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出願から入学までの流れ 

 

 出願はインターネットから行います（郵送による願書の受付はしておりません）。入学試験

はなく、入学資格を満たしていることを確認する書類審査を行います。 

 

▼インターネットからの出願 

１ ユーザ登録 
八洲学園大学ウェブサイトより 

「eLy」（エリー）のユーザ登録をします 

2 出願画面にアクセス 
ユーザ登録した ID・パスワードで 

出願画面にアクセスします 

3 入学志願書の提出 
お名前などの情報を入力します 

（途中保存もできます） 

4 作文の提出 

「八洲学園大学で何を学び、それをどう生かしたいか」

を作文します（400～800字程度） 

（途中保存もできます） 

5 自己活動歴の提出 
学習歴や仕事歴、ボランティア活動や趣味などの活動

歴を最大 5項目入力します 

 

▼証明書類の提出（郵送） 

6 証明書類・写真の提出 
最終学歴に応じた証明書類（p.9～10参照） 

と証明写真を郵送で提出します 

 

▼合格発表 

7 メールでの通知 
合格発表日にメールで結果を通知します 

（証明書類が揃わない方は仮合格となります） 

8 合格通知書の送付 
合格者には、合格通知書を郵送で 

送付します 

 

▼入学手続き 

9 入学金納入 
入学金（登録料）20,000 円を入金します 

（コンビニ入金もしくは銀行振込） 

8 入学許可証の送付 
入学許可証、学生証（正科生のみ） 

を郵送で送付します 

 

＊「オンライン新入生説明会」を開催いたしますのでご参加ください。
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八洲学園大学生涯学習学部 2015年度募集要項 

 

▼ 募集定員 

  

2015年度（計） 
正科生 正科生 

科目等履修生 特修生 
（1年次入学） （編入学） 

生涯学習学部生涯学習学科 800名 400名 若干名 若干名 

 

 

▼ アドミッションポリシー 

 

生涯学習学部の目標 

生涯学習とその支援および生涯マネジメント、レジリエンスについての研究を行い、その成果を生か

した教育を通して、生涯学習社会の実現に貢献しうる課題発見・解決能力、実践力を培い、その基

盤となる豊かな人間性の育成を目標としています。 

 

生涯学習学科の目指す人材養成 

本学科は、企業・行政・施設・各種ネットワークなどで人々の学習を支援したり新たな道を切り拓くべ

くマネジメントを実践したりする専門的能力、それを支える人間力およびレジリエンス(成長性弾力、Ｖ

字型回復力)を培い、広く社会に貢献できる人材の養成を目指します。 

 

八洲学園大学生涯学習学部生涯学習学科では次のような学生を求めています。 

 

正科生（1年次入学） 

1 豊かな人間性と生涯学習についての幅広い識見を基礎学力の上に養い、専門的な知識・技術

を習得して、生涯学習社会の実現のために貢献しようとする意欲のある人。 

2 具体的には、地域や行政機関等で各種学習支援のデザイン・実施・運営に携わる人、生涯学習

センター、公民館、図書館、博物館等で専門性を生かして働こうとする人、学校支援等に関わっ

て地域の教育に寄与しようとする人。 

3生涯各期に役立つマネジメント力（創造力、問題解決力、コミュニケーション力等）を培い、ビジネ

ス・行政・地域で新たな道を切り拓こうとする熱意のある人。 

4 企業やＮＰＯ法人等において、経理、財務、労務管理に関する基礎的、汎用的な知識を習得し

たうえで、税理士、社会保険労務士、ビジネス・キャリア検定等の資格を取得し、その高度な専

門知識を企業・ＮＰＯ法人の経営等に生かしてそれらの発展に寄与しようとする人。 

5 複雑化する社会の中で、困難にぶつかってもそれを人間らしく乗り越えることができるレジリエン

ス（成長性弾力、Ｖ字型回復力）を身につけ、それを磨くことを通して社会に貢献しようとする

人。 

 

正科生（編入学） 

○学士取得編入学 

 本学での学士取得（卒業）を目指す方で 

1 社会にあって自分をリフレッシュする必要を感じ、生涯学習や生涯マネジメントの理論とスキルを

専門的に学ぼうとする人。  
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2 生涯学習関係の国家資格（社会教育主事、司書、学芸員等）を取得したり、企業における能力

開発スキルを習得したりして、その学習成果を社会や職場で生かそうとする意欲のある人。 

3 リーダーとしてビジネス・行政・地域で、経営イノベーションに取り組もうとする情熱をもった人。 

4 税理士、簿記１・２級、社会保険労務士、ビジネス・キャリア検定、キャリア・デベロップメント・アド

バイザーの資格取得や検定試験合格を目指す人。 

5困難にぶつかってもそれを人間らしく乗り越えることができるレジリエンス（成長性弾力、Ｖ字型回

復力）を身につけ、それを磨くことを通して社会に貢献しようとする人。 

○資格・リカレント編入学 

 資格取得・検定試験合格を目指す方で、 

1社会教育主事、司書、学芸員、学校図書館司書教諭の資格取得を目指す人。 

2 税理士、簿記１・２級、社会保険労務士、ビジネス・キャリア検定、キャリア・デベロップメント・アド

バイザーの資格取得や検定試験合格を目指す人。 

それぞれのニーズに合わせて自分で資格・検定のための学習メニューを作って単位を修得し、

目的を達成したら、退学できます（「リカレント修了」という呼称を用います）。また、学習の必要が

生じたときには、何度でも再入学ができます。 

※正規の学生として在籍することにより、各種学生割引サービスの対象となります。 

※リカレント教育 

仕事と教育を交互に繰り返す教育の考え方で、仕事をしながら、必要が生ずるたびに教育を受

けることも含まれます。 

 

科目等履修生 

1 特に学士（大学卒業資格）は必要としないが、国家資格・民間資格の取得や検定試験の合格を

目指したり、ビジネスに役立つ知識・スキル、生涯学習についての知識・スキルのリフレッシュを

はかるため特定のいくつかの科目を履修したい人。 

2教育訓練給付制度を利用して、司書、学芸員、学校図書館司書教諭の資格取得を目指す人。 

 

▼ 入学試験 

 

入学選抜試験（筆記試験）は実施しませんが、簡単な作文、自己活動歴とともに、証明書類をご提出

いただき、入学資格等の確認のための書類選考を行います。 選考料は無料です。入学願書等は

配布いたしませんので、八洲学園大学ウェブサイトをご確認の上、お手続きをお願いいたします。 

 

▼ 個人情報の保護 

 

本学では個人情報保護法に基づき、個人情報の保護を行っています。出願書類は入学選考と在籍

書類作成のために使います。個人情報保護方針はウェブサイトでご確認下さい。 
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▼ 出願期間(2015年度) 

 

4月・7月・10月・1月の年 4回、入学できます。 

入学期 出願開始日  出願締切日 入学時期 

第 1学期 2015年 1月 6日（火） ～ 2015年 4月 27日（月） 2015年 4月入学 

第 2学期 2015年 5月 12日（火） ～ 2015年 6月 22日（月） 2015年 7月入学 

第 3学期 2015年 7月 1日（水） ～ 2015年 10月 26日（月） 2015年 10月入学 

第 4学期 2015年 11月 10日（火） ～ 2015年 12月 14日（月） 2016年 1月入学 

 

▼ 入学期ごとの出願期間及び合格発表日 

 

各入学期について複数の出願期間を設けています。 

 

第 1学期（2015年 4月入学） 

○2015年 1月 6日（火）11:00 より受付を開始いたします。 

○第 3回までに出願された場合は、2015年第 1・2学期開講のすべての科目を履修できます。 

※ただし、一部の科目には履修者数上限が設けられており、先着順で定員に達し次第締め切ら

れます。履修登録は 3月 9日（月）開始予定のため、第 2回出願締め切り 3月 2日（月）までの出

願をお勧めいたします。 

※2015年第 1学期の授業は 4月 4日（土）開始予定です。 

○第 4回以降で出願された場合は、2015年第 1・2学期開講のすべてのテキスト履修科目、2015年

5月より開講される平日［週 2］スクーリング履修科目、および 2015年 6月以降に開講される週末・夏

期スクーリング履修科目のうち定員に余裕がある科目を履修できます。 

 

第 2学期（2015年 7月入学） 

○2015年 5月 12日（火）11:00 より受付を開始いたします。 

○第2学期で出願された場合は、2015年度春期テキスト履修科目・土日・夏期スクーリング履修科目

のうち、7月以降に開講する科目を履修できます。 

 

 

 

 

 

 

 

回 出願開始日  出願締切日 合格発表日 

第 1回 2015年 1月 6日（火） ～ 2015年 2月 2日（月） 2015年 2月 4日（水） 

第 2回 2015年 2月 3日（火） ～ 2015年 3月 2日（月） 2015年 3月 4日（水） 

第 3回 2015年 3月 3日（火） ～ 2015年 3月 23日（月） 2015年 3月 25日（水） 

第 4回 2015年 3月 24日（火） ～ 2015年 4月 13日（月） 2015年 4月 15日（水） 

第 5回 2015年 4月 14日（火） ～ 2015年 4月 27日（月） 2015年 4月 29日（水・祝） 

回 出願開始日  出願締切日 合格発表日 

第 1回 2015年 5月 12日（火） ～ 2015年 6月 1日（月） 2015年 6月 3日（水） 

第 2回 2015年 6月 2日（火） ～ 2015年 6月 22日（月） 2015年 6月 24日（水） 
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第 3学期（2015年 10月入学） 

○2015年 7月 1日（水）11:00 より受付を開始いたします。 

○第 3回までに出願された場合は、2015年第 3・4学期開講のすべての科目を履修できます。 

※ただし、一部の科目には履修者数上限が設けられており、先着順で定員に達し次第締め切ら

れます。履修登録は 9 月 7 日（月）開始予定のため、第 2 回出願締め切り 8 月 31 日（月）までの

出願をお勧めいたします。 

※2015年第 3学期の授業は 10月 3日（土）開始予定です。 

○第 4回以降で出願された場合は、2015年第 3・4学期開講のすべてのテキスト履修科目、2015年

11月より開講される平日［週 2］スクーリング履修科目、および 2015年 12月以降に開講される週末・

冬期スクーリング履修科目のうち定員に余裕がある科目を履修できます。 

 

第 4学期（2016年 1月入学） 

○2015年 11月 10日（火）11:00 より受付を開始いたします。 

○第4学期で出願された場合は、2015年度秋期テキスト履修科目・土日・冬期スクーリング履修科目

のうち、1月以降に開講する科目を履修できます。 

回 出願開始日  出願締切日 合格発表日 

第 1回 2015年 7月 1日（水） ～ 2015年 8月 3日（月） 2015年 8月 5日（水） 

第 2回 2015年 8月 4日（火） ～ 2015年 8月 31日（月） 2015年 9月 2日（水） 

第 3回 2015年 9月 1日（火） ～ 2015年 9月 28日（月） 2015年 9月 30日（水） 

第 4回 2015年 9月 29日（火） ～ 2015年 10月 12日（月・祝） 2015年10月14日（水） 

第 5回 2015年 10月 13日（火） ～ 2015年 10月 26日（月） 2015年10月28日（水） 

回 出願開始日  出願締切日 合格発表日 

第 1回 2015年 11月 10日（火） ～ 2015年 11月 30日（月） 2015年 12月 2日（水） 

第 2回 2015年 12月 1日（火） ～ 2015年 12月 14日（月） 2015年12月16日（水） 
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▼ 学生区分 

 

学生区分 対象 修業年限・在学年限 卒業資格 

正科生（1年次） 
・本学を卒業することを目的と

する方 

修業年限：4年 

在学年限：12年 
学士（学術） 

正科生（学士取得編入

学） 

・短期大学等を既に卒業して

いる方で、本学を卒業すること

を目的とする方 

2年次相当転・編入 

修業年限：3年 

在学年限：9年 

3年次相当転・編入 

修業年限：2年 

在学年限：6年 

4年次相当転・編入 

  修業年限：1年 

  在学年限：3年 

学士（学術） 

正科生（資格・リカレン

ト編入学） 

・各資格の学歴要件等は既に

満たしており、本学では各資

格取得に必要な科目のみの

履修を希望する方 

・大学等をすでに卒業している

方で、資格取得や検定試験合

格のためなど、本学で多数の

科目の履修を希望する方 

2年次相当転・編入 

修業年限：3年 

在学年限：9年 

3年次相当転・編入 

修業年限：2年 

在学年限：6年 

4年次相当転・編入 

  修業年限：1年 

在学年限：3年 

卒業に必要な

要件を満たせ

ば、学士（学術）

を取得できる 

科目等履修生 

 

・大学入学資格は有しており、

本学の卒業を目的とせず、一

部の科目のみの履修を希望

する方 

・各国家資格の学歴要件等は

既に満たしており、本学では

教育訓練給付制度を利用し

て各国家資格取得を目指す

方 

在学年限：3年 該当せず 

特修生 

・中学卒業など大学入学資格

を有しない方 

※特修生として入学後、本学

が指定する科目のうち16単位

を修得し、かつ入学を希望す

る年の 4 月 1 日に満 18 歳に

達していれば、所定の手続き

を経て正科生となることができ

る。 

在学年限：3年 

正科生の入学

資格を取得した

後に、本学に正

科生として入学

し、卒業すること

で、学士（学術）

を取得できる 
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▼ 出願資格 

 

学生区分 出願資格 

正科生（1年次） 

 

科目等履修生 

入学を希望する年の 4月 1日に、満 18歳に達し、かつ次の各号のいずれかに

該当する方 

1 高等学校又は中等教育学校を卒業した方 

2 通常の課程による 12年の学校教育を修了した方 

3 外国において、学校教育における 12年の課程を修了した方又はこれに準

ずる方で文部科学大臣が指定した方 

4 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方 

5 文部科学大臣の指定した方 

6 大学入学資格検定規程（昭和 26年文部省令第 13号）により文部科学大臣

の行う大学入学資格検定に合格した方。または高等学校卒業程度認定試験に

合格した方 

7 その他本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した方と同等以

上の学力があると認めた方 

正科生（編入学） 

 

※正科生（学士

取得編入学）、正

科生（資格・リカレ

ント編入学） 

次の各号のいずれかに該当する方 

（編入学） 

1 大学又は短期大学を卒業した方 

2 高等専門学校を卒業した方 

3 専修学校の専門課程（修業年限が 2年以上で当該課程の修了に必要な総

授業時間が 1700時間以上の課程に限る）を修了し、大学入学資格も有する方 

4 旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した方 

（転入学） 

5 大学に１年以上在学した方 

特修生 

大学入学資格はないが、本学が開設する授業科目を履修し得る能力があると

認められる方で、特修生となることを希望する年の 4月 1日に満 15歳に達して

いる方 
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▼ 出願書類 

 

1 願書・写真（ウェブサイトより提出）※写真は郵送または窓口で提出可 

2 作文（ウェブサイトより提出） 

「八洲学園大学で何を学び、それをどう生かしたいか」について記入してください。 

また、科目等履修生を希望される方は特に、入学の目的（資格取得を含む）、履修を希望する

期間などの学習計画を具体的に記入してください（400～800字程度）。 

3 自己活動歴（ウェブサイトより提出） 

願書の学歴に記載した学校歴以外の学習歴や仕事歴、ボランティア活動・スポーツ・芸術・趣味

などの活動歴などのうち、主なものを 5件以内で記入してください。 

4 証明書（コピー不可。郵送または窓口で提出） 

※願書に写真データを貼付していない場合は、証明書類と共に郵送して下さい。 

※証明書類の入手に時間がかかる場合は事前にご相談下さい。 

 

最終学歴 必要書類 備考 

高等学校卒業 1 卒業証明書 

 

1 婚姻等により証明書記載の姓と現在の姓が異

なる場合には、戸籍の個人事項証明書（抄本）な

ど、同一人物であることを確認できる書類を添付

すること。 

2 外国の学校の証明書の場合、日本語または英

語での証明書を提出のこと。 

3 願書等の内容により成績証明書の提出を求め

る場合がある。 

 

大学卒業 

短期大学卒業 

高等専門学校卒業 

専修学校専門課程卒業 

1 卒業証明書 

2 成績証明書 

 

※成績証明書は正

科生（学士取得編入

学）のみ 

 

1 成績証明書は科目ごとの修得単位数が明記さ

れたもの。 

2 婚姻等により証明書記載の姓と現在の姓が異

なる場合には、戸籍の個人事項証明書（抄本）な

ど、同一人物であることを確認できる書類を添付

すること。 

3 外国の学校の証明書の場合、日本語または

英語での証明書を提出のこと。 

 

大学院修了 

1 大学（学部）の 

卒業証明書 

2 大学（学部）の 

成績証明書 

※大学院の証明書は

不可 

※成績証明書は正

科生（学士取得編入

学）のみ 

 

1 成績証明書は科目ごとの修得単位数が明記さ

れたもの。 

2 婚姻等により証明書記載の姓と現在の姓が異

なる場合には、戸籍の個人事項証明書（抄本）な

ど、同一人物であることを確認できる書類を添付

すること。 

3 外国の学校の証明書の場合、日本語または英

語での証明書を提出のこと。 

 

 



 10 

大学中退 

短期大学中退 

高等専門学校中退 

専修学校専門課程中退 

1 高等学校の卒業

証明書 

※大学中退で正科

生での入学を希望す

る場合は 1 と 2の両

方 

2 中退した大学等の

成績証明書 

 

1 婚姻等により証明書記載の姓と現在の姓が異

なる場合には、戸籍の個人事項証明書（抄本）な

ど、同一人物であることを確認できる書類を添付

すること。 

2 成績証明書は科目ごとの修得単位数が明記さ

れたもの。 

3 外国の学校の証明書の場合、日本語または

英語での証明書を提出のこと。 

 

大学入学資格検定合格 

高等学校卒業程度認定

試験合格 

1 合格証明書 

2 合格成績証明書 

 

婚姻等により証明書記載の姓と現在の姓が異な

る場合には、戸籍の個人事項証明書（抄本）な

ど、同一人物であることを確認できる書類を添付

すること。 

 

中学校卒業 1 住民票 

 

特修生の出願資格（生年月日）確認。 

外国籍の方は住民票に準ずるもの。 

 
 

 
※専修学校の専門課程は、修業年限が 2年以上で、当該課程の修了に必要な総授業時間が 

1700時間以上の課程に限ります。専門士の称号が付与される課程はこの条件を満たしています
ので文部科学省のウェブサイトでご確認下さい。 
 

※上記以外の最終学歴で出願資格を満たしている方は入学支援相談センターまでお問い合わせ

下さい。 
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▼ 出願に当たっての確認・了解事項 

 

必ず事前に次のことを確認し、了解の上で出願頂くようお願いいたします。 

 

<出願・入学手続時に関する注意事項> 

1 入学願書・作文は必ず志願者本人が入力・記載してください。何らかのご事情により代理の方が

入力・記載した場合には必ずその旨を備考欄に明記してください。 

 

2 入学願書、作文、提出書類は理由の如何に関わらず返却いたしません。 

 

3 出願書類・入学手続き書類に虚偽の内容が認められた場合には、合格・入学許可を取り消すこと

があります。 

 

4 入学金を所定の期日までに納入しない場合、入学を辞退したものとみなされます。何らかのご事

情があり、延納を希望される場合には必ず事前にご相談下さい。また、納入された入学金および履

修登録後の学費は理由の如何に関わらず返還いたしません。 

 

5 入学を許可された場合は、本学の学則および各種規程、在学生向けポータルサイト eLy 利用上

の注意事項を遵守していただきます。 

<本学での学習に関する注意事項> 

6 本学での手続き及び本学からの連絡は原則としてインターネットを通じて行われます。 

 

7 1日1回を目安に在学生向けポータルサイトｅＬｙにログインし大学からの情報を確認する必要があ

ります。 

eLy ログインＵＲＬ ： http://potal.study.jp/ygu/ 

 

8 インターネットによる学習が可能ですが、スクーリング履修科目は時間割が定められており、本学

が指定する日時に受講することを原則とします。 

 

9 インターネットによる学習で卒業資格を得ることは出来ますが、全ての授業がインターネットで受講

できるわけではありません。学芸員資格科目など、日本国内の機関での調査や実習が必要となる科

目もあります。 

 

10 インターネットを通じて授業や試験を実施する関係上、本学が必要と認めた場合には電話・メー

ル・ＷＥＢカメラ等による本人確認をする場合があります。 

 

11 本学での受講には文字・映像・音声による情報をご自身で理解いただく必要があります。点字・

点訳、手話・ノートテイク、その他の介助等が必要な場合には、各自でご用意ください。 

 

12 海外からの受講も可能ですが、授業はすべて日本語で実施されます。日本語能力についての

予備教育はなく、翻訳などのサポートも実施しません。日本語が十分に理解できる必要があります。 
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<パソコン環境に関する確認事項> 

13 大学からのパソコン貸与はありませんので、各自でご用意ください。また、本学のシステムを正常

にご利用いただくためには以下の条件が必要となります。この条件を満たしていない場合には動作

が保障できません。 

 

（ア） 学習システム「eLy」の動作保証について 

    「eLy」はWindowsOS、Internet Explorer（IE）以外には対応しておりません。 

 

（イ）回線条件 

本学の授業をメディアスクーリングにより受講する場合には、ブロードバンド環境が必要となり

ます。ADSL など以下の回線条件を満たしていない場合は、ライブ授業に支障をきたす場合

がございます。 

①必要最低条件 ： 0.5Mbps（500Kbps）相当以上 

②推奨条件 ： 1.5Mbps（1500Kbps）相当以上 

 

14 パソコンを活用して学ぶには以下のパソコン操作ができるスキルが必要となりますのでご注意下

さい。 

※ご本人でなくても以下のスキルを持ちパソコン操作を補佐してくれる方がいれば。学習は可能

です。 

・パソコンを自分で起動・停止できる 

・インターネットブラウザで閲覧操作ができる 

・文書から他文書へ、コピーアンドペーストおよびドラッグアンドドロップで、文字列を複写・移動

できる。 

OS/IE 
IE8 IE9 

IE10 IE11 
32 ビット 64 ビット 32 ビット 64 ビット 

Windows VISTA ○ × ○ ×  
 

Windows 7 
32 ビット ○ × ○ × ○ ○ 

64 ビット ○ × ○ × ○ ○ 

Windows 8 
32 ビット × × × × ○ ○ 

64 ビット × × × × ○  

Windows 8.1          ○ 

Windows 10      ○ 
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《 MEMO 》 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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ご質問、お問い合わせは下記までお気軽にどうぞ 

八洲学園大学 入学支援相談センター 

〒220-0021 神奈川県横浜市西区桜木町 7丁目 42番地  

電話 ： 045-410-0515（平日 9:00～21:30、土日祝 9:00～17:00） 

      ※時期により受付時間を変更する場合があります。 

メール ： u-info@yashima.ac.jp 


