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■八洲学園大学 開放授業募集要項（平成 24 年秋学期）

●概要

１、趣旨

・本学の正規科目の一部を開放し、社会に提供することで生涯学習社会の構築に貢献いた

します。

・受講者は来校して受講できるほか、インターネットを通じてライブ配信を受講できます。

・受講者には正規の科目の授業に参加していただきます。

・単位の認定および修了証の交付はありません。

２、受講資格

・高校卒業者、およびこれと同等以上の学力があると認められる者が望ましい。

・開放授業対象科目一覧の受講条件、授業の概要を確認してください。

３、受講対象科目

・別に定める科目。学期ごとに定める。

４、受講費用

・登録料 20,000 円、受講料１科目につき 15,000 円

・受講者が授業で使用するテキスト代、その他授業に係る費用は受講料に含みません。

５、受講の特徴

・横浜校舎に来校して授業を受講できる。

・インターネットを通じてライブ配信を受講できる。

・インターネットを通じてライブ配信の録画を視聴できる。

６、募集定員

・各科目 若干名。

７、募集期間

・平成 24 年 9 月 3 日（月）～9 月 14 日（金）

８、授業期間

・平成 24 年 10 月 9 日（火）～平成 25 年 2 月 25 日（月）

９、授業時間
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・本学の授業時間は次の通り。

１時限  ９：００～１０：３０  ２時限 １０：４０～１２：１０

３時限 １３：００～１４：３０  ４時限 １４：４０～１６：１０

５時限 １６：２０～１７：５０  ６時限 １８：３０～２０：００

７時限 ２０：１０～２１：４０

１０、申し込み方法・申し込み先

・受講希望申込書、誓約書、本人確認書類（コピー可）を提出すること。（持参または郵送）

・申し込み先について

八洲学園大学学生支援センター（開放授業受講申し込み窓口）

  ▽郵送提出先

  〒220-0021 神奈川県横浜市西区桜木町 7-42
八洲学園大学学生支援センター「開放授業」受付係

※封筒表面に朱書きで「八洲学園大学 開放授業申込書類在中」と記載ください

●受講までの流れ

１、募集要項の入手

・八洲学園大学ホームページから募集要項のファイルを入手してください。

２、受講希望科目の選択

・開放授業対象科目の日程・シラバスを確認してください。

・本学ホームページで「ミニ授業」（授業紹介録画）を視聴してください。

・科目によっては、宿題等が課される場合もあります。シラバスをよくお読みください。

３、受講希望の申し込み

・受講希望申込書、誓約書、本人確認書類（コピー可）を郵送または持参してください。

・受講希望申込書と誓約書は募集要項にありますので、プリントアウトしてお使いくださ

い。

・本人確認書類は、自動車運転免許証、健康保険証、住民票のいずれか１つのコピーを提

出してください。

・来校／ライブ配信／来校・ライブ配信併用 の受講を選択してください。

４、受講科目の登録

・本学が受講希望者と希望科目を確認後、eLy（エリー：本学 e ラーニングシステム）上の

受講希望科目の教室に仮登録します。
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５、eLy 登録の確認

・受講科目の教室を確認してください。

・ライブ配信の受講方法、ライブ配信の録画の視聴方法を確認してください。

・eLy の受講科目の教室で配布される教材のファイルがあれば、それを確認してください。

６、登録料・受講料の納付

・登録料 20,000 円、受講料１科目につき 15,000 円を指定方法により納入してください。

・受講者が授業で使用するテキスト代、その他授業に係る費用は受講料に含みません。

７、受講科目の開講決定

・受講科目の開講は、正規の学生の受講を前提としております。10 月に受講科目の開講が

決まり、受講科目の教室への登録が完了します。

・本学側の都合により 10 月以降に科目の休講が決まった場合は、速やかにご連絡して手続

きのご案内をいたします。

８、受講開始

・ライブ配信を受講するか、来校して受講するか選択してください。

・ライブ配信を受講する場合は、ご自宅にインターネットの環境があり、パソコンで受講

できる場合に限ります。

・来校して受講する場合は、受講申し込みの際に申し出てください。初回来校時に受講者

証を交付します。

・ライブ配信受講と来校受講は併用することが可能です。

９、受講終了

・授業期間は平成 25 年 2 月 25 日（月）までですが、３月末まで eLy の受講科目の教室で

ライブ配信の録画を視聴できます。

      

●受講に際して

１、受講科目の休講お知らせ

・eLy の受講科目の教室でご確認ください。

２、受講者の呼び出し等

・来校時の受講者への連絡や呼び出し等には応じかねますので、予めご了承ください。来

校時、授業中は携帯電話等の電源をオフにしてください。
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３、受講者の義務

・受講者は本学の行なう教育および研究に支障をきたさないよう努めていただきます。各

科目担当教員や本学職員の指示に従ってください。

４、受講の停止

・受講者が本学の諸規定に違反した場合、または学内の秩序を乱した場合、その他受講者

としてふさわしくない言動があった場合は、受講を停止することもあります。なお、受講

停止の場合であっても、納入済みの受講料は返還いたしません。

５、通学方法

・駐車スペースはございませんので、本学へ通学の際は公共交通機関のご利用をお願いい

たします。

６、その他

・お申し込み前に※１<本学での学習に関する注意事項>、※２<パソコン環境に関する確認事

項>をご確認ください。

・ご不明な点は学生支援センターにお問い合わせください。

●その他

１、単位の認定

・開放授業の受講生は単位の認定を行ないません。最終試験の受験もできませんのでご了

承ください。

・単位の認定を希望される方は、「科目等履修生」の制度がありますので、学生支援センタ

ーの受講者窓口にお問い合わせください。

２、修了証等

・修了証は発行いたしません。

      

３、問い合わせ先

・八洲学園大学学生支援センター（開放授業受講申し込み窓口）

電話：045-410-0515（平日 9:00～19:00 / 土日祝 9:00～17:00）
e-mail: u-info@yashima.ac.jp
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※１<本学での学習に関する注意事項>

１ 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ので、本学 e ラーニングシ

ステム 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/

２ 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。

３ インターネットを通じて授業を実施する関係上、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。

４ 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。

５ 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。

※２<パソコン環境に関する確認事項>

１ 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）パソコン条件

下記推奨条件を満たす Windows パソコンをご利用願います。

推奨条件

プロセッサ(CPU) PentiumIII 750MHz 相当以上

メモリ容量 256MB 以上

空きディスク容量 100MB 以上

ディスプレイ（表示機能）
解像度:1024×768 以上

表示色:6 万色以上

サウンドカード Windows で動作すること

OS(*1)

Windows XP Professional/Home Edition

Windows Vista(*2)

Windows 7(*2)
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必要なソフトウェア

Microsoft Internet Explorer5.5 以上 (*3) (*4) 

Windows Media Player 9 以上

Adobe SVG Viewer 3.0 以上 (*5)

Adobe Reader 5.0 以上 (*6)

*1： OS は、“日本語版”をご利用願います。日本語版以外の Windows をご利用の場合、本
学システムの利用に支障をきたすことがございます。
※MacOS、Wnidows95、Windows98、WindowsMe、Windows2000、Windows2000Server は
サポートしておりません。

*2： Windows Vista、Windows７をご利用の場合には、セキュリティー設定を別途行っていただ
く必要があります。

*3： 最新の Service Pack を適用してください。

*4： Microsoft Internet Explorer 7 以上をご利用の場合には、セキュリティー設定を別途行っ
ていただく必要があります。

*5：Adobe 社のサイトより無償ダウンロードすることができます。
※オンデマンド授業/ライブ授業を受講しない場合は不要です。

*6：Adobe 社のサイトより無償ダウンロードすることができます。
※各種規定や教材などの PDF ファイルを見る場合に必要となります。

（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

２ 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。
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平成２４年 月 日

平成２４年度秋学期 八洲学園大学 開放授業受講申請書

（ふりがな）

  氏  名                    印 （男 ・ 女）

       〒

  住  所                                  

  生年月日    大正 ・ 昭和 ・ 平成   年   月   日  （   才）

       

  電話番号 （        ）     －                   

       

  メールアドレス          ＠                  

       

  ※氏名・住所確認書類 運転免許証 ・ 保険証 ・ 住民票 ・ その他（    ）                 

  受講科目 科目名                担当教員名          

受講科目 科目名                担当教員名           

受講科目 科目名                担当教員名          

受講科目 科目名                担当教員名          

受講科目 科目名                担当教員名          

【アンケート】差し支えなければお答えください

・あなたの職業

   会社員 ・ 公務員 ・ 学生 ・ アルバイト ・ その他（      ）

・八洲学園大学開放授業を知ったきっかけ

   ホームページ ・ twitter ・ facebook ・本学学生からの紹介 ・ その他（       ）

・興味のある分野（自由にお書きください）

   （                                    ）
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誓約書

八洲学園大学長殿

私は八洲学園大学の開放授業を受講するにあたり、下記のことを遵守することを誓います。

平成２４年 月 日

                      氏 名             印

                                          

住 所                                  

記

１．受講にあたり八洲学園大学が行う教育及び研究に支障が及ぶことがないよう努めると

ともに、授業担当教員の指示に従います。

２．前項の義務に違反し、八洲学園大学の秩序を乱し、又は受講生としてふさわしくない

言動があった場合、受講を停止されても甘受いたします。

３．八洲学園大学の施設、設備等を故意又は不注意により破損したときは、その損害を賠

償いたします。

以上


