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高大連携『科目等履修生制度』高校担当の先生へ（平成 26 年度用） 

 

１．科目等履修生制度について１．科目等履修生制度について１．科目等履修生制度について１．科目等履修生制度について    

 教育ネットワーク中国の科目等履修生制度は，生徒を科目等履修生として受け入れ，生徒の授業科目の受講

意欲を増し，高等学校と大学との円滑な接続を図ることを目的としています。講義の受講と単位取得を通じて，

将来の大学・学部の選択を今まで以上に明確にすることが期待されます。 

 また，大学に入学後，受講した大学または受講した以外の大学において，取得した単位が認定されることも

あります。 

 

２．科目等履修生を受け入れる科目を提供２．科目等履修生を受け入れる科目を提供２．科目等履修生を受け入れる科目を提供２．科目等履修生を受け入れる科目を提供する大学・科目名する大学・科目名する大学・科目名する大学・科目名        

大学・短大学・短大学・短大学・短

期大学名期大学名期大学名期大学名    

科目科目科目科目

№№№№    
科目名科目名科目名科目名    開講期間開講期間開講期間開講期間    

開講曜開講曜開講曜開講曜

日日日日    
開講時間開講時間開講時間開講時間    

科目等履修科目等履修科目等履修科目等履修

生生生生    

備考備考備考備考    
単位単位単位単位

数数数数    

受入受入受入受入
学年学年学年学年    
平成平成平成平成
26262626

年度年度年度年度    
学年学年学年学年
以上以上以上以上    

エリザベ

ト音楽大

学 

01101 合奏Ⅲ-b-1（吹奏楽） 4/8～7/22 火 17:00～18:40 0.5 2 
 

  01102 
合奏Ⅰ-1（オーケスト

ラ） 
4/9～7/23 水 17:00～ 18:40 0.5 2  

  01103 

人間学Ⅳ-1（厳島神社

とモン・サン=ミシェル

－2つの世界遺産－） 

4/26,5/10,5/24,6/7, 

6/21,7/5,7/19 
土 

13:30～ 

15:10,15:25～ 

17:05 

2 2 

開講場所：サテラ
イトキャンパス
（広島県民文化
センター） 

  01104 西洋器楽史Ⅲ 4/5～7/26 土 9:00～10:40 2 2   

  01105 西洋声楽史Ⅰ 4/5～7/26 土 10:50～12:30 2 2  

  01106 
音楽史Ⅲ（英語による

音楽史） 
9/22～1/26 月 18:20～19:50 2 2 

開講場所：サテラ
イトキャンパス
（広島県民文化
センター） 

  01107 
人間学Ⅰ-2 

（キリスト教に学ぶ） 
9/30～1/27 火 10:50～12:30 2 2   

  01108 合奏Ⅲ-b-2（吹奏楽） 9/30～1/27 火 17:00～18:40 0.5 2   

  01109 
合奏Ⅰ-2（オーケスト

ラ） 
9/24～1/28 水 17:00～18:40 0.5 2   

  01110 
人間学Ⅴ-2 

（英語で学ぶ広島学） 
9/18～1/22 木 18:20～19:50 2 2 

開講場所：サテラ
イトキャンパス
（広島県民文化
センター） 

  01111 西洋器楽史Ⅰ 9/20～1/24 土 9:00～10:40 2 2  
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  01112 世界音楽文化学Ⅰ 9/20～1/24 土 10:50～12:30 2 2   

近畿大学

工学部 
03101 化学生命工学基礎実験 8/5～8/7 火水木 10:00～15:00 1 2   

広島女学

院大学 
19101 

特別講義Ⅰa 

《高大連携による留学

支援講座》 

4 月 7 日より広島県、広島女学院大学ほか連携大学か

ら広報開始予定です。 

お問合せは、秘書課 ℡082-222-3882(直通)までお願

いします。 

2 1 

おおよそ英検準 2

級程度の英語力、

英語の授業に耐

えうるもの。男子

可 

安田女子

大学 
25101 

21 世紀の社会と法Ａ

（日本国憲法） （法

学－現代社会と憲

法） 

4/8～7/29 

※4/26（土）は火曜日の

授業を行います。 

火 16:20～17:50 2 2 

女子に限る。科目

等履修生として

の申込のみ受け

入れる。 

  25102 

現代のビジネスＡ

（対人行動の心理

学） 

8/1,8/4,8/5, 

8/7 

金･月･

火･木 
9:00～16:10 2 2 

女子に限る。科目

等履修生として

の申込のみ受け

入れる。 

 
25103 

21 世紀の社会と法Ａ

（日本国憲法） （法

学－現代社会と憲

法） 

9/30～1/27 火 16:20～17:50 2 2 

女子に限る。科目

等履修生として

の申込のみ受け

入れる。 

    

＊詳細につきましてはシラバスでご確認ください。教育ネットワーク中国高大連携ホームページ 

   http://enica.jp/03highschool/20http://enica.jp/03highschool/20http://enica.jp/03highschool/20http://enica.jp/03highschool/2011114444////（シラバス等詳細を掲載）2014.2.12 以降    

 

３３３３．．．．出願資格出願資格出願資格出願資格    

  ・平成 26年度に高等学校 2年生あるいは 3年生（提供科目一覧参照） 

（二次募集の場合1年生可の場合もある） 

  ・学校長の推薦がある生徒。 

 

４．４．４．４．出願方法出願方法出願方法出願方法    

 （１）出願書類     

  ①「教育ネットワーク中国 高大連携公開授業・科目等履修生 志願書」：生徒記入 

  ②「教育ネットワーク中国 高大連携公開授業・科目等履修生 推薦書」：高等学校記入 

  ③成績証明書：高等学校の様式のものでかまいません。 

   2 学期制の高校ではその学年の前期の成績，3学期制の高校では 2学期の成績の記入があるもの。 

   （二次募集の場合は前学年の成績，1年生の場合は各大学にお問い合せください。） 

  ④「高大連携公開授業 科目等履修生受講者推薦名簿」（様式 05-3）：高等学校記入 

 

  ・大学への提出にあたっては緘封とし，表に「教育ネットワーク中国 高大連携公開授業・科目等履修生 志 
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  願書等」と明記してください。 

 

    注意 科目等履修生としての単位認定ができない場合であっても，2/3 以上出席し，受講態度が良 

       好であれば修了証を発行しますので，高大連携公開授業の受講手続きは従来どおり行ってくだ 

       さい。 

 （２）出願締め切り 3 月 4日（火）  （二次募集：6月 6日（金）） 

  ・上記書類を揃えて大学に出願してください。 

  ・高校はこの処理日程にあわせて高校生の履修希望者の申込受付期限を設定してください。 

  ・大学から，講義開始までに，高校生に対し，大学案内，受講案内等の通知をします。 

    

５．履修許可と仮受講５．履修許可と仮受講５．履修許可と仮受講５．履修許可と仮受講    

 科目開設大学は，履修生の選考を行います。大学は科目等履修生としての高校生受け入れについて教授会等

の承認を得，正式に決定し，4月下旬（二次募集の場合 7 月）に，高等学校に正式な選考結果を通知します。

履修許可がでるまで時間がかかりますので，前期科目・通年科目で 4月当初から開講される科目について，第

1回目からの仮受講ができます。高校生へは仮受講の段階でも 1回目からきちんと受講するようご指導くださ

い。 

 大学によっては，写真提出等別途手続きを必要とする場合もありますので大学の指示に従うよう指導してく

ださい。 

 科目開設大学では選考の結果，履修が許可されない場合があります。その場合，高校生は科目等履修生とし 

てではなく従来の高大連携公開授業の申し込みとして受講できます。 

（「高大連携公開授業 受講者推薦名簿」（様式 05-1）にも科目等履修生希望の生徒の名前をご記入ください。） 

    

６．６．６．６．履修について履修について履修について履修について    

 （１）ガイダンス 

  受講１日目には講義開始時間より少し前に教務担当部署に行き，教室等大学内の案内（教科書の購入方法， 

 図書館の利用方法等），手続き方法等の説明を受けさせてください。 

 （２）休講について 

 ・休講情報は大学から高等学校へ連絡します。生徒にご連絡ください。 

 ・ストライキ，台風等により交通機関が不通になった場合の授業の取り扱いは大学の基準が適用されます。 

 （３）科目等履修料 

   各大学の規定により免除されることがあります。 

   （平成 26 年度は科目等履修料を徴収する大学はありません。） 

 （４）保険について 

   高等学校で高校生に対し災害傷害保険または同種の保険へ加入してください。（大学での教育研究活動 

  中または通学中に不慮の災害や事故に遭遇した場合の被害救済の措置） 

 

７．７．７．７．成績評価について成績評価について成績評価について成績評価について    

 ・出席，試験，レポート等により大学の学生と同じように評価されます。（シラバス参照） 

 ・受験上の取り決め・追試験制度・再試験制度については，科目開設大学での規則を適用ないし準用します。    
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８８８８．．．．単位認定について単位認定について単位認定について単位認定について    

 （１）成績通知について 

   履修後，科目開設大学は科目等履修生の「成績通知書」（修得単位数を明記）を高等学校へ送付します。 

  成績通知書の様式は，各科目開設大学の様式で行います。高等学校より生徒にお渡しください。成績通知 

  の対象者は，原則として「履修許可者」とします。したがって，履修許可後の辞退者，別途手続き未了者， 

  受講放棄者も成績通知の対象となります。 

   高校 3年生の場合，後期科目，通年科目を履修すると卒業式までに高等学校に送付できないこともあり 

  ます。 

 （２）大学入学後の単位認定 

   大学入学時に単位認定を申請した場合，科目等履修生で取得した単位が認定されるか否かは単位認定申 

  請先大学の判断にゆだねられます。 

 

９９９９．．．．修了証の発行修了証の発行修了証の発行修了証の発行    

 従来どおり，2/3 以上出席し，受講態度の良好な生徒には修了証が発行されます。 

 また，この条件を満たしていれば，単位取得を認められなかった科目等履修生も修了証を受けることができ

ます。 

 

10101010．．．．注意事項注意事項注意事項注意事項    

 ・講義第 1日目には授業時間より少し早めに大学の担当部署に行き，指示に従うようご指導ください。 

 ・履修許可がでた後に履修を取りやめると受入大学に多大な迷惑をかけます。出願の際にはしっかりと履修 

  計画をたて，履修を取りやめることのないようにご指導ください。 

 

11111111．．．．手続き書類提出先・手続き書類提出先・手続き書類提出先・手続き書類提出先・問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先 

大学名 
所在地 

電話 
担当部署 URL 

エリザベト音楽大学 
〒730-0016 
広島市中区幟町 4-15 
℡ 082-225-8015 

学事部学務担当 http://www.eum.ac.jp/ 

近畿大学工学部 
〒739-2116 
東広島市高屋うめの辺 1番 
℡ 082-434-7000 

学生支援課 http://www.hiro.kindai.ac.jp/ 

広島女学院大学 
〒732-0063 
広島市東区牛田東四丁目 13－1 
℡082-222-3882 直通 

秘書課 http://www.hju.ac.jp/ 

安田女子大学  
〒731-0153 
広島市安佐南区安東 6 丁目 13-1 
℡ 082-878-8178 

教務課 http://www.yasuda-u.ac.jp/ 

 

 教育ネットワーク中国事務局 電話（082）533-7590     http://www.enica.jp/ 


