
令和 5 年度 中村学園大学 科目等履修生志願要項 

＜重要＞ お知らせとお願い 
お申し込みいただいた科目が対面式ではなくオンラインで実施される可能性がございます。ご

自宅にインターネット環境が整っているかご確認の上、お申し込みいただきますようお願い申し

上げます。なお、ご自身のインターネット環境の不具合等のお問い合わせには対応できかねます

ので、あらかじめご了承ください。 
 

1．受入人員 

学 部 学 科 受入人員 

栄養科学部 
栄養科学科 若干名 

フード・マネジメント学科 若干名 

教育学部 児童幼児教育学科 若干名 

流通科学部 流通科学科 若干名 

 

2．出願資格 

科目等履修生に出願することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とします。 

(1)高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 

(2)通常の課程により 12年の学校教育を卒業した者(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 年間の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で文部科 

学大臣の指定した者 

(4)文部科学大臣の指定した者 

(5)高等学校卒業程度認定試験規則により、文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験 

(旧：大学入学資格検定)に合格した者 

(6)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 

(7)その他相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学において 

認めた者 

※科目等履修生となることによって、留学の在留資格を得ようとする者は出願できません。 

※外国籍の方で在留期間が、受講する科目の開講学期末まで認められていない場合は出願 

できません。 

 

3．履修の制限 

(1)全学部共通 

①本学で履修できる授業科目は、各学部が指定する科目のうち年間 15 科目 30単位以内と 

します。 

②科目によっては受講者数等の理由により履修の制限を行うことがあります。 

③別表 1の科目は受講できません。 

(2)栄養科学部 栄養科学科 

①教育職員免許状を取得しようとする者は、免許状の種類により、学士又は短期大学士の 

学位を有する者とします。 

②次の免許・資格を取得しようとする者は、本学科の卒業生に限ります。 

・栄養士免許及び管理栄養士国家試験受験資格 

・食品衛生監視員及び食品衛生管理者の任用資格 

③栄養科学部栄養科学科で開講する授業科目のうち、別表 2の科目は受講できません。 



 (3)栄養科学部 フード・マネジメント学科 

①次の免許・資格を取得しようとする者は、本学科の卒業生に限ります。 

   ・フードスペシャリスト資格認定試験 

・食品衛生監視員及び食品衛生管理者の任用資格 

②栄養科学部フード・マネジメント学科で開講する授業科目のうち、別表 3の科目は受講 

できません。 

(4)教育学部 児童幼児教育学科 

①教育職員免許状を取得しようとする者は、免許状の種類により、学士又は短期大学士の 

学位を有する者とします。 

②保育士資格を取得しようとする者は、指定保育士養成施設卒業生に限ります。 

  ③教育学部児童幼児教育学科で開講する授業科目のうち、別表 4の科目は受講できません。 

(5)流通科学部 流通科学科 

①流通科学部流通科学科で開講する授業科目のうち、別表 5の科目は受講できません。 

 

4．願書受付期間 

令和 5年 2月 6日(月)～2月 17 日(金)必着(前学期・後学期科目) 

令和 5年 6月 1日(木)～6月 16 日(金)必着(後学期科目のみ) 

 受付窓口 中村学園大学 教務部 

 受付時間 8時 30 分から 17時まで(土・日・祝日を除く) 

 

5．出願手続き 

次の書類を一括して提出してください。 

(1)科目等履修生願(本学所定用紙) 

(2)最終学校卒業証明書及び成績証明書 

(3)高等学校卒業程度認定試験(旧：大学入学資格検定)合格者は合格証明書 

(4)履歴書(出願前3ヶ月以内に撮影した写真<縦3.0センチ・横2.4センチ>を貼付したもの、

本学所定用紙) 

(5)誓約書・保証書(本学所定用紙) 

(6)写真(履歴書に貼付したものと同一のもの 1枚) 

 

※外国籍の方は、｢パスポート｣、「在留カード」または住民票(作成後 6ヶ月以内のもの、 

在留資格、国籍、在留期間、在留期間満了日、在留カードの番号が記載されたもの)の原本を

持参してください。 

 

6．選考 

  選考は、書類審査により行います。 

 

7．選考結果の通知 

選考結果は、受付後の翌々月中に、本人あて郵便で通知します。 

 

8．納付金 

 

栄養科学部 教育学部 流通科学部 

栄養科学科 
ﾌｰﾄﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

学科 
児童幼児教育学科 流通科学科 

履修登録料 52,000 円 52,000 円 52,000 円 52,000 円 

科目等履修料

(1 単位) 
26,000 円 25,000 円 25,000 円 22,000 円 



(1)中村学園大学大学院、中村学園大学、中村学園大学短期大学部卒業生及び在学生は、 

履修登録料が免除され、科目等履修料は以下のとおりとなります。 

 

栄養科学部 教育学部 流通科学部 

栄養科学科 
ﾌｰﾄﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

学科 
児童幼児教育学科 流通科学科 

科目等履修料

(1 単位) 
13,000 円 12,000 円 12,000 円 11,000 円 

(2)納入手続きについては、選考結果と同時に通知します。 

(3)既納の納付金は、事由の如何を問わず返還しません。 

(4)上記納付金の他に実験、実習及び実技等に要する費用を別途徴収する場合があります。 

 

9．その他 

 次に該当する方は事前にご相談ください。 

(1)学位取得、免許・資格取得を希望する方 

(2)身体に障害のある方 

 

≪留意事項≫ 

(1)授業科目担当者が指示する教科書代等の負担が必要な場合があります。 

(2)インターネットに接続できる Windows パソコンが必要になります。 

 

科目等履修生に関するお問い合わせは、以下の連絡先までお願いいたします。 

 中村学園大学 教務部 

 〒814-0198 福岡市城南区別府 5 丁目 7番 1号 

 電話番号 092-851-6742 



 

別表 1 

中村学園大学 全学部共通 受講不可科目 

 

科目名 

英語・文化海外研修 

中国語Ⅰ 

中国語Ⅱ 

韓国語Ⅰ 

韓国語Ⅱ 

フランス語Ⅰ 

フランス語Ⅱ 

スペイン語Ⅰ 

スペイン語Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表 2 

栄養科学部 栄養科学科 受講不可科目 

 

科目名 

実習・人体の構造と機能 

実験・人体の構造と機能 

実習・食品の加工と栄養 

総合演習Ⅰ（臨地実習事前・事後指導） 

ライフステージ別・在宅栄養管理実習 

応用栄養管理実習 

栄養教育論実習 

給食経営管理実習 

臨地実習Ⅰ（給食管理） 

臨地実習Ⅱ（公衆栄養・臨床栄養） 

演習運動生理・栄養管理 

卒業論文 

教職実践演習（中・高） 

教職実践演習（栄養教諭） 

栄養教育実習 

栄養教育実習事前・事後指導 

教育実習 

養護・介護実習 

 

 

 

 

 

 



 

別表 3 

栄養科学部 フード・マネジメント学科 受講不可科目 

 

科目名 

大学基礎演習 

キャリア形成演習 

資格取得による認定Ⅰ 

資格取得による認定Ⅱ 

資格取得による認定Ⅲ 

資格取得による認定Ⅳ 

国内フードビジネス研修Ⅰ 

国内フードビジネス研修Ⅱ 

海外フードビジネス研修 

フードビジネスインターンシップ 

海外研修Ⅰ 

海外研修Ⅱ 

海外研修Ⅲ 

海外研修Ⅳ 

研究ゼミ 

卒業研究Ⅰ 

卒業研究Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表 4 

教育学部 児童幼児教育学科 受講不可科目 

 

科目名 

スタディ・スキルⅠ 

スタディ・スキルⅡ 

スタディ・スキルⅢ 

教職実践演習(小・幼) 

保育・教職実践演習(幼稚園) 

小学校教育実習指導Ⅰ 

小学校教育実習指導Ⅱ 

小学校教育実習 

幼稚園教育実習指導Ａ 

幼稚園教育実習指導Ｂ 

幼稚園教育実習Ａ 

幼稚園教育実習Ｂ 

介護等体験実習 

介護等体験実習指導 

保育所実習指導Ａ 

施設実習指導Ａ 

保育所実習Ａ 

施設実習Ａ 

保育所・施設実習Ｂ 

保育所実習指導Ｂ 

施設実習指導Ｂ 

幼稚園保育所体験実習 

研究ゼミＡ 

研究ゼミＢ 

卒業研究Ａ 

卒業研究Ｂ 

特別支援学校教育実習 

特別支援学校教育実習指導 

学校体験活動 

英語（TOEIC） 



 

別表 5 

流通科学部 流通科学科 受講不可科目 

 

科目名 

日本事情 専門ゼミⅢ 

スタディスキルⅠ 専門ゼミⅣ 

スタディスキルⅡ 社会調査実習Ⅰ 

スタディスキルⅢ 社会調査実習Ⅱ 

スタディスキルⅣ フードツーリズムⅡ 

文書作成基礎 ビジネスプロジェクトＡ 

データ活用基礎 ビジネスプロジェクトＢ 

情報処理演習 ビジネスプロジェクトＣ 

資格取得による認定Ⅰ ケーススタディＡ 

資格取得による認定Ⅱ ケーススタディＢ 

資格取得による認定Ⅲ ケーススタディＣ 

英語コミュニケーションＡ ケーススタディＤ 

英語コミュニケーションＢ ケーススタディＥ 

英語コミュニケーションＣ インターンシップ 

英語コミュニケーションＤ サービスラーニング 

Business English A Intermediate English A 

Business English B Intermediate English B 

留学生のための日本語Ⅰ Advanced English A 

留学生のための日本語Ⅱ Advanced English B 

マーケティング特別講義 グローバルプロジェクト 

ビジネスエントリー演習Ⅰ 海外研修Ⅰ 

ビジネスエントリー演習Ⅱ 海外研修Ⅱ 

専門ゼミⅠ 海外研修Ⅲ 

専門ゼミⅡ 海外研修Ⅳ 

 


