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2021 年度秋学期 関西学院大学・大学院 聴講生 募集要項 

 

制 度  関西学院大学では、大学の持つ知的資源を活用することで社会に貢献すると共に、地域・社会

に開かれた大学の役割を果たすために、科目等履修制度、聴講制度を設けています。人文科学、社会科学、

自然科学の各分野が揃う総合大学の強みを活かした多彩な講義で、社会人、市民の方々の知的好奇心に応

えます。 
聴講制度は大学および大学院で開講している授業科目を聴講できる制度です。聴講した科目について成

績評価を受けることはできますが、単位は認定されません。単位認定が必要な場合は、「科目等履修生」

に出願してください。 

 
実施学部・研究科・センター 
 （大 学）西宮上ケ原キャンパス：神学部、社会学部、法学部、経済学部、商学部、 

人間福祉学部、国際学部 
神戸三田キャンパス：総合政策学部、理学部、工学部、生命環境学部、建築学部 
西宮聖和キャンパス：教育学部 

 
（大学院）西宮上ケ原キャンパス：神学研究科、社会学研究科、法学研究科、 

経済学研究科、商学研究科、人間福祉研究科、 
言語コミュニケーション文化研究科（※1） 

神戸三田キャンパス：総合政策研究科、理工学研究科 
大阪梅田キャンパス：経営戦略研究科（※1） 
西宮北口キャンパス：司法研究科（※1） 

 
（※1）言語コミュニケーション文化研究科の募集要項については、別要項をご覧ください。司法研究科の募集要

項については、司法研究科事務室（tel: 0798-31-0106）へ別途ご請求ください。経営戦略研究科の聴講生

は本学の経営戦略研究科および商学研究科マネジメントコース修了生に限ります。募集要項は https://kwa
nsei-ac.jp/auditor/からダウンロードが可能です。 

 
 

出願資格 
【学部・センター】 

高等学校卒業者またはこれと同等以上の学力があると認められた方。ただし、他大学・他大学院の正規

学生を除きます。 

 

【研究科】 
学士の学位を有する方またはこれと同等以上の学力があると認められた方。ただし、他大学・他大学院

の正規学生を除きます。 

 

※外国人の場合は、原則として在留資格「留学」および「短期滞在」の方を除きます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、2021年度も引き続きオンラインで授業を実施する 

可能性があります。出願前に必ずシラバスで授業形態を確認してください。 

また、急遽、授業形態が変更となった場合も対応できるかをご判断の上、出願してください。 
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出願書類 
該当区分によって、○印の書類をご用意ください。 

書類 【A】 【B】

①　聴講生願書（本学所定用紙　様式２：写真貼付）  　　　　  1通 ○ ○

②　履修･聴講希望科目記入用紙（本学所定用紙　様式３）   1通 ○ ○

③　写真貼付台紙（本学所定用紙　様式５：写真貼付）         1通 ○ ○

④　検定料領収書の写しまたは原本　　  　　　　                  1通 ○ ○

⑤　最終出身学校の卒業（修了）証明書                            1通 ○ ×

区分

 
区 分： 

【 Ａ 】新規出願者、2019年度以前の聴講生 

【 Ｂ 】本学卒業生・修了生（新規出願者含）、2020年度または 2021年度春学期（もしくは通

年）聴講生 
 

《外国人の方について》 

 上記の他に次の書類が必要です。 

⑥ 日本での在留資格および在留期間を確認できる証明書（在留カードまたは特別永住者証明書）の写し 1通 

 

〔出願書類について〕 

・ 本学の卒業生・修了生、および 2020年度または 2021 年度春学期（もしくは通年）聴講生は、出願

書類のうち⑤は不要です。 

・ 写真の裏に名前を記入し貼付してください。 

・ 聴講できる単位数は、学部・センターについては1学期あたり14単位、研究科は1学期あたり6単位

以内です。通年科目は単位数を二分し、春、秋の各学期に算入します。 

・ 「2021年度 聴講が可能な科目一覧」にある授業科目のうち、春学期募集時には春学期および通年

の開講科目、秋学期募集時には秋学期開講科目のみの出願を受付けます。 

・ 聴講生の出願は、聴講希望学部・研究科・センターごとに出願書類の作成が必要です。複数学

部・研究科に出願される場合、希望する学部・研究科・センターごとに書類を用意し、まとめ

て提出してください。ただし、⑤は1通のみの提出で結構です。 

（例：神学部と社会学部の聴講を希望する場合、学部ごとに①、②、③、④をご準備ください。） 

・ 2020年度または 2021年度春学期（もしくは通年）聴講生の方が、2020 年度または 2021 年度春学

期（もしくは通年）とは異なる学部・研究科・センターに出願される場合等の出願書類⑤について

は、事前に出願書類提出先（教務機構事務部：0798-54-6180）までご相談ください。 

 

聴講できる科目 
① 聴講可能な科目および授業時間割は、「2021年度 聴講が可能な科目一覧」でご確認ください。た

だし、変更する場合がありますのでご了承ください。備考がある場合は、必ず備考も確認してくだ

さい。 

② 2021年度開講科目（学部・研究科）の講義概要は、2021年3月1日（月）にWeb上で公開しています。

新型コロナウイルス感染症の影響で、授業形態が変更になる可能性がありますので、聴講料の納入

前に改めてシラバスをご確認ください。 

＜URL＞https://syllabus.kwansei.ac.jp/ 
各科目の授業形態については、シラバスで授業形態をご確認ください。 

新型コロナウイルス感染症拡大の状況に応じて、急遽、授業形態が変更となる場合があります。 

③ シラバスをWeb上で見ることができない場合等は教務機構事務部へご相談ください。 

④ 正規学生の履修者がいない場合等、当該科目を開講しない場合があります。聴講希望科目が不開講

となった場合は、学部・研究科等事務室から連絡します。 

 

 

 

 
2021年度より１時限あたりの授業時間や授業形態について変更があります。出願前に必ず「聴講が可能

な科目一覧」に関する注意事項を確認してください。「聴講が可能な科目一覧」に関する注意事項はホー

ムページで確認できます。 

 

https://syllabus.kwansei.ac.jp/
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出願手続 
《出願期間》 

秋学期募集：2021年8月23日（月）～2021年8月27日（金） 必着（当日消印無効） 

 

※ 郵送または直接窓口にてお申し込みください。 

窓口開室時間 <平日>9:00～11:30 12:30～16:00（夏季開室期間）  

    

新型コロナウイルス感染予防の観点から、郵送でのお手続きを推奨いたします。 

郵送の場合、出願期間内必着ですのでご注意ください。 

 

※ 提出書類に不備がないよう、よく確認のうえ、ご提出ください。場合によっては受理できないこと

があります。 

※ 提出書類は返還できませんので、ご了承ください。 

 

《検定料》 

区 分 検定料 

●法学部、経済学部・研究科、人間福祉学部・研究科、国際学部、理学部、工学

部、生命環境学部、建築学部、理工学研究科科目の聴講出願者 

●共通教育センターの「総合コース」科目の聴講出願者 

 

●神学部・研究科、社会学部・研究科、法学研究科、商学部・研究科、総合政策学部・

研究科、教育学部科目の聴講出願者で以下に該当する者 

・2020年度または2021年度春学期（もしくは通年）と同一学部（研究科）科目

の聴講出願者（継続） 

7,000円 
秋：様式6-3 

●神学部・研究科、社会学部・研究科、法学研究科、商学部・研究科、総合政策学部・

研究科、教育学部科目の聴講出願者で以下に該当する者 

・新規出願者 

・2019年度以前の聴講生 

・2020年度または2021年度春学期（もしくは通年）と異なる学部（研究科）科

目の聴講出願者 

14,000円 
秋：様式6-4 

 

※ 神学部・研究科、社会学部・研究科、法学研究科、商学部・研究科、総合政策学部・研究科、教育学部科目

の聴講出願者：2020年度または2021年度春学期（もしくは通年）に聴講が許可された学部、研究科とは異な

る学部、研究科に出願する場合は、面接が実施されますので検定料は14,000円となります。ご注意ください。 

※ 出願期間内に所定の「振込依頼書」（様式６）を使ってお振込みください。検定料の金額によって

フォームが異なりますので、ご注意ください。 

※ 検定料は、聴講希望学部・研究科・センターごとに必要です。 

※ 検定料は、納入後、原則として、返還しません。 

（新型コロナウイルス感染症の影響で、急遽、授業形態が変更となる場合でも返還できません

のでご注意ください。） 
 

《提出先》 
関西学院大学教務機構事務部 

科目等履修生・聴講生係（西宮上ケ原キャンパス Ｇ号館１階） 

（住所）〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町 1-155 （TEL） 0798-54-6180 
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選 考 

以下の学部・研究科は、出願書類および面接により選考します。下記日時に指定の場所にお越しください。 

学部・研究科 秋学期 日時 集合場所 

神学部・研究科 

9月 2日（木） 

10:00 

西宮上ケ原 

キャンパス 

神学部校舎 3号教室 

社会学部・研究科 

9月 3日（金） 

10:00 社会学部校舎 301号教室 

法学研究科 

9月 4日（土） 

10:00 

オンライン面談<ZOOM実施> 

（案内は個別連絡） 

商学部・研究科 

9月 2日（木） 

10:00 

オンライン面談<ZOOM実施> 

（案内は個別連絡） 

総合政策学部・研究科 

9月 4日（土） 

10:00 

神戸三田 

キャンパス Ⅰ号館 104教室 

教育学部 

9月 2日（木） 

10:00 

西宮聖和 

キャンパス 2 号館 2階 203教室 

 

※ 面接を欠席した場合、聴講を許可しません。 

※ 2020 年度または 2021 年度春学期（もしくは通年）に聴講が許可された学部（研究科）に出願する

方（継続）：原則として面接は免除。ただし、必要に応じて新規の方同様に、上記日程で面接を実施

することがあります。面接を実施する場合は、出願締切後、学部・研究科等事務室より個別ご連絡し

ます。 

※ 新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じて、選考方法をオンライン面談（Zoom）などに変更する

可能性があります。 

 

以下の学部・研究科・センターは、出願書類により選考します。 

学部・研究科 

法学部、経済学部・研究科、人間福祉学部・研究科、国際学部、理学部、工学部、生命環境学部、 

建築学部、理工学研究科 

 

※必要に応じて面接を実施することがあります。その場合は、出願締切後、教務機構事務部または出願

学部・研究科事務室より個別にご連絡します。 

 

許可発表 

秋学期募集：2021年 9月 7日（火）発送   

※ 願書に記載の現住所宛に郵送にて通知します。 
 
聴講料 

《神学部・社会学部・法学部・経済学部・商学部・共通教育センター（総合コース）》 

1 学期・週 1 回の授業 1科目につき 17,300円 

《人間福祉学部》 1 学期・週 1回の授業 1科目につき 18,900円 

《理学部・工学部・生命環境学部・建築学部》 1学期・週 1 回の授業 1科目につき 22,000 円 

《総合政策学部》 1 学期・週 1回の授業 1科目につき 20,600円 

《教育学部・国際学部》 1 学期・週 1 回の授業 1科目につき 20,600円 

《神学研究科・社会学研究科・法学研究科・経済学研究科・商学研究科》 1単位につき 6,300 円 

《人間福祉研究科》 1単位につき 7,100 円 
《理工学研究科》  1単位につき 8,000 円 

《総合政策研究科》 1単位につき 7,600 円 

 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響で、急遽、授業形態が変更となる場合でも、聴講料は返還

できませんのでご注意ください。 
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聴講料納入期間 

秋学期募集：2021年 9月 9日（木）～2021年 9月 14日（火）  

 

※ 許可発表通知に同封の「振込依頼書」を使ってお振り込みください。 

※ 期間内に手続きを完了しない場合は、許可を取り消しますのでご注意ください。 

 
授業開始日 

秋学期：2021年 9月 21日（火）  

 

その他 

① 聴講した授業科目の試験を受け、成績評価を受けることができますが、単位は修得できません。申

請に応じて聴講生として在籍した証明書を発行します。 

② 聴講が許可された授業科目やクラスは変更できません。聴講料は原則として返還できませんのでご

了承ください。 

③ 大学聴講生には原則として大学学則および各学部内規が適用され、大学院聴講生には大学院学則お

よび各研究科内規が適用されます。 

④ 聴講が許可されても、授業環境の維持に影響を与える行為をした等の場合には、許可を取り消すこ

とがあります。 

⑤ 本学で発行する帳票や聴講生証、証明書等に表記されるご本人の漢字氏名は、学内システムの都合

上シフト JISの第１および第２水準内の文字に限らせていただいています。水準外の文字について

は、原則水準内の文字に変換させていただくことになっていますので、ご了承ください。 

⑥ 聴講生は定められた規程によって大学図書館を利用できます。開館状況はホームページよりご確認

ください。https://library.kwansei.ac.jp/ 

⑦ システム利用のための ID とパスワードを取得することによって、本学 Web サービスから休講など

の情報を閲覧することが可能です。システム利用のための ID とパスワードは聴講生証とともにお

渡しいたします。 
⑧ 休講、試験等に関する情報については、原則として電話では通知しません。本学 Webサービスにて

お知らせします。試験場は、前日 19 時に本学 Web サービスで発表します。詳細は、「※本学 Web サ

ービスでの試験場発表の確認方法について」および本学 Webサービス『履修・成績・授業時間割マ

ニュアル』を確認してください。※定期試験時間割と一緒に本学 Web サービスで配信します。 
⑨ 通学定期券はご利用できません。 

⑩ 障がいがあり、受講に際して修学上の配慮を必要とする方は、出願前に各学部・研究科等事務

室に申し出てください。 

⑪ 西宮上ケ原キャンパスでは、自家用車の構内乗り入れはできません。西宮聖和キャンパスでは、自

家用車、バイクとも構内乗り入れができません。神戸三田キャンパスの場合は、アカデミックコモ

ンズ１Ｆ事務室において申請手続をし、審査の上許可された方に限り自動車通学を認めています

（有料）。 
  
【個人情報の取り扱いについて】 

関西学院大学では「個人情報の保護に関する法律」に基づき、出願者から提供された個人情報につ

いては、次の業務に限り使用することとし、この範囲において個人情報を使用します。 
① 出願者への連絡や受入手続業務並びに受入後の学籍管理、聴講生証発行および施設利用にかか

る業務 
② 履修、成績評価、単位認定および証明書発行にかかる業務 
③ 本学の生涯学習プログラム、各種行事等の案内にかかる業務 

 
 

お問合せ先 

《出願手続きに関するお問い合わせ》 
関西学院大学教務機構事務部（西宮上ケ原キャンパス Ｇ号館 1階） 

〒662-8501 兵庫県西宮市上ケ原一番町 1-155  tel：0798-54-6180 
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《出願資格、聴講できる科目などに関するお問い合わせ》 
学部・研究科 問合せ先 電話番号 
神学部・神学研究科 吉岡記念館事務室（神学部担当） 0798-54-6200 
文学部・文学研究科 文学部事務室 0798-54-6201 
社会学部・社会学研究科 社会学部事務室 0798-54-6202 
法学部・法学研究科 法学部事務室 0798-54-6203 
経済学部・経済学研究科 経済学部事務室 0798-54-6204 
商学部・商学研究科 商学部事務室 0798-54-6205 
人間福祉学部・研究科 人間福祉学部事務室 0798-54-6844 

国際学部 国際学部事務室 0798-54-6072 

総合政策学部・総合政策研究科 
神戸三田キャンパス事務室 

（教務・学籍・奨学金担当） 
0795-65-7657 理学部・工学部・生命環境学

部・理工学研究科 
教育学部 聖和キャンパス事務室（教育学部担当） 0798-54-6503 

 


