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平成 27 年 2 月 4 日 
 

平成２７年度大学院経済学研究科 
ビジネスキャリア・プログラム開講計画について 

 
「土日で学べるビジネス・リテラシーの大学院」としてお問い合わせを多数

頂戴しています経済学研究科「ビジネスキャリア・プログラム」につきまして、

平成 27 年度の開講計画が確定しましたので、お知らせします。 

大学院入学生は開講科目のすべてを、また科目等履修生はこれらのうち 21 科

目を科目単位で受講可能です。研究科教員が主に担当する金谷川キャンパスで

の開講科目のほか、夏季の郡山市ビッグアイでの開講科目は実務に深い招聘講

師中心の実践的な内容を予定しています。 

みなさまの受講をお待ちしています。 

 

・開講計画を含む学年暦予定については、別添「福島大学経済経営学類・経済

学研究科公式ブログ ビジネスキャリア・プログラム」をご覧ください。 

・経済学研究科では、出願期間 2 月 23 日(月)～2 月 26 日(木)、選考日 3 月 14

日とした入試学生追加募集を実施します。別添「平成 27 年度 福島大学大学院

経済学研究科(修士課程) 一般入試、専攻所属生対象特別入試、社会人特別入

試、修士再履修特別入試 学生追加募集要項」をご覧ください。 

・科目等履修生については、前期 2 月 16 日(月)～2 月 23 日(月)、後期 8 月 19

日(水)～8 月 28 日(金)を出願期間として受付けます。別添「2015(平成 27)年

度福島大学「大学院科目等履修生」出願要項」をご覧ください。科目等履修生

が履修可能な科目は以下のとおりです。 

[マーケティング概論、マネジメント概論、競争戦略、組織論、ビジネス・イノベーショ

ン、リーダーシップ、顧客心理、サービス・マネジメント、基礎からの簿記会計、マーケ

ティング・ソリューション A、マーケティング・ソリューション B、ビジネス・ソリュー

ション A、ビジネス・ソリューション B、リージョナル・ビジネス A、キャリア・マネジメ

ント、キャリア・デザイン、コーポレート・ファイナンス、資本市場と企業統治、国際化

戦略、国際化のマネジメント（下線付は郡山市ビッグアイ開講科目）] 

 
 
 
 
 

（お問い合わせ先） 
経済学研究科准教授 上野山達哉 
電話 024-548-8432 
メール uenoyama@econ.fukushima-u.ac.jp 
経済経営学類支援室 
電話 024-548-8353 



福島大学 経済経営学類・大学院経済学研究科は、旧制 福島高等商業学校の流れを汲み、90年以上の伝統を誇る国立
大学です。東北地方を中心として全国の経済・行政・教育等の各界に、これまで約2万人の卒業生を送り出していま
す。

福島大学福島大学 経済経営学類・経済学研究科経済経営学類・経済学研究科 公式ブログ公式ブログ

ブログトップ 教員一覧 シラバス・時間割 学類（学部）概要 資格・留学 科目等履修生（聴講生） 大学院概要 大学院へのよくある質問と回答

社会人向けプログラム・制度 問い合わせ・アクセス

ビジネスキャリア・プログラム
※2015（平成27）年度の入試情報
第Ⅰ期および第Ⅱ期の募集は既に終了していますが、追加募集がある場合
は、2月上旬に発表予定です。詳しくは入試課のページをご覧ください。

ねらい
近年、企業の人材ニーズや個人の働き方は、性別にかかわらず、いっそう
多様化・流動化しています。その結果、キャリアの節目（昇進、異動、転
職、職場復帰など）に備えて、自らの意志でビジネスリテラシーを身に付
ける必要性がますます高まっています。

こうしたことから本プログラムでは、社会人のみなさんに向けて、ビジネ
スに関わる多様な科目群を、仕事と両立しやすい週末の昼間（11:00-
17:45、休憩含む）に集中的に提供し、ビジネスリテラシーの学習を体系
的に支援します。

科目群
平成27（2015）年度の開講計画（一部変更の可能性があります）

前期（04-07月）金谷川キャンパス（福島市）
4月
　6日（昼） 入学式、オリエンテーション　※1
　11−12日　（休講日）
　18−19日　マーケティング概論　遠藤 明子
　25−26日　マネジメント概論　野口 寛樹
5月
　02−03日　（休講日）
　09−10日　競争戦略　尹 卿烈
　16−17日　組織論　野口 寛樹
　19−20日　（休講日）
　30−31日　ビジネス・イノベーション　尹 卿烈
6月
　06−07日　リーダーシップ　上野山 達哉
　13−14日　（休講日）
　20−21日　顧客心理　中村 陽人
　27−28日　研究入門演習　遠藤 明子
7月
　04−05日　予備日　※2
　11−12日　サービス・マネジメント　中村 陽人
　18−19日　基礎からの簿記会計　非常勤講師
　25−26日　予備日　※2

夏期（08-09月）郡山教室（JR郡山駅前ビッグアイ）
郡山市・郡山商工会議所・東邦銀行 連携
8月
　01−02日　マーケティング・ソリューションA
　　流通科学大学商学部 教授 清水 信年 氏
　08−09日　マーケティング・ソリューションB
　　三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱ ﾁｰﾌｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 畦地 裕 氏
　15−16日　（休講日）
　22−23日　ビジネス・ソリューションA
　　㈱トッパンマインドウェルネス 代表取締役社長 岩崎 玲子 氏
　29−30日　ビジネス・ソリューションB
　　㈱トッパンマインドウェルネス 代表取締役社長 岩崎 玲子 氏

福島大学 経済経営学類・大学院経
済学研究科の「いま」をお届けし
ます（2009年1月開始）。

※記事の内容や名称・肩書きは投稿
当時のものです（退職した教員等
の記事も含まれています）。

このブログについて

福島大学：トップ
入試課：入試情報
教務課：授業・履修情報
就職課：就職状況
信陵同窓会

福島大学リンク

検索

ブログ内を検索（新しい投稿はすぐに
反映されないことがあります）

▼  2015 (9)

▼  1月 (9)

日税連寄附講義「租税法概論
～実務家の視点から～」最
終回のお知らせ：
2/3（火）

大学院経済学研究科　入試相
談会（本学学類生向け）の
お知らせ：1/30

中村勝克ゼミ：2014年12月の
マクロ的な経済問題（ゼミ
レポート）

専門演習紹介：飯島充男ゼ
ミ・飯島ゼミの活動報告そ
の３

専門演習紹介：飯島充男ゼ
ミ・飯島ゼミの活動報告そ
の２

専門演習紹介：飯島充男ゼ
ミ・飯島ゼミの活動報告そ
の１

富澤克美（教授）　最終講義
『階級道徳と経営学の発
展』のお知ら
せ:1/21（水）

大学院修士課程「ビジネスキ
ャリア・プログラム」の開
講と「大学院郡山教室」の
リニューアル

学術講演会・公正取引委員会
「独占禁止法教室」共催
『競争政策の意義と実際』
－競争なくして成長なし
－...

►  2014 (144)

記事：年月順

社会人大学院で学びませんか。地
域産業復興や会計税務、土日集中
で学べる経営系科目など、1科目
から始められます。

社会人向けプログラム・制度

社会人大学院で学びませんか。地社会人大学院で学びませんか。地

実践を通じて食と農から地域産業
復興の担い手を養成

大学院：地域産業復興（ふくしま未
来食・農教育）プログラム

実践を通じて食と農から地域産業実践を通じて食と農から地域産業

本学同窓生と地元会計専門家との
協力で次世代の会計専門家を養成

大学院：会計税務プログラム

本学同窓生と地元会計専門家との本学同窓生と地元会計専門家との

キャリアの節目に備える、コース
ワーク主体のビジネスリテラシー
学習支援

大学院：ビジネスキャリア・プログ
ラム【NEW】

キャリアの節目に備える、コースキャリアの節目に備える、コース

福島で起業したい方のための公開
講座。 本学と起業家集団・志友
会とのコラボ。

公開講座：福島起業塾

福島で起業したい方のための公開福島で起業したい方のための公開
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9月
　05−06日　（休講日）
　12−13日　リージョナル・ビジネスA
　　郡山商工会議所 共催 公開講座
　19−20日　（休講日）
　26−27日　（休講日）

後期（10-01月）金谷川キャンパス（福島市）
10月
　03−04日　キャリア・マネジメント　櫻田 涼子
　10−11日　実践演習　中村 陽人
　17−18日　（休講日）
　24−25日　キャリア・デザイン　櫻田 涼子
11月
　31−01日　（休講日）
　07−08日　実践演習　中村 陽人
　14−15日　コーポレート・ファイナンス　奥本 英樹
　21−22日　（休講日）
　28−29日　資本市場と企業統治　奥本 英樹
12月
　05−06日　国際化戦略　渡邉 万里子
　12−13日　（休講日）
　19−20日　国際化のマネジメント　渡邉 万里子
　26−27日　（休講日）
01月
　02−03日　（休講日）
　09−10日　（休講日）
　16−17日　（休講日）
　23−24日　予備日　※2
　30−31日　予備日　※2

※1. 入学式およびオリエンテーションのみ平日昼間の実施です。特に午後
からのオリエンテーションは出席必須ですが、やむを得ず都合がつかない
場合は教務課まで事前にご相談ください。

※2. 予備日とは、講師急病や公共交通機関の遅延等によって生じた休講の
補講日を指します。

※3. ビジネスキャリア・プログラム（BCP）以外の経済学研究科の講義科目
（平日開講）も履修することができますが、自主学習時間確保の観点か
ら、BCP科目を含めて半期で14単位の上限があります。

※4. 正規院生以外の方向けに、科目等履修生（聴講生）制度があります。
ただし申請時期が限られているのでご注意ください。詳しくはこちら。

特長
1．全科目を土日昼間に集中開講
修了に必要なすべての科目（講義、演習）が、土日昼間（11:00-17:45、
休憩含む）の集中方式によって開講されます。ビジネスにかかわる多様な
トピックについて集中的に学び、単位修得を積み重ねることで、最短2年の
土日通学で修士号の学位が取得可能です。

2．社会人を想定したコースワーク主体のカリキュラム
本プログラムは社会人の受講を想定しており、コースワーク（体系的な講
義履修）主体で修了できるカリキュラムです。また、演習（ゼミナール）
科目についても、段階を踏んで課題に取り組めるように編成されていま
す。このように本プログラムは、大学院での活動が、院生の自己流や教員
の個人指導に過度に偏らないよう考慮されています。

特別研究（1年次中心）：土日2日間で1単位が完結する講義科
目です。座学と実践的学習（議論、体験学習、小集団学習な
ど）を組み合わせています。
研究入門演習（1年次前期）：論文・レポートの書き方をはじ
めとして、研究活動の基本を体系的に学ぶ導入科目です。
実践演習（1年次後期）：データ分析などの実習を通じて調査
法の基礎を学びます。科目の特性上、土日2週（計4日間）にわ
たって開講されます。
特定課題演習（2年次前期・後期）：修士論文ではなく、学術
的な考え方を基礎としつつも実務に応用しうる特定課題の研究
レポートを作成します。科目の特性上、土曜のみ4−6週（計
4−6日間：総時間数は同じ）にわたって開講されます。

3．院生同士・教員との多数の交流機会
同一年度に入学した院生は、本プログラムに関わるほぼすべての教員の授
業を1年次の同時期に履修し、その中で議論や小集団学習などを経験するた
め、院生同士および様々な教員と交流する機会に自ずと多数触れることに
なります。その結果、大学院生活において孤立しにくく、かつ、教員と柔
軟で開かれた関係を構築しやすくなっています。また、こうした在学中の
関係構築が、本プログラムの卒業生ネットワークの基盤となります。

►  2013 (110)

►  2012 (100)

►  2011 (81)

►  2010 (39)

►  2009 (60)

10_お知らせ (282)

10_入試 (57)

10_学類長 (28)

10_教員公募 (15)

20_公開講座・授業・講演会
(117)

20_学会・研究会・シンポジウム
(55)

30_地域・社会貢献 (48)

30_震災復興 (91)

40_出版・報道 (26)

40_受賞 (32)

50_同窓会・卒業生・在学生
(150)

50_資格・留学 (20)

50_進路・キャリア (41)

50_飯塚毅賞・信陵論叢 (26)

60_ビジネスキャリア・プログラ
ム (9)

60_会計税務プログラム (13)

60_地域産業復興プログラム（ふ
くしま未来食・農教育プログラ
ム） (18)

60_大学院 (62)

60_郡山教室 (22)

ゼミ_合同ゼミ発表会 (10)

ゼミ_専門演習 (111)

ゼミ_教養演習 (18)

専攻_企業経営 (53)

専攻_国際地域経済 (66)

専攻_経済分析 (57)

教員_M.グンスケフォンケルン
(2)

教員_P.マッカーズランド  (4)

教員_その他 (30)

教員_上野山達哉 (24)

教員_中村勝克 (27)

教員_中村陽人 (20)

教員_井上健 (4)

教員_井本亮 (2)

教員_伊藤俊介 (1)

教員_伊藤宏 (15)

教員_佐々木俊彦 (1)

教員_佐藤寿博 (4)

教員_佐藤英司 (6)

教員_佐野孝治 (19)

教員_佐野敦至 (1)

教員_十河利明 (2)

教員_吉田樹 (3)

教員_吉高神明 (1)

教員_大川裕嗣 (1)

教員_奥本英樹 (12)

教員_富澤克美 (1)

教員_小山良太 (39)

教員_尹卿烈 (1)

教員_平野智久 (11)

教員_後藤康夫 (6)

教員_末吉健治 (3)

教員_松浦浩子 (1)

教員_根建晶寛 (2)

教員_櫻田涼子 (3)

教員_池澤實芳 (1)

教員_沼田大輔 (26)

教員_渡邉万里子 (1)

教員_熊本尚雄 (20)

記事：種類別

学生たちの学びをカードやショー
トムービーでお伝えします。

広報カード＆ショートムービー

小山良太教授
が学長学術研
究表彰の受賞
者第1号に選ば
れました
経済経営学類

の小山良太教授（農業経済
学、地域経済学、協同組合
論）が、本学の学長学術研究
表彰に選ばれ、その表彰式が6
月4日（水）、事務局棟大会議
室で行われました。 学長学術
研究表彰は平成25（2013）年
度に新設された本学の表彰制
度です。先進的または独創的
な研究を実施している研...

ふくしま未来食・農教育プロ
グラム一般公開講座のお知ら
せ：5/8～7/15（毎週火曜日）
平成25（2013）年度に引き続
き、学内外の研究者による最
新の研究成果を踏まえた講義
を一般公開いたします。 事前
申込み不要でどなたでも参加
できます。 ■日　時 ：　 2014
年5月8日～7月15日　毎週火曜
日（初回のみ木曜）　
　　　　　　　  18：00～19：
30 　...

専門演習紹
介：奥本英樹
ゼミ・奥本ゼ
ミ活動報告
※後援会報  第
47号

（2014.1/24発行） 転載記事
内藤　史人（ 奥本英樹 ゼミ
生） ・活動内容 火曜日4・5限
時のゼミ活動では、大きく分
けて３つの活動を行っていま
す。 まず一つは4年生の卒業論
文の発表です。4年生が各々取
り組んでいる卒業論文の進行
状況と...

吉田　樹（准
教授）新任教
員あいさつ：
経済経営学類
生に期待する
こと～母校の

教員に着任して～
吉田　樹(准教授） 提供：吉田
樹准教授 この春より、地域経
済論を担当しております吉
田　樹（いつき）と申しま
す。よろしくお願い致しま
す。私は、1998年に本学の行
政社会学部（現・行政政策学
類）に入学した後、「都市や
交通を研究したい」と思い立
ち、岐阜大学に編入学、東
京...

富澤克美（教授）　最終講義

人気の記事
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4．実務経験を持つ外部講師陣による郡山駅前での夏期授業
夏期（8−9月：お盆時期を除く）は、郡山市（地方自治体）、郡山商工会
議所、東邦銀行と連携し、JR郡山駅前のビッグアイにおいて、豊富な実務
経験を持つ外部講師陣中心の授業が行われます。

5．様々な研究資源を利用可能な、刷新された金谷川キャンパス
前期（4−7月）と後期（10−1月）の授業は、金谷川キャンパス（福島市）
にて開講されます。緑豊かで静謐な環境で、院生研究室（自習室）、図書
館、統計分析ソフトウェアといった、様々な研究資源を利用可能です。な
お、本プログラムの授業が行われる、経済経営学類棟は2014年夏に耐震・
改修工事を終え、刷新されました。図書館は耐震・改修工事中で2015年夏
に全面開館予定です。

6．長期履修学生制度
本プログラムの科目はすべて集中講義のため、やむを得ない理由であって
も遅刻や欠席が生じると、同一科目を同一年度内に単位修得することはほ
ぼ不可能です。したがって最短2年での修了を目指すには、特に1年次に、4
月中旬から12月中旬（補講がある場合は１月下旬）までの間、ほぼ毎週
末、授業に出席できるよう時間を確保する必要があります（なお、4−5月
の大型連休、8月のお盆時期、入試時期にあたる 2−3月は、原則として授業
がありません）。

そこで、ほぼ毎週末の受講が難しい方に向けて、3年間または4年間で修学
する、長期履修学生制度があります。2年間分の授業総額をあらかじめ認め
られた一定の修業年限で除した額にして、それぞれの年度に納めていただ
くため、授業料総額は同じです。例えば、以下のような履修計画を立てら
れます（一例）。

1年次
　前期 04−07月：講義科目 4週、研究入門演習 1週
　夏期 08−09月：講義科目 3週
　後期 10−01月：講義科目 4週
2年次
　前期 04−07月：講義科目 4週
　夏期 08−09月：講義科目 3週
　後期 10−01月：講義科目 2週、実践演習 2週
3年次
　前期 04−07月：特定課題演習 4−6週（土曜のみ）
　後期 10−01月：特定課題演習 4−6週（土曜のみ）

申請時期は、入学前に行う場合と、入学後に行う場合の2通りがあります。
申請時期が限られているため、計画的な意思決定が求められます。

入学前に行う場合：入学手続きと同時に申請する必要がありま
す。4年履修と3年履修の2つから選ぶことができます。 

入学後に行う場合：修士1年次の2月が申請時期です。この場合
は、3年履修のみとなります。入学時から起算して3年間という
意味で、修士1年＋2年間という計算です。 

長期履修学生制度についてのお問い合わせは、教務課 経済学研究科担当
（電話：024-548-8356）まで。

専攻、コース、モデル
ビジネスキャリア・プログラム（BCP）の演習科目（研究入門演習、実践
演習、特定課題演習）を履修する場合は、経営学専攻・経営管理コース・
特定課題研究モデルの組み合わせを選択します（修士論文研究モデルは選
択できません）。

なお講義科目に関しては、専攻、コース、モデルにかかわらず、すべて受
講可能です。例えば、会計税務プログラムや地域産業復興プログラムの各
演習に所属している院生も、BCPの講義科目を履修することができます。

お問い合わせ
経済経営学類・経済学研究科 支援室まで。
電話：024-548-8353
メール：keizai　@　adb.fukushima-u.ac.jp

※迷惑メール対策のためにアットマーク（@）前後に空白を設定してありま
す。メール送信の際はこれらの空白を削除してください。

� � � � � � �でおすすめする

教員_熊沢透 (1)

教員_真田哲也 (33)

教員_神子博昭 (9)

教員_福冨靖之 (2)

教員_福田慎 (5)

教員_稲村健太郎 (22)

教員_荒知宏 (4)

教員_菊池壯藏 (3)

教員_菊池智裕 (3)

教員_藤原一哉 (2)

教員_衣川修平 (30)

教員_西川和明 (23)

教員_貴田岡信 (12)

教員_遠藤明子 (12)

教員_野口寛樹 (1)

教員_阿部高樹 (14)

教員エッセイ (64)

特任教員・研究員 (32)

『階級道徳と経営学の発展』
のお知らせ:1/21（水）
定年退職されます　経済経営
学類　富澤克美教授の最終講
義について下記のとおり行い
ますのでお知らせいたしま
す。 記 日　時：　2015年 1 月
21 日（水）　13：00～14：30
場　所：　Ｍ－22教室 題　
目：　「階級道徳と経営学の
発展」 2015年1...

遠藤明子研究
室：福島の子
ども外遊び支
援「コドモイ
ナGO」の実施
遠藤明子研究

室（専門演習）では、2013年8
月7日（水）から11日（日）の
4泊5日にわたって、福島県南
会津町旧伊南村にて、 福島の
子ども外遊び支援プロジェク
ト 「 コドモイナGO 」を実施
しました。 2011年3月の原発
事故以降、福島県の中通りお
よび浜通りの多くの地域で、
子ど...

映画「ナク
バ」：パレス
チナ人を襲っ
た惨事を知っ
てほしい
藤田　朋美（

真田哲也 ゼミ生） 映画「ナク
バ」3月18日-20日（福島フォ
ーラム） 私達真田ゼミは２年
生６人が中心となって、
「NAKBA」というパレスチナ
問題のドキュメンタリー映画
の上映を企画・運営していま
す。この映画は、フォト・ジ
ャーナリストの広河隆一氏
が、４０年にも...

大学院経済学
研究科　郡山
教室：「ダイ
バーシティ・
マネジメン
ト」（平澤賢

一・会津短期大学部教授）開
講
4月12日、大学院経済学研究科
郡山教室の平成26（2014）年
度の第一陣として、 「ダイバ
ーシティ・マネジメント」
（講師： 平澤賢一 会津短期大
学部教授）がスタートしまし
た。 提供：郡山教室

ビジネスキャリア・プログラ
ム（大学院　経営管理コー
ス）、来春開講！！：先行公
開授業のお知らせ・
11/1(土）　11/16(日）
土・日 開講だから、働きなが
ら学べる！！　 来春、大学院
経済学研究科に新プログラム
が開講します。 平成 27 年度
より、大学院経済学研究科
に、 土日の集中受講のみで、
修士号を取得できる 「 ビジネ
スキャリア・プログラム 」が
誕生します。 カリキュラム
は、マー...

学術講演会 「租税法の基本原
則」のお知らせ：11/5（水）
下記のとおり、学術講演会を
開催します。 日　時：　 2014
年 11 月 5 日（水）  14 ： 40
～ 16 ： 10　 ※ 16 ： 20 から
17 ： 50 まで判例研究会を行
います。 場　所：　 M-3　 教
室
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２０１５（平成２７）年度 

福島大学「大学院科目等履修生」出願要項 

 

１．出願資格 

次の各号のいずれかに該当する者 

（１）大学を卒業した者（見込みの者も含む） 

 （２）大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者（見込みの者も含む） 

 （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（見込みの者も含む） 

 （４）文部科学大臣の指定した者 

 （５）本学大学院において，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

 

 

２．出願手続 

（１）出願書類 

次の書類を取り揃えて，福島大学教務課 教務企画担当 に出願すること。 

郵送の場合は，「科目等履修出願書類在中」と明記し，必ず書留郵便にて下記（２）の 

出願期間内に必着のこと。 

 

① 科目等履修生入学願書（履歴書含） 

所定の用紙を用いること。また、授業担当教員の認印がなければ出願できない。 

必ず事前に担当教員と科目の内容について確認すること。 

 

 ②最終学校の卒業（見込み）証明書 

  ※前年度から引き続き科目等履修生となる者，後期開講科目の受講希望者で前期 

から引き続き受講する者については免除する。 

 

③検定料 ９，８００円 

・本学所定の用紙「福島大学（科目等履修生）検定料納入書」に必要事項を記入の

うえ，金融機関（郵便局・ゆうちょ銀行を除く。）の窓口で振り込むこと。な

お，ATM・インターネットバンキング等からの振込は，出願者を特定できなくな

る恐れがあるため，使用しないこと。 

・振込後，「福島大学（科目等履修生）検定料納入書【大学提出用】」を出願書類 

とともに提出すること。 

・出願者氏名欄には，必ず出願者本人の氏名を記入すること。 

・前期に科目等履修生に出願した者が，追加で後期科目の受講を希望する場合は， 

後期出願分の検定料は徴収しない。 
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【検定料受付期間】※東北税理士会は受付期間が異なります。 

前期：平成２７年２月１６日（月）～２月２３日（月）  

後期：平成２７年８月１９日（水）～８月２８日（金） 

 

② 許可書返信用封筒 

角形２号の封筒に宛名明記，４５０円切手貼付。 

 

※提出書類は全て日本語で記載すること。外国語で書かれた書類等は，その日本語訳 

を添付すること。 

 

（２）出願期間 ※東北税理士会は出願期間が異なります。 

前期：平成２７年２月１６日（月）～２月２３日（月） 

後期：平成２７年８月１９日（水）～８月２８日（金） 

 

※窓口時間：月～金曜日（土日祝除く） 9：00～12：30、13：30～16:00 

※夏季休業期間中の集中講義は前期出願期間のみ受け付けます。 

 

（３）願書提出先 

〒 960-1296  福島県福島市金谷川１番地 福島大学教務課 教務企画担当 

℡ ０２４－５４８－８０５３ 

 

 

３．履修単位数 

（１）履修できる単位は，年間８単位までとする。 

（２）一部の授業科目（演習・学位論文等）については履修できない。 

（３）（２）に加え、次の科目については履修できない。 

①人間発達文化研究科：プロジェクト実践研究，課題研究，専門演習 

  学校臨床心理専攻（臨床心理領域，学校福祉臨床領域）：テレビ会議システムを利

用する授業以外不可。 

②経済学研究科：経済分析の基礎と応用，現代経済の基礎問題，現代と経営学， 

        現代と会計学，「演習」科目全て 

③共生システム理工学研究科（後期博士課程）：全科目 

  ④地域政策科学研究科：東京サテライト開講科目 

 

 

４．入学料及び授業料 

（１）入学料 ２８，２００円 

※前年度から引き続き科目等履修生となる者については免除する。 

※納入時期は，前期入学者は３月下旬，後期入学者は９月下旬。具体的な期間は，大 

学から送付する納入書で通知する。 

※指定された期間内に入学料納入を含む入学手続をとらなかった者については，入学 

を取消す。 
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（２）授業料 １単位につき１４，４００円 

※納入時期は，前期入学者は３月下旬，後期入学者は９月下旬。具体的な期間は，大

学から送付する納入書で通知する。 

（３）原則として，出願書類，検定料，入学料，授業料について，提出・納入後の返還はし 

ない。 

 

 

５．選考結果 

選考に合格した者には，選考合格通知書及び入学手続きに関する書類を送付する。 

 

 

６．単位の認定 

履修した科目については，試験等の上，合格した者には単位を授与する。 

 

 

７．その他 

（１）授業科目の開講状況及び不明な点については，福島大学教務課教務企画担当 

に問い合わせること。 

（２）自国政府，日本国政府，又は地方公共団体等の推薦を得，それらの政府及び団 

体より学費等の支弁を得て本学大学院の科目等履修生となることを希望する者 

については，この出願要項によらず履修を許可する場合がある。 

（３）在留資格「留学」を有している者については，「在留カードの写し」及び「旅券

の写し」を入学時に提出することになるので，留意すること。 

（４）科目等履修生には，以下を認める。 

   ・附属図書館の利用  ・総合情報処理センターの利用 

 （５）科目等履修生には，以下を認めない。 

・学割の発行   ・学生寮への入寮 

・学生対象の就職支援情報の利用 ・特別な認定証の発行 
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