
2023 年度 中京大学科目等履修生志願書 
 

※太枠内のみご記入ください。 

区分 登録学部（等） 受付番号 

新 規   ・   継 続   ・   元（       年度）    

フリガナ  性別 生年月日 本籍地 

写真貼付欄 

(タテ 4cm×ヨコ 3cm) 

正面上半身脱帽 

最近 3 ヶ月以内に撮影したもの

を貼付してください 

氏 名   

（西暦） 

 

年      月      日生 

都道 

府県 

国籍 

現住所 

〒      ‐ 

 

 

携  帯（        ）         ‐ 

E‐mail 

身分 

入学前の身分に○をつけてください。 

１．学生（①本学大学生 ②本学大学院生 ③他大学生 ④他大学院生 ⑤短期大学生 ⑥高等学校・高等専門学校生 ⑦専修学校） 

２．社会人（職業に従事している者＜アルバイト・パート等を含む＞） 

３．主婦・主夫等（かつて職業に従事し退職した方を含む） 

最終学歴 

（西暦）
    

年    月 

国 

公 

私 

立 
卒業 ・ 卒業見込 

修了 ・ 修了見込 

※中京大学を卒業している場合、当時の学籍番号をご記入ください（不明な場合は「不明」とご記入ください）。     

 履修希望科目 

科目名 課程 
代表時間割 CD 

※不明な場合記入不要 
開講学部 担当教員 単位 開講期 曜日 時限 

      通年 春期 秋期   

      通年 春期 秋期   

      通年 春期 秋期   

      通年 春期 秋期   

      通年 春期 秋期   

      通年 春期 秋期   

      通年 春期 秋期   

      通年 春期 秋期   

      通年 春期 秋期   

      通年 春期 秋期   

合計科目数及び単位数      科目  単位 

履修理由  ※資格取得を目的として履修する場合は、資格名を記載してください。 選考料証紙貼付欄 

 

 

 

 

 

        課程履修費（ 済 ・ 未 ）       



2023 年度 中京大学科目等履修生志願書【記入例】 
 

 

※太枠内のみご記入ください。 

区分 登録学部（等） 受付番号 

新 規   ・   継 続   ・   元（       年度）    ※記入不要   ※記入不要 

フリガナ チュウキョウ タロウ 性別 生年月日 本籍地 

写真貼付欄 

(タテ 4cm×ヨコ 3cm) 

正面上半身脱帽 

最近 3 ヶ月以内に撮影したもの

を貼付してください 

氏 名 中京 太郎 男 

（西暦） 

 

 1997 年  10  月  22 日生 

      都道 

  愛知    府県 

国籍 

現住所 

〒 466  ‐ 8666 

愛知県名古屋市昭和区八事本町 101‐2  

 

携  帯（ ●●● ）  ●●●●   ‐  ●●●●  

E‐mail ●●●●● ＠ ●●●●●●● 

身分 

入学前の身分に○をつけてください。 

１．学生（①本学大学生 ②本学大学院生 ③他大学生 ④他大学院生 ⑤短期大学生 ⑥高等学校・高等専門学校生 ⑦専修学校） 

２．社会人（職業に従事している者＜アルバイト・パート等を含む＞） 

３．主婦・主夫等（かつて職業に従事し退職した方を含む） 

最終学歴 

（西暦） 

 2020  年  3  月 

国 

公 

私 

立       ●●大学 ●●学部 ●●学科（研究科・専攻名） 
卒業 ・ 卒業見込 

修了 ・ 修了見込 

※中京大学を卒業している場合、当時の学籍番号をご記入ください（不明な場合は「不明」とご記入ください）。     

 履修希望科目 

科目名 課程 
代表時間割 CD 

※不明な場合記入不要 
開講学部 担当教員 単位 開講期 曜日 時限 

英語資格対策 IB  ※窓口で記入 教養教育研究院 ●● ●● ２ 通年 春期 秋期 水 ３ 

照明・色彩心理学  ※窓口で記入 心理 ▲▲ ▲▲ ２ 通年 春期 秋期 集中 集中 

      通年 春期 秋期   

      通年 春期 秋期   

      通年 春期 秋期   

      通年 春期 秋期   

      通年 春期 秋期   

      通年 春期 秋期   

      通年 春期 秋期   

      通年 春期 秋期   

合計科目数及び単位数  ２        科目  4    単位 

履修理由  ※資格取得を目的として履修する場合は、資格名を記載してください。 選考料証紙貼付欄 

 

 

 

  

 

 

 

        課程履修費（ 済 ・ 未 ）       

本学大学院生又は本学 

卒業生で、資格取得を 

目的として該当課程の 

配置科目を履修する場 

合は、以下のとおり記入 

してください。 

 

教育職員免許・・・教職 

司書・・・司書 

司書教諭・・・司教 

学芸員・・・学芸 

社会教育主事・・・社教 

社会福祉士・・・社福 

※いずれかに〇をつけてください。今回初めて志願する場合・・・新規  前学期から引き続き志願する場合・・・継続 

以前に本学の科目等履修生として在籍したことがある場合・・・元に〇をつけて直近の在籍年度を記入してください 

履修理由を記入してください ※資格取得を目的として履修する場合は、資格名を記載してください。 

※教務センター内設置

の証紙券売機で証紙

購入後、半券を張り付

けてください。 

窓口もしくは大学公式 HP にて時間割を確認してご記入ください。 

日本国籍以外の方は、国籍を記入してください。 

 

集中講義科目を履修する場合は、該当する 

開講期に○印をつけ、曜日及び時限欄に 

「集中」と記入してください 

 

太枠内に黒色のペン又はボールペン（消すことのできるボールペン不可）を使用し、本人自筆で記入してください。 

 

不明な点がある場合は以下の連絡先にご連絡ください。 

名古屋キャンパス：教務センター（学部係） TEL (052) 835‐7162 

豊田キャンパス：教務センター（学部係）豊田オフィス TEL (0565) 46‐1226 

※お問い合わせ受付可能時間：平日 9：00～17：00 です。 

 

 

全学共通科目を履修希望の場合は「教養教育研究院」とご記入ください。 


