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留学決定おめでとうございます。
留学して米国大学で学ぶことを選択されたみなさんを、心から応援します。
留学し、正規学部生として卒業までの長い道のりを走り切るには、相応の準備と心構えが必要
です。英語力もおぼつかなかった学生達がやがて自立し、留学を通して多くを学び、国際的視
野と専門知識を身につけた人間として社会に飛び立っていく背景には、彼等が外国社会の慣習
やルールに順応し、現地の大学生として受け入れられるよう懸命な努力をしたという現実があ
ります。『日本人学生受入制度

学生規則』は、留学生活を成功に導くために最低限守るべき

ガイドラインとして定められたものです。
この章には、『日本人学生受入制度

学生規則』の全文が、補足説明とともに掲載されていま

す。全文をよく読み、充分理解した上で、受入大学の期待に応えるとともに、自己の修学目的
を果たすべく最善を尽くしてください。
合格証を受けとったその日から、みなさんの留学はスタートしました。留学生活を充実させる
ために、このオリエンテーションの内容を真摯に受けとめ、この機会にもう一度自分を見つめ
なおして、人間的にも、学力的にも成長してください。
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本規則は、ＮＣＮ米国大学機構（以下、「本機構」という）による日本人学生受入制度（以下、「本制度」
という）の下で、本制度を運用する米国の各受入大学（以下、「受入大学」という）に留学する学生（以
下、「学生」という）が、学生生活の安全性を確保し、且つ、本制度の趣旨に添った修学目的を達成する
ための最低限守るべきルールとして定められたものである。
学生及びその保護者又は保証人（以下、「保護者等」という）は、あらかじめ本規則を承諾し、これを遵
守することを約した同意書を提出しなければならない。
本規則に違反した学生は、受入大学または本機構からのプロベーション、受入大学からの入学許可証（Ｉ
−２０）の取消、本制度の適用取消、サポートの停止などの処分の対象となる。

第Ⅰ章

国内準備に関する規則

学生は渡米までの期間中、以下に定めるとおり、日本国内において留学のための準備を行うものとする。

［Ｉ−１］健康管理に関する規則
学生及び保護者等は、学生が身体的、精神的に留学に適した状態で渡米できるよう体調の管理に努めなけ
ればならない。
(1)

健康状況申告書等の提出義務
１. 学生及び保護者等は、本機構の指示にしたがって共通審査時から渡米までの間に以下の書類に
学生の身体及び精神の健康状況を正しく記載して提出しなければならない。
①本制度所定書式による健康状況申告書
②受入大学に対する健康状況報告書（Health Form）
③保険会社に対する留学生保険申込書
２. 学生又は保護者等が、前項の書類に記載すべき事項について、故意又は重大な過失によってこ
れを記載せず、もしくは不実の記載をした場合は、本制度上の学生資格、受入大学の学生資格、
留学生保険の受給資格等に関する取消もしくは停止等の措置が取られる場合がある。

(2)

健康状況申告書等提出後の申出義務及びメンタルヘルス関連事項の通知義務
１. 学生及び保護者等は、前記（１）−１.の各書類の提出後から渡米までの間において、留学生
活に支障を来すおそれがあるような身体又は精神の健康状況の変化が学生に生じた場合は、本
機構日本事務局（以下、日本事務局という）にその旨を申し出て、指導を受けなければならな
い。
２. 留学期間中は日本国内での生活環境に比較し、学生の精神的負担が大きくなる場合があるため、
メンタルヘルス（精神面での健康管理）に対する配慮が特に必要であることから、以下の各障
害の既往症があり、もしくはこれらの疑いのある学生は、国内準備段階において日本事務局に
その旨通知し、その指示にしたがって指導を受けなければならない。
①精神活性物質（アルコール、薬物、麻薬など）による精神・行動障害
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②統合失調症・統合失調型障害・妄想性障害
③気分障害
④神経症性・ストレス関連性・身体表現性障害
⑤生理的機能障害とホルモン障害に関連した行動症候群と精神障害
⑥成人のパーソナリティ（人格）及び行動の障害
⑦発症が通常小児期から青年期の行動と情緒の障害及び特定不能の障害
３. 日本事務局が渡米出発前の学生の身体又は精神の健康状況が留学生活に支障を来すと認めた場
合は、日本事務局は渡米中止もしくは延期その他必要な措置を取るものとし、学生及び保護者
等はこれに従わなければならない。
４. 学生又は保護者等は（２）−１.乃至（２）−２.に違反した場合は、（１）−２.と同様の措置
が取られる場合がある。

▽ 健康な身体があってこその留学生活

〈［Ⅰー１］健康管理に関する学生規則参照〉

長期の留学生活の困難に打ち克つためにも、渡航前から心身共に健康を維持していく必要があります。
1） バランスのとれた三度の食事、早寝早起の習慣を身につけておきましょう。暴飲暴食、夜型の不規則な
生活を続けると、学習面、精神面ともに支障が出てきます。
2）渡航前に健康診断書（Health Form）を作成していきます。予防接種の要求内容が日本とは異なるなど
注意が必要ですので、NCNの指導に従って作成準備を進めて下さい。
3）既往症、持病 など健康面で心配なことがある学生は、「健康状況申告書」に詳しく記入するとともに、
渡航前 に 日本事務局国内 サポ ート室に早めに相談して下さい。 受入大学地域の医療施設の所在や、 留学
生保険 の 適用条件 などの 確認を行います。 留学中に治療を継続する必要のある学生は、 主治医に英文の
診断書を作成してもらう必要があります。
4）留学生保険、大学 の保険は、通常は既往症には適用されませんので、現在加入中の日本の健康保険もそ
のまま継続しておくことを勧めます。
5）健康上 の理由で留学を中断する場合、休学手続きをして帰国します。健康が回復し、復学のため再渡航
する 前 に 、 留学 を再開できるレベルまで健康状態が回復した旨明記された医師の診断書を、 国内サポー
ト室に提出してください。

［Ｉ−２］学業管理に関する規則
学生は、合格決定から渡米までの期間、本機構の指導に基づいて、高等学校の学業成績の維持・向上及
び語学力の向上に努めなければならない。
(1)

高等学校の学業成績
１. 学生は、高等学校から共通審査時と同高等学校卒業時における各成績証明書の交付を受けて、
これを日本事務局に提出しなければならない。
２. 原則として学生の高等学校卒業時の成績が共通審査時の成績を下回ることは許されないので、
学生はその学業成績の維持・向上に努めなければならない。
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３. 学生の卒業時の成績が共通審査時の成績を著しく下回った場合もしくは各受入大学が定めた
最低GPA値（４段階評価による米国式総合評定平均値）を下回った場合は、受入大学の合格
が取り消される場合がある。

(2)

国内研修課程
１. 学生は、語学研修、規定提出物の提出等、本制度において定められた国内研修課程を最善の
努力をもって修了しなければならない。
２. 以下の学生については、受入大学の入学許可の延期、入学許可証（Ｉ−２０）の取消もしく
は渡米・入学時期の延期等の措置が取られる場合がある。
①国内研修課程の課題の全部又は一部が未修了の学生
②国内研修課程の提出物の遅れ、出席不良等が著しい学生
③国内研修課程についての努力が明らかに不足し、他の学生と比較して著しく成績不振の
学生
④インストラクター及びアドバイザーの指導に従わない学生
３.

国内研修課程において成績優秀な学生は、渡米前の結団式において表彰される。

▽留学準備期間中の成績維持、語学力の向上
渡航 までの 準備期間中、 高等学校 での 成績の維持、 語学力の向上に全力を注がなければなりません。 国内
語学研修 の成績、 課題の提出状況は、 受入大学やNCN各担当事務局へ報告されます。 また、卒業時の最終
英文成績証明書と卒業証明書が大学に提出されます。
日本国内 の 大学 のそれと 異 なり、 高校時代までの学業成績と課外活動・ 地域活動などの実績を総合的に評
価 します 。 とりわけ 、 学業成績は、 大学での厳しい学習環境に適応できるか、 学問をどれだけ探究してい
けるかを判断する重要な材料となります。
国内語学研修 では 、 TOEFLスコアを順調に引き上げておくことが、留学生活の成功につながります。 国内
語学研修 を 好成績 で 修了した学生は、 渡航後の語学研修、 さらに正規授業においても、 成績を順調に向上
させています 。 成績不振 による 退学 など、 不本意な理由で留学を中途で断念していく学生達は、 日本国内
での準備期間中の勉強への取り組みが不充分な場合が多いのです。

(3)

生活管理
１. 学生は留学準備に努め、国内研修期間中、規則正しい学業中心の生活を過ごさなければならな
い。
２. 学生は国内研修期間中は、特別の事情がない限り次の行為をしてはならない。
①国内研修に支障を来すおそれのある長期間のアルバイト
②国内研修に支障を来すおそれのある長期間の旅行
③その他、国内研修に明らかに支障があると認められる事項一切
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▽留学は、大学が決定した時からスタートしている
留学 の 成功 は 、 渡航前にどれだけ準備を積み重ねたかにかかっています。 留学準備に際しては、 まず第一
に 基本的生活習慣 の確立が必要です。 留学生活では、 時間の管理、 金銭の管理、 健康の管理、 食生活の管
理、 身 の 回 りの 整理整頓など、 あらゆる面での自己管理能力が求められます。 留学生活だけでなく社会生
活を送っていく上でも必要なこれらの能力を身につける訓練を、今から始めてください。
欧米社会 では 、 日本人 にありがちな 受身的姿勢や、 主体性のない行動様式は評価されません。 自分の考え
方 をもち 、 積極的 に 行動することが求められます。 『自立』した人間として留学生活を送るには、 自ら決
めた 規範 に 従 って 行動できる『自律』の精神をもつことが条件です。 それは、 現地に行って急に身につく
ものではありません。留学生活をイメージしながら国内で心の準備をしましょう。

(4)

留学生ビザの取得
１. 学生は、受入大学もしくは語学研修指定校から入学許可証（Ｉ−２０）の交付を受け次第、自
己の責任においてアメリカ合衆国政府から留学生ビザ（Ｆ−１ビザ）の発給を受けなければな
らない。
２. 本機構は前項のビザ申請手続について、指導、事務代行会社の紹介、受入大学との協力による
側面支援等を行う。但し、ビザは、アメリカ合衆国政府大使館もしくは総領事館が発給するも
のであるので、ビザ発給の不許可、遅延等について本機構は、一切責任を負わない。
３. 以下の学生については、留学生ビザが発給されない場合があるので、慎重に準備することを要
する。
①高等学校の学業成績が著しく低い学生
②高等学校卒業後、１年未満で、大学・短期大学等に在学していない学生
③〔Ⅰ-１〕-（２）に該当する理由で高等学校を長期欠席しており、なおかつ渡米直前まで治
療等が継続している場合

▽留学生ビザ（F-1ビザ）の発給には高校の成績と英語力が判断材料となる
米国政府は、 2001年9月11日の同時多発テロ発生後、国家安全保障上の理由からビザ申請発給審査は、か
なり 入念 に 行われています。 ビザ申請時の必要書類が追加され、 F・MまたはJビザで米国に入国する訪問
者 の 情報 を 管理するシステム（SEVIS）が導入されました。また 、 一部免除対象者以外、 ビザ申請者は全
員、 領事 による 面接、 指紋採取 が 義務づけられています。 こうした変更に伴うデータ入力や確認作業など
のプロセスの追加が、発給までの所要日数長期化の原因になっています。
米国政府は、米国の大学で学び卒業できる能力と意志があると判断した学生にのみビザの発給を行います。
ビザ発給の最も大きな判断基準となるのが、高校時代の成績と英語力です。総合GPAが2.0を下回る場合や、
年間欠席日数が15日以上の場合な ど 、 問題ありと判断される学生については、 特に注意してビザ申請準備
を 進 めていきます 。 留学生ビザが発給されなければ、 正規学部生としての留学は不可能です。 学生は、 高
校の成績と英語力の向上にしっかりと取り組んでいくことが大切です。

▽留学生ビザの有効期間について
米国政府が発給する留学生ビザ（ F-1ビザ）の最長有効期間は５年間ですので、卒業までに５年以上かかる
場合 には、ビザを日本で再申請することになります。また、休学などで５ヶ月以上米国を離れる場合にも、
ビザ再申請が必要になります。

Ⅰ- 5

I

学生規則

第Ⅱ章

学業指導に関する規則

［Ⅱ−１］語学研修に関する規則
学生は、その語学力が受入大学が正規科目受講の条件として定めた基準に達するまで、以下の語学研修プ
ログラムを受講しなければならない。
(1)

英語プレイスメントテスト
学生は、その語学力が受入大学が正規科目受講の条件として定めた基準に達するまで、以下の要領
で語学力の判定を受ける。
① 共通審査時の英語プレイスメントテスト
② 合格オリエンテーション時のTOEFL
③ 国内語学研修時のTOEFL（数回）
④ ４月度TOEFL
⑤ 夏期語学研修期間中の語学研修所の英語プレイスメントテスト（又はTOEFL）
⑥ 夏期語学研修期間終了時のTOEFL又は受入大学による英語プレイスメントテスト
⑦ 語学研修コースを完全に履修するまでの期間における受入大学語学研修所の英語プレイスメン
トテスト

(2)

国内語学研修（合格決定〜渡米時）
学生は、本制度の国内研修課程として以下の要領で国内語学研修を受講する。
① 受講期間
合格決定後から渡米時までを国内語学研修期間とし、合格決定の時期により、受講すべきコース
が指定される。
②

語学研修カリキュラム
共通審査時の英語プレイスメントテストの成績により、コースのカリキュラムが指定される。
各コースともに通信教育を主体とし、全国主要都市でのスクーリング又は語学合宿、及び
TOEFL試験が実施される。

③

受入大学への成績報告
国内研修課程における成績結果及び履修状況は、学生が夏期語学研修を受講する語学研修指定
大学及び受入大学に報告されるほか、学生の本制度による留学に関する重要な資料となる。
（［Ｉ−２］（２）−２.参照）

▽真の実力は基礎の積み重ねから〈［Ⅱー１］語学研修に関する規則参照〉
TOEFLや、 夏期語学研修中 に 行われる英語のプレイスメントテストは、 学生の英語力を客観的に判断する
上で重要な材料となります。受入大学により正規科目履修に必要な語学基準は異なりますが、日本の中学・
高校 で 学 んだ 基礎英語がしっかりと身につき応用できることが基本条件で、 TOEFLや各大学で行われるプ
レイスメントテスト で 高得点を上げるための土台となります。 中学・ 高校の定期テストと異なり、 TOEFL
などの 実力 テスト は 、 試験直前 の付け焼き刃的勉強では成果が出ません。 地道な努力の積み重ねが必要で
す。留学生活のスタートは、国内での語学研修にどれだけ真剣に取り組んだかに大きく左右されます。
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(3)

留学準備研修
学生は、本制度の留学準備研修課程を修了しなければならない。留学準備研修は、米国の大学生と
して必要とされるアカデミックスキルや基本知識及び留学生活の基本事項等で構成され、その結果
は各受入大学に報告される。留学準備研修は日本国内でのオリエンテーション、渡米後のオリエン
テーション、夏期集中語学研修期間中等に組み込まれて実施される。

(4)

夏期集中語学研修
学生は、渡米後５月から８月までの約３ヵ月間、受入大学もしくは同大学の地域内の語学研修指定
大学において、本制度により受入大学の入学条件とされている夏期集中語学研修を以下の要領で受
講しなければならない。
① 英語プレイスメントテスト
学生は各大学において受講に先立って英語プレイスメントテストを受け、各自の語学力レベル
に応じた受講クラスの指定を受ける。
英語プレイスメントテスト（又はTOEFL） は、夏期集中語学研修期間中も各大学のコース運
用方針にしたがって随時実施される。８月の研修終了時までに実施される英語プレイスメント
テスト（又はTOEFL） の結果が、受入大学における９月からの秋学期の受講コース決定の重
要な判定要素となる。
②

受入大学への報告
受入大学での語学研修所もしくは各地域の語学研修指定大学における夏期集中語学研修の出席
状況、宿題・レポートの提出状況、学業態度及び成績などについては、受入大学に詳細に報告
される。
出席状況、学業態度等が思わしくない学生については、語学研修指定大学からのみならず、受
入大学からも警告書が発せられ、事情によっては受入大学の入学許可証（Ｉ−２０）の取消な
どの処分がなされる場合がある。

③

夏学期の正規科目の受講
学生の英語力が５月の夏期集中語学研修開始時に受入大学が正規科目の受講のために最低限必
要と認めている英語力（TOEFLスコア で示される。以下、「正規科目受講基準」という）に
達している場合は、受入大学の特別許可により夏学期（５月〜８月）から一部の正規科目の受
講が認められることがある。
なお、各大学の正規科目受講基準は、「日本人学生受入制度要覧」もしくはオリエンテーショ
ン資料等を参照のこと。

④

秋学期以降の語学研修（１〜２年次）
学生は、各自の語学力が受入大学の正規科目受講基準に達するまで、初年度秋学期以降も以下
の要領で語学研修を継続して受講しなければならない。
この語学研修課程における学生の出席状況、宿題・レポートの提出状況、学業態度及び成績な
どについては、すべて正規学部課程と同等基準によって評価され、受入大学が定めた最低基準
以下の学生その他問題のある学生については、受入大学から警告書が発せられ、事情によって
は語学研修指定大学又は受入大学の入学許可証（Ｉ−２０）取消などの処分がなされる場合が
ある。
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Ａコース（正規科目中心コース）
８月の研修終了時までに実施される英語プレイスメントテスト（又はTOEFL）の結果
が受入大学の正規科目受講基準に達した学生は、受入大学において正規科目中心の授業
を受講する。語学研修は、必要とする学生に対して上級レベルクラスの補足目的で実施
されるのみとなる。
Ｂコース（組み合わせコース）
前記プレイスメントテストの結果が受入大学の入門レベルの正規科目受講基準に達した
学生は、受入大学において語学研修と組み合わせて入門レベルの正規科目を受講する。
以後、語学力の向上に比例して徐々に正規科目受講の比率が上げられていく。
Ｃコース（語学研修のみのコース）
前記プレイスメントテストの結果が受入大学の入門レベルの正規科目受講基準に達しな
かった学生は、秋学期以降も引き続き受入大学もしくは語学研修指定大学において語学
研修のみを受講する。以後、受入大学が設定している正規科目受講基準値に達し次第、
受入大学における上記Ｂコースに移行する。なお、Ｃコースの学生が、本人の努力不足
によりその語学力が正規科目受講基準に達し得ず、長期間経過後も受入大学において正
規科目を受講し得なかった場合、本機構、語学研修指定大学及び受入大学は一切その責
任を負わない。
⑤

夏期集中語学研修（２年目以降）
（イ）２年目の夏期集中語学研修
学生は、渡米後１年が経過した５月中旬から８月末までの夏期休暇中、夏期語学研修を
受講して語学力の向上をはかることが望ましい。この年の春学期（１月〜５月）に語学
研修コースを１クラス以上受講し、かつ全正規科目の受講基準に達していない学生は、
受入大学または本機構の各受入大学の所在する地域に設置された事務局（以下、「地域
事務局」という）の指示に基づいて夏期集中語学研修を受講しなければならない。
（ロ）３年目以降の夏期集中語学研修
３年目以降の夏期集中語学研修の受講については、２年目の夏期集中語学研修に準ずる。
特に３年目以降も語学力が不足している学生は、この受講を最優先としなければならな
い。

⑥

正規学部課程での語学力テスト
語学力に関する証明は、転学、大学院進学又は就職等の際の留学生評価の重要な要素となるの
で、学生は語学研修課程修了後も各自語学力の研鑚に努め、積極的にTOEFL、 TOEIC、 英検
等の各種語学力テストを受けることが望ましい。
なお、テキサス州のTHEAテストやカリフォルニア州のプレイスメントテスト（EPT/ELM）
の例に見られるように、州の共通テストが受入大学の正規科目受講条件又は卒業条件とされて
いる地域もあるので注意を要する。
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▽語学研修には短期集中で取り組む
学生 は、 受入大学決定時に、 進学する大学の TOEFLの正規科目履修基準点を確認していきます。正規科目
履修基準点 を 突破 すると 語学研修 を修了し、 全科目正規科目を履修することになります。 秋学期における
正規科目履修の可否や履修科目数の決定がなされる時期や条件は、大学によって異なります。
何事 にも 腰 を 据 えて取り組む姿勢は大切ですが、 あまり長く語学研修に留まると、 正規科目履修にたどり
着 く 前 に 学習意欲 が低下してしまう場合もあります。 本来の目的の授業に参加するためにも、 語学研修に
は集中して取り組み、短期間で修了することが望まれます。

▽英語力向上のための努力を継続しよう
正規科目 を 履修 し 始 め、 留学生活に自信がついてくると、 語学力の向上に無頓着になってしまう学生が見
受けられます。新聞やテレビのニュースに目を向けずにいることで、一般常識や社会事情に疎くなったり、
自分 の 専門外 の 分野 の 英語の勉強がおろそかになる学生たちもいます。 卒業後の就職試験や大学院進学の
際 にも、 あらためて英語力は問われます。 大学在籍中は、 自分の英語力診断のためにも、 定期的にTOEFL
やTOEICなどの共通語学試験を積極的に受験してください。

［Ⅱ −２］正規学部課程に関する規則
学生は、その語学力が受入大学の正規科目受講基準に達した段階で、次の学期から受入大学の正規学部課
程の正規科目を受講することができる。
通常、夏期集中語学研修修了後の秋学期からの正規科目受講を目指して、学生は、夏期集中語学研修修了
時の英語プレイスメントテスト（又はTOEFL） で正規科目受講基準に達することができるよう最善の努
力を尽くさねばならない。
(1)

入学許可証
１. 共通審査に合格し、国内研修課程を修了し、もしくは修了見込の学生は、渡米直前の段階で
次のいずれかの入学許可証（Ｉ−２０）の交付を受ける。
①正規学部課程の入学許可証
語学力が正規科目受講基準に達するまでの語学研修の受講が条件付けられた受入大学発行の
正規学部課程の入学許可証（Ｉ−２０）
②語学研修課程の入学許可証
受入大学もしくは語学研修指定大学発行の入学許可証（Ｉ−２０）
２. 語学研修課程の入学許可証の交付を受けた学生は、各受入大学が定めた語学研修課程を修了し、
語学力が正規科目受講基準に達した時点で、受入大学から正規学部課程の入学許可証（Ｉ−
２０）の交付を受ける。
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▽Ｉ−２０（入学許可証）について
I-20（入学許可証）は 、 米国 の 大学 が 入学を認めた留学生に対して発行する書類です。 留学生が米国に入
国・ 再入国 する 際 には 、 パスポートと共に必ず携帯しなければなりません。 再入国の際には、 I-20への留
学生アドバイザーの裏書署名のあることが必要です。 留学生ビザ（F-1ビザ）の申請にも必要となります。
I-20には 、 留学 する 大学名、 留学予 定期 間等が記載されており、 大学の担当官と学生本人の署名があって
初めて有効になります。通常は、入学日前90日以内に発行されます。
５月下旬以降 に 渡米する NCN学生の I-20は、 ６〜８月の間夏期語学研修を行う大学（合格決定大学から発
行 される 場合もあります）より発行され、 2010年3月〜５月頃に本機構日本事務局に届きます。 日本事務
局 では 、 I-20受領後、ビザ申請手続のスケジュールに合わせて 、 各 学生にお渡しします。 秋学期に進学す
る合格決定大学のI-20は、夏期語学研修修了後、各大学の担当オフィスから学生各自に渡されます。

(2)

正規科目の履修科目登録（クラス・レジストレーション）
正規科目の履修が認められた学生は、受入大学及び本機構のアドバイザーの指導にしたがって、
学生自身の責任において履修科目登録（クラス・レジストレーション）を行わなければならない。
１. 初年度の科目登録
受入大学入学直後の秋学期及びこれに続く春学期における履修科目登録に際しては、学生は、
受入大学のアドバイザー及びカウンセラーならびに本機構のアドバイザーの指導を十分に受け、
自らの学力レベル、語学力等に適した科目を慎重に選択することが望まれる。
２. ２年次以降の科目登録
学生が将来目指す進路と各学期の履修科目の選択は重要な関連があるので、担当アドバイザー
の指導を受けつつ学生自身の責任において慎重に検討し履修科目の登録を行わなければならな
い。
３. 専攻コース及び科目登録の条件等
受講希望者が多い専攻コース及び科目又は一定の学力や実技能力を備えることが履修条件とさ
れている専攻コース及び科目などの履修登録に際しては、専門課程に入る段階で、選抜審査も
しくは資格審査等が行われるため、学生が入学時に希望する専攻コースの登録を行っていても、
選択が許されない場合があるので、注意を要する。

Ⅰ- 10

学生規則

I

▽科目登録に際してはアドバイスを大切に
科目登録 は学期毎に行われ、 １学期に履修する科目を選択して登録手続きをします。 登録期間を確認してお
き、大学のアドバイザーやNCNアドバイザーに履修科目の相談をして、期日までに登録を完了させます。遅
れると 、 希望の科目を履修できなくなる場合もあります。 多くの大学で、大学のウェブサイトから履修登録
を行います。
1）初めての正規科目履修
正規科目 と並行して語学研修を受講することになる多くの学生達は、 最初の学期はあまり高い英語力を要
求 されない実技系科目（音楽・ 体育など）や、数学、コンピュータの基礎などを履修するようアドバイス
されます。英語力が十分でないうちに、興味本位で難しい専門科目を履修したり、履修科目数を増やすと、
途中で音を上げる結果になりかねません。余裕を持ってスタートを切ることが賢明です。
2）履修単位数
留学生 に 課 せられる１学期間の最低履修単位数は、 12単位です。 12単位以上であれば１学期の履修単位
数 も 学生 が 自由に設定できます。 12単位以上を履修している学生をFull time studentと呼び、 F-1ビザ
を 取得して留学している学生は、 米国滞在中、このステータスを維持するよう法律により定められていま
す 。 12単位 を 割 り込むと、 不法滞在とみなされ国外退去を命ぜられます。 科目登録の際には、 この点に
充分留意してください。
3）オフィス・アワーズの活用
授業 についていけないと思ったら、 まず教授に相談することです。どの教授も、自分のオフィスで学生の
相談 や 質問 を 受 けつける 時間（Office hours）を設けています。 学生を指導することは教授の義務です
から 、 積極的に活用すべきです。クラスメイトに質問したり、ノートを借りたりするのもよいでしょう。
それをきっかけに友達付き合いが始まることもあります。

▽取得単位数により学年や学位取得時期が変わる
米国大学 は、 学期毎に単位履修が行われ、 成績が評価されます。学年は、学生が履修した単位数によって決
定 されます。 学位も、 在籍年数にかかわらず卒業に必要な単位数および成績、その他大学が定める学位取得
の 条件を満たした時点で授与されます。 学位取得にかかる年数は人によって様々です。 卒業に関しては、カ
リフォルニア 州立大学 での英語のエッセイテストの例に見られるように、 卒業条件に一定のテストを課す地
域もあります。
日本人留学生 の場合、 卒業に要する年数が語学研修期間により左右されます。 語学研修等で正規科目履修が
遅 れたり、 １学期に履修する単位数が少ないと、 入学後２年が経過しても、学年は１年生ということもあり
ます 。 逆に、 １学期に多くの単位を履修したり、夏休みにも授業を履修すると、３年目にして学年は４年生
ということもあります。卒業時期についても目標を立てておくと励みになります。
米国大学では、このように、学生が自分のペースに合わせて学べる体制を整えています。

(3)

学業成績の管理等
１. 受入大学の正規学部課程においては、各学期単位で成績管理が行われる。
２. 学生は、修学目的達成に向けて日々勉学に努力を傾注し、正規学部課程で必要とされている成
績基準の確保と単位の取得、大学院進学や就職等その目的達成のために求められる水準以上の
成績の確保を各自の責任において全うしなければならない。
３. 受入大学における試験の結果については、学生本人がその責任を負うものであり、本機構及び
受入大学は一切その責任を負わない。
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４. 成績優秀な学生に対しては、受入大学において各種表彰が行われるとともに、受入大学や本機
構等から奨学金が支給される場合がある。
５. 本機構は学業指導の実施上必要なため、受入大学から学生個人の成績の開示を受けるものとし、
学生はこれに同意しなければならない。
６. 受入大学の事情により、前項の成績開示が行われない場合は、学生は自己の成績を本機構アド
バイザーに提出しなければならない。
７. 成績開示が行われない大学の学生で、本人が自己の成績を本機構アドバイザーに提出しない場
合は、事実上学業指導を行うことが不可能となるので以後の指導を行わないことがある。

▽大学での成績評価は総合的に
大学 では 、 中間・ 期末 テスト は 勿論のこと、 エッセイ・ 論文の提出、 Quiz（授業中に行う小テスト）や
Class Participation（出席率 や 発言 など 、 授業 へ の参加度を指す）などが成績を決定する要素になりま
す 。 つまり、テストの結果だけで成績が決定することはほとんどなく、どれだけ積極的に授業に取り組ん
でいるかが 総合的に評価されます。 留学生は、初めのうち、テストで思うような結果が出せなかったり、
授業中 になかなか発言できないことも多いと思います。 その分、論文に力を入れたり、教授に相談して追
加で課題を提出して成績向上に努めます。やる気を見せれば、必ず協力は得られます。
1）Grading System（成績評価方法）
大学 のほとんどが Letter Grading System（ＡＢＣ評価） を 用 いており 、 原則 としてＡ = 4.0、 Ｂ =
3.0、 Ｃ= 2.0、 Ｄ= 1.0、 Ｆ= 0.0（不合格）でGPA（評定平均値）を計算します。転学をする時も就
職をする時も、このGPAが重要視されます。
2）成績とNCN指導
米国大学 における学業成績は、留学生活における充実度、達成度を知る重要な目安になります。大学の
成績 は、就職活動においても大学院進学を目指す場合にも大変重要です。特に就職活動の際は、留学生
に 対しては大学での成績がことのほか重視される傾向にあります。学業成績が芳しくない学生は、生活
面 でも問題を抱えている場合が多いという現実もあり、本機構ではこの点も踏まえ、学生の成績を確認
しながら指導を行っていきます。

(4)

出席に関する規則
１. 受入大学は、学生に対し、学業面において大幅な選択の自由を与える反面、アテンダンス（出
席）に関しては厳格な姿勢をもって臨んでいる。受入大学は、日本人学生に対しても他のアメ
リカ人学生と同様にアテンダンス・ルール（出席に関する規則）を適用するとともに、本制度
に基づく学生への密接な立上がり指導の一環として、学生の出席及び提出物等の状況を厳しく
管理する。
２. 学生は、受入大学の出席及び宿題・レポート等の提出などに関する規則を十分に理解するとと
もに教官の指示等にしたがい、これらについての義務を誠実に履行しなければならない。
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３. 出席不良の学生に対しては、受入大学から警告書が発せられ、事情によっては入学許可証（Ｉ
−２０）の取消などの処分がなされる場合がある。

▽遅刻、欠席をくり返すと厳しい処分に
遅刻・ 欠席 をせずに 授業 に参加することは、 学生として当然の義務です。 遅刻・ 欠席によって授業につい
ていけなくなるだけでなく 、 生活習慣 が 乱 れる原因にもなります。 大学は義務教育ではありません。 学ぶ
意欲 を 持 つ 者 にその 機会を与える場ですから、 学生としての自覚をしっかりと持たなければなりません。
大学 では 、 正当 な理由なくして遅刻・ 欠席を繰り返すと、 停学、 退学などの厳しい処分を受けることにな
ります 。 大学 の 授業は、 学生が積極的に参加することを前提として組まれています。 ですから、 遅刻欠席
などで クラス 討論 や 小 テストに参加できなければ、 当然成績評価にも響きます。 試験の結果が良くても、
授業に参加しない学生はその学科を修了したとはみなされないのです。
病気等、 やむを 得 ない 理由 で 授業を欠席しなければならない場合は、 できるだけ事前に担当教授に連絡し
て許可を得ることです。急な理由や長期欠席の場合には、その理由を証明する文書が必要です。

(5)

学位取得の条件等
１. 受入大学の学位授与に関する審査に合格した学生に対しては、受入大学から学位が授与される。
２. 学位取得条件は各受入大学によって定められているが、一般的には以下の条件が必要とされて
いる。
① 学位取得のために必要とされている総単位数、一般教養科目の単位数、専攻科目の単位数
等の履修単位に関する条件が満たされていること
② 学位取得のために必要とされている各科目別の成績基準、全科目についての評定平均値
（GPA）基準等の条件が満たされていること
③ 学位取得又は各科目の履修単位取得に必要とされている論文、実技、作品、実習等の審査
に合格していること
④ 学位取得条件として各種の能力テスト、資格テスト及び語学テスト等が義務付けられてい
る場合は、これらの試験に合格していること（例えばテキサス州の州立大学のTHEAテス
ト、及びカリフォルニア州の州立大学のエッセイテスト（WPE）等）
３. 学位は各学生個人がその努力と責任において取得すべきものであり、本機構は学生の学位取得
の可否に関しては一切その責任を負わない。

(6)

受入大学によるプロベーション等
１. 以下の学生については、受入大学から警告書が発せられ、次の学期中はプロベーションの学生
身分となり、成績と学業態度について厳格な方針のもとで管理が行われる。
① 各学期末における学業成績が受入大学の定めた最低基準に達しなかった学生
② 学業態度、出席態度等の不良な学生
③ 学則に違反した学生
２. プロベーション期間中に成績や学業態度等が十分に改善されたと認められた学生は、プロベー
ション処分が解除される。
３. プロベーション期間中に成績や学業態度等に改善が見られない学生は、受入大学の学則にした
がって停学処分、又は、入学許可証（Ｉ−２０）が取り消され、退学処分となる。
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▽GPAが一定以下になると警告書が
学生に対して大学は一定以上の成績を要求します。 通常、 一学期の総合 GPAが２.０を割り込むと、学期終
了後、 成績不十分としてAcademic Warning（警告書）が発行されます。 この措置が取られると、 次の学
期はProbation（被監督期間）身分となり、 その学期の総合GPAを ２. ０以上に引き上げないと、停学また
は 退学処分 となります 。 停学 または 退学処分になると留学生としての身分を失い、 日本に帰国しなければ
なりません 。 復学 の 際 のビザ申請が難しくなる例もあります。 大学ごとに、 プロベーションに関する規則
が 異 なります 。 詳細 は、 大学カタログや大学の公式ホームページに記載されていますので、 渡米前に必ず
目を通しておいてください。
プロベ ー ション身分とされた学生は、 在籍受入大学のアドバイザーおよび NCNアドバイザーの指導を積極
的 に 受 け、 プロベーション解除に向けて努力しなければなりません。 履修科目の選択、 授業の受け方、 担
当教授 との 相性、 生活環境 や 友人関係など、 学業成績には様々な要因が影響します。 授業や成績に対して
不安に思うことがあったら、すぐにアドバイザーやNCNアドバイザーに相談してください。

(7)

本機構によるプロベーション等
１. 受入大学においてプロベーションの身分となった学生は、本機構の指導においても自動的にプ
ロベーションの身分となり、特別の管理下での指導を受ける。
２. 受入大学においてプロベーションに付されない学生についても、本機構において（６）−１.
の各号に準ずると認めた者については、本機構の指導においてプロベーションの身分とする場
合がある。
３. 本機構の指導においてプロベーションの身分となった学生は、受入大学との協議に基づく特別
管理下での指導にしたがい、勉学姿勢を含む留学生活全体の見直しを行い、成績や学業態度等
の改善に最善の努力を尽くさなければならない。
４. 第２項によるプロベーション期間中に特別管理下での指導によっても成績や学業態度等に改善
が見られない学生については、本制度の全部又は一部の適用取消等の処分の対象となり、ある
いは受入大学によるプロベーションへの移行等の措置がとられる。

［Ⅱ −３］転学（トランスファー）に関する規則
(1)

転学の目的、条件等
１. 米国の大学教育制度においては、積極的な修学目的を支援する意味で各大学が共通の単位互換
制度を運用して転学生の受入を行っており、学生もこれを利用することができる。
２. 転学は修学目的に添った明確な理由に基づき、学力条件をはじめとする諸条件の周到な準備が
整った段階で実行されるべきものであり、学生は安易な個人的動機や修学目的とは関係のない
動機で転学を行ってはならない。
３. 転学を希望する学生は、以下の転学条件を満たすとともに保護者等の同意を得たうえで、本機
構の転学指導を受けなければならない。
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①修学目的に添った正当な理由
転学制度がより高い修学目的を実現させるために設けられている制度であることに鑑み、以
下の目的以外の個人的理由等による転学は、本制度においては原則として認められない。
（イ）在籍中の受入大学での成績が優秀であり、より上位の大学でも十分に学位取得が可能で
あると認められる者
（ロ）専攻に関して必然的な転学理由があると認められる者
（ハ）その他の修学目的に添った正当な転学理由があると認められる者
②転学が許可される時期
学生が転学を行い得る時期は、語学研修コースを修了し、かつ Freshman（１年次）として
履修することを定められた正規科目（約24単位以上） を修了した時期以降とし、これ以前
の転学は許可されない。一般的には Lower Division（１〜２年次）の一般教養課程を中心
とした約40〜60単位を履修した時期が最も適当である。
特別な事由により、学生が前記の時期よりも早期に転学を希望する場合は、学生本人が保護
者等の同意を得たうえで指導を受け、本機構の特別許可を得なければならない。
③転学先の選択
転学を希望する学生は、転学先の選択について、必ず各地域事務局の担当アドバイザーの指
導を受けなければならない。
転学先の選択及びその指導については、以下のとおりとする。
転学先は、本制度による指導・サポートを継続して受けられるため、他の受入大学を選択す
ることがもっとも望ましい。
上記以外の大学の場合は、原則として本制度による米国での学業指導は電話、インターネッ
ト等を用いた遠隔指導に、また緊急対応等は可能な範囲での実施に限定される。なお、就職
指導等、日本事務局による指導・サポートについては受入大学の学生と同様に受けることが
できる。
④転学時に求められる成績
在籍中の受入大学と同等もしくはそれ以上の水準の大学への転学を希望する学生は、在籍中
の受入大学における学業成績が良好であることを要し、少なくとも平均水準以上の成績の確
保が必須条件となる。一般的には、GPA３.０以上を転学生の受入条件としている大学が多
く、上位校になるほどこの基準は厳しくなる傾向にある。また、転学申請に際して、在籍大
学の評定平均値（GPA）、英語能力（TOEFL）、 学力水準（SAT）、 在籍大学における履
修科目内容、推薦状等の提出を求められ、これらの資料をもとに多面的な評価がなされる。
さらに上位大学においては、これらの資料のほかに論文や特別なテスト等が要求される場合
がある。
⑤

受入大学に対する配慮
本制度により特別な条件をもって受け入れられた学生が、入学して日が浅い段階から受入大
学に対して転学の意向を表明することは非礼に当たる場合が多いので、受入大学に対し慎重
な配慮を行うこと。特に取得単位が少なかったり、成績が低めの学生が早期に転学を口にす
るのは非常識にあたり、配慮を欠いた言動が大学側のサポート姿勢に影響を及ぼすことがあ
るので注意すること。
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４. 本機構に無断で、もしくは本機構の指導に従わずに転学を行った学生については、本制度の全
部又は一部の適用取消等の処分の対象となる。

(2)

転学手続
１. 転学の条件が整っている学生の転学許可手続は、原則として以下の要領で行われる。
① 転学を希望する学生は、転学を希望する事由を明記した「転学希望確認申請書」を担当ア
ドバイザーに提出する。
②担当アドバイザーは同書にもとづき、志望動機、転学条件の準備状況等に関するヒアリング
を行う。
③上記ヒアリング結果にもとづき、本機構による転学指導の実施についての審議が行われ、可
否が決定される。
④許可が出された学生は、担当アドバイザーからの転学指導を受けつつ、転学希望大学への転
学申請手続きに入る。
⑤学生は、転学希望大学からの入学許可を得た後に、学生本人と保護者名での「転学届」を国
内サポート室に提出する。
２. 本機構から転学許可を得た学生の転学手続は、以下の要領で行われる。
① 転学先の大学への申請書の記入、在籍中の受入大学の成績表の取得、転学先の大学への申請
登録手数料の支払い等の手続きは、すべて学生本人が自己責任のもとで行う。
② 受入大学への転学手続については、米国サポートセンターが合否の確認などの側面支援を必
要に応じて行う。

［Ⅱ −４］サポート体制利用に関する規則
学生は、次項以下の要領で本機構の指導を受けなければならない。
指導は、学生が自発的に相談を行っていくことが原則であり、学生にはアドバイザーに積極的に接し、留
学生活の課題を早期に解決していく姿勢が求められる。指導を拒否し、あるいは指導に対して著しく不適
当な態度で接する学生については、本機構から警告書が発せられ、改善の見られない学生については、本
制度の全部又は一部の適用取消等の処分の対象となる。
(1)

マンダトリー・ミーティング
学生は、受入大学もしくは地域事務局で各学期の始めに実施される学生対象のマンダトリー・ミー
ティング（義務出席の全員会合）に必ず出席しなければならない。
１. マンダトリー・ミーティングは、以下の目的で実施される。
①重要事項の伝達・確認
②学期中の本機構による指導スケジュールの確認
③学生と担当アドバイザーの定期コミュニケーション
２. 各大学のマンダトリー・ミーティング実施スケジュールは、NCN サポート情報サイトにて告
知される。
３. やむを得ない事由により、マンダトリー・ミーティングを欠席する場合は、必ず担当アドバイ
ザーに事前に申し出て、特別許可を得なければならない。欠席許可が得られないのに欠席した
場合、及び無断欠席の場合は、本規則違反学生として処分を受ける場合がある。
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学業指導
学業指導とは、学生の学業面に係わる諸問題についての指導を指し、受入大学内の指定場所におい
て、日本人留学生として直面する学業上の課題や、問題点への対応指導が行われる。但し、アドバ
イザーは、語学研修や各教科の内容に関する直接的な学習指導は行わない。
学生は、以下の要領で学業指導を受けなければならない。なお、①、②ともその実施については後
記（５）２. ３.によるものとする。
①定期指導
学生は、少なくとも各学期ごと１回以上定期個別指導を受けなければならない。
学生は、学業指導を受ける前提として、各学期ごとの成績表を担当アドバイザーに提示しなけれ
ばならない。
②臨時指導
定期指導以外に指導を希望する学生は、あらかじめ担当アドバイザーにその旨を申し入れたうえ、
随時指導を受けることができる。担当アドバイザーは必要に応じ、学生に対して随時指導を実施
するものとする。
③進路指導セミナー
入学後、正規学部課程に馴染みはじめた時期に将来を真剣に考え、学びの姿勢や目的意識を確立
することを目指す「進路指導セミナー」、及びこれに関連した個人指導を実施する。
進路指導セミナーでは、
（イ）大学で学ぶことの意義を熟考する。
（ロ）将来の進路を深く考え、自己分析を行う。
（ハ）将来進路を選択するための前提条件の確認を行う。
（ニ）大学での学び方に対するプランを検討する。
等の作業を通じて、就職、大学院進学、及び専門家への道などに対する取り組み方や考え方を固
めてゆく。また、進路指導セミナー後、長期間にわたり段階的な個人指導を通じて、進路指導を
行う。

(3)

生活指導
生活指導とは、学生の留学生活に係わる諸問題についての指導を指し、特に、学業を全うするため
の必要条件となる「安定した学生生活の維持」に指導の重点が置かれる。
生活指導では家族問題、友人問題、異性問題、金銭問題等の個人的問題については、学業に著しい
影響が及ばない限り本機構アドバイザーは関与しない。
生活指導は、以下の要領で実施される。
１. 生活指導は、初年度に集中的に実施され、以後、学生の留学生活の立上がり状況に応じて適宜
実施される。
２. 生活面でのトラブル、悩み、緊急事態の発生等に関しては、学生の申出又は担当アドバイザー
の判断により、個人指導が行われる。
３. 学生個人のプライバシーに関する項目については、本機構の判断により保護者等に報告されな
い場合がある。
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▽NCNサポート体制の活用
〈［Ⅱー４］サポート体制利用に関する規則参照〉
NCNサポ ー ト 体制は、 大学入学決定直後から卒業まで、 留学生としての成功を支えるための指導システムで
す 。 NCNアドバイザーは、 学生の目的達成のために重要な役割を果たします。 学業・ 生活両面からのサポー
ト をすることにより 、 留学生 が 陥 りやすい問題の回避にも努めます。 また、 学生はこのシステムをよく理解
し、指導を積極的に受ける義務があります。
1）マンダトリー・ミーティング（Mandatory Meeting）
各学期 の 初 めに 、 全学生 の 参加 が 義務 づけられた マンダトリ ー ・ ミ ー ティング を 各大学毎に行います。
NCN学生 としての 重要事項やその他の連絡事項を伝達するためのミーティングです。 欠席する場合は、 事
前承認が必要となります。
2）NCNコールセンター
（生活/学業/進路関連の問い合わせ対応、個人指導予約、セミナー申込、緊急時サポート24時間受付）
NCNコールセンターは、病気、怪我などの緊急時には 24時間体制で対応するとともに、生活、学業、進路
などの 問 い 合 わせへの対応や、 アドバイザーとの個人指導予約、 各種セミナー申込も受け付けます。 利用
方法については、渡米後のマンダトリイーミーティングで担当アドバイザーより説明します。
3）個人指導
学生 は 、 各学期 に 最低１回の個人指導を受けることが義務づけられています。 学生は、 アドバイザーのス
ケジュ ールを確認し、 NCNコールセンターに電話、 又ウェブサイトから申し込みフォームを送信し、 個人
指導予約を入れます。
本機構 からは 個人指導 の 電話連絡 や 催促は基本的に問題がない限り行いませんので、 学生の自発的な行動
を 期待 しています。 １学期最低１回の個人指導を受けない学生にはNCNサポートが実施できず、 保護者の
方 への報告も行えなくなります。また、希望学生には、担当アドバイザーとの個人アドバイジングの他に、
就職専門 スタッフ との 電話/テレビ会議 アドバイジング を 行っています。 進路/就職アドバイジングの予約
も、NCNコールセンター、またはウェブサイトから予約が出来ます。
4）各種オリエンテーション／セミナー（グループ指導）
NCN学生向 けの オリエンテーション、 セミナー等の多彩な研修プログラムや情報を提供します。 本機構独
自 の 進路・ 就職関連セミナーやNCN学生に必要なテーマについてのオリエンテーションとともに、 事情が
許す限り大学側の協力も得て、NCN学生向けのサポート研修を行っていきます。進路・就職指導としては、
進路指導 セミナ ー、 就職活動導入セミナー、 業種・ 職種研究アドバイジング、 就職活動準備セミナー、 筆
記試験対策セミナー、面接対策セミナーなど、目的別、内容別に段階的に実施しています。また、プロフェッ
ショナル な職域を目指す学生のために、 就職セミナー特別企画として接客/サービスセミナー、パイロット
セミナ ー 、 米国会計事務所 セミナ ー 、 アスレチックトレーナーセミナー等の専門性の高いグループ指導を
実施します。
5）NCNオフィス
NCN学生 の サポ ートを行う NCNオフィスは、 大学側の事情と NCN学生の在籍人数により、 常時運用大学
と限定日運用大学とがあります。
6）NCNサポート情報サイト
（マンダトリーミーティングや就職セミナー /各種イベントのスケジュール確認、治安情報、 ビザ情報、米
国生活情報、はぴこみ電子版、就職関連ニュースなど掲載）
NCNサポート情報サイトより、学生は NCNのサポート情報から留学生活に関する情報まで瞬時にアクセス
することが 可能 です 。 また 、 このサイトから担当アドバイザーとの個人アドバイジング予約、 就職専門ス
タッフ との 個人 アドバイジング 予約 や各種イベントの予約をすることが出来ます。 学生は、 １日１回必ず
チェック してください 。 学業、 生活、 就職など、 保護者の皆様にもご覧頂ける現地の情報ですので、 どう
ぞご活用ください。
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就職指導
就職指導とは、学生の就職活動に係わる諸問題についての指導を指し、特に留学生としての適切な
就職活動を、早期から準備させることに重点が置かれる。
就職指導は、以下の要領で実施される。
１. 就職指導登録
① 受入大学卒業後に就職を希望する学生は、「就職指導登録」を行わなければならない。登
録を行う時期は、卒業予定時期及び、大学や就職希望業種等の事情に応じてマンダトリーミー
ティングの際に、担当アドバイザーが指示を行う。
② 前項に定めた期間経過後に、登録を希望する場合は、地域事務局及び日本事務局就職指導
室の許可を必要とする。
③ 就職登録を行った学生は、就職活動の経過及び結果について速やかに報告しなければなら
ない。
④未登録学生は、就職セミナー、就職指導等の就職指導プログラムは受けられない。
２. 就職指導プログラム
「就職指導登録」を行った学生は、以下の就職指導プログラムに参加する。なお、一部の指導
プログラムに関しては、別途参加費用が必要な場合がある。
①専攻コースの選択指導及び就職に関連した進路個人指導
②就職に必要な情報収集の指導
③就職セミナー、就職合宿等のグループ指導
④就職指導プログラムに正当な理由なく欠席したり、就職指導に対して適切な努力を怠った学
生に対しては、就職指導登録を抹消し、その後の就職指導を行わない場合がある。
⑤本機構による就職指導は、学生の受入大学在学期間を通じて行われ、卒業と同時に終了する。
従って、受入大学卒業後、米国でのプラクティカル・トレーニング等を選択した者、就職先
を退職し再就職を希望する者、その他卒業後一定期間を経過した者に対してはサポートを行
い得ない。
⑥大学院に進学した学生も、担当アドバイザーに相談のうえ、「就職指導登録」を行い、就職
指導プログラムに参加することができる。
３. 就職活動における前提事項
①就職活動それ自体は、各学生個人がその努力と責任において行うべきものであり、本機構は
その結果に関しては一切責任を負わない。
②本機構は就職斡旋行為は行わない。
４. 卒業後に、プラクティカル・トレーニングを選択して現地に残った場合、既卒扱いとなり日本
企業への新卒扱いでの入社は不可能となる。また、職務経験上で特に必要とされる分野以外の
プラクティカル・トレーニングは、就職活動の面からみると不利になるだけなので勧められな
い。
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▽卒業後の進路について
学生 の 多 くが 、 大学卒業後は日本国内で就職します。 米国での就職は、 就労ビザの問題などから難しいの
が 現状 です 。 留学生活 で 得た語学力や知識を活かして国際的な仕事を希望する多くの学生は、 グローバル
に展開している国内の日本企業や外資系企業へ就職し、海外関連部署での勤務を実現しています。
1）NCN就職指導

① 本機構 では 『就職指導登録制度』を運用しています。 これは、 より充実した個人サポートを行うため
の 情報整備 を 行 うとともに 、 学生一人ひとりに就職準備の自覚を固めてもらう目的で導入されたもので
す 。 NCN就職指導は、 この制度に登録した学生に対して行われ、未登録学生は各種就職関連セミナーや
個人指導 の 対象 から外されます。 登録は春学期のマンダトリー・ ミーティングにて行いますので、 対象
学生 は 責任 を 持 って登録を行う必要があります。 『就職指導登録制度』に登録を済ませた学生に対して
は 、 「NCN就職指導プログラム」が運用されます。 これは、就職関連のセミナーや指導を専門的に体系
化し、統一運用する発展型の指導プログラムです。
②専任の進路指導アドバイザーにより、業界別、企業別の具体的かつ専門的な指導を行います。
2）大学院進学
大学卒業後、 米国 または 日本国内 の 大学院への進学を目指す学生も増えています。 大学４年間で培った
知識 をさらに 専門的 に 発展 させることを目的に、 または専門的な職業に就くことを目標に大学院で学位
取得 や 資格取得 を 目指す学生です。 米国では、 大学院進学は既に一般的な進路として捉えられています
が 、 大学卒業後、 一定期間働 いて 資金を確保してから自分の力で進学するという選択肢もあります。 大
学院進学 を 考 える 学生は、 大学院卒業後の進路までの明確な目標を立て、 計画を練る必要があります。
大学院卒業後の進路を考えるためにもNCNでは大学卒業時の就職活動を勧めています。
3）プラクティカル・トレーニング

（practical training）

プラクティカル ・ トレ ーニングとは、 大学在籍中、 または卒業直後に、 自分が専攻した学問の専門知識
を 深 めることを 目的 に、 現場実習として通常は就労を認められていない留学生に、 最長１年間まで米国
内 での就労を認める制度です。卒業後にプラクティカル・トレーニングを行う場合、法律上の身分はF-1
ビザ 保有 の 学生 のままですが、 実際には大学を卒業してしまっているため、 その後日本で就職活動を行
う 際 は 既卒扱 いとなります。 たった１年間のトレーニングを経験しただけで、 中途採用の枠で就職活動
を 行 うのは 容易 なことではありません。 特別なケースやどうしても就職に必要な場合を除いて、 経験だ
けの プラクティカル ・ トレ ーニングは、 一般的には勧められません。 プラクティカルトレーニングを希
望 する場合は、 留学生オフィスなどで移民法に則った形での申請が必要です。 また、NCNに申請書を提
出することになっています。

(５）指導要項
学業指導、生活指導及び就職指導は、以下の要領で実施される。
１.「自分からの出発」の理念
指導は、本制度における学生の基本テーマである「自分からの出発」の理念の基に、以下の原
則で実施される。
①主体性の原則
学生は、自ら選択した留学と将来進路に関し、主体性をもって臨むことを原則とし、指導は
学生の主体的行動を支援する目的で実施する。
従って、指導は、あくまでも学生の自発的な申し出によって、実施されることを基本とし、
指導を回避したり、積極的な態度で臨まない学生に対しては、指導を行い得ない。
②非指示性の原則
留学の成功は、学生本人の明確な目的意識と自助努力の継続によって達成されるものである。
従って本機構アドバイザーは、指示や命令によって学生を動かすのではなく、学生自身が自
Ⅰ- 20

学生規則

I

覚を持ち、自立するためのアドバイスを行う「非指示性」を原則とする。
２. オフィス・アワーズ
各受入大学には、NCNオフィスが設けられ、予め定めたスケジュールに従って、指導が行わ
れる。各受入大学のNCNオフィスで、指導が行われる時間帯は、オフィス・アワーズと呼ば
れ、学期毎に機関誌や通知等で事前に学生に告知される。
３. 指導予約
指導を希望する学生は、各自の受入大学のオフィス・アワーズを予め確認の上、指導予約を行っ
た上で、指定日に指導を受ける。
予約なしにオフィス・アワーズに来訪した場合、スケジュール化された指導が実施されている
ので、原則として指導は受けられない。但し、アドバイザーが緊急を要すると判断した場合は、
この限りではない。
（６）保護者等との連絡
指導に関する本機構と保護者等との連絡は、以下の要領で行われる。
①定期指導レポート
本機構から保護者等に対し、学生に対して実施された指導の概要を記載したレポートが各学期単
位に送付される。
学生が、本制度の全部又は一部の適用取消処分を受けた場合等は、前記指導レポートの送付は行
われない場合がある。
②本機構への連絡
保護者等が本機構と連絡をとる場合は、必ず日本事務局国内サポート室を窓口とする。各地域事
務局と直接連絡をとっても、同事務局は原則として個別対応は行わない。

▽保護者への報告について
大学 からの 学生 の成績報告は、 各学期に１回、 本機構より保護者宛に郵送します。 ただし、 大学側の手続
きの 関係上、 送付時期 は 次学期開始後になります。 また、 各学生の生活・ 指導利用状況により異なります
が 、 原則 として 各学期 に １回、 各学生の学習状況および生活状況を記した定期指導レポートを保護者宛に
送付 します 。 自発的 に指導を受けない学生に対しては、 指導を行えず、 学習・ 生活状況の確認もできなく
なりますので、必ず指導は受けてください。

（７)

重要事項に関する指導
１. 学生の留学生活の基本に係わる重要事項については、受入大学及び各地域事務局の指導経過、
意見等を踏まえ、日本事務局において保護者等に立会いを求めた上で慎重に指導を実施する。
２. 学生に関して生じた事項について本機構が重要事項と判断した場合は、その旨を保護者等に告
知した上、学生に対して帰国を指示する。この場合、学生はこの指示に従わなければならない。
３. 前項の指示に従わない学生については、本制度の全部又は一部の適用取消等の処分の対象とな
る。
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（８）

専門家によるカウンセリング
１. 本機構において、学生の状態が心理学専門カウンセラー又は精神科医のカウンセリング指導を
必要とすると判断した場合は、その旨を保護者等に告知した上、学生に対し、現地専門家によ
るカウンセリングを指示する。この場合、学生はこの指示に従わなければならない。
２. 前項のカウンセリングについては、各地域事務局の担当アドバイザーがこれをサポートする。
３. 第１項のカウンセリングの結果は、本機構を通じて保護者等に報告される。
４. 第１項の指示に従わない学生については（7）−３.と同様の処分の対象となる。

▽メンタル面のケア等について
学生 は、 受入大学のアドバイザーおよび NCNアドバイザーの指導を受けながら留学生活を送りますが、
基本的 な 生活習慣、 学習習慣 を 確立できず、 大学生としての自覚を保つことが難しくなるケースがあり
ます。また、慣れない環境に適応し、成果を上げなければならない、と必要以上に自分自身にプレッシャー
をかけてしまったり 、 周囲 との 人間関係 においてストレスがたまってしまうことにより、 留学生活に支
障をきたしてしまう場合も見受けられます。
学生 が自分一人では解決できない問題や悩みにぶつかった時には、 まず NCN担当アドバイザーや大学の
アドバイザ ー に 相談 するよう指導していきますが、 問題の内容等によっては、 一時帰国または専門家に
よる カウンセリング が 必要 と判断される場合もあります。 一定期間休学して復学する際には、 国内で適
性 な 医師 の 診断 を受け診断書を提出することが求められる場合もあります。 このようなケースが生じた
場合 には、 学生本人、 NCN担当アドバイザー、日本事務局国内サポート室および保護者との連携の中で
適切な問題解決方法を選びます。

［Ⅱ −５］奨学金に関する規則
奨学金支給に関する審査に合格した学生は、受入大学により本制度学生を対象に設けられた奨学金の
支給を受けることができる。

▽NCN特別奨学金制度の適用について
受入大学 が 本制度学生 を 対象に支給する奨学金については、 高校の成績、 大学での成績や活動実績が審
査条件となり、NCN学生規則の遵守が義務づけられます。条件を満たさない場合やNCN学生規則に違反
した場合は、支給が停止されます。
NCN特別奨学金制度 においては、 成績、 英語力等の諸条件を満たすことで授業料に特別待遇が適用され
ます 。 一定以上の成績の維持されない場合やNCN学生規則に違反した場合は、 特別奨学金制度の適用が
取り消されます。特別奨学金制度運用大学への転学についても、同様の条件が適用されます。
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(参考)一般の奨学金
学生は、一般の各種奨学金を利用できる。ただし、日本人学生が受けられる奨学金は種類も少な
く、成績等の条件も厳しいため利用できる学生は限定されるが、地域と大学によっては受給実績
も増加している。

▽米国大学の奨学金制度は受給資格に制限が
米国の大学には様々な奨学金制度があり、高等教育の機会をより多くの人に与えるよう配慮されています。
奨学金 の 多 くは 米国市民 または大学のある州の州民に受給資格を限定していますが、 地域、 大学によって
は 、 留学生対象とする奨学金の給付を州や大学から受けるNCN学生の数は増えています。 ただし、 留学生
が 対象 となる 奨学金 のほとんどは 、 大学入学後、 一定の単位取得後に学生の成績と課外活動などの成果に
よって受給者が選抜されますので、入学段階で奨学金支給の対象になることは、あまりありません。
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第Ⅲ章

生活指導に関する規則

生活指導に関しては、留学生活を成功させるためのガイドラインとしての最低限の規則のみが限定的に定
められているので、学生はその趣旨を十分に理解し、これらの規則を守らなければならない。保護者等は、
学生から生活指導に関する規則に抵触するような要求や、共同生活の場における不都合に関する訴えが電
話等でなされた場合、その要求事項に対する即答は避け、必ず日本事務局国内サポート室に事実確認のた
めの連絡をとり、本機構と十分に協議の上、学生への結論を出すものとする。本機構による正しい事実確
認がなされない状況下において、学生と保護者等の間のみで誤った結論、学生規則に違反しもしくは修学
目的に添わない結論が出された場合は、本機構はその結果に関して一切の責任を負わない。

［Ⅲ−１］自己管理についての規則
留学期間中の生活に関しては、学生は日本以上に自由を尊び、それに伴う各自の責任が問われる国に留学
していること、年齢的にも大人としての選択権を有し、自己責任が問われる年代に入りつつあることなど
の観点から、自己の責任において生活管理を行わなければならない。
(1)

規則正しい学生生活の自己管理
１. 親元でのサポートを離れて自由な生活環境下での留学生活においては、心のゆるみが生活の乱
れとなる可能性があるので、学生は規則正しい学生生活を常に維持することを最優先課題とし
なければならない。
２. 時間に関する生活管理は安易な方向に流されがちであることから、常に学業優先の姿勢を貫く
ことが求められる。
３. 規則正しい学生生活を送っていないと判断される学生については、本機構によりプロベーショ
ンに付され、特別指導が行われる場合がある。

▽規則正しい生活を送ることの大切さ

〈［Ⅲー１］自己管理についての規則参照 〉

1）常に目的意識を持つ
英語 で 学 ぶという ハンディ を 負っての学生生活ですから、 周囲の学生が遊んでいるからといって同じよう
に 遊 んでいては 、 留学 という戦いに勝てません。 自分が留学を決意した理由は何だったか、 どうすれば自
分の目標や夢に近づくことができるのかを常に念頭に置いて生活し、毎日の計画を立てることが大切です。
2）時間の管理（Time Management）
"Time is money"（時は金なり）という表現を耳にしたことがあると思います。毎日、課題やテストに追わ
れ 、 その 合間 を 縫って余暇を楽しむ学生にとって時間は貴重な財産です。 生活にメリハリをつけ、 時間の
無駄をなくす努力を惜しまず、時には友人の誘いに"No"と言う勇気も必要です。
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▽健康管理には充分気をつけて
1）病気・怪我の対処
大学 には 、 『 ヘルスセンター』と呼ばれる医療施設があります。 風邪や捻挫程度の治療を受けたり、 薬
の 処方 をしてもらうことができます 。 急病などで困った時は、 寮のレジデント・ アシスタント（ＲＡ）
やNCNアドバイザーに連絡します。緊急時の詳しい対応については渡航後NCNアドバイザーが説明しま
す 。 病院 で治療を受けた場合は、 保険金請求に必要ですので、 領収書を受け取っておきます。 留学生保
険の利用方法は、加入の際に渡される小冊子に明記されていますので、必ず目を通しておいてください。
2）メンタルヘルスの管理
留学生 は 、 慣 れない土地で慣れない言葉を使って生活し、 大学で学問を学ぶわけですから、 しばらくは
環境 や 文化 の 違いにとまどったり、 精神的につらい場面に遭遇することもあるでしょう。 そのような時
は 、 NCNアドバイザーの他に各大学のカウンセリングセンターを利用しましょう。 定期的に日本の家族
と近況を報告しあうのも一案です。

(2)

心身の健康についての自己管理
心身の健康維持が留学を成功させる最も重要なポイントの一つであることに鑑み、学生は常に自己
の心身の健康維持に心掛け、健康に関する問題が生じた場合は、直ちに受入大学の医療機関の診察
を受けるとともに本機構アドバイザーの指導を受けるなど、早期解決を計らなければならない。

(3)

治療および指導等
１. 学生の心身の健康状態について、受入大学の医療機関において外部の専門機関による治療もし
くは指導が必要であると判断された場合は、本機構は保護者等にその旨を告知するとともに、
学生に対して行うべき事項についての指示を行い、学生はこれに従わなければならない。
２. 受入大学の医療機関もしくは外部の専門機関により、帰国して治療を受けるべきであると判断
された場合は、本機構は保護者等にその旨を告知するとともに、学生に対して帰国の指示を行
い、学生はこれに従わなければならない。
３. 学生が第１項又は第２項の指示に従わない場合は、本制度の全部又は一部の適用取消等の処分
の対象となる。

(4)

共同生活における自立と自己管理
留学生活は、学生にとって異文化環境への適合という貴重な試練と体験の場であるが、同時に親元
で面倒を見てもらってきた環境から他人との共同生活環境の中での自立という試練に立ち向かう場
でもある。特に日本での恵まれた家庭環境に慣れてきた学生が、共同生活の不便さや他人との生活
の調和の困難さに直面すると、すぐにこれを声高に訴えたり、安易な回避策を求めたりする傾向が
見られ、又そのような状況を容認する保護者等も少なくない。本制度においては、「共同生活にお
ける自立と自己管理」を米国大学への留学についての重要な指導テーマとしているので、それに基
づいて以下のような指導方針で臨み、受入大学及び本機構は学生のわがままを伴った自己主張や安
易な回避策に対しては、厳しい指導を行う。
共同生活において問題点が生じた場合は、問題解決に向けて次のような取り組みをすること。
（イ）自分の考え方や行動に甘えやわがまま等の問題点がないかどうかチェックする。
（ロ）自分で解決できる部分を見つけ、努力を重ねる。
（ハ）早期に本機構のアドバイザーの指導を受ける。
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（ニ）指導の結果を踏まえ、問題点が整理できた段階で保護者等に相談する。
学生が、本機構のアドバイザーに無断で学生規則に違反するような行動をとった場合は、たとえ保
護者等の事前承諾を得ていた場合であっても、本制度の全部又は一部の適用取消等の処分の対象と
なるとともに、本機構はその結果に関して一切の責任を負わない。

▽大学でのアドバイザー、カウンセラーの活用について
問題 や悩みといっても、 様々な領域に及びます。 内容によって相談するアドバイザーも異なりますから、上
手に使い分け、留学生活をより有意義なものにするためにも積極的に活用してください。
1）本機構アドバイザー（NCNアドバイザー）
本機構 の 『日本人学生受入制度』 で 受入 れられた NCN学生専任 のアドバイザーです。 渡航直後のオリエ
ンテーションから卒業まで、学業面・生活面・就職面における指導サポートを行います。
2）大学機関によるアドバイザー
大学機関 のアドバイザーは主に下記のような専門分野に分かれています。 大学のシステムに関連する内容
については、学内の各担当アドバイザーと本機構アドバイザーが協力し合いながら助言・指導を行います。
⒈

アカデミック・アドバイザー（Academic Advisor）

⒉

レジデント・アシスタント（Resident Assistant＝ＲＡ）

専攻決定、転学、成績など、学業面全般に関わる相談を受け、アドバイスや忠告を与えます。
寮生活全般 に関わる相談を受け、ルームメイトとの関係や寮の施設の問題、騒音に対する苦情などを調
整します。
⒊

インターナショナル・ステューデント・アドバイザー（Foreign Student Advisor）
留学生が直面する問題や、ビザの相談を受け付けるほか、留学生同士の交流の場を提供します。

⒋

カウンセリング・センター（Counseling Center）
学生の精神面にかかわる相談を受け、無料でサポートを行う専門スタッフが常駐しています。

日本 でも近年、 精神面の問題への対応を中心に、 専門家によるカウンセリングを受けられる機会が少しずつ
増えてきましたが、米国ではカウンセリングは広く一般的に利用されています。
センタ ーに常駐するスタッフは、 博士号を持つ心理学者や精神科医をはじめ、 修士号レベルの専門資格を有
する カウンセラーが中心です。 相談の内容も、 学習意欲の低下、テスト恐怖症などの学業面に関することを
はじめとして 、 ルームメイトや友人との関係、 ストレスの解消法など、通常の大学生活の中で多くの学生が
直面 する問題が大半を占めています。 留学当初は言葉の壁もあって、 英語でカウンセリングを受けること自
体 が大変かもしれませんが、 専門知識や経験の豊かなカウンセラーと話し合い、 問題の早期解決へ向けたヒ
ントやアドバイスを得ることで、有意義な大学生活を送ることができるでしょう。
カウンセリングセンタ ーでは、 以下のようなカウンセリング・ サポートを行っています。学生は問題の内容
によってそれぞれを 使い分けます。 通常は面会の予約が必要ですが、 緊急時は直接訪問して構いません。相
談の内容によっては、大学のヘルスセンターや専門機関と連携してサポートを行うこともあります。
1）個人カウンセリング
カウンセラーと一対一のカウンセリングを行い、問題解決にあたる。
＜例＞ルームメイトとの関係・友だちができない・自分に自信がない、等。
2）グループカウンセリング（サポートグループ）
同 じような悩みや問題を抱える人が定期的に集まり、 自身の悩みや体験を語り合い、カウンセラーを中心
に問題解決にあたる。
＜例＞ 拒食/過食・学業面での問題・身近な人の死により、意欲が低下している、等。
3)

各種ワークショップ
テ ーマごとにカウンセラーがセミナーを開催し、 メンタルヘルスの様々な側面について知識を共有する＜
例＞

健康な食生活・ストレス管理・時間管理・よい人間関係を築くには、等。
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［Ⅲ−２］車に関する規則
学生は留学期間中、特別の事情がない限り、自動車の保有及び運転は自粛しなければならない。
語学研修コース受講中の学生及び Freshman（１年次）として履修することを定められた正規科目（セメ
スター制の場合、24単位） が未修了の学生については、理由の如何を問わず自動車を保有及び運転をし
てはならない。学生がこの規則に違反し、もしくは自動車の処置について本機構のアドバイザーの指導を
無視した場合は、受入大学の学則違反もしくは本制度の学生規則違反として、入学許可証（Ｉ−20）の
取消、本制度の適用の取消・停止等の処分の対象となる。
(1)

規則が定められた理由
この規則が定められたのは、以下の理由による。
①留学中止の危険性
自動車を保有して現地で交通事故を起こした場合、学生自身の死傷の可能性はもとより、留学の
中断・断念という事態に追い込まれる危険性も高い。特に慣れない土地であること、若年層には
未熟運転による事故が多いことから自動車の保有及び運転は慎むべきである。
②巨額の賠償責任を負う危険性
留学時に加入する留学生保険では、自ら運転する自動車における事故については補償対象外であ
る。また、米国では、若年層でしかも留学生の場合、しっかりした保険会社の自動車保険に加入
することは難しい。従って、無理に保険に入ろうとするとマイナーな保険会社であったり、非常
に不十分な保険金額しか付保できなかったり、保険金の支払いに厳しい限定条件が付けられると
いったハンディを負うことになる。賠償額も医療費も極端に高額なアメリカで、このような不完
全な保険しか付保されていない車で事故を起した場合、留学が継続できない事態はもとより、一
家が破産に追い込まれるような巨額の経済的負担を負う可能性が高い。
③勉学への妨げ
受入大学の多くは、米国人の学生に対しても、１〜２年次の立ち上がり時で勉学習慣を確立しな
ければいけない時期に「遊びの道具」でもある自動車は勉学の大きな妨げになるとの理由から、
１〜２年次における自動車の保有及び大学構内への乗り入れを禁止している。日本人留学生は米
国人学生よりも特に立ち上がり時の負担が大きいことを考慮すれば、修学目的の達成のために自
動車の保有及び運転しないことはむしろ当然と言える。

(2)自動車の保有及び運転に関する登録について
１．「自動車保有／運転に関する登録」の申請条件と自己責任の原則
特別の事情により自動車の保有及び運転を希望する学生で以下の条件を満たした学生は、「自
動車の保有／運転に関する登録」を行うことで、自動車を保有又は運転することができる。 た
だし、登録した学生は全て自己の責任に置いて自動車を保有又は運転を行うものとし、本機構及
び受入大学は、自動車の保有及び運転に起因して起こる交通事故、盗難、トラブル等一切につい
て、何ら責任は負わない。また、本機構及び受入大学は、自動車の保有及び運転に起因して起こ
る交通事故、盗難、トラブル等に関する交渉や、訴訟等への対応は、原則として行わない。
２. 「自動車保有／運転に関する登録」の申請に際して求められる条件
(1)卒業要件として求められる正規科目の単位を24単位以上取得し、かつ累積GPAが3.0以上で
あること。
(2)累積GPAが3.0未満の学生は、正規科目の取得単位数が48単位以上であること。
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(3)受入大学又は本機構から、学生規則「１１−２」（６）又は（７）に基づくプロベーショ
ンの扱いを受けていない学生であること。
(4)学生が自動車の保有又は運転に係わる一切を自己責任で行うことを約すこと。
３．「自動車保有／運転に関する登録」の手続きについて
前項−１の条件を満たした学生で自動車の運転又は保有を希望する学生は、保護者等に事前確認
の上「自動車の保有／運転に関する登録申請書」 [書式−１]を担当アドバイザーに提出する。
(1)本機構は登録申請書の内容および前項−１の必要条件等について確認を行い、問題がなければ
申請を受理する。
(2)登録申請書に本機構による当該学生の自動車保有に関する意見を添付し、国内サポート室より
保護者に「書式−１」「書式−２」及び（控）を送付する。
(3)保護者は本規則に記載された自動車に関する諸注意および自己責任の原則を理解し、本機構の
意見を熟読した上で、最終的に学生の自動車保有を承認する場合は、登録申請書「書式−２」の
所定欄に署名のうえ、「書式−２（控）」を除いて国内サポート室に返送する。
(4)国内サポート室は登録申請書の最終確認後、登録を受理し、担当アドバイザーにその旨を連絡
する。
・レンタカーを借りて運転する場合又は他人名義の自動車を借用したり，預かったりして運転する
場合等も、上記と同様の申請手続きが求められる。
・米国の社会環境や交通事情を鑑み、オートバイ（自動二輪車）の保有又は運転については自動車
より危険性が高いため、原則として禁止する。
４．保険について
自動車の保有又は運転に関する登録を行う学生は、運転者の責任として、必ず十分な補償条件が
ついた適切な保険等に加入すること。特に，保険の契約条件や補償条件について十分に検討し、
その内容について事前に保護者の了解も得ておくこと。
なお、自動車保険の加入の有無および補償内容の精査方法については本機構としての指導を行う
が、最終的な保険の選択や継続加入の手続き等は学生及び保護者による自己責任で行うものとし、
本機構は自動車保険における個別の契約情報の収集および自動車保険に関する管理はこれを行わ
ず、管理責任を負わない。
５．ドライビングスクールについて
学生が運転免許証を取得する際は安易な受験方法ではなく、必ずドライビングスクールに通学し、
正規の運転技術や法規を受講することを条件とする。また、日本国発行の国際免許での運転につ
いても、現地法規や交通ルールについての知識が伴わない状態での運転の危険を鑑み、原則禁止
とする。

Ⅰ- 28

学生規則

I

［Ⅲ −３］寮に関する規則
学生は、受入大学を卒業するまで大学寮に滞在することを原則とする。
特に、語学研修コース受講中の学生及び Lower Division（１〜２年次）において履修することを定めら
れた正規科目（約24単位）が未修了の学生については、理由の如何を問わず寮外で生活してはならない。
(1)

規則が定められた理由
この規則が定められたのは、以下の理由による。
①危険の回避
大学のキャンパス内の寮は大学警察によって治安が保たれており、安心した学生生活が送れる。
②規則正しい学生生活の確保
大学のキャンパス内の寮で留学生活を送る第一の目的は、修学の目的に添った規則正しい生活の
確保である。アパート暮しの学生については、生活が不規則になりがちであり、ひいては生活が
乱れ、遊びが中心の生活となる可能性が大きく、その結果勉学に大きな支障を来すケースが目立
つ。アパートでの生活はまた、受入大学も本機構のアドバイザーも目が行き届かないため、管理
不在の状態となるおそれが強く、自己管理能力に問題の残る学生については特に回避すべきであ
る。
③学生としてのメリットが多い
寮で生活した場合、学生として得られるメリットが多い。例えば、
（イ）キャンパス内の様々な情報が入手し易い。
（ロ）寮生は学期の科目登録を優先して行える等の種々のメリットを与えている大学が多い。
（ハ）多くの友人を得ることができる。
（ニ）図書館をはじめ、大学の施設が夜間まで活用できる。
（ホ）通学時間が不要。
等があげられる。
④生きた英語の修得
寮で米国人学生や他の国からの留学生とルームメイトを組むことを含めた共同生活を送ることは、
日常生活において常に英語に接する機会をもつことであり、英語を修得する上できわめて有意義
な環境に身をおくことである。英語の研鑚に努めなければならない学生がこの機会を利用すべき
であることはむしろ当然であり、英語が未熟な段階で米国人学生らとの接触の機会が少なくなる
アパート暮しをすることは修学目的に反している。

（２）寮外での生活に関する登録について
１．「寮外転出に関する登録」の申請条件と自己責任の原則
在学期間中に寮外での生活を希望する学生で以下の条件を満たした学生は、「寮外転出に関す
る登録」を行うことで、寮外で生活することができる。
ただし、寮外転出後の生活管理は自己責任であり、本機構及び受入大学は、寮外転出で懸念さ
れる事故、事件、学業成績の低下、トラブル等について責任を負わない。また本機構及び受入
大学は、寮外転出で懸念される事故、事件、学業成績の低下、トラブル等に関する交渉や、訴
訟等への支援も原則として行わない。
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２. 「寮外転出に関する登録」の申請に際して求められる条件
(1)卒業要件として求められる正規科目の単位を24単位以上取得し、かつ累積GPAが3.0以上であ
ること。
(2)累積GPAが3.0未満の学生は、正規科目の取得単位数が48単位以上であること。
(3)受入大学又は本機構から、学生規則「１１−２」（６）又は（７）に基づくプロベーション
の扱いを受けていない学生であること。
(4)受入大学の学則やハウジングポリシーに反していないこと。
(5)学生が寮外転出に係わる一切を自己の責任で行うことを約し、保護者等の承諾を事前に得て
いること。
３. 「寮外転出に関する登録」の手続きについて
前項−１の条件を満たした学生で寮外転出を希望する学生は、保護者等に事前確認のうえ、
「寮外転出に関する登録申請書」[書式-１]を担当アドバイザーに提出する。
(1)本機構は登録申請書の内容および前項−１の必要条件等について確認を行い、問題がなければ
申請を受理する。
(2)登録申請書に本機構による当該学生の寮外転出に関する意見を添付し、国内サポート室より保
護者に「書式−２」及び（控）を送付する。
(3)保護者は本規則に記載された寮外転出に関する諸注意および自己責任の原則を理解し、本機構
の意見を熟読した上で、最終的に学生の寮外転出を承認する場合は、登録申請書「書式−２」の
所定欄に署名のうえで（控）を除き、国内サポート室に返送する。
(4)国内サポート室は登録申請書の最終確認後、登録を受理し、担当アドバイザーに連絡する。
・受入大学が運営するオンキャンパスアパートでも、寮の管理者であるRA（レジデンスアシスタ
ント）が不在の施設に入居する場合、「寮外転出に関する登録」申請の手続きを行うものとする。
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〈［Ⅲー３］寮に関する規則参照〉

本機構 の 『日本人学生受入制度』 で 留学 する 学生は、 全員大学の寮に入ることを義務付けられています。
寮生活 は 、 安全 であるだけでなく、 英語力を高める上でも最適な環境となっています。 寮生活では、 学生
同士 で 勉強 を 教 えあったり 、 他の留学生と異文化間のコミュニケーションを図っていくことができるだけ
でなく 、 米国人学生 の シンプル な生活や自立精神、 合理的な考え方にふれることもできます。 毎日の生活
は自己管理に委ねられ、自由を与えられますが、自由には必ず責任が伴うことを忘れないでください。
1）ルームメイト
ルームメイトと良好な関係を保つことは、寮生活を行う上でとても大切なことです。見ず知らずの他人と、
長期間、 同 じ 部屋 で 生活するわけですから、 初めからうまくいくはずがありません。 言葉や文化の壁に悩
んだり 、 意見 の 食 い違いやプライバシーの問題から衝突することもあるでしょう。 しかし、 そういった苦
労を乗り越えて友情が芽生え、お互いに尊敬し合える関係を築いていくことができるのです。
2）施設
大学や寮により違いはありますが、主な施設として、バスルーム（シャワー、トイレ）、コインランドリー、
電話 など一通りのものが揃っています。 静かに勉強したい人が集まる"Quiet dorm"、 世界各国の留学生を
中心に、 国際交流を深めたい人が集まる"International student dorm"など、 様々な寮を選べる大学もあ
ります。
原則 として 、 寮 は 学期毎 に契約を結びますので、 最初に入った寮に不満があったり希望の寮に入れなかっ
た 場合 には 、 次 の学期に別の寮に移ることも可能です。 通常、 学年が上がるほど選択の幅が広がっていき
ますので、卒業するまでに色々な形式の寮に住んでみるのも良い経験となるかもしれません。
3）レジデント・アシスタント（RA）、レジデント・ディレクター(RD)
各寮に住む寮生活のリーダーは、 レジデント・アシスタント、または略して RAと呼ばれ、リーダーシップ
と人柄を高く評価された上級生がこの仕事に当たります。 RAたちの監督に当たるのが レジデントディレク
ター（RD）で、 通常、 大学院生か社会人です。 RDは 、 入寮・ 退寮、ルームメイト変更を含むさまざまな
問題、 ＲＡ には 負担 の 大 き過ぎる問題などを、 より専門的な立場から総括して寮生のケアにあたっていま
す。RDもRAと同様、最も頼もしい相談相手の一人となることでしょう。
4）キャンパス内のアパート形式の寮について
アパ ー ト形式の寮では部屋は個室タイプで、 主に上級生が入ります。 寮には必ずいる RA、 RDの存在はな
く 、 各自 が 生活全般 に責任をもつことが求められます。 また、 運営が民間業者に委託されている場合も多
く、中途解約等には違約金が発生するので、契約書の十分な確認が必要となります。
5）寮外に転出した場合
寮外 の アパ ートに住む場合、 大学の管轄外となり民間業者との個人契約が発生し、 法的拘束力のあるリー
ス に サイン をしなければなりません。 また、 ルームメイト探し、 大家との家賃の交渉、 アパートでのトラ
ブル などに 、 大学 やNCNアドバイザ ー は関与できません。 天災など緊急時にも、 寮内であれば大学やRA
か らの 避難指示 に 従 って行動することができますが、 寮外に住む学生は、 自己責任において行動しなけれ
ばなりません。高い自己管理能力が必要となります。
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［Ⅲ −４］安全に関する規則
米国での安全な留学生活を確保し、修学の目的を達成するために、学生は以下の安全に関する規則を遵守
し、担当アドバイザーの指導に従わなければならない。
(1)

キャンパスでの安全な学生生活の確保
１. 各受入大学は、いずれも治安面を重視して大学が選定されており、キャンパス内及び大学周辺
は、カレッジ・ポリスあるいはユニバーシティ・ポリスと呼ばれる大学警察が治安をコントロー
ルし、安全な環境が確保されている。各大学によって運用体制は異なるが、大学警察はパトロー
ル活動のみならず、学生個人の要請による夜間のキャンパス内の移動、周辺の駅への送迎を含
めたエスコート・サービス等のきめ細かい対応を行っている。
２. 学生は、安全確保の意味から原則として寮生活を義務付けられるとともに、キャンパスを中心
とした学生生活を送るよう指導される。

(2)

夜間外出の自粛
１. 学生は、夜間の外出は危険に遭遇する可能性があるため極力自粛しなければならない。特に渡
米後１年以内の不慣れな期間は、特別な事情がない限り夜間の外出を差し控えるよう心掛けな
ければならない。
２. 夜間の外出に際しては、以下の注意事項を遵守しなければならない。
①よく知り合っている学友達と複数で外出するよう心掛けること
②一人で徒歩で外出することは差し控え、スクールバスや公共の交通手段及び車等を利用するこ
と
③状況に応じてカレッジ・ポリスにエスコート・サービスを申し出ること
④外出に際しては、ルームメイトもしくは日本人の学友に必ず行先と帰宅予定時間を知らせてお
くこと
⑤適宜担当アドバイザーの指導を受けること
⑥留学準備研修で学ぶオリエンテーション・マニュアルの安全ルールに従うこと

(3)

危険区域への立入禁止
アメリカの大都市には現地の人々も近寄りたがらない危険な区域があることが多い。各地域事務局
では、学生に対して立入禁止区域やできる限り立入を避けるべき区域を指定しているので、学生は
担当本機構アドバイザーの指導に従い、これら指定区域を正しく認識し、これら区域への立入を行
わないよう心掛けなければならない。特に安易な好奇心や日本的安全感覚による自己過信による立
入は厳に慎しむべきである。

(4)

休暇期間の活動予定の届出
１. 学生は受入大学の休暇期間の活動予定及び連絡先などを事前に担当アドバイザーに書面で届け
出なければならない。
２. 休暇期間は、学生が自由行動をとる期間であるので、この間は、本制度によるサポートは行わ
れない。特に、休暇期間中に各地域事務局設置地域外への旅行中等に発生した事故等に関して
は対応は行わない。
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本機構及びアドバイザーの車の利用制限
１. 学生はその移動に際し、その移動手段についてはできる限り公共機関の乗物もしくは大学のバ
スなどを利用することを心掛けなければならない。
２. 学生はその移動に際し、本機構が定めた場合以外は、本機構の自動車もしくはアドバイザーの
自動車を利用してはならない。引越等に際しては、専門業者の利用もしくは各人で運送手段を
手配する。
３. 学生とアドバイザーの個人的な合意により、学生のためにアドバイザーの車を利用した場合は、
本機構はそれに起因する交通事故、盗難その他のトラブルに関しては、一切その責任を負わな
い。

(6)

個人的事情に係る緊急連絡
１. 学生の個人的事情に係る緊急事態が発生した場合、学生は各地域事務局もしくは担当アドバイ
ザー、ならびに受入大学に直ちにその旨を連絡しなければならない。
２. 各地域事務局は学生の緊急連絡に基づいて、警察、病院、大学、保険会社、弁護士及び保護者
等に必要な連絡等を行い、適切な対応措置をとる。
３.

学生は、渡米後ただちに在米日本大使館または総領事館に在留届を提出し、住所の変更が生
じるたびに、すみやかにその届け出を行わなければならない。

▽引っ越しをしたら住所変更を忘れずに
学生は、引っ越しや寮の部屋の移動などで住所が変わるたびに、関係機関に報告する必要があります。
F−1ビザ で 米国に滞在する留学生は、 SEVIS番号で管理されており、在籍大学の留学生オフィスに住所
変更 を通知することが米国の法律上義務づけられています。 留学生オフィス以外にも、大使館/領事館、
銀行、NCNオフィス、保護者の方への住所変更通知も忘れないように行わなければなりません。

(7)

緊急重大事故への対応
自然災害、航空機事故、感染症、テロ・誘拐、暴動等の緊急重大事故への対応として、次のことを
定める。
１．（平常時の情報チェック）
学生は、平常時より世の中の動きに常に関心を持ち、テレビやラジオのニュースは必ず朝と晩にチェッ
クをすること。また、電子メールは、大学及び個人のアカウントの両方を、必ず毎日チェックする
こと。
２．（携帯電話）
学生は、非常時に備えて携帯電話を携帯し、大学スタッフやNCNアドバイザーと常に連絡がとれる
状態にしておくことを勧める。
３．（緊急連絡への備え）
学生は、緊急重大事故発生時に困らないように大学の緊急連絡システム、NCNの緊急連絡システム
（アドバイザーの緊急連絡電話、学生連絡網、NCNサポートセンターのホットライン等）、保険会
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社、大使館や領事館等の緊急連絡システムが活用できるよう、日常より備えておくこと。

４．（緊急重大事故への備え）
学生は、緊急重大事故に関して、大学が定めた避難経路、避難場所、対応手順等を確認し、日頃よ
り備えておくこと。
５．（緊急重大事故が発生した場合）
① 学生は、緊急重大事故が発生した場合、個人的な判断で行動せず、大学側の指示や、大学に
設けられる事故対策本部等の指示に必ず従い、速やかに行動すること。
② 学生は、緊急重大事故が発生した場合、NCNの大学内事務局、もしくは現地に対策本部が設
置される場合は現地対策本部に必ず連絡を入れ支援及び指導を受けること。尚、現地の事務局
が対応できない状況にある場合は、学生自身でNCNサポートセンターの「toll-free緊急重大事
故ホットライン」に連絡を入れ、指示を受けると共に、事故に関する情報や、自らの安否及び
他のNCN学生の安否等について、可能な限り情報を提供すること。
③ 学生は、緊急重大事故が発生した場合の安否を、保護者に必ず連絡すること。また、緊急重
大事故が発生した場合、事故に関する保護者との連絡は、NCN日本事務局に設けられる事故対
策本部を窓口とし、現地事務局は、事故への対応に専念する必要があるため、保護者への個別
対応は原則として行わない。
(8) 病気もしくは怪我の場合の対応
１. 学生の病気もしくは怪我については、受入大学の医療機関が対応し、専門的治療や入院等が必要な
場合は、受入大学が提携している病院等の外部専門機関で治療を受ける。
２. 前項の治療の費用については、原則として受入大学の学生保険及び留学生保険によってほぼ全額が
カバーされ得るので、学生は病気もしくは怪我の場合は必ず地域事務局又は担当アドバイザーに連
絡しなければならない。
(9) 補償
１. 学生は、渡米前に留学期間中の事故や病気による負担を補償する留学生保険に自己の責任と負担に
おいて加入しなければならない。
２. 受入大学及び本機構は、学生の病気、事故あるいは怪我につき現地において責任をもって対応措置
をとるが、それ以上の損害賠償又は補償の請求その他の特別な事後措置については一切対応しない。

Ⅰ- 34

学生規則

I

［Ⅲ −５］違法行為に関する規制
学生は、日本国及び米国の法律、受入大学の学生規則等の規則ならびに本機構の学生規則等の規則を遵守
しなければならない。
(1)

違法行為に対する処分
学生が米国において法律に違反した場合は、警察による逮捕及びこれに続く裁判に基づく刑事処罰
等の法的処分の対象となるのみならず、受入大学の停学処分、及び入学許可証（Ｉ−２０）の取消
による退学処分、移民局による強制送還等の措置がとられる。このような処分を受けた学生は、移
民局のブラックリストに掲載され、その結果、以後米国大学への再入学はもちろん、観光目的等に
よる米国への入国まで拒否される場合が多い。

(2)

特に注意を要する違法行為
一般に留学している日本人留学生の過去の例などから見て、以下の違法行為については特に注意を
要する。
①マリファナ（大麻）、麻薬等の違法薬物の使用
マリファナについて、米国ではその所持、使用等が違法ではない、あるいは微罪にすぎないなど
の情報が一部喧伝されているが、これは明らかに誤りであるので、留意してほしい。
②飲酒
日本では法律で禁止されている未成年の飲酒については事実上野放し状態であるが、米国におい
てはほとんどの州において２１才未満の飲酒を厳禁しており、キャンパス内においても厳しく管
理されている。したがって、飲酒の事実が発覚すると逮捕されて刑事罰を受け、ひいては退学処
分となる可能性もあるので、２１才未満の学生は決して飲酒してはならない。
③暴力行為
特に学生間の争いに起因する暴力行為は、刑事罰、受入大学の処分はもちろん、当事者間の民事
裁判にまで発展する可能性も高い。このため、学業の継続どころではなく、留学生活を断念せざ
るを得ない事態に発展するおそれも強いので、絶対に慎まねばならない。
④アルバイト
留学生のアルバイトは法律で禁じられている。留学生がアルバイトを行った場合、不法就労で逮
捕されたり、学生ビザが取消されたり、状況によっては強制送還されることもある。
⑤不法滞在
留学生は、自己責任において米国移民法を遵守しなければならない。特に、合法的な滞在期間を
超えたり、退学処分等で留学生としての身分が失効してからの米国滞在は不法滞在となり、米国
に入国できなくなったり、その後の米国再入国が一定期間禁止される場合がある。

(3)

本機構による処分
学生の違法行為が受入大学当局、大学警察もしくは地域の警察の知るところとならなくとも、本機
構がこれを知った場合は、本機構は学生に対し、厳正な処分を行う。
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▽違法行為を犯すと退学、国外強制退去も
様々 な 文化的背景 を 持 った 人々によって国家が構成されている米国では、 日本に比べ法による管理・ 規制
が 徹底 しています 。 日常的 にも 法律や規則が重んじられ、 大学のキャンパス内においても同様です。 学生
は 、 法 により 認 められる 権利 とそれによって生じる責任についてしっかりと理解し、 行動する必要があり
ます。
1）飲酒
米国 では 、 21才未満の飲酒は全米各州で法律によって禁止されており、 身分証明書を提示しなければ、 酒
類 を 飲 んだり 購入 することはできません 。 飲酒の事実が発覚すれば厳しく罰せられます。 上級生に誘われ
軽 はずみにお酒を口にしたり、 お酒の席に加わっただけでも、 罪と見なされます。 また、 21歳未満の人間
に 飲酒 を 勧 めた 場合 にも厳しく罰せられます。 状況によっては留学生としての身分を失い、 国外退去とな
る場合もあります。
2）アルバイトは禁止
学生 ビザ で 入国 している 留学生 は、 米国の法律上アルバイトを禁止されています。 万一仕事をしたことが
露見 すると 、 強制送還 になる 場合 もありますので注意が必要です。 ただし、 大学に一定期間以上在籍し、
好成績 を 修 めている 学生 には 、 受入大学内での補佐的なアルバイト（図書館、 校内の芝刈り等）が一部認
められる場合もありますが、金銭的にはごく少額です。
3）暴力行為
友人同士、 恋人同士 などの 間 でもいざこざから 発展 して 相手にけがをさせたりすれば、 逮捕され犯罪者と
しての記録が残ります。
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学生に対する処分

１. 本機構は、この学生規則の各処分に関する規定に基づき、学生に対して処分を行うが、以下の
一に該当する場合は、学生に対して本制度の全部又は一部の適用の取消又は停止その他適当と
認められる処分を行う。
①学生又はその保護者等に本制度、本機構もしくは学生全体の名誉を傷つけ又は信用を失墜せ
しめる行為があったとき
②学生又はその保護者等が、故意又は重大な過失により本機構の業務を妨害し、もしくは本機
構に損害を与えたとき
③学生に日本もしくは米国の法令に違反する行為があったとき
④学生が受入大学の学生規則等の規則、本機構の学生規則等の規則に違反したとき
⑤学生が留学を継続し修学の目的を達成することが不可能もしくは著しく困難であると認めら
れるとき
２. 学生に対する処分については、本機構の規則審議会が決定する。
３.

学生に対して処分を行うことが適当と認められる場合は、規則審議会は学生及び保護者等に
対してその旨を告知する一方、必要に応じて事実関係の調査、受入大学、担当アドバイザー等
からの意見聴取を行い、審議の上処分についての決定を行う。

４.

規則審議会は、第３項の審議に際し、学生に釈明の機会を与えるとともに保護者等に対して
意見陳述の機会を与えるものとする。

５.

本機構は、第１項に列挙した学生又はその保護者等の各行為によって損害を被った場合は、
処分の有無、その内容等にかかわらず、学生又は保護者等に対して損害賠償請求を行うものと
する。
改定

▽自由には必ず責任が伴う
『学生規則』 は 、 本機構の日本人留学生として米国大学での留学生活をスムーズに行うために制定された最
低限のルールです。
多 くの学生は、 「米国社会は、 日本に比べて個人の自由や権利が尊重され、他人からの干渉に左右されず好
きな 事 ができる」と『自由の国アメリカ』のイメージばかりを追い求めがちですが、 自由や権利には必ず責
任 が伴うということを忘れがちです。 自由には、 何事も自分の責任において他人に迷惑をかけずに最後まで
やり 通さなければならない、 という厳しさも伴います。 自分の権利を認めてもらうには、他人の権利もまた
認めなければなりません。
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