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出願から学習開始まで
本学への出願は、郵送出願 、ネット出願 のいずれかをお選びいただけます。
なお、『ネット出願 』が可能なのは、正科生Ａと科目等履修生のみとなっております。
（特修生、聴講生、再入学を志望される方はネット出願はできません）

❶出

願

郵送出願の場合

ネット出願の場合

① 志願票
〔本学所定の用紙〕
② 選考料銀行振込証明書
③ 写真〔縦3.0cm 横2.5cmを1枚〕※特修生は2枚
④ 出願資格を証明する書類（卒業証明書等）

左記 ①､③､④ はインターネット
画面上で入力、又は、
アップロー

ドを行います。
その後、入学選考

＊出願書類は、
本学指定の封筒を使用して簡易書留で
ご郵送ください。
＊郵送出願の場合、
出願時に入学選考料10,000円の銀行振込が必要
です｡
（振込手数料は、
ご本人様負担となります）

料の決済を行います｡
（出願手続
後､④の原本の郵送が必要です）

＊ネット出願の詳細は７ページをご
参照ください。

◆出願書類の受付期間（ネット出願の受付期間は各締切日の23時29分まで）
春期入学

第１期：平成28年12月20日
（火）〜平成29年４月3日
（月）
〈本学必着〉
第２期：平成29年 ４月 4日
（火）
〜平成29年５月９日
（火）
〈本学必着〉

秋期入学

第１期：平成29年 ８月１日
（火）〜平成29年10月2日
（月）
〈本学必着〉
第２期：平成29年10月3日
（火）〜平成29年11月6日
（月）
〈本学必着〉

（４月生）
（10月生）

第２期で出願された場合、
地方スクーリングの受講
制 限や科 目試 験の受験
制限があります。
詳細は３ページをご参照
ください。

❷入学選考
● 書類選考を行います（入学試験はありません）｡

❸合格通知
● 合格通知と入学手続書類が大学より送付されます。

正科生A、特修生の場合

科目等履修生､聴講生の場合

❹入学手続

❹履修手続書類一式の到着

● 入学手続締切日までに学費を納入することで
入学手続が完了となります。
入学時
の学費

・正科生Ａ：107,000円
・特 修 生：132,000円

❺履修手続書類一式の到着
● 学生便覧・学習用プリント集（CD-ROM）
・
教材購入申込用紙等が大学より
送付されます。

❻履修登録・教科書購入
● 履修登録はインターネット上で行います。
教材購入申込用紙は郵送で提出します｡

❼学習開始

● 学生便覧・学習用プリント集（CD-ROM）・
教材購入申込用紙等がまとめて大学より
送付されます。

❺履修登録・教科書購入
● 履修登録はインターネット上で行います。
教材購入申込用紙は郵送で提出します｡

❻入学手続
● 入学手続締切日までに学費を納入することで
入学手続が完了となります。
入学時
の学費

・科目等履修生：25,000円＋（6,000円×単位数）
※聴講生は、入学手続方法が異なります。

❼学習開始

● 教科書が手元に届き次第、学習が開始できます（教科書は、書店より着払いで届きます）。
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募集要項
ネット出願

募集要項

正科生Ａ︹１年次入学・２年次編入学・３年次編入学︺

1 学生等の種別
正

科

生 Ａ （９ページ参照）

経営ネットワーク学科 400 名

※再入学は１７ページ参照

システム情報学科 720 名
システム情報学科 情報数理専攻 80 名

正科生Ａとは、大学卒業を目指す方です。
卒業に必要な要件を満たすことによって、大学の卒業資格を得ることができます。
・１年次入学、２年次編入学、３年次編入学ができます。
・本学通信教育部の退学者、除籍者は再入学をすることができます。
・システム情報学科情報数理専攻は、数学の教員免許取得（中学・高校または両方）を希望する方

正科生Ａ︹再入学︺

が選択できます（4年次再入学生は選択できません）。
・本学の指定した専門学校（教育センターと呼びます）に在籍しながら、本学通信教育部にも籍を
置く併修制度の正科生Ｂがあります。
※正科生Ｂの入学志願要項を希望する方は、別途ご請求ください。

科目等履修生

科目等履修生 （ 21ページ参照 ）
若 干 名
科目等履修生とは、大学の卒業を目的とせず、情報・商業・数学の教員免許状取得を
目指して、学習する方、または、希望の一部科目の単位修得を目指す方です。

特修生

特

修

生 （27ページ参照）
若 干 名

聴講生

高等学校中途退学等により、大学入学資格を持たない方で、所定の単位を修得する
ことにより正科生Ａへの入学資格を得ることを目指す方です。
※平成29年４月１日現在、満18歳以上である方が対象です。

聴

講

生 （ 31ページ参照 ）

その他

若 干 名
生涯学習や社会人学習等、教養・研修のためにインターネットメディア授業の聴講を
目的とする方です。聴講生は単位を修得できません。
※学歴等の要件は不要です。

教職課程

科目トライアル生、科目カプセル生
若 干 名（願書を希望する方は別途ご請求ください）

志願票の書き方

科目トライアル生とは、正科生Ａで入学する前に大学通信教育を体験してみたい方で
す。科目カプセル生とは、テーマに沿ってまとめて科目を学びたい方です。
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募集要項

入 学 時

期

秋期入学（10月生）

出願書類受付期間
第１期

平成28年12月20日
（火）
〜平成29年 ４月3日
（月）
（本学書類必着）

第２期

平成29年 ４月 4日
（火）
〜平成29年 ５月９日
（火）
（本学書類必着）

第１期

平成29年 ８月 １日
（火）
〜平成29年10月2日
（月）
（本学書類必着）

第２期

平成29年10月 3日
（火）
〜平成29年11月6日
（月）
（本学書類必着）

※ネット出願の受付期間は各締切日の23時29分まで。
※第２期で出願された場合、地方スクーリングの受講制限や科目試験の受験制限があります。

3 入学選考・入学手続締切日
＜入学選考＞

入学試験はありません。

本学において書類選考を行います。
（不許可の場合、理由についてのお問い合わせにはお答えできません）

入学選考の結果によって、合格者には合格通知と入学手続書類を送付します。なお、合格通知の発送日や
各選考毎の入学手続締切日等は、以下のとおりです。

受付期

第２期

願書締切日

選

考

日

合格通知発送日

入学手続締切日

第１回

平成29年１月16日
（月） 平成29年１月18日
（水） 平成29年１月20日
（金） 平成29年２月17日
（金）

第２回

平成29年２月15日
（水） 平成29年２月17日
（金） 平成29年2月21日
（火） 平成29年３月17日
（金）

第３回

平成29年３月 8日
（水） 平成29年３月10日
（金） 平成29年３月14日
（火） 平成29年４月 3日
（月）

第４回

平成29年３月29日
（水） 平成29年３月31日
（金） 平成29年４月 3日
（月） 平成29年４月11日
（火）

第５回

平成29年４月 3日
（月） 平成29年４月 5日
（水） 平成29年４月 7日
（金） 平成29年４月17日
（月）

−

平成29年５月 ９日
（火） 平成29年５月11日
（木） 平成29年５月15日
（月） 平成29年５月25日
（木）
聴講生

※ネット出願の受付期間は各締切日の23時29分まで。
※第２期で出願された場合、前期地方スクーリングの受講はできません。５月の科目試験の受験はできません。

受付期

選考回

志願書類受付開始日： 平成29年8月1日（火）
願書締切日

選

考

日

合格通知発送日

その他

秋期入学

特修生

第１期

選考回

志願書類受付開始日： 平成28年12月20日（火）

科目等履修生

春期入学

正科生Ａ︹再入学︺

＜合格通知・入学手続締切日＞

正科生Ａ︹１年次入学・２年次編入学・３年次編入学︺

春期入学（４月生）

ネット出願

2 入学時期・出願書類受付期間

入学手続締切日

第１回 平成29年 8月24日
（木） 平成29年 8月28日
（月） 平成29年 8月30日
（水） 平成29年 9月15日
（金）
（水） 平成29年 9月 8日
（金） 平成29年 9月12日
（火） 平成29年 9月28日
（木）
第２回 平成29年 9月 6日
第３回 平成29年 9月20日
（水） 平成29年 9月22日
（金） 平成29年 9月26日
（火） 平成29年10月 10日
（火）
第４回 平成29年10月 2日
（月） 平成29年10月 4日
（水） 平成29年10月 6日
（金） 平成29年10月 16日
（月）
第２期

−

平成29年11月 6日
（月） 平成29年11月 8日
（水） 平成29年 11月 10日
（金） 平成29年11月 22日
（水）

3

志願票の書き方

※ネット出願の受付期間は各締切日の23時29分まで。
※第２期で出願された場合、後期地方スクーリングの受講はできません。11月の科目試験の受験はできません。

教職課程

第１期

募集要項
ネット出願

4 出願にあたっての諸注意
二重学籍の禁止

正科生Ａ︹１年次入学・２年次編入学・３年次編入学︺

「学校教育法」に定める他の大学・短期大学・大学院・高等専門学校等に在籍している方は、正科生Ａ
として入学することはできません（卒業見込みまたは修了見込みの方の出願は可能です）
。

パソコンの準備について
インターネットメディア授業の受講、レポートや実習課題の作成、ポータルサイトの利用など、学習
するうえで、パソコンとプリンタ、インターネット環境が必要となりますので、ご準備ください。
特に、教職課程の情報と数学の科目を履修する場合は、パソコンを利用した実習を行う科目があります。
なお、パソコンの性能については、インターネットメディア授業を受講できる動作環境（33ページ）
であれ
ば差し支えありません。

正科生Ａ︹再入学︺

日本語能力について
教材、関係資料、各種連絡文の表記及び各種授業・科目試験の実施等はいずれも日本語となります。
入学にあたっての日本語能力の目安は、日本語能力試験（財団法人日本国際教育支援協会）N１
（旧１級）
取得程度です。

科目等履修生

国外にお住まいの方
日本国内で科目試験の受験が可能であることが入学の条件となります。また、教材等の各種資料の

特修生

送付先、緊急連絡先及び学費請求先等は、日本国内を指定していただくこととなりますので、出願の
際は、日本国内のご住所をご記入ください。

身体が不自由な方
聴講生

学習をしていただくうえでのご要望につきましては、できる限り配慮いたしますが、残念ながら対応でき
ないことがございますので、必ず出願手続前に本学 通信教育部にお問い合わせください。
また、施設・設備の状況につきましては、会場により異なりますので、可能であれば事前に見学される

その他

ことをお勧めします。
対応できない主な例
・手話通訳者、ノートテイカー及び移動補助等の介助者が必要な場合は、各自で確保してください。
・教材を点字化、拡大化及び録音教材化することは本学では行っておりません。

教職課程

個別の入学審査が必要な方
海外の学校や各種学校の出身者の方は、必ず出願前に本学通信教育部にお問い合わせください。
いずれの場合も、出身校から必要書類を入手するのに時間がかかりますので、余裕を持ってお問い合

志願票の書き方

わせください。
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募集要項
ネット出願

5 奨学制度
北海道情報大学奨学金
な方に対し、奨学金を給付し、有為な人材の育成に資することを目的としています。詳細は入学後、
ご案内します。

日本学生支援機構奨学金
人物・学業ともに優れ、かつ健康であって、経済的理由により著しく修学に困難があると認められる場
合、本学会場における夏期または冬期スクーリング受講時にのみ希望者（正科生のみ）に貸与されます
（年１回、１年次入学生は通算４回まで）。
第一種（８万８千円無利子）と第二種（3・5・8・10・12万円から選択有利子）があり、いずれも
貸与終了後、全額返還しなければなりませんが、在学中は申し出により猶予されます
（金額は平成28年度
実績）。詳細は入学後、
ご案内します。

正科生Ａ︹１年次入学・２年次編入学・３年次編入学︺

この奨学金は、北海道情報大学通信教育部に在学する優秀な学生および経済的理由により修学困難

正科生Ａ︹再入学︺

科目等履修生
特修生
聴講生
その他
教職課程
志願票の書き方
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募集要項
ネット出願

6 教育ローン
学費サポートプラン

正科生Ａ︹１年次入学・２年次編入学・３年次編入学︺

本学と株式会社オリエントコーポレーション（以下「オリコ」
）
、株式会社ジャックス（以下「ジャックス」
）
との提携による学費分割制度です。

＜商品の内容＞
① ご利用いただける方
本学入学予定者または在学生で、安定した
収入のある方。

② ご利用いただける費用
入学金・授業料・教材費・実習費・研修費な
どの大学納入金。

正科生Ａ︹再入学︺

③ ご利用額の上限
〔オリコの場合〕
１回あたりのご利用金額は、納付書に記
載の金額となります。

科目等履修生

〔ジャックスの場合〕
学校が発行する学費納付証明書など（振
込依頼書）に記載されている金額。

④ 連帯保証人

特修生

原則不要。

⑤ 学納金の入金

聴講生

オリコ、ジャックスから大学指定口座へ直接振
込みとなります。

⑥ お支払い手段
民間金融機関（ゆうちょ銀行含む）からの口座
自動振替。

その他

⑦ お支払日
毎月27日
（金融機関の休業日の場合は翌営業
日）

⑧ 必要書類
教職課程

新入生：①合格通知等の写し＋②納付書の写し
在学生：①学生証写し＋②納付書の写し
学費サポートプランは、貸金業法の適用はありませんので、年収

志願票の書き方

1/3以上（総量規制）の申込額に対しても丁寧な審査を行います。

6

＜分割手数料率＞

3.5％（固定：平成28年度実績）
＜お申込み手続の詳細＞
Step

1

まずはオリコ、ジャックスまでお電話ください。

Step

2

2〜３日後にオリコ、ジャックスから申込書が届きます。

Step

3

必要書類を添付し、申込書をご返送ください。

Step

4

オリコ、ジャックスから審査結果をご連絡します。

Step

5

オリコ、ジャックスから大学の指定日に直接入金します。

お申込み手続は郵送での対応となります。
まずは下記フリーダイヤルから資料請求してください。

学費サポートデスク

（受付時間 9：30〜17：30）

0120 - 517- 325

株式会社オリエントコーポレーション

ジャックスコンシューマーデスク
（受付時間 10：00〜19：00）

0120 - 338 - 817
株式会社ジャックス

教育ローンにつきましては、ご契約者様と株式会社オリエン
トコーポレーション、株式会社ジャックスとの契約となりま
すので、ご不明な点がございましたら、直接、株式会社オリ
エントコーポレーション、株式会社ジャックスにお問い合わ
せください。

Ⅰ．正科生A
再入学

ネット出願対象外

■再入学
北海道情報大学 通信教育部を退学した方または除籍となった方
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ネット出願

1 出願資格
以前に本学 通信教育部の正科生であった方で、本学を退学した方（懲戒による退学者は対象となりません）
、
または最長在学年限を超えて除籍となった方及び学費未納により除籍となった方。

正科生Ａ︹１年次入学・２年次編入学・３年次編入学︺

2 出願書類
次の１〜3 は、志願者の皆様全員にご提出いただきます。
全 員 が 提 出
ご提出いただく書類

１．志願票→学籍簿

◆巻末の本学所定の用紙

留 意 事 項
［記入例］74ページ
①必要事項を全て記入する。
②「志願票→学籍簿」を提出する。

正科生Ａ︹再入学︺

2．選考料銀行振込証明書
◆巻末の本学所定の用紙

3．顔写真1枚

科目等履修生

縦3.0㎝×横2.5㎝
（正面・無帽・背景なし）
※サイズ厳守のこと

①銀行で選考料を納入する。
②「選考料振込金（手数料）受取書」は本人用なので、各自保管する。
③「選考料銀行振込証明書」を提出する。
注意：選考料銀行振込証明書に取扱銀行出納印のないものは受付けられません。

①志願票に貼ってください。
注意：写真は光沢でプリントしたものに限ります。
（不鮮明なものやプリンタで印刷したものは不可）

特修生

次の4〜8は、対象者の方のみご記入・提出いただきます。詳細は35ページをご参照ください。
対 象 者 の み 記 入・提 出

聴講生

ご記入・提出いただく項目

４．身体状況等申告書

◆巻末の本学所定の用紙

留 意 事 項
身体に障害のある方等で、特に科目試験受験やスクーリング受講
などにあたって何らかの措置が必要な場合

その他
教職課程

５．入学者紹介制度申請書（本学様式）

北海道情報大学 通信教育部の卒業生・科目等履修生終了生・
在学生の方から紹介いただいた方

６．在留カード又は特別永住者証明書の写（両
面）もしくは外国人登録証明書の写（両面）

外国籍の方

７．戸籍抄本等

婚姻等により、提出する証明書と現在の氏名が異なっている場合

８．退学予定誓約書

出願時に他大学等に在学中で退学予定の場合

志願票の書き方
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再入学年次

修業年限

最長在学年限

２年次

３ 年

９ 年

３年次

２ 年

８ 年

４年次

１ 年

７ 年

１年次

４ 年

ネット出願

3 修業年限と最長在学年限
10 年

4 学 費
＜選考料の納入＞

１．71ページからの「Ⅶ.郵送出願の場合の志願票の書き方」をお読みいただいたうえで、76ページの書き
方を参考に本学指定の振込票にをご記入ください。
学が平成29年５月９日（火）、秋期入学は平成29年11月6日（月）
です。期限を過ぎると受付けられません
ので、
ご注意ください。
また、本学の窓口では受付けることができませんので、必ず銀行で納入してください。
なお、最終選考（春期入学・秋期入学とも第２期）の志願書類の本学必着日（消印有効ではありません）
は、春期入学の第２期が平成29年５月９日（火）、秋期入学の第２期が平成29年11月6日（月）です。
３．
「 選考料領収書（本人保管）」を切り取って各自保管してください。

注意

一度納入した選考料は、理由の如何を問わず返還できませんので、ご注意ください。

入学時の学費の納入は、入学選考合格後に行います。入学手続締切日までに学費を納入することで入学手
続となります。納入は、本学より送付する銀行振込用紙を使ってご入金をお願いします（振込手数料はご本

特修生

＜学費の納入＞

科目等履修生

納入は早めに済ませておいてください。
ただし、選考料を納入しただけでは入学選考の対象となりません。

正科生Ａ︹再入学︺

２．選考料10,000円を銀行で納入してください（振込手数料はご本人様負担）。納入の取扱い期限は、春期入

正科生Ａ︹１年次入学・２年次編入学・３年次編入学︺

※再入学年次は、退学（除籍）時に修了していた年次の次の年次です。
※学費未納による除籍の場合は、学費を完納している学期までが再入学前の在籍期間となります。

人様負担となります）。入学後の学費の納入は銀行窓口での納入となります。
聴講生

＜入学年次に支払う費用＞
入

費用内訳
学

料

再 入 学

30,000円

支払時期
入 学 時

60,000円

入 学 時

60,000円

半 期 後

レ ポ ー ト 添削 料

11,000円

入 学 時

科 目 試 験 料

6,000円

入 学 時

入学年次合計

その他

授業料（半期分）
授業料（半期分）

167,000円
教職課程

※スクーリング及びインターネットメディア授業を受講する
場合、上記の費用の他に別途受講料が発生します。詳細は
36ページをご参照ください。

志願票の書き方
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ネット出願

5 卒業要件と単位認定
◆単位：その科目を修得するのに必要な学習量を数字で表したもので、科目によって決まっています。
１単位〜８単位の科目があります。

正科生Ａ︹１年次入学・２年次編入学・３年次編入学︺

【卒業要件】
卒業するには、次の４つの要件を全て満たすことが必要です。
１．入学年次ごとに定める修業年限を満たしていること。
２．卒業に必要な単位数を修得すること。
３．卒業に必要なスクーリング単位数を修得していること。
４．学費を完納していること。

【単位認定】

再入学後適用されるカリキュラムは、再入学する年次の当該学年の学生と同じカリキュラムです。

退学（除籍）前に修得した単位については、再入学後に一括で認定します。ただし、認定する単位数は122単
位を上限とします。学費未納による除籍の場合は、学費を完納している学期までに修得した単位を再入学後
に一括で認定します。

正科生Ａ︹再入学︺

◆資格認定制度と放送大学との単位互換の申請方法については、合格後に配付する学生便覧をご覧ください。
再入学生の方は、過去在籍時に認定された分の単位は適用されません。

科目等履修生
特修生
聴講生
その他
教職課程
志願票の書き方
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Ⅴ．
その他
1 その他の必要書類〔対象：正科生Ａ、科目等履修生、特修生〕
次の書類は、対象者の方のみご記入・提出いただきます。
対 象 者 の み 記 入・提 出
ご記入・提出いただく書類

身体状況等申告書
・郵送出願の場合
巻末の本学所定の用紙
・ネット出願の場合
入力後、
ダウンロードできます

入学者紹介制度申請書

［正科生Ａのみ］

・郵送出願の場合
要項同封本学所定の用紙
・ネット出願の場合
入力後、
ダウンロードできます

在留カード又は特別 永住者
証明書の写（ 両面）もしくは
外国人登録証明書の写
（両面）

戸籍抄本等

［特修生以外］

退学予定誓約書

［正科生Ａのみ］

・ネット出願の場合
入力後、
ダウンロードできます

留 意 事 項
身体に障害のある方等で、特に科目試験受験やスクーリング受講など
にあたって何らかの措置が必要な場合には必ず身体障害者手帳の写
しまたは障害の状況が確認できる医師の診断書（写し可）も併せて提
出してください（提出前に必ず本学 通信教育部入試係にお問い合わ
せください）
。
※ネット出願の場合、インターネット上で出願手続き後、郵送してください。
北海道情報大学 通信教育部の卒業生ならびに在学生の方から紹介い
ただいた方は、志願書類と一緒にご送付ください。紹介者は、次のい
ずれかに該当する方です。
①卒業生（正科生Ａ及び正科生Ｂ）
②在学生（正科生Ａのみ）
③科目等履修生（終了生及び在学生）
なお、詳細は別添の「卒業生・終了生・在学生からの入学者紹介制度
について」
をご覧ください。紹介された方が正科生Ａとして入学される
と紹介者・入学者双方に3,000円の
「QUOカード」
を進呈します。
※ネット出願の場合、インターネット上で出願手続き後、郵送してください。

外国籍の方は、必ずご提出ください。
※ネット出願の場合には、データ登録後、郵送してください。

婚姻等により、提出する証明書と現在の氏名が異なっている場合は、
それを確認できる書類をご提出ください（戸籍抄本等）
。
※ネット出願の場合には、データ登録後、郵送してください。

［作成例］76ページ
出願時に他大学等に在学中で退学予定の場合は、退学予定誓約書を
ご提出ください。
※ネット出願の場合、インターネット上で出願手続き後、郵送してください。
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2 費用内訳
正科生Ａ

正科生Ａ︹１年次入学・２年次編入学・３年次編入学︺

＜入学料＞
納

入 時 期

金

入学手続時

額
30,000円

＜授業料＞
年

次

入学年次
２年目以降

授 業 料
前 期

60,000円

後 期

60,000円

前 期

60,000円

後 期

60,000円

年 合 計
120,000円
120,000円

＜レポート添削料・科目試験料＞

正科生Ａ︹再入学︺

科目等履修生

入学区分

納入回数

１年次入学生
１年次再入学生

４ 回

２年次編入学生
２年次再入学生

３ 回

３年次編入学生
３年次再入学生

２ 回

４年次再入学生

１ 回

納 入 時 期

金

履修登録した科目数に
関わらず１年に１回納入する
（１年目は入学手続時、
２年目
以降は学期又は学年の始め）

額

レポート添削料 11,000円
科 目 試 験 料
6,000円
計 17,000円

※修業年限を越えて在籍する場合、レポート添削料と科目試験料は不要となります。

特修生

共通（正科生Ａ ･ 科目等履修生 ･ 特修生）
＜スクーリング受講料＞
スクーリングを受講する場合は、受講学期毎に別途スクーリング受講料が必要となります。

聴講生

納 入 時

期

本学から届く振込用紙を
使用して納入する

金

額

講 義 科 目
（15コマ）１科目 10,000円
（スクーリング期間：3日間）
※
１科目 20,000円
（スクーリング期間：6日間）
実習演習科目
（30コマ）

※該当科目はプログラミング基礎、システム設計演習です。新たに実施される科目がある場合は、履修登録の際に案内
します。
その他

＜インターネットメディア授業受講料＞
インターネットメディア授業を受講する場合は、受講学期毎に別途インターネットメディア授業受講料が
必要となります。

教職課程

納 入 時

期

本学から届く振込用紙を
使用して納入する

金

額

講 義 科 目 １科目 15,000円
実習演習科目※ １科目 20,000円

※該当科目は情報リテラシー、プログラミング基礎、プログラム言語Ⅰ、システム設計演習、サーバ構築演習です。
新たに実施される科目がある場合は、履修登録の際に案内します。
志願票の書き方
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納 入 時 期
学期又は学年の始めに履修する
科目の教科書を購入する時

金

ネット出願

＜教科書代＞
額

※代金の支払いについて：市販の教科書は本学指定の書店から代金引換便でお送りします。

＜その他＞ 該当した場合にのみ必要となります。
【正科生Ａ】
（1）教職課程受講料
（教職課程を受講する際に必要となります。詳しくは「Ⅵ．教職課程」45ページをご確認ください）
・課程登録初年度に175,000円（希望により、分割納入も可能です）
・本学から送付する振込用紙を用いて納入する
（2）卒業論文審査料
・卒業論文作成年次に10,000円（卒業論文は選択科目です）

正科生Ａ︹再入学︺

・本学から送付する振込用紙を用いて納入する

正科生Ａ︹１年次入学・２年次編入学・３年次編入学︺

金額は、教科書代の実費
教科書代は履修する科目数等によって金額が異なる
（正科生Ａの方の目安：年平均40,000円程度）

【正科生Ａ・科目等履修生・特修生】
（1）各種証明書発行手数料

科目等履修生

・１通につき200円〜500円
・申込み時、申請書に定額小為替を同封する
（2）学生証再発行手数料（正科生Ａ）
・１回につき500円

特修生

・申込み時、申請書に定額小為替及び写真を同封する
（3）受講証再発行手数料（科目等履修生・特修生）
・１回につき500円

聴講生

・申込み時、申請書に定額小為替及び写真を同封する
（4）追試験料（スクーリングのみ）
・１科目１回につき500円
・申込み時、追試験願に定額小為替を同封する

その他

（申込み前に通信教育部事務部に問い合わせが必要です）

教職課程
志願票の書き方
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3 出願辞退 ･入学辞退〔対象：正科生Ａ、科目等履修生、特修生〕
出

願

正科生Ａ︹１年次入学・２年次編入学・３年次編入学︺

入学選考
（合 格）

入学手続
（学費納入）

学費返還願
受付期間

正科生Ａ︹再入学︺

入

学

出願後入学選考を受ける前に辞退したい時（出願辞退）
巻末添付の「入学辞退届」をご提出ください（
「学費返還願」の部分には記入
しないでください）
。

入学選考を受けた後（合格後）
、学費を納入する前に辞退したい時（入学辞退）
巻末添付の「入学辞退届」をご提出ください（
「学費返還願」の部分には記入
しないでください）
。

入学手続後（学費納入後）、辞退したい時（入学辞退）
巻末添付の
「入学辞退届」
と
「学費返還願」
（１枚の用紙になっています）
を、
春期入学は平成29年3月13日
（月）〜平成29年3月31日
（金）、秋期入学は
平成29年9月1日
（金）〜平成29年9月29日
（金）
に本学必着で提出してくだ
さい。指定された銀行口座に入学料を除いた学費（36ページ）
を、春期入学
は４月中旬
（予定）、
秋期入学は10月中旬（予定）
に返還します。
学費返還願受付期間を過ぎてから辞退したい時（入学辞退）
巻末添付の「入学辞退届」をご提出ください（「学費返還願」の部分に
は記入しないでください）。この場合、すでに納入した学費は返還でき
ません。

科目等履修生
特修生

4 講義概要（平成28年度実績）
教養教育科目 教養科目
■ 心理学

聴講生

本講義では、一般教養としての心理学の
学習を目指しており、できるだけ広く偏り
のない心理学の基礎的知識とその基本的
考え方を学習し、人間理解が促進される
ことを期待する。

■哲 学

その他

本講義では、古代ギリシャから現代まで歴
史を追って著名な哲学者や主要な哲学の
潮流を学び、そのことを通じて哲学という
学問のあり方そのものを学びます。

■ 物理学の基礎

教職課程

本講義では、物質と空間と時間が物理学
ではどのように理解されているかを学び、
その学習を通じて自然の仕組みを解き明
かす物理学の手法と思想を学んでいって
欲しい。

志願票の書き方
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■ 基礎生命科学

本講義では、人体の構造や遺伝、免疫な
ど、ヒトのからだに関する基礎的な知識に
ついて正しく理解することを目的とする。

■ ミステリを読む

本講義では、私たちの身近にあるミステリ
を視座として、文学テクストを分析的に把
握する方法を学んでいく。ミステリという
と「謎が解けて犯人が分かったらそれで終
わり」というイメージがあるかもしれませ
ん。しかし、実は深く読み込むことにより、
再読･再々読の楽しみが生まれるようになっ
ている。日本のミステリの流れを概観しな
がら、ミステリが駆使するテクスト上の仕
掛けに気づき、分析的に把握する視点を
獲得することを目標とする。

■ サスティナビリティ学

本講義では、我々ひとりひとりが、地球と
ともに生きるため、課題解決を通じて自分
自身のサスティナビリティ学をくみ上げる
ことが重要であり、未来世代への責務でも
あることを学んでいく。

■ モチベーションの科学

本講義では、モチベーションに関する理論
を理解することを第一目標とし、研究成
果から得られた知識を、仕事や教育、社
会生活の場でどのようにより良く活用でき
るか洞察を深めていく。

■ 情報を食べる

本講義では、
「おいしさ」の構造について
理解するとともに、
「おいしさ」の大事な
要素であり、現代の食生活に大きく影響
を与えている「情報」について考える。

■ メディア・リテラシー入門

メディア・リテラシーの必要性を理解する
こと、政治の分野を例に「多元主義モデル」
を前提にメディアの政治、世論への影響力
を検討して認識すること、情報のアウトプッ
トを意識しながら報道の背景を考え、批判
的に読み取る習慣を身につける。

募集要項

■ 健康とスポーツ

８月前半と２月中頃に、集中授業として
３日間行う。８月はバスケット、卓球、サッ
カーなどから選択する。２月はスキー授業
を、北海道でも有数のニセコグランヒラフ
スキー場で行う。

教養教育科目 外国語科目
■ 英語Ⅰ
（初級英語読解）

In this course students will be able to improve their English with a variety of
reading, writing, speaking and listening
activities. By using the exercises in this
course students will become able to;
*Give their opinions
*Make requests
*Complain politely
*Survive abroad
*Speak more freely
*Find new friends

本講義では、会話が基本です。文法に縛
られた英語学習から開放することを意図
した講義で、さまざまな場面を想定した表
現法を紹介します。

英語Ⅲでは、アメリカが産んだ魅力的な
人物やビジネス、そして文化や地域にスポッ
トを当てて学んでいく。

本講義では、会話力をさらに向上させる
コースです。すでに修得している会話力や
聞き取りなどをもっと発展させることを重
点としています。

■ 初級中国語

本講義では、経営の根幹である経営戦略
の基礎的知識を学び、また具体的な企業
事例を紹介し、分析することを通じて、経
営戦略の重要性を理解することを目的と
している。

■ マーケティング論

企業は消費者を知ることで顧客を選別し、
効果的なビジネス展開を行うことができる
ようになる。マーケティング論では、こう
した知識を理論的に学習していく。はじめ
にビジネス基礎、経済活動と法を学習し
た上で、マーケティングに関する現実の事
例を交えて学習していく。

■ 簿記原理基礎編

企業のさまざまな活動を貨幣価格で記録
する方法とその根拠を学ぶ科目である。
具体的には、財産管理上の責任を解明し、
かつ財産の保全と運用とを合目的的、効
率的に統制するのに役立つ情報を提供す
る経済計算の体系といってよい。本講義
では簿記の基礎から一連の決算手続きま
で学ぶ。

■法 学

法律学を専攻しない者を対象にすること
を考慮し、内容を絞り込んだ教科書を採
用。民法学は法律学全般の基礎であり、
これ１冊で充分にまとまりのある「法学概
論」になっている。

■商 法

法学や民法で学んだ事柄を前提として、
商法を概説する。本講義は、その中でも
最も基本的な法律である会社法を中心に
説明しつつ、わたくし達の生活に関りの深
い取引や、報道などでよく見聞きする企
業の法律問題等を理解する法律学的素養
を身につけてもらうことを目指す。

■ 経済学入門

本講義の内容はミクロ経済学である。経
済学的な考え方と分析手法の基本的な部
分を学んでいく。

■ 人的資源管理論

本講義の目的は、労務管理の理論的な基
礎知識と日本の労務管理動向情報につい
て具体的に追求することである。

■ 職業指導

近年、若者の「学校から仕事への移行」
のあり方が不安定化し、職業選択とライ
フコースの展望が持ちにくくなってきてい
る。職業生活で直面する具体的な困難と
その対処法について事例を通じて学んで
いく。

■ 民法入門

本講義では、抽象的な理屈はできるだけ
省略し、重要な制度を、最も適用の多い
事柄に即して、簡明に、しかし、その制度
の本質をしっかりつかまえることのできる
ように修得する。

情報学系専門教育科目 基礎
■ 情報リテラシー

パソコンの基本的な操作方法と、ワープロ
ソフト及び表計算ソフトの使用方法を学
習する。さらにWebページを作成する方法
を学び、インターネットを利用して情報を
やり取りする際の注意点などについても知
識を深めていく。

■ 行列と連立１次方程式

本講義では、連立１次方程式の解法を目
的として、線形代数の基本的な概念であ
る行列と行列式について学習する。

■ 基礎数学
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志願票の書き方

数学の講義を行う上で、基礎的な計算を
思い直すのは重要な事である。普段何気
なく行っている計算が、どのような計算で
あるかを考え直す為である。一つ一つの計

教職課程

中国語を初めて履修する学生にとって、
発音や現代中国語の漢字音と日本での漢
字音との違い、さらにアクセントによる意
味の区別が厳格な点が初心者泣かせであ
る。教科書に付属しているCDで正しい発
音が身につくよう、反復練習が大切であ
る。

■ 経営の応用

■ 現代経済学

この講義では、経済全体を見る視点から
経済学を学ぶ。経済全体について学び、
政府の行う政策の意義や目的について考
えていく。また、このような経済全体を扱
う経済学をマクロ経済学と呼ぶ。

その他

In this course students will learn a variety of idiomatic phrases, slang and informal expressions now current in American English. With the new expressions
students will be able to confidently handle, many situations in daily life in Englishspeaking countries.

現代社会で極めて重要な役割を果たす企
業の営みや、企業をとりまくさまざまな利
害関係者との関係を、具体例に基づきな
がら広く学習する。

前半はメーカーの流通活動を中心に流通
システムを学習する。自動車・家電・衣
料品・書籍など、特徴的な仕組みを持つ
ものをとりあげる。後半は主に小売業の経
営を業態別に学習する。百貨店・スーパー・
コンビニエンスストア・専門量販店など
身近な業態をとりあげる。

聴講生

■ 英語Ⅴ
（実用英語）

■ 経営の基礎

■ 流通概論

特修生

■ 英語Ⅳ
（中級英会話）

国家の仕組みや政治権力の実態そのもの
が憲法なのではなく、国家政治のあるべき
姿を定めた基本ルールが憲法に他ならな
い。同時に、なぜ我々はこうした憲法を必
要とするのか。なぜ我々の祖先は民主的
に成立した国会や内閣の権力さえ拘束す
る憲法を作りだしたのか。これらの問題に
も注意しながら、憲法の概要を学ぶ。

企業は現代社会を動かすエンジンである。
経営を理解し、経営にとって何が必要か、
企業は社会の中でどのように行動すべき
かを学び取る。日本や世界の経済の動向
と関連させて企業経営の歴史を学ぶ。

科目等履修生

■ 英語Ⅲ
（中級英語読解）

■憲 法

■ 経営史

正科生Ａ︹再入学︺

■ 英語Ⅱ
（初級英会話）

経営学系専門教育科目 基礎

正科生Ａ︹１年次入学・２年次編入学・３年次編入学︺

本講義では肉体的、精神的そして社会的
に健康になるための方法を学ぶ。

ネット出願

■ 健康科学

募集要項
ネット出願

算を、その意味を考えながら計算すること
が、この講義のねらいである。

■ コンピュータサイエンス入門

正科生Ａ︹１年次入学・２年次編入学・３年次編入学︺

本講義は、コンピュータにおけるデータの
表現（記憶装置、入出力装置、ソフトウェ
ア、OS）を学習していく。

■ コンピュータアーキテクチャ

本講義では、コンピュータアーキテクチャ
の基本的な事項について学ぶ。計算機の
知識をほとんど有しない学生でも理解で
きるような、現在のコンピュータに関する
概要を学ぶ。

■ プログラムの仕組み

本講義の目的は、コンピュータのハードウェ
アがプログラムを実行する仕組みを理解す
ることである。機械語と１対１に対応し、
機械語よりも理解しやすいアセンブラ言
語を通じて、プログラムの仕組みを学ぶ。

■ コンピュータの構成

正科生Ａ︹再入学︺

コンピュータの構成と利用に関する基本
的な知識、およびそれぞれの性能の進歩に
関する簡単な歴史的経緯を概観する。本
講義では特にコンピュータシステム関連の
事項を学ぶ。

■ コンピュータの利用

科目等履修生

コンピュータの構成と利用に関する基本
的な知識、およびそれぞれの性能の進歩に
関する簡単な歴史的経緯を概観する。本
講義では特にソフトウェア関連の事項を
学ぶ。

■ オペレーティングシステム基礎論

特修生

基本ソフトウェアの目的の一つは、コンピュー
タの構成資源を仮想化し、これを効率よ
く管理することである。本講義ではCPU
資源の仮想化を取り上げ、CPUスケジュー
リングとプロセスならびにプロセス間の相
互交渉を中心に、基本ソフトウェアの仕
組みを講述する。

聴講生

■ コミュニケーション概論

コミュニケーションの形態が変化する中で、
人と人のコミュニケーションはどう変わる
のか。最終的には本講義を通して自己発
見の機会を提供したいと考えている。

その他

■ 三角関数･指数関数･対数関数

教職課程

関数の知識がないと解析学の各科目、確
率論・統計学など科目、幾何学の複素数
などでは、講義を進めていくうえで困難を
伴う。これらの関数への知識を見直すこと
がこの講義の目的である。

■ 電子工学概論

志願票の書き方

従来の電子工学概論は電気磁気学 ･ 回路
理論等の基礎を理解するものであったが、
本講義では計測 ･ 制御に必要なコンピュー
タ関連の内容を加えることにより、電気
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磁気学から電子計測 ･ 制御やコンピュー
タまでの広い範囲を理解することを目的
としている。

■ ネットワークシステム概論

ネットワークの共通的な構造や機能、特
徴などをまず学習し、次にネットワークに
おける最短路問題、最大流問題、最小費
用流問題、ネットワークにおける物や情報
の流れなどについて学習すると共に、現代
社会の基盤として益々重要となっている
情報通信ネットワークの種類や構成、機
能などについて述べる。

■ 経営情報システム

本講義では、MIS（Management Information Systems）の重要性をふまえた上
で、情報処理に関する基礎概念を学習す
る。次に経営学的な観点からMISの理論
的フレームワークを学習する。このように
多面的な観点から学習することによって、
MISがビジネス情報を活用するための基礎
的基盤となっており、経営戦略を実現す
るために不可欠なものであることが理解で
きる。

■ 医学医療

医療費の増大を抑制する手段として、IT
（情報技術）の活用に注目が集まっている。
本講義では、その改革の担い手である医
療情報学の見地から、医学医療の基礎的
な分野である医療制度論、解剖生理学か
ら病気と治療についての臨床医学につい
て学ぶことを目的とする。

■ 複素数

複素数は、代数、幾何、解析のすべての
数学の分野の基礎となる重要な数であり、
幾何学と密接な関係にある。初等的な複
素数の取扱から始まって、初等幾何をガ
ウス平面で考察し、複素数のｎ乗根を検
討し幾何学的問題への応用を試みる。最
後に、ある領域を他の標準的な領域（円
板、半平面）へ等角写像する一次分数変
換について学ぶ。

■ 一変数の微分法

一変数の微分法は、一つの量によって決
まる量（一変数の関数）の変化の仕方を
調べる（計算する）手法である。微分がど
のように量の変化と関連付けられ、関数
が高次導関数で表されるか（テーラーの定
理）などを学ぶ。到達目標は、テーラーの
定理を含む微分の計算を定理の内容を理
解した上で、実際に計算出来ることとす
る。

■ 一変数の積分法

この講義では積分の計算が被積分関数の
原始関数の差で表現できることを学び、
実際の計算方法を学ぶことを目的とする。
到達目標は、積分（広義積分）の定義を
説明でき、さらに様々な手法で実際の積
分を計算できることとする。

■ データ解析入門

本講義では、目に見えるサイズのデータの
解析例を通して、解析の具体的イメージ
を持たせつつ、抽象化されたモデル表現と
の対応を説明し、プログラムにより実際に
解析するプロセスまでを理解する。

■ 情報倫理

ネットの世界はある意味、バーチャルの世
界といわれるが、守らなければならないルー
ルは基本的にリアルの社会と同じである。
ただ、あくまでネットの世界はバーチャル
の世界であることを認識することが重要で
ある。それがリアルの世界との違いを表し
ている。そのことを十分理解し、ネット特
有の対処の仕方を正しい知識と倫理感で
判断できるように修得する。

経営学系専門教育科目 応用
■ 経営者と意思決定

経営者は成功するような事業を計画し、
事業を進めるための組織を設計する。組
織を動かすために情報技術の活用も欠か
せない。人事制度、資金調達、投資方法
なども最適なものを選択する。こうした経
営者の仕事を、教科書と問題例を挙げた
学習用プリント集と併せて学んでいく。

■ ブランドマネジメント

ブランドは経営戦略の手法として多くの企
業によって採用され、企業と消費者の信
頼関係を構築するための重要な手段となっ
ている。ブランドの持つ意味、本質、価値
を具体的な事例を交えて学習していく。

■ 定量分析とその応用

平均や分散など基礎的な統計概念から出
発し、定量分析 ･ 定性分析など実用性が
高い分析手法や、その他の応用事例を学
習する。

■ 簿記原理応用編

簿記は、企業活動のうち貨幣価格で表現
できるものを記録 ･ 整理するための体系と
いえるが、具体的には、財産管理上の責
任を解明し、かつ財産の保全と運用とを
合目的的、効率的に統制するのに役立つ
情報を提供する経済計算の体系といって
よい。本講義では決算から特論について学
ぶ。

■ 財務会計学基礎編

企業の経済行為や事実を写し取った財務
諸表の作成や、会計上のさまざまな考え
方を学びながら会計体系を理解していく。
本講義では貸借対照表の本質論について
学習する。

■ 情報システム学概論Ⅰ･Ⅱ

情報システムとは何かを明らかにしなが
ら、ITと競争優位性が深く関わっている
ことを理解し、情報システムを開発する
ための基本的な考え方を学ぶ。
e-Learningは、学習者適応型といって
３つのレベル（初級･中級･上級）の教材
とインタラクティブな問合せ機能がある
ので、個々の学習者に合った内容で学ぶ
ことができる。

募集要項

本講義では、組織作り（組織設計）を行
うにあたり、その仕組みと意味を理解する
とともに、代表的な組織例をとりあげて学
習する。

■ 経営科学

■ 管理会計論

本講義では、管理会計研究の理論や分析
手法を学びながら、
「利益を出すにはいく
ら売り上げればよいのか」
、
「企業の収益性
や安全性はどのように分析、評価したらよ
いのか」等を理解していくことを目指す。

■ 産業心理学

■ イノベーション概論

本講義では、
「オペレーティングシステム
基礎論」の講義内容を踏まえた上で、メモ
リ資源の管理と仮想化、すなわち仮想記
憶方式とファイルシステムならびに入出力
インターフェイスを中心に、オペレーティ
ングシステムを実現している各種技法につ
いて講述する。

■ システム設計演習

■ ベクトル空間と線形写像

本講義では、情報システムの開発に関わる
技術・知識全般の理解のために、オブジェ
クト指向開発の方法りんの一つである統一
プロセスを参考にしながら、要件定義から
設計までの各アクティビティを解説する。

■ プログラム設計

ソーシャルネットワークサービス（SNS）
が生活にとって不可欠なツールとなった現
代、インターネットアプリケーションの技
術やサービスは十分に成熟してきている。
本講義では、発展し続けるインターネット
上で展開されるアプリケーションの基礎技
術と現在の動向について概観する。

本講義では、ベクトル空間と線形写像と
いう現代的な概念を学習します。その応
用例として、連立１次方程式、座標変換
や図形の変形などの幾何学的変換を、ベ
クトル空間と線形写像の立場で表現し直
し理解することを目標とします。
、

質のよいアルゴリズムをいかにして作り
、
いかにして表現するか、これが本講義の目
的である。できるだけ、数値計算的なもの
事務計算的なものなどに片寄らない、身
近な問題を中心にアルゴリズム作りの訓
練を進めていくことができるよう、教科書
が編成されている。

■ プログラミング基礎

本講義は、プログラミングの初心者を対象
としてＣ言語を題材とし、プログラミング
の基礎を学習する講義である。プログラミ
ングの基礎中の基礎となる、変数、式と演
算子、条件分枝、繰り返し、配列などをしっ
かり学習し、構造体、共用体、ファイル入
出力などの項目についても勉強する。

■ インターネットアプリケーション

■ データ伝送のしくみ

はじめに、私たちの身の回りでデータ通信
がどのように活用されているのか、そして
それらがどのような歴史的過程を経て発展
し、現在にいたっているのかを概観する。
次に、データ通信システムの基本構成を確
認した後、各構成要素においてどのような
技術が開発され、使用されているのかを学
習する。また、伝送途中で、データの品質
が劣化するメカニズムについても学習する。

■ ディジタル画像概論

コンピュータによる図形処理と画像処理に
ついて、基礎的な理論とアルゴリズムを学
習する。Webブラウザ上において図形 ･ 画
像が適切に処理 ･ 表現できるようにし、実
際に画像処理ソフト等を用いて、その効用
を具体的に確かめる演習を行う。

志願票の書き方
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教職課程

経済において「サービス」の占める重要度
は拡大傾向にある。ホスピタリティをどう
具現化し、どう経営に活用していくかとい
うホスピタリティマネジメントは企業経営
には欠かせない。企業における実践事例を
参考にホスピタリティマネジメントについ
て学ぶ。

■ オペレーティングシステム

その他

■ ホスピタリティマネジメント

問題を解く手順をアルゴリズムといい、そ
のアルゴリズムをプログラミング言語で表
現したものをプログラムという。しかし、
アルゴリズムだけではプログラムは作れな
い。本講義では、問題に適したアルゴリズ
ムとデータ構造を選択する能力を身につけ
ることを目的とする。

聴講生

私たちはお店で商品を選択するとき、宣
伝･広告の記憶や価値観、過去の経験な
ど様々な複合的要因を絡めて商品を選択
している。本講義では消費者に焦点を当
て、その行動に影響を与える要因と消費
者および購買意思決定モデルを学習す
る。IT（Infor-mationTechnology）の
進展により、データ解析も徐々にではあ
るが身近に感じられるようになってき
た。消費者（あるいは顧客）を理解する
ためのリサーチの基礎についても、併せ
て学んで欲しい。

情報学系専門教育科目〈応用〉

■ アルゴリズム

特修生

■ 消費者行動論

経営組織が、グローバル化や情報技術の
進展、新興国企業の台頭などに代表され
るような変化の著しい現代の競争環境に
おいて、企業自らを成功へと導くために
必要不可欠なものとして、イノベーショ
ンの創出とイノベーションを促進させる
組織構築があげられます。そこで本講義
では、企業の競争優位の源泉となる「イ
ノベーションと組織の関係」を中心に学
んでいきます。

本講義は、個々のプログラミング言語を抽
象化した一般的な概念として捉えられる
ようになることを目標とする。そのために、
データ構造と制御構造、モジュール設計の
基礎、言語処理プログラムについて学習す
る。本講義では、Javaを使用して個々の
プログラミング言語を効率的に習得できる
ように、多くの言語に共通する基本事項
を学習する。

科目等履修生

本講義では、イノベーション理論の中でも
最も有名な理論の１つである「オープン ･
イノベーション」を事例ベースで学習して
いく。さらに、学習用プリントを通して、
イノベーションの基本的な概念も修得して
いく。本来、イノベーションというものは、
とても身近で、直感的にも理解しやすいも
のである。この講義をきっかけとして、イ
ノベーションの概念を正しく理解すること
を目指す。

■ イノベーション組織論

■ プログラミング言語の仕組み

正科生Ａ︹再入学︺

本講義では、産業心理学とはどのような
学問であるかを概観したのちに、まず、労
働の心理学を学び、その後に職業の心理
学（職業発達、職業選択）を学ぶ、そして
最後に組織の中での人間行動を理解する
ために組織心理学を学習し、人事、労務
に関わる学習を終了する。マーケティング
に関わる学習では、まず販売と広告につい
て学び、その後で、消費者行動とりわけ消
費者の選択行動のメカニズムを学習する。

高齢になるまで健康に過ごせる人々はどの
ような生活を送っているのだろうか？バラ
ンスの良い食事、適度な運動、禁煙などの
「生活習慣」によって個人の健康状態が規
定されると考えている人は多い。しかし一
方で、先進国でみられる「社会的に不利な
立場（低い所得、無職や非正規労働、低
学歴、未婚、住まいが人間関係の希薄な
地域）にいる人ほど、病気にかかりやすく、
障害や死亡率が高くなる」現象をどのよう
に解釈したらよいのだろうか。健康が個人
の努力だけでは実現できないことが明らか
になってきた中で、多くの人々が健康であ
る地域社会の実現に向けて個人ができる
ことを考えていく。

正科生Ａ︹１年次入学・２年次編入学・３年次編入学︺

経営科学／オペレーションズ ･ リサーチ
（MS/OR）の基礎的理論を学習する。MS
/ORは、統計分析や販売予測などビジネ
ス情報の分析手法としても活用可能であ
る。表計算ソフトを活用するために、簡単
なプログラミング技法もあわせて学習して
いく。

■ 健康と社会

ネット出願

■ 経営戦略と組織

募集要項
ネット出願

■ プログラム言語Ⅰ

数学的考え方をプログラミングで実現する
ため、Javaを利用する。定数、変数、入出
力、演算、分岐処理、繰り返し処理に関
するJavaの文法を学び、それらを使ったプ
ログラミングのやり方について、数学の応
用利用を含め学ぶ。

正科生Ａ︹１年次入学・２年次編入学・３年次編入学︺

■ 知識マネジメントとその応用

本講義では、人間とコンピュータが協調的
に創造活動をすすめるための知識とそのマ
ネジメントに着目し、その基本的な用語や
考え方について学ぶ。また、マインドマッ
プやイノベーションゲームといった具体的
なツールや事例を通して、複数人の創造活
動について勉強する。

■ 代数学

正科生Ａ︹再入学︺

「群」は、19世紀初頭にフランスのE.Galois
（ガロワ）により初めて導入された。代数
方程式の解が方程式の係数から、加減乗
除 ･ 冪根で書かれる為の必要十分条件を
表現するために使われた概念である（ガロ
ワ理論）。この理論は単純ではないが、こ
の講義の延長上にある理論である。方程
式を解くというよく行う計算の本質の一つ
を見ることにもつながる。

■ 多変数関数の解析

科目等履修生

本講義では、特に二つの変数によって決ま
る量（二変数関数）について学ぶ。一変数
のときと同様に、微分（偏微分、全微分な
ど）や定積分（重積分、累次積分など）を
学習するが、一変数関数との類似点 ･ 相
違点などを考えながら、学んで欲しい。

■ 確率論

特修生

確率は、現代数学では積分論に関連が深
く、確率微分方程式と呼ばれる手法は、
保険や投資の分野にまで応用されている。
また、確率論は統計学の内容を記述する
道具として重要である。本講義では、集合
の話から始め、確率論の基礎、特に離散
型確率分布を学ぶことを主眼とする。

聴講生

■ 医療制度と医療情報システム

その他

本講義では、既存の医療制度について学
ぶと同時に、これらの課題についての解決
策についても学ぶ。解決策の一つとして、
情報技術を基盤にした医療情報システム
（電子カルテ、病院情報システム、遠隔医
療など）の導入である。このような医療と
情報を融合した新たな分野について理解を
深める。

■ 宇宙への挑戦

教職課程

宇宙開発の歴史、世界の宇宙開発の体制・
政策、宇宙ステーション、宇宙の探査、衛
星による地球観測などについて、その概要
を学習する。

経営学系専門教育科目 発展
■ e-ビジネス総論

e-ビジネスを単にインターネット技術を活
用したネットワーク電子商取引として捉え
るのではなく、社会、ビジネス、情報通信
などの広い視点から講義を進める。

■ サプライチェーンマネジメント

サプライチェーンマネジメント（SCM）と
は、“ 資材や部品の調達から生産 ･ 物流 ･
販売を経て最終顧客へいたる流れを１つの
連鎖ととらえ、総合的に管理する” 概念
で、多くの企業で採り入れられている。本
講義ではSCMを理解するとともに、SCM
を活用した企業戦略についても知識を広げ
る。

■ ベンチャービジネス論

本講義では、どのような特徴をもった企業
がベンチャー企業と定義されるのか、イノ
ベーションとはいかなる概念なのか、ベン
チャー企業創造の出発点となるアイディア
と起業機会はいかにして発見されるのか、
事業展開に必要な経営資源は何であり、
企業家によってどのようにコーディネート
され、新しいビジネスが生起するのかを、
最新の理論と関連づけて学習していく。

■ アントレプレナーシップ論

本講義では、企業家がアイデアを想起し、
ビジネスプランを策定し、ビジネスモデル
を構築するプロセスを学んだうえで、かれ
らが、マーケットでの競争に勝利していく
ための競争戦略を、最新の経営理論と現
実のアントレプレナーの事例をとおして学
習していく。

■ ERPシステム

従来の分析 ･ 設計 ･ プログラミング ･ テス
トといった手作りの手法から、必要なソフ
トウェアパッケージを購入し、それらを組
み合わせることで、従来よりも「早くて、
品質の良い、そして安く」開発することが
可能となっている。その新しい手法が、
ERP（Enterprise Resource Planning）で
ある。この講義では、ERP導入に必要な基
本的な考え方と具体的な導入事例（失敗
事例、成功事例）を見ることで、ERPシス
テムの開発手法を学ぶ。

情報学系専門教育科目 発展
■ ソフトウェア開発技術論

ソフトウェア工学の内容を発展させ大規模
なソフトウェア ･ システムの開発 ･ 管理で
起きるさまざまな実際的問題に適用される
実践的な技法を取り扱う。本講義は、
「シ
ステムの開発と運用」について学ぶので情
報処理技術者試験の「応用情報技術者」
の資格を取得するのに役立つ。

■ 情報社会論

志願票の書き方

本講義では、情報社会の実体をより深く
理解するために、幅広い視点からの情報社
会論を展開する。情報社会の実態を見極
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め、情報技術の社会 ･ 文化に与える影響に
関する適切な認識を得ることで、来るべき
社会に貢献できる人材を育成したいと考え
ている。

■ ITマネジメント

企業経営者は、ITをどのようにマネジメン
トすべきか、組織や社内規定をどのように
整備すべきかを真剣に考えることが要求さ
れている。本講義では、ITマネジメントと
は何か、ITの特性 ･ 性質やITを適切にマネ
ジメントしないとどのようなことが起きう
るのか等、ITマネジメントに関する基本知
識と、ITマネジメントの管理手法に関する
基礎を身につけることを目標とする。

■ ネットワークセキュリティ

本講義では、インターネット利用者の視点
から、自身がセキュリティ問題に巻き込ま
れないために必要な最低限の知識を学習す
る。実際に、いろいろなサイトにアクセス
したり、電子メールを送受信して、それが
どういう仕組みで動いているのか、どうい
うところに危険性が潜んでいるのか、結果
として自分にどのようなリスクが存在する
のかを考える。

■ 知的所有権論

本講義では知的所有権（知的財産）に関
する諸法のうち著作権法に焦点を当て、
同法による保護対象である著作権とはどの
ようなものか、著作物を創作した著作者は
どのような権利を有しているのか。また、
他人の著作物を利用する際、どのような場
合に許諾が必要となるか（どのような場合
であれば許諾不要か）。許諾を得る（契約
する）際にはどのような点に留意する必要
があるかなど、著作権に関する実践的な能
力を身につけることを目指す。

■ 情報職業論

本講義は、情報産業の業務内容、必要と
なる知識、情報に関して、最新の情報や統
計値等をもとに学ぶ。その内容は情報産
業の発展の歴史と現状及び将来、システ
ムエンジニア（SE）、プログラマ等の職種、
職務内容と資格、著作権の尊重及びコン
ピュータウイルスやインターネットサーバへ
の不正侵入等の問題点の理解、勤労観及
びグローバル化する産業構造の変化に伴う
職業観等に関して学ぶ。

■ データベースシステム

本講義では、データベースシステムの特徴、
構成、データベース管理システムの基礎を
学ぶとともに、代表的なデータベース管理
システムであるリレーショナル型データベー
ス管理システムを特に取り上げ、基本とな
る概念、データベースの設計手法、操作方
法、運用、管理の基本について理解する。

■ データベース技術

本講義では、データベースシステムの基本
概念を学ぶとともに、データベースシステ
ムを実現するミドルウェアであるデータベー
ス管理システム（DBMS）の構成や提供す
る機能を学ぶ。DBMSの根底を支えるデー
タの物理的な格納方式についても理解する。

募集要項

■ データ通信システム

■ 音声情報処理

■ オブジェクト指向言語Ⅰ

統計学は、経験的に得られたバラツキのあ
るデータから、数値上の性質や規則性ある
いは不規則性を見いだす手法の一つである。
この統計的手法は、実験計画、データの要
約や解釈を行う上での根拠を提供する学
問であり、幅広い分野で応用されている。
この講義では連続型確率変数 ･ 連続型分
布関数を導入し、統計推定及び検定につ
いて理解 ･ 適用することを目的とする。

■ 教職概論

本科目は、戦後教員養成の二大原則「大
学における教員養成」と「開放制」の意義
を念頭において、現在の教員には何が求め
られるのか、教員としての適格性を持つた
めには日々どのような努力をしていけば良
いのかについて、考えるきっかけの提供を
ねらいとしている。

■ 教育原理

「教育原理」は教育の基礎理論を総合的に
学び、他の教職課程を学修するための基
本になる科目である。
「教育原理」の学習
内容は幅広いので、主に「学校教育」に係
わる教育理論を本講義では広く浅く学ぶ。

■ 教育心理学

この授業では、実際の学校現場においてど
のように学習者を教師が指導していけばよ
いかという問題を教育心理学の研究成果
をもとにして体系的に論じる。

■ 教育制度論

この講義の目的は、
「教育という営みを支
えている仕組みについて理解する」ことに
ある。教育を支える“ 仕組み” をさまざま
な角度から捉え、受講者の理解を深める。

■ 教育社会学

本講義では、
1970年代後半以降の消費社
会化･情報社会化や90年代後半以降の企
業社会の変容に伴う学校の社会的位置変
化や、それと連動した生徒の関係世界（＝
「社会」）の変容に関する考察を行ない、そ
の上で学校教育の今日的課題について論
じる。

教職課程

コンピュータネットワークは現在の社会に
不可欠な存在で、その仕組みと動作原理
を学ぶことは、情報通信技術者には必須
な要件となっている。本講義では、データ
通信の基礎、ローカルエリアネットワーク
（LAN）とプロトコルの概念、TCP/IP、ア
プリケーション層のプロトコル、インター
ネットへの接続、セキュリティと暗号化通
信について学習する。

■ 統計概論

教職に関する科目

その他

■ コンピュータネットワーク

現在では、微分方程式は物理法則のみで
なく、化学、物理人口学等多岐の分野に
おいて現れるようになった。そこで得られ
る方程式は、非線形であることが多く方程
式の解を関数として表現することはほぼ不
可能である。その解を調べるため解析学 ･
幾何学 ･ 代数学が発展してきた。この講義
では、常微分方程式について学ぶ。特に、
常微分方程式の解法に重点を置き展開さ
れる。微分 ･ 積分 ･ 線形代数の計算を用い
て解が構成されることを学んで欲しい。

3DCG
（3次元CG）
では、
コンピュータ内部
に仮想的な3次元世界を作成し、
この中に
モデル
（物体）
を配置してどのように見える
かを計算する。
この制作工程は主にモデリ
ング
（形状作成）
とレンダリング
（画像生成）
から成る。本講義では、
このモデリングとレ
ンダリングを取り扱う。
モデリングで作成さ
れた形状
（3次元モデルデータ）
を、
レンダ
リングではディスプレイに表示できるよう
に画像データ化する。
これらについて、基礎
的な理論とアルゴリズムを学習する。

聴講生

本講義では、データの入出力処理、具体
的には、ウィンドウ型アプリケーションに
おける描画処理、イベント処理、マウス処
理、GUI、ファイル入出力について学習す
ることになる。具体的な例題としては、言
語Ⅰで慣れ親しんだ、成績処理プログラム
を使って説明する。

■ 応用数学

■ コンピューターグラフィックス

特修生

■ オブジェクト指向言語Ⅱ

■ ソフトウェアエンジニアリング

ソフトウェアの開発では「スピード･コスト
･ 品質」の３つの課題に対する取り組みが
常に求められている。その解決の方法とし
て、現在ではソフトウェアの部分化と再利
用が進んでいる。本講義ではその要素技術
であるオブジェクト指向技術、クリーンルー
ム手法、そしてリポジトリを取り上げる。
これらの主要な要素技術を学ぶことで、ソ
フトウェア開発の課題に取り組む方向性と
その基本的な考え方を修得する。

本講義では、多くの健康情報の信頼性を
判断するためのポイントと解釈を学び、適
切な情報を科学的に選択できる能力を身
につける。

科目等履修生

本講義では、Java言語に関する最も初歩
的な文法を理解し、基本的なプログラムを
作ることができることを前提として、具体
的例題を使って、クラスの作り方、利用の
仕方などを習得することを目的とする。プ
ログラミングが初めての人、オブジェクト
指向言語が初めての人あるいはJavaの文
法は理解できて初歩的なプログラムは作れ
るけれど、複数のクラスで構成するような
オブジェクト指向プログラミングの方法が
わからない学生を対象としている。

■ 人工知能の基礎

まず始めに人工知能とは何かとその歴史に
ついて学習し、次に単純な問題を探索とい
う技術を用いて自動的に解決する手法を
確認する。そして古典的なAIの基礎となる
論理学をベースとする知識表現方法と推
論の基礎を学び、その応用技術としてのプ
ロダクションシステム、論理型プログラミ
ング、意味ネットワーク、フレーム表現な
どを見てゆく。さらにデータマイニングや、
ソフトウェア開発でも用いられるUMLによ
る知識モデリング、Web上の情報を有効
活用するためのセマンティックウェブにつ
いて学習してゆく。

■ 健康情報学

正科生Ａ︹再入学︺

電話に代表される音声通信は広く普及し
ており、これと音声情報処理技術を組み
合わせた便利なサービスも行われるように
なっている。さらに、画像や文字などの他
のメディアと融合して、人と人、人と機械
の間の効率的なコミュニケーションインター
フェイスの確立が期待されている状況であ
る。そこで、情報処理の対象となる媒体の
一つとして音声について学ぶ必要があるだ
ろう本講義では、音声情報処理技術につ
いて学習し、その応用について考察する。

Debian GUN/Linux上で、基本的なサー
ビスを導入する演習講義である。主に、U
NIX系OSの使用経験はあってもOSインス
トールからサーバ構築までの経験は持って
いない人を対象に、いわゆるLAMP環境構
築を目標とした講義を展開する。実践を
重視するが、先々の技術の変化にも耐えら
れるような知識の獲得を目指し、丹念に構
造を理解しながらサーバの構築を学ぶ。

正科生Ａ︹１年次入学・２年次編入学・３年次編入学︺

本講義では、データ通信システムについて
学習する。初めに、その設計思想であるネッ
トワークアーキテクチャを理解する。その
上で、コンピュータ同士が人間の手を借り
ずにデータ通信を行うために考案された手
順や規約、さらに誤りが発生したときの検
出法および対処法を学習する。次に、LA
N、交換網、インターネットなどの現実の
データ通信システムがどのように構成され、
データがどのように伝達および処理される
のかを学習する。

■ サーバ構築演習

ネット出願

また、代表的なデータベースとしてリレー
ショナル型データベースを特に取り上げ、
概念、理論、活用方法を理解する。さらに
近年のデータベースシステムに関する技術
についても紹介する。

■ 食と健康情報
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志願票の書き方

本講義では、食と病気の関連について理
解すると同時に、食材に含まれる機能性
成分（抗動脈硬化作用など）について栄
養学の観点から学ぶ。さらに、基本的な食
品の加工技術についても学ぶ。

募集要項
ネット出願

■ 教育課程論

正科生Ａ︹１年次入学・２年次編入学・３年次編入学︺

教育課程は、学校教育の目的や学校の教
育目標を達成するため、教育内容を生徒
の心身の発達に応じ、授業時数との関連
において総合的に組織した教育計画であり、
学校が教育活動を行う上での中心的役割
を担う。本講義では、教育課程を編成し、
実施 ･ 評価などに的確にかかわることがで
きる教育課程経営の基本的力量を形成す
ることを目指し、その土台となる基礎的、
基礎的な内容について学んでいく。

■ 情報科教育法Ⅰ

本講義では、共通教科情報科、専門教科
情報科の新設 ･ 改訂の経緯、教科 ･ 科目
の目標、指導内容とその取扱い、配慮事
項等を学習する。

■ 情報科教育法Ⅱ

本講義では、授業の運営方法、教材 ･ 教
具、実習環境の整備について学習する。ま
た、授業運営の内容と大きく関連する、指
導計画、指導内容、実習課題や学習の評
価についても考察していく。

正科生Ａ︹再入学︺

■ 商業科教育法Ⅰ

商業を学ぶ目的は、商業を学ぶことを通し
て、ビジネスの諸活動を理解し、実践する
能力及び倫理観、責任感、、協調性など社
会の信頼を得てビジネスの諸活動に取り組
むために必要な豊かな人間性を育むことに
ある。商業科教員としてこのような職業人
の育成を担う役割がある。

科目等履修生

■ 商業科教育法Ⅱ

特修生

「商業科教育法Ⅰ」の上級編。商業教育は
「ビジネス」学習を通して、学習者の望まし
い人間形成を目指し、産業経済社会の発
展に有為な人材の育成を目的としている。
このような趣旨を踏まえて、商業専門科目
の内容とその指導法及び指導技術等を、
教育現場の課題や問題点を意識しながら、
指導計画や学習指導案の制作、評価の考
え方や指導方法について学習していく。

聴講生

■ 数学科教育法Ⅰ

その他

数学教育に携わるために必要とされる基礎
的 ･ 基本的な資質 ･ 能力を育成することを
目指している。そのため、数学教育の目的
や歴史、学習指導要領における数学科の
教育目標 ･ 内容の変遷をはじめ指導法や
数学的活動の在り方、コンピュータ等の活
用、教材研究や評価について学び、実践
的指導力の基礎を身につけることをねらい
としている。

■ 数学科教育法Ⅱ

教職課程
志願票の書き方

本講義は、
「数学科教育法Ⅰ」で習得した
知識を土台として、数学の教員に求められ
る基礎的、基本的な実践的指導力を育成
することを目指す。そのため、授業の事例
を通して教材観、学習指導計画 ･ 指導案、
授業の流れ、教師の発問と生徒の反応、
事後の研究協議の実際を考察するととも
に、教科書の教材を用いて授業を行うため
の指導案の作成や教材の開発を行い、実
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践的な授業力を養成することをねらいとし
ている。

■ 数学科教育法Ⅲ

授業事例の分析を通して、その指導法、
教材研究と評価などを考察し、基礎的、
基本的な実践的指導力を育成する。授業
事例の分析を通して、教材観、学習指導
計画や指導案、授業の流れ、授業者の発
問と生徒の反応、事後の研究協議の実際
などを考察し、授業指導案の作成や教材
開発を行い、実践的な指導力の形成を目
指す。

■ 数学科教育法Ⅳ

数学的活動や教材について学び、もって実
践的な指導力のもととなる教材観を形成
する。中学校数学の目標や内容、数学的
活動、指導案・学習指導計画、各領域の
教材内容について理解し、教材観の形成
を行う。

■ 数学科教育法Ⅴ

数学ソフトとしてGRAPESを選び、中学
校数学の教材を各単元について分析しな
がら、教材ソフトの工夫、指導案の作成の
仕方など望ましい授業の在り方を考察し、
数学ソフトウェアの活用法について学ぶ。

■ 特別活動論

本講義は高等学校における特別活動の意
義や変遷、目標ならびに内容を理解し、指
導計画（指導案）、内容ごとの特色、特別
活動の評価、週5日制と家庭・地域・展
望と課題等について、学んでいきます。

■ 学校教育相談

本講義では、児童生徒の話をいつでも聴け
る知識や技術の基礎知識を学ぶ。教育カ
ウンセリングの基本から学習指導の児童生
徒理解に繋がる実践的な内容も学ぶ。

■ 教育実習Ⅰ

この科目は、専門職としての教師を志す学
生が、大学で学んだ専門分野と教職に関
する知識技能などを基礎として、学校での
教育活動を実際に体験するために設けてい
る。学校で行う「教育実習」
（訪問実習）
を、より充実 ･ 発展させることをねらいと
しており、内容は、訪問実習の準備をする
ための「事前指導」と教育実習の成果を
定着させ、発展させるための「事後指導」
の二つに分かれる。

■ 教育実習Ⅱ

この科目は、
「教育実習Ⅰ」の「事前指導」
が終了した後で、出身校などの実習校を
訪問して、実際に教育活動に参加して行
う実習である。実習する内容は、学習指導
･生徒指導 ･ホームルーム経営 ･教務事務 ･
勤務のあり方等多岐にわたるが、いずれも
実際の教育活動に即して指導を受けるこ
とになる。期間は約２週間である。

■ 教職実践演習（中・高）

教員としての使命感や責任感、教育的愛
情、社会性や対人関係能力の確認をはじ
め、生徒理解や学級指導、教科指導やロ
ングホームルーム ･ 総合的な学習の時間の
指導に関する技術を確認するため、講義や
演習形式（発表 ･ 討論）の学習活動を行
うとともに、担当教員による履修状況に基
づいた補完指導を行う。

■ 教育の方法と技術

本講義では「教育の方法と技術」を、教育
と学習に関する基本的な考え方や原理を
概 観した上で、急 速に展 開しつつある
e-Learningを含む最新動向をも取り入れ
ながら、実践的な観点から教育現場の改
善に貢献する働きとしてとらえ、その方法
と技術について学習を進める。

■ 生徒指導

学校教育の目的は全人的な人間形成であ
る。そのため、一人ひとりの生徒は自己の
人格のよりよい発達を目指し、有意義で
充実した学校生活を通じて生徒の人格を
尊重し、個性の伸長を図り、社会的な資
質や行動力を高めさせ、自己指導力を培
う的確な指導援助が求められる。本講義
では、教育活動の各領域においてそのよう
な指導援助を的確に行うことができる生徒
指導の基本的力量を形成することを目指
し、その土台となる基礎的、基本的な内容
について学ぶ。

■ 進路指導

本講義では、社会状況の変化と「進路指
導」の関係についてまず把握し、その上で
新しい「進路指導」に必要なことについて
総合的に学んでいく。

教科又は教職に関する科目
■ 特別支援教育論

本講義では、特別支援教育に関する理解
を図った後、障害ごとに基礎知識を得たう
えで実践例を踏まえて学習を進め、最後に
学校から社会に向けて移行支援について
学んでいく。

CAMPUS ACCESS

自然に恵まれた
学園都市に位置する
最先端キャンパス
北海道情報大学
〒069-8585
北海道江別市西野幌59番2
TEL：011-385-4004
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東京事務所
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東京都中野区中野5-62-1
TEL：03-3319-4003

eDCビル

中野
サンプラザ

︵e DCビル︶
東京事務所

中野駅

（北口より）

（情報大学前、
野幌運動公園行）

約25分

三井住友
銀行

● 東京事務所への交通手段

徒歩1分

JRバス

中野サンモール商店街

北海道情報大学

中
央
バ
ス

︵新札幌バスターミナル︶

● JRバス利用
（スクール便あり）

● 中央バス都市間高速バス利用

北口
ロータリー

至 三鷹
丸井

北海道情報大学
東京事務所
（eDC ビル）

KFC
三井住友
信託銀行

JR・地下鉄中野駅

至 新宿

http://tsushin.do-johodai.ac.jp/
通信教育部

〒069‑8585 北海道江別市西野幌59番2
TEL 011‑385‑4004 FAX 011‑385‑1074
e-mail t̲koho@do-johodai.ac.jp
受付時間 平日9：00〜17：45
（土日祝日を除く）

東京事務所
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