


「図書館サービスを支える『情報資源組織演習』全
体を、具体例を交えて、受講生の皆さんに理解して
もらえるよう説明します」

教授 高鷲 忠美
「この科目はスクーリング授業で、講義中のさまざ
まな場面でディスカッションを行います。自分の考
えを文章にまとめたり、パソコンの文字入力が苦手
だという方も、やっていくうちに次第に慣れてきま
す。メンバー全員で生涯学習・生涯学習支援に関
する理解を深めていきましょう」

専任講師 田井 優子

「熱心な先生と仲間がいるからこそ、
半年間で司書資格が取得できたと思います」
2011年度卒業
行徳 正雄 さん

　入学した理由は転職でした。新
しい仕事は図書館関係の仕事。当
然、司書資格があったほうがいい
わけです。
　しかし、すでに就 職をしてい
たために、勉強をする時間があ
りません。そんな私に、上司が
紹介してくれたのが八 洲学園 大
学です。曰く「ここなら、通学が
不 要なので、仕事をしながらで
も学ぶことが 可能 。がんばれば
半年で司書資格が取得できる」と
のことでした。“ 学ぶ ”という行為
から数十年も離れていた私ですが、
そういった経緯もあり、「大丈夫だ
ろう」と割と軽い気持ちで入学しま
した（笑）。
　実際 、入学してみて助かったの
は時間です。インターネットを介し
てのeラーニングなら自宅で無理な
く受講できるし、レポートのやり取
りに関しても、八洲学園大学の先
生方はとても熱心に添削してくだ

さるので距離感を感じることがあ
りませんでした。とにかく自分の好
きな時間に勉強できることで、仕
事と大学を両立できたことが大き
かったと思います。お陰様で、当初
の目標通り、半年間で無事 、司書
資格を取得することができました。
　私は勉強するには恵まれたワー
クスタイルだったと言えますが、そ
れでも仕事をしながら資格を取る
というのは、とてもハードルの高い
ことです。専門書をしっかり読み
込まなくてはいけませんし、レポー
トをまとめるのも大変です。ただ、
八洲学園大学には志を同じくする
仲間がいます。授業中の先生との
やり取りがチャット形式なので、皆
が熱心なのが伝わってきます。社
会人や主婦という立場がありつつ、
目的意識を持って学んでいる方が
多いですからね 。それに触発され
て、がんばれるのも魅力だと思う
んです。

新カリキュラムで「資料組織演習」に替わって導入された科目で
す。従来の印刷資源だけで無くネットワーク資源をも含む情報
資源全体の組織化を扱う科目です。

本科目では 、生涯学習の捉え方を理解するとともに、その推
進、振興、援助、支援の基本的な考え方を身に付けることを目
指します。さらに、生涯学習支援の新たな動向と課題にも触れ、
それによって我が国の生涯学習支援の現状を把握できるよう
にします。
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情報資源組織演習1、2 生涯学習論1

Voice

02



社会教育主事（国家資格）※
資格取得

社会教育法によって規定されている資
格で、住民の学習ニーズの把握、社会

教育行政計画・事業の立案と運営、社会教
育関係者に対する指導・助言、学校の求めに
応じた助言等を行います。資格取得には、短
期大学卒業以上または大学に2年以上在学し
62単位以上の学歴要件が必要となります。

学校図書館司書教諭（国家資格）※
資格取得

学校経営に学校図書館を位置づけて
展開する際、中核となって働くための

国家資格です。司書教諭の資格取得のため
には、教諭（小、中、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校）の免許状を有していることが
条件となります。

簿記
資格取得支援

日本商工会議所等が実施する信用と
実績のある資格です。日商簿記の基

準では、1級は税理士や公認会計士等の国家
試験の登竜門、2級は企業の経営状況の把
握ができ、経営管理に役立つとされています。
企業においては、経理課、総務課等、会計・
財務の基礎知識を必要とするセクションで働
いている方に人気があります。

図書館司書（国家資格）※
資格取得

公共図書館、大学図書館などで働い
ている方、あるいは、これから働きたい

と考えていらっしゃる方を対象とする国家資格
です。また、すでに学校図書館で学校司書と
して働いていらっしゃる方にとっても、実務の
基礎として役立ちます。資格取得には、短期
大学または4年制大学卒業の学歴要件が必要
となります。

税理士（国家資格）
資格取得支援

ビジネス系の専門資格として、不動の
地位と人気を誇る資格です。税務代

理、税務書類の作成、税務相談のほか、企業
経営改善のアドバイザーとしても活躍が可能
です。本学では、3税法の科目を開設し、現
役若手税理士が資格取得を支援しています。

ビジネス・キャリア検定
資格取得支援

中央職業能力開発協会が実施・運営
する公的資格です。近年、企業の多く

が社員の実務能力の客観的な評価のために
導入しているほか、ビジネス分野への就・転
職やハイレベルなキャリア形成を目指す方に
も最適です。

博物館学芸員（国家資格）※
資格取得

博物館・美術館・資料館等で資料の
収集・保管、調査研究、展示や教育

普及等の専門的な職務を担当する職員にな
るための国家資格です。資格取得には 、4
年制大学卒業以上の学歴要件が必要となり
ます。

社会保険労務士（国家資格）
資格取得支援

年金、保険、人事・労務管理の専門資
格です。とくに近年では、女性の社会

保険労務士が不足していると言われており、
男女ともに注目を集めています。本学では、
現役若手社会保険労務士が資格取得を支援
しています。

キャリア・デベロップメント・アドバイザー
資格取得支援

日本キャリア開発協会が認定する公
的資格です。取得者は 、大学・専門

学校等の進路相談、ハローワーク等の職業
安定機関のカウンセラー、企業の研修・人事・
労務等の各種プランニングを担う専門家とし
て活躍が可能です。

仕事に活かせる

豊富な資格メニュー

仕事移動診断士科目修得認証
転職・再就職やボランティア等の地域社会活動で別の活動に移りたい
方に対して、専門的知識・技法で診断する方法を学びます。

生涯学習科目修得認証
社会教育主事（任用）資格の取得も視野に入れながら、生涯学習支援
を行う場合に必要な知識の修得を目指します。

科目修得認証 本学での履修成果を示す、八洲学園大学独自の認証となります。

6つの国家資格をはじめとして、本学ではその履修科目によって、様々な資格取得が可能です。
また、独自に科目修得認証も設けています。

※教育訓練給付制度の対象資格となります。この制度では、本人が教育施設に支払った教育訓練経費の20%相当額（上限10万円）が支給されます。ただし、科目等履修生
として本学に在籍し、かつ1年間で修得することが条件となります。

TAX SR

生涯学習学部
我が国の資源は人間力といわれるように、人的資源が重要です。それを支えるのは生涯学習支援者であり、これか
らは、社会のさまざまなところで生涯学習支援者が従来にも増して重要な役割を果たすようになると予想されます。
八洲学園大学は、人間力を支える生涯学習支援者を育てます。
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Voice

「自分のペースで勉強できるeラーニング。
学びたいという欲求に答えてくれるシステムです」
2008年度入学
松本 ふみ さん

　私は高校を出てからすぐに福祉
系の事務職に就職しました。その
時には 、学びたいという気持ちは
なかったのですが、系列会社に転
職することになり、仕事内容が変
わったことで「もっと社会について、
広く知りたいな」と考えたのが大学
入学を考えたきっかけです。
　どこの大学に入学するか、通学
制の大学も視野に入れて考えまし
たが、通える範囲に適切な大学が
なかったこと、卒業が目標ではなく、
あくまでじっくりと自分のペースで
学びたいと思ったことなどから八洲
学園大学に入学を決めました。
　とくに後者の「自分のペースで
……」というところは、eラーニング
を行っている大学ならではだと思
います。通う必要がない分、勉強
以外の時間を大学にかける必要が
ありませんし、勉強する時間帯もラ
イフスタイルに合わせて学ぶこと
ができます。もちろん、「4年間で卒

業したい！」「1年間で資格を取る！」
といった人は、少し無理をしてでも
時間を取る必要があると思います
が、私の目的は純粋に「知識を増
やしたい」というもの。本当にでき
る範囲で、ゆっくりと履修していま
す（笑）。
　パソコンで授業を受けることに
抵抗を感じる人もいるかもしれま
せんが、実際には先生方も皆とて
も親切に教えてくれますし、チャッ
ト形式だからこそ質問などもしや
すいです。通学制の大学に通って
いないので、単純に比較はできま
せんが、とても優秀なシステムだと
思います。
　八洲学園大学の HP上で学長が

「大学の原点に戻りたい」という主
旨の発言をなさっていますが、まさ
にその通り。学びたいという欲求
にしっかりと答えてくれるのが、八
洲学園大学であり、eラーニングだ
と感じています。

近年 、弾性・復元力・回復力等の意味をもつ「レジリエンス
(resilience)」概念を取り入れる研究分野は多岐にわたり、物
理、生態系、社会、個人等の把握にその概念が適用されていま
す。本科目では、現在の徳育上の課題を探りつつ、人間理解に
おけるレジリエンス関連概念を取り上げ、吟味します。

ストレスフルな社会状況を背景に昨今「いやし」はキーワードに
なっています。しかし、人間と「いやし」の問題は現代社会だけ
の問題ではなく、古来より人間にとって中心問題で有り続けてき
ていることがわかります。授業では様々な資料をもとに「いや
し」の普遍的問題を受講者とともに探求していきます。

「授業は、徳育関連分野における近年のレジリエンス
論の意義と問題点の考察と、西洋の哲学・宗教思想
における「精神的な強さ」関連論点の紹介・吟味か
ら構成されます。やや特殊な内容ですが、苦難にあっ
ても毅然として生き抜く人間のあり方について考え
ようとする人すべてを受講者として想定しています」

「講義はheal、『癒す』の語源の考察から始め、精神
医学者の啓発書、また文学作品から聖書まで、人間
と『いやし』に関連する様々な著作を読みながらディ
スカッションなどを通して人間と『いやし』の問題を
考察していきます。授業での考察は自身にとっての

『いやし』とは何かを省察する契機となるでしょう」

2

レジリエンス論（哲学･宗教） 現代社会といやし

教授 石井 雅之 准教授 平良 直
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スクーリング履修
「スクーリング履修」はインターネットを通じて授業がライブ配
信されるため、一度も通学せずに単位修得が可能です。チャッ
ト形式によるディスカッションや質問もできます。授業に 8割
以上出席し、さらに科目修得試験に合格すると単位が修得で
きます。

テキスト履修
「テキスト履修」は教科書を元にした自学自習が主となります。
本学の科目の大半は1科目当たり2単位で、1回1600字程度の
課題レポートの提出が 2回あります。それぞれの締切日までに
提出し添削指導を受け、課題に合格し、さらに科目修得試験に
合格すると単位が修得できます。

eラーニングだから学びやすい！

双方向のライブ授業と自主学習

出願手続きもネットから行います！　※出願に伴う選考料はかかりません。

本学は、日本で初めてインターネットを利用して学位が取得できる大学として開学しました。
eLy（エリー）と呼ばれるサイトを使用し、忙しい社会人のための先進的なeラーニングを実施しています。

教科書購入

受講設定

教科書を購入し、スクーリン
グで使用するパソコンの受講
設定を行います。

スクーリング
受講

通学でも、自宅などでも受講可
能です。チャット形式によるディ
スカッションもできます。再配信
授業の対象科目もあります。※

最終試験

試験方式とレポート方式があ
り、科目により決まっていま
す。どちらの場合でも来校は
不要です。

教科書購入

教科書をもとに自主学習を行
います。インターネット上の教
室では「質問」「掲示板 」「進
捗報告」を確認・利用できます。

課題提出
課題レポートの提出時期は 、
決められており、1単位あたり
1回の課 題 提出があります。

科目修得試験

試験方式とレポート方式があ
り、科目により決まっていま
す。どちらの場合でも来校は
不要です。

ここに学 生の
発言がチャット
形式で表示さ
れます。

出席している学
生の一覧です。

教員からの目標
スケジュールが
表示されます。

自分の進捗状
況の確認がで
きます。
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eLy（エリー）…「e-Learning system of Yashima」の略で、eLy（エリー）と呼ばれるサイトが本学のインターネット上のキャンパスと
なります。eLy（エリー）を利用して、受講をはじめ、課題レポートの提出、図書館の本の貸し出し及び学費の入金などを行っていただきます。

本学の出願手続きは、
インターネット上で行
います。

書類選考後、合否連絡
①インターネットで提出
願書・作文・自己活動歴の提
出 ※途中保存が可能です。

②書類を郵送
証明書類・写真の郵送 出願完了

※再配信授業の対象科目… 録画された授業を当日の 23時59分までに視聴し、感想レポートを提出することで出席とみなすことができる科目です。対象ではない科目もあるので、ご注意ください。



Voice

「充実したサポート体制。
働きながら学ぶ者にとって、とても有効です」
2007年度入学
大畑 治武 さん

　医薬品関係の会社で、MR（医
薬情報担当者）として働いていま
す。仕事柄、社内では様々な研修
があるのですが、業界に特化した
マーケティングは学べても、広い
意味での体系立ったマーケティン
グを学ぶ機会がなく、いい大学は
ないかと探している時に八洲学園
大学を知りました。
　はじめに惹かれたのはコスト面
です。他の大学や講座では、マー
ケティングを学ぼうとするとかな
りの金額がかかってしまいますが、
単位毎に授業料が決まるシステム
なので、無駄なく学ぶことできる。
そんな敷居の低さに魅力を感じま
した。
　そして、いざ入学してみると、敷
居が低いのは 、コストだけではあ
りませんでした（笑）。大学という
と、どうしても事務的なイメージ
が一般的にあると思いますが、八
洲学 園 大 学はまったく違いまし

た 。サポート体制がしっかりとし
ており、なんでも相談に乗ってく
れるんです。
　例えば 、私のような働きながら
学ぶ者にとっては、履修登録や休
学の手続きなど、事務手続きはか
なり面倒です。あくまでも仕事が
第一なので、どうしても後回しに
なってしまいますが、電話などで
本当に親身になって対応してくれ
ます。私自身、仕事の関係で 1年
間に履修できる単位が少ない年
もありますし、休学をしたこともあ
るので、とても助かった印象があ
ります。
　一方で、学べることは非常にレ
ベルが高い 。当初想像していたよ
りも、かなり広く深く、マーケティ
ングを学ぶことができて、仕事で
も大いに役立っています。
　とっつきやすく、なおかつ専門
性も高い。それこそが八洲学園大
学の特長ではないでしょうか。

激動の時代を生き抜くには生涯にわたる学習が不可欠といわれ
ていますが、それには学習の仕方を身につける必要があります。
この科目では学習の仕方の構造を理解し、自分の学習活動を
再確認しながら学習の仕方を体得することができるようになっ
ています。

人は苦しいことにみまわれたり、することがうまく行かなかっ
たり、人間関係がこわれたりすると挫折感を味わい 、抜け出
せなくなります。そのとき、必要となる、人生を生きる考え方
を、自らの人生を切り拓いた人のエッセーや体験談などから
学びます。

「学生さんの中には、若い頃は大の勉強嫌いだったと
いう人がいます。その多くは優秀な学生さんで「本当
なのかしら？」と思うほどです。人には学習に適した時
期があり、実はその時期は人さまざまなのです。学習
したいと思ったとき、学習して楽しいと思ったとき、そ
れがその人にとって最も学習に適したときなのです」

人生は初めてのことで、試行錯誤の連続です。だ
からこそ、悩みも深くなるのですが、この科目は自
分の人生を考える機会となります。自分の生き方
を、今までより大きな視野から見ることができるよ
うになりますね。

3

生涯学習の方法 生きる力のもとの探求

教授 浅井 経子 教授 渡邉 達生
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Voice

「子育てを相談できる仲間の存在が、
勉強をしていく上で、大きかったですね」
2011年度卒業
江戸 千恵 さん

　 「学びたい」と思ったきっかけ
は、息子の幼稚園で絵本の読み聞
かせを行っていたことでした。ただ
読むだけでなく、本や図書館につ
いてもっと知りたい、そのために司
書資格を取りたいと思ったんです。
　数ある大学のなかで八洲学園大
学を選んだのは 、司書資格が取れ
るなど授業内容はもちろんですが、
なによりも通学の必要がないから
です。よく仕事と学業の両立と言
いますが、入学時、私は主婦であり、
母であり、パートタイマーの仕事も
しているという状況でした。両立ど
ころか、ここに大学が加わることで、
やらなくてはならないことが 4つに
なってしまいます。
　でも、八洲学園大学なら授業
も試験も自宅でできます。しかも
同じ境遇の仲間がたくさんいる。
SNS を通じて交流することで励み
にもなるし、相談もできるのがうれ

しかったですね 。個人的にも、子
育てをしながら学ぶ仲間が何人か
できました。「大学に通って、勉強
なんて無理かな……」と思っていた
自分にぴったりな大学だったわけ
です。
　とはいえ、決してパソコンに詳し
いわけではなかったのでeラーニン
グには不安もありました。でも、実
際に受講してみると、とても簡単 。
スクーリング履修でも、テキスト履
修でも、先生方が丁寧に、細かい
ところまでアドバイスをしてくれる
ので、すぐに慣れましたし、学べば
学ぶほど楽しくなってきました。
　当初は司書資格を取得するまで、
と思っていたのですが、結局卒業
後に、「本当の生涯学習ってここか
らなのでは？」と思い 、再入学をし
ました。まだまだ、八洲学園大学
には、受けたい授業がたくさんあり
ますからね（笑）。

この科目は博物館学の入門編です。主に博物館学の目的と方
法、博物館の主要な活動と定義・分類、博物館の歴史と現状、
学芸員の位置づけとその職務などについて学びます。テキスト
履修の科目ですが、博物館を見学して考察する課題にも取り組
むことで、学習内容の理解が深まります。

現代社会は知識基盤社会ともいわれるように、生涯にわたって
学習し、その成果を活用していくことが求められています。また、
いつどこで学んだのであれ、その成果が適切に評価されるよう
な社会への移行が促進されつつあります。この科目では、その
ような生涯学習に関わる社会の変化について論じます。

「平成20年の博物館法の改正に伴い、平成21年に
博物館法施行規則も改正され、平成24年4月から
学芸員養成科目が変わりました。今後の博物館学
と学芸員養成の充実を図るものです。本学も概論
などの科目を再編致しました。資格の取得をめざ
す皆さんの挑戦をお待ちしています」

「この授業では資格や学習歴について取り上げていま
すが、受講者の誰もが社会人であるため、ご自分の
仕事や活動の現状と結びつけて、実際的・現実的な
意見が飛び交います。学習したことをすぐに生かした
い、キャリアアップに資格や学習歴を活用していきた
い、という受講生の意識の高さを常に感じています」

4

博物館概論 現代社会と生涯学習

教授 秋吉 正博 専任講師 篠崎 明子



渡邉 達生 
教授
逆境を生きる、笑いと文化、生
きる力のもとの探求、心豊か
に語り合える親子コミュニケー
ションなど

石井 雅之 
教授
レジリエンス論（哲学・宗教）、
現代人と哲学、西洋思想と現代
社会など。

Voice

「とにかく学生のモチベーションが高い。
教えるほうも自然と力が入ってきます」
高鷲 忠美 教授
図書・図書館史、情報資源組織論、情報資源組織演習 など

　住む地域は日本全国だけでなく海外まで、
年齢も20代～ 80代までいる。資格取得を目
指す方、学士取得を目標にしている方、ただた
だ学びたいという方……様々な背景を持つ本
学の学生ですが、唯一共通しているのが、皆が
皆、学習へのモチベーションが高いことです。
　例えば、私の授業中、90分間で約200 を
超えるやり取りが私と学生の間で行われます。
もちろん、本学のeラーニングシステムがチャッ
ト形式で質問しやすいことも影響しているで
しょうが、これだけコミュニケーションがある
授業は、なかなか日本にはないと思われます。

　それだけ意欲の高い学生を前に授業がで
きることは 、教える側にとっても喜ばしいこと
です。こちらも真剣勝負で、ついつい授業に
も力が入ります。教えていて楽しいんですね 。
実際に、教授のなかには、「八洲学園大学で教
えたいんです！」と遠方より通っておられる方
もいらっしゃるぐらいです。
　学習意欲の高い学生がおり、それに応えよ
うとする優秀な教授がいる。当然、それだけ
授業の質は上がり、学生はもっともっと学びた
くなる。そんな良いスパイラルが八洲学園大
学にはあります。

5

浅井 経子 
教授
生涯学習論1（生涯における学
習設計)、生涯学習の方法、社会
教育学研究法（演習）など

秋吉 正博 
教授
博物館概論 、博物館経営論 、
博物館実習 など

平良 直 
准教授
現代社会といやし、世界の民族
と宗教伝統、日本人の民俗と宗
教伝統など。

篠崎 明子 
専任講師
現代社会と生涯学習、生涯学習
社会と学習成果の評価、生涯学
習とキャリア形成 など

田井 優子 
専任講師
生涯学習論1(生涯における学習
設計)、生涯学習政策、学習支
援情報・学習相談 など

優秀な先生がモニターの向こうに！

各分野に特化した
個性豊かな教授陣
6つの国家資格をはじめとして、
本学ではその履修科目によって、様々な資格取得が可能です。
また、独自に科目修得認証も設けています（P.03参照）。
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　私は1999年からずっとインターネット業
界におりまして、2000年に私が代表取締
役を務める PIM 株式会社という会社をヤ
フーに売却してから 2012年の 8月までヤ
フー及びソフトバンク執行役員として仕事を
しておりました。

　そのようなインターネットの最先端で仕
事をするという非常に恵まれた環境の中で
次にくるトレンドは何かと色 と々考えていたと
ころ、インフラのコストが下がり誰もがスマー
トフォンというPCと同等のSpecを持った端
末を保有しているというこの時代には、教育
というマーケットにも大きな風が吹くのでは
ないかと思いました。
　学ぶという欲求は世界共通で誰もが持ち
続けている欲求であり、何歳になってもどこ
にいてもそのような環境が提供され 、個人
の興味に応じたカスタマイズされた教育を
受講できることが日本経済の発展及び世界
で戦える人材を創出できるのであろうと確

信しております。 
　八洲学園大学は、まさにそのような世界
を担える大学になるであろうし、そのような
環境で卒業する人材は世界を変える人材に
なっていくことと信じております。
　インターネットを通じて、年齢、性別、国
籍を超えた Open なキャンパスができ、学
生と教員、学生同士、その周辺のサポーター
など多数のコミュニケーションが生まれてい
くような環境を整備することで、新しい「何
か」が生まれる場所の１部でも担えれば幸
せです。 
　皆さん、面白い時代です！面白いことを面
白いメンバーでやっていきましょう！
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岩井 貴生 
教授
仏教教育論、人間論、
禅学研究Ⅰ、禅学研究
Ⅱなど

池内 ひろ美 
客員教授

川越 淑江 
客員教授

熊谷 宏 
客員教授

齋藤 荘之助 
客員教授

ドジ 井坂 
客員教授

中田 雅敏 
教授
学校教育と家庭教育
の原理、高校生の非
行と問題行動、敗者
の人生と文学、生老
病死と村社会、人生
の諸相と文学など

人間論
本科目では、自己確立の方法論を学びな
がら、人間としてあるべき姿を考察します。
自己確立の力を、忍耐力、問題解決力、コ
ミュニケーション力、共生力の4 つに分け
て、それぞれの内容を具体的に学習します。
厳しい時代に生きていくために必要な自己
確立とは何かという点に問題の所在を置い
て、生きる力を具体的に考えてみましょう。

教員コメント
レポートの書き方がわからなかったり、どの
ように自分の意見をまとめれば良いか悩んだ
時は、遠慮せずに相談してください。質問は
大歓迎です。

からだの不調と対処法
就労や家事を営む中で、さまざまな体の
不調やトラブルに直面するものです。そ
こで、人生のなかでありがちな体の不調
の原因とメカニズム、対処法について紹
介し、いざというとき、あるいは抱えてい
る体のトラブルに備えます。

教員コメント
計７～８回の開講で１単位のミニ講義となり
ます。教科書は使いません。事前に講義資
料を「教材」に掲載します。「お腹が弱い」「寝
付けない」「めまい」など誰にでも起こりうる
ことを取り上げます。

敗者の人生と文学
鴨長明が書いた「方丈記」を解読しなが
ら、日本人が今日まで、大災害に対し、未
曽有の国難に対してどんな対応をし、どん
な心を持って臨んだのか、また「確たる生
きる指針」はどのような考えであったのか
を、共に考えよう。

教員コメント
近年、「醤油顔」「ソース顔」。「肉食系」「草
食系」。「勝ち組」「負け組」と二項対立で世
の中の価値観をあらわす言葉として若者が
使っていますが、文学作品の多くは「敗者の
文学」です。歴史は「勝者の歴史」として描
かれますが、文学と歴史を融合させることで

「真の人間の生き方」が見えてきます。

鈴木 啓之 
准教授
からだの不調と対処
法、情報アクセシビリ
ティとバリアフリーデ
ザイン、不登校・ひき
こもり特講など

魅力あふれる客員教授陣

松本 真尚 
副学長



「資格取得で、新たな気持ちが芽生えました」
2011年度卒業 47歳 男性 会社員

もともとは仕事と関係なく、大学で学びはじめました。でも、卒業直前に
なり「資格も取得したんだから、仕事にもチャレンジしてみよう」と思い 、
資格を活かして転職をしました。こんな気持ちになれたのも、八洲学園
大学での学ぶ時間があったからです。

各種資格、履修証明、科目修得認証を活かして、これまでとは違う業界や職種への就・転職をする方もたくさんいます。
また、派遣・非常勤・アルバイト等から正規雇用へのステップアップを成功させた方もいます。

資格取得で新しい自分に
資格を活かした仕事への就・転職

「図書館に司書として就職しました」
2011年度卒業 27歳 女性 主婦

時間もお金もない自分がもう一度学びなおすことができたのは八洲学園大
学のおかげです。私は今年から市内の図書館に司書として採用が決まりま
した。たくさん触れ合い、交流しながら図書館で誠意を込めて一生懸命働
きたいと思っています。

［主な就職先］ シャープ技術情報センター、株式会社富士ソフト、農業・食品産業技術総合研究機構・動物衛生研究所（図書室）、環境分析研究所、製薬会社（図書室）、
神奈川県看護協会ナースセンター、JR東日本、財団法人画像情報教育振興協会など

「学んだことを伝えていきたい」
2011年度卒業 42歳 会社員

42歳になってから「生涯学習」という新しい分野の学習に挑戦し、無事全課
程を終えることが出来ました。大人になってからの学びは若い頃とは違う
緊張感と好奇心で取り組むことができ、大げさではありますが「生きる喜び」
さえも感じることが出来ました。そして、「人間の可能性」も実感することが
出来ました。これから、そのことを学習相談員として多くの人に伝えていくべ
きではないかと思っております。

学ぶ意味を伝える
生涯学習施設への就・転職

「進むことの大切さを実感」
2010年度卒業 57歳 主婦

先生方の丁寧なご指導や、共に頑張ってきた仲間の存在、そして何より常に
協力して励まし続けてくれた家族（主人と娘達）のお陰で、この春卒業する
事ができました。卒業後は、学習を活かして市の公民館で地域のために頑
張っていこうと思います。

［主な就職先］ 山形県生涯学習センター、横浜市学習相談員、生涯学習関係企画事務所代表など

生涯学習を標榜する本学で学ぶことで、家庭教育関連事業や自治体の学習施設などへ就・転職する人も多くいます。
「自分が学び、感じたことを活かしたい」という思いが道を切り開きます。

Voice 6
可能性が広がる

卒業後の進路
社会人学生の多い本学では、卒業後、就職に留まらず、様々な道が開けています。
ここでは、実際の卒業生の声と合わせて、その進路先を紹介します。
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「生涯学習はまだこれから」
2011年度卒業 51歳 男性 無職

学習の積み重ねが「今の自分以上のところに自分をもたらしてくれる」と本
学の教授はおっしゃいました。その通り！ 卒業はひとつの区切りですが、
終わりではありません。再入学して、学び続けたいと考えています。

本学では、卒業後に再入学をして、あらためて別のジャンルの科目やより深い内容の科目を履修する方もいます。
卒業をひとつの通過点として、貪欲に、純粋に、学ぶことを楽しむ。生涯学習を標榜する本学ならではの進路です。

学びの楽しさに気づく
再入学して、知識を深める

「まだまだ学びたいことがあります」
2011年度卒業 35歳 女性 会社員

準学士ではなくせめて学士の資格が欲しいと思い様々な学校を探しまし
た。八洲学園大学に決めたのはなんといっても、魅力的な授業がたくさ
んありますから。まだまだ履修したい授業がありますので、卒業後も再
入学してここで勉強したいと思います。

「目的は単位修得ではない」
2010年度卒業 48歳 女性  自営業

学ぶことを再確認する本当に有意義な時間でした。30年前の短大では、
単位修得のみが目的でしたが、今回は専門分野を通して、自分の仕事に
フィードバックすることが目的 。そして、それを達成することができたと
思います。

本学で学んだことをすぐに実際の仕事に活かすことも可能です。ビジネスやマーケティングに特化した、
専門的な科目を履修することで、知識やスキルを身につけて、自身のスキルアップに役立てている社会人の方も多くいます。

知識を仕事に活かす
勤務先でのスキルアップ

「社会人学生だからこそ、仕事に活きてくる」
2011年度卒業 55歳 女性 公務員

5年間学ばせていただきました 。社会人になってからの大学生活は大変
でしたが、その分、仕事に活きてくる部分が多かったと感じています。

「さらに知識を深めていきたい」
2009年度卒業 39歳 男性 会社員

職業人であるため、業務多忙の時期には、ほとんど学業が手に付かないこ
とも……。大変なこともありましたが、先生方があたたかくサポートしてく
ださったおかげで、無事卒業することができました。これからは、経済学・
生涯学習の分野をさらに極めるために、大学院への進学を目指します！

本学で学んだことで、「学びたいことが増えた」という方も。卒業後、生涯学習、図書館・情報学、教育、福祉などの
大学院へ進む方、自身の幅を広げようと異なる分野の大学へ編入学する方が増えています。

次のステージへ
他大学・大学院へ編入する

「海外からも学ぶことができました」
2011年度卒業 34歳 女性 主婦

八洲学園大学のeラーニングのおかげで、海外にいながらにして日本の大
学を卒業することができました。学んだことを無駄にしないためにも、帰
国後は母校の看護系大学院へ進学したいと考えています。

［主な進学先］ 大学院：筑波大学大学院 教育研究科、熊本大学大学院 社会文化科学研究科、九州大学大学院 統合新領域学府、佛教大学大学院 教育学研究科、武蔵
野大学大学院、香港中文大学大学院 日本語研究学科、聖徳大学大学院 児童学研究科／大学：日本福祉大学 編入学、日本福祉大学 通信教育部など



Campus

キャンパス紹介

キャンパスで学ぶことも可能

来校しての学習も可能
eラーニングが基本となる本学ですが、横浜駅にほど近い好立地なキャンパスには
充実した施設・設備があります。もちろん、これらもすべて学習スペースとして使用しています。

スクーリング履修や公開講座等で使用するほか、ライブ配信授業をキャンパス内の教室で行っ
ています。また、学生同士がディスカッションやグループワークを行うことができるスペースも備
えています。

多彩な講義が行われる：教室

開放的で落ち着いた図書館は、学習するのに最適な空間です。自主学習を想定し、机や椅子を
多く設置しているほか、インターネット接続も可能。図書の貸し出しに関しては、郵送でも行っ
ています。

開放的な学習環境：図書館

入学前の相談をはじめ、各種問い合わせに対応する窓口
となっています。ぜひ、気軽にお立ち寄りください。

入学前・後の相談はココへ：支援センター

常時学生に開放されているロビーは 、コミュニケーショ
ンの場として機能します。もちろん、こちらでも学習が可
能です。

学生同士の語らいの場：ロビー
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「学ぶ意欲が高い学生の気持ちに、応えたい」

学習に関するあらゆる相談を！

支援センターが入学から卒業までをサポート

　通信制大学ということで、職員と学生との
タッチポイントは少ないと思われるかもしれ
ません。しかし、実際は電話やメールでの
問い合わせや相談はかなり多いのが現状で
す。その理由は学生の皆さんが真剣だから。
　本学の学生は社会人の方が多く、職員よ
りも人生経験が豊富な方もいらっしゃいま

す。そんな方々が「もう一度学びたい」「もっ
と勉強したい」とチャレンジをなさっていま
す。そして、私たちもその気持ちに応えた
いと常に考えています。
　ネットでの学習が不安という方、学びた
い気持ちはあるけれど、様々な理由で悩ん
でいる方、いつでもご連絡ください。

入学前の不安や疑問点、学生生活における学習の進め方や履修方法、eラーニングシステムの利用方法等、本学
に関するすべてのお問い合わせや相談に対応するのが支援センターです。各学生ごとにスタッフが学習アドバイ
ザーとして、親身に相談にのります。
通学制の大学とは違って、お互いに顔を合わせることがないからこそ、より温かみを感じられるサポートを心がけています。

お互いの顔が見えないからこそ温かいサポートを！

通信制の大学だからこそ、学生の学習意欲向上や各種手続きに関しての
サポート体制を強化しています。入学から卒業まで、どんなことでもご相談ください。

お問い合わせ先
Tel: 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が短くなることもあります。

Mail: u- info@yashima.ac. jp

教務課 入学支援相談センター長 佐藤 明由美
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多くの人に、学びの場を

学校法人 八洲学園について
八洲学園大学を運営する学校法人八洲学園。
ここでは、60年以上の歴史を持つ、その歩みを紹介します。

About
Yashima
八洲学園大学
について

沿革

1948年 奈良県においてヤシマ裁縫学院として奈良県知事の認可により創立。
1951年 私立学校法施行により、学校法人八洲学園を設立。
 ヤシマ文化学園ならびに天理経理学校を併設する。
1952年 大阪市東区（現中央区）において大阪経理専修学校を設立。
1954年 大阪経理専修学校を玉造経理専門学校と改称。
1966年 玉造経理専門学校の発展に伴い通学の便をはかり、
 阪和線堺市鳳地区に鳳経理専門学校を設立。
1969年 大阪市天王寺区に玉造タイピスト学校を設立。
1976年 玉造経理専門学校、鳳経理専門学校、天理経理専門学校、
 ヤシマ文化学園以上4校が専修学校の認可を受ける。
1977年 鳳経理専門学校高等課程が技能連携指定校として、
 文部大臣より認可をうけ卒業生に高校卒業資格が与えられる。
1978年 鳳経理専門学校専門課程の学生は東京産業能率短期大学との
 提携により通信制を併学し、短大卒業資格を得る。
1979年 鳳経理専門学校高等課程を分離し、
 鳳経理高等専修学校の設立認可をうける。
1985年 鳳経理高等専修学校の卒業者に、
 文部大臣より大学入学資格が与えられる。
1986年 玉造経理専門学校新校舎完成。
 鳳経理専門学校とともに校名を、ヤシマ情報経理専門学校と改称。
1992年 ヤシマ情報経理専門学校鳳校を廃校し、
 八洲学園高等学校の設立認可をうける。
1994年 ヤシマ情報経理専門学校に高等課程を設置。
1995年 ヤシマ総合ビジネス専門学校（旧玉造タイピスト学校）を
 パソコンワープロカレッジ専門学校と改称。
1997年 八洲学園高等学校広域の認可を受け、東京本部（新宿区）を設置。
1998年 鳳商業高等専修学校を八洲学園高等専修学校と改称。
1998年 八洲学園高等学校梅田、渋谷、池袋会場を開設。
1999年 八洲学園高等学校上野、横浜、三ノ宮、京都、奈良会場開設。
2000年 八洲学園国際高等学校（沖縄）を設置。
2000年 八洲学園高等学校東京本部２号館完成。
2001年 パソコンワープロカレッジ専門学校内に学園本部を設置。
2002年 パソコンワープロカレッジ専門学校とヤシマ情報経理専門学校を
 統合し西日本柔道整復専門学校を設置。
2004年 八洲学園大学開学。  
2006年 八洲学園国際高等学校を八洲学園大学国際高等学校に改称。

学校法人 八洲学園

八洲学園　法人本部 〒220-0021
 神奈川県横浜市西区桜木町7-42（八洲学園大学内）

 http://www.yashima.ac.jp/

八洲学園大学 〒220-0021
 神奈川県横浜市西区桜木町7-42 　
 http://www.yashima.ac.jp/univ/

八洲学園高等学校　本校 〒593-8327
 大阪府堺市西区鳳中町７-225-3
 http://www.yashima.ac.jp/hs/

八洲学園大学国際高等学校 〒905-0207
 沖縄県国頭郡本部町備瀬1249
 http://www.yashima.ac.jp/okinawa/

やしま学園高等専修学校 〒593-8327
 大阪府堺市西区鳳中町４-132
 http://www.yashima.ac.jp/kousen/

西日本柔道整復専門学校 〒540-0004
 大阪府大阪市中央区玉造1-3-15 　
 http://www.yashima.ac.jp/jusei/
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　八洲学園大学が開学した 2004年当時は、まだイン
ターネットの回線速度も遅く、インターネットによるライ
ブ中継技術も確立されていませんでした。しかし、いまで
は、iPhoneやスマートフォンがあれば、誰もがどこからで
もインターネットによる生中継ができるようになりました。

　いつでも、誰でも、どこでも学習できる時代から、い
つでも、誰でも、どこからでも授業を発信できる時代に
入ったと言えます。これまでの八洲学園大学は、インター
ネットを活用したeラーニングにより、学びたいという人
間の本来的な欲求を満たすことに注力してきました。そ
の結果、日本国内だけでなく、世界中から性別、年齢に
関係なく、多くの方にご入学いただくようになりました。
生涯、どこでも学習できるという生涯学習の理念を実現
してきたことになります。

　これからの八洲学園大学は 、この生涯学習の理念を
大きく拡張し、各自が学んだ智を共有する新たなフェー
ズにチャレンジします。得た知識や体験は、個人の中に
閉じ込めるのではなく、多くの人と共有することで、人類
の英知として拡散されます。また、自分が得た智見は 、
他人に伝えることで、咀嚼され定着します。学び合い 、
教え合うことは、自らの学びを、楽しいものにするだけで
なく、より深いものにしてくれます。

　大学の講義を学生だけのものから社会に開放するに
とどまらず、教壇に立つ者も、教員だけでなく広く社会
に求めることで、大学をより開かれた存在にします。また、
学生同士が学び合い、さらに、教え合う空間をインター
ネットを通じて提供していきます。

八洲学園大学学長　和田公人

インターネットを通じて
大学という存在を
より開かれたものに。
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