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創設者・世耕弘一
1893年 和歌山県東牟婁郡(現新宮市)にて誕生

1908年 (15歳) 高等小学校を卒業、新宮市内の材木店へ丁稚奉公

1914年(21歳) 東京深川の材木商社に就職、その後満州(現中国東北部)へ渡る　

1917年(24歳) 満州から帰国、正則英語学校へ通う

1918年(25歳) 専検に合格、日本大学予科に入学 
2年後に日本大学法文学部へ進学

1923年(29歳) 日本大学を卒業、朝日新聞社に就職　 
9月、ドイツ留学へ

1927年(34歳) ドイツから帰国、日本大学講師となる
1931年(38歳) 日本大学教授となる
1932年 (39歳) 衆議院議員に初当選(以後、8回当選)
1944年(51歳) 大阪専門学校の校長に着任
1949年(56歳) 近畿大学を創設、総長に就任
1959年(66歳) 第二次岸内閣の国務大臣に就任

自ら苦学を経て学問を修めた経験から生まれた地理的条件や経済的状況に関わらず、 
「学びたい者に学ばせたい」という志のもと、1957年に通信教育部を設置

医学部から文芸学部まで全学部を揃えた「総合大学」「大衆大学」を目指す
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創設者・世耕弘一

学びたい者に 
学ばせたい

近畿大学創設者・初代総長　 
世耕 弘一

４



通信教育部設置学部・コース ５

正　科　生 

法学部法律学科　
【4年制】 

科目等履修生 

図書館司書コース

特　修　生 

大学入学資格認定コース

短期大学部商経科 
【2年制】 

学校図書館司書教諭コース

科目別履修コース

科目別履修コース



通信教育部の特徴 6

1.　通信制大学屈指の安さ 

２.　自宅学習で学習可能 

３.　利用できる施設・サービスが多い 

４.　卒業証書は通学課程と同じ 

５.　４万人を超える卒業生（校友は56万人） 

６.　1,000人／年を超える司書を輩出



e-Learningポータルサイト 7

AM2：00~AM4：30使用不可

Web学習は全て 
KULeDから行えます 



利用できる施設一覧 8

近畿大学中央図書館 情報処理棟（KUDOS） 
　　PC教室

英語村Ｅ3（Ｅキューブ）

アカデミックシアター

通学部と同じように利用できる施設

CNNカフェ

7

AATCE
Apple Authorized Training Center for Education

KINCUBA 
Basecamp（有料）



利用できるサービス一覧 9 

Office365（無料）

7

AmazonPrimeStudent　　　　　　　　　　　 
プライム会員特典を通常会員費の半額で利用可能！　　　　　　　　　　　　　　　　
ポイント還元、映画・TV見放題、音楽聴き放題、マンガや本読み放題

電子図書館サービス                                                                          
（OverDrive・LibrariE・Maruzen eBook Library)

電子ジャーナル（正科生）
キャリアセンター利用（正科生） 
※新卒またはそれに準ずる方のみ　
（就職サポート・資格コーナー）

通信学生も使えるサービスが充実



通信教育部の特徴（通学部と卒業証書が同じ） 10

短期大学部商経科卒業証書法学部法律学科卒業証書



通信教育部の特徴（4万人を超える卒業生） 11
通信独自の卒業証書授与式

ノーベル医学生理学賞受賞 
山中伸弥教授

キングコング 
西野亮廣

近畿大学卒業式



学習方法

通信授業 
科目

面接授業 
科目
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卒業・資格取得までの学習量

学部・コース 要卒業単位数 
要修了単位数

1年間の学習量

通信授業 面接授業

法学部(1年入学) 124単位 9科目 5科目

法学部(編入) 124単位(2年編入) 
126単位(3年編入) 10科目程度 8科目程度

短期大学部 62単位 9科目 5科目

図書館司書 24単位 11科目 2科目

司 書 教 諭 10単位 5科目 なし
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通信授業科目の学習の流れ 15

テキスト レポート 科目終末試験

1 2 3

> 通信授業1科目につき１冊が配本

テキストを読む>

単位修得

4



テキストについて

テキスト

16

補助教材とは・・・ 
①レポート設題集 
　レポート設題、留意事項、教員からのメッセージ、参考書等の紹介を掲載しています 
②科目終末試験問題集 
　会場受験の試験問題を掲載しています 

通信授業1科目につき１冊配本

補助教材も一緒に届くのでそちらも確認ください



通信授業科目の学習の流れ 17

科目終末試験

3

単位修得

421

レポートテキスト

>

レポート提出>

補助教材（レポート設題集）を読みレポート作成（Web or 紙）

受理されると科目終末試験の申込が可能>

添削結果が返ってくる（合格 or 再提出）再提出の場合は添削結果を確認し再提出>

　　※令和6年度以降は、紙提出が廃止となります



【POINT1】 
所定の設題に対してレポートを作成 

【POINT2】 
字数は2,000字または4,000字 
2,000字→1,900~2,100字で提出 
4,000字→3,800~4,200字で提出

POINT4 

レポート作成に役立つ書籍の紹介

レポート設題集について

POINT3 
添削者からのメッセージは必読 
ポイント・メッセージをよく読むことが
大切
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レポートの提出について

※令和6年度以降は、紙レポートの提出が廃止となります

【Web提出】 【紙提出】 

どちらでも提出可能

19

黒の消せないボールペン
修正は修正液・修正ペン

【成績評価】 
・「合格」もしくは「再提出」 
→ 合格するまで何度でも提出可能 
【提出期限】 
・学籍有効期限内 
→細かい締切はないが、科目終末試験申し込みにレポート提出が必要

コピー＆ペースト不可



KULeDでのレポート作成 20



通信授業科目の学習の流れ 21

2

単位修得

41

テキスト

>

受験（年間10回）会場受験かWeb受験を選択>

事前申込必要

受験結果が返ってくる 
60点以上で合格

>

科目終末試験レポート

3

　　※令和6年度以降は、会場受験が廃止となります



科目終末試験の受験について

試験申込条件 

受験科目のレポートを提出 
して受理されていること

再提出や添削中 
でもOK

22



• 50分/科目

科目終末試験の概要

　　※令和6年度以降は、会場受験が廃止となります

23

受験申込 • 試験日ごとに受験科目を決めて、期間内に申込（KULeDから）

実施回数 • 10回/年

受験方法 • 会場受験（学外・本校） 
• Web受験

試験時間

最大受験科目数 • 4科目/日 
• 午前の部、午後の部、各最大2科目



申込から受験まで 24

5月科目終末試験申込期間 
5/10（木）～5/16（火）

5/28（日） 
科目終末試験 
（学外・Web）



会場受験について 25

書き込み・付箋等禁止

10問中、1問を出題



Web受験について 26

コピー＆ペースト不可



Web受験について 27



受験方法 問題の公開 資料の参照

会場

Web

会場受験、Web受験の違い

○
×
×

※試験は、100点満点中、60点以上で合格 
不合格の科目は学籍有効期限内、合格するまで何度でも受験可能 
※ただし、合否がわかるまで同一科目の申込は不可

○

28



通信授業科目の学習の流れ 29

2 31

テキスト

> レポートの合格・科目終末試験60点以上で単位修得

レポート

4

単位修得科目終末試験
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面接授業科目について

講義の受講 最終日に単位修了試験を受験

ス
ク
ー
リ
ン
グ

メ
デ
ィ
ア
授
業

動画の視聴 最終週に単位修了試験を受験
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面接授業科目の学習の流れ 32

受講申込 受講 単位修了試験

1 2 3

>

KULeDから受講申込（スクーリングorメディア授業）>

単位修得

4

シラバスを確認（使用テキストや事前課題の有無）

受講許可後テキスト準備（事前課題がある場合は事前課題も準備）>



面接授業科目の日程

【正科生】 
スクーリング・メディア授業時間割

【司書】 
スクーリング・メディア授業時間割

33

※令和４年度分のスケジュールになります 
　令和５年度分については出来上がり次第の公開となります



面接授業科目の日程

※面接授業時間割+講義要項（シラバス）はポータルサイトKULeDもしくは 
　HPから見ることができます

34



面接授業科目の学習の流れ 35

単位修了試験

3

単位修得

421

受講受講申込

>

>

スクーリング　or  メディア授業を受講

>

スクーリングの場合は遅刻、早退、欠席は厳禁
メディア授業の場合は各コマ修了時に確認テストを全問正解



スクーリングについて 36

• 9:00～17:30×3日間 
• 詳細はHP【年間スケジュール】よりご確認ください

受講申込

使用テキスト

受講許可

• ご自身で申し込み期間内に申し込みが必要（KULeDから）

受講日程

注意事項 ・遅刻、早退、欠席は厳禁

・受講許可後、ご自身で購入

試験時間 ・60分（最終日に実施）

• 申請期間終了後、受講可否をメールで通知



学外スクーリング会場
▲北海道

●福井

■東京

■愛知

●
岡
山

▲香川

■福岡

▲
沖
縄

▲宮城

▲
広
島

●
兵
庫

●：正科生の科目開講 
▲：図書館司書の科目開講 
■：どちらの科目も開講

●台北

37

●栃木



メディア授業について 38

・【前期】5/1~7/31       （申込期間：　4/1~4/15 ） 
・【後期】11/1~1/31     （申込期間：10/1~10/15） 

受講申込

使用テキスト

受講許可

・ご自身で申し込み期間内に申し込みが必要（KULeDから）

受講期間

試験 　・60分（受講期間最後の1週間で1回のみ受験可能）  
　　※テキストなどの資料の参照可能

　・受講許可後、ご自身で購入

授業内容 　・約45分×15本の動画を視聴 
　 ・確認テストの受験

・申請期間終了後、受講可否をメールで通知
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面接授業科目の学習の流れ 40

2

単位修得

41

受講申込

>

>

スクーリングは最終日、メディア授業は最終週

受験結果が返ってくる 
60点以上で合格

>

単位修了試験受講

3

それぞれ60分の試験時間



面接授業科目の学習の流れ 41

2 31

受講申込

>

不合格の場合は再度申込が必要

受講

4

単位修得単位修了試験

>

60点以上で単位修得
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入学時に係る経費について

項目
正科生

図書館司書 学校図書館 
司書教諭1年入学 2年編入学 3年編入学

入学金 ￥20,000 ￥20,000 ￥20,000 ￥20,000 ￥20,000

選考料 ￥10,000 ￥10,000 ￥10,000 ￥10,000 ￥10,000

授業料 ￥150,000 ￥170,000 ￥190,000 ￥130,000 ￥50,000

合計 ￥180,000 ￥200,000 ￥220,000 ￥160,000 ￥80,000
〒577-0818 大阪府東大阪市小若江３丁目４－１近畿大学通信教育部 https://www.kindai.ac.jp/tsushin/TEL（06）6720-2222

スクーリング受講料 メッディア授業受講料 科目終末試験受験料

全部込みだから

一回払いで簡単
便利！

入学後の学費の
心配ナシ！

近畿
大学通信教育部は
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入学後に係る経費について（目安）
項目 正科生 図書館司書 学校図書館 

司書教諭

面接授業教材費 　　￥15,000 ￥6,000 ―

卒業ゼミナール宿泊費
　　　　　　

￥27,000程度 
　　　　　　　　
― 

　　　　　　　　　
― 

追加履修料 　￥10,000/科目 ￥10,000/科目 ￥10,000/科目

レポート用紙代 
（Web提出の場合不要）

　　　￥1,000 ￥660 ￥300

■レポート用紙(1冊) 
   2,000字:60円　4,000字:100円 
　送料:100ｇまで15円、100ｇを超える場合はさらに100ｇごとに10円プラス 

44



在籍延長について

法学部 
(1年入学)

短期大学部

図書館司書 
司書教諭

法学部 
(2年編入学)

法学部 
(3年編入学)

1年目 3年目 5年目4年目 10年目9年目6年目 7年目 8年目2年目

在籍延長料 
     ¥15,000/6カ月　¥30,000/1年

4年

3年

2年

2年

1年

＋6年

＋6年

＋6年

＋4年

＋1年
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入学資格について

1.高等学校を卒業された方 
2.高等学校卒業程度認定試験に合格された方 
3.その他の条件は入学要項P7参照

1.4年制大学・短期大学を卒業された方 
2.大学3年生以上に在学中、短期大学に在学
中の方 
3.1と2の受講資格がなくても、正科生への
入学資格があれば資格取得可能

1.4年制大学、短期大学を卒業された方 
2.4年制大学に在籍されている方 
3.その他の条件は入学要項P17参照

1.教育職員普通免許状を有する方 
2.大学3年生以上に在学中で、62単位以上を
修得し、教職課程を履修中の方

図書館司書 学校図書館司書教諭

正科生（法学部/短期大学部） （編入）法学部

47



出願方法について
①近畿大学通信教育部ホームページからアクセス（右QRコード） 
インターネット出願はこちらからを選択 
「はじめに」を確認した後、「出願登録」をクリック 
＊再入学（正科生）・特修生はインタ－ネット出願不可 
　出願書類を事務局に請求 
＊編入学はHP＞インターネット出願＞編入学の方はこちらをクリック　 
 
 
②入学希望コースを選択後、履修科目を登録し、氏名 
　生年月日・住所・メールアドレス・出身学校・学部などの 
　個人情報を入力 
※証明写真は、スマホやデジタルカメラで撮影したものをアップロード 
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出願方法について
③全ての入力を完了した後、 
「入学志願書」、「経費振込依頼書」、「封筒貼付用
宛名シート」を印刷 
＊ご自宅で印刷できない場合は、コンビニ等で印刷し
てください 
 
④「経費振込依頼書」を使用し、銀行窓口または 
ＡＴＭから必要経費を振込 
　※入学諸経費はキャッシュレス決済可能 
　　振込依頼書左下のQRコードよりお手続きください 

⑤「封筒貼付用宛名シート」に参加した入学説明会の
日付・会場名・担当者名を朱書きで記入し、封筒に貼
付、入学志願書・最終学歴の卒業証明書等を入れて郵
送 
＊簡易書留で発送してください

49

日付・場所・担当者

「封筒貼付用宛名シート」

「卒業証明書等」

「入学志願書」
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卒業論文について（法学部対象） 52

法学部4年生の選択必修科目（短大は不要） 
「憲法」「民法」「商法」「刑法」からテーマ選択 
卒業学年時であれば、提出期間（年2回）に提出可能 
※令和6年度以降は、卒業論文の手書き提出が廃止となります



卒業ゼミナール（法学部・短期大学部対象） 53

法学部4年生、短期大学部2年生の必修科目 
２泊3日の宿泊形式（宿泊費必要） 
7月に九州地方、8月、1月に近畿地方で実施 
12月に台湾で実施（４泊5日・観光付・旅行費必要）



短大正科生と司書資格同時取得について
•正科生への入学資格があれば、図書館司書資格取得が可能 
　※正科生への入学後、図書館司書科目を追加履修登録（要経費） 

•短期大学部と図書館司書科目をあわせて学習することにより、 
  短期大学部の総学習量が軽減

図書館概論

短期大学部 　
62単位 図書館司書　

24単位 
追加履修

上限12単位算入 
【図書館司書科目】  
  通信授業科目10単位 
  面接授業科目2単位 
  ※情報サービス演習は除く

50単位
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【正科生】高等教育無償化について

•正科生（1年入学・2年編入学・3年編入学） 
•住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生 
•高等学校等を卒業してから2年以内に入学 
　※編入生は高等学校等を卒業してから２年以内に大学・短期大学部 
　　へ入学し卒業・退学後１年以内に本学へ編入学される場合 
•学ぶ意欲のある学生　以下のいずれかに該当する必要があります 
①　高等学校等における評定平均が3.5以上であること 
②　高等学校卒業課程認定試験の合格者であること 
③　将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有し 
　　ていることが、学修計画書等により確認できること

対象者
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【正科生】高等教育無償化について

減免 
最大150,000円 
入学金：最大20,000円 
授業料：最大130,000円/年

給付 
最大51,000円/年

申請には本人からの申請が必要です。 
ⅰ.対象者と思われる場合はインターネットから日本学生支援機構(JASSO)に申込ください 
ⅱ.審査結果の通知がJASSOから届きます 
ⅲ.入学後にJASSOへ進学届を提出 
ⅳ.授業料と入学金の減免の手続きは、進学時に行なってください 

無償化に採用されても進学後下記に該当する場合は直ちに打ち切りとなります。 
ⅰ.退学・停学の処分を受けた場合 
ⅱ.修業年限で卒業できないことが確定した場合 
ⅲ.修得単位数が標準の5割以下の場合
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近畿大学通信教育部 
図書館司書コース　修了者インタビュー



【図書館司書コース】開講科目について
【選択科目】 

修了に必要な単位数　合計2単位

【必修科目】 

修了に必要な単位数　合計22単位

＋
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分類（甲群） 科目コード 科目名 単位数
通信 
授業

面接 
授業

基礎科目

5701 生涯学習概論 2 ○

5702 図書館概論 2 ○

5703 図書館情報技術論 2 ○

5704 図書館制度・経営論 2 ○

図書館サービスに
関する科目

5705 図書館サービス概論 2 ○

5706 情報サービス論 2 ○

5707 児童サービス論 2 ○

5708 情報サービス演習 2 ◆

図書館情報資源に
関する科目

5709 図書館情報資源概論 2 ○

5710 情報資源組織論 2 ○

5711 情報資源組織演習 2 ◆

分類（乙群） 科目コード 科目名 単位数
通信 
授業

面接 
授業

選択科目 
（2科目選択）

5801 図書・図書館史 1 ○

5802 図書館実習 1 ●

5803 図書館サービス特論 1 ○

5804 図書館情報資源特論 1 ○

ー 該当科目無し ー ー ー

ー 該当科目無し ー ー ー

ー 該当科目無し ー ー ー



受講諸条件

【アドバイス】 

  学習効果は高く人気科目だが、利便性を考えると… 

　　　　　　　　　　　　↓ 
  図書・図書館史、図書館サービス特論、図書館情報資源特論から2科目選択
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•必修11科目全て単位修得済であること 
•45時間の実習を行う 
•実習先はご自身で見つけて交渉する必要がある

【図書館司書コース】図書館実習について



【図書館司書コース】開講科目について
【選択科目】 

修了に必要な単位数　合計2単位

【必修科目】 

修了に必要な単位数　合計22単位

＋
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分類（甲群） 科目コード 科目名 単位数
通信 
授業

面接 
授業

基礎科目

5701 生涯学習概論 2 ○

5702 図書館概論 2 ○

5703 図書館情報技術論 2 ○

5704 図書館制度・経営論 2 ○

図書館サービスに
関する科目

5705 図書館サービス概論 2 ○

5706 情報サービス論 2 ○

5707 児童サービス論 2 ○

5708 情報サービス演習 2 ◆

図書館情報資源に
関する科目

5709 図書館情報資源概論 2 ○

5710 情報資源組織論 2 ○

5711 情報資源組織演習 2 ◆

分類（乙群） 科目コード 科目名 単位数
通信 
授業

面接 
授業

選択科目 
（2科目選択）

5801 図書・図書館史 1 ○

5802 図書館実習 1 ●

5803 図書館サービス特論 1 ○

5804 図書館情報資源特論 1 ○

ー 該当科目無し ー ー ー

ー 該当科目無し ー ー ー

ー 該当科目無し ー ー ー



【図書館司書コース】面接授業科目について 62

申込条件 
関連する通信授業科目の 
レポートを提出していること

情報サービス論 情報サービス演習レポート提出

再提出や添削中 
でもOK

情報資源組織論 情報資源組織演習レポート提出



【図書館司書コース】おすすめの学習順序
推奨順番 科目名

1 図書館概論

2 生涯学習概論、図書館情報資源概論、図書館サービス概論

3 図書館情報技術論、図書館制度・経営論

4 情報サービス論、児童サービス論

5
情報資源組織論 
図書・図書館史（選択科目）、図書館実習（選択科目） 
図書館サービス特論（選択科目）図書館情報資源特論（選択科目）
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【図書館司書コース】キャッシュバックキャンペーン 64

※当該キャンペーン金額は教育訓練給付制度規程により
一般教育訓練給付金申請時に対象経費から差し引かれます。

■図書館司書全科目履修コース入学者が対象（科目等履修生）
■自宅学習のみで司書資格が取得可能
■一定の条件を満たした方は司書資格修了後に一般教育訓練給付金の対象
　（単位取得に係わった経費の2割に相当する額を公共職業安定所から支給）
※対象照会はお近くの公共職業安定所（ハローワーク）までお問い合わせください。
※学校図書館司書教諭コース、科目別履修コース、正科生、特修生および図書館司書コース一部科目履修は対象外です。

図書館司書コース

通信教育部

キャッシュバックキャンペーン

ただでさ
え

安い学費
から

さらに 5,000円5ノグチ

※2024年から1000円札の肖像は北里柴三郎に変更になる予定です

Amazonギフトコード

お問い合わせは
こちら



【図書館司書・司書教諭コース】一般教育訓練給付金

•図書館司書コース 
(1年)：272065917100120 
•図書館司書コース 
(2年)：272065917100222 
※在籍延長された方のコースです。 
•図書館司書教諭 コース 
(1年)：272065917100325

受給資格照会情報
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【図書館司書・司書教諭コース】一般教育訓練給付金

  【令和５年３月３１日までに修了された方】 
◆図書館司書コース：最大￥32,000 
◆司 書 教 諭コース：最大￥16,000 
【令和５年4月以降に修了された方】 
◆図書館司書コース：最大￥30,000 
◆司 書 教 諭コース：最大￥14,000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

【図書館司書・司書教諭コース（1年）】 
入学金+単位修得科目の授業料の2割　※入学選考料10,000円は受給の対象外となります。 
【図書館司書コース（2年）】 
入学金+｛単位修得科目の授業料+在籍延長料÷2｝の2割　※入学選考料10,000円は受給の対象外となります。 
※履修登録した全ての科目を合格していることが条件です。 
※キャッシュバックキャンペーン金額は教育訓練給付制度規程により 
　 一般教育訓練給付金申請時に対象経費から差し引かれます。　

受給金額
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【図書館司書コース】会社説明会について 67
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学習支援サービス（正科生対象）※ご紹介 69

自学自習で卒業単位修得するのは難しい・・・

学習計画を管理>

>

通信教育部へ入学したが

学習支援（レポート＋科目終末試験）

2022年外部サービスを導入（有料）

詳しくはパンフレットもしくはHPをご確認ください

レポートの書き方が分からない
学習計画の立て方が分からない

こちらのQRコードから 
ご確認ください！



在籍者数（令和4年5月1日現在） 70
学部・コース 在籍者数 女性比率

法学部 1,347 35%
短期大学部 1,794 21%
科目等履修生 

（図書館司書コース） 3,515 84%
科目等履修生 

（学校図書館司書コース） 254 74%
単位：%



入学者数（令和4年度） 71
学部・コース 入学者数 女性比率

法学部 526 37%
短期大学部 618 56%
科目等履修生 

（図書館司書コース） 2,684 82%
科目等履修生 

（学校図書館司書コース） 162 78%



【正科生】卒業者数（令和3年度）

学部・コース 卒業者数 女性比率
法学部 175 29%

　　　　内）1年入学 46 30%

　　　　　内）2年編入学 3 33%

　　　　　内）3年編入学 126 29%

短期大学部 269 46%

合計 444 39%
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【正科生】卒業者在籍年数（令和3年度） 73
単位：人

単位：人 単位：人

単位：人
単位：人



【図書館司書コース】修了者数（令和3年度）

令和元年度

令和3年度

令和2年度

学部・コース 修了者数
法学部（正科生） 3

法学部（科目等履修生） 1,183
短期大学部（正科生） 25

短期大学部（科目等履修生） 251
年度合計 1,462

学部・コース 修了者数
法学部（正科生） 7

法学部（科目等履修生） 946
短期大学部（正科生） 30

短期大学部（科目等履修生） 276
年度合計 1,259

学部・コース 修了者数
法学部（正科生） 1

法学部（科目等履修生） 1,086
短期大学部（正科生） 33

短期大学部（科目等履修生） 366
年度合計 1,486
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【図書館司書コース】修了までの在籍期間（令和4年度） 75

単位：%



近畿大学通信教育部SNS 76

LINE 
オープンチャット


