
2018 年度 花園大学 

科目等履修生募集要項 
 

科目等履修生とは、本学の学生以外で一つまたは複数の授業科目を履修する者をいいます。生涯

学習社会における社会人等の勉学の機会を広く確保するために、本学で開講している多数の科目

のうちから正規の学生の学修を妨げない限り、所定の単位数までの履修を可能にしています。 

この科目等履修生制度には【単位修得コース】と【聴講コース】の 2 コースがあります。 

 

※ ご希望の内容によって、各ページからご覧ください。 

 

お問い合わせ先 

           花園大学 学務課  

          〒604-8456  京都市中京区西ノ京壺ノ内町８－１ 

Ｔｅｌ 075-823-0583（直） 受付時間 月～金 9:00～17:00(土 15:00まで) 

          講義時間 

１講時 ２講時 ３講時 ４講時 ５講時 ６講時 ７講時 

9:00～

10:30 

10:40～

12:10 

13:00～

14:30 

14:40～

16:10 

16:20～

17:50 

18:00～

19:30 

19:40～

21:10 

 

① 資格取得、学位取得等のために受講科目の単位認定をご希望の方   

１ページの【単位修得コース】へお進みください。 

  お申し込みの際は、《単位修得コース用願書》をご使用ください。 

 

② 講義の聴講のみをご希望の方（単位認定をご希望されない方） 

              ５ページの【聴講コース】へお進みください。 

          お申し込みの際は、《聴講コース用願書》 をご使用ください。 
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【単位修得コース】 

2018年度花園大学 科目等履修生【単位修得コース】 募集要項 

１．概要 

科目等履修生【単位修得コース】は大学入学資格を有する方を対象として、本学で講義を受け、

試験に合格すれば当該科目の単位を認定する制度です。本学で開講している科目の中から希望

に応じて、自由に履修できます。ただし、外国語、演習、講読、実習など定員の定められている科目

および本学で指定する科目は履修できません。履修できる科目については『開講科目時間割表《科

目等履修生用》』をご参照ください。当該年度において履修できる単位数は２０単位が上限です。 

 

２．出願資格 

１．下記条件の１つを満たす方 

       ①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した方、または２０１８年３月卒業見込の方 

       ②通常の課程による１２年の学校教育を修了した方、または２０１８年３月修了見込の方 

       ③学校教育法施行規則第１５０条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力が 

あると認められる方、または２０１８年３月３１日までにこれに該当する見込みの方 

       ★大学院科目を希望される場合は、大学院の入学資格を有する方 

２．その他 

★外国人の方は、出願時において履修希望科目の履修期間の在留が認められている方 

 

３．出願手続 

（１）出願書類  

１．願書（本学所定のもの。《単位修得コース用願書》をご使用ください） 

写真１枚（縦４㎝×横３㎝） 裏面に氏名を記入し、願書に貼り付けてください。 

（正面上半身脱帽背景なしで、３ヶ月以内に撮影したカラー証明写真に限ります） 

２．出願資格にかかる学校の卒業証明書または卒業見込証明書。 

               ただし、本学卒業生および本学卒業生以外で前年度【単位修得コース】の科目等履修

生であった方は不要です。 

           （前年度まで【聴講コース】を受講した方で、【単位修得コース】の科目等履修生へ変更 

する場合は卒業証明書を提出してください） 

★ 外国人の方は、上記の書類のほかに、住民票の写し（在留資格・在留期間が記載

されたもの・３ヶ月以内に発行されたもの）を提出してください。 

（２）選考料 

                選考料 １０,０００円 〔本学卒業生 ５,０００円〕 

◆ 同封の「振込依頼書」の金額、氏名（出願者）、住所を記入の上、お手続きください。 

◆ ATM・インターネット等での振込の際は、整理番号：１１１１と氏名（出願者）を必ず打電

してください。（例：1111 ﾊﾅｿﾞﾉ ﾀﾛｳ） 

（ATM ご利用の場合、自動的にキャッシュカードの名義人が振込人となりますのでご注

意ください。） 

◆ 三井住友銀行の窓口で同封の振込用紙をご利用いただきます場合と同銀行のＡＴＭで

のお手続きの場合、振込手数料は不要です（注：時間外手数料は必要となります）。 

※他の金融機関でのお振り込みの場合、振込手数料は各自ご負担ください。 

◆本学、栽松館２階 財務課での履修料納入も可能です。振込手数料はかかりません。 

  納入の際は、必ず同封の「振込依頼書」に必要事項を記入して納入ください。 

    ※「振込依頼書」がない場合は、受付いたしません。 

 

【選考料の納入期間】  ２０１８年３月２３日（金） ～４月２日（月）〈厳守〉   

【振 込 先】 三井住友銀行 京都支店     普通預金 

口座番号：８７９４２９３  口座名義：学校
ｶ ﾞ ｸ ）

法人花園
ﾊﾅｿﾞﾉ

学園
ｶﾞｸｴﾝ
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 【単位修得コース】 

４．在籍期間と履修単位 

・在籍期間は、１年間です （２０１８年４月～２０１９年３月）。 

この期間を超えて引き続き在籍しようとする場合は、次年度新たに出願してください。 

ただし、希望される科目の履修に関して保証するものではありません。 

・１年間に履修できる上限は、開講期間に関わらず２０単位です。 

個々の単位数については、『学修ガイドブック』を参照してください。 

・科目によりセット受講が原則となっているものがあります。『学修ガイドブック』および『開講科目

時間割表《科目等履修生用》』を参照してください。 

 

  ★ 資格取得に必要な科目を履修される場合は、各自で責任を持って必要科目を登録してください。 

 

５．履修科目の制限 

     ・受講制限（クラス指定・人数制限）のある科目は受講できません。 

            例：語学科目・体育実技・講読・実習・演習科目・書道実習科目等 

     ・学外実習を伴う下記科目の履修は、本学卒業生に限ります。 

            例：教育実習・相談援助実習・保育所実習・幼稚園実習・養護実習・介護等体験等 

     ・その他、大学が指定する科目は受講できません。 

☆保育士、幼稚園教諭、養護教諭の資格取得関連の科目受講は、本学児童福祉学科卒業生に限ります。 

 

６．出願期間 

２０１８年３月２３日（金） ～ ４月２日（月）  郵送にて出願してください(当日消印有効)。 

 

７．出願上の注意 

     ・『出願書類』を揃えて出願用封筒に入れ、郵送してください。 

     ・願書に不備がある場合、履修は許可されませんので、ご注意ください。 

     ・履修を許可された科目の追加、変更、取消はできませんので、ご注意ください。 

     ・【単位修得コース】は後期募集はおこないませんので登録漏れのないようにしてください。 

     ・【聴講コース】との同時出願はできません。 

     ・保証人記入欄も必ず記入した上で提出してください。科目等履修生本人と連絡がとれなかった

際の緊急連絡先として使用いたします。 

 

８．可否の通知 

２０１８年４月１３日（金） 本人宛に『特定記録』にて発送します。 

履修を許可する場合は、手続書類を同封して発送します。 

（手続書類 ：可否通知書、履修料等計算書類、学籍簿カード） 

 

９．履修料等 

１単位 １０,０００円として計算した金額に、単位認定料として１科目につき 

  １０,０００円を加算します（単位修得コースのみ）。 

 

★ 『実習費』が必要な科目は、別途当該科目の実習費が必要となります。 

★ 『教育実習』または、『看護実習』等を履修される場合は学研災付帯賠償責任保険への加入

が必要です。その保険料として後日８９０円が必要です。 

 

《 履修料の計算例 》 

 

          『社会学Ⅰ（２単位）・社会学Ⅱ（２単位）』をセット受講する場合 

 

             １０,０００円 × ２単位 ＋ １０,０００円 ＝ ３０,０００円（社会学Ⅰ） 
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【単位修得コース】 

             １０,０００円 × ２単位 ＋ １０,０００円 ＝ ３０,０００円（社会学Ⅱ）                                        

合計 ６０,０００円 

          『教育実習（５単位）』を受講する場合 

            

１０,０００円 × ５単位 ＋ １０,０００円 ＋ ２,０００円 ＝ ６２,０００円 

                                           （実習費） 

１０．履修料等の納入方法 

可否通知書に同封してある『履修料・実習費計算原票【単位修得コース】』に記入された履修料等

を【納入期限】までにお振り込みください。 

 

◆ 同封の「振込依頼書」の金額、受付番号 4 桁、氏名（出願者）、住所を記入の上、お手続きくだ

さい。 

◆ ATM・インターネット等での振込の際は、受付番号4桁、氏名（出願者）を必ず打電してください。

（例：1001 ﾊﾅｿﾞﾉ ﾀﾛｳ） 

（ATM ご利用の場合、自動的にキャッシュカードの名義人が振込人となりますのでご注意ください）。 

◆本学、栽松館２階 財務課での履修料納入も可能です。振込手数料はかかりません。 

 納入の際は、必ず同封の「振込依頼書」に必要事項を記入して納入ください。 

 ※「振込依頼書」がない場合は、受付いたしません。 

 

◆ 三井住友銀行の窓口で同封の振込用紙をご利用いただきます場合と同銀行のＡＴＭでのお手

続きの場合、振込手数料は不要です。（注：時間外手数料は必要となります）。 

※他の金融機関でのお振り込みの場合、振込手数料は各自ご負担ください。 

 

【納入期限】  ２０１８年４月２０日（金）〈厳守〉   

 

【振 込 先】 三井住友銀行 京都支店     普通預金 

口座番号：８７９４３０８  口座名義：学校
ｶ ﾞ ｸ ）

法人花園
ﾊﾅｿﾞﾉ

学園
ｶﾞｸｴﾝ

   

 上記期限までに履修料等が納入されない場合は、履修許可は取消となります。 

 

１１．手続き期限 

履修料の振り込みと『学籍簿カード』の提出が確認できましたら、『履修許可書』を郵送します。 

『履修許可書』は『科目等履修生証』の交付時また『科目等履修生証』交付以前に図書館を利用

される際に必要ですので、保管しておいてください。 

 

学籍簿カードに必要事項を記入し写真を貼付のうえ（裏面に誓約書がありますので、忘れずに署

名捺印をしてください）返送してください。 

 

学籍簿カードの提出期限は２０１８年４月２０日（金）17：00 です。 

郵送の場合は当日消印有効です。 

上記期限までに提出されない場合は、履修許可は取消となります。 

 

１２．履修許可以前の受講について 

２０１８年度の開講日は４月９日（月）です。 

日程の都合により開講日と履修許可日にずれが生じますが、『履修許可書』の交付以前に限り

仮受講していただいても差し支えありません。 

 

１３．科目等履修生証 

２０１８年５月１４日（月）以降に学務課に『履修許可書』をご提示いただき、『科目等履修生証』の 
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【単位修得コース】 

交付を受けてください。 

・『科目等履修生証』は、講義・試験の際に必ず携帯してください。 

 

     ★『科目等履修生証』によって受けられるサービスの範囲 

・通学定期および学割（運賃学生割引）等は利用できません。 

・HUMICの利用・・・図書館内での閲覧は自由です。ただし、ＡＶコーナー・ＰＣコーナーの 

ご利用はできません。  

一般図書の館外貸出は、５冊  １４日です。 

※「授業の参考文献」は７日の貸出となります（一般図書の貸出冊数に

含みます）。また、更新はできません。 

 ・【はじめて受講される方】 

                           『履修許可書』が発行されましたら『履修許可書』で図書館を利用してい 

ただけます（貸出を含む）。 

そののち、『科目等履修生証』が発行されましたら『科目等履修生証』で

ご利用ください。 

 

※HUMIC の利用について、わからないことがあればカウンターでお尋

ねください。 

    ・クラブ、サークル活動等への参加や、それにともなう施設利用はできません。     

  

                   

１４．科目等履修生番号 

２０００年度以降に本学で科目等履修生として在籍されたことがある方は、願書の所定の欄に 

在籍された年度・科目等履修生番号を必ず記入してください。 

 

１５．成績評価 

履修科目の成績は、前期および後期に実施される定期試験および出席状況、課題(レポート) 

提出等で各担当教員が評価します。 

     成績通知書の交付は、前期科目は９月、後期・通年科目は２月の予定です。  

      

１６．開講後の講義休止 

開講科目の受講者が僅少の場合、今年度中休講となる場合があります。その場合は個別に連

絡し、科目の変更等相談に応じます。 

受講科目がなくなった場合、選考料・履修料等は返金します。この場合、在籍証明は行いません。

また、科目・単位数により差額が生じた場合は、差額納入・返金の手続きをとります。 

 

１７．休講等について 

休講等は、花園大学の HPから確認していただくことができます。 

原則として、惺々館南側に設置しています学務課掲示板にて随時ご確認ください。 

 

１８．受講辞退 

受講を辞退される場合は、２０１８年４月２０日（金）までに必ず学務課に連絡してください。 

 

１９．授業日 

     祝日等が授業日または試験日となる場合がありますので注意してください。 

     同封の学年暦概要、掲示板等を参照してください。 

 

 

 



 - 5 - 

【聴講コース】 

２０１８年度花園大学 科目等履修生【聴講コース】 募集要項 

１． 概要 

     科目等履修生【聴講コース】とは、本学で開講している特定の科目について、選考により許可 

された方が履修できる制度です。①自由選択コース ②仏教と禅コース ③禅（実践）プラクティカ

ルコース ④宗門関係者等(リカレント)コース に分かれています。ご希望のコースをお選びくださ

い。各コースの詳細については、９ページをご覧ください。 

履修できる科目については『開講科目時間割表《科目等履修生用》』をご参照ください。     

当該年度において履修できる単位数は２０単位が上限です。 

     

２．出願資格 

１．下記条件の１つを満たす方 

       ①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した方、または２０１８年３月卒業見込の方 

       ②通常の課程による１２年の学校教育を修了した方、または２０１８年３月修了見込の方 

       ③学校教育法施行規則第１５０条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力が 

あると認められる方、または２０１８年３月３１日までにこれに該当する見込みの方 

       ★大学院科目を希望される場合は、大学院の入学資格を有する方 

２．その他 

★ 外国人の方は、出願時において履修希望科目の履修期間の在留が認められている方 

 

３．出願手続 

（１）出願書類 

       １．願書（本学所定のもの《聴講コース用願書》をご使用ください）。 

         写真１枚（縦４㎝×横３㎝） 裏面に氏名を記入し、願書に貼り付けてください。 

（正面上半身脱帽背景なしで、３ヶ月以内に撮影したカラー証明写真に限ります） 

 

★ 外国人の方は、上記の書類のほかに、住民票の写し（在留資格・在留期間が記載さ

れたもの・３ヶ月以内に発行されたもの）を提出してください。 

 

４．履修科目の制限 

     ・受講制限（クラス指定・人数制限）のある科目は受講できません。 

            例：語学科目・体育実技・講読・実習・演習科目・書道実習科目等 

     ・その他、大学が指定する科目は受講できません。 

 

５．出願期間 

 ２０１８年３月２３日（金） ～ ４月２日（月）  郵送にて出願してください(当日消印有効) 。 

         

６．出願上の注意 

・『出願書類』を揃えて出願用封筒に入れ、郵送してください。 

・願書に不備がある場合、履修は許可されませんので、ご注意ください。 

・履修を許可された前期科目の追加、変更、取消はできませんので、ご注意ください。 

 後期科目については８ページ、20をご確認ください。 

・【単位修得コース】との同時出願はできません。 

・保証人記入欄も必ず記入した上で提出してください。科目等履修生本人と連絡がとれなかった

際の緊急連絡先として使用いたします。 

 

７．在籍期間 

在籍期間は、１年間です（２０１８年４月～２０１９年３月）。 

この期間を超えて引き続き在籍しようとする場合は、次年度新たに出願してください。       
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【聴講コース】 

ただし、ご希望される科目の履修に関して保証するものではありません。 

 

８．可否の通知 

２０１８年４月１３日（金）   本人宛に『特定記録』にて発送します。 

     履修を許可する場合、手続書類を同封して発送します。 

   （手続書類 ：可否通知書、履修料計算書類） 

   

９．履修料 

① 自由選択コース  １単位×１０,０００円 

★ 『実習費』が必要な科目は、別途当該科目の実習費が必要となります。 

以下のコースは履修できる科目が限定されていますが、履修料は①自由選択コース 

の場合と比較して安価になっています。コース内容については、９ページを参照してください。 

② 仏教と禅コース                   ５０,０００円 

③ 禅（実践）プラクティカルコース       ２０,０００円 

④ 宗門関係者等(リカレント)コース        １～２０単位 １単位   ７,０００円 

                              ２１～４０単位 １単位   ５,０００円 

 

１０．履修料等の納入方法 

可否通知書に同封してある『履修料計算原票【聴講コース】』に記入された履修料等を【納入期

限】までにお振り込みください。 

 

◆ 同封の「振込依頼書」の金額、受付番号 4 桁、氏名（出願者）、住所を記入の上、お手続きくだ

さい。 

◆ ATM・インターネット等での振込の際は、受付番号 4 桁と氏名（出願者）を必ず打電してくださ

い。（例：3001 ﾊﾅｿﾞﾉ ﾀﾛｳ） 

（ATM ご利用の場合、自動的にキャッシュカードの名義人が振込人となりますのでご注意ください。） 

◆本学、栽松館２階 財務課での履修料納入も可能です。振込手数料はかかりません。 

 納入の際は、必ず同封の「振込依頼書」に必要事項を記入して納入ください。 

 ※「振込依頼書」がない場合は、受付いたしません。 

 

◆ 三井住友銀行の窓口で同封の振込用紙をご利用いただきます場合と同銀行のＡＴＭでのお手

続きの場合、振込手数料は不要です。（注：時間外手数料は必要となります。） 

※他の金融機関でのお振り込みの場合、振込手数料は各自ご負担ください。 

 

【納入期間】  ２０１８年４月２０日（金）〈厳守〉   

 

【振 込 先】 三井住友銀行 京都支店     普通預金 

口座番号：８７９４３０８  口座名義：学校
ｶ ﾞ ｸ ）

法人花園
ﾊﾅｿﾞﾉ

学園
ｶﾞｸｴﾝ

   

  

上記期限までに履修料等が納入されない場合は、履修許可は取消となります。 

 

１１．『履修許可証』の送付  

履修料の振り込みが確認できましたら、『履修許可証』を郵送します。 

『履修許可証』は『科目等履修生証』の交付時また『科目等履修生証』交付以前に図書館を利用

される際に必要ですので、保管しておいてください。 
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【聴講コース】 

１２．履修許可以前の受講について 

２０１８年度の開講日は４月９日（月）です。 

日程の都合により開講日と履修許可日にずれが生じますが、『履修許可書』の交付以前に 

限り仮受講していただいても差し支えありません。 

 

１３．科目等履修生証 

・履修料の納入が確認できましたら、『履修許可書』を交付します。 

２０１８年５月１４日（月）以降に学務課に『履修許可書』をご提示いただき、『科目等履修生証』

の交付を受けてください。 

・『科目等履修生証』は、講義の際に必ず携帯してください。 

      

★『科目等履修生証』によって受けられるサービスの範囲 

・通学定期および学割（運賃学生割引）等は利用できません。 

・HUMICの利用・・・図書館内での閲覧は自由です。ただし、ＡＶコーナー・ＰＣコーナーの 

ご利用はできません。  

一般図書の館外貸出は、５冊  １４日です。 

※「授業の参考文献」は７日の貸出となります（一般図書の貸出冊数に

含みます）。また、更新はできません。 

 

          ・【はじめて受講される方】 

                           『履修許可書』が発行されましたら『履修許可書』で図書館を利用してい 

ただけます（貸出を含む）。 

そののち、『科目等履修生証』が発行されましたら『科目等履修生証』で

ご利用ください。 

 

※HUMIC の利用について、わからないことがあればカウンターでお尋

ねください。 

   ・クラブ、サークル活動等への参加や、それにともなう施設利用はできません。  

 

 

１４．科目等履修生番号 

２０００年度以降に本学で科目等履修生として在籍されたことがある方は、願書の所定の欄に 

在籍された年度・科目等履修生番号を必ず記入してください。 

 

１５．成績評価 

聴講のみですので、成績評価は行いません。また、各種の証明も行いません。 

 

１６．開講後の講義休止 

開講科目の受講者が僅少の場合、今年度中休講となる場合があります。その場合は個別に 

連絡し、科目の変更等相談に応じます。 

受講科目がなくなった場合は、履修料等は返金します。 

また、科目・単位数により差額が生じた場合は、差額納入・返金の手続きをとります。 
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【聴講コース】 

１７．休講等について 

休講等は、花園大学の HPから確認していただくことができます。 

原則として、惺々館南側に設置しています学務課掲示板にて随時ご確認ください。 

 

１８．受講辞退 

受講を辞退される場合は、２０１８年４月２０日（金）までに必ず学務課に連絡してください。 

  

１９．授業日 

     祝日等が授業日となる場合がありますので注意してください。 

同封の学年暦概要、掲示板等を参照してください。 

 

２０．後期科目の履修登録変更について 

     ４月に履修登録をされた科目のうち、後期開講の科目について変更を希望される場合は 

９月１日～７日の期間に学務課窓口まで申し出てください。４月に申し込みをされた単位数 

の範囲内で変更が可能です。 

 

２１．後期登録について 

     ７月下旬に要綱を配布いたします。 

     後期に科目を追加される場合もこちらの手続きによります。 

年間登録単位数は２０単位を超えることができません。 
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【聴講コース】 

各コースのご紹介 
 

①自由選択コース ②仏教と禅コース ③禅（実践）プラクティカルコース ④宗門関係者等(リカレント)

コース 、以上４コースのうち１コースを選択してください。 

履修科目の上限単位数は、開講期間に関わらず２０単位です。ただし、④宗門関係者等(リカレント)コ

ースの上限単位数は、開講期間に関わらず４０単位です。 

これらのコースは許可された科目の聴講のみで、単位認定や成績証明書の発行はいたしません。 

資格・単位修得を目的とされる方は【単位修得コース】をご利用ください。 

 

①①  自由選択コース （１単位×１０,０００円） 

   本学で開講している科目の中から受講者の興味・関心に応じて、希望する科目を自由に選択し、 

聴講することができます。ただし外国語、演習、講読、実習等定員の定められている科目、及び

本学で指定する科目は聴講できません。  

  

②    仏教と禅コース （５０,０００円） 

 『基礎禅学』＋『大学摂心（坐禅会）』＋８単位（※自由選択） 

 

『基礎禅学』           後期 金（２）の大学が指定するクラス 

          『大学摂心（坐禅会）』       ９月２０日（木）～２１日（金） ２日間 
【大学摂心（坐禅会）に関する実施要領は、後日お知らせいたします。】 

※ ８単位は自由選択 ただし制限のある科目があります。『開講科目時間割表《科目等

履修生用》』および学修ガイドブックを参照してください。 

 

③ 禅（実践）プラクティカルコース （２０,０００円） 

  『基礎禅学』＋『大学摂心（坐禅会）』 

 

          『基礎禅学』           後期 金（２）の大学が指定するクラス         

          『大学摂心（坐禅会）』      ９月２０日（木）～２１日（金） ２日間 

【大学摂心（坐禅会）に関する実施要領は、後日お知らせいたします】 

 

④ 宗門関係者等(リカレント)コース（※出願条件） 
１～２０単位 １単位  ７,０００円 

２１～４０単位 １単位  ５,０００円 

※宗門関係者等(リカレント)コース出願条件 

（臨済宗、黄檗宗寺院の住職、徒弟、寺庭婦人、檀信徒のいずれかに該当する方） 

※檀信徒の方は、属する寺院の住職の証明があれば承認いたします 
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【京都路線図】

 

 

（問い合わせ先） 

花園大学学務課 〒604－8456 京都市中京区西ノ京壺ノ内町８－１ 

                         ℡ ： ０７５－８２３－０５８３（直） 

受付時間 ：月～金 9:00～17:00 （土 9:00～15:00） 

【京都駅より】 

JR 嵯峨野線「円町駅」下車 

徒歩 8分 

市バス 26・205「太子道」下

車 徒歩 5分 

 

【京阪三条駅より】 

京都バス 62～67 「西ノ京

馬代町（花園大学前）」下車 

徒歩 2分 

 

【阪急西院駅より】 

市バス 26・27・91・202・

203・205「太子道」下車 徒

歩 5分 

 

【四条烏丸・四条大宮より】 

市バス 26・91・203「太子

道」下車 徒歩 5分 


