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１ 

１．はじめに 

 

【科目等履修生について】 

  科目等履修生とは…単位取得を目的として科目を履修する制度です。 

 

【出願からの流れ】 

出願書類を提出 

※履修年度の時間割を窓口にて必ず確認のうえ提出してください。 

 

選考結果発表 

許可者は手続書類一式を受け取る。（郵送） 

    

初回授業日に登校 

          科目等履修生証（交付日は後日お知らせ）、配布物（「大学院履修要項」等）を

受け取る。 

    

授 業 

          定期健康診断受診（前期・通年） 

    

成績発表 



２ 

２．募集要項 

 

【募集人員】 

 修士課程  法学研究科、経済学研究科、人間文化学研究科、総合リハビリテーション学研究科、

栄養学研究科 

博士課程  薬学研究科                        各研究科 若干名 

【出願資格】 

(1) 学士の学位を有する者（薬学研究科は修士の学位を有する者）、または、これと同等以上の学力

があると認めた者。 

 ※他の大学・大学院に正課生として在籍しながら履修を志望する場合は、所属する大学等の許

可書を提出してください（許可書は自由書式）。 

(2) 外国籍の場合は、履修期間中の在留資格を有し、(1)の条件を満たす者。 

※外国籍を有する者で「通年科目」あるいは、「前期・後期科目とも」の履修を希望される場合、出願時

点で履修期限である翌年３月３１日までの在留資格が必要となります。 

 

【履修科目】 

(1) 「神戸学院大学大学院研究科規則」別表に示す各研究科の当該年度開講科目のうち、実験・実

習及び演習については原則として許可しません。また、人間文化学研究科規則別表３備考欄で

「臨床心理学系のみ履修可」と記された科目についても原則として許可されません。 

(2) 科目等履修生の１年間に履修できる授業科目の総単位数は、１２単位を限度とします。前期の

み履修許可者が後期に再出願した場合であっても、受講できる授業科目の総単位数は、１年間

で１２単位以内です。 

(3) 許可となった科目であっても本学大学院生が履修していない場合、該当科目は開講しません。

その場合、該当科目の科目等履修料は返還します。 

 

【履修期間】 

 科目等履修生の履修期間は、許可された授業科目の期間となり、半期もしくは通年となります。 

許可科目 
履修 

期間 

入学 

時期 
履修期限 「後期科目」の科目追加を願い出る場合 

「前期・後期科目」 

通年 ４月 翌年３月３１日 

履修制限単位以内であれば後期科目の追加を願い出

ることは可能です。「大学院科目等履修願書Ａ」に記

載の事項に変更がない限り「大学院科目等履修願書

Ｂ」のみ提出してください。 
「通年科目」 

「前期科目」のみ 半期 ４月 ９月３０日 

履修制限単位以内であれば、再出願により後期科目

の履修を願い出ることは可能です。再出願には「大

学院科目等履修願書Ａ・Ｂ」両方の提出が必要です。

「大学院科目等履修願書Ａ」の提出を省略すること

は出来ません。再出願により履修が許可となると学

籍番号が新たに付与されます。 

「後期科目」のみ 半期 ９月 翌年３月３１日  
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【検定料】検定料は出願時に納めてください。※一旦納められた検定料は返還しません。 

５，０００円 （本学大学院在籍者は検定料不要です。） 

※検定料を納めた同じ年度内に科目の追加や再出願をする場合、検定料は不要です。 

 

【科目等履修料】履修許可となった後、手続期間に納めてください。 

                            ※本学大学院在籍者は除きます。 

研究科 科目等履修料 

法学研究科、経済学研究科、人間文化学研究科、 

総合リハビリテーション学研究科（社会リハビリテーション学） 
１単位につき １２，０００円 

総合リハビリテーション学研究科（医療リハビリテーション学）

栄養学研究科、薬学研究科 
１単位につき ２０，０００円 

尚、次に掲げる者は、科目等履修料を半額とします。 

(1) 本学卒業生 

(2) 本学大学院に在籍したことのある者 

 

【出願・手続日程】 ※本学大学院在籍者は大学院の開講科目が決定した後、出願できます。 

「前期科目」「前期・後期科目」「通年科目」の出願日程 

 出  願 許可者発表 手  続 前期授業開始 

期

間 

２月２５日(月)～３月１日（金） 

9:00～11:45、12:45～17:00 

３月１５日(金) 

9：00 発表 

３月１８日(月)～３月２２日(金) 

9:00～11:45、12:45～17:00 

（土日祝日を除く） 

４月８日(月) 

場

所 

・ポートアイランドキャンパス 

ＫＰＣ事務センター（教務）  

(Ａ号館１階)   

・有瀬キャンパス 

ＫＡＣ教務事務室（６号館１階） 

※郵送不可 

科目等履修生掲示板 

・ポートアイランド 

キャンパス 

（Ａ号館 1階） 

・有瀬キャンパス 

（６号館１階） 

書類： 

ＫＰＣ事務センター（学生支援）（Ａ号館１階） 

ＫＡＣ学生支援事務室（３号館１階） 

科目等履修料： 

ＫＰＣ事務センター（経理）（Ａ号館１階） 

ＫＡＣ経理事務室（４号館４階） 

※郵送・振込も可 詳細はＰ．５参照 

 

ポートアイランド

キャンパス 

 

有瀬キャンパス 

 

「後期科目」の出願、「後期科目」の追加申込日程 

 出  願 許可者発表 手  続 後期授業開始 

期

間 

８月２２日（木)～８月２８日(水) 

9:00～11:45、12:45～15:00 

（土日祝日を除く） 

９月１３日(金) 

9：00 発表 

９月１７日(火)～９月２０日（金） 

9:00～11:45、12:45～17：00 
９月２０日(金) 

場

所 

・ポートアイランドキャンパス 

ＫＰＣ事務センター（教務） 

(Ａ号館 1階） 

・有瀬キャンパス 

ＫＡＣ教務事務室（６号館１階） 

※郵送不可 

科目等履修生掲示板 

・ポートアイランド 

キャンパス 

（Ａ号館 1階） 

・有瀬キャンパス 

（６号館１階） 

書類： 

ＫＰＣ事務センター（学生支援）（Ａ号館１階） 

ＫＡＣ学生支援事務室（３号館１階） 

科目等履修料： 

ＫＰＣ事務センター（経理）（Ａ号館１階） 

ＫＡＣ経理事務室（４号館４階） 

※郵送・振込も可 詳細はＰ．６参照 

 

ポートアイランド

キャンパス 

 

有瀬キャンパス 
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※記入の際は、必ず、黒のボールペン・万年筆をご使用ください。記入漏れ、書類不備・不足等があった場合

や出願期間を過ぎた場合は受付できません。 

※募集要項・時間割は年度毎に変更されます。必ず履修年度分で確認のうえ出願願います。 

※出願後の科目の追加や変更は認めません。但し、履修許可になった科目について所定の日までに願い出れば、

科目の履修を辞退することが可能です。（詳細は【履修科目辞退について】Ｐ．６参照のこと） 

 

【出願手続】 

 以下の書類に検定料を添えて、出願受付期間内に直接窓口に提出してください。郵送では受付して

おりません。尚、健康診断書については出願時に提出する必要はありません。前期・通年許可者のみ

別途ご案内しますので、本学にて健康診断を受診していただきます。 

 

出願場所 ： ポートアイランドキャンパス ＫＰＣ事務センター（教務）窓口 

有瀬キャンパス ＫＡＣ教務事務室 科目等履修生窓口 

出願書類 ： ①大学院科目等履修願書Ａ【本学所定用紙】 １通 

②大学院科目等履修願書Ｂ【本学所定用紙】 １通 

③最終学校の卒業証明書《原本》 １通 

（卒業見込証明書でも可） 

-----外国籍の場合、下記書類も提出すること----- 

④住民票の写し １通 

（在留資格・在留期間が明記されているもの） 
 

※前期もしくは前年度より継続で出願される場合は、卒業証明書の提出は不要です。 

※通年履修許可者のうち、履修制限以内であれば８月に後期科目の追加を願い出ることができます。その場

合、「大学院科目等履修願書Ｂ」に必要事項を記入のうえ、出願期間に願い出ることになります。 

※前期のみ履修許可者が後期科目の履修を希望する場合は、後期出願期間に再出願することになり、「大学

院科目等履修願書Ａ」と「大学院科目等履修願書Ｂ」の両方を提出することが必要です。再出願の場合、

前期と後期あわせて１年間の履修制限である１２単位を越えて後期科目の出願をすることはできません。 

一旦提出された書類は理由の如何にかかわらず返却いたしません。 

 

【科目等履修願書について】 

 願書は履歴を記入する「大学院科目等履修願書Ａ」と履修希望科目を記入する「大学院科目等履修

願書Ｂ」の２種類があります。 

 当該年度に初めて出願する場合、「大学院科目等履修願書Ａ」と「大学院科目等履修願書Ｂ」の両方

を提出してください。前年度からの継続履修の場合も、年度毎に科目等履修願書Ａ・Ｂ両方の提出が

必要です。 

 通年履修許可者は、履修制限単位以内であれば後期科目の履修追加を願い出ることができます。後

期科目の追加を希望する場合は、「大学院科目等履修願書Ａ」に記載した事項に変更がない限り、「大

学院科目等履修願書Ｂ」のみを所定の日程に提出してください。 

 前期のみ履修許可者が後期科目の履修を希望する場合、再度願い出ていただく必要があります。「大

学院科目等履修願書Ａ」と「大学院科目等履修願書Ｂ」の両方を提出してください。尚、この場合、

科目等履修生番号は変更になります。
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【結果発表・送付】 

 該当研究科において書類審査を行います。結果は本人宛に文書で通知します。また、許可者の受験

番号を科目等履修生掲示板（ポートアイランドキャンパスＡ号館 1 階、有瀬キャンパス６号館１階で

掲示します。電話・メールでの問い合わせには一切応じることはできません。 

 許可者には、許可案内、手続書類一式、振込用紙を郵送致します。手続方法の詳細については、同

封の書面にてご確認ください。 

尚、許可後、保証人を立て誓約書・個人情報に関する同意書を提出していただく必要があります。 

 

【手続書類】 

 履修許可となった方には、手続書類を郵送致します。手続書類の記入・手続き方法については、手

続書類同封の案内でご確認ください。 

 

 

「前期科目」「前期・後期科目」「通年科目」の履修許可者 

手続書類 
通年許可者 

前期のみ許可者 
手続方法 

科目等履修生カード※２ ○ 手続期限内必着で、左記の手続書類を返信用封筒に入れ

て、ＫＰＣ事務センター（学生支援）（Ａ号館１階），Ｋ

ＡＣ学生支援事務室(３号館１階)へ持参、またはＫＡＣ

学生支援事務室に郵送してください。※郵送の際の手数

料等は各自ご負担願います。 

科目等履修生証用写真台紙※２ ○ 

保証人届 ○ 

返信用封筒 ○ 

科目等履修生証引換票 ○ 

所定日以降にＫＰＣ事務センター（学生支援）（Ａ号館１

階），ＫＡＣ学生支援事務室(３号館１階)にて引換してく

ださい。 

振込用紙（銀行のみ） ○ 

手続期限内に科目等履修料をＫＰＣ事務センター（経理）

（Ａ号館１階），ＫＡＣ経理事務室(４号館４階)へ持参、

または銀行にて振込してください。いずれの場合も振込

用紙を持参してください。 
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「後期科目」の履修許可者 

手続書類 
後期のみ

許可者 

通年許可者で 

後期科目追加

の場合 

前期許可者で 

後期に再度出

願の場合※１ 

手続方法 

科目等履修生カード※２ ○ △ 

当該年度に提出し

た書類の記載事項

に変更がない場合

は提出不要。 

再提出 

手続期限内必着で、左記の手続書類を返信用

封筒に入れて、ＫＰＣ事務センター（学生支

援）（Ａ号館１階），ＫＡＣ学生支援事務室(３

号館１階)へ持参、または郵送してください。

※郵送の際の手数料等は各自ご負担願いま

す。 

科目等履修生証用写真台紙※２ ○ 

保証人届 ○ 

返信用封筒 
○ 

科目等履修生証引換票 ○ × ○ 

所定日以降にＫＰＣ事務センター（学生支

援）（Ａ号館１階），ＫＡＣ学生支援事務室(３

号館１階)にて引換してください。 

振込用紙（銀行のみ） ○ ○ ○ 

手続期限内に科目等履修料をＫＰＣ事務セ

ンター（経理）（Ａ号館１階），ＫＡＣ経理事

務室(４号館４階)へ持参、または銀行にて振

込してください。いずれの場合も振込用紙を

持参してください。 

 ※１ 前期許可者で、後期に再出願し履修が許可された場合は学籍番号が新たに付与されます。 

 ※２ 「科目等履修生カード」・「科目等履修生証用写真台紙」には同じ顔写真を貼付ください。 

    顔写真：大きさは横 3cm×縦 4cm、上半身正面で脱帽、背景無地、鮮明（カラー・白黒問いません）、 

        提出前３ヶ月以内に撮影、サングラスの着用は不可、写真の裏に氏名を記入してください。 

 

 

【履修科目辞退について】 

 履修許可になった科目について所定の日までに願い出れば、科目の履修を辞退することが可能です。

手続書類同封の科目履修辞退届に必要事項を記入のうえ、窓口に直接提出してください。科目等履修

料は科目履修辞退届受付後、１ヶ月程度で指定口座に返還します。 

 一度提出した辞退届を取り下げることはできません。辞退届を提出する際は、熟考のうえ提出して

ください。受付締切日以降は、一切受け付けできませんので注意してください。 

出願時期 辞退届受付締切日 辞退届受付場所 

前期出願分 ２０１９年３月２２日（金）１７：００ 
・ポートアイランドキャンパス 

ＫＰＣ事務センター（教務） （Ａ号館 1階） 

・有瀬キャンパス 

ＫＡＣ教務事務室（６号館１階） 

※郵送不可 

後期出願分 ２０１９年９月２０日（金）１７：００ 
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３．単位の取得  ＜単位の取得について＞ 

 

【成績評価】 

科目等履修生は許可になった科目（履修登録科目）の成績評価により単位を取得できます。 

成績評価基準は、「大学院履修要項」にて確認してください。 

 

【成績発表】 

 成績発表は Webで行います。したがって、成績表の郵送は行っておりません。 

 

 

４．その他 

 

【定期健康診断】 

 科目等履修生（前期・通年）は定期健康診断の受診が義務付けられております。日程等は許可者に

お渡しする許可案内をご覧ください。尚、健康診断の結果は、５月中旬頃から配付予定です。 

何らかの事情で受診できない場合は、必ず事前にＫＰＣ事務センター（学生支援）（Ａ号館 1 階）ま

たはＫＡＣ学生支援事務室（３号館１階）にご相談ください。 

 

【学内情報サービス等の利用について】 

「学内情報サービス」「大学の Web メール（office365）」等の利用には、ユーザー名とパスワードが

必要となります。ＫＡＣ学生支援事務室より、科目等履修生証と併せて配付しています。利用期間は、

履修許可となった期間です。 

「学内情報サービス」では、休講・補講情報、お知らせといった情報を確認することが可能です。

詳しくは、情報支援事務室（４号館別館３階）にて確認してください。 

 

【図書館の利用について】 

  本学学生と同様に図書館の利用ができます。入館ゲートにて科目等履修生証のバーコードを読み込

ませて入館してください。 

貸出は、２週間１０冊可能です。試験期間は貸出期間が１週間になります。 

貸出以外の詳細な利用方法についてはそれぞれの図書館のカウンターにてご確認ください。 

 但し、本学大学院在籍者で、なおかつ、科目等履修生でもある場合は科目等履修生証での入館・貸

出はできません。入館・貸出は大学院の学生証を使用してください。 

 

【通学証明について】 

 科目等履修生は、公共交通機関における「割引普通乗車券」「通学定期」の発売の取扱いの対象にな

らないため、通学証明を行うことはできません。 

 また、本学では自動車通学は原則として認めておりません。公共交通機関を利用して通学してくだ

さい。 
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【証明書の発行】 

 本人の申請に基づいて、所定の証明書を交付します。科目等履修生は証明書自動発行機の利用はで

きません。科目等履修生証持参のうえ、下記窓口にて手続を行ってください。 

  

発行証明書（発行可能時期） 発行場所 

科目等履修生証明書（在籍中） KPC事務センター（学生支援）  ・KAC学生支援事務室 

履修期間証明書（在籍期間終了後） KPC事務センター（教務）   ・KAC教務事務室 

履修科目証明書（成績認定前） KPC事務センター（教務）   ・KAC教務事務室 

学業成績証明書（成績認定後） KPC事務センター（教務）   ・KAC教務事務室 

 

 

【個人情報の取り扱いについて】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の取り扱いについて 

 

出願された方の個人情報については、「神戸学院大学個人情報保護規程」に基づき適正に取り扱

うとともに機密の保持に努めます。 

個人情報は、①本選考に関わる業務、②受入に関わる業務、③履修、成績評価及び証明書発行

に関わる業務、④その他学生生活全般に関わる業務、⑤個人を特定できない統計資料作成とこれ

らに付随する事項を扱うために利用します。 

個人情報は原則として本人の同意なく第三者に開示することはありません。 
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５．Ｑ＆Ａ  （出願の際の参考にしてください。） 

 

① 出願資格について 

   Ｑ１．別の大学で勉強していますが、科目等履修生として勉強できますか？ 

       「他の大学・大学院に在籍しながら履修を志望する場合は、所属する大学等の許可書を提出して

ください（許可書は自由書式）。許可書がなければ出願していただくことができません。」 

 

② 出願・選考について 

   Ｑ１．郵送での出願はできますか？ 

       「郵送での受付は行っておりません。ＫＰＣ事務センター（教務）（Ａ号館１階）またはＫＡＣ教

務事務室（６号館１階）の窓口へ直接願書を持参してください。」 

   Ｑ２．試験や面接はありますか？ 

       「科目等履修生社会人コース志願者に対しては各学部面接を行っております。それ以外は、基本

的に書類審査です。研究科によっては別途面接を行う場合があります。その場合は事前にお知ら

せいたします。」 

 

③ 履修科目について 

   Ｑ１．以前、履修した科目をもう一度履修できますか？ 

       「既に単位の取得をしている科目をもう一度科目等履修生として履修することはできません。単

位を取得していない場合は履修することは可能です。」 

   Ｑ２．許可になった科目の受講を取り消したいのですが可能ですか？ 

       「履修許可になった科目について所定の日までに願い出れば、科目の履修を辞退することが可能

です。詳細は【履修科目辞退について】Ｐ．６を参照ください。」 

Ｑ３．履修許可となった後、科目の追加・変更はできますか？ 

       「履修許可後、科目の追加・変更は認めておりません。出願の際は十分に考慮してください。但

し、通年・前期許可者のうち、履修制限単位数以内であれば後期科目の募集時に後期科目の追加

を願い出ることは可能です。」 

Ｑ４．履修登録が許可された授業は必ず開講されますか？ 

       「許可となった科目であっても本学大学院生が履修登録しなかった場合は、該当科目は開講され

ません。その場合、該当科目の科目等履修料は返還します。」 
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６．授業時間/学年暦 

【授業時間】 ※第６時限に補講・補充講義が行われる場合があります。 

 
授 業 時 間 

１時限＝９０分 

第１時限 ９：３０～１１：００ 

第２時限 １１：１５～１２：４５ 

昼休み １２：４５～１３：４５ 

第３時限 １３：４５～１５：１５ 

第４時限 １５：３０～１７：００ 

第５時限 １７：１５～１８：４５ 

第６時限 １９：００～２０：３０ 

【学年暦】 

前 期 ２０１９年  ４月 １日  学年始め 

２日  定期健康診断【ＫＡＣ】 

              ２日～ 定期健康診断【ＫＰＣ】（～３日） 

              ８日  前期授業開始 

             ２９日  昭和の日（祝日授業日） 

             ３０日  国民の休日（休日授業日） 

           ５月 ６日  振替休日（休日授業日） 

           ７月 １日  定期試験時間割発表 

１５日  海の日（祝日授業日） 

             ２２日  金曜日科目授業日 

             ２３日  土曜日科目授業日 

             ２５日  前期授業終了 

             ２６日～ 前期定期試験（～８月８日） 

           ８月 ３日  土曜日・木曜日科目試験日 

              ９日～ 夏期休業（～９月１９日） 

           ９月１２日  成績発表 

後 期        ９月２０日  後期授業開始 

             ２３日  秋分の日（祝日授業日） 

          １０月１４日  体育の日（祝日授業日） 

             ２２日  祝日（祝日授業日） 

          １１月 １日  大学祭（～１１月４日） 

          １１月２３日  勤労感謝の日（祝日授業日） 

          １２月２５日～ 冬期休業（～２０２０年１月５日） 

    ２０２０年  １月１０日  定期試験時間割発表 

             １４日  創立記念日振替休日 

             ２０日  後期授業終了 

             ２１日～ 後期定期試験（～２月４日） 

             ２３日  創立記念日（試験日） 

             ３１日  金曜日・土曜日科目試験日 

２月２６日  成績発表 

           ３月３１日  学年終わり 

※日程は変更になる場合があります。随時掲示板等でご確認ください。 
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７．願書記入例 【大学院科目等履修願書Ａ 記入例】 

フリガナ

生年月日（西暦）１９８１年○○月○○日

〒

ＴＥＬ　　　０６（　△△△△　）△△△△ 緊急連絡先　　０９０（　△△△△　）△△△△

２０００年　３月　神戸学院大学附属高等学校　卒業

２０００年　４月　神戸学院大学　法学部法律学科　入学

２００４年　３月　神戸学院大学　法学部法律学科　卒業

履 　　　　年　　月　　　　　　　　　　　　

　　　　年　　月　　　　　　　　　　　　

２００４年　４月　株式会社　○○商事　入社　

２０１１年　３月　株式会社　○○商事　退社

　　　　年　　月　　　　　　　　　　　　

歴 　　　　年　　月　　　　　　　　　　　　

　　　　年　　月　　　　　　　　　　　　

２０１１年　４月～２０１１年　９月　神戸学院大学　法学部　聴講生

２０１１年１０月～２０１４年　３月　神戸学院大学大学院　法学研究科科目等履修生

　　　　年　　月～　　　　年　　月　　　　　　　　　　　

　　　　年　　月～　　　　年　　月　　　　　　　　　　　

　　　　年　　月～　　　　年　　月　　　　　　　　　　　

（具体的に）
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

履
修
目
的

科
目
等
履
修
歴
・
聴
講
歴

（

西
暦
で
記
入
）

現
住
所

職
歴

学
歴
（

高

校

卒

業

か

ら

記

入

）

性別

○○○‐○○○○

氏
名

大阪市○○区××町△丁目△－△△

写真貼付
（3ｃｍ×4ｃ

ｍ）

正面上半身脱帽
背　景　無　地
ｶﾗｰ･白黒問わず
３ヶ月以内撮影
裏面に氏名記入

研
究
科

取得学位 1.　短期大学士　2.　学士　3.　修士  4. 博士　5.　専門職

男・女

神戸学院大学

　　　神院　花子

　　　　　　　シンイン　ハナコ

法学研究科　・　経済学研究科　・　人間文化学研究科
総合リハビリテーション学研究科　・　栄養学研究科　・　薬学研究科

高校卒業から記入してください。

印鑑は不要です。

○をつけてください。

大学で記入します
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【大学院科目等履修願書Ｂ 記入例】 

氏　名

研究科 専攻科

月 ２ ４ 通年 P

木 ３ ４ 通年 P

土
３
４

４ 前期 A

科

目

*上限１２単位【年間】

￥ ‐

￥ ‐

備考

授業コード

大学で記入します
曜日 時限 科　　目　　名 クラス 単位 期別

キャンパ

ス区分 担当者
科目等履修料

　
　
　
大
学
で
記
入
し
ま
す

□本学卒業生 　□大学院に在籍したことのある者 の場合は科目等履修料が半額

J00001001

J00002001

J00003001

受験番号
１単位につき

\12,000
　　　　科目　　　　　　単位

学籍番号

１単位につき
\20,000

学籍データ

法学研究科　・　経済学研究科　・　人間文化学研究科
総合リハビリテーション学研究科（社会リハビリテーション学）

合計科目等履修料

研究科委員会承認

手続完了日

３ １２

総合リハビリテーション学研究科（医療リハビリテーション学）・栄養学研究科
薬学研究科

　　　　科目　　　　　　単位

合計単位数

学籍データ

合計科目数

受付日

○○○○

▲▲▲▲

□□□□

神院　花子

○○法特殊講義　Ⅰ

▲▲法特殊講義　Ⅰ

□□法特殊講義

合計科目数、合計単位
数を必ず記入してくださ

通年許可者が後期科目の追加を願い出る場合、

追加を希望する科目のみを記入してください。但

し、履修制限単位以内に限ります。
既に許可になっている科目を記入する必要はあ
りません。

合計科目数、合計単位
数を必ず記入してくださ

前期 週１回２限連続
担当教員 １人の場

通年許可者が後期科目の追加を願い出る場合、

追加を希望する科目のみを記入してください。但し、

履修制限単位以内に限ります。
既に許可になっている科目を記入する必要はあり
ません。

有瀬キャンパスはA
ポートアイランドキャンパスはP
を記入してください。

太枠内のみ記入してください。
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８．交通案内 

 

ポートアイランドキャンパス  〒650-8586  神戸市中央区港島 1-1-3  Tel.078-974-1551（代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■JR神戸線「三ノ宮駅」、阪急・阪神「神戸三宮」、神戸市営地下鉄「三宮駅」から 

神戸新交通ポートライナー「みなとじま」駅下車、西へ徒歩約 6分。 

 新神戸から約 18分  

 三宮から約 9分  

 

■直通バス「三ノ宮駅」 

「そごう前・キャンパス線」のりばから「ポートアイランドキャンパス行」に乗車し、約 14 分 

 

■直通バス「神戸駅南口」 

「神戸駅南口（ポーアイキャンパス線）」のりばから「ポートアイランドキャンパス方面行」に乗車し、約15分 
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有瀬キャンパス  〒651-2180  神戸市西区伊川谷町有瀬 518  Tel.078-974-1551（代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■JR神戸線「明石駅」下車 

明石駅まで JR東海道・山陽本線新快速を利用した利用した場合の所要時間 

 三ノ宮から約 16分 

 姫路から約 23分  

 大阪から約 38分 

 京都から約 70分 

JR 神戸線「明石駅」南側 西ロータリー「7番」のりばから、神姫バス「神戸学院大学方面行」に乗車

し、「神戸学院大学」下車 （所要時間約 20分） 

 

■JR神戸線「朝霧駅」下車 

朝霧駅までの所要時間 

 新神戸から約 39分 

 三宮から約 28分  

JR 神戸線「朝霧駅」北側バス停のりばから神姫バス「神戸学院大学行」に乗車し、「神戸学院大学」下

車（運行本数が少ないため、発車時間をご確認ください。所要時間約 10 分） 

 

■神戸市営地下鉄「伊川谷駅」下車 

伊川谷駅までの所要時間 

 三宮から約 25分  

「伊川谷駅」駅前バス停「4 番」のりばから神姫バス「神戸学院大学経由明石駅行」に乗車し、「神戸

学院大学」下車（所要時間約 10 分） 

 

■直通バス 

「三宮（阪神三宮東口）」から快速バス「神戸学院大学有瀬キャンパス方面行」に乗車し、「神戸学院

大学（KAC）」または「神戸学院大学口」下車（所要時間約 30分） 


