


く出願資格＞
本学 通信教育部における開講講座を受講する意思のある方 （学歴等の要件は不要です）
ただし、正科生Aに 入学する際には、大学 入学資格（高等学校卒業等）が必要となります。

く入学時期・出願書類受付期間＞

| 入 学 時 期
,.--

春期入学 ( 4 月生）

秋期入学( 10月生）

第1期
第2期◆ 1

第1期
第2期◆2

出願書類受付期問
平成 29年12月20日（水）～平成30年4月2日（月）（本学書類必着）
平成30年4月 3日（火）～平成30年 5月8日（火）（本学書類必着）
平成30年 8月 1日（水）～平成30年10月1日（月）（本学書類必着）
平成30年10月 2日（火）～平成30年ll月5日（月）（本学書類必羞）

◆1 第2期で出願された方は5月の科目試験を受験できません。
◆2 第2期で出願された方は11月の科目試験を受験できません。
※受付期間内締切日必着で送付してください。

く受講期間＞
春期(4月生） 平成30年4月～平成31年3 月
秋期( l0月生） 平成30年10月～平成31年 9 月

く入学選考＞
入学審査はありません。書類 の確認のみ行います。

く出願書類＞
巻末の 科目カプセル生志願票、銀行振込証明書( ATM利用の 場合 は利用証明書（写し可） ）
顔写真2枚（縦3.0cm x 2.5cmカラ ー ）
※身体に障がいがあり 、科目試験を受験する際に何らかの対応が必要な方は、 「身体状況等申告所」の提出が

必要な場合があります。出願前に必ず本学 通信教育部にお問い合わせください 。

く受講料＞

区 分 納入時期 金 額 備 考
2科目講座 出願時 12,000円 教科書代を含む
3科目講座 出願時 18,000円 I 教科書代を含む

4科目講座 出願時 24,000円 教科書代を含む

匿—度納入した受講料 は 、理由を問わず返還できませんのでこ注意ください。

く出願から学習開始まで＞

受講料の振込・出願書類の提出

� 

出願受理通知送付

� 

ユ ーザー ID・パスワ ー ド・
教材を送付

� 

［ 学習開始
、

受講科目を選び、受講料を振込みます。
出願書類を本学通信教育部に送付します。
※聴講料受講料振込金（兼手数料）受取書は本人用なので 、

各自保管してください。

本学から出願書類の受理通知が送付されます。

本学から手続書類が送付されます
・インタ ー ネットメディア授業受講用のユ ー ザ― IDとパスワ ー ドが

発行され、教材が送付されます。

教材が届き次第、 学習開始（受講期間の終了まで学習可能）



＜授業形態＞

◆印刷授業

自宅等で教科書や学習用プリント集 (CD-ROM) などを利用し学習します。レポ ー ト提出と科目試験の受験

が必要となります。

◆インタ ーネッ トメデイア授業

パソコンやタブレットからインター ネットを利用して、 本学サ ーバ上にある講義コンテンツにアクセス

することで学習するものです。 時間や場所の制約を受けず、 また豊富なコンテンツにより自分のペー スで
効率よく学習を進めることができます。 インター ネットメデイア授業の受講に必要なパソコンの動作環境

については、 33ペー ジの動作環境をこ覧ください。

また、http://mugendai.do—johodai.ac.jp/から 「無料体験」を クリックすると、インター ネットメデイ

ア授業の体験やお使いのパソコンの動作環境をチェックすることができます。

※出願前に必ず動作確認を行ってください。

く単位修得までのフロ ー＞

学 習 開 始

� 

レポー ト提出（印刷授業の場合のみ）

科目試験受験

� 

教材が届き次第、学習を開始します。インタ ーネットメデイア
授業科目は、各科目試験指定期日までに規定の単元以上の学
習が必要です。

印刷授業は、科目試験当日までにレポートを作成して、科目試
験会場で提出します。インタ ーネットメデイア授業は、レポー

トの提出がありません（科目により課題の提出が必要）。
印刷授業科目は、科目試験会場で受験します。インタ ーネット
メティア授業科目は、科目試験会場受験とインタ ー ネット試
験があります。
※科目試験は5月·7月・11月・1月の年4回実施。

科目試験結果は試験ことにインターネット上で公開されます
（印刷授業科目はレポートと科目試験の両方の合格で単位修
得）。

※各講座の全科目に合格すると修了証が発行されます。
※修得した単位の成績証明書や単位修得証明書は発行されませんので

こ注意ください。

く科目試験会場一覧（平成30年度予定）＞

本学会場（江別）、 札幌会場、 旭川会場、 秋田会場、 仙台会場、 東京会場、 横浜会場、 静岡会場、
新潟会場、 名古屋会場、 大阪会場、 広島会場、 北九州会場、 福岡会場、 大分会場、 鹿児島会場、
那覇会場、 沖縄会場

く正科生Aへの入学について＞

修得した単位は正科生Al年次、 2年次編入学、 3年次編入学に入学後、 卒業単位として一括単位
認定されます（教職単位としては認定されません）。
ただし、 科目試験合格後、 有効期限内（学期末から2年以内）であることが必要です。



科目カプセル生講座一覧

科目カプセル生は下記の講座を1つ選択します。 印刷授業且ユ
インタ ー ネット
メデイア授業 ら;

講座名／講座概要 受講料

パソコンスキル修得講座
-wordやExcelを上達させよう～

12,000円
マウスの使い方からWordの文字入力、Excelの表
計算までレクチャ ー するため、パソコンを使い慣れ
ていない人でも学びやすいです。また、パソコンの
仕組みや今後の可能性についても学べます。

売れるモノ・サー ピス秘訣 I 
マスタ講座
～会社で役立つ心理学＆経営学を学ぼう～ 18,000円

仕事のモチベ ー ション、上司や後輩とのコミュニ
ケー ション向上の秘訣から、消費行動、マーケティ
ングなどの専門知識が学べます。

国際化対応スキル修得講座
～英語力と国際感覚を磨こう～

【英語編初級コ ー ス】 24,000円

英語を基礎から学びたい人向けのコースです。ビジ
ネス基礎や流通を支える関連活動の知識など、グ
ロ ーパル社会の”今"を知ることができます。

国際化対応スキル修得講座 II 

～英語力と国際感覚を磨こう～ II 

【英語編中級コ ー ス】 24,000円

英語の基礎を身につけている人向けのコースです。
ピジネス基礎や流通を支える関連活動の知識など、
グロ ーバル社会の＂ 今”を知ることができます。

国際化対応スキル修得講座
～中国語と国際感覚を磨こう～

【中国語編】 18,000円

難しいと言われている発音を分かりやすく教えてく
れる中国語と、ビジネス基礎や流通を支える関連
活動の知識など、グロ ーバル社会の＂ 今”を知ること
ができます。

＊インターネット試験科目（インターネットによる試験方法）

科 目 名 輝輝単位／学習の目安

1. 情報リテラシ—*
g ～ワ ー ド・エクセル脱初心者～

2. コンピュー タア ー キテクチャ
g～未来のコンピュ ー タを考えよう～

l. 産業心理学
(JJ ～祖織·産業社会における人間行動の科学～

2. コミュニケ ーション概論
g ～憲思疎通のメカニズム～

3. マーケティング論
g ～自社の顧客であり駐けてもらうための方法～

1. ブランドマネジメント 且］～私たちがブランドに慧力を感じるのは何故か～

2. 流通概論 且～流通や販売の仕組みがよくわかる～

3. 英語 I (初級英語読解） 且～日常会話に役立つ表現をマスターしよう～

4. 英語 II (初級英会話）* g ～中高で習った英語を英会話で使いましょう！～

l. ブランドマネジメント [lJ ～私たちがブランドに魅力を感じるのは何故か～

2. 流通概論 口～流通や販売の仕組みがよくわかる～

3. 英語Ill (中級英語読解） 且］～知られざるアメリカの今～

4. 英語IV (中級英会話）＊ ［云］
～英語でよく出る言菓の色々な使い方を覧えましょう！～

1. ブランドマネジメント
OJ ～私たちがブランドに魅力を感じるのは何故か～

2. 流通概論 口～流通や販売の仕組みがよくわかる～

3. 初級中国語＊ g ～中国語ビギナーのための入門ガイダンス～

合計4単位
1日30分学習で約3ヶ月※

合計6単位
1日30分学習で約5ヶ月※

合計8単位
1日30分学習で約6ヶ月※

合計8単位
1日30分学習で約6ヶ月※

合計6単位
1日30分学習で約5ヶ月※

※学習の目安：人により異なります（練習問題、レポート、課題の作成時間は含みません）
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