平成２７年度
大阪大学文学部 科目等履修生募集要項
１．履修科目・単位
（１）平成２７年度に開講する文学部の授業科目を１２単位まで履修することができま
す。
【注】①授業科目によっては、出願を受け付けないことがあります。
②原則として、本学部専任教員担当科目に限ります。
③ただし、本学部・研究科出身者で資格認定科目を履修する場合は、①、②の限
りではありません。
（２）履修した授業科目については、試験等に合格すれば所定の単位が付与されます。
（３）開講予定科目・内容・時限等については 、平成２７年１月１９日（月）以降に本
学の学務情報システム（ＫＯＡＮ）のシラバス［下記ＵＲＬ］で確認してくださ
い。

https://koan.osaka-u.ac.jp/syllabus_ex/campus
２．出願資格
（１）平成２７年 3 月までに大学に２年以上在学し、６２単位以上修得した者または
修得する見込みの者
（２）教授会において、前記（１）と同等以上の学力を有すると認めた者
※外国人留学生は出願できません。

３．選考
原則として書類選考とします。ただし、授業科目によっては、選考試 験を行うことが
あります。なお、選考試験の有無等については、授業担当教員に問い合わせてください。

４．入学の時期及び在学期間
（１）入学の時期
①１学期、２学期及び通年で開講される授業科目を履修する者：４月１日
②２学期に開講される授業科目のみを履修する者：１０月１日
（２）在学期間
在学期間は履修を許可された授業科目が開講されている期間とします。
①１学期に開講される授業科目を履修する者
平成２７年

４月１日～平成 ２７年９月３０日

②通年で開講される授 業科目を履修する者
平成２７年

４月１日～平成 ２８年３月３１日

③２学期に開講される授業科目を履修する者
平成２７年１０月１日～平成 ２８年３月３１日
なお、開講期間が異なる複数の授業科目を履修する場合は②と同じになります。
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５．出願手続
入学志願者は、下記の必要書類等を文学部教務係に願書受理期間内に持参 または
書留速達郵便で送付してください。
（郵送の場合は、封筒表に「学部科目等履修生入学願書」と朱書き願います。）
郵送の場合の宛先
〒560-8532 大阪府豊中市待兼山町１－５

大阪大学文学部教務係

出願手続書類等
所定
様式

出願書類等

注意事項等
・出願にあたっては 授業担当教員の承認印が必
要ですので、事前に必ず当該教員と相談してく
ださい。（６ページ「各専修 ・コース問い合わ
せ先」参照）

○

入学願書

ただし、本学部・研究科出身者で、資格認定
に必要な全学教育推進機構で開講される科目、
本学部の非常勤講師が担当する科目を履修する
場合については、それらの科目の承諾印は不要
とします。
・所定の振込依頼書を使用して、金融機関窓口
で振り込んでください。
（注）
・ＡＴＭ（現金自動預入払出機）での振込は不
可です。振込手数料は振込人負担です。
・既納の検定料は次の場合を除き返還しません。

○

①出願したが受験資格がなかった場合

検定料（９，８００円）

②出願書類に不備があり、受理できなかった
場合
③検定料を振り込んだが本学部に出願しなか
った場合
④検定料を誤って二重に振り込んだ場合
なお、上記の③、④に該当する場合は、速や
かに文学部教務係まで連絡してください。

卒業（見込）証明書
または、

・出身大学において作成したもの。

在学期間証明書※

・改姓等されている場合は、改姓等 を証明する

成績証明書
○
○

合否通知用封筒
受験票送付用封筒
（出願書類郵送者のみ）

書類（戸籍抄本等）が必要です。
・所定の封筒に出願者本人の宛先を記入のうえ、
３６２円分の切手を貼付してください。
・所定の封筒に出願者本人の宛先を記入のうえ、
２４２円分の切手を貼付してください。

※ 在 学 期 間 証明 書 は、卒 業（ 見込 ）証明 書 が 発行 で き ない 方 のみ 提 出が 必 要 とな り ます 。
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６．願書受理期間
（１）出願書類を持参する場合
①１学期、２学期及び通年で開講される授業科目を履修する者
平成２７年２月１７日（火）～平成２７年２月２０日（金）
受付時間：９時～１１時３０分、１２時３０分～１７時
②２学期に開講される授業科目のみを履修する者
平成２７年８月２５日（火）～平成２７年８月２８日（金）
受付時間：９時～１１時３０分、１２時３０分～１７時
（２）出願書類を郵送する場合
１学期、２学期及び通年で開講される授業科目を履修する場合は、平成２ ７年
２月２０日まで、２学期に開講される授業科目のみを履修する場合は、平成２ ７
年８月２８日までの消印のあるものについては受理します。

７．合格者発表
下記の日時に文学部教務係前の掲示板で発表し、同時に出願者全員に郵送で通知します。
なお、電話や E-mail 等による合否に関するお問い合わせには一切応じ られませんの
でご注意ください。
（１）１学期、２学期及び通年で開講される授業科目を履修する者
平成２７年３月９日（月）１３時
（２）２学期に開講される授業科目のみを履修する者
平成２７年９月中旬※
※詳しくは出願の際にお知らせします。

８．入学料及び入学手続き
（１）入学料
２８，２００円
（２）入学手続き
入学手続きについては、 郵送または持参としますが、詳しくは合格通知の際に お
知らせします。

９．授業料の納付
（１）授業料の額
１単位につき１４，４００円
（２）納付時期
第１学期科目（４月～９月）分及び通年科目 （４月～翌年３月）分：５月
第２学期科目（１０月～翌年３月 ）分：１１月
（３）納付方法
大学から郵送します所定の「授業料振込依頼書」により金融機関窓口で振込願い
ます。
（注）振込手数料は、振込人負担となります。
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１０．検定料・入学料・授業料の額
本要項に記載している額は、要項作成時現在のものです。検定料・入学料・授業料の
改定があれば、改定後の額が適用されます。

１１．個人情報の取扱い
（１）出願時に提出していただいた氏名、住所等の個人情報については、
「入学者選抜（出
願処理、選抜試験実施）」、「合格者発表」及び「入学手続」等の入試業務を行うた
めに利用します。
（２）入学試験成績等の個人情報は、入試結果の集計・分析及び入学者選抜方法の調査 ・
研究のために利用します。
（３）入学者については、「教務関係（学籍管理、修学 指導）」、「学生支援関係（健康管
理）」、「授業料徴収関係」の業務を行うためにも利用します。

１２．２学期に開設される授業科目の追加登録について
１学期、２学期及び通年で開講される授業科目の履修を許可された者で、２学期に開
講される授業科目の履修を希望する者は、
「科目追加願」を下記の期間に文学部教務係に
提出してください。
なお、追加できる科目の単位数は、既に履修を許可された科目と合わせて１２単位以
内です。
また、「科目追加願」は文学部教務係で７月から配付します。
（１）「科目追加願」の提出期間
平成２７年７月２１日（火）～平成２７年７月２７日（月）（土日を除く）
受付時間：９時～１１時３０分、１２時３０分～１７時
（２）科目追加許可の発表について
平成２７年９月中旬※に文学部教務係前の掲示板で発表 します。
なお、電話や E-mail 等による可否のお問い合わせには一切応じられませんので
ご注意ください。
※詳しくは出願の際にお知らせします。
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１３．その他
（１）履修を許可された授業科目は、原則として変更できません。
（２）入学者は「学生教育研究災害保険」に必ず加 入してください。なお、手続き書類
については、学生センターに設置されています。
（３）「通学証明書」、「学校学生生徒旅客運賃割引証（学割証）」は発行 できません。
（４）本学図書館の利用については、ホームページ（ http://www.library.osaka-u.ac.jp）
を参照してください。
（５）その他、不明な点があれば、文学部教務係にお問い合わせください。
平成２６年１１月
大阪大学文学部
【問い合わせ先】
〒５６０－８５３２
大阪府豊中市待兼山町１－５
大阪大学文学部教務係
電

話

０６－６８５０－５０８４

ＦＡＸ

０６－６８５０－５０８７

E-mail: bunsouhaku-kyoumu@office.osaka-u.ac.jp
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各専修・コース問い合わせ先
（大阪大学豊中地区代表電話番号）

06-6850-6111

※ 内 線番 号が ５０ ０ ０番 台、 ６０ ００ 番台 の もの はダイ ヤ ルイ ンの 番号 で 、
学 外 から は 06-6850-（ 5××× また は 6×××） で利用 で きま す。

専修名

内線番号

哲学・思想文化学

5095 / 2121

倫理学

5099

中国哲学

2128

インド哲学

2125

日本史学

5101

東洋史学

2138

西洋史学

5105

考古学

5106

日本学

5135

人文地理学

5136

日本語学

5134

日本文学・国語学

5111

比較文学

2168

中国文学

5112

英米文学・英語学

5113 / 2156

ドイツ文学

5116

フランス文学

2162

美学・文芸学

5122 / 5123

音楽学・演劇学

5124 / 2177

美術史学

5126 / 5127
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