
 

 

 

２０２１年度 

 

愛知県立大学 

大学院国際文化研究科 

 

科目等履修生募集要項 
 

 

 

 

 

問い合わせ先： 

愛知県立大学  学務部学務課 国際文化研究科担当 
〒480－1198  愛知県長久手市茨ケ廻間 1522-3 

電話 0561-76-8824（直通） 

E-mail：gaigo-t@bur.aichi-pu.ac.jp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出願書類請求方法] 
出願書類は愛知県立大学学務課の窓口にて配布しています。 

郵送での請求は、返信用封筒（角２号、１４０円切手貼付、宛名明記）を同封の

うえ、上記照会先に請求してください。その際、外封筒の表に「国際文化研究科 科

目等履修生募集要項請求」と朱書きしてください。 

  

出願期間  

前期：２０２１年３月 １日（月）から３月 ５日（金）まで 

後期：２０２１年８月１７日（火）から８月２３日（月）まで（土・日曜日を除く） 

※ 出願期間に間に合うようご請求ください。 

※ ご記入いただいた住所・氏名は請求資料の送付のみに使用します。 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、出願後に授業の実施形式等(遠隔授業・対面授

業・成績評価等)が変更となる場合があります。その場合、出願後の受講科目の変更・辞

退等は認められませんので出願の際に十分ご注意ください。 
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※ 科目等履修生制度は、本学学生以外の方が、本学に開講されている授業科目を履修 

して、所定の単位を修得することができる制度です。 

 

１．出願資格 

次の各号のいずれかに該当する者又は入学までに該当見込みの者 

（１）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８３条に規定する大学を卒業した者 

（２）学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の学位を授与された者 

（３）外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者 

（４）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該外国の学校教育における１６年の課程を修了した者 

（５）我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１

６年の課程を修了したとされる者に限る。）を有するものとして当該外国の学校教育

制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの

当該課程を修了した者 

（６）専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が

定める日以後に修了した者 

（７）文部科学大臣の指定した者 

（８）大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者で、２２歳に達したもの 

（９）次のいずれかに該当する者であって、大学院において、愛知県立大学の定める単位

を優秀な成績で修得したと認めたもの 

   ア 大学に３年以上在学した者 

 イ 外国において学校教育における１５年の課程を修了した者 

 ウ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することに

より当該外国の学校教育における１５年の課程を修了した者 

 エ 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における

１５年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学

校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定す

るものの当該課程を修了した者 

（10）外国人（日本国籍を有しない者）については、前述の（１）から（９）のいずれか

に該当し、かつ、在留資格（ビザ）を既に有しており、本学在学中に当該在留資格の

継続が見込まれる者 

 

２．募集人員 

   若干名 
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３．履修方法等 

（１） 履修科目 

２０２１年度に国際文化研究科博士前期課程で開設する授業科目とします。ただし、 

別表に掲げる授業科目を除きます。 

申し込みを行う際には、学務課でシラバスを閲覧し、授業内容を確認してください。 

授業科目担当教員の内諾が必要ですので、出願の前に必ず学務課に相談してください。 

※申し込み後の科目の変更等は、原則できません。 

※受講状況により、閉講となる場合がありますので、予めご了承ください。 

（参考）シラバスは本学 Webサイトでも確認できます。２０２１年度授業科目の 

シラバスは２０２１年３月中旬に公開する予定ですので、２０２０年度のもの

を参考にご覧ください。 

愛知県立大学公式 Web サイト > 情報公開・提供 > 教育情報 > ５.授業科目、授

業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること > 授業科目一覧 

http://www.aichi-pu.ac.jp/disclosure/credit/index.html 

  ※新型コロナウイルス感染症の影響により、出願後に授業の実施形式等(遠隔授業・対面授業・成

績評価等)が変更となる場合があります。その場合、出願後の受講科目の変更・辞退等は認めら

れませんので出願の際に十分ご注意ください。 

（２） 履修単位数 

   前期（４～９月）、後期（１０～３月）各１０単位以内、通年２０単位以内 

（３） 履修期間 

   １年又は半年（前期：４～９月、後期：１０～３月）とします。ただし、履修を許可

された授業科目の形態によっては、当該授業科目の開講期間とします。また、入学時期

は、学年又は学期の始めとします。 

（４） 授業時間 

１限 ８:５０～１０:２０ ２限１０:３０～１２:００ ３限１２:５０～１４:２０  

４限１４:３０～１６:００  ５限１６:１０～１７:４０ ６限１７:５０～１９:２０   

７限１９:３０～２１:００ 

※６、７限は、原則遠隔授業です。１～５限の開講形態は未定です。 

 

４．出願手続 

（１） 出願期間  

前期：２０２１年３月 １日（月）から３月 ５日（金）まで 

後期：２０２１年８月１７日（火）から８月２３日（月）まで（土・日曜日を除く） 

※ 前期の出願時に後期の授業の出願をまとめて行うことができます。その際、後

期の授業料も併せて前期に納入します。ただし以下の場合に注意してください。 

①前期の科目のみを履修している者が後期に改めて出願する場合は、再度「検定

料」、「入学料」、「授業料」が必要となります。 

http://www.aichi-pu.ac.jp/disclosure/credit/index.html
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②前期出願時に後期科目も出願している者が後期に追加出願する場合は、後期に

「検定料」及び追加科目の「授業料」が必要となります。 

③年度が変わった場合は、全ての出願手続が必要です。 

（２） 出願方法 

   持参又は郵送（簡易書留） 

  ※ 出願書類に不備がある場合は受付できません。 

※ 持参される場合は午前９時から午後５時までに学務課（H棟１階）に提出してく

ださい。 

※ 郵送される場合は、封筒に「科目等履修生願書在中」と朱書きし、締切日必着

で送付してください。 

※ 提出された出願書類は、返還しません。 

【提出先】 

愛知県立大学  学務部学務課 国際文化研究科担当 

〒４８０－１１９８  愛知県長久手市茨ケ廻間１５２２-３ 

電話０５６１-７６-８８２４（ダイヤルイン） 

（３） 入学検定料 

９，８００円 

別添の振込用紙で振り込み後、「入学検定料納付証明書」を科目等履修生入学願書

の「入学検定料納付証明書貼付欄」に貼付してください。 

【振込期間】 

前期：２０２１年２月２２日（月）から３月 ５日（金）まで 

後期：２０２１年８月１７日（火）から８月２３日（月）まで（土・日曜日を除く） 

 

【振込に関する注意事項】 

ア 振込用紙の「ご依頼人」欄は出願者の氏名等を黒のボールペンで正確に記入

してください。 

イ 振込をしたときに、必ず「入学検定料納付証明書」の「出納済印」欄に金融

機関の押印があることを確認してください。 

ウ 振込用紙は、機械処理するので、汚したり、曲げたりしないでください。 

エ 振込手数料は、出願者本人の負担となります。 

オ 納付した検定料は、還付しません。 

【振込場所】 

全国の金融機関（普通銀行、信託銀行、商工組合中央金庫、信用金庫、信用組合、

労働金庫、信用農業協同組合連合会、農業協同組合、信用漁業協同組合連合会及び

漁業協同組合の各店舗）の窓口で、振り込みをしてください。 

ＡＴＭ（現金自動預払機）は、利用しないでください。なお、ゆうちょ銀行・郵

便局及びコンビニでは取り扱うことができません。 
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（４） 出願書類（注） 

ア 科目等履修生入学願書(様式１) 

イ 履歴書(様式２) 

※ 出願前３か月以内に撮影した写真を貼付してください。 

ウ 卒業（見込）証明書（最終学歴のもの） 

※ 愛知県立大学及び愛知県立女子短期大学卒業者及び卒業見込の者は不要 

※ ２０２０年度に愛知県立大学の科目等履修生又は聴講生として在学していた

者は不要 

エ 成績証明書（最終学歴のもの） 

※ 愛知県立大学及び愛知県立女子短期大学卒業者及び卒業見込の者は不要 

※ ２０２０年度に愛知県立大学の科目等履修生又は聴講生として在学していた

者は不要 

オ 独立行政法人日本学生支援機構が行う日本留学試験（出題言語日本語）又は独 

立行政法人国際交流基金及び財団法人日本国際教育支援協会が行う日本語能力 

試験Ｎ１（旧１級）の合格結果通知書または認定書の写し 

（出願資格（１０）により出願する者のみ） 

カ 国籍及び在留資格を証明するもの（在留カード、住民票、パスポート等の写し。

ただし、出願資格（１０）により出願する者のみ） 

※書類提出時に確認するため、原本を持参してください。 

キ その他研究科長が必要と認める書類（該当者のみ） 

 

注：各種証明書等に記載された氏名と現在の氏名が異なる者は、戸籍抄本、住民票

等改氏名したことが証明できる書類をあわせて提出してください。 

 

５．選考方法 

原則として書類選考により、特別な試験は行いません。ただし、必要に応じて面接を

課す場合があります。 

 

６．選考結果の通知 

郵送で通知します。 

   【発送日】 ※都合により日程が前後する場合があります。 

前期：２０２１年３月２３日（火） 後期：２０２１年９月３日（金） 

７．入学手続 

入学手続の詳細については、選考結果通知の際にお知らせします。 

（１） 入学手続期間（予定） 

 前期 ：２０２１年３月２４日（水）から３月３０日（火）まで（土・日曜日は除く） 

後期 ：２０２１年９月 ６日(月) から９月１０日（金）まで 

※ 受付時間は午前９時から午後５時までです。 
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※ 入学手続は、原則本人が行ってください。やむを得ない事情により本人が来る

ことができない場合は、学務課に連絡したうえで、郵送（簡易書留・必着）ま

たは代理人により手続を行ってください。 

※ 期間内に入学手続を行わない場合は、入学許可を取り消すことがあります。 

 

 

（２） 提出書類 （用紙等は選考結果通知の際に送付します。） 

① 入学料納付証明書   ② 保証書・身元引受書   ③ 科目等履修生調査書

（写真貼付）④ 科目等履修生証（写真貼付） 

 

（３） 入学料及び授業料 

 金額 納入期間 

入学料 ２８，２００円 (1)の入学手続期間 

授業料 
１単位につき 

１４，８００円 

前期・通年：請求書到着から ４月１０日まで 

後期   ：請求書到着から１０月１０日まで 

 

※ 請求書は４月１日、１０月１日に発送予定です。 

※ 授業料は入学を許可された全期間の総額を、 

入学許可後１０日以内に納付してください。 

     ※ 授業料の改定が行われた場合は改定時から新授業料が適用されます。 

 ※ 納付した入学料及び授業料は返還しません。 

     ※ 受講が許可された科目の変更・辞退は原則認められません。 

 

８．大学院生に関する規定の準用  

    科目等履修生については、特に定めのあるものを除くほか、大学院生に関する規定を準用し

ます。 
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別表 

 

         ２０２１年度国際文化研究科（博士前期課程） 

          科目等履修生に履修を認めない授業科目 

 

授業科目名 

国際文化研究（研究指導） 日本考古学研究Ⅰ・Ⅱ 

日本文化研究（研究指導） 日本地域史研究Ⅰ 

国際文化特殊演習（研究指導） 日本法政治研究Ⅱ 

国際コミュニケーション 言語特別研究Ⅰ・Ⅱ 

英語表現演習 文学思想特別研究Ⅰ・Ⅱ 

言語特別研究 歴史文化特別研究Ⅰ・Ⅱ 

文学文化特別研究 地域文化特別研究Ⅰ・Ⅱ 

国際社会特別研究  

地域社会特別研究  

通訳演習（英・日）  

翻訳演習（英・日）  

※ ただし、上記以外にも非常勤講師が担当する科目は履修を認めない。 

 

 

 

 



２０２１年度 

愛知県立大学大学院 

人間発達学研究科 

科目等履修生募集要項 

問い合わせ先：愛知県立大学  学務部学務課 人間発達学研究科担当

〒４８０－１１９８  愛知県長久手市茨ケ廻間１５２２－３ 

電話：０５６１－７６－８８２２ （ダイヤルイン） 
E-mail：kyofuku@bur.aichi-pu.ac.jp

[出願書類請求方法] 
上記問い合わせ先のメールアドレス宛に、請求してください。その際、メールの件名に

「人間発達学研究科 科目等履修生出願書類請求」と記載し、メールの本文に「氏名、国

籍、連絡先、希望する入学時期」を明記してください。 

また、愛知県立大学学務課の窓口でも配布しています。 

出願期間 

前期：２０２１年３月 １日（月）から３月 ５日（金）まで 

後期：２０２１年８月１７日（火）から８月２３日（月）まで（土・日曜日は除く） 

※ 出願期間に間に合うようご請求ください。

※ ご記入いただいた住所・氏名は募集要項の送付のみに使用します。

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、出願後に授業の実施形式等（遠隔授業・対面授業・

成績評価等）が変更となる場合があります。その場合、出願後の受講科目の変更・辞退等は認め

られませんので出願の際に十分ご注意下さい。

※
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※ 科目等履修生制度は、本学学生以外の方が、本学に開講されている授業科目を履修して、

所定の単位を修得することができる制度です。

１．出願資格 

次の各号のいずれかに該当する者又は入学までに該当見込みの者。 

(1) 大学を卒業した者

(2) 学校教育法第 104 条第 ７ 項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該

外国の学校教育における１６年の課程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年

の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度にお

いて位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修

了した者

(6) 専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が定める

基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める

日以後に修了した者

(7) 文部科学大臣の指定した者

(8) 本学において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者で、２２歳に達したもの

(9) 次のいずれかに該当する者であって、大学院において、愛知県立大学の定める単位を優

秀な成績で修得したと認めたもの

ア 大学に３年以上在学した者

イ 外国において学校教育における１５年の課程を修了した者

ウ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当

該外国の学校教育における１５年の課程を修了した者

エ 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における

１５年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育

制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの

当該課程を修了した者 

(10) 外国人（日本国籍を有しない者）については、上記(１）から（９）のいずれかに該当し、かつ、

既に出入国管理及び難民認定法（昭和 26年政令第 319号）において、在留資格を有して

おり、本学在学中に当該在留資格の継続が見込まれる者

２．募集人員 

若干名 
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３．履修方法等 

(1) 履修科目

２０２１年度に人間発達学研究科博士前期課程で開講する授業科目とします。ただし、

授業科目「臨床発達心理実習」を除きます。申し込みを行う際には、本学Ｗｅｂサイトでシラ

バスを閲覧し、授業内容を確認してください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、出願後に授業の実施形式等（遠隔授業・対面授業・成績評価等）が変更となる場合が

あります。その場合、出願後の受講科目の変更・辞退等は認められませんので十分にご注

意下さい。 

※申し込み後の科目の変更・辞退は、原則できません。

※受講状況により、閉講となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

（参考）シラバスは本学 Web サイトでも確認できます。２０２１年度授業科目のシラバスは

２０２１年３月中旬に公開する予定ですので、２０２０年度のものをご参考ください。 

愛知県立大学公式 Web サイト＞情報公開・提供＞教育情報の公表＞教育情報＞ 

5.授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること＞

授業時間割、シラバス（UNIVERSAL PASSPORT） 

http://www.aichi-pu.ac.jp/disclosure/credit/index.html 

(2) 履修単位数

前期（４～９月）、後期（１０～３月）各１０単位以内、通年２０単位以内

(3) 履修期間

１年又は半年（前期：４～９月、後期：１０～３月）とします。ただし、履修を許可された授業科

目の形態によっては、当該授業科目の開講期間とします。また、入学時期は、学年又は学期

の始めとします。 

(4) 授業時間

１限  ８：５０～１０：２０  ２限 １０：３０～１２：００  ３限 １２：５０～１４：２０

４限 １４：３０～１６：００  ５限 １６：１０～１７：４０

６限 １７：５０～１９：２０  ７限 １９：３０～２１：００
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４．出願手続 

(1) 出願期間

前期：２０２１年３月 １日(月)から２０２１年３月 ５日(金)まで

後期：２０２１年８月１７日(火)から２０２１年８月２３日(月)まで（土・日曜日は除く）

※ 前期の出願時に、後期の授業の出願をまとめて行うことができます。その際、後期の授

業料も併せて前期に納入します。ただし以下の場合に注意してください。

①前期の科目のみを履修している者が、後期に改めて出願する場合は、再度「検定

料」及び「入学料」が必要です。

②前期出願時に後期科目も出願している者が、後期に追加出願する場合は、再度「検

定料」が必要です。

③年度が変わった場合は、再度全ての出願手続が必要です。

(2) 出願方法

持参又は郵送（簡易書留）

※ 出願書類に不備がある場合は受付できません。

※ 持参される場合は午前９時から午後５時まで（土・日曜日を除く）に学務課（H 棟１階）

に提出してください。

※ 郵送される場合は、封筒に「科目等履修生願書在中」と朱書きし、締切日必着で送付

してください。

※ 提出された出願書類は、返還しません。

【提出先】 

愛知県立大学  学務部学務課 人間発達学研究科担当 

〒４８０－１１９８  愛知県長久手市茨ケ廻間１５２２－３ 

電話０５６１－７６－８８２２（ダイヤルイン） 

(3) 入学検定料

９，８００円

【振込期間】

前期：２０２１年２月２２日(月)から２０２１年３月 ５日(金)まで 

後期：２０２１年８月１７日(火)から２０２１年８月２３日(月)まで 

別添の振込用紙で振り込み後、「入学検定料納付証明書」を科目等履修生入学願書の

「入学検定料納付証明書貼付欄」に貼付してください。 
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＜振込に関する注意事項＞ 

ア 振込用紙の「ご依頼人」欄は、出願者の氏名等を黒のボールペンで正確に記入して

ください。

イ 振込をしたときに、必ず「入学検定料納付証明書」の「出納済印」欄に金融機関の押

印があることを確認してください。

ウ 振込用紙は、機械処理するので、汚したり、曲げたりしないでください。

エ 振込手数料は、出願者本人の負担です。

オ 納付された検定料は、還付しません。

＜振込場所＞ 

全国の金融機関（普通銀行、信託銀行、商工組合中央金庫、信用金庫、信用組合、労

働金庫、信用農業協同組合連合会、農業協同組合、信用漁業協同組合連合会及び漁業

協同組合の各店舗）の窓口で、振り込みをしてください。 

ＡＴＭ（現金自動預払機）は、利用しないでください。なお、ゆうちょ銀行・郵便局及びコ

ンビニでは取り扱うことができません。

(4) 出願書類

ア 科目等履修生入学願書(様式１)

イ 履歴書(様式２)

※ 出願前３か月以内に撮影した写真を貼付してください。

ウ 卒業（見込）証明書（最終学歴のもの）

※ 愛知県立大学の卒業生又は卒業見込者、愛知県立女子短期大学の卒業生は不要。

※ ２０２０年度に愛知県立大学の科目等履修生又は聴講生として在学していた者は不要。

エ 成績証明書（最終学歴のもの）

※ 愛知県立大学の卒業生又は卒業見込者、愛知県立女子短期大学の卒業生は不要。

※ ２０２０年度に愛知県立大学の科目等履修生又は聴講生として在学していた者は不要。

オ 【出願資格（10）により出願する者のみ】独立行政法人日本学生支援機構が行う日本留

学試験（出題言語日本語）又は独立行政法人国際交流基金及び財団法人日本国際教

育支援協会が行う日本語能力試験Ｎ１（旧１級）の合格結果通知書又は認定書の写し

カ 【出願資格（10）により出願する者のみ】国籍及び在留期間等を証明するもの

※ 在留カード、住民票、パスポート等を提示し、写しを提出すること。

※ 履修科目数の関係で本学部の科目等履修生であることを根拠として、在留資格を

取得できないため、留意してください。外国籍の方の在留資格取得等については、

事前に入国管理局へ確認してください。

キ その他研究科長が必要と認める書類（該当者のみ）

  注１：各種証明書等に記載された氏名と現在の氏名が異なる者は、戸籍謄本、住民票等改姓

したことが証明できる書類とあわせて提出してください。 

  注２：出願書類のうち、外国語で発行される書類は、日本語訳を併せて提出してください。 
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５．選考方法 

原則として書類選考によります。ただし、必要に応じて面接を課す場合があります。 

６．選考結果の通知 

郵送通知します。 

   【発送日】 ※ 都合により日程が前後する場合があります。 

前期：２０２１年３月２３日（火） 

後期：２０２１年９月 ３日（金） 

７．入学手続 

入学手続の詳細については、選考結果通知の際にお知らせします。 

（1) 入学手続期間（予定）

前期：２０２１年３月２４日（水）から３月３０日（火）まで（土・日曜日は除く）

後期：２０２１年９月 ６日（月）から９月１０日（金）まで 

※ 受付時間は午前９時から午後５時までです。

※ 入学手続きは、原則本人が行ってください。やむを得ない事情により本人が来ることが

できない場合は、学務課に連絡したうえで、郵送（簡易書留・必着）又は代理人により

手続きを行ってください。

※ 期間内に入学手続きを行わない場合は、入学許可を取り消すことがあります。

(2) 提出書類 （用紙等は選考結果通知の際に送付します。）

① 入学料納付証明書 ② 誓約書・身元引受書（保証人２名必要）

③ 科目等履修生調査書（写真貼付） ④ 科目等履修生証（写真貼付）

(3)入学料及び授業料

金額 納入期間 

入学料 ２８，２００円 (1)の入学手続期間

授業料 
１単位につき 

１４，８００円 

前期・通年：請求書到着から４月１０日まで 

後期   ：請求書到着から１０月１０日まで 

※ 請求書は４月１日、１０月１日に発送予定です。

※ 授業料は入学を許可された全期間の総額を、

入学許可後１０日以内に納付してください。

※ 授業料の改定が行われた場合は、改定時から新授業料が適用されます。

※ 納付された入学料及び授業料は、返還しません。

８．大学院学生に関する規定の準用 

    科目等履修生については、特に定めのあるものを除くほか、大学院学生に関する規定を準

用します。 

以上 



２０２１年度 

愛知県立大学大学院 

情報科学研究科 

科目等履修生募集要項 

愛知県立大学  学務部学務課 情報科学研究科担当 

〒480‐1198  愛知県長久手市茨ケ廻間 1522‐3 
電話 0561-76-8826（ダイヤルイン） 

E-mail jimu@ist.aichi-pu.ac.jp

※ 科目等履修生制度は、本学学生以外の方が、本学において開講する授業科

[出願書類請求方法] 
出願書類は愛知県立大学学務課の窓口にて配布しています。 

郵送での請求は、返信用封筒（角２号、１４０円切手貼付、宛名明記）を同封 

のうえ、上記照会先に請求してください。その際、外封筒の表に「情報科学研 

究科 科目等履修生募集要項請求」と朱書きしてください。 

出願期間 前期：３月 １日（月）から３月 ５日（金）まで 

 後期：８月１７日（火）から８月２３日（月）まで 

※ 出願期間に間に合うようご請求ください

※ ご記入いただいた住所・氏名は請求資料の送付のみに使用します。

※ 新型コロナウィルス感染症の影響により、出願後に授業の実施形式等（遠隔授業・対面

授業・成績評価等）が変更となる場合があります。その場合、出願後の受講科目の変更・

辞退等は認められませんので出願の際には十分ご注意ください。



※ 科目等履修生制度は、本学学生以外の方が、本学において開講する授業科

目を履修して、所定の単位を修得することができる制度です。

１．出願資格 

次の各号のいずれかに該当する者又は入学までに該当見込みの者 

(1)学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８３条に規定する大学を卒業した者

(2)学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の学位を授与された者

(3)外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者

(4)外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修すること

により当該外国の学校教育における１６年の課程を修了した者

(5)我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育にお

ける１６年の課程を修了したとされる者に限る。）を有するものとして当該外国の

学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別

に指定するものの当該課程を修了した者

(6)専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であること。その他の文部科学大臣

が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文

部科学大臣が定める日以後に修了した者

(7)文部科学大臣の指定した者

(8)本学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の

学力があると認めた者で、２２歳に達したもの

(9)次のいずれかに該当する者であって、大学院において、愛知県立大学の定め

る単位を優秀な成績で修得したと認めるもの

ア 大学に３年以上在学した者

イ 外国において学校教育における１５年の課程を修了した者

ウ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する

ことにより当該外国の学校教育における１５年の課程を修了した者

エ 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育

における１５年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部

科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

オ 外国人（日本国籍を有しない者）については、上記（1）から（9）のいずれか

に該当し、かつ、在留資格（ビザ）を既に有しており、本学在学中に当該在

留資格の継続が見込まれる者

２．募集人員 

１授業科目 若干名 



３．履修方法等 

(1) 履修科目

令和３年度に情報科学研究科（博士前期課程）で開講する授業科目とします。

ただし、ソフトウェア工学実践、共同研究プロジェクト、演習科目及び特別研究は

除きます。

履修を希望する場合は、シラバスを閲覧し、授業内容を確認してください。

※ 申し込み後の科目の変更等は、原則できません。

（参考）シラバスは本学 Web サイトで確認できます。令和３年度授業科目のシラバ

スは令和３年３月中旬に公開する予定ですので、令和２年度のものをご参考にし

てください。 

愛知県立大学公式 Web サイト > 情報公開・提供 > 教育情報 > 5.授業科目、

授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること > 授業科目一覧 

https://www.aichi-pu.ac.jp/disclosure/credit/index.html 

※受講状況により閉講となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※新型コロナウィルス感染症の影響により、出願後に授業の実施形式等（遠隔授業・

対面授業・成績評価等）が変更となる場合があります。その場合、出願後の受講科

目の変更・辞退等は認められませんので出願の際には十分ご注意ください。

(2) 履修単位数

前期（４～９月）、後期（１０～３月） 各１０単位以内、通年２０単位以内 

(3) 履修期間

   １年又は半年（前期：４～９月、後期：１０～３月）とします。ただし、履修を許可され

た授業科目の形態によっては、当該授業科目の開講期間とします。また、入学時

期は、学年又は学期の始めとします。 

(4) 授業時間

【１限】８：５０～１０：２０  【２限】１０：３０～１２：００  【３限】１２：５０～１４：２０

【４限】１４：３０～１６：００ 【５限】１６：１０～１７：４０

４．出願手続 

(1) 出願期間

前期 ： 令和３年３月 １日(月)から令和３年３月 ５日(金)まで

後期 ： 令和３年８月１７日(火)から令和３年８月２３日(月)まで

※ 前期の出願時に後期の授業の出願をまとめて行うことができます。その際、

後期の授業料も併せて前期に納入します。ただし以下の場合に注意してく



ださい。 

①前期の科目のみを履修している者が後期に改めて出願する場合は、再

度「検定料」、「入学料」、「授業料」が必要となります。 

②前期出願時に後期科目も出願している者が後期に追加出願する場合

は、後期に「検定料」及び追加科目の「授業料」が必要となります。 

③年度が変わった場合は、すべての出願手続が必要です。

(2) 出願方法

持参又は郵送（簡易書留）

※ 出願書類に不備がある場合は受付できません。

※ 持参される場合は午前９時から午後５時までに学務課（H 棟１階）に提出し

てください。

※ 郵送される場合は、封筒に「科目等履修生願書在中」と朱書きし、締切日

必着で送付してください。

【提出先】 愛知県立大学 学務部学務課 情報科学研究科担当 

〒480‐1198  愛知県長久手市茨ケ廻間 1522-3 

電話 0561-76-8826（ダイヤルイン） 

(3) 入学検定料

９，８００円

別添の振込用紙で振り込み後、「入学検定料納付証明書」を科目等履修生入

学願書の「入学検定料納付証明書添付欄」に貼付してください。 

【振込期間】 

前期 ： 令和３年２月２２日（月）から令和３年３月 ５日（金）まで 

  後期 ： 令和３年８月１７日（火）から令和３年８月２３日（月）まで 

【振込に関する注意事項】 

ア 振込用紙「ご依頼人」欄は出願者の氏名を黒のボールペンで正確に記入し

てください。

イ 振込をしたときに、必ず「入学検定料納付証明書」の「出納済印」欄に金融機

関の押印があることを確認してください。

ウ 振込用紙は、機械処理するので、汚したり、曲げたりしないでください。

エ 振込手数料は、出願者本人の負担となります。

オ 納付した検定料は、還付しません。

【振込場所】

・全国の金融機関（普通銀行、信託銀行、商工組合中央金庫、信用金庫、

信用組合、労働金庫、信用農業協同組合連合会、農業協同組合、信用漁



業協同組合連合会及び漁業協同組合の各店舗）の窓口で、振り込みをす

ること。 

・ＡＴＭ（現金自動預払機）は、利用しないでください。なお、ゆうちょ銀行・郵

便局及びコンビニでは取り扱うことができません。 

(4) 出願書類（注）

ア 科目等履修生入学願書(様式１)

イ 履歴書(様式２)

※ 出願前３か月以内に撮影した写真を貼付してください。

ウ 卒業（見込）証明書（最終学歴のもの）

※ 愛知県立大学卒業及び卒業見込の者は不要

※ 令和２年度に愛知県立大学の科目等履修生として在学していた者は

不要

エ 成績証明書（最終学歴のもの）

※ 愛知県立大学卒業及び卒業見込の者は不要

※ 令和２年度に愛知県立大学の科目等履修生として在学していた者は

不要

オ 【外国人（日本国籍を有しない者）のみ】独立行政法人日本学生支援機構

が行う日本留学試験（出題言語日本語）又は独立行政法人国際交流基金

及び財団法人日本国際教育支援協会が行う日本語能力試験Ｎ１（旧１級）

の合格結果通知書または認定書の写し

※原本も持参すること。確認後、返却します。

カ 【外国人（日本国籍を有しない者）のみ】国籍及び在留期間等を証明するも

の（在留カード、住民票、パスポート等の写し）

※原本も持参すること。確認後、返却します。

キ その他、研究科長が必要と認める書類（該当者のみ）

（注）各種証明書等に記載された氏名と現在の氏名が異なる者は、戸籍抄本、

住民票等改氏名したことが証明できる書類をあわせて提出してください。 

５．選考方法 

原則として書類選考により、特別な試験は行いません。ただし面接を課す場合が

あります。 

６．選考結果の通知 

   【発送日】 ※ 郵送で通知します。都合により日程が前後する場合があります。 

前期 ： 令和３年３月２３日（火） 



後期 ： 令和３年９月 ３日（金） 

７．入学手続 

入学手続の詳細については、選考結果通知の際にお知らせします。 

(1) 入学手続期間

前期 ： 令和３年３月２４日（水）から令和３年３月３０日（火）まで （予定）

後期 ： 令和３年９月 ６日（月）から令和３年９月１０日（金）まで （予定）

※ 受付時間は午前９時から午後５時までです。（土・日・祝日は除く）

※ 入学手続きは、原則本人が行ってください。やむを得ない事情により本人

が来られない場合は、学務課に連絡したうえで、郵送（簡易書留・必着）ま

たは代理人により手続きを行ってください。

※ 期間内に入学手続きを行わない場合は、入学許可を取り消すことがありま

す。

(2) 提出書類 （用紙等は選考結果通知の際に送付します。）

① 入学料納付証明書

② 誓約書・身元引受書

③ 科目等履修生調査書（写真貼付）

④ 科目等履修生証（写真貼付）

(3) 入学料及び授業料

金 額 納 入 期 間  

入学料 ２８，２００円 (1)の入学手続期間

授業料 
１単位につき 

１４，８００円 

前期出願の場合 ： 請求書到着から４月１０日

まで 

後期出願の場合 ： 請求書到着から１０月１０

日まで 

※ 請求書は４月１日、１０月１日に発送予定で

す。 

※ 入学を許可された全期間の総額を入学許

可後１０日以内に納付してください。

※授業料の改定が行われた場合は改定時から新授業料が適用されます。

※納付した入学料及び授業料の返還は行いません。また、提出された出願

書類は原則返還しません。

※受講が許可された授業科目の変更・辞退は原則認められません。



８．大学院学生に関する規定の準用 

科目等履修生については、特に定めのあるものを除くほか、大学院学生に関す

る規定を準用します。 


	2 (2021.7更新)2021  科目等履修生募集要項（院国際） - コピー
	Credited_Auditors_Master_2021_yoko0723
	2021科目等履修生募集要項人間発達学研究科
	2021年度科目履修生募集要項（大学院）j情報


