格を取り消します。

　①WEBシステムによる入学手続き情報入力を期日までに行わなかった場合
　②入学金・施設設備費の納入を期日までに行わなかった場合
　③各種書類の提出を期日までに行わなかった場合

　入学手続き完了後、本学への入学を辞退される場合は、学生課までお電話でご連絡ください。
　辞退のお申し出をいただき、2018年3月31日（土）17時必着にて辞退申請書類を提出いただいた場合は、施
設設備費（10万円）を返金いたします。期日を過ぎた辞退の場合は、納入いただいた施設設備費は返金できませ
ん。入学辞退手続きと返金日の日程は下表をご参照ください。返金についてのお手続きは、お電話をいただいた
際に別途ご案内いたします。

＜入学辞退に関する日程表＞
入学辞退のご連絡 返　金　日入学辞退申請書類のご提出

2018年3月9日（金）17：00まで 2018年3月14日（水）17：00まで

2018年3月12日（月）
　～2018年3月28日（水）17：00まで 2018年3月31日（土）17：00まで

2018年3月末日

2018年4月末日

※推薦入試等の専願制入試の合格者は、入学辞退ならびに施設設備費返還の対象外ですのでご注意ください。
※入学辞退申請書が2018年3月31日までに提出されない場合は、いかなる理由があっても施設設備費の返金はいたしません。
※提出済みの書類については本学が責任を持って廃棄いたします。返却はいたしませんので、ご了承ください。
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校　納　金

1 年次（2018 年度）の校納金振込用紙は、入学式当日にお渡しいたします。注意事項をよくお読みのうえ、
必ず納入期限までに納入してください。

前期：2018年 4月25日（水）　　  　　後期：2018年 10月 25日（木）

＜校納金表＞

文学部・現代社会学部

文学部・現代社会学部

心理・社会福祉専攻

初等教育・保育専攻

心理・社会福祉専攻

初等教育・保育専攻

心理・社会福祉専攻

初等教育・保育専攻

360,000円

375,000円

100,000円

5,000円

15,000円

3,500円

3,000円

2,430円

5,000円

360,000円

5,000円

360,000円

10,000円

720,000円

473,930円 471,000円 944,930円

360,000円

375,000円

100,000円

5,000円

15,000円

3,500円

3,000円

75,000円（入学時のみ）

720,000円

750,000円

200,000円

10,000円

30,000円

6,500円

6,000円

2,430円

473,930円

498,930円

471,000円

496,000円

944,930円

994,930円

教育充実費

人間関係専攻

人間形成専攻

人間関係専攻

人間形成専攻

人間関係専攻

人間形成専攻



奨　学　金

奨学金の貸与･給付を受けるためには、説明会への参加が必要です。下記に従って必要な説明会に参加してく
ださい。
説明会は入学式後のオリエンテーション期間中に実施します。説明会の日程等の詳細につきましては、入学式
当日に配布する「新入生オリエンテーションガイド」をご覧ください。

1. 高等学校等在学中に日本学生支援機構の採用候補者（予約奨学生）に決定している方
入学後に「進学届」の提出が必要です。採用候補者向け説明会に参加してください。

2. 入学後に新規に奨学金を希望される方（日本学生支援機構その他）
奨学金「新規」申込者向け説明会に参加してください。この説明会に出席することが出願条件となります。

学生寮（和敬寮）

合格通知に同封している学生寮案内をご参照ください。
入寮を希望される方は、入寮申込要項をよくお読みのうえ、入寮申込書に必要事項を記入し、入学手続き書類
と一緒にお送りください。
※原則として中途退寮はできません。

入学前に修得した単位の認定について

他の大学等において修得した単位等を本学における授業科目の履修により修得したものとして、互換又は
単位認定することができる場合があります。申請を希望される方は、お早目に筑紫女学園大学教務課
（電話：092-925-3514）までお問い合わせください。
なお、編入学試験に合格し、入学手続きを完了された方については、教務課から連絡を行います。

学生アパート紹介

CJクリエイト、生活協同組合（大学生協）および共立メンテナンスで住まいの紹介を行っています。
資料・提携学生寮案内等をご希望の方は、合格通知に同封している資料をご確認ください。

入学式

※外国人留学生向け説明会は別途実施します。入学後にご案内しますので、奨学金を希望する方は必ず出席してください。

日　時：2018年4月4日（水）　午前11時　開式

場　所：福岡国際会議場（福岡市博多区石城町2－1）

※入学式のご案内は、3月下旬までにお送りいたします。



個人情報の取り扱いについて

　本学では、学生ならびに保証人等の個人情報について、「個人情報保護法」ならびに「学校法人筑紫女学園個人情報保護規
程」等学内諸規程に則って、以下の通り取り扱います。これらの取り扱いについてあらかじめご了解ください。なお、ご不明
な点や同意できない場合は、学生課までお問い合わせください。

１．個人情報とは
　本学が、業務上取得する在学生ならびに卒業生、入学予定者に関する情報であり、入学手続き時に提出された氏名、住所、
生年月日、写真、その他の記載により個人を特定できるものを言います。また、在学中の修学上本学が作成する正課内外にお
ける情報（成績情報、指導記録、活動記録など）も含みます。

２．利用目的
　本学では以下に揚げる教育研究、修学支援に必要な業務を遂行するため、業務上取得した学生および保証人等の個人情報
を主に、次の目的のために適正に利用します。利用目的に大きな変更が生じる際は、学生ならびに保証人に同意を得ます。

学生の個人情報は学籍番号で区分けし、主に、以下の業務遂行のため利用します。
＜学籍関係＞
　（学籍情報の管理、クラス名簿等の作成、休学・退学・復学等の諸手続き、編入学・転入学・再入学など）
＜修学関係＞
　（履修相談、修学指導、履修登録・通知、授業・定期試験の運営、成績処理・通知、単位認定、卒業判定、諸資格認定など）
＜学生生活＞
　（学生生活全般に関わる指導・助言、学生支援に関わる指導記録作成、奨学金関連業務、定期健康診断・日常の健康相談、課
　外活動支援、外国人留学生在留等手続、入寮・退寮手続、学生災害障害・賠償保険手続など）
＜進路関係＞
　（就職・進路全般に関わる支援、就職・進路全般に関わる指導記録作成、進路希望登録、進路登録、就職斡旋、自主実習、課外
　講座運営、模擬試験運営、卒業後の在職状況把握など）
＜その他＞
　（各種連絡・呼び出し・通知、各種証明書発行、*卒業アルバム制作、*本学広報に関わる媒体への掲載、各種調査報告、学則に
　よる処分など）
*制作の際に撮影した画像等の肖像権は大学に帰属するものとします。また、授業・課外活動・その他学校行事の際に撮影
した写真・映像等は本学の教育活動および大学広報のために、大学案内をはじめとする広報媒体に使用することがあります。
３．個人情報の第三者提供について
　本学では、教育研究および学生支援に必要な業務を遂行するために、学生ならびに保証人等の個人情報を下記の通り、第
三者に提供することがあります。外部業者へ業務委託する場合の業者選定にあたっては、個人情報保護体制が確立した業者
を選定し、機密保持契約を締結します。
①学生の学業成績等の修学状況を保証人に提供します。
　本学では、保証人との連携による修学指導が教育上有効な手段であると考え、年度末の成績確定の段階で保証人宛に
「成績通知書」を送付します。また、本学が開催する保護者懇談会においても履修状況・単位修得状況を提示しながら、学生
生活・修学状況・進路支援等について個別面談を行います。
②学生の個人情報を同窓会（紫友会）に提供します。
　本学では、卒業生間のつながりの必要性を認識するとともに、同窓会活動と本学との連携を重要視しています。その活
動を支援するため、学生の情報（氏名・卒業学科・住所など）を提供します。
③学生の個人情報を後援会に提供します。
　本学では、後援会活動と本学との連携による修学支援、修学環境整備等を重要視しています。その活動実施のため、学生
の情報（氏名・所属学科・住所など）を提供します。
④学生証作成に伴う個人情報を作成委託業者に提供します。
⑤学生証に内蔵する電子マネー機能に伴う設定に必要な学生の個人情報を大学生協に提供します。
⑥卒業証書作成に伴う個人情報を作成委託業者に提供します。
⑦本学の広報誌媒体作成に伴う個人情報・写真等を作成委託業者へ提供します。
⑧本学の卒業アルバム作成に伴う個人情報・写真等を作成委託業者へ提供します。
⑨学生の健康診断実施に伴う個人情報を医療機関へ提供します。
⑩学生ならびに保証人の個人情報を資料送付代行業者に提供します。
　本学では、広報誌・後援会総会・保護者懇談会・進路支援状況の紹介などを学生本人向けならびに保証人向けに送付する
ために送付委託業者に対して情報（住所・氏名など）を提供します。
⑪免許・資格の申請を行うため、学生の個人情報・成績情報などを管轄諸官庁に提供します。
⑫学生のインターンシップ・学外実習・ボランティア・留学等に伴う個人情報を受け入れ先に提供します。

⑬学生教育研究災害障害保険・学研災付帯賠償責任保険の加入手続きのために、学生ならびに保証人の個人情報を日本国際
教育支援協会ならびに引受保険会社に提供します。
⑭学生の奨学金の申請・交付・継続申請に伴う個人情報を奨学金団体に提供します。
⑮学生の国内外の研修旅行・留学の実施に伴う個人情報を旅行代理店等に提供します。
⑯授業および学生生活についてのアンケートを集計業者に提供します。
⑰外国人留学生の在留等手続を行うため、学生の個人情報・成績情報などを管轄諸官庁に提供します。
⑱法令に基づく場合や、学生本人または第三者の生命、身体の安全または財産その他の権利保護のため、緊急の事情、国・地
　方公共団体などへの協力義務に基づく合理的理由がある場合は、例外的に学生または保証人の情報を提供します。

４．共同利用について
　本学では、上記２の利用目的のために、各部署で個々に業務上取得・作成した学生および保証人等の個人情報を部署間で
共有します。

５．個人情報の管理について
①業務上取得した個人情報ならびに成績情報・就職状況等の情報は、紙もしくは電子データの形態で保管します。
②個人情報の管理にあたっては、「個人情報保護法」ならびに「学校法人筑紫女学園個人情報保護規程」等学内諸規程に則っ
　て、適正に利用・管理・廃棄します。

６．個人情報の開示について
　本学が業務上取得および作成した個人情報については、本人に帰属する情報に限り、開示請求することができます。しか
しながら、個人情報のなかには開示請求に応じられない情報もあります。その場合は、その理由を文書により通知します。開
示請求窓口は学生課です。

７．お問い合わせ・相談窓口について
＜お問い合わせ先＞　筑紫女学園大学　学生課



お問い合わせ先（入学手続き書類送付先）

　本学では、学生ならびに保証人等の個人情報について、「個人情報保護法」ならびに「学校法人筑紫女学園個人情報保護規
程」等学内諸規程に則って、以下の通り取り扱います。これらの取り扱いについてあらかじめご了解ください。なお、ご不明
な点や同意できない場合は、学生課までお問い合わせください。

１．個人情報とは
　本学が、業務上取得する在学生ならびに卒業生、入学予定者に関する情報であり、入学手続き時に提出された氏名、住所、
生年月日、写真、その他の記載により個人を特定できるものを言います。また、在学中の修学上本学が作成する正課内外にお
ける情報（成績情報、指導記録、活動記録など）も含みます。

２．利用目的
　本学では以下に揚げる教育研究、修学支援に必要な業務を遂行するため、業務上取得した学生および保証人等の個人情報
を主に、次の目的のために適正に利用します。利用目的に大きな変更が生じる際は、学生ならびに保証人に同意を得ます。

学生の個人情報は学籍番号で区分けし、主に、以下の業務遂行のため利用します。
＜学籍関係＞
　（学籍情報の管理、クラス名簿等の作成、休学・退学・復学等の諸手続き、編入学・転入学・再入学など）
＜修学関係＞
　（履修相談、修学指導、履修登録・通知、授業・定期試験の運営、成績処理・通知、単位認定、卒業判定、諸資格認定など）
＜学生生活＞
　（学生生活全般に関わる指導・助言、学生支援に関わる指導記録作成、奨学金関連業務、定期健康診断・日常の健康相談、課
　外活動支援、外国人留学生在留等手続、入寮・退寮手続、学生災害障害・賠償保険手続など）
＜進路関係＞
　（就職・進路全般に関わる支援、就職・進路全般に関わる指導記録作成、進路希望登録、進路登録、就職斡旋、自主実習、課外
　講座運営、模擬試験運営、卒業後の在職状況把握など）
＜その他＞
　（各種連絡・呼び出し・通知、各種証明書発行、*卒業アルバム制作、*本学広報に関わる媒体への掲載、各種調査報告、学則に
　よる処分など）
*制作の際に撮影した画像等の肖像権は大学に帰属するものとします。また、授業・課外活動・その他学校行事の際に撮影
した写真・映像等は本学の教育活動および大学広報のために、大学案内をはじめとする広報媒体に使用することがあります。
３．個人情報の第三者提供について
　本学では、教育研究および学生支援に必要な業務を遂行するために、学生ならびに保証人等の個人情報を下記の通り、第
三者に提供することがあります。外部業者へ業務委託する場合の業者選定にあたっては、個人情報保護体制が確立した業者
を選定し、機密保持契約を締結します。
①学生の学業成績等の修学状況を保証人に提供します。
　本学では、保証人との連携による修学指導が教育上有効な手段であると考え、年度末の成績確定の段階で保証人宛に
「成績通知書」を送付します。また、本学が開催する保護者懇談会においても履修状況・単位修得状況を提示しながら、学生
生活・修学状況・進路支援等について個別面談を行います。
②学生の個人情報を同窓会（紫友会）に提供します。
　本学では、卒業生間のつながりの必要性を認識するとともに、同窓会活動と本学との連携を重要視しています。その活
動を支援するため、学生の情報（氏名・卒業学科・住所など）を提供します。
③学生の個人情報を後援会に提供します。
　本学では、後援会活動と本学との連携による修学支援、修学環境整備等を重要視しています。その活動実施のため、学生
の情報（氏名・所属学科・住所など）を提供します。
④学生証作成に伴う個人情報を作成委託業者に提供します。
⑤学生証に内蔵する電子マネー機能に伴う設定に必要な学生の個人情報を大学生協に提供します。
⑥卒業証書作成に伴う個人情報を作成委託業者に提供します。
⑦本学の広報誌媒体作成に伴う個人情報・写真等を作成委託業者へ提供します。
⑧本学の卒業アルバム作成に伴う個人情報・写真等を作成委託業者へ提供します。
⑨学生の健康診断実施に伴う個人情報を医療機関へ提供します。
⑩学生ならびに保証人の個人情報を資料送付代行業者に提供します。
　本学では、広報誌・後援会総会・保護者懇談会・進路支援状況の紹介などを学生本人向けならびに保証人向けに送付する
ために送付委託業者に対して情報（住所・氏名など）を提供します。
⑪免許・資格の申請を行うため、学生の個人情報・成績情報などを管轄諸官庁に提供します。
⑫学生のインターンシップ・学外実習・ボランティア・留学等に伴う個人情報を受け入れ先に提供します。

⑬学生教育研究災害障害保険・学研災付帯賠償責任保険の加入手続きのために、学生ならびに保証人の個人情報を日本国際
教育支援協会ならびに引受保険会社に提供します。
⑭学生の奨学金の申請・交付・継続申請に伴う個人情報を奨学金団体に提供します。
⑮学生の国内外の研修旅行・留学の実施に伴う個人情報を旅行代理店等に提供します。
⑯授業および学生生活についてのアンケートを集計業者に提供します。
⑰外国人留学生の在留等手続を行うため、学生の個人情報・成績情報などを管轄諸官庁に提供します。
⑱法令に基づく場合や、学生本人または第三者の生命、身体の安全または財産その他の権利保護のため、緊急の事情、国・地
　方公共団体などへの協力義務に基づく合理的理由がある場合は、例外的に学生または保証人の情報を提供します。

４．共同利用について
　本学では、上記２の利用目的のために、各部署で個々に業務上取得・作成した学生および保証人等の個人情報を部署間で
共有します。

５．個人情報の管理について
①業務上取得した個人情報ならびに成績情報・就職状況等の情報は、紙もしくは電子データの形態で保管します。
②個人情報の管理にあたっては、「個人情報保護法」ならびに「学校法人筑紫女学園個人情報保護規程」等学内諸規程に則っ
　て、適正に利用・管理・廃棄します。

６．個人情報の開示について
　本学が業務上取得および作成した個人情報については、本人に帰属する情報に限り、開示請求することができます。しか
しながら、個人情報のなかには開示請求に応じられない情報もあります。その場合は、その理由を文書により通知します。開
示請求窓口は学生課です。

７．お問い合わせ・相談窓口について
＜お問い合わせ先＞　筑紫女学園大学　学生課

　〒818-0192　福岡県太宰府市石坂2丁目12-1
　　　　　　　 筑紫女学園大学　学生課
　　　　　　　　TEL　092-925-3515
　　　　　　　　FAX　092-925-9654


