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平成２９年度(後期)山梨大学市民開放授業 

受 講 生 募 集 要 項 

 

 

山梨大学では、本学の教育・研究を広く地域社会に開放するため様々な活動の一環として、本

学の学生向けに開設している正規授業を地域の方々に受講していただけるように「山梨大学市民

開放授業」を実施しております。受講を希望される方は、次の要項によりお申し込みくださるよ

うご案内いたします。なお、本学学生の履修人数の関係から受講をお断りすることがございます

のであらかじめご了承ください。 

 

 

開放する授業科目及び募集定員等  
 
１．市民開放授業科目・募集定員 

開放する授業科目及び募集定員等は、「平成２９年度（後期）市民開放授業実施科目一覧」の

掲載のとおりです（※）。受講受付は先着順ですので、募集定員に達した場合は受講できません。

また、本学学生の履修者がなく非開講となった授業科目は、受講できません。 
 

※ 本学学生の履修人数によっては、受講をお断りする科目がございます。「平成２９年度（後

期）市民開放授業実施科目一覧」をご覧のうえ授業担当教員にご確認ください。 

 
２ ．難易度 

「平成２９年度（後期）市民開放授業実施科目一覧」中の難易度は、授業の内容に応じて、 

次の三段階に区分しておりますので、参考にしてください。 

Ａ 入門的な内容（大学１年次生対象の授業） 

Ｂ 専門分野のうち基礎的な内容（大学２～３年次生対象の授業） 

Ｃ 専門分野のうち高度な内容（大学３～４年次生対象の授業） 

 

３．シラバス 

  授業内容については、本学ホームページに掲載してありますので、次のアドレスにアクセス

してください。http://syllabus.yamanashi.ac.jp/2017/index_open.html 

 

４．共通科目の語学初級科目について 

  各語学の初級科目を受講希望される方は、その語学の演習科目も同時に受講することが条件

となります。（初級科目だけの受講はできません）また、受講申し込みの際には、初級科目と演

習科目の両科目まとめての受付となり、受講料もまとめてお支払いいただくことになります。

（２ページの具体例をご参照ください） 

なお、演習科目のみ受講希望される場合は、初級科目を同時に受講する必要はありません。 
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 (具体例)フランス語初級Ⅱを受講希望される場合 

① 受講申込書２枚を用意し、ご希望の「フランス語初級Ⅱ」と「演習科目Ⅱ」の講義に出

席し、受講申込書に授業担当教員より承認印（サイン等）を受けてください。 

② 受講申し込み期間中に承認印のある受講申込書２枚(初級科目Ⅱと演習科目Ⅱ)をまとめ

て市民開放授業担当窓口に提出してください。 

③ 受講申し込みの際に、８，４００円×２科目(初級科目Ⅱと演習科目Ⅱ)＝１６，８００

円が必要になりますのでご用意ください。 

 

５．大学の機材を使用する科目について 

  端末教室入室の制限やパソコン使用の制約がありますのでご不便をおかけすることがありま

す。あらかじめご了承ください。 

 

６．e-Learning等を利用する科目 

科目によっては大学のパソコンを使用しながら授業を行うものや、各自がインターネットを

通じて小テストや課題提出等を行うものがあります。上記５．の科目同様に制約がある場合が

ありますので、受講される場合には、市民開放授業担当窓口までご確認ください。 

 

７．修了証書等 

市民開放授業は、単位を付与することができませんので、あらかじめご了承ください。ただ 

し、希望者には受講を証明する修了証書を発行しますので、受講申し込み時に市民開放授業担

当窓口に申し出てください。 
 

※ 単位認定の受講を希望される場合は、科目等履修生という制度がありますので、下記の各

学部教務担当窓口までお問い合せください。 

 教育学部   教務担当・・・電話（０５５）２２０－８７３２ 

 工学部    教務担当・・・窓口（Ａ２号館２階事務室）まで直接お越しください。 

   生命環境学部 教務担当・・・電話（０５５）２２０－８８０７ 
 
 
 開講期間、授業時間及び実施場所 

 
市民開放授業科目の開講期間、授業時間及び実施場所は、次のとおりです。 

（８ページ：学年暦・９、１０ページ：キャンパス案内参照） 
 

１．開講期間 
後期   平成２９年１０月２日（月）から 平成３０年２月２日（金）まで 
 

２．授業時間 
時 限 Ⅰ限 Ⅱ限 昼休み Ⅲ限 Ⅳ限 Ⅴ限 Ⅵ限 

授業時間 
9：00 
～ 

10：30 

10：40 
～ 

12：10 

12：10 
～ 

13：10 

13：10 
～ 

14：40 

14：50 
～ 

16：20 

16：30 
～ 

18：00 

18：10 
～ 

19：40 
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３．実施場所 
  市民開放授業は、山梨大学甲府キャンパス（甲府市武田４－４－３７）で実施します。 

 
 
受講手続きについて  （次頁以降とあわせてご覧ください） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
試聴期間 

 
１０月２日（月）～ １０月１６日（月） 

 
 

 
受講の許可及び受講申し込み 

 
１０月１０日（火）～ １０月１６日（月） 

 
１．「受講申込書」に授業担当教員より承認印（サイン等）を受ける。 
２．「受講申込書」を教務課市民開放授業担当窓口（総合研究棟２階）に提出する。 
３．「受講申込書」と一緒に受講料を会計課授業料納入窓口（大学本部棟２階）へ 

納入し、領収書を受け取る。 
 
      ※領収書の宛名は申請者本人となります。 

※会計課授業料納入窓口…平日８：３０～１７：００ 

 
受講手続きに関して 

 
受講の申し込み方法が分からない方、又はご不明な点については、 

下記の担当窓口までお越しいただくか電話によりお問い合せください。 
 

教務課 市民開放授業担当窓口 
TEL:０５５－２２０－８０４３ 

(甲府キャンパス：総合研究棟２階) 
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試聴期間 

 
受講生が、受講したい科目を決めていただくために試聴期間を設けていますので、この期間

中に受講したい授業に出席し、講義を受けてください。 
 

１．試聴期間 
平成２９年１０月２日（月）から１０月１６日（月）まで 

２．お願い 
  ① 講義の途中で講義室に入退室することは、講義の妨げになりますので、ご遠慮ください。 

② 都合により開講曜日・時限を変更したり、開講を取りやめる場合がありますので、あら

かじめご承知おきください。 
 

受講の許可及び受講申し込み 
 
１．受講申込書 
   平成２９年度受講申込書は受講申し込み１科目につき１枚となります。「受

講申込書」は各自で本学ホームページからダウンロードしていただくか、市

民開放授業担当窓口に準備してあります。  
 
２．受講許可  
   受講する科目を決められた方は、「平成２９年度（後期）山梨大学市民開

放授業受講申込書」に受講したい授業科目、必要事項を記入の上、試聴期間

中に授業担当教員に提示し、受講許可のサイン等を受けてください。  
 
３．受講申し込み  

 上記２．により授業担当教員の受講許可が得られましたら、教務課市民開

放授業担当窓口に「受講申込書」を提出してください。  
 
申込期間：平成２９年１０月１０日（火）～１０月１６日（月）  
申込受付時間：平日８：３０～１７：００  

※１７：００以降に申し込みを希望される方は、事前に市民開放授  
業担当窓口までご連絡ください。  

 
４．受講料の納付について  
   上記３．により受講申し込みが終わりましたら、受講料を会計課授業料納

入窓口（大学本部棟２階）で納めてください。  
受講料については、市民開放授業科目一覧の受講料をご確認ください。  

  会計課授業料納入窓口受付時間  
平日８：３０～１７：００  
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５．「市民開放授業受講者カード」の発行  
   受講申込者については、図書館等の利用のため受講者カードを１０月２３

日（月）以降に発行しますので、市民開放授業担当窓口で受け取ってくださ

い。  
 
 

受講に際して  
 
 
1．出席について  
   修了証書が必要な方は、受講申し込み時に申し出てください。学期途

中での申し込みはお受けできませんのでご留意ください。  
修了証書を申し込まれた方につきましては、授業日数の２／３以上出席し

ないと修了証書を交付することができませんので、１０月１７日（火）以降

の授業出席前に、市民開放授業担当窓口に用意した出席簿に出席確認のため

の押印又はサインをお願いします。  
なお、修了証書が必要ない方は上記の手続きは不要です。  
 

２．欠席について  
    授業を欠席する場合、授業担当教員及び市民開放授業担当窓口への連絡は

必要ありません。  
 
３．休講・補講・教室変更について  
   授業担当教員のやむを得ない事情により、授業の休講、補講、教室変更を

行う場合があります。休講、補講、教室変更については、山梨大学ホーム

ページの市民開放授業のページから確認ができます（個人の ID・パスワー

ドが無くても閲覧可能）。緊急の場合を除き、大学からは連絡しませんので、

授業の前には必ず各自確認してから来学してください。  
 
休講情報関連アドレス

https:/ /syl labus.yamanashi.ac.jp/openinfo/mobile/l .php 
                                     

 
 
 
 
 
 
４．総括評価（試験）について  
   受講生は、聴講のみ認められているため中間試験や期末の総括評価は受け

られません。  
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５．授業振替日  
   授業回数を確保するため、授業振替日を設けています。当該日は通常の曜

日の授業は行いませんので、ご注意願います（学年暦を参照してください）。  
平成２９年１１月１日（水）は木曜日の授業振替日（８ページカレンダー参照） 
平成３０年 １月９日（火）は月曜日の授業振替日（８ページカレンダー参照） 
 

６．受講生の呼び出し等  
   来学中及び授業中の受講生の呼び出しには対応できかねますので、あらか  

じめご承知おきください。また、授業中は携帯電話の電源をお切りください。 
 

７．テキスト代等その他の費用  
   受講生が授業で使用するテキストの代金及び授業に係るその他の費用は、 

受講生の負担となります。  
 

８．受講料の返還について  
   納入された受講料は、いかなる理由があっても返還できませんので、ご承

知おきください。  
 
９．受講の停止  
   受講生が受講生としてふさわしくない行為等を行った場合、受講を停止す  

ることがあります。  
   なお、受講を停止された場合であっても、既に納入された受講料は返還で  

きませんので、ご承知おきください。  
 

１０．損害賠償  
   受講生が、本学の施設、設備等を破損したときは、速やかに届け出てくだ  

さい。その損害を弁償していただくことがあります。  
 

１１．個人情報について  
   個人情報保護の観点から、他の受講生、教員、本学学生に関する連絡先等

をお知らせすることはできません。  
   なお、教員への質問等については講義時間において直接お問い合せくださ

い。  
 
１２．通学方法等  

 山梨大学では、車両の入構規制を行っておりますので、可能な限り公共の  
交通機関をご利用ください。  

   ただし、諸般の事情により自動車を利用して通学しなければならない方の

うち、週２日以上受講のため来学する方で希望される方については、パスカ

ードを発行しますので受講申し込みと一緒に申し出てください。  
   それ以外の方については、受講の都度総合案内所でパスカードを借りたう

え、入構してください。  
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   その他特別な理由により、パスカードの発行を希望される方は市民開放授

業担当窓口までご相談ください。  
 
１３．学内施設の利用等  

〔図書館〕  
   受講生は、附属図書館を利用できます。ただし、図書の貸出は、１８歳以

上の方に限ります。詳しくは、附属図書館情報サービス係までお問い合せく

ださい。  
TEL：０５５－２２０－８０６６ 

http://www.lib.yamanashi.ac.jp/main/riyo/gakugai/mokuji.htm 
〔福利厚生施設〕  

受講生は、営業時間内に売店、食堂等の福利厚生施設を利用することがで  
きます。ただし、山梨大学生活協同組合員にのみ適用する事項については、

利用できないこともあります。  
 〔インターネット環境〕  
   受講生は、学生用パソコン端末室及び無線 LAN の利用はできません。  
 
１４．山梨大学市民開放授業に関する担当窓口は、下記のとおりです。  
     山梨大学教学支援部教務課総務・教務グループ  
      〒 400-8510  山梨県甲府市武田４－４－３７  
             TEL：０５５－２２０－８０４３  
             FAX：０５５－２２０－８７９６  
             E-mail： koukai-kouza@yamanashi.ac.jp 
 
１５．関連アドレス  
   市民開放授授業に関するあんない  

http:/ /www.yamanashi.ac.jp/social /371 
山梨大学 HP のトップページから、「社会貢献・産学連携」→「市民開放授

業」と進んでください。  
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※ ただし、授業担当教員の都合により開講日が変更することがありますので、

その際には当該教員の指示に従ってください。  
 
※ 各授業の最終日については、授業担当教員にお問い合せください。  
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キ ャ ン パ ス 案 内 図 
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キャンパスへのアクセス 

  

 
 

 

 
①  甲 府 西 キャ ンパ ス：  

事 務局、 教育学 部、生命 環境学 部、附 属図書館 、保健 管理セ ンター等  

    （総合 研究棟は 西キャ ンパス にありま す。）  

 
  ②  甲 府 東キ ャンパ ス ：  

工 学部、 機器分 析センタ ー、情 報メデ ィア館  
 

 


