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理事（教学担当）  

 

 

平成３０年度 放送大学 第２学期(後期)学生の募集について 
 

 

 本学では、学生の皆さんのニーズに応えてカリキュラムを多様化し、幅広い学修機会を提供するため、

放送大学と単位互換を実施しております。 

 つきましては、平成３０年度第２学期（本学の後期に対応する期間）の履修について、下記の要領で受

講生を募集しますので、希望者は申し込んでください。ただし、出願可能な科目は、本学が指定した科目

のみとなります。 

なお、履修できる単位数は共通科目１０単位、専門科目２０単位の計３０単位までです。 

 

記 

 

１．本学が指定する放送大学の授業科目と本学の認定 

    (1)放送大学の「共通科目」（全学共通） 

     「平成３０年度全学共通教育科目（共通科目）等の単位互換一覧」（別表）のとおり、本学の履修科

目として認定します。 

     

    (2)放送大学の「専門科目」 

   原則として認定しません。 

ただし、一部の科目については各学部の定めるところにより認定する場合があります。 

   詳細については各学域の教務担当窓口に照会してください。 

 

    (3)平成３１年３月に卒業予定の最終学年に在籍している学生は、出願できません。 

 

２．申込期間 

      平成３０年７月１３日（金）～平成３０年７月２５日（水）15:00 まで 

 

３．申込場所・方法 

    教務課（甲府キャンパス総合研究棟２階３番窓口）で所定の出願票に必要事項を記入の上、提出して

ください。なお、出願票には、縦 30mm×横 24mm の写真貼付（氏名を裏書）が必要となります。 

   注：医学部１年次生は、教務課３番窓口で申込みを行ってください。 

 

４．授業料・入学料 

     授業料：２単位１１，０００円（１単位５，５００円） 

     入学料：全額免除 

  ※授業料は、後日放送大学から送付される振込用紙にて、所定の期日までに各個人で振込手続きをし

てください。 

 

５．その他 

   本募集で受講できる放送大学の科目は、本学が指定する放送大学の授業科目のみとなります。それ

以外の科目を受講したい学生は、個人で直接放送大学から資料を取寄せて出願することとなります。

単位の扱いについては、各学域の教務担当窓口にお問い合わせください。 

 



（別表）

「放送大学との単位互換協定」による単位互換
※全学共通教育科目（共通科目）としての単位の取扱いについては、以下のとおり

平成１９年度以降入学生適用 平成22年度入学生適用 平成23年度以降入学生適用 平成25年度以降入学生適用

山梨大学の授業科目 山梨大学の授業科目 山梨大学の授業科目 山梨大学の授業科目

語学教育科目 語学教育科目 語学教育科目 語学教育科目

N00251 英語ⅠA （放送大学） N00257 英語A （放送大学） N00259 英語AⅠ （放送大学） N00265 英語Ａ初級（放送大学）

N00252 英語ⅠB（放送大学） N00258 英語B （放送大学） N00260 英語AⅡ（放送大学） N00266 英語Ａ中級（放送大学）

N00253 英語ⅡA（放送大学） のいずれか2単位 N00261 英語AⅢ（放送大学） N00267 英語A上級（放送大学）

N00254 英語ⅡB（放送大学） N00262 英語BⅠ（放送大学） N00268 英語B初級（放送大学）

N00255 英語ⅢA（放送大学） N00263 英語BⅡ（放送大学） N00269 英語B中級（放送大学）

N00256 英語ⅢB（放送大学） N00264 英語BⅢ（放送大学） N00270 英語B上級（放送大学）

ドイツ語Ⅰ（'15） 2 N050011 ドイツ語Ⅰ（放送大学） N050011 ドイツ語Ⅰ（放送大学） N050011 ドイツ語Ⅰ（放送大学） N050011 ドイツ語Ⅰ（放送大学）

ドイツ語Ⅱ（'15） 2 N050012 ドイツ語Ⅱ（放送大学） N050012 ドイツ語Ⅱ（放送大学） N050012 ドイツ語Ⅱ（放送大学） N050012 ドイツ語Ⅱ（放送大学）

フランス語Ⅰ（'18） 2 N050021 フランス語Ⅰ（放送大学） N050021 フランス語Ⅰ（放送大学） N050021 フランス語Ⅰ（放送大学） N050021 フランス語Ⅰ（放送大学）

フランス語Ⅱ（'18） 2 N050022 フランス語Ⅱ（放送大学） N050022 フランス語Ⅱ（放送大学） N050022 フランス語Ⅱ（放送大学） N050022 フランス語Ⅱ（放送大学）

中国語Ⅰ（'18） 2 N050031 中国語Ⅰ（放送大学） N050031 中国語Ⅰ（放送大学） N050031 中国語Ⅰ（放送大学） N050031 中国語Ⅰ（放送大学）

中国語Ⅱ（'18） 2 N050032 中国語Ⅱ（放送大学） N050032 中国語Ⅱ（放送大学） N050032 中国語Ⅱ（放送大学） N050032 中国語Ⅱ（放送大学）

スペイン語 初歩のスペイン語（'17） 2 N050053 スペイン語（放送大学） N050053 スペイン語（放送大学） N050053 スペイン語（放送大学） N050053 スペイン語（放送大学）

平成１９年度以降入学生適用 平成22年度以降入学生適用 平成23年度以降入学生適用 平成25年度以降入学生適用

山梨大学の授業科目 山梨大学の授業科目 山梨大学の授業科目 山梨大学の授業科目

共通教育科目（テーマ別教養科目） 共通教育科目（テーマ別教養科目） 共通教育科目（テーマ別教養科目） 共通教育科目（テーマ別教養科目）

日本文学における古典と近代（'18） 2 N06101 文化の伝統と現代（文化系）・（放送大学） N06101 文化の伝統と現代（文化系）・（放送大学） N06102 人文科学分野（放送大学） N06102 人文科学分野（放送大学）

心理学概論（'18） 2 N06141 人間の生命と健康（心身・芸術系）・（放送大学） N06141 人間の生命と健康（心身・芸術系）・（放送大学） N06112 社会科学分野（放送大学） N06112 社会科学分野（放送大学）

現代人文地理学（'18） 2 N06101 文化の伝統と現代（文化系）・（放送大学） N06101 文化の伝統と現代（文化系）・（放送大学） N06102 人文科学分野（放送大学） N06102 人文科学分野（放送大学）

事例から学ぶ日本国憲法（'13） 2 N06111 現代社会と国際交流（社会系）・（放送大学） N06111 現代社会と国際交流（社会系）・（放送大学） N06202 日本国憲法（放送大学） N06202 日本国憲法（放送大学）

社会学入門（'16）　 2 N06111 現代社会と国際交流（社会系）・（放送大学） N06111 現代社会と国際交流（社会系）・（放送大学）

社会調査の基礎（'15） 2 N06111 現代社会と国際交流（社会系）・（放送大学） N06111 現代社会と国際交流（社会系）・（放送大学）

新しい時代の技術者倫理（'15） 2 N06121 科学と環境（科学系）・（放送大学） N06121 科学と環境（科学系）・（放送大学） N06122 自然科学分野（放送大学） N06122 自然科学分野（放送大学）

入門微分積分（'16） 2 N06121 科学と環境（科学系）・（放送大学） N06121 科学と環境（科学系）・（放送大学）

入門線型代数（'14） 2 N06121 科学と環境（科学系）・（放送大学） N06121 科学と環境（科学系）・（放送大学）

物理の世界（'17） 2 N06121 科学と環境（科学系）・（放送大学） N06121 科学と環境（科学系）・（放送大学）

初歩からの化学('18) 2 N06121 科学と環境（科学系）・（放送大学） N06121 科学と環境（科学系）・（放送大学）

疾病の成立と回復促進（'17） 2 N06141 人間の生命と健康（心身・芸術系）・（放送大学） N06141 人間の生命と健康（心身・芸術系）・（放送大学）

人体の構造と機能（'18） 2 N06141 人間の生命と健康（心身・芸術系）・（放送大学） N06141 人間の生命と健康（心身・芸術系）・（放送大学）

社会科学分野（放送大学）

人文系

社会系 N06112 社会科学分野（放送大学） N06112

科目コード 科目コード 科目コード

ドイツ語

フランス語

中国語

科目分野 放送大学の授業科目 単位 科目コード

自然系

N06122 自然科学分野（放送大学） N06122 自然科学分野（放送大学）

N06142 健康科学分野（放送大学） N06142 健康科学分野（放送大学）

のいずれか2単位

平成３０年度　全学共通教育科目（共通科目）等の単位互換一覧

科目分野 放送大学の授業科目 単位 科目コード 科目コード 科目コード 科目コード

のいずれか2単位 のいずれか2単位

英　語 英語で描いた日本（'15） 2


