
岩手県立大学・大学院・盛岡短期大学部 

平成 29（2017）年度 科目等履修生・聴講生・研究生募集要項 

 

１ 募集人員 

 科目等履修生 聴講生 研究生 

岩手県立大学 若干名 若干名 若干名 

岩手県立大学大学院 若干名  若干名 

岩手県立大学盛岡短期大学部 若干名 若干名 若干名 

 

２ 開講科目（科目等履修生・聴講生） 

  「開講科目一覧表」に記載されている科目 

（開講科目一覧表は、平成 29 年度前期分については平成 29 年 1 月上旬に、後期分について

は平成 29年 6月上旬に公開する予定です。） 

 

３ 履修期間 

科目等履修生 平成 29年 4月（又は 10月）から 6か月又は 1年（履修科目による） 

聴講生 平成 29年 4月（又は 10月）から 6か月又は 1年（聴講科目による） 

研究生 
平成 29年 4月（又は 10月）から 6か月又は 1年 

（特別の理由がある場合には、上記以外の時期の入学を認めることがあります。） 

【履修期間の延長】 

① 履修期間は、出願により１回に限り延長が認められます。ただし、再度の延長はできません（新規扱いと

なります）。 

② 延長前の履修期間の履修科目の 7割以上が合格していない場合には、延長が認められないことがあります。 

 

４ 出願受付期間 

入学時期 出願受付期間 

平成 29年 4 月 平成 29年 2月 3日（金）～ 2月 17日（金） 

平成 29年 10月 平成 29年 6月 9日（金）～ 6月 23日（金） 

（注１） 受付時間は、いずれも午前 8時 30分から午後 6時 15分までとし、最終日は書類必着とします。 

（注２） 研究生については、研究指導を希望する学部（研究科）の教員から事前に確認を得てください。 

（注３） 研究生については、特別な理由があり希望学部（研究科）の教員がその必要性を認めた場合には、

上記期間以外の出願・入学を認めることがあります。 

（注４） 外国人（日本国籍又は日本における永住資格を有しない者）の出願については、下記連絡先または

学生センター窓口にてお問い合わせください。 

（注５）障がい等により修学上の配慮を要する場合には、出願受付期間前（研究生においては、研究指導を

希望する学部（研究科）の教員から事前に確認を得る前）の下記期日までに事前にご相談ください。 

平成 29年 4月入学希望者：平成 29年 1月 20日（金） 

平成 29年 10月入学希望者：平成 29年 5月 26日（金） 

 

５ 出願資格 

区分 出願資格 

科

目

等

履

修

生 

岩手県立大学 

 

 

岩手県立大学 

盛岡短期大学部 

本学において特定の授業科目を履修することを希望する者であって、次のいずれかに該

当する者、又は入学日において該当する見込の者。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者  

(2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれ

に相当する学校教育を修了した者を含む。）  

(3) 外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文

部科学大臣の指定したもの  

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育

施設の当該課程を修了した者  

(5) 専修学校の高等課程（修業年限が 3 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したものを文部科学大臣が

定める日以後に修了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成 17 年文部科学省令第 1 号）による高等学校

卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第 2 条の規定による廃止前の大学入学

試験検定規程（昭和 26年文部科学省令第 13号）による大学入学資格検定に合格した



者を含む。） 

科

目

等

履

修

生 

 

（8） 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者で、18歳に達したもの 

 

岩手県立大学 

大学院 

本学において特定の授業科目を履修することを希望する者であって、次のいずれかに該

当する者、又は入学日において該当する見込の者。 

(1) 学校教育法(昭和 22年法律第 26号)第 83条に定める大学を卒業した者 

(2) 学校教育法第 104 条第 4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) 学校教育法第 83 条に定める大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者（こ

れに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。）であって、本学の定める単位を

優秀な成績で履修したと認めるもの 

(9) 本学大学院において、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 

聴

講

生 

岩手県立大学 

 

岩手県立大学 

盛岡短期大学部 

本学において特定の授業科目を聴講することを希望する者。 

研

究

生 

岩手県立大学 

 

岩手県立大学 

大学院 

本学において特定の専門事項について研究することを希望する者であって、次のいずれ

かに該当する者、又は入学日において該当する見込の者。 

(1) 学校教育法(昭和 22年法律第 26号)第 83条に定める大学を卒業した者 

(2) 学校教育法第 104 条第 4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) その他学長が大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

岩手県立大学 

盛岡短期大学部 

本学において特定の専門事項について研究することを希望する者であって、次のいずれ

かに該当する者、又は入学日において該当する見込の者。 

(1) 学校教育法(昭和 22年法律第 26号)第 108条に定める短期大学を卒業した者又はこ

れに準ずる者でこれと同等以上の学力があると認められる者 

(2) 外国において学校教育における14年の課程を修了した者又はこれに準ずる者でこれ

と同等の学力があると認められる者 

(3) その他学長が短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

    

〔外国人の語学能力要件基準〕 

下記連絡先または学生センター窓口にてお問い合わせください。 

 

６ 入学検定料 

  ９，８００円 

（注１）本学所定の「振込依頼書」（電話、Eメール等により別途ご請求ください。岩手県立大学用と盛岡短期

大学部用があります。）に必要事項を記入し、必ず金融機関（郵便局を除く。）の窓口で払い込んでく

ださい（ＡＴＭ等は利用しないでください）。 

（注２）払込後、受け取った「払込受付証明書」の金融機関受付印の押印を確認のうえ、「入学検定料払込受付

証明書貼付書」の所定の欄に貼付してください。 

（注３）「振込金領収書」は入学志願者が保管するものです。貼り間違えないようにしてください。 

（注４）一旦納入した入学検定料は返還できません。 

（注５）海外からの出願の場合には、「海外からの入学検定料の送金について」を参照してください。 

 

 

 

 



７ 出願書類 

書類区分 注意事項 

提出する書類 

科目等履修生 聴講生 研究生 

新規 延長 新規 延長 新規 延長 

① 入学願書  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

② 写真（縦 4cm×横 3cm、無帽上半

身正面、無背景、カラー） 

１枚 

入学願書に貼り付け。 

○  ○  ○  

③ 履歴書  ○  ○  ○  

④ 入学検定料払込受付証明書貼付

書 

・本学所定の「振込依

頼書」を使用して入学

検定料を納入後、払込

受付証明書を貼付す

ること。 

○  ○  ○  

⑤ 志願理由書・研究計画書  ○ ○   ○ ○ 

⑥ 最終学歴校の成績証明書及び卒

業（修了）証明書 

・原則として日本語又

は英語によるものと

し、原本に限る。 

・申請時点で卒業（修

了）見込みである場合

には、卒業（修了）見

込証明書とすること。 

○    ○  

⑦ 職業活動又は社会活動における

経歴を記載した業績レポート 

・様式自由、任意提出 
    

○ 

（任意） 
 

⑧ 承諾書（定職に就いている者又

は本学以外の大学等に在籍して

いる者に限る。） 

 

○    ○  

⑨ 返信用封筒（角型２号） ・郵便番号、住所、氏

名を明記。切手不要。 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

（注１）開講科目に変更がある場合があります。科目等履修生又は聴講生の出願をする場合には、必ず事前

に履修希望科目の開講確認の問い合わせをしてください。 

（注２）必要な書類が全て揃っていない場合には、受付ができません。十分に注意してください。 

（注３）出願後に氏名、住所、電話番号に変更があった場合には、速やかに連絡してください。 

（注４）出願書類に虚偽又は不正等が判明した場合には、入学許可後であってもこれを取り消すことがあり

ます。 

（注５）提出書類に記入された個人情報は、本学における科目等履修生、聴講生及び研究生に係る諸手続に

関する目的にのみ使用されます。 

 

８ 選考方法 

出願書類を受理後に、履修希望科目の開講学部・研究科・盛岡短期大学部等において書類審

査、面接等により選考を行います。面接を実施する場合は別途連絡します。 

 

９ 出願書類提出先  

岩手県立大学 教育支援室 教務・国際交流グループ（郵送可） 

〒０２０－０６９３ 岩手県滝沢市巣子１５２番５２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１０ 履修することのできる科目及び総単位数等 

（１） 科目等履修生の 1学期（6か月）当たりの履修単位数等の上限は、次のとおりです 

学部 12単位以内（本学卒業生を除く。） 

大学院 6単位以内（本学卒業（修了）生を除く。） 

（２） 授業時間帯の重複等により、履修希望科目を全部履修できない場合があります。 

（３） 履修希望科目の授業内容等を担当教員に事前に確認することができます。詳しくは末尾記

載の問い合わせ先にお尋ねください。 

（４） 科目等履修生が履修した授業科目については、試験その他の方法により判定した成績に基

づき、単位を認定します。 

（５） 国家資格等の取得を目的とする場合には、資格によっては科目等履修生として修得した単

位が認められないことがありますので、事前にご相談ください。 

 

１１ 選考結果の通知 

選考結果は、後日郵送により通知します。 

 

１２ 入学許可 

   選考に合格した者のうち、所定の期間内に入学料の納付などの入学手続を完了した者に入

学を許可します。入学料の納付方法等の詳細は、選考結果通知時にお知らせします。 

    入学料の額 
備考 

科目等履修生、聴講生 研究生 

県内の住民 ２２，６００円 ６７，７００円 

本人又はその配偶者若しくは一親等の親

族が入学の日の１年前から引き続き岩手

県内に住所を有する場合 

その他の住民 ３３，８００円 １０１，５００円 上記以外の者 

（注）「県内の住民」に該当するためには、本人、本人の配偶者又は一親等の親族（父母等）が平成 29 年 4

月入学の場合には平成 28年 4月 1日以前、平成 29年 10月入学の場合には平成 28年 10月 1日以前か

ら岩手県内に居住（住民登録又は外国人登録が要件）していることが必要となります。 

 

１３ 聴講料・研究料 

   入学後、所定の期日までに聴講料又は研究料を納付していただきます。聴講料の納付方法

等の詳細は入学後にお知らせします。 

科目等履修生、聴講生 研究生 

１単位につき１４，８００円 月額２９，７００円 

（注１）上記により積算した額を、前期については 5 月、後期については 10 月に指定の金融機関口座に振り

込んでいただきます。お支払いいただいた聴講料又は研究料は還付しかねますのでご留意ください。 

（注２）上記は平成 28年度の額であり、平成 29年度において改定されることがありますのであらかじめご了

解ください。 

 

 

問い合せ先 

岩手県立大学 教育支援室 教務・国際交流グループ 

〒 ０２０－０６９３ 岩手県滝沢市巣子１５２番５２ 

Tel ０１９－６９４－２０１２又は２０１６（直通）Fax ０１９－６９４－２０１１ 

E-mail  ipu-kyoumu＠ml.iwate-pu.ac.jp 


