
平成２９年度 
昼間・土曜スクーリング（前期）受講手続説明会 

平成２９年４月６日 



説明内容（教務課） 

 平成２８年度からの変更点 

 昼間・土曜スクーリング（前期）について 

1. 受講までの流れ 

2. 受講講座の決め方 

3. 受講講座の履修登録 

4. 受講講座の申込み 

5. 教材の入手 

6. 受講料納入 

7. 受講講座の辞退方法 

8. その他注意点 

9. 最後に 



平成２８年度からの変更点 

項目 内容 

部報の廃刊 

平成２８年度２・３月号をもって，部報は廃刊とな
りました。今後はポータルサイトを主として，情報
を配信していきます。 
 
※詳細は研究事務課にご確認ください。 

ポータルサイト 
・スマートフォンで利用可能になりました。 
 （専用サイト及び各種ブラウザ対応） 



日程 項目 
４月６日（木） 受講者手続説明会 

４月１１日（火） 授業開始（～７月２８日（金）まで） 

４月１１日（火）～４月２０日（木） 受講講座検討期間 

４月２０日（木） 履修登録，スクーリング受講申込締切日 

５月中旬 

受講許可の確認 

・ポータルサイト申込者⇒学生メニューより確認，印刷 

・受講届申込者⇒受講資格審査結果通知送付 

振込用紙送付 

５月１９日（金） 受講辞退願提出期限（必着） 

５月２６日（金） 受講料振込期限 

１ 受講までの流れ（昼間・土曜のみ） 



２ 受講講座の決め方 

●受講申込可能科目数（手引ｐ．４） 
  最大１４講座（保健体育講義Ⅰ，体育実技は含みません） 



●受講制限（手引p.４～５） 

 ①配当学年…学年によっては申込みできない講座があります。 

（例）「２学年以上」となっている講座は，１学年の方は申込みできません。 

 ②科目履修生…入学時に履修申請した科目のみ，申込みできます。 

 ③シラバス…特定の講座を受講している場合，受講を許可しない場 

       合があります。 

 ④その他…学部・学科・専攻によって制限をかける講座があります。 

２ 受講講座の決め方 

「制限・注意」欄  



２ 受講講座の決め方 

ポータルサイトで 

「履修登録」 

履修届を提出して 

履修登録 

ポータルサイトで 

「受講申込」 

受講届を提出して 

「受講申込」 

●申込みフローチャート（①の方法を強く推奨します） 

「履修登録」，「受講申込」のどちらか一つでも手続きが欠
けている場合は，受講資格がありませんので，試験を受けた
としても成績が一切つきません。 

①ＷＥＢで手続きしたい人向け（推奨） ②書面で手続きしたい人向け 



３ 受講講座の履修登録 

●スクーリングを受講するためには，履修登録が必要です。 

 （履修登録済の科目は，在学期間中有効です。） 

履修登録方法 

ポータルサイト 

履修届 

・Web上で登録 

・いつでも修正可能 

・PC，スマートフォンを必要としない 

・郵送の場合，登録に時間がかかる 

※どちらか一つで申込み 



３ 受講講座の履修登録（Web） 

●ポータルサイト（Web履修登録） 

在学生ログインをクリック 

学生メニュー⇒履修登録の
順にクリック 

① ② 



３ 受講講座の履修登録（Web） 

●ポータルサイト（Web履修登録） 

登録したい科目にチェックし，
登録確認ボタンをクリック 

問題がなければ登録実行ボタン
をクリック 

③ ④ 



３ 受講講座の履修登録（用紙） 

●『履修届』による申込み（手引p.９４・９５） 

科目コードと科目名を正確に
記入する 

学生番号，氏名等を記入する 

書き損じ，削除の場合は二重
線または修正液等で消す 



４ 受講講座の申込み（Web） 

●ポータルサイト（Web受講申込み） 

① 

在学生ログインをクリック 

② 

学生メニュー⇒スクーリング・
メディア授業申請・取消の順に
クリック 



４ 受講講座の申込み（Web） 

●ポータルサイト（Web受講申込み） 

③ ④ 

登録したい講座にチェックし，
画面下部の申請ボタンをクリッ
ク 

問題がなければ申請実行ボタン
をクリック 

※履修登録を行っていない講座は表示されません！ 

昼間・土曜スクーリン
グは併用は選択できま
せん。 



●受講届による申込方法（手引p. ９７・９８) 

４ 受講講座の申込み（用紙） 

充当科目が複数ある場合は，
修得したい科目を記入する 

曜日，時限，講座コード，開
講講座名，充当科目コードを
記入する 



４ 受講講座の申込み（注意点） 

●受講申込時の注意点 

 

・火曜日１時限『心理学 Ａ』と火曜日２時限『心理学 Ｂ』を同
時に修得することはできません。（同一講師及び同一内容のため） 

 

・保健体育講義Ⅰ及び体育実技は上限に含まず，別途申込みを行う
必要があります。 

履修登録のみ，受講届のみの申込みはスクーリングを
申し込んだことになりません。また，期限終了後の対
応等も一切行いませんので，予めご理解ください。 



４ 受講講座の申込み（講座の変更） 

<<変更方法>> 手引巻末の変更願を提出してください 



●通信教育教材（配本申請が可能） 

５ 教材の入手 

教材の到着は申込み後，１週間程度を要します。 

 



●丸沼書店や一般書店にて購入（教材購入） 

５ 教材の入手 

教材の到着は申込み後，１週間程度を要します。 

 



●振込用紙 
   ５月１２日（金）発送予定 
  （上記予定日から５日経過しても届かない場合は会計課まで連絡） 
    
●受講料振込期限       
   ５月２６日（金）当日取扱時間まで【厳守】 
   ポータルサイトもしくは受講資格審査結果通知で，受講可能講座・ 
   講師名を確認し，受講料を期限までに納入してください。 
   ※必ず銀行窓口で納入してください。   
  【ゆうちょ銀行（郵便局），銀行ATM及びネットバンキング不可】 

受講料   １講座１０，０００円 

「情報概論」のみ１３，０００円 
（コンピュータ実習料を含むため） 

６ 受講料納入 



<<辞退方法>> 手引巻末の辞退願を提出してください 

７ 受講講座の辞退方法 



●試験について 
 試験は最終日に実施されます。試験が受験できない場合は，単位 
 修得できません。「追試験」や「再試験」は一切実施しません。 
 
●昼間・土曜スクーリング（前期）と他のスクーリングを受講する
場合の留意点 
 

◆開講日程が重ならないように気を付けましょう 
 

◆地方スクーリングを受講する場合，移動時間等を考慮しましょう 
 

●教育実習や介護等体験で授業を欠席する場合について 
 所定の「欠席届」を教務課窓口で配付しますので，申し出てください。  
 なお，「欠席届」を配付するのは，教育実習と介護等体験のみとなり， 
 その他の理由における欠席届はありません。連絡も不要です。 
 ※就職活動等の理由は欠席届を配付できません。 

 

８ その他注意点 



●オープン受講とは 

８ その他注意点 

既に修得済みの科目を，もう一度受講できる制度です。 
（成績には一切反映されません。） 

 



●ポータルサイトを使用しましょう 
 【ＰＣサイト】    【スマートフォンサイト】 

８ その他注意点 

どちらを利用しても，履修登録及び受講登録が可能です。 



●予習・復習をしましょう。 

９ 最後に 

シラバスに「準備学修」という項目を設けています。 
 受講前に必ず読んで授業に臨んでください。 



説明内容（学生課） 

 快適な学生生活を送るために 

 通学定期券の購入について 

 胸部Ｘ線検査について 

 日本学生支援機構奨学金申請手続きについて 

 軽井沢オリエンテーションの実施について 



快適な学生生活を送るために 

通信教育部では， 

たくさんの学生が学んでいます。 

マナーを守り，お互いが気持ちよ
く学生生活を送れるよう， 

心掛けましょう。 



通学定期券の購入について 

通学定期券は，スクーリング受講を
目的として，通学する場合に限り，
購入できます。 

対象者：正科生のみ 



通学定期券の購入について 

①各欄をボールペン等の消えないペンで記入。 

②「通学区間」欄は，定期券が２枚の場合は，２行に分けて記入。 

氏名 学生番号 

現住所 



通学定期券の購入について 

「在籍確認」印を受けた学生証を，駅窓口にて提示し， 

購入してください。 

氏名 学生番号 

現住所 

学生課にて
「在籍確認」
印の押印を受
けてください。 



通学定期券の購入について 

必要事項を記入の上，学生課に提出してください。 



通学定期券の購入について 

 対象区間 

 自宅（または滞在先）の最寄り駅から， 

 市ヶ谷駅までの最短経路。 

 

 ＜通信教育部市ヶ谷キャンパス最寄り駅＞ 

 ・ＪＲ中央・総武線 市ヶ谷駅 

 ・都営地下鉄新宿線 市ヶ谷駅 

 ・東京メトロ有楽町線，南北線 市ヶ谷駅 



通学定期券の購入について 

 禁止事項 

通学定期券の不正使用が発覚すると，鉄道会社等の営
業規則に基づき，定期運賃の数倍の罰則金等が科せら
れます。また，大学自体にも通学定期券発行の指定か
ら外され，他の学生に多大な迷惑をかけることになり
ます。 

 不正使用の例 

①住所及び通学区間を偽る 

②他人に譲渡・貸与する 

③記名人以外が使用する 

④その他，不正に使用する 



その他 注意事項 

 通学区間が変更となった場合や，年度内に「通学定
期乗車券発行控」欄が不足となった場合はすみやか
に，学生課まで届け出てください。 

 

 「在籍確認」印は，年度内に限り有効です。 

この後「在籍確認」押印のための会場を設けています。 

通学定期券を購入する方は，手続きをしてください。 



胸部X線検査について 

 対象者 

 昼間・土曜スクーリング受講者全員 

 ただし，次に該当する場合は受診できません。 

①平成２９年度に教育実習または介護等体験を受講する場合。 

②検査実施日の６か月以内に医療機関において， 

 X線検査を受けている場合。 

③妊娠している場合。 

④就職活動用の健康診断を受診予定の場合。 

※②・③に該当する方は，５月２６日（金）までに学生課 

 まで証明書・理由書等を提出してください。 



胸部X線検査について 

 実施日 

 ５月２３日（火）～２６日（金） ４日間 

 実施時間 

 １０：００～１８：３０ 

 （１３：００～１４：００除く） 

 場所 

 １階学生ホールにて受付，検診車にて受診。 

 ※事前申込み不要。 



胸部X線検査について 

 受診料 無料 

 その他注意事項 

 ①受診結果は，大学登録住所宛に通知します。 

 ②受診・健康診断証明書は，発行できません。 

 ③女性の方は，白無地のTシャツ等を用意して 

  ください。 

 ④受診の結果，異常が認められた場合には， 

  再検査を受診していただく場合があります。 



日本学生支援機構奨学金申請手続きについて 

 要項配布期間 

 4月10日（月）～14日（金） 

 配布場所 

 ２階 学生課窓口 

 手続き説明会 

 日程 4月20日（木）・27日（木） 

 時間 12：10～13：00 

 会場 ３２講堂 

 

 



 ＜新入生で予約採用の方のみ対象＞説明会 

 日程 4月11日（火）・12（水） 

 時間 12：10～13：00 

 会場 ３階32講堂 

 

 注意事項 

 奨学金に関する事項については，１階の掲示板にて 

 案内しますので，必ず確認してください。 

 

日本学生支援機構奨学金申請手続きについて 



軽井沢オリエンテーションの実施について 

 日程 ５月２０日（土）～２１日（日）１泊２日 

 場所 日本大学軽井沢研修所 

 参加費用 

 ①通信教育部集合     10,000円 

  （貸切バスで移動）  

 ②現地集合          5,000円 

 申込締切 ４月３０日（日）学生課窓口必着 

詳細は，ポータルサイトの実施要領を参照してください。 



軽井沢オリエンテーションの実施について 



軽井沢オリエンテーションの実施について 



軽井沢オリエンテーションの実施について 



軽井沢オリエンテーションについて 


