
 

 

 

フェリス女学院大学大学院（博士前期課程・修士課程） 

2022年度 科目等履修生 募集要項 
 

１．概要 

 

（１）受講資格等 
科目等履修生

とは 
本大学大学院の特定の授業科目のみを受講できる制度です。 

受講資格 

大学院への入学資格を有する方。（大学学部卒業者等） 

ただし、出願科目を履修・聴講するのに必要な知識を十分に有することが前提となります（「大

学教育の質保証」の観点から、正規大学院生が行う研究レベルと同等の知識が必要となります）。

科目によっては履修（聴講）条件・指導レベルを定めることがありますので、ご理解の上で出願

してください。 

なお、人文科学研究科、音楽研究科は女性に限りますが、国際交流研究科は男性も受け入れま

す。 

費用 「５．受講料等」参照 

履修方法及び

単位数 

 本大学院において1学期に履修できる科目の合計単位数は、8単位を超えないものとします。 

 本大学院修了者が在学中に修得した科目を再度履修することは認められません。 

単位認定試験

及び単位認定 

単位認定を必要とする科目等履修生には、単位認定試験に合格した授業科目について、単位を認

定します。 

在籍期間 
科目等履修生としての在籍期間は1学期とします。次学期又は次学期以降、再度出願することがで

きます。 

その他 
本大学院音楽研究科に在籍する研究生が、科目等履修生として実技の個人指導を希望する場合は、

提出書類等一部手続きが異なりますので、あらかじめお問い合わせください。 
 
 

（２）注意事項 

授業内容の 

確認 

 事前に本学のWebシラバス（https://www.ferris.ac.jp/departments/syllabus/）で授業内容をご

確認ください。 

シラバスの公開予定日：【暫定】2022年2月18日（金）、【確定】2022年3月4日（金） 

前期についてはシラバス公開から出願期限までの期間が短いためご不便をおかけいたします

が、何卒ご了承ください。 

 シラバスの郵送・コピー等のサービスはいたしておりません。 

 開講科目・時間割・担当者が変更される可能性があります。出願時に再度お確かめください。 

 履修許可後の受講科目の変更及び取り消しは、原則として認められません。 

開講取りやめ 
正規履修学生による履修者が0名の場合、休講になります（国費外国人留学生を除く）。 

この場合、受講料等は返金いたします。なお選考料は返金致しません。 

オンライン 

授業 

新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては授業をオンラインで実施する場合があります。 

オンライン受講環境（インターネット回線、PC）は各自で整備してください。 

オンライン授業による受講科目の変更及び取り消しは、原則として認められません。 

遠隔受講を 

希望する場合 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一定の要件を満たすことにより遠隔受講を認めていま

す。ただし、対象となるのは「遠隔授業科目」のみです。遠隔受講を希望する場合は、出願期

間中に教務課までお申し出ください。遠隔受講の要件、申請手続き等詳細についてお伝えしま

す。なお、期日後の遠隔受講の申し出については一切認めておりません。 

履修希望科目が遠隔授業に該当しなかった場合及び遠隔受講の申請が認められず対面受講がで

きない場合には、履修希望は取り下げとし、納入された選考料・受講料等は返金いたします。 

教育職員免許状取得希望者がその取得に関わる科目を履修する場合は、遠隔受講の履修を認め

ません。 

※【参考】2022年度前期「遠隔授業科目」一覧  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16HjTRmmKErVKE_n-Vy6_XN9QVlgylHwkUGshT

5d1_5s/edit?usp=sharing 

 

  

 

遠隔受講を希望する場合の手続きについて、記載を追加しました。 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16HjTRmmKErVKE_n-Vy6_XN9QVlgylHwkUGshT5d1_5s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16HjTRmmKErVKE_n-Vy6_XN9QVlgylHwkUGshT5d1_5s/edit?usp=sharing


 

 

２．出願・選考要領 

出願期間 

前期 2022年3月 7日（月）～3月11日（金）9：00～17：00 

後期 2022年8月18日（木）～8月24日（水）9：00～15：00 

 窓口の場合は、教務課（緑園キャンパス1号館2階）で土日、祝日を除く上記開室時間に受け付

けます。窓口の受付可否等最新の状況は、本学公式ＨＰ「本学の新型コロナウイルス感染症への対応について（ま

とめ）」から確認してください。 

 郵送の場合は、「科目等履修生出願書類在中」と朱書きし、期間内必着にてお送りください。 

〒245-8650 横浜市泉区緑園4-5-3  フェリス女学院大学 教務課 

選考料 5,000円 
 郵送の場合は郵便小為替に限ります。 

 本学院卒業生は無料です。 

 

出願に必要

な書類等と

出願区分に

よる提出の

要不要 

書類種別 新規 継続 
国費外国

人留学生 

（１）科目等履修生履修志願書〔本学所定〕 

本学での科目等履修生として登録の実績がある出願者の皆さま 
お手元の科目等履修生証に記されている科目等履修生番号は当該者固有の番

号です。期間を空けて出願する場合にもその番号が有効になります。改めて出

願する際は、必ずこの番号を「履修志願書」に記載してください。 

○ ○ ○ 

（２）書類審査のための出願調書 

（人文科学研究科科目への出願者を除く） 
〇 〇 × 

（３）履歴書〔本学所定〕 写真貼付タテ 4.5cm×ヨコ 3.5cm ○ × × 

（４）最終出身学校の単位修得証明書もしくは成績証明書及び卒業

証明書 
証明書の姓と現在の姓が異なっている場合は、戸籍抄本を添付してください。 

大学在学者の場合は、成績証明書及び在学証明書 

日本語または英語以外の言語で記載された証明書・資料等には、出身校または公

的機関（日本語教育機関も可）の証明を受けた日本語または英語の訳文を添付し

てください。 

○ × × 

（５）健康診断書（原本） 
所定用紙なし：身長・体重・視力・聴力・Ｘ線検査結果・既往症・現在の状態に

ついて記載のあるもの 

原則として 3か月以内に受診したもの。年に 1回定期検診を受診されている方等、

例外が認められる場合があります。お問い合わせください。 

傷病のある場合は、主治医の診断書を提出してください。 

△引き続き 2学期にわたり履修する場合、2学期目は提出の必要がありません。た

だし、提出後 1 年経過するごとに、新たに X 線検査を受け検査結果を提出して

ください。他の項目は不要です。 

○ 

△ 

 
左記△ 

参照 

○ 

（６）選考料［上記参照］ ○ ○ × 

（７）外国籍の方のみ 
①日本語能力試験 N1 に合格していることを証明する「日本語能力試験認定結果及

び成績に関する証明書」 

②国籍，在留資格，在留期間等が記載された「住民票の写し」 

○ ○ × 

選考方法 

原則として書類選考及び面接により行います。 

必要がある場合は学力試験、実技試験を行います。 

音楽研究科科目については、開講科目に付されている履修条件の確認をすることとします。 

同一分野に継続して出願する場合は書類選考のみとします。 

選考試験日 

及び 

試験会場 

前期 2022年3月23日（水）10:00～ 詳細は、選考日前日までにメールにて通知します。 

会場は、原則として緑園校舎ないしはオンラインとし

ます。 後期 2022年9月 5日（月）10:00～ 

結果通知 

前期 2022年3月31日（木）発信予定（Eメール） 

後期 2022年9月9日（金）発信予定（Eメール） 

文書にて、本人あてに通知します。 

 

  



 

 

３．受講料納入、登録手続 
また、履修許可科目の変更及び取り消しは認められません。手続のない場合は、以後科目等履修生としての受入れを

お断りすることがあります。 

納入期間 
前期 2022年4月 1日（金）～4月 7日（木） 

後期 2022年9月12日（月）～9月16日（金） 

納入方法 

納入方法は銀行振込（電信扱い）とします（ATM可）。 

最寄りの銀行で、振込用紙（銀行備付）の氏名欄に必ず「科目等履修生番号」と「科目等履修生

本人の氏名」を記入し、下記の振込先に上記納入期間内にお振り込みください。 

三菱UFJ銀行  横浜支店（普通預金） 

口座番号：3115817 

口 座 名：学校法人 フェリス女学院 

納入金額 選考結果通知書に記載された「納入金額合計」を納入してください。 

 
以下は、新規の方のみご提出ください。 

ただし（１）のみ継続の方で最終受講時以降に記載事項の変更がある場合、その旨申し出てください。 

登録に必

要な書類 

（１）科目等履修生原簿 〔写真貼付 タテ 4.5cm×ヨコ 3.5cm〕 

（２）誓約書 

（３）科目等履修生証用写真台紙 〔写真貼付・タテ 4.5cm×ヨコ 3.5cm・詳細は台紙参照〕 

書類提出

期間 

① 上記納入期間と同一です。 

② 窓口は教務課（緑園キャンパス1号館2階）で窓口開室時間（土日、祝日を除く9：00～17：00）

に受け付けます。 

③ 郵送の場合は、「科目等履修生登録書類在中」と朱書きし、期間内必着にてお送りください。 

〒245-8650 横浜市泉区緑園4-5-3  フェリス女学院大学 教務課 

 
 

４．その他 

授業開始日 
前期：2022年4月8日（金） 

後期：2022年9月22日（木） 

休講・補講の 

周知方法 

授業期間中の休講・補講・教室変更・行事・呼び出し等の連絡事項は、本学webポータルサイト 

FerrisPassport（https://passport.ferris.ac.jp）によって行います。 

授業時間 

キャンパスによって異なります。 

 1 時限 2 時限 礼拝・昼休み 3 時限 4 時限 5 時限 

緑園 9:00～10:30 10:40～12:10  13:10～14:40 14:50～16:20 16:30～18:00 

山手 9:10～10:40 10:50～12:20  13:50～15:20 15:30～17:00 17:10～18:40 
 

身分に関わる 

こと 

 本学附属図書館を利用できます。その他、履修を許可された科目に関わる施設・設備のみ利用

できます。 

 学内のパソコンやWebシステム（休講連絡等）を使用するためのアカウントを発行します。 

 通学定期乗車券、学生旅客運賃割引証は適用されません。 

 科目等履修生には「科目等履修生証」を発行します。学内においては常にこれを携帯してくだ

さい。なお、原則として学内諸団体の活動には参加できません。 

 国費外国人留学生については別途定めます。 

 

  

口座番号が変わりました。 

継続の方はご注意下さい。 



 

 

 

５．受講料等  

登録料・施設設備利用料と履修科目ごとの費用{（②受講料＋③単位認定料）×単位数分}の合計となります。 
① 登録料・施設設備利用料 ：1学期につき5,000円 

② 受講料（1単位につき） ：［人文・国際］講義及び演習5,000円 

 ［音楽］   講義5,000円、演習10,000円、実技科目39,000円 

③ 単位認定料（1単位につき）：［人文・国際］講義及び演習10,000円 

［音楽］講義10,000円、演習20,000円、実技科目26,000円 

 

参考：1科目ごとの費用 

研究科 種別 授業回数 単位 受講料 単位認定料 単位認定あり 単位認定なし 

人文 

・国際 

講義・演習 

科目 
週1回授業 2単位 5,000円×2単位 10,000円×2単位 30,000円 10,000円 

音楽 

講義科目 週1回授業 2単位 5,000円×2単位 10,000円×2単位 30,000円 10,000円 

演習科目 週1回授業 1単位 10,000円×1単位 20,000円×1単位 30,000円 10,000円 

実技科目 
週1回15分 1単位 39,000円×1単位 26,000円×1単位 65,000円 ― 

週1回45分 3単位 39,000円×3単位 26,000円×3単位 195,000円 ― 

 

 

「科目等履修生」に関するお問合せ・受付窓口 

フェリス女学院大学 

教務課 

〒245-8650  横浜市泉区緑園4-5-3 

Mail kyomu@ferris.ac.jp 

 


