
下記の事項を確認した上で、出願いたします。 　出願者サイン

　　　　年　　　月　　　日

事務局 出願者

該当者
のみ

（注1）＝ 卒業証明書（本学卒業生）

　　　　　証明書自動発行機にて、「証明書申請・その他（在学生以外）」→「卒業生」→「教務課」

　　　　　→「卒業証明書」を選択し、「申請用紙」を提出してください。　　　　

　　　　　※証明書は課内作成後、ご本人を経由せず、出願書類と合わせます。

（注2）=　検定料

　　　　　証明書自動発行機にて、「証明書申請・その他（在学生以外）」→「特別生」

　　　　　→「科目等・聴講生：検定料」を選択し、「申請用紙」を提出してください。　　　　

（注3）＝ 他大学卒業生が教育学部の科目に出願する場合、面接が必要となります。

　　　　　詳細については、別紙にて確認してください。

【秋学期出願期間のみ】

（注4）＝ 春学期に出願しており、秋に科目を追加するために出願する場合は、同一年度内ですでに

　　　　　健康診断書・卒業証明書の提出を受けているので、追加提出は不要とする。

【メモ欄】（「教育学部面接有り」など、必要に応じご記入をお願いします。）

＊受付後、書類を封筒に入れ、この用紙を封筒に貼ってください。

春学期に出願された方が秋学期に科目を追加する場合、改めて出願する必要
がある。（出願書類及び検定料の納入が必要になる。（注4参照））

科目等履修生・聴講生　出願チェック表

種　　別 科目等履修生　・　聴講生 出 願 先 教育　・　人科　・　文学　・　院[　 　]

出願者名 履修期間
(春)2020年4月1日　～　9月30日  or  3月16日

(秋)2020年10月1日　～　3月16日

チェック内容

出
願
書
類

共通

願　　書　　【本学指定のもの】

履 歴 書　　【本学指定のもの】

健康診断書　【本学指定のもの】

最終学校の卒業証明書

検定料（10,000円）　　【証明書自動発行機で納入】

受付サイン

教育委員会に教員免許申請に必要な単位数について、相談・確認済みである。

確
認
事
項

複数の学部の科目を同時に履修していない。

面接日の通知　　　　　【他大学卒で教育学部希望の場合のみ】　

教職
希望者
のみ

教育実習：文教大学出身で、文教大学指定の履修条件を満たしている。

2019年度以降在籍の科目等履修生については新法が適用されることを確認済
みである。

共通



貴学の科目等履修生として、下記授業科目の履修を許可下さるようお願いします。

記

【履 修 理 由】

＊太枠内のみ曜日・時限順に記入してください。

＊事務局処理欄（記入しないでください。）

春　秋　通

春　秋　通

評価

春　秋　通

曜日 時限

春　秋　通

担当教員開講学期 科目名 クラス 単位

春　秋　通

春　秋　通

春　秋　通

春　秋　通

春　秋　通

春　秋　通

春　秋　通

春　秋　通

春　秋　通

春　秋　通

春　秋　通

春　秋　通

春　秋　通

　/　 　印 　/　 　印 　/　 　印 　/　 　印 　/　 　印

合計 科目 単位

受付学部確認選考通知 費用納入

科目等履修生番号

科　目　等　履　修　生　願　書　・　原　簿

　　　　　年　　　月　　　日

文　教　大　学　長　殿

　氏　名

授業コード



フリガナ

年 月 日 （ 才 ）

〒

℡ （ ）
〒

℡ （ ）

卒業
修了
卒業
修了
卒業
修了

1. 会社員 ２．自営業 ３．団体職員 ４．主婦

５．アルバイト（３ヶ月以上勤務している場合） ６．その他 （ ）

年 月 ～ 年 月

年 月 ～ 年 月

履　　　歴　　　書

学部の学籍番号（文教大学卒業生のみ）

＊科目等履修生番号

　　　　年　　　月　

学　　歴

生年月日

　　　　年　　　月　

　　　年　　　月　　　　　　　　　　　　　　　　入学 　　　　年　　　月　

　　　年　　　月　　　　　　　　高等学校卒業

　　　年　　　月　　　　　　　　　　　　　　　　入学

現住所以外
の連絡先

現住所

　　　年　　　月　　　日　現在

男　・　女
性

別氏　　名
（写真3cm×3cm）

　　　年　　　月　　　　　　　　　　高等学校入学

現　　況

職　　歴

　西暦

種類 教科名 免許状番号

　　　年　　　月　　　　　　　　　　　　　　　　入学

授与都道府県名授与年月日

所有する
免許状の
種     類

備　　考



ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ

氏　　名

　　〒

　　　　　　　（　　　　　　　）

身　　長 　　　　　　　　　　　　　　　　ｃｍ 体　　重

視　　力

聴　　力

血　　圧

検　　尿

撮影年月日 　　　　　　年　　　　月　　　　日

所　　　　 見 正　　常　　・　　異　　常

直接撮影　・　間接撮影

主　　　　な

既　往　症

そ の 他

特記事項

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　 所   在   地

医療機関名

医 師 氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　右　　　　　　　　（　　　　　　　）　　　　　　左　　　　　　　　（　　　　　　　）

現住所

　　右　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　左　　　　　　

生年月日
大正
昭和
平成

　　　　　年　　　　月　　　　日

診断の結果上記の通り相違ない こ と を証明する。

胸部Ｘ線

検　　　査

健　　康　　診　　断　　書

　　最　　高　　　    　　　　　　　mmHg 　　　　     最　　低　　　    　　　　　　　mmHg

　　蛋　　白　　　　　　　　　　　　糖　　　　　　　　　　　　潜　　血

診　　　　　　断　　　　　　事　　　　　　項

　　　　　　　　　　　　　　　　ｋｇ



3/16～3/20 出願期間

4/8 受講開始（仮）

＊審査結果の通知前から授業に出席いただいて構いません。

4月下旬 審査結果・学納金通知郵送

～5月上旬 受講開始（正式）

5/1～ 身分証交付

＊（文教大学提出）振込通知書と引き換えで教務課にてお渡しします

8/31 成績発表（科目等履修生のみ）

＊身分証確認のうえ、教務課にてお渡しします

9/12 授業開始（秋学期）

2/13（予定） 成績発表（秋学期）

＊身分証確認のうえ、教務課にてお渡しします

登録料・授業料

【科目等履修生】

登録料      ５，０００円

授業料    ２０，０００円  （１単位）  （本学卒業生  １３，０００円）

【聴講生】

登録料      ５，０００円

授業料      ７，０００円  （１単位）

注意事項 ① 科目等履修生・聴講生は、「通学定期券」購入、「学生割引証」の発行等はできません。

② 出願後は、受講科目の追加・変更・削除は原則として認めません。

2020　科目等履修生・聴講生　出願後の予定について



■科目等履修生（教育学部条件）_2020 用.doc 

科目等履修生の出願をされる方へ

■小学校教諭免許取得のための履修出願条件 

小学校教諭免許状取得のための単位修得にあたっては、学校教育課程で開設している科

目と「心理教育課程・人間科学部・文学部用小学校免許用科目」のいずれも科目履修する

ことが可能です。（両方から選択することも可能です。） 

ただし、教職に関する科目の「各教科の指導法」領域の科目として開設している「●●

科教育Ⅰ」については、「心理教育課程・人間科学部・文学部用小学校免許用科目」のみ科

目履修を認めます。 

■教育学部学校教育課程「初等教育実習」「中等教育実習Ⅰ・Ⅱ」の履修出願条件 

※人間科学部、文学部で開設している「中学校教育実習」を含む。 

１．文教大学越谷校舎の卒業生であること。 

２．教育職員採用試験を受験すること。 

◎出願時に口頭で確認します。受験票が届き次第写しを提出してください。 

３．該当科目出願時に、教育実習校の開拓が完了していること。 

◎出願時に、教育実習校で教育実習の受入の承認を得ていることがわかるものを書面

で提出してください。（書式は任意） 

◎本学教職員の実習校訪問はできません。教育実習校にはその旨をお話ししてください。 

◎小学校実習は不足単位数にかかわらず４週間（４単位）です。 

４．履修出願時において、希望する免許状取得のために法令で定める必要な単位（教育

実習以外）を、修得済みまたは修得見込みであること。 

５．履修出願時において、小学校教諭免許状の取得を希望する場合には、法令上の領域

である第 2 欄～第 4 欄における科目を 20 単位以上、中学校・高等学校教諭免許状の

取得を希望する場合には法令上の領域である第 2欄～第 4欄における科目を 16単位

以上、越谷校舎において修得済みであること。 

６．小学校、中学校の免許状取得希望者については、教育実習の開始前までに、教育職

員免許特例法による「介護等体験」を所定の期間終了し、「証明書」の交付を受けて

いること。 

７．取得を希望する免許状の「学力に関する証明書」を提出すること。 



■科目等履修生（教育学部条件）_2020 用.doc 

■教育学部学校教育課程 体育専修 開講科目の履修出願条件 

本学卒業生以外の方で、教科教育法「保健体育」Ⅰ及び教科教育法「保健体育」Ⅱを受

講する場合は、以下の条件が課されます。 

文教大学に開設されている下記科目を履修していること。 

「器械体操Ⅰ」、「陸上競技Ⅰ」、「水泳」、「体育原理」、「体育運動学」、 

「衛生学（公衆衛生学を含む）」、「運動生理学」、「学校保健」 

※すでに他大学で修得済みの科目がある場合など、状況に応じ本学体育研究室に確認をいたします

ので、ご不明の点は教務課へご確認ください。 

■非開講科目について 

受講を希望する授業科目が履修対象科目か否かについては、出願前に教務課でご確認く

ださい。 

■介護等体験について 

 本学卒業生（見込み）の方で、科目等履修生として介護等体験（特別支援学校）を希望

する方は、12 月の第 2 金曜日までに教務課まで申し出ること。 

 以上 



2019年1月 

 科目等履修生 

【重要なお知らせ】 

教職課程における関連法規の改正について 

 

「教育職員免許法施行規則及び免許状更新講習規則の一部を改正す

る省令」が平成29（2017）年11月17日に公布され、平成31（2019）年4月1日

から施行されます。 

科目等履修生の取り扱いについて、平成30（2018）年10月に文部科学省

より示され、次年度以降在籍の科目等履修生は全て、新法（新カリキュラ

ム）が適用されることとなりました。 

つきましては、平成31（2019）年度以降に科目等履修生として免許状取

得を検討中の方はご理解をいただいたうえで、ご出願ください。 

 

 

＜改正法が適用される場合の免許状取得に関する履修上の変更点＞ 

新法が適用された場合、従来の教職科目に加え、以下の新規事項を含む科目を

修得しなければなりません。 

①「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」（幼・小・中・高・栄

において必修） 

②「総合的な学習の時間の指導法」（小・中・高・栄において必修） 

 

文教大学 教務課 
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