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履修証明プログラムとは
平成 19年の学校教育法の改正により、大学等における 履修証明制度 が創設されました。これ
は、社会人等の学生以外の者を対象とした一定のまとまりのある学習プログラム（履修証明プログ
ラム）を受講することにより、キャリアアップ、専門性の向上、再就職、資格試験の勉強などに活
用できる制度です。学位取得に比べより短期間で修得することができるという利点があります。
本学では、夜間に５言語５コースの履修証明プログラムを開講しており、各コースを受講し、修
了要件を満たした場合には、 履修証明書

を発行します。

なお、履修証明プログラム受講生は科目等履修生として受け入れします。
科目等履修生制度
科目等履修生制度とは、出願資格を有する本学の学生以外で、単位の取得を目的として本学に科
目等履修生として出願し、入学の許可を得て必要な授業科目を履修する制度です。科目等履修生の
履修区分は次のとおりです。今回、履修証明プログラムを受講する方は、本学の
程

科目等履修生規

が適用されます。
履修区分

履

修 登

録

内

容

等

１) 一般教育科目や専門教育科目等の特定の授業科目の単位取得を目的として科目
履修する場合。
２) 本学の卒業生のうち、在学中に図書館学、社会教育主事、学芸員、日本語教員
科

目

履修制

養成、認定心理士の各課程等を受講し、卒業時に所要資格を得ることができなかっ
た者が不足分の授業科目の単位取得を目的として科目履修する場合。
３) 教員免許状の取得を目的として新規又は不足分の授業科目を履修する場合や、
既に教員免許を持っている者で他教科又は他学校種の免許状等の取得を目的とし
て必要な授業科目を履修する場合。
・図書館学課程
本学の学生以外で、新たに図書館学課程の司書の資格や、司書教諭の所要資格を

課

程

履修制

得るための単位取得を目的として課程履修をする場合。
・社会教育主事課程（募集せず）
・学芸員課程（募集せず）
・日本語教員養成課程

履修証明
プログラム

・ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、韓国・朝鮮語入門プログラム
出願資格のある本学の学生以外で、科目等履修生としてコース登録をする場合。

⎜ 1⎜

１

平成 31年度

履修証明プログラム

ドイツ語コース
名称

ドイツ語入門プログラム
初めてドイツ語を学ぶ人が、本プログラムの履修をとおして、ドイツ語の初等レベ
ルの知識と能力を体系的に身につけることを目指します。すなわち、言語の文化的
背景について広く学ぶとともに、基礎的な文法事項の学習とやさしい日常会話の運

目的

用を並行して行い、科目間の連動を図ります。また、講義の一部に世界の言語と文
化に関する 市民公開講座 を組み入れることにより、その他の言語（フランス語、
中国語、ロシア語、韓国・朝鮮語）との関連性や、国際理解についても学びます。
レベル的には、ドイツ語検定試験５〜４級の受験が可能な学力の養成を目指します。

編成科目

ドイツ語基礎

（前期開講）（全 15回）

ドイツ語基礎

（後期開講）（全 15回）

ドイツ語会話

（前期開講）（全 15回）

ドイツ語会話

（後期開講）（全 15回）

ドイツ語文化

（後期開講）（全 15回）

市民公開講座 （世界の言語と文化に関する講座）（全５回）
総時間

127.5時間

履修資格

科目等履修生規程 第２条他による

定員

10名
該当語種を含む 市民公開講座
ドイツ語の特質を学び、 基礎

を受講することにより、世界の言語の中における
基礎

において主に文法や基本的な表現の基

礎を学びます。
内容

さらに、 会話

会話

で会話の実践的訓練を集中的に行い、 文化

におい

て言語の背景にある文化に対する理解を深めます。
以上の学習をとおして、ドイツ語およびドイツ文化に対する入門程度の知識と運用
能力の養成を図ります。
講義の方法

基本的に講義形式（一部、実技を含むことがあります。）
⑴
⑵

修了要件

⑶

市民公開講座 （180分×５回）を受講
プログラムを構成する１つの言語の５科目中４科目以上で試験等において合格
・ドイツ語基礎

（90分×15回）

・ドイツ語基礎

（90分×15回）

・ドイツ語会話

（90分×15回）

・ドイツ語会話

（90分×15回）

・ドイツ語文化

（90分×15回）

⑴⑵を合わせて 120時間以上受講

⎜ 2⎜

フランス語コース
名称

フランス語入門プログラム
初めてフランス語を学ぶ人が、本プログラムの履修をとおして、フランス語の初等
レベルの知識と能力を体系的に身につけることを目指します。すなわち、言語の文
化的背景について広く学ぶとともに、基礎的な文法事項の学習とやさしい日常会話

目的

の運用を並行して行い、科目間の連動を図ります。また、講義の一部に世界の言語
と文化に関する 市民公開講座

を組み入れることにより、その他の言語（ドイツ

語、中国語、ロシア語、韓国・朝鮮語）との関連性や、国際理解についても学びま
す。レベル的には、フランス語検定試験５〜４級の受験が可能な学力の養成を目指
します。

編成科目

フランス語基礎

（前期開講）（全 15回）

フランス語基礎

（後期開講）（全 15回）

フランス語会話

（前期開講）（全 15回）

フランス語会話

（後期開講）（全 15回）

フランス語文化

（後期開講）（全 15回）

市民公開講座 （世界の言語と文化に関する講座）（全５回）
総時間

127.5時間

履修資格

科目等履修生規程 第２条他による

定員

10名
該当語種を含む 市民公開講座

を受講することにより、世界の言語の中における

フランス語の特質を学び、 基礎

基礎

において主に文法や基本的な表現の

基礎を学びます。
内容

さらに、 会話

会話

で会話の実践的訓練を集中的に行い、 文化

におい

て言語の背景にある文化に対する理解を深めます。
以上の学習をとおして、フランス語およびフランス文化に対する入門程度の知識と
運用能力の養成を図ります。
講義の方法

基本的に講義形式（一部、実技を含むことがあります。）
⑴
⑵

修了要件

⑶

市民公開講座 （180分×５回）を受講
プログラムを構成する１つの言語の５科目中４科目以上で試験等において合格
・フランス語基礎

（90分×15回）

・フランス語基礎

（90分×15回）

・フランス語会話

（90分×15回）

・フランス語会話

（90分×15回）

・フランス語文化

（90分×15回）

⑴⑵を合わせて 120時間以上受講

⎜ 3⎜

中国語コース
名称

中国語入門プログラム
初めて中国語を学ぶ人が、本プログラムの履修をとおして、中国語の初等レベルの
知識と能力を体系的に身につけることを目指します。すなわち、言語の文化的背景
について広く学ぶとともに、基礎的な文法事項の学習とやさしい日常会話の運用を

目的

並行して行い、科目間の連動を図ります。また、講義の一部に世界の言語と文化に
関する 市民公開講座

を組み入れることにより、その他の言語（ドイツ語、フラ

ンス語、ロシア語、韓国・朝鮮語）との関連性や、国際理解についても学びます。
レベル的には、中国語検定試験準４級の受験が可能な学力の養成を目指します。

編成科目

中国語基礎

（前期開講）（全 15回）

中国語基礎

（後期開講）（全 15回）

中国語会話

（前期開講）（全 15回）

中国語会話

（後期開講）（全 15回）

中国語文化

（後期開講）（全 15回）

市民公開講座 （世界の言語と文化に関する講座）（全５回）
総時間

127.5時間

履修資格

科目等履修生規程 第２条他による

定員

10名
該当語種を含む 市民公開講座

を受講することにより、世界の言語の中における

中国語の特質を学び、 基礎

基礎

において主に文法や基本的な表現の基礎

を学びます。
内容

さらに、 会話

会話

で会話の実践的訓練を集中的に行い、 文化

におい

て言語の背景にある文化に対する理解を深めます。
以上の学習をとおして、中国語および中国文化に対する入門程度の知識と運用能力
の養成を図ります。
講義の方法

基本的に講義形式（一部、実技を含むことがあります。）
⑴
⑵

市民公開講座 （180分×５回）を受講
プログラムを構成する１つの言語の５科目中４科目以上で試験等において合格
・中国語基礎 （90分×15回）
・中国語基礎 （90分×15回）

修了要件

・中国語会話 （90分×15回）
・中国語会話 （90分×15回）
・中国語文化 （90分×15回）
⑶

⑴⑵を合わせて 120時間以上受講

⎜ 4⎜

ロシア語コース
名称

ロシア語入門プログラム
初めてロシア語を学ぶ人が、本プログラムの履修をとおして、ロシア語の初等レベ
ルの知識と能力を体系的に身につけることを目指します。すなわち、言語の文化的
背景について広く学ぶとともに、基礎的な文法事項の学習とやさしい日常会話の運

目的

用を並行して行い、科目間の連動を図ります。また、講義の一部に世界の言語と文
化に関する

市民公開講座

を組み入れることにより、その他の言語（ドイツ語、

フランス語、中国語、韓国・朝鮮語）との関連性や、国際理解についても学びます。
レベル的には、ロシア語検定試験４級の受験が可能な学力の養成を目指します。

編成科目

ロシア語基礎

（前期開講）（全 15回）

ロシア語基礎

（後期開講）（全 15回）

ロシア語会話

（前期開講）（全 15回）

ロシア語会話

（後期開講）（全 15回）

ロシア語文化

（後期開講）（全 15回）

市民公開講座 （世界の言語と文化に関する講座）（全５回）
総時間

127.5時間

履修資格

科目等履修生規程 第２条他による

定員

10名
該当語種を含む 市民公開講座
ロシア語の特質を学び、 基礎

を受講することにより、世界の言語の中における
基礎

において主に文法や基本的な表現の基

礎を学びます。
内容

さらに、 会話

会話

で会話の実践的訓練を集中的に行い、 文化

におい

て言語の背景にある文化に対する理解を深めます。
以上の学習をとおして、ロシア語およびロシア文化に対する入門程度の知識と運用
能力の養成を図ります。
講義の方法

基本的に講義形式（一部、実技を含むことがあります。）
⑴
⑵

修了要件

⑶

市民公開講座 （180分×５回）を受講
プログラムを構成する１つの言語の５科目中４科目以上で試験等において合格
・ロシア語基礎

（90分×15回）

・ロシア語基礎

（90分×15回）

・ロシア語会話

（90分×15回）

・ロシア語会話

（90分×15回）

・ロシア語文化

（90分×15回）

⑴⑵を合わせて 120時間以上受講

⎜ 5⎜

韓国・朝鮮語コース
名称

韓国・朝鮮語入門プログラム
初めて韓国・朝鮮語を学ぶ人が、本プログラムの履修をとおして、韓国・朝鮮語の
初等レベルの知識と能力を体系的に身につけることを目指します。すなわち、言語
の文化的背景について広く学ぶとともに、基礎的な文法事項の学習とやさしい日常

目的

会話の運用を並行して行い、科目間の連動を図ります。また、講義の一部に世界の
言語と文化に関する

市民公開講座 を組み入れることにより、その他の言語（ド

イツ語、フランス語、中国語、ロシア語）との関連性や、国際理解についても学び
ます。レベル的には、 ハングル 能力検定試験５〜４級の受験が可能な学力の養成
を目指します。

編成科目

韓国・朝鮮語基礎

（前期開講）
（全 15回）

韓国・朝鮮語基礎

（後期開講）
（全 15回）

韓国・朝鮮語会話

（前期開講）
（全 15回）

韓国・朝鮮語会話

（後期開講）
（全 15回）

韓国・朝鮮語文化

（後期開講）
（全 15回）

市民公開講座 （世界の言語と文化に関する講座）（全５回）
総時間

127.5時間

履修資格

科目等履修生規程 第２条他による

定員

10名
該当語種を含む 市民公開講座

を受講することにより、世界の言語の中における

韓国・朝鮮語の特質を学び、 基礎

基礎

において主に文法や基本的な表現

の基礎を学びます。
内容

さらに、 会話

会話

で会話の実践的訓練を集中的に行い、 文化

におい

て言語の背景にある文化に対する理解を深めます。
以上の学習をとおして、韓国・朝鮮語および韓国・朝鮮文化に対する入門程度の知
識と運用能力の養成を図ります。
講義の方法

基本的に講義形式（一部、実技を含むことがあります。）
⑴
⑵

修了要件

⑶

市民公開講座 （180分×５回）を受講
プログラムを構成する１つの言語の５科目中４科目以上で試験等において合格
・韓国・朝鮮語基礎

（90分×15回）

・韓国・朝鮮語基礎

（90分×15回）

・韓国・朝鮮語会話

（90分×15回）

・韓国・朝鮮語会話

（90分×15回）

・韓国・朝鮮語文化

（90分×15回）

⑴⑵を合わせて 120時間以上受講

⎜ 6⎜

留意点（各コース共通）
･履修証明プログラムは、同一年度内にいずれか１つのコースのみ受講できる。
･履修証明プログラムは、受講コース編成科目の一括履修を原則とし、これ以外の科目の履修
は認めない。
･履修証明の修了の要件は、当該年度内に満たすものとする。
･編成科目は夜間（２部）時間帯での開講となる（市民公開講座を除く）
。
２部１講目（17：50〜19：20）、２部２講目（19：30〜21：00）
２

出

願

資

格

⑴

高等学校を卒業した者

⑵

12年の学校教育の課程を修了した者（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）

⑶

外国において学校教育における 12年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

⑷

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

⑸

専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基
準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後
に修了した者

⑹

文部科学大臣の指定した者

⑺

高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程に
よる大学入学資格検定に合格した者を含む）

⑻

その他、相当の年令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大学で認め
た者

３

出

願

手

続

出願者は、次の書類を不備、不足のないように一括して提出すること。
⑴

科目等履修生入学願書（本学所定の用紙※写真１枚貼付）

⑵

科目等履修生入学出願理由書（本学所定の用紙）

⑶

卒業証明書又は卒業見込証明書（最終学歴のもの、発行後３ヵ月以内のもの）

⑷

成績証明書（最終学歴のもの、発行後３ヵ月以内のもの）

⑸

返信用封筒１通（郵便番号・住所・氏名を明記し、切手を貼付）

※出願に際し提出された個人の入学試験情報は、個人情報保護の観点から、次の目的以外には
使用しない。
⑴

合否判定にかかわること

⑵

合格通知の発送

⎜ 7⎜

４

出願受付期間
受付期間

2019年３月５日(火)〜2019年３月 12日(火)16時まで
ただし、日曜日は除く。

受付時間

9時 00分〜12時 40分
13時 40分〜16時 00分（土曜日を除く）
17時 30分〜19時 30分（受付締切日を除く）

５

願書受付場所
北海学園大学教務センター（７号館１階）
〒062‑8605 札幌市豊平区旭町４丁目１番 40号
電 話

６

受

講

期

(代表)011−841−1161

間

2019年４月１日から 2020年３月 31日までの１年間とする。
７

定員・所属学部・選考方法
⑴

ドイツ語コース

10名

フランス語コース

10名

中国語コース 10名
ロシア語コース

10名

韓国・朝鮮語コース 10名
⑵

コースにより次のとおり所属学部が決まり、その学部に志願することになる。
・ドイツ語コース、フランス語コース：法学部
・中国語コース、ロシア語コース：人文学部
・韓国・朝鮮語コース：経済学部

⑶

当該学部において書類審査等により選考する（学部によっては面接を行う場合があり、日
時については後日連絡する）。

８

合

格

発

表

2019年３月 23日(土)
合格者には、文書で通知する（電話による問い合わせには応じない）。
９

入

学

手続期間

手

続
2019年３月 23日(土)〜2019年３月 28日(木)
ただし、日曜日は除く。

手続場所
受付時間

各学部事務室（合格通知時に通達する）。
9時 00分〜12時 40分
13時 40分〜16時 00分（土曜日を除く）
17時 30分〜19時 30分
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手続書類及び納入金
１．事項届（本学所定の用紙）
２．卒業見込で選考を受けた者は、卒業証明書及び最終の成績証明書
３．科目等履修生カード（本学所定の用紙※写真１枚貼付）
４．納入金振込領収書の写し
５．科目等履修生証用写真貼付台紙（本学所定の用紙※写真１枚貼付）
〔個人情報の取り扱いについて〕
本学では個人情報の取扱いについて、本人から提出された入学手続書類等については個人情報と
して処理し、厳重に管理する。
具体的には、次の事項に留意して対応する。
１．(利用目的の特定) 個人情報は、教育、修学及び進路指導、事務連絡、各種郵便
物の発送等について、教職員が職務上必要な範囲において利用する。
２．(第三者への情報提供・制限) 予め本人の同意を得ずに、個人情報を

利用目的

の特定 の範囲外において第三者に提供しない。
３．(本人の同意) 利用目的外で学生の個人情報を扱う場合には、その都度本人の同
意を得る。
４．(個人情報の開示・訂正・利用停止等措置) 個人情報を開示することにより、本
学の業務に著しい支障が生ずる恐れがある場合を除き、本人からの求めに応じて個
人情報を開示するとともに、必要に応じて個人情報の訂正、削除等を行う。
５．(苦情処理対応) 本人から、自己に関する個人情報の苦情等の申出があった場合、
適切かつ迅速に処理する。
10 単

位

認

定

試験に合格した授業科目については、単位を認定し、本人の願い出により証明書を交付するこ
とができる。
11 納

入

金

履修証明プログラム受講の納入金は、48,000円とする。
◎検定料・入学金は、免除する。
◎納入金は、振込用紙により、取りまとめ銀行の 北洋銀行

の本店または各支店から振り込む

こと。
◎一旦提出した書類および納入金は、理由の如何にかかわらず一切返還しない。
12 そ

の

他

◎合格者が定められた期間内に所定の入学手続をしない場合は、入学を許可しない。
◎本大学は、車両による通学を禁止しているので公共交通機関等で通学のこと。
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北海学園大学学則抜粋
（科目等履修生）
第40条 本大学の特定の授業科目について、履修を希望する者があるときは、学長は、学生の教育
に支障のない限り、教授会の選考を経て、科目等履修生として、これを許可することができる。
２ 科目等履修生の取扱いは、別に定める規程による。
３ 略
４ 科目等履修生の履修することのできる授業科目数は、これを制限することができる。

北海学園大学科目等履修生規程
第１条 北海学園大学（以下 本大学 という。）学則第 40条に基づき、科目等履修生に関する事
項を定める。
第１条の２ 科目等履修生の履修区分は次によるものとする。
⑴ 特定の授業科目の単位取得を目的とする履修（科目履修制・教職課程含む）
⑵ 特定の課程（図書館学課程・社会教育主事課程・学芸員課程・日本語教員養成課程）の所要
資格を得るための単位取得を目的とする履修（課程履修制）
⑶ 履修証明取得を目的とする履修（履修証明プログラム制）
第２条 科目等履修生を志願することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
⑴ 高等学校を卒業した者
⑵ 12年の学校教育の課程を修了した者（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。
）
⑶ 外国において学校教育における 12年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
⑷ 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
⑸ 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を
満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了
した者
⑹ 文部科学大臣の指定した者
⑺ 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程によ
る大学入学資格検定に合格した者を含む）
⑻ その他、相当の年令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大学で認めた者
２ 教育職員免許状授与の所要資格を得るに必要な授業科目を履修する科目等履修生を志願するこ
とのできる者は、学校教育法第 83条の大学を卒業した者とする。
３ 司書となる資格を得るに必要な授業科目を履修する科目等履修生を志願することのできる者
は、学校教育法第 83条の大学を卒業した者、同法第 108条の短期大学を卒業した者、又は同法 115
条の高等専門学校を卒業した者とする。
４ 司書教諭の所要資格を得るに必要な授業科目を履修する科目等履修生を志願することのできる
者は、教育職員免許法に定める小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の教諭の普通免許状を
有する者又はそれを取得する見込みの者とする。
５ 社会教育主事となる資格を得るに必要な授業科目を履修する科目等履修生を志願することので
きる者は、学校教育法第 83条の大学を卒業した者とする。
６ 学芸員となる資格を得るに必要な授業科目を履修する科目等履修生を志願することのできる者
は、学校教育法第 83条の大学を卒業した者とする。
７ 日本語教員養成課程修了に必要な授業科目を履修する科目等履修生を志願することのできる者
は、学校教育法第 83条の大学を卒業した者とする。
第３条 科目等履修生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。
第４条 科目等履修生を志願する者は、次の各号に定める書類に、別に定める入学検定料を添えて、
学長に願い出なければならない。
⑴ 科目等履修生入学願書
⑵ 科目等履修生入学出願理由書
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⑶

最終学校の卒業証明書及び成績証明書
ただし、前年度に引きつづいて入学を志願する者（同一学部に限る）は、免除する。
⑷ 科目等履修生カード
２ 前項の規定にかかわらず、履修証明プログラムの履修を志願する者は、入学検定料を免除する。
第５条 科目等履修生の選考は、志願をした学部で行い、教授会の議を経て合格者を決定する。
第６条 科目等履修生の選考に合格した者のうち、指定期日までに、別に定める入学金及び受講料
等の納入金を納入し、所定の入学手続を完了した者に、学長は、入学を許可する。
２ 前項の規定にかかわらず、履修証明プログラムの選考に合格した者は、入学金を免除する。
第７条 科目等履修生が履修できる期間は、許可をした年度に限るものとする。
第８条 科目等履修生が履修することのできる授業科目については、当該学部又は当該委員会が許
可する。
第９条 科目等履修生が１年間に履修できる単位数は、28単位以内とし、当該学部において定める。
２ 前項の規定にかかわらず、教育職員免許状授与の所要資格を得るに必要な授業科目を履修する
場合は、30単位以内とし、司書となる資格を得るに必要な授業科目のみを履修する場合は、29単
位以内、司書となる資格並びに司書教諭の所要資格を得るに必要な授業科目のみを履修する場合
は、39単位以内とする。
３ 前項の規定にかかわらず、履修証明プログラムを履修する者は、履修するコースで定められた
科目のみ履修することができる。
第10条 科目等履修生は、その履修した授業科目につき、試験を受けることができる。
第11条 科目等履修生が単位を修得するためには、履修した授業科目の試験に合格しなければなら
ない。
２ 単位修得の認定は、科目等履修生の合格を決定した学部教授会の議を経て決定する。
３ 前項の規定にかかわらず、本大学学則別表 10に掲げる 教職課程授業科目 の単位修得の認定
は、教職課程委員会の議を経て、同学則別表 11に掲げる 司書又は司書教諭に関する科目 の単
位修得の認定は、図書館学課程委員会の議を経て、 社会教育主事に関する科目 の単位修得の認
定は、社会教育主事課程委員会の議を経て、 学芸員に関する科目 の単位修得の認定は、学芸員
課程委員会の議を経て、それぞれ決定する。
４ 合格した授業科目については、本人の願い出により、単位修得証明書又は科目等履修証明書を
交付することができる。
第12条 第１条の２第２号に規定する科目等履修生の修了要件は、履修規程に基づく。
２ 第１条の２第３号に規定する科目等履修生の修了要件は別に定める。修了の認定は教務委員会
規程第５条第１号に定める小委員会の議を経て決定する。
第13条 第１条の２第２号に規定する科目等履修生が、第 12条の規定により修了した場合、学長は
修了証書又は修了証明書を交付する。
２ 第１条の２第３号に規定する科目等履修生が、第 12条第２項の規定により修了した場合、学長
は履修証明書を交付する。
第14条 科目等履修生が退学しようとするときは、退学願を当該学部長又は当該委員会の委員長に
提出し、当該学部の教授会又は当該委員会の議を経て、学長の許可を受けなければならない。
第15条 科目等履修生が、その本分に反する行為を行ったときは、当該学部の教授会又は当該委員
会の議を経て、学長は、科目等履修生の許可を取り消す。
第16条 科目等履修生について、本規程に規定のない事項については、本大学の学則（ただし、第
32条及び第 33条の規定を除く。
）その他学生に関する規定を準用する。
附 則
この規程は、平成６年４月１日から施行する。
(略）
附 則
この規程は、平成 27年４月１日から施行する。
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2019年度公開講座（北海学園大学市民公開講座）
テーマ： 世界の言語と文化のモザイクを眺める
日時：2019年５月 11日(土)〜７月６日(土)
午後１時〜午後４時 15分（間に休憩を挟みます）
会場：北海学園大学豊平校舎 ※教室は未定です
講座概要（予定）
：
第１回 ５月 11日(土)
フランス語、フランス文化（担当：一條 由紀（経済学部准教授）
）
フランス文学におけるファム・ファタルの系譜
フランス文学には、さまざまな魅力的なヒロインが登場しますが、ファム・ファタルと聞いてど
のような女性を想像するでしょうか。フランス語で ファム は 女性 、 ファタル は 宿命的
致命的 を意味します。では、ファム・ファタルは誰にとってどのように 宿命的
致命的 な
のでしょうか。 マノン・レスコー
カルメン などの作品を通して考察してみましょう。また、
初歩的なフランス語（特に発音）を学ぶ時間も設け、小説のセリフを声に出して読む練習もしてみ
たいと思います。
第２回 ５月 25日(土)
ドイツ語、ドイツ文化（担当：熊坂 亮（工学部教授）
）
イタリア語圏の中のドイツ語圏 のはなし 〜ボスコ・グリンの言語と文化〜
13世紀の中頃、現在のスイス・ティチーノ州の山中に一つの村が築かれました。入植したのは中
央スイスにルーツを持ち、ドイツ語を母語とする人々です。ボスコ・グリンという名のこの村は、
スイスのイタリア語地域にありながらドイツ語の話者が居住する ドイツ語地域 を形成しており、
現代に至るまで独自の言語や文化を保ち続けています。たとえば中世のドイツ語の要素がここで話
されるドイツ語に残っているという点はその特徴の一つです。本講座では、その言語と文化を中心
にボスコ・グリンの村を紹介します。
第３回 ６月８日(土)
中国語、中国文化（担当：中根 研一（法学部教授）
）
中国大衆文化の想像力
近いようで遠い国、中国。今や訪日外国人の約半分が、中国語圏（中国・香港・台湾など）から
の旅行者です。日常的に接するようになり、中国語を耳にする機会も増えましたが、文化的ギャッ
プに戸惑うことも多いかもしれません。本講座ではまず中国語の仕組みを概観しつつ、簡単な中国
語表現をご紹介します。後半では、特に大衆文化にスポットを当てながら、その想像力から生まれ
た事象をいくつか眺めてみたいと思います。
第４回 ６月 22日(土)
ロシア語、ロシア文化（担当：寺田 吉孝（人文学部教授）
）
疑似ロシア研修 ⎜ ロシアの普通の生活を垣間見る ⎜
ロシアへ学生を引率することが度々ある。研修場所は古都ヴラヂーミルにある国立ヴラヂーミル
大学である。教室での学習以外に、教室外での多種多様な学修も行う。ヴラヂーミルや周辺の古都
だけでなく、モスクワ、サンクト・ペテルブルグなどの大都市も訪問する。だが、最も貴重なのは、
日常生活体験（普通のロシア人との交流、普通のロシアの町での普通の生活）である。
今回は、疑似ロシア研修を行いながら、ロシアの文化と生活に触れる。ロシア語の文字と発音の
学習も行い、講座中に出てくる地名、人名を読めるようにしたい。
第５回 ７月６日(土)
韓国・朝鮮語、韓国・朝鮮文化（担当：辻 弘範（経済学部教授）
）
朝鮮半島はどこに向かうのか
いま朝鮮半島は、周辺国を巻き込みながら激しく動いています。韓国・北朝鮮と日本との関係も、
歴史認識問題も絡んで議論を巻き起こしています。朝鮮半島の歴代王朝は過去千年以上もの間、東
アジアの小国として、周辺の大国に翻弄されるという厳しい国際関係の中、したたかに生き抜いて
きました。こうした 知恵 はいつ・どのように身につけたのか。朝鮮半島はその 知恵 をもっ
て、激動する国際情勢を生き残ることは可能か、考えてゆきたいと思います。後半では、朝鮮半島
で使用されている文字 ハングル について簡単に紹介します。
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2019（平成 31）年度

履修証明プログラム受講生募集要項

ド イ ツ 語
フランス語
中

国

語

ロ シ ア 語
韓国・朝鮮語

■豊平校舎(経済・経営・法・人文学部)
〒062‑8605 札幌市豊平区旭町４丁目１番40号

代表(011)841‑1161

■山鼻校舎(工学部)
〒064‑0926 札幌市中央区南26条西11丁目１番１号

代表(011)841‑1161

北 海 学 園 大 学

