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科目等履修生について 
 

 

科目等履修生は、社会人等に対しパートタイムによる学習機会を拡充し学習の成

果に適切な評価を与えるために学校教育法に基づき制定されている大学設置基

準により制度化されました。 

科目等履修生は、本学の学生に開講されている授業科目の内から希望の科目を数

科目選択（年間最高 32単位まで）して、本学の学生とともに同じ授業を聴講し、

同じ試験を受けていただくものです。 

授業のない時間は図書館で勉強したり、体育施設でスポ－ツをしたりと、学生と

同じキャンパスライフをおくることができます。 

また、科目等履修生の希望により、履修した授業科目の単位は、本学での正規の

単位として認められます。 
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2019年度 公立諏訪東京理科大学大学院科目等履修生募集要項 
Ⅰ．出願資格 

1．学士、修士又は博士の学位を有する者(出願年度の卒業・修了見込を含む) 

2．志望授業科目を学修するに十分な学力があると認められた者 

 

Ⅱ．出願手続 
１． 出願書類 

（1）科目等履修生願書 

（2）出身学校卒業証明書及び成績証明書(※) 

（3）選考結果通知用封筒（宛名記入  350円切手貼付） 

（4）写真 2枚（出願日前 3ケ月以内に撮影したもので、大きさはタテ 30ミリ×

ヨコ 30ミリ、裏面に氏名を記入。1枚は願書貼付、1枚は科目等履修生証用） 

※ 過去に本学の科目等履修生だった場合は、最終学歴に変更の無い場合に限

り、(2）出身学校卒業証明書及び成績証明書、（3）選考結果通知用封筒の

提出を不要とします。 

（5）入学検定料の納入 

  入学検定料 9,800円を出願期間内に、金融機関の ATM から下記の口座に納

入し、振込明細書等の原本を「科目等履修生入学検定料納入書類等貼付台紙」

に貼付してください。 

※一度納入した入学検定料は、理由の如何を問わず返還しません。 

※振込手数料については振込人（出願者）負担となります。 

※事情により原本の提出が難しい場合等は、教務・学生支援課窓口に相談し

てください。 

入学検定料の 
振込先 

銀行名：八十二銀行 
支店名：茅野支店 
預金種目：普通預金 
口座番号：1055200 
口座名義：公立諏訪東京理科大学 
（コウリツスワトウキョウリカダイガク） 

 

２． 出願期間 

 （1）前期出願期間 

2019年 3月 1日（金）～ 3月 7日（木）（土曜・日曜を除く） 

  （2）後期出願期間 

    2019年 9月 2日（月）～ 9月 6日（金）（土曜・日曜を除く） 

（3）窓口受付時間 

月～金曜日  8：45～17：15 

 

※出願資格の 2により出願する者は、出願資格認定に係る審査が必要となるため、

必ず事前に本学事務室に問い合わせのうえ原則として出願期間の 2 週間以上前

に以下の書類を提出してください。なお、審査結果は本人あてに通知します。 
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   ①科目等履修生出願資格認定審査調書（下記の項目を含み、書式自由） 

(氏名、性別、生年月日、現職、現住所、連絡先、職歴とその業務内容、各

種の学習経験がある場合はその学歴) 

➁成果実績概要 

高等学校等の卒業後に従事した実務内容あるいは学習履歴についての詳細

な実務・学習経験報告書 

 

３． 出願方法 

出願書類、入学検定料納入書類等貼付用紙を本学教務・学生支援課窓口へ提出

してください。複数の学部(研究科)にわたって出願する場合でも、入学検定料は

9,800円となります。 

※過去に本学の科目等履修生だった場合は、新たに入学審査を行わないため、

入学検定料を不要とします。 

 

Ⅲ．選考規準・結果 
「本学において、特定の授業科目の履修を願い出る者があるときは、本学大学院学

生の学修に支障がないと認めた場合に限り、選考の上、科目等履修生として履修を

許可することができる。」 

選考結果は、前期に出願した方は 3月下旬、後期に出願した方は 9月中旬に本人

宛に文書にて通知します。なお、履修科目の許可にあたっては、申請された履修期

間、時限等を変更のうえ許可する場合があります。 

 

Ⅳ．履修手続 
履修を許可された方は、許可通知により指定された期日（2019年 4 月以降を予定）

までに、入学金及び履修料を本学教務・学生支援課窓口で納入の上、履修手続を行

ってください。履修料の分納は認めません。 

 入学金：28,200円 履修料：1単位につき 14,800円 

 

Ⅴ．出願に際しての注意事項 
1．出願後の科目変更及び納入金の返還は一切行いません。 

2．願書の記載にあたっては、「履修出願の目的・理由」の「単位の取得を希望」の

有無を選択してください。 

3．科目等履修生の履修期間は 1年以内です。1年を超えて継続して履修を希望する

場合は、年度ごとに出願する必要があります。 

4．本学で履修できる単位数は、年間 32単位以内です。 

5．実習を行う科目については履修定員の関係で許可されないことがあります。 

6．後期出願期間に出願した場合は、通年科目の履修はできません。 

7．願書締切日までに出願手続が間に合わない場合は、予め本学教務・学生支援課

へ連絡してください 

8．本年度科目等履修生対象に開講する授業科目は別紙「科目等履修生開放科目」

のとおりです。（黄色で表示された部分が科目等履修生対象に開講する授業科目）

各授業科目の講義内容等については、教務・学生支援課に問い合わせてください。 
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履 修 要 項 
 

以下に記載の事項は、履修許可後勉学を行う上で必要な事柄です。願書を記入する

前に通読し、承知しておいてください。 

 

Ⅰ．科目等履修生証 
科目等履修生として履修が許可されると交付されます。本証は、一般学生の学生

証に相当するもので、本学における身分をあらわしますので、学内では常に携帯す

る必要があります。特に試験の際、本証を所持していないと受験できません。 

 

Ⅱ．単位制度 
本学では、授業科目ごとにその授業科目を履修し、試験の上、合格と認められた

者に所定の単位を与える単位制により授業を行っています。  

1．単位の計算基準 

単位の計算基準は次のとおりです。 

本学における学修活動は、14 週（45 時間）の学修活動に対し 1 単位が与えら

れる。 

学修活動は、授業時間のほか、学生が自主的に行う準備、学習等の自習時間を

含むものとして定められている。本学においては以下の基準を下限として単位数

を定めている。 

講  義 15時間の授業時間をもって 1単位とする。 

演  習 30時間の授業時間をもって 1単位とする。 

 

2．単位の認定時期 

単位の授与は、前期終了の科目であっても原則として年度末（3 月）となりま

すが、特別の事情のある方は本学教務・学生支援課窓口で相談してください。 

 

Ⅲ．2019 年度授業予定 
1．授業時間 

本学の授業は年間を通じて次の区分によって行っています。 

1時限 9：00～10：40 

2時限 10：50～12：30 

3時限 13：20～15：00 

4時限 15：10～16：50 

5時限 17：00～18：40 

※1時限あたりの授業時間は 100分間です。 
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公立諏訪東京理科大学 授業予定表 

 

2019年度前期授業等の主な予定 

4月 9日(火) 前期授業開始 

4月 9日(火)～4月 14日(日) 前期履修申告期間 

5月 6日(月) 授業調整日(祝日であるが授業を行う) 

7月 23日(火)・24日(水) 前期補講期間 

7月 26日(金)～8月 2日(金) 前期定期試験 

8月 3日(土)～9月 30日(月) 夏期休業 

9月 11日(水)～9月 14日(土) 前期追・再試験期間 

 

2019年度後期授業等の主な予定 

10月 1日(火) 後期授業開始 

10月 1日(火)～10月 6日(日) 後期履修申告期間 

10月 14日(月) 後期授業調整日(祝日であるが授業を行う) 

12月 26日(木)～1月 7日(火) 冬期休業 

1月 8日(水) 授業再開 

1月 17日(金) 
後期臨時休校日(大学入試センター試験準

備日) 

1月 18日(土)～19日(日) 
大学入試センター試験(在学生構内立入禁

止) 

1月 22日(水)・23日(木) 後期補講期間 

1月 28日(火)～2月 4日(火) 後期定期試験 

2月 19日(水)～2月 22日(土) 後期追・再試験期間 

3月 18日(水) 学位記授与式 
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Ⅳ．開講科目の講義内容について 

各授業科目の講義内容については、本学教務・学生支援課まで問い合わせてくだ

さい。 

 

Ⅴ．試験 
1．試験の種別及び受験手続 

試験には、定期試験、臨時試験、追試験があります。 

（1）定期試験 

前期末、後期末の 2 回行う試験で、授業科目によってはレポ－ト等により

試験に代えることがあります。試験時間割、試験場等はその都度、掲示によ

り発表します。また、定期試験は授業と異なり、次の時間区分によって実施

されます。 

第 1回目  9：30～10：30 

第 2回目 11：00～12：00 

第 3回目 13：00～14：00 

第 4回目 14：30～15：30 

第 5回目 16：00～17：00 

（2）臨時試験 

定期試験以外に随時行う試験をいいます。 

（3）追試験 

特別な事情により、定期試験を受験できなかった者に対しては、所定の手

続きにより追試験を行うことがあります。 

（受験資格） 

追試験を実施する場合、受験できる資格者は、以下に掲げるやむを得ない理

由により試験を欠席し、審査の上受験を許可され、所定の手続きを完了した者

のみです。 

ア．病気欠席（医師の診断書を添付し、欠席せざるを得なかったと判断される

もの） 

イ．忌引（保証人の届出書添付のもの） 

ウ．その他、特別な事情により欠席し、学科主任及び幹事が正当な理由がある

と認めたもの。ただし、次の事情によるものは認めません。 

ａ．遅刻（証明書の添付が無いもの） 

ｂ．時間割の見誤り 

ｃ．その他、本人の不注意と判断されるもの 

（手続き） 

追試験を願い出る者は、追試験願に欠席理由の証明書を添付し、所定の期日

までに事務室に提出しなければなりません。また、追試験が許可された場合、

所定の追試験料を納入する必要があります。 
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（4）レポ－ト 

① 科目によっては、レポ－トをもって試験に代えることがあります。提出に

あたっては、次の点に注意してください。 

② レポ－トについては、掲示及び担当教員の指示に従うこと。 

③ レポ－トの表紙、様式等については、授業科目又は提出先により異なるの

で、事務室或は担当教員の指示に従うこと。指示に従わないものや、綴じ方

の完全でないもの、表紙記載事項に漏れがあるものは受理しない。 

④ 提出期限、場所は指示に従うこと。レポ－トは試験と同じ扱いであるから、

締切を過ぎたものは一切受理しない。 

⑤ レポ－トは、特別な場合を除き返却しない。 

2．成績評価基準 

各授業科目の成績及び単位は、試験又は試験に代わるレポ－ト並びに平常成績

をもって評価、認定します。成績の評価及び基準は次のとおりです。 

   

秀（Ｓ）（90～100点） 

合 格 
優（Ａ）（80～ 89点） 

良（Ｂ）（70～ 79点） 

可（Ｃ）（60～ 69点） 

不可（Ｄ）（59点以下） 
不合格 

ブランク（－）（履修放棄） 

3．成績の結果通知 

当該年度に履修した授業科目の成績は、原則として成績通知書の交付により本

人に通知します。 

 

Ⅵ．科目等履修生の学内施設の利用について 
1．図書館の利用 

科目等履修生は図書館を利用することができます。 

［開館時間］ 月曜～金曜 9：00～21：00（※変更する場合があります） 

土曜    9：00～18：00（※変更する場合があります） 

［休館日］  日曜・休日及び本学創立記念日、東京物理学園記念日 

※長期休業期間中の開館時間・休館日は別途定め掲示します。 

※資料整理などの都合上、必要に応じて臨時に休館する場合もあります。 

2．厚生施設の利用 

3 号館に売店・食堂・学生ラウンジ・談話コ－ナ－があり、一般学生と同様に

利用することができます。授業で使用する教科書は売店で購入することができま

す。 

3．体育施設の使用 

本学には体育施設として体育館・グランド・テニスコ－トがあります。これら

は体育の授業に使用されていますが、空いている時間は、一般学生と同様に使用

することができます。使用にあたっては本学財務課窓口で手続きが必要です。 

 

4．保健室について 
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学内で気分が悪くなったり、けがをした場合は、保健室で応急処置を行います。

また、健康上の相談にも応じています。 

 

Ⅶ．大学からの事務連絡の方法 
在籍期間中における大学からの事務連絡は、特別な場合を除き所定の掲示板への

掲示により行うので、出校中は常に掲示物に注意してください。 

 

Ⅷ．証明書の交付について 
1．証明書の種類及び手数料は次のとおりです。 

種類 手数料 

在 学 証 明 書 100円 

成 績 証 明 書 100円 

履 修 証 明 書 100円 

2．証明書を申し込む際は、本学教務・学生支援課前にある証明書発行機で証明書

申込用紙を購入し、必要事項を記入の上、本学教務・学生支援課に提出してくだ

さい。 

なお、証明書申込用紙は証明書 1種類につき 1枚必要です。電話での証明書の

申し込みは、受け付けておりません。 

＜受付時間＞ 

月曜～金曜  8：45～17：15 

 

Ⅸ．通学方法について 
1．バスの利用 

アルピコ交通によって運営されているバスが、授業時間帯に合わせて茅野駅か

ら大学構内まで運行しています。詳細は問い合わせてください。 

2．車・バイク通学 

車・バイクによる通学を希望する方は、所定の自動車通学許可願・駐車場利用

申請書を本学教務・学生支援課窓口へ提出してください。 

なお、自動車通学の許可は、通学距離等を判断し可否を決定します。自動車通

学を希望される場合は、出願時に本学教務・学生支援課に相談してください。 

3．自転車通学 

自転車で通学する場合は、自転車を所定の駐輪場にとめてください。 

 

科目等履修生の責務 
公立諏訪東京理科大学科目等履修生として履修を許可された者は、本学の学則並び

に諸規程を守り、科目等履修生としての責務をつくさなければなりません。 
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 〈問い合わせ先〉 

公立諏訪東京理科大学 教務・学生支援課 

〒391-0292 

長野県茅野市豊平 5000 番地 1 

TEL：0266-73-1201／FAX：0266-73-1241 



 

 

入学検定料納入後、枠内に「振込明細書等の写し（振込先の口座名・振込金

額が明記されたもの）」を貼付すること。 

 
 

2019年度 科目等履修生入学検定料 納入書類等貼付台紙 

氏 名  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学検定料 9,800 円 

 

入学検定料

の納入先 

銀行名：八十二銀行 支店名：茅野支店 

預金種目：普通預金 口座番号：1055200 
口座名義：公立諏訪東京理科大学 

（コウリツスワトウキョウリカダイガク） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※振込明細書等は、折り曲げや横向きに貼付してもよい。 

※事情により原本の提出が難しい場合等は、教務・学生支援課窓口にご相談ください。 
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