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３：選択科目Ⅲ 登録要領 

（外国語教育科目、保健体育科目を除く） 
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１－１．全学共通教養教育科目（WEB先行登録科目）  

 

【京田辺校地】 
      

科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 結果発表 備考 

メガトレンドを読む 001 秋 150 

3 月 24 日（火）10：00 

～4月 3日（金）15：00 

4 月 4 日（土） 

0：00 

 

京都科目 

-華道から見る京都の伝統

文化の発展- 

002 春 30 

学年によって科目コードが異なるので注

意すること。科目コードは、自身の入学

年度に該当する全学共通教養教育科目

履修要項を参照のこと。        

 

抽選結果を確認し、履修が認められた場

合、花材費を納入する必要がある。花材

費の金額及び納入期間については、対

面での授業開始後に、授業内であらた

めて周知する。 

京都科目 

-現代町家論 京都のまち

と暮らしを知る- 

003 春 30 

学外でフィールドワークを行う。移動時間

を要するため、本科目の前後の時間割

に注意すること。詳細はシラバスを参

照。 

学年によって科目コードが異なるので注

意すること。科目コードは、自身の入学

年度に該当する全学共通教養教育科目

履修要項を参照のこと。     

科学史・科学論１ 

004 春 400 

3 月 24 日（火）10：00 

～4月 3日（金）17：00 

4 月 4 日（土） 

0：00 

学年によって科目コードが異なるので注

意すること。科目コードは、自身の入学

年度に該当する全学共通教養教育科目

履修要項を参照のこと。 

005 春 400 

科学史・科学論２ 

003 秋 400 

004 秋 400 
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科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 結果発表 備考 

Introduction to Japanese 

Culture in the Global 

Context 

001 春 45 

3 月 24 日（火）10：00 

～4月 3日（金）17：00 

4 月 4 日（土） 

0：00 

 

Introduction to Japanese 

Society in the Global 

Context 

001 春 45 

Introduction to the Nature 

of Japan and Asia in the 

Global Context 

001 春 45 

002 秋 45 

Natural Sciences and 

Global Issues 
001 春 15 

Issues in Japanese Culture 001 春 15 

Democracy and Politics : 

A Comparative Perspective 
001 秋 15 

Education in the Age of 

Globalization 
001 春 15 

Issues in Intercultural 

Communication 
001 秋 15 

Japanese Thought and 

Religion 1 
001 春 15 

学年によって科目コード・科目名が異な

るので注意すること。科目コードは、自身

の入学年度に該当する履修要項を参照

のこと。    

【2015 年度以前生】 

科目名：日本の思想・宗教  １ 

科目名：日本の思想・宗教  ２ 

Japanese Thought and 

Religion 2 
001 秋 15 

Tradition and Art in Japan 1 001 秋 15 

 

学年によって科目コード・科目名が異な

るので注意すること。科目コードは、自身

の入学年度に該当する履修要項を参照

のこと。 

【2015 年度以前生】 

科目名：日本の伝統と芸術 

Tradition and Art in Japan 2 001 春 15 
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【今出川校地】 
      

科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 結果発表 備考 

建学の精神とキリスト教 061 秋 50 
4 月 2 日（木）10：00～ 

4 月 3 日（金）15：00 

4 月 4 日（土） 

0：00 
 

キャリア開発と学生生活 051 春 270 

3 月 24 日（火）10：00～ 

4 月 3 日（金）15：00 

4 月 4 日（土） 

0：00 

 

キャリア開発の課題と方法 051 秋 250 
 

インターンシップ入門 
 

春 

集中 
45 

2019・2020 年度生のみ登録可。 

日程等の詳細はシラバスを確認するこ

と。 

履修中止については開講後の 7 月 27

日（月）～7 月 29 日（水）に両校地キャ

ンパス教務センター（全学共通教養教

育科目窓口）にて受け付ける。5月初

旬の履修中止期間には履修中止を認

めない。 

働くということ 
 

春 180 
3 月 24 日（火）10：00～ 

3 月 25 日（水）17：00 

3月 26日（木）

9：00 

定員に空きがある場合のみ以下の日

程で 2 次募集を行う。 

3 月 26 日（木）10：00～3月 27日（金）

17：00 

<結果発表> 

3 月 28 日（土）9：00 

キャリア形成とインターンシ

ップ 
051 

春 

集中 
100 

3 月 28 日（土）10：00～ 

4 月 3 日（金）15：00 

4 月 4 日（土）

0：00 

2018 年度生のみ登録可。 

詳細は「同志社大学 インターンシップ 

プログラムガイド２０２０」で必ず確認す

ること。 

労働市場の動向とキャリア

形成  
春 350 

3 月 24 日（火）10：00～ 

4 月 3 日（金）15：00 

4 月 4 日（土）

0：00 
2013 年度以降生のみ登録可。 

メガトレンドを読む 051 春 250 

日本近現代史 

051 春 150 

3 月 30 日（月）10：00～ 

4 月 3 日（金）15：00 

4 月 4 日（土）

0：00 
2013 年度以降生のみ登録可。 

052 秋 150 

世界近現代史 

051 春 350 

052 秋 350 

世界の宗教 

051 春 250 
4 月 2 日（木）10：00～ 

4 月 3 日（金）15：00 

4 月 4 日（土）

0：00 
 

061 秋 250 

日本とアジア１ 051 春 30 

3 月 24 日（火）10：00～ 

4 月 3 日（金）11：30 

4 月 4 日（土）

0：00 
 

日本とアジア２ 

051 秋 30 

052 秋 10 
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科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 結果発表 備考 

Introduction to Japanese 

Culture in the Global 

Context 

051 春 45 

3 月 24 日（火）10：00～ 

4 月 3 日（金）17：00 

4 月 4 日（土）

0：00 

  

052 秋 45 

Introduction to Japanese 

Society in the Global 

Context 

051 春 45 

052 秋 45 

Introduction to the Nature 

of Japan and Asia in the 

Global Context 

051 春 45 

052 秋 45 

Humanities and Global 

Issues 

051 春 15 

052 秋 15 

Social Sciences and Global 

Issues  
秋 15 

Natural Sciences and 

Global Issues 
051 春 15 

Japan in Modern World 

History 

051 春 15 

052 秋 15 

International Relations in 

the Postwar Era 

051 春 15 

052 秋 15 

Issues in Japanese Culture 051 秋 15 

Democracy and Politics : 

A Comparative Perspective 
051 秋 15 

Education in the Age of 

Globalization 
051 春 15 

Issues in Intercultural 

Communication 
051 秋 15 

Economy and Business in 

the Global Context 1  
春 15 

Economy and Business in 

the Global Context 2  
秋 15 

Principles of Economics 
 

春 15 

Environmental Economics 

and Sustainability  
秋 15 

Critical Social Issues in 

Contemporary Japan 1 

051 春 15 

学年によって科目コード・科目名が異

なるので注意すること。科目コードは、

自身の入学年度に該当する履修要項

を参照のこと。    

【2015 年度以前生】 

科目名：日本の社会事情 

052 秋 15 

Critical Social Issues in 

Contemporary Japan 2 

051 春 15 
  

052 秋 15 
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科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 結果発表 備考 

Statistics for the Social 

Sciences and Humanities  
秋 15 

3 月 24 日（火）10：00～ 

4 月 3 日（金）17：00 

4 月 4 日（土）

0：00  

Introduction to Computer 

Science and Information 

Technology 
 

春 15 

Human Science in the 

Global Age  
秋 15 

Conservation of Japanese 

Nature and Environment  
秋 15 

Science of Natural 

Disasters  
春 15 

京都科目 

-京都学概論（さまざまな視

点からみる京都）- 

051 春 400 

3 月 24 日（火）10：00～ 

4 月 3 日（金）15：00 

4 月 4 日（土）

0：00 

学年によって科目コードが異なるので

注意すること。科目コードは、自身の入

学年度に該当する全学共通教養教育

科目履修要項を参照のこと。   

京都科目 

-華道から見る京都の伝統

文化の発展- 

052 秋 24 

学年によって科目コードが異なるので

注意すること。科目コードは、自身の入

学年度に該当する全学共通教養教育

科目履修要項を参照のこと。  

 

抽選結果を確認し、履修が認められた

場合、花材費（7,700 円）を納める必要

がある。納入期間は秋学期の登録要

領を参照すること。期間内に納入され

なかった場合、登録を削除するので注

意すること。なお、一旦納入された花

材費は、履修中止を含め、いかなる理

由であっても返還できない。 

【花材費納入場所】  

 良心館１階証明書発行機 

 成心館１階証明書発行機 

  

納入後、証明書発行機より発行され

る、「納入済証〔窓口提出用〕」を両校

地キャンパス教務センター（全学共通

教養教育科目窓口）に提出すること。 

京都科目 

-現代町家論 京都のまち

と暮らしを知る- 

053 秋 30 
学外でフィールドワークを行う。移動時

間を要するため、本科目の前後の時

間割に注意すること。詳細はシラバス

を参照。 

学年によって科目コードが異なるので

注意すること。科目コードは、自身の入

学年度に該当する全学共通教養教育

科目履修要項を参照のこと。  京都科目 

-京都の茶文化～その国際

的魅力と可能性 - 

054 春 20 

京都科目 

-京都文化の本質- 
055 秋 400 

学年によって科目コードが異なるので

注意すること。科目コードは、自身の入

学年度に該当する全学共通教養教育

科目履修要項を参照のこと。  
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科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 結果発表 備考 

日本の伝統と美 

051 春 8 

3 月 24 日（火）10：00～ 

4 月 3 日（金）11：30 

4 月 4 日（土）

0：00 

学年によって科目コードが異なるので

注意すること。科目コードは、自身の入

学年度に該当する履修要項を参照の

こと。 

 

花材費の金額及び納入期間について

は、対面での授業開始後に、授業内で

あらためて周知する。 

 

※52 クラス（秋学期）の花材費につい

ては、秋学期の登録要領を参照するこ

と 

052 秋 8 

日本の伝統と文化 

051 春 15 

学年によって科目コードが異なるので

注意すること。科目コードは、自身の入

学年度に該当する履修要項を参照の

こと。 

 

53,54 クラス 抽選結果を確認し、履修

が認められた場合、実習で必要な浴衣

は持参するかレンタル料（1,550円税

込）は自己負担となる。 

052 秋 15 

053 春 15 

054 秋 15 

日本の伝統と芸能 

051 春 10 
学年によって科目コードが異なるので

注意すること。科目コードは、自身の入

学年度に該当する履修要項を参照の

こと。 052 秋 10 

053 春 10 

日本の伝統と能楽 

051 春 56 

052 秋 56 

日本の伝統と芸術 

051 春 10 

052 秋 10 
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科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 結果発表 備考 

Japanese Thought and 

Religion 1 
051 春 15 

3 月 24 日（火）10：00～ 

4 月 3 日（金）17：00 

4 月 4 日（土）

0：00 

学年によって科目コード・科目名が異

なるので注意すること。科目コードは、

自身の入学年度に該当する履修要項

を参照のこと。 

【2015 年度以前生】 

科目名：日本の思想・宗教  １ 

科目名：日本の思想・宗教  ２ 

Japanese Thought and 

Religion 2 
051 秋 15 

Tradition and Art in Japan 1 051 秋 15 

学年によって科目コード・科目名が異

なるので注意すること。科目コードは、

自身の入学年度に該当する履修要項

を参照のこと。 

【2015 年度以前生】 

科目名：日本の伝統と芸術 

Tradition and Art in Japan 2 051 春 15 

Japan Today 1 

051 春 15 

学年によって科目コードが異なるので

注意すること。科目コードは、自身の入

学年度に該当する履修要項を参照の

こと。 

052 秋 15 

Japan Today 2 

051 春 15 

052 秋 15 
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科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 結果発表 備考 

クリエイティブ・ジャパン科

目 

-創造都市の政策と戦略- 

051 秋 230 

3 月 24 日（火）10：00～ 

4 月 3 日（金）15：00 

4 月 4 日（土） 

0：00 

2019 年度以前生のみ登録可。 

学年によって科目コードが異なるので

注意すること。科目コードは、自身の入

学年度に該当する全学共通教養教育

科目履修要項を参照のこと。 

クリエイティブ・ジャパン科

目 

-地域文化の創造性と観光

振興 - 

052 秋 350 

宗教学（１） 

051 春 350 

3 月 30 日（月）10：00～ 

4 月 3 日（金）15：00 

4 月 4 日（土） 

0：00  

054 春 350 

055 春 350 

宗教学（２） 

051 秋 350 

053 秋 350 

055 秋 350 

芸術学（１） 

051 春 350 

052 春 350 

054 春 350 

056 春 350 

芸術学（２） 054 秋 350 

日本史（１） 
052 春 350 

057 春 350 

日本史（２） 
052 秋 350 

057 秋 350 

数学１ 
051 春 45 

3 月 24 日（火）10：00～ 

4 月 3 日（金）17：00 

4 月 4 日（土）

0：00 

学年によって科目コードが異なるので

注意すること。科目コードは、自身の入

学年度に該当する全学共通教養教育

科目履修要項を参照のこと。 

054 春 45 

数学２ 
051 秋 45 

054 秋 45 

物質の科学１ 

051 春 400 

054 春 400 

055 春 400 

物質の科学２ 

051 秋 400 

054 秋 400 

055 秋 400 

生命の科学１ 

055 春 400 

056 春 400 

059 春 400 

060 春 400 

生命の科学２ 

056 秋 400 

057 秋 400 

058 秋 400 

059 秋 400 
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科目名 ｸﾗｽ 期間 定員 受付日時 結果発表 備考 

科学史・科学論１ 

051 春 400 

3 月 24 日（火）10：00～ 

4 月 3 日（金）17：00 

4 月 4 日（土）

0：00 

学年によって科目コードが異なるので

注意すること。科目コードは、自身の入

学年度に該当する全学共通教養教育

科目履修要項を参照のこと。 

052 春 400 

053 春 400 

055 春 400 

科学史・科学論２ 

054 秋 400 

055 秋 400 

056 秋 400 

心理学１ 

052 春 350 

3 月 25 日（水）10：00～ 

4 月 3 日（金）15：00 

4 月 4 日（土）

0：00 

学年によって科目コードが異なるので

注意すること。科目コードは、自身の入

学年度に該当する全学共通教養教育

科目履修要項を参照のこと。 

053 春 350 

058 春 350 

心理学２ 

054 秋 350 

055 秋 350 

058 秋 350 

複合領域科目２ 

-良心学－良心を実践する

- 

087 秋 400 

3 月 24 日（火）10：00～ 

4 月 3 日（金）15：00 

4 月 4 日（土）

0：00 

2010 年度以前生は「学際科目 2－87」

として登録すること。 

複合領域科目２ 

-ウェルビーイングとコーチ

ング入門- 

094 秋 200 
2010 年度以前生は「学際科目 2－94」

として登録すること。 

複合領域科目２ 

-ジェンダー・セクシュアリテ

ィと市民社会- 

096 秋 400 
2010 年度以前生は「学際科目 2－96」

として登録すること。 
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【今出川校地】     

科目名 クラス 期間 定員 受付日時 
選考結果 

発表 
備考 

京都科目 

-クリエイティブ伝統産業と文化イ

ノベーション- 

056 春 20 

3 月 24 日（火) 

事務室からの DUET メ

ッセージ送付後～ 

3 月 31 日（火）0：00 

4 月 4 日（土）

0：00 

2019 年度以前生のみ登録可。 

学外でフィールドワークを行う。

移動時間を要するため、本科目

の前後には授業を入れないこ

と。詳細はシラバスを参照。 

以下の２つの要素を含んだ内容

をまとめた受講申請書を、3月 24

日付全学共通教養教育センター

事務室からの DUET メッセージ

（「【京都科目-56】受講申請書の

送付について」）に回答する形で

提出すること。なお、受講申請書

は上記 DUETメッセージ添付のも

のを使用すること。 

 

①なぜこの授業に興味を持ち、

受講したいのか 

②授業で得た知識を将来的にど

のように生かしたいか 

複合領域科目 2 

「メディア・プロフェッショナル」実

践講座 

090 秋 30 

2019 年度以前生のみ登録可。 

受講申請書は、3月 24日付全学

共通教養教育センター事務室か

らの DUET メッセージ（「【複合領

域科目 2-90】受講申請書の送付

について」）に回答する形で提出

すること。なお、受講申請書は上

記 DUET メッセージ添付のものを

使用すること。 

詳細はシラバスを参照。 

2010 年度以前生は「学際科目

2-90」として登録すること。 

 

 

 

 

 

 

 

１－２．全学共通教養教育科目（書類による選考を行う科目）  
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■「ジョイント・セミナー比較文化論」 

  開講期間：秋 開講校地：今出川 単位数：4単位 

 

【科目の概要】 

 ２年次生以上を対象とした科目で、週２コマの講義を行う。受講生の半数はＡＫＰ（Associated Kyoto 

Program）の米国留学生で、同志社大学とＡＫＰ双方の担当教員が合同で指導を行う。授業は全て英

語で、日米の文化や社会についての講義を受けたり学生同士でディスカッションを行ったりする。こ

の授業を通じて国際理解を深め、英語の表現力を身につけることができる。履修にあたっては、外国

語教育科目「イングリッシュ・プラクティクム１」の登録資格（下記参照）と同程度もしくはそれ以

上のスコアを満たしておくことが求められる。事前にシラバスを確認した上で、詳細は選考前の説明

会にて質問すること。 

 

＜参考：「イングリッシュ・プラクティクム１」の登録資格＞ 

①TOEFL ITP® テスト 470 点以上 519 点以下 

②TOEFL iBT® テスト 52 点以上 67 点以下（「Test Date スコア」のみ可。「MyBest ™スコア」は認めない。） 

③TOEIC® LISTENING AND READING テスト、 

TOEIC® LISTENING AND READING テスト (IP) 550 点以上 649 点以下 

④英検 準 1 級以上 

⑤IELTSＴＭ Overall band score 5 以上 5.5 未満 

⑥CASEC 610 点以上 679 点以下 

 

※TOEFL、TOEFL ITP、TOEFL iBT および TOEIC はエデュケーショナル・テスティング・ 

サービス（ETS）の登録商標です。 

 

【選考・登録方法】 

２０２０年度のシラバスをよく読み選考を受けること。 

日時：３月３１日（火） 

集合     13：00【時間厳守】 

科目説明   13: 00～13：10 

面 接    13：10～ 

場所：志高館１０７番教室 

（学生証、学修支援システムＤＵＥＴより印刷した成績通知書、TOEFL,TOEIC,IELTS,CASEC 等の国際的

な標準英語試験のスコアのコピー（原本不可）を必ず持参すること） 

 

【結果発表】 

４月１日（水）0：00～  学修支援システムＤＵＥＴ 

（ＤＵＥＴに科目名が表示されない場合は、落選である） 

 

【注意事項】 

① 他の選考と時間が重複する場合は３月３０日（月）までにグローバル地域文化学部事務室（志高

館１階）まで申し出ること。 

② 合格者は、大学が一括して登録する。（一般登録時の手続は不要。） 

③ クラス決定後の変更や、履修中止手続き期間以外での履修中止は一切認めない。ただし、秋学期

講義開始前に行われる先行登録科目の登録削除期間での削除を認める。 

④ 定員に余裕がある場合は、秋学期講義開始前に追加登録を認める。 

詳細は秋学期の登録要領を参照。 

 

１－３．全学共通教養教育科目（国際教養科目、クリエイティブ・ジャパン科目）  
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◇全学共通教養教育科目（国際教養科目） 先行登録 

（グローバル教育センター提供科目） 

 

Freshman “Go Global” Program-51 

 
開講校地：今出川  登録手続：先行登録 

単位数：2単位 

 

 

当プログラムでは、出発前（春学期）の事前授業、現地での集中研修（8 日間程度）及び 9月の事後授業

に基づき、幅広い国際教養とグローバル社会への貢献について考察する機会を提供する。 

 

１．登録に関する注意点 
(1) 春学期中に事前授業があるため、該当の曜日講時には他の授業は登録できない。事前授業が実施され

る今出川校地と京田辺校地において二校地間移動不可となる場合も同様。 

(2) 現地研修期間が重複する他の授業も登録することはできない（出願時に併願することも不可）。 

(3) 同期間に実施されるサマープログラムとの併願不可。 

(4) 当プログラムに参加が決定した者は、2020年度春学期科目として、大学が一括で登録するため登録手

続は不要。一括登録により登録エラーが生じた場合は、春学期の履修中止受付期間中にグローバル・

コミュニケーション学部事務室にてエラー修正を受け付ける。 

(5) 春学期末には成績付与されない（春学期成績通知日には成績は「保留」となる）。成績公表は秋学期成

績通知日となる。そのため、再修生で 9月卒業予定者は、登録することができない。再修生で登録を

希望する者は、出願時にグローバル・コミュニケーション学部事務室に相談すること。 

(6) 登録希望者対象の募集説明会は、2020年 4 月に実施する。募集・選考日程は「３．募集・選考日程」

を参照すること。 

(7) 登録者（プログラム参加者）は面接により決定する。 

(8) 履修登録期間には、当プログラム履修の可否を考慮した登録をすること。 

(9) 登録決定後の変更は一切認めない。保護者に了承を得た上で、出願すること。 

(10) 合格者が最少催行人数に満たない場合、プログラムが実施されない場合がある。また、参加者決定後、

キャンセルが発生し、参加者が最少催行人数を下回った場合も同様である。 

(11) 現地研修費用について、為替レートやスケジュールの変更、参加人数の変更により、研修費用が変更

される場合がある。 

(12) プログラムについて、不明な点があれば、国際教養教育院事務室（弘風館５階）に問い合わせること。 

 

 

２．科目・担当者 （各プログラムの内容については、シラバスを参照すること。） 

科目・クラス 担当者 研修先 定員 

最少 

催行 

人数 

事前授業 事後授業 

Freshman “Go Global” 

Program - 51 

 

【現地研修期間： 

8月 30日(日)-9月 6日(日)】 

  有井    健 

  木田    佳男 

ベトナム 

(ﾎｰﾁﾐﾝ) 
約 25名 11名 

6月 4 日(木)6･7講時 

6月 18日(木)6･7講時 

7月 2 日(木)6講時 

7月 16日(木)6講時 

9月 9日(水) 

3講時 

 

 



26 

３．募集・選考日程 

○募集説明会 

 日程：①4 月 7日（火）12:30-13:00 

②4月 8 日（水）12:30-13:00     いずれかに参加すること 

 場所：（今出川校地及び京田辺校地） 

           開催場所は決定次第、大学 HP にて連絡（以下を参照のこと） 

          大学ＨＰ＞国際交流・留学＞（左メニューから）＞海外フィールドワーク科目 

 

○出願期間 

日程：4月 9 日（木）～4月 16 日（木）（土日祝を除く 9:00～11:30、12:30～17:00） 

       ※なお 4 月 16日（木）最終日のみ 15:00 までとする 

受付場所：（今出川校地）国際教養教育院事務室（弘風館 5階） 

      （京田辺校地）京田辺キャンパス教務センター（全学共通教養教育科目窓口） 

 

○選考日時発表 

日程：4月 20日（月） 午後 

 同志社大学から付与されたメールアドレス宛に通知 

 

○選考試験 

 日程：4月 22 日（水）・23 日（木） 所要時間約 10分（延長の場合あり） 

 場所：（今出川校地）場所・集合時間は、選考日時発表時に発表 

 ※面接開始時間の 5 分前には、面接会場前で待機すること 

 

○選考結果発表 

 日程：4月 27 日（月） 午後 

 同志社大学より付与されたメールアドレス宛に通知 
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Freshman “Go Global” Program-52 

 
開講校地：今出川  登録手続：先行登録 

単位数：2単位 

 

当プログラムでは、出発前（秋学期）の事前授業、現地での集中研修（10日間程度）及び 3月の事後授業

に基づき、幅広い国際教養とグローバル社会への貢献について考察する機会を提供する。 

 

１．登録に関する注意点 
(1) 秋学期中に事前授業があるため、該当の曜日講時には他の授業は登録できない。事前授業が実施され

る今出川校地と京田辺校地において二校地間移動不可となる場合も同様。 

(2) 現地研修期間が重複する他の授業も登録することはできない（出願時に併願することも不可）。 

(3) 同期間に実施されるスプリングプログラムとの併願不可。 

(4) 当プログラムに参加が決定した者は、2020 年度秋学期科目として、大学が一括で登録するため登録手

続は不要。一括登録により登録エラーが生じた場合は、秋学期の登録期間中に DUET でエラー修正する

こと。 

(5) 秋学期末には成績は付与されない（秋学期成績通知日には、成績は「保留」となる）。成績公表は、次

年度春学期成績通知日となる。そのため、4年次生以上は登録することができない。4 年次生以上で登

録を希望する者は、出願時にグローバル・コミュニケーション学部事務室に相談すること。 

(6) 登録希望者対象の募集説明会は、2020年 4 月に実施する。募集・選考日程は「３．募集・選考日程」

を参照すること。 

(7) 登録者（プログラム参加者）は面接により決定する。 

(8) 履修登録期間には、当プログラム履修可否を考慮した登録をすること。 

(9) 登録決定後の変更は一切認めない。保護者に了承を得た上で、出願すること。 

(10) 合格者が最少催行人数に満たない場合、プログラムが実施できない場合がある。また、参加者決定後、

キャンセルが発生し、参加者が最少催行人数を下回った場合も同様である。 

(11) 現地研修費用について、為替レートやスケジュールの変更、参加人数の変更により、研修費用が変更

される場合がある。 

(12) プログラムについて、不明な点があれば、国際教養教育院事務室（弘風館５階）に問い合わせること。 

 

 
２．科目・担当者 （各プログラムの内容については、シラバスを参照すること。） 

科目・クラス 担当者 研修先 定員 

最少 

催行 

人数 

事前授業 事後授業 

Freshman “Go Global” 

Program - 52 

 

【現地研修期間： 

2021年 

2月 24日(水)-3月 5日(金)】 

中村    拓也 

ROBERT WILLIAM 

ASPINALL 

ドイツ 

(ﾃｭｰﾋﾞﾝｹﾞﾝ他) 

フランス 

イギリス 

約 30名 11名 

10月 8 日(木) 6講時 

10月 22日(木) 6講時 

11月 5 日(木) 6講時 

11月 19日(木)6･7講時 

12月 10日(木) 6講時 

2021年 1月 21日（木） 

               6講時 

2021年 

3月 9日(火) 

3･4講時 
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３．募集・選考日程 

○募集説明会 

 日程：①4 月 7日（火）12:30-13:00 

②4月 8 日（水）12:30-13:00     いずれかに参加すること 

 場所：（今出川校地及び京田辺校地） 

           開催場所は決定次第、大学 HP にて連絡（以下を参照のこと） 

          大学ＨＰ＞国際交流・留学＞（左メニューから）＞海外フィールドワーク科目 

 

○出願期間 

日程：4月 9 日（木）～5月 19 日（火）（土日祝を除く 9:00～11:30、12:30～17:00） 

       ※なお 5 月 19日（火）最終日のみ 15:00 までとする 

受付場所：（今出川校地）国際教養教育院事務室（弘風館 5階） 

      （京田辺校地）京田辺キャンパス教務センター（全学共通教養教育科目窓口） 

 

○選考日時発表 

日程：5月 21日（木） 午後 

 同志社大学から付与されたメールアドレス宛に通知 

 

○選考試験 

 日程：5月 26 日（火）・27 日（水） 所要時間約 10分（延長の場合あり） 

 場所：（今出川校地）場所・集合時間は、選考日時発表時に発表 

 ※面接開始時間の 5 分前には、面接会場前で待機すること。 

 

○選考結果発表 

 日程：5月 29 日（金） 午後 

 同志社大学より付与されたメールアドレス宛に通知 
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◇全学共通教養教育科目（国際教養科目） 先行登録 
（グローバル教育センター提供科目/グローバル・リベラルアーツ副専攻英語開講科目） 

 

Mid-college “Be Strong” Program 

 
開講校地：今出川  登録手続：先行登録 

単位数：4単位 

 

 

当プログラムでは、出発前（春学期）の事前授業、現地での集中研修（10日間程度）及び 9月の事後授業

に基づき、幅広い国際教養とグローバル社会への貢献について考察する機会を提供する。 

 

１．登録に関する注意点 
(1) 春学期中に事前授業があるため、該当の曜日講時には他の授業は登録できない。事前授業が実施され

る今出川校地と京田辺校地において二校地間移動不可となる場合も同様。 

(2) 現地研修期間が重複する他の授業も登録することはできない（出願時に併願することも不可）。 

(3) 同期間に実施されるサマープログラムとの併願不可。 

(4) 当プログラムに参加が決定した者は、2020 年度春学期科目として、大学が一括で登録するため登録手

続は不要。一括登録により登録エラーが生じた場合は、春学期の履修中止受付期間中にグローバル・

コミュニケーション学部事務室にてエラー修正を受け付ける。 

(5) 春学期末には成績付与されない（春学期成績通知日には成績は「保留」となる）。成績公表は秋学期成

績通知日となる。そのため、再修生で 9月卒業予定者は、登録することができない。再修生で登録を

希望する者は、出願時にグローバル・コミュニケーション学部事務室に相談すること。 

(6) 登録希望者対象の募集説明会は、2020年 4 月に実施する。募集・選考日程は「３．募集・選考日程」

を参照すること。 

(7) 登録者（プログラム参加者）は面接により決定する。 

(8) 履修登録期間には、当プログラム履修の可否を考慮した登録をすること。 

(9) 登録決定後の変更は一切認めない。保護者に了承を得た上で、出願すること。 

(10) 合格者が最少催行人数に満たない場合、プログラムが実施されない場合がある。また、参加者決定後、

キャンセルが発生し、参加者が最少催行人数を下回った場合も同様である。 

(11) 現地研修費用について、為替レートやスケジュールの変更、参加人数の変更により、研修費用が変更

される場合がある。 

(12) プログラムについて、不明な点があれば、国際教養教育院事務室（弘風館５階）に問い合わせること。 

 

 

２．科目・担当者 （各プログラムの内容については、シラバスを参照すること。） 

科目 担当者 研修先 定員 

最少 

催行 

人数 

事前授業 事後授業 

Mid-college  

“Be Strong” Program 

 

 

【現地研修期間： 

8月 19日(水)-8月 28日(金)】 

ROBERT WILLIAM 

ASPINALL 

村田    晃嗣 

八木    匡 

佐藤    研一 

川浦    昭彦 

根岸    祥子 

SUZANNA PAVLOSKA 

アメリカ 

(ﾜｼﾝﾄﾝ D.C.) 
約 30名 11名 

 

5月 7 日(木) 6講時 

5月 14日(木) 6講時 

5月 21日(木) 6･7講時 

5月 28日(木) 6･7講時 

6月 4 日(木) 6･7講時 

6月 11日(木) 6講時 

6月 18日(木) 6講時 

6月 25日(木) 6講時 

7月 2 日(木) 6講時 

7月 9 日(木) 6講時 

 

9月 3日(木) 

3･4講時 
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３．募集・選考日程 

○募集説明会 

 日程：①4 月 7日（火）12:30-13:00 

②4月 8 日（水）12:30-13:00     いずれかに参加すること 

 場所：（今出川校地及び京田辺校地） 

           開催場所は決定次第、大学 HP にて連絡（以下を参照のこと） 

          大学ＨＰ＞国際交流・留学＞（左メニューから）＞海外フィールドワーク科目 

 

○出願期間 

日程：4月 9 日（木）～15日（水）（土日祝を除く 9:00～11:30、12:30～17:00） 

       ※なお 15日（水）最終日のみ 15:00 までとする 

受付場所：（今出川校地）国際教養教育院事務室（弘風館 5階） 

      （京田辺校地）京田辺キャンパス教務センター（全学共通教養教育科目窓口） 

 

○選考日時発表 

日程：4月 17日（金） 午後 

 同志社大学より付与されたメールアドレス宛に通知 

 

○選考試験 

 日程：4月 20 日（月）・21 日（火） 所要時間約 10分（延長の場合あり）。一部英語にて実施 

 場所：（今出川校地）場所・集合時間は、選考日時発表時に発表 

 ※面接開始時間の 5 分前には、面接会場前で待機すること。 

 

○選考結果発表 

 日程：4月 24 日（金） 午後 

 同志社大学より付与されたメールアドレス宛に通知 
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Advanced Seminar2 
開講校地：今出川  登録手続：先行登録 

単位数：Advanced Seminar2 2単位 

 

本科目はグローバル教育センター提供科目で学んだトピックについて、学びを深化・発展させること

を目的とする。文献講読により更に専門的な知識を獲得するとともに、ディスカッション、プレゼン

テーションを通じて主体的な学び、論理的・批判的思考の醸成を図る。 

 

１． 登録資格（推奨） 

各科目について、下記のいずれかの資格を満たしていることを推奨する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※TOEFL、TOEFL iBT, TOEFL ITP 及び TOEIC はエデュケーショナル・テスティング・サービス（ETS) 

 の登録商標です。 

※「L&R」は「LISTENING AND READING」の短縮形です。 

 

２． 登録に関する注意点 

(1) 出願する前にシラバスを熟読すること。 

(2) 登録者は出願書類、及び科目担当者による面接により決定する。 

(3) 登録者決定後に大学が一括して登録するため登録手続は不要。 

(4) 一括登録により登録エラーが生じた場合は、春学期登録エラー修正期間にグローバル・コミュニケー

ション学部事務室にてエラー修正を受け付ける。 

(5) 登録決定後の変更は、履修中止期間の履修中止を除き一切認めない。 

(6) 秋学期開講クラスは秋学期の先行登録期間に受付を行う。詳細は秋学期に配布される登録要領で確認

すること。 

(7) 本科目について不明な点があれば、国際教養教育院事務室（弘風館５階）に問い合わせること。 

 

３． クラス・担当者（各クラス定員：5 名程度） 

次表のとおりである。授業内容は、シラバスを参照すること。 

       クラス・担当者表（○印は春学期開講） 

 

試験名 スコア 

TOEFL ITP®テスト  ５５０以上 

TOEFL iBT®テスト ７９以上 

TOEIC® L&R テスト、TOEIC® L&R IP テスト ７３０以上 

IELTS™テスト ５．５以上 

CASEC ８００以上 

校地 学期 科目 クラス 曜講 担当者 

今出川 ○ Advanced Seminar 2 51 月 3 ROBERT WILLIAM ASPINALL 
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４．募集・選考日程 

○志望理由書配布 

日程：3月 24日（火）～ 

 入手方法：以下、URLよりダウンロードすること 

同志社大学ホーム＞国際交流・留学トップ＞国際交流・留学に関するニュース 

http://www.doshisha.ac.jp/international/index.html 

  

○出願期間 

記入した志望理由書は、以下の出願期間にスキャンしたデータもしくは写真データをメールで提出するこ

と。 

 日程：～4月 3日（金）11:30 まで 

 メール件名：「Advanced Seminar 志望理由書_学生 ID_氏名」とする。 

        例）Advanced Seminar 志望理由書_1990209999_新島花子 

 提出先：ji-nbn@mail.doshisha.ac.jp 

  ※メールを受領した後、受領したことを国際教養教育院事務室より返信する。締切を過ぎても返信が

ない場合には、平日 9:30-11:30、12:30－17:00 の間に国際教養教育院事務室（075-251-3240）に電

話すること。 

 

○選考面接 

日時：4月 3 日（金） 13:00～15:00 

方法：電話により実施する。 

  ※志望理由書に記入した携帯電話番号に教員が電話するので、上述の時間帯は電話が繋がるように 

してください。 

 

○選考結果発表 

 日程：4月 4日（土） 0:00 

 方法：学修支援システムＤＵＥＴ 

    履修手続＞登録科目一覧 で確認すること。登録が決定した場合、科目名が掲載される 
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 スタンフォード大学科目 
 

【科目の概要】 

スタンフォード大学は、アメリカを代表する名門大学である。同志社大学内にスタンフォード日本セ

ンターが設置されており、スタンフォード大学より毎年数十名の学生が来日し、日本に関する勉強・研

究を行っている。 

「スタンフォード大学科目」の登録者は、スタンフォード日本センターが実施している日本留学プロ

グラムの講義に出席することになる。講義では、スタンフォード大学の学生と同様の課題が課せられ、

積極的な参加が求められる。アメリカの名門大学に興味がある者のほか、留学を希望する学生、留学後

の学生などに本科目を受講することを勧める。 

 

【登録日程（予定）】 

 
AUTUMN QUARTER 

※ 【2020 年度秋学期科目】として履修登録 

SPRING QUARTER 

※ 【2021 年度春学期科目】として履修登録 

募集要項の発表 2020年 6月中旬 2020年 12月下旬 

募集期間 2020年 6月下旬 2021年 1月中旬 

選考面接 2020年 7月上旬 2021年 1月下旬 

登録者の発表 2020年 7月上旬 2021年 1月下旬 

授業期間 
2020年 9月下旬～12月中旬 

（試験を含む） 

2021年 4月上旬～6月中旬 

（試験を含む） 

 

【注意事項】 

1. 全クラス：今出川校地で実施する。 

2. 各クラス２名ずつ募集する。（予定） 

3. 出願する前に開講クラス・募集の詳細等の最新情報を下記 HPにて必ず確認すること。 

 https://international.doshisha.ac.jp/akp_kcjs_stanford_tub/stanford.html 

4. 本科目は、選考試験に合格した学生のみ履修可能である。 

5. 選考に合格した者は、大学が一括して登録する。（一般登録時の手続は不要。） 

6. WEB での履修中止は認めない。当該科目募集要項を確認のうえ国際課窓口にて申請し、所定の手続

きを行うこと。 

7. 本科目の講義はすべて英語で行われる。 

 

【登録資格】 

以下の５つの要件をすべて満たしていること。 

1. Autumn Quarter は 2020 年度秋学期、Spring Quarter は 2021 年度春学期に同志社大学に在籍する

学部生。 

2. 日本に関する相当の知識が必要であるため、日本滞在期間が 6年以上の者。 

3. TOEFL iBT® 79点（TOEFL ITP® 550点）或いは、IELTS™ 5.5以上の英語能力を有する者。 

（TOEFL iBT®は「Test Date スコア」のみ可。「MyBest ™スコア」は認めない。） 

4. オリエンテーションと 1 回目の授業に必ず参加し、全授業の 8割以上に出席できる者。 

5. 登録希望クラスの内容についての基礎知識を有する者。 

TOEFL iBT、TOEFL ITPはエデュケーショナル・テスティング・サービス（ＥＴＳ）の登録商標です。 
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 ＡＫＰ科目 
 

【科目の概要】 

AKP（Associated Kyoto Program）は、アメリカを代表する名門リベラルアーツカレッジが加盟する

機関で、日本語や日本文化などの日本学教育を目的としている。同志社大学内に AKP同志社留学生セン

ターが設置されており、アメリカの加盟大学より毎年数十名の学生が来日し、日本に関する勉強・研究

を行なっている。 

「AKP 科目」の登録者は、AKP が同志社大学で実施している日本留学プログラムの講義に出席するこ

とになる。講義では、AKP の学生と同様の課題が課せられ、積極的な参加が求められる。アメリカの名

門リベラルアーツカレッジに興味がある者のほか、留学を希望する学生、留学後の学生などに本科目を

受講することを勧める。 

 

 

 

 

 

 

【登録日程（予定）】 

 
FALL SEMESTER 

※ 【2020 年度秋学期科目】として履修登録 

SPRING SEMESTER 

※ 【2021 年度春学期科目】として履修登録 

募集要項の発表 2020年 6月中旬 2020年 11月上旬 

募集期間 2020年 6月下旬 2020年 11月中旬 

選考面接 2020年 7月上旬 2020年 11月下旬 

登録者の発表 2020年 7月上旬 2020年 12月上旬 

授業期間 
2020年 9月上旬～12月中旬 

（試験を含む） 

2021年 1月中旬～4月中旬 

（試験を含む） 

 

【注意事項】 

1. 全クラス：今出川校地で実施する。 

2. 各クラス２名ずつ募集する。（予定） 

3. 出願する前に開講クラス・募集の詳細等の最新情報を下記 HP にて必ず確認すること。 

https://international.doshisha.ac.jp/akp_kcjs_stanford_tub/akp.html 

4. 本科目は、選考試験に合格した学生のみ履修可能である。 

5. 選考に合格した者は、大学が一括して登録する（一般登録時の手続は不要）。 

6. SPRING SEMESTER を登録した者で４月以降開講の学部必修科目と時間割重複（二校地間移動不

可を含む）した場合は国際課に申し出ること。 

7. WEB での履修中止は認めない。当該科目募集要項を確認のうえ国際課窓口にて申請し、所定の

手続きを行うこと。 

8. 本科目の講義はすべて英語で行われる。 

 

【登録資格】 

以下の５つの要件をすべて満たしていること。 

1. Fall Semester は 2020 年度秋学期、Spring Semester は 2021 年度春学期に同志社大学に在籍する

学部生。 

2. 日本に関する相当の知識が必要であるため、日本滞在期間が 6年以上の者。 

3. TOEFL iBT® 79点（TOEFL ITP® 550点）或いは、IELTS™ 5.5以上の英語能力を有する者。 

（TOEFL iBT®は「Test Date スコア」のみ可。「MyBest ™スコア」は認めない。） 

4. 全授業の 8割以上に出席できる者。 

5. 登録希望クラスの内容についての基礎知識を有する者。 

TOEFL iBT、TOEFL ITPはエデュケーショナル・テスティング・サービス（ＥＴＳ）の登録商標です。 

 

AKP加盟校 

アーモスト大学、ベイツ大学、バックネル大学、カールトン大学、コルビー大学、コネチカット大学、 

マウントホリヨーク大学、オーバリン大学、ポモナ大学、スミス大学、ウェズリアン大学、 

ウィットマン大学、ウィリアムズ大学 
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 ＫＣＪＳ科目 
 

【科目の概要】 

KCJS（Kyoto Consortium for Japanese Studies）は、アメリカを代表する名門大学で構成される機

関で、同志社大学内に拠点を設置している。日本研究を志すアメリカの大学生が毎年数十名来日し、高

度な教育環境のもと日本に関する勉強・研究を行なっている。 

「KCJS 科目」の登録者は、KCJS が同志社大学で実施している日本留学プログラムの講義に出席する

ことになる。講義では、KCJS の学生と同様の課題が課せられ、積極的な参加が求められる。アメリカの

名門大学に興味がある者のほか、留学を希望する学生、留学後の学生などに本科目を受講することを勧

める。 

 

 

 

 

 

 

【登録日程（予定）】 

 
FALL SEMESTER 

※ 【2020 年度秋学期科目】として履修登録 

SPRING SEMESTER 

※ 【2021 年度春学期科目】として履修登録 

募集要項の発表 2020年 6月中旬 2020年 11月上旬 

募集期間 2020年 6月下旬 2020年 11月中旬 

選考面接 2020年 7月上旬 2020年 11月下旬 

登録者の発表 2020年 7月上旬 2020年 12月上旬 

授業期間 
2020年 9月上旬～12月中旬 

（試験を含む） 

2021年 1月中旬～4月中旬 

（試験を含む） 

 

【注意事項】 

1. 全クラス：今出川校地で実施する。 

2. 各クラス２名ずつ募集する。（予定） 

3. 出願する前に開講クラス・募集の詳細等の最新情報を下記 HP にて必ず確認すること。

https://international.doshisha.ac.jp/akp_kcjs_stanford_tub/kcjs.html 

4. 本科目は、選考試験に合格した学生のみ履修可能である。 

5. 選考に合格した者は、大学が一括して登録する。（一般登録時の手続は不要。） 

6. SPRING SEMESTER を登録した者で４月以降開講の学部必修科目と時間割重複（二校地間移動不

可を含む）した場合は国際課に申し出ること。 

7. WEB での履修中止は認めない。当該科目募集要項を確認のうえ国際課窓口にて申請し、所定の

手続きを行うこと。 

8. 本科目の講義はすべて英語で行われる。 

 

【登録資格】 

以下の５つの要件をすべて満たしていること。 

1. Fall Semesterは 2020 年度秋学期、Spring Semester は 2021 年度春学期に同志社大学に在籍

する学部生。 

2. 日本に関する相当の知識が必要であるため、日本滞在期間が 6年以上の者。 

3. TOEFL iBT® 79点（TOEFL ITP® 550点）或いは、IELTS™ 5.5 以上の英語能力を有する者。 

（TOEFL iBT®は「Test Date スコア」のみ可。「MyBest ™スコア」は認めない。） 

4. オリエンテーションと 1回目の授業に必ず参加し、全授業の 8割以上に出席できる者。 

5. 登録希望クラスの内容についての基礎知識を有する者。 

TOEFL iBT、TOEFL ITPはエデュケーショナル・テスティング・サービス（ＥＴＳ）の登録商標です。 

KCJS 加盟校 

ボストン大学、ブラウン大学、シカゴ大学、コロンビア大学（バーナードカレッジを含む）、コーネル大学、 

エモリー大学、ハーバード大学、ペンシルベニア大学、プリンストン大学、スタンフォード大学、 

ワシントン大学（セントルイス）、イエール大学、バージニア大学 
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 「テュービンゲン大学科目」 

５１クラス（春学期）サブタイトル：日本における民族的マイノリティとマージナルグループ 

５２クラス（秋学期）サブタイトル：日本の民間信仰における動物や怪異・妖怪 

 

【科目の概要】 

「テュービンゲン大学同志社日本研究センター」（以下、TUB）は、ドイツのテュービンゲン大学が日

本研究の拠点として本学に設置したセンターであり、毎年テュービンゲン大学からの留学生を受け入れ、

日本語や、日本文化・社会を学ぶための講義を行っている。「テュービンゲン大学科目」は、TUBがテュ

ービンゲン大学の学生向けに開講する科目を、テュービンゲン大学の学生とともに本学学生が履修でき

る科目である。 

本科目内容の詳細は、シラバスを参照すること。なお、ドイツ留学を控えている、又はドイツ留学か

ら帰国した者が望ましい。 

 

【注意事項】 

本科目は、テュービンゲン大学の学年暦に従って授業が行われる。51 クラス（春学期）については、

春学期の授業開始日及び授業スケジュールが未定のため、決定次第公表し、履修希望者を募集する。 

52 クラス（秋学期）については、DUET にて一般登録を行うこと（科目コード：１６６０６５００）。

なお、52クラスの初回授業日は、１０月６日（火）となるため、注意すること。 

 

＜参考：登録資格＞ 

1. 希望するクラスが開講される学期に同志社大学に在籍する学部生 

2. ドイツ語能力 CEFR B1以上（できれば C1が望ましい） 

3. 最新情報を下記国際課 HPに掲載しているので必要に応じて確認すること。 

国際課 HP（テュービンゲン大学科目:下記 URL） 

 https://international.doshisha.ac.jp/akp_kcjs_stanford_tub/tub.html 
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１－４．全学共通教養教育科目（キャリア形成支援科目） 

 
■「キャリア形成とインターンシップ－１，５１」（２０１８年度生のみ） 

■「キャリア形成とインターンシップ－２０１」 （２０１９年度以前生） 

 

※日本語コースの 2017年度以前生は登録することができない。 

 

＜科目の概要＞ 

【１・５１クラス】：春集中 

本学キャリアセンターが、受入機関（民間企業が主）と連携を図り学生を派遣するプログラム

である。受入機関は京阪神地区が中心となる。学内にて実施される事前講座を受講後、派遣先

決定者は、８・９月に各受入機関での実習へ参加する。実習は５日間以上で、日数や日程は受

入機関により異なる。 

１クラスは京田辺校地開講、５１クラスは今出川校地開講のクラスである。 

【２０１クラス】：通年集中 

「大学コンソーシアム京都」が実施するインターンシップ・プログラムに参加する。ビジネス・

パブリックコース、長期プロジェクトコースの２コースが開講される。受入先決定者は、学外

で実施される事前学習を受講し、各受入先で実習を行う。 

 

＜登録方法＞ 

①  説明会は中止します。３月下旬に「e-career」上の「学内インターンプログラム」で公開する「同

志社大学 インターンシップ プログラムガイド２０２０」と説明動画を確認すること（なお、冊

子のプログラムガイドは３月下旬にキャリアセンター内に設置予定）。 

 

②  １、５１、２０１クラスのいずれかを選択し、指定された登録期間に登録すること。複数のクラ

スを登録するとエラーになる。 

〔登録コード〕    １クラス：16000103-001（2018 年度生のみ） 

５１クラス：16000103-051（2018 年度生のみ） ※先行登録 

２０１クラス：16000103-201（2019 年度以前生） 

 

③  登録後、登録したクラスにより以下の手続きを行うこと。 

③  登録後、登録したクラスにより以下の手続きを行うこと。 

【１・５１クラス】 

キャリアセンターが発行する「同志社大学 インターンシップ プログラムガイド２０２０」に

従い、面談予約を４月１７日（金）～１９日（日）の期間に行うこと。 

※履修中止以外のキャンセルは一切認めない。履修中止をせず、面談に参加しなかった場合は、

Ｆ評価となる。また、希望受入機関に落選した場合は、その他の受入機関の実習に参加しな

ければ、Ｆ評価となる。ただし、受入機関の都合により実習が受けられない場合はその限り

ではない。 

【２０１クラス】 

大学コンソーシアム京都が発行する「インターンシップ・プログラム募集ガイド」に従い、 

大学コンソーシアム京都に出願票を５月１５日（金）、１６日（土）に提出し、面談を受ける

こと。大学コンソーシアム京都より各自に選考結果が通知（６月上旬）される。受講を許可さ

れた場合、指定された期間内に大学コンソーシアム京都事務局で受講手続を行うこと。 

※登録者が企業受入人数を大幅に超える場合や選考結果により受講不可となる場合がある。受

講不可となった場合、登録は自動的に削除される。削除された２単位分は秋学期の登録変更

期間に別の科目を追加登録することができる。 

※２０１クラスに関する上記手続日程はすべて予定である。必ず「インターンシップ・プログ

ラム募集ガイド」で確認すること。 

 

＜費用＞ 

受講許可後に必要な費用を徴収する。 
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【２０１クラス】 

受講料  ビジネス・パブリックコース：１０，０００円（予定） 

長期プロジェクトコース：１５，０００円（予定） 

 

 

＜注意事項＞ 

① １・５１・２０１クラスの受入先の選考結果は、５月末～６月中に通知される予定である。 

② 全クラスとも集中講義である。事前事後講座が行われるので、講座のある時間帯に別の科目を登

録しないよう注意すること。科目登録している「キャリア形成とインターンシップ」(学部によっ

て科目名が異なる場合有り)の事前講座と他の科目が時間割重複（二校地間移動不可を含む）した

場合、時間割重複した科目、もしくは「キャリア形成とインターンシップ」のいずれかの科目は

履修できなくなるので注意すること。 

※先行登録科目と一般登録科目の重複が起こった場合は先行登録科目が優先となる。 

※１・５１クラス、２０１クラスのビジネス・パブリックコースは９月まで、２０１クラスの長

期プロジェクトコースは１１月まで事後講座がある。日程は各ガイドの詳細を確認すること。 

③ 大学コンソーシアム京都が実施するインターンシップ・プログラムを履修し、合格した場合、単

位認定されるのは、履修登録期間に「キャリア形成とインターンシップ－２０１」を履修登録し

ている場合のみとなる。当該科目の登録を行わず、直接大学コンソーシアム京都にインターンシ

ップの申込をしただけでは単位認定されないので注意すること。 

④ 春集中科目については、春学期末には成績付与されない（春学期成績通知日には成績は「保留」

となる）。成績公表は秋学期成績通知日となる。そのため、再修生で９月卒業予定者は、履修する

ことができない。 

⑤ 前年度までに「キャリア形成とインターンシップ」を登録し、合格（単位認定）していた場合、

本年度はいずれのクラスも登録できない。単位として認定されるのは１度だけである。ただし、

課外活動として大学コンソーシアム京都実施のインターンシップに参加することは可能である。 

 ⑥ いずれのクラスもキャンセルは認められない。また、201クラスは履修中止不可である。参加につ

いて十分に考慮した上で出願すること。 

 

＜事前事後講座日程＞ 

 

【 １ ク ラ ス 】事前講座：４/１６(木)５講時、 

４/２３(木)、６/１１(木)、６/１８(木)、６/２５(木)５・６講時 

事後講座：９/１０(木)２・３・４講時 

 

【５１クラス】事前講座：４/１５(水)５講時、 

４/２２(水)、６/１０(水)、６/１７(水)、６/２４(水)５・６講時 

事後講座：９/９(水)２・３・４講時 

 

【２０１クラス】大学コンソーシアム京都が発行する「インターンシップ・プログラム募集ガイド」

を参照のこと。 

 

 



39 

 

１－５．全学共通教養教育科目（プロジェクト科目） 

 

 プロジェクト科目は、地域社会や企業の方々が講師となり、従来の教室での座学中心の授業形態とは

異なった「実践型」「参加型」のプロジェクトをベースに学習を進めていく科目です。 

プロジェクト科目ホームページ：https://pbs.doshisha.ac.jp/ 

 

１．対象 

  学部２年次生以上。大学院生不可。 

１年次生は７．再募集（対象：秋学期のみ開講科目）をご確認ください。 

 

２．定員 

  各プロジェクト１５名程度（上限１９名厳守）。 

登録者が５名未満の場合、当該プロジェクトは休講となります。 

 

３．登録方法 

  登録希望者は、プロジェクト科目先行登録会場にて選考を受ける（志願票の提出、面接等）必要が

あります。会場によって選考対象クラスが異なりますので、注意してください。 

 

プロジェクト科目先行登録実施日時  

対象クラスに注意し、所定の日時に各個別会場に集合してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・プロジェクト科目については、下記ホームページ「プロジェクト科目とは」の紹介ビデオ等を、 

あらかじめよく参照してください。 

https://pbs.doshisha.ac.jp/outline/outline.html 

・各プロジェクト個別説明・質疑応答時間については、複数のプロジェクトの個別会場への参加が 

可能です。ただし選考時間には、各プロジェクトの個別会場に時間厳守で集合してください。 

・選考会場にて、「プロジェクト科目 登録志願票」を提出いただきます（要学生証）。 

志願票は説明会当日にも配布しますが、両校地教務課で配布中の冊子『プロジェクト科目 先行登録

要領／シラバス』、もしくは以下の URL内「登録志願票」から、事前に入手することもできます。 

また、選考方法も以下の URL内「2020年度プロジェクト科目選考方法一覧」から確認できます。 

    https://pbs.doshisha.ac.jp/briefing/briefing.html 

 

４．選考結果発表 

 

 

 

・科目登録は大学が一括して行います。 

 ・この時点で登録者が５名未満の場合、開講を保留とします。 

再募集後に登録者が５名以上となれば、開講が決定します。詳細は４月１日（水）０：００以降に、 

 ４月１日（水）０：００ 学修支援システムＤＵＥＴ＞登録科目一覧 

 ※履修が認められた学生のみ「プロジェクト科目」が表示されます。 

〔京田辺会場〕 

対象クラス：京田辺校地開講のすべてのクラス、および今出川校地開講クラス：661 

（留学生と創る！「伝統と革新・京着物文化読本」制作プロジェクト）のみ 

３月３１日（火）１０：００～ 各プロジェクト個別説明・質疑応答【恵道館内個別会場（※）】 

１０：２０～ 選考【恵道館内個別会場（※）】 

（※）各プロジェクトの個別会場はホームページを確認してください 

〔今出川会場〕 

対象クラス：京田辺校地開講のすべてのクラス、および今出川校地開講のすべてのクラス 

３月３１日（火）１３：３０～ 各プロジェクト個別説明・質疑応答【良心館内個別会場（※）】 

１４：００～ 選考【良心館内個別会場（※）】 

（※）各プロジェクトの個別会場はホームページを確認してください 

https://pbs.doshisha.ac.jp/
https://pbs.doshisha.ac.jp/briefing/briefing.html
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ＤＵＥＴ＞メッセージ をご確認ください。 

 

５．再募集（対象：春・秋連結科目） 

定員に空きがあれば再募集を行います。詳細は４月１日（水）１０：００に以下のとおり発表しま

す。 

〔今出川校地〕 プロジェクト科目掲示板（良心館１階エレベーター前） 

〔京田辺校地〕 全学共通教養教育科目掲示板（知真館１号館） 

プロジェクト科目ホームページ：https://pbs.doshisha.ac.jp/ 

 

再募集（対象：春・秋連結科目）受付・選考実施日時 

 

 

 

・３月３１日（火）の選考とは異なり、各プロジェクトの開講校地でのみ受付・選考を行います。 

 

６．再募集選考結果発表 

 

 

 

・科目登録は大学が一括して行います。 

・再募集の結果、登録者が５名未満のプロジェクトは開講取消となります。開講取消の場合、 

ＤＵＥＴ＞メッセージ にてその旨お知らせします。 

 

７．再募集（対象：秋学期のみ開講科目） 

秋学期のみ開講のプロジェクト（２０２０年度はクラス：704（京都の魅力を発掘し、訪日外国人

向けの体験ツアーを作成・実施））で定員に空きが生じた場合は、秋学期開講前に再募集を行いま

す。学部１年次生は、この再募集のみ申請することができます。詳細は、秋学期登録期間前に掲示

板、プロジェクト科目ホームページ等で改めてお知らせします。 
 
春学期・秋学期連結科目については、原則セット登録となりますので秋学期開講前の再募集はあり

ません。 

 

８．登録にあたっての注意  

・プロジェクトによっては、授業が学外や不定期で行われ、学外での活動等で発生する費用（交通費等）を履修生が

負担する場合があります。各プロジェクトの活動内容をシラバスで充分に確認した上で、登録してください。 
 

・春学期・秋学期の連結科目の場合、春学期のみ、もしくは秋学期のみの登録はできません。 
 
・春学期・秋学期の連結科目において、春学期科目を履修中止したり、成績評価がＦ（不合格）と

なった場合は、同一プロジェクトの秋学期科目を履修することはできません。 

この場合、大学が秋学期科目の登録を削除します。 
 

・過年度に履修し、合格したテーマと同一内容のテーマ（同じクラスコード）の登録はできません。 
 

・各学期末に成果報告会を行います。 

春学期成果報告会は、２０２０年７月２６日（日）に京田辺校地で開催する予定です。 

また、秋学期成果報告会は２０２１年１月２４日（日）に今出川校地で開催する予定です。春学期・ 

秋学期連結科目の履修生は、両日とも参加してください。 

春学期成果報告会は、春学期・秋学期連結科目は中間報告となり秋学期のみの科目は報告なし、秋 

学期成果報告会は、春学期・秋学期連結科目および秋学期のみの科目ともに最終報告となります。 
 
・成果報告会は原則全員参加ですので、開催日を考慮のうえ、登録してください。 
 

・この科目のカリキュラム上の取扱いについては、所属する学部の履修要項で確認してください。 

 

９．その他 

本科目に関する問合せや相談は、今出川校地教務課または、京田辺校地教務課にお問合せください。 

４月３日（金） 今出川校地もしくは京田辺校地の指定場所 

※詳細は上記掲示板もしくはホームページを確認してください。 

 

４月４日（土） ０：００～  学修支援システムＤＵＥＴ＞登録科目一覧 

※履修が認められた学生のみ「プロジェクト科目」が表示されます。 

https://pbs.doshisha.ac.jp/
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２．日本語・日本文化教育科目(日本事情科目) 
 

先行登録科目一覧表 （日本語コース対象） 
  

以下の科目は登録申請、決定者発表とも学修支援システム DUETで行う。登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定す

る。 

【今出川校地】 
       

科目名 
クラ

ス 
期間 定員 担当者 受付日時 

選考結果 

発表 
備考 

日本の伝統と美 

51 春学期 24 芦田 一寿 

3 月 24 日（火）10：00

～4 月 3 日（金）11：30 

4 月 4 日（土）

0:00 

花材費の金額及び納入期

間については、対面での授

業開始後に、授業内であら

ためて周知する。 

 

※52 クラス（秋学期）の花

材費については、秋学期の

登録要領を参照すること 

52 秋学期 24 芦田 一寿 

日本の伝統と文化 

51 春学期 30 芦田 一寿 
  

52 秋学期 30 芦田 一寿 

53 春学期 30 柾木 良子 

抽選結果を確認し、履修が

認められた場合、実習で必

要な浴衣は持参するかレン

タル料（1,550 円税込）は自

己負担となる。 

54 秋学期 30 柾木 良子 

日本の伝統と芸能 

51 春学期 35 中川 久公 

  52 秋学期 35 中川 久公 

53 春学期 20 高 永珍 

日本の伝統と能楽 
51 春学期 100 河村 晴久 

  
52 秋学期 100 河村 晴久 

日本の伝統と芸術 
51 春学期 30 清瀬 みさを 

  
52 秋学期 30 清瀬 みさを 

        
※定員は外国人留学生、日本人学生を合わせた数である。 
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３．他学部設置科目 
 

【神学部科目 先行登録】 

 

校地（今出川） 
 

２０２０年度～２０１３年度生  

配当  

年次 

期 

間 

登録コード 
科目名 担  当  者 曜講 備  考 

科目 クラス 

1～ 春 10103473   
アフリカン・アメリカ

ンの霊歌演習 

関谷 直人 

山内 直美 
火２  

1～ 秋 10103474   ゴスペル音楽演習 
関谷 直人 

山内 直美 
火２  

  

 

①登録方法 

学修支援システム DUET により受付けます。 

WEB 先行登録システムの操作については「WEB 先行登録システム利用上の注意」を参照して

ください。 

※希望者が定員１５０名を超えた場合は、まず神学部の学生を優先的に登録していき、他学部

履修希望者については機械抽選を実施します。 

 

●日時：４月２日 （木）10：00 ～ ４月３日（金）15：00 

 

②決定者発表・・・ＤＵＥＴ ４月４日（土） 0:00 

 

校地（京田辺） 
 

２０２０年度～２０１３年度生  

配当  

年次 

期 

間 

登録コード 
科目名 担  当  者 曜講 備  考 

科目 クラス 

1～ 春 10103021 001 旧約聖書学入門１ 越後屋 朗 金５  

1～ 秋 10103022 001 旧約聖書学入門２ 越後屋 朗 金５  

  

 

①登録方法 

学修支援システム DUET により受付けます。 

WEB 先行登録システムの操作については「WEB 先行登録システム利用上の注意」を参照して

ください。 

※希望者が定員５０名を超えた場合は、まず神学部の学生を優先的に登録していき、他学部 

履修希望者については機械抽選を実施します。 

 

●日時：４月２日 （木）10：00 ～ ４月３日（金）15：00 

 

 

②決定者発表・・・ＤＵＥＴ ４月４日（土） 0:00 
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【社会学部科目 先行登録】 
 

科目コード 科目名 クラス 校地 
期間 

時間 
定員 

履修 

年次 

（▽社会学科科目） 

10912559 外国書講読（コリア語）Ⅰ   今 春 2 25 2～ 

10912560 外国書講読（コリア語）Ⅱ   今 秋 2 25 2～ 

10912301 
Contemporary Japanese Culture 

and Society 
 今 秋 2 50 2～ 

※Contemporary Japanese Culture and Society は英語で授業を行い、登録には定められた英語の 

レベルを満たしていることが条件になる。詳細は下記を参照すること。 

（▽メディア学科科目） 

10932110 ジャーナリズム論Ⅰ   今 春 2 100 2～ 

10932111 ジャーナリズム論Ⅱ   今 秋 2 100 2～ 

（▽産業関係学科科目） 

10942112 産業調査統計論（1）   今 春 2 

68 2～ 

10942113 産業調査統計論（2）※   今 秋 2 

 ※産業調査統計論（2）は（1）とセット登録される。（1）・（2）どちらか一方のみの科目登録を希望する

場合は、先行登録受付期間内に社会学部事務室に申し出ること。 

16009100 働くということ   今 春 2 180 2～ 

 

申請方法・日時等 

＜1 次募集＞  

 受 付 方 法：学修支援システムＤＵＥＴ（ＷＥＢ）による受付 

         登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する 

 受 付 期 間：3月 24 日（火） 10：00 ～ 3 月 25日（水） 17：00 

 抽選結果発表：DUET 3 月 26日（木）9：00 

 

 ＜2次募集＞  

 受 付 方 法：学修支援システムＤＵＥＴ（ＷＥＢ）による受付 

         登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する 

 受 付 期 間：3月 26 日（木） 10：00 ～ 3 月 27日（金） 17：00 

 抽選結果発表：DUET 3 月 28日（土） 9：00 
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※Contemporary Japanese Culture and Society について＜2020 年度より新設＞ 

 

1.授業概要 

「Contemporary Japanese Culture and Society」は 2 年次生以上を対象とした 50 名定員の秋学期週 2

コマの社会学科講義科目（4 単位）であり、授業はすべて英語で行われる。詳細はシラバスを参照する

こと。 

 

2.履修に関する注意事項 

以下に示す基準のうちいずれかを満たしている、もしくは同等のレベルを有する学生に向けての上級ク

ラスとする。初回授業時にスコアカード（コピー可）を提示が必要である。 

同等のレベルだがスコアを持っていない場合は、担当者との面談等により履修を認める。ただし、スコ

アカードを持っていない、レベルを満たしていないと担当者が判断した場合には履修継続を認めない。

また、その場合、履修中止を自身で申請することになり、他の科目 4 単位を追加で履修できないので、

十分に留意すること。 

 

①TOEIC®LISTENING AND READING テスト、 

TOEIC®LISTENING AND READING テスト（IP）600点以上 

②TOEFL-iBT®テスト 65点以上 

（「Test Dateスコア」のみ可。「My Best™ スコア」は認めない。） 

③TOEFL-CBT®テスト 180点以上 

④IELTS™Overall band score 5.5 点以上 

⑤CASEC 620点以上 

 

※TOEIC 及び TOEFL、TOEFL iBT、TOEFL CBT はエデュケーショナル・テスティング ・サービス（ETS）

の登録商標です。 
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【経済学部科目 先行登録】 
 

経済学部設置科目について、先行登録科目の手続きは学修支援システムＤＵＥＴを利用する。 

◆ 科目により申込日程が異なるので注意すること。 

◆ 定員より申込の人数が多い場合は抽選となる。抽選もれの場合は、登録できない。 

◆ 先行登録手続きの変更や、履修中止期間以外での履修の中止は一切認めない。 

◆ ＤＵＥＴが利用できない学生については、経済学部科目先行登録受付期間の事務室開室時間中に 

今出川キャンパス教務センター（経済学部）に申し出ること。 

◆ 2020年度生と 2019年度以前生で科目名および科目コードが異なるため注意すること。 

 

経済学部 先行登録科目一覧                           今出川校地  ２単位 

<<２０１２年度以降生のみ>>                 ○：春学期 △：秋学期 

 

日程 対象年度 科 目 名 
科目コード 

クラスコード 
定員 

配当 

年次 

登録申込 

方法・条件等 

【
Ａ
】 

2019年度 

以前生 

○エコノミクス・ワークショップ２ 

－英語による文化経済入門－ 
10407323－111 10名 ２～  

○エコノミクス・ワークショップ２ 

－伝統文化と国際ビジネス１－ 
10407323－129 20名 ２～ 

講義は全て英語で 

行われる。 

○エコノミクス・ワークショップ２ 

－非営利組織と非政府組織２－ 
10407323－402 20名 ２～  

○エコノミクス・ワークショップ２ 

－アメリカ史（1607年～1699年）－ 
10407323－407 20名 ２～ 

講義は全て英語で 

行われる。 

〇エコノミクス・ワークショップ２ 

－自己分析とアカデミックリテラシー：研究計画書を作ろう！－ 
10407323－514 50名 ２～  

【
Ｂ
】 

2020年度生 
△エコノミクス・ワークショップ・プライマリ２ 

－非営利組織と非政府組織１－ 
10403323－401 

20名 １～  
2019年度 

以前生 

△エコノミクス・ワークショップ２ 

－非営利組織と非政府組織１－ 
10407323－401 

2020年度生 
△エコノミクス・ワークショップ・プライマリ２ 

－ロシアの天然資源開発－ 
10403323－403 

25名 １～ 
講義は全て英語で 

行われる。 2019年度 

以前生 

△エコノミクス・ワークショップ２ 

－ロシアの天然資源開発－ 
10407323－403 

2020年度生 
△エコノミクス・ワークショップ・プライマリ２ 

－東北アジアのエネルギー資源開発と鉱山開発－ 
10403323－404 

25名 １～ 
講義は全て英語で 

行われる。 2019年度 

以前生 

△エコノミクス・ワークショップ２ 

－東北アジアのエネルギー資源開発と鉱山開発－ 
10407323－404 

2020年度生 
△エコノミクス・ワークショップ・プライマリ２ 

－経済地理－ 
10403323－405 

25名 １～ 
講義は全て英語で 

行われる。 2019年度 

以前生 

△エコノミクス・ワークショップ２ 

－経済地理－ 
10407323－405 

2020年度生 
△エコノミクス・ワークショップ・プライマリ２ 

－偉大な哲学者とその理論－ 
10403323－406 

20名 １～ 
講義は全て英語で 

行われる。 2019年度 

以前生 

△エコノミクス・ワークショップ２ 

－偉大な哲学者とその理論－ 
10407323－406 

2020年度生 
△エコノミクス・ワークショップ・プライマリ２ 

－海外留学をめざす人のための準備講座：留学成功の秘訣－ 
10403323－408 

20名 １～ 
講義は全て英語で 

行われる。 2019年度 

以前生 

△エコノミクス・ワークショップ２ 

－海外留学をめざす人のための準備講座：留学成功の秘訣－ 
10407323－408 

2020年度生 
△エコノミクス・ワークショップ・プライマリ２ 

－「労働」とジェンダーを英語で読む－ 
10403323－431 

20名 １～  
2019年度 

以前生 

△エコノミクス・ワークショップ２ 

－「労働」とジェンダーを英語で読む－ 
10407323－431 
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日程 対象年度 科 目 名 
科目コード 

クラスコード 
定員 

配当 

年次 

登録申込 

方法・条件等 

【
Ｂ
】 

2020年度生 
△エコノミクス・ワークショップ・プライマリ２ 

－中国経済分析－ 
10403323－444 

30名 １～  
2019年度 

以前生 

△エコノミクス・ワークショップ２ 

－中国経済分析－ 
10407323－444 

2020年度生 
△エコノミクス・ワークショップ・プライマリ２ 

－自己分析とアカデミックリテラシー：自分を知ろう！－ 
10403323－513 

50名 １～  
2019年度 

以前生 

△エコノミクス・ワークショップ２ 

－自己分析とアカデミックリテラシー：自分を知ろう！－ 
10407323－513 

 

経済学部科目 先行登録日程 

 受付期間・発表日時 申請・発表方法 

1 次募集 
３月 ２４日（火） １０：００ 

～３月 ２６日（木） １５：００ 

学修支援システム 

（ＤＵＥＴ） 

決定者発表 

（1次募集） 
３月 ２７日（金） １５：００ 

2 次募集 
４月  １日（水） １０：００ 

～４月  ３日（金） １５：００ 

決定者発表 

（2次募集） 
４月  ３日（金） ２０：００ 

※【Ａ】日程の科目については、1次募集で定員に達していない場合のみ 2 次募集を行う。 

※【Ｂ】日程の科目については、1次募集を行わない。2次募集が初回の募集となる。 
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【商学部科目 先行登録】 

 
2020年度生 

校地
科目
コード

科目名 クラス 学期
配当
年次

定員
登録
方法

受付期間
選考結果
発表方法

選考結果
発表日時

10522203 簿記学Ⅰ 9 春学期 1～ 130

10522204 簿記学Ⅱ 9 秋学期 1～ 130

10522311 経済学 1～3 秋学期 1～ 各30

10522351 会計学 1～3 秋学期 1～ 各30

1 春学期 1～ 400

2 秋学期 1～ 400

1 春学期 1～ 110

2 秋学期 1～ 110

10523566 証券アナリスト入門 春学期 1～ 100

10523595 メディア・スタートアップ 春学期 1～ 230

10523583 会計情報による多様な判断 秋学期 1～ 210

2019年度以前生の1次募集（3月24日(火)10:00～3月27日(金)17:00）の結果、定員に達した科目については、2020年度生の募集は行われないので注意
すること。

4月3日(金)
22:00

ＤＵＥＴ
4月2日(木)10:00～
4月3日(金)17:00

ＤＵＥＴ
10523521 ファイナンシャル・プランナー基礎

今出川

消費者問題10523564

 
 

 

2013～2018年度生 

校地
科目
コード

科目名 クラス 学期
配当
年次

定員
登録
方法

受付期間
選考結果
発表方法

選考結果
発表日時

10522203 簿記学Ⅰ 9 春学期 1～ 130

10522204 簿記学Ⅱ 9 秋学期 1～ 130

10522311 経済学 1～3 秋学期 1～ 各30

10522351 会計学 1～3 秋学期 1～ 各30

10522314 計量経済学 4 秋学期 2～ 80

10522402 多変量解析 春学期 3～ 80

10522461 オペレーションズ・リサーチ 秋学期 3～ 60

10522651 マーケティング・リサーチ 秋学期 3～ 86

1 春学期 1～ 350

2 秋学期 1～ 350

1 春学期 2～ 150

2 秋学期 2～ 150

1 春学期 2～ 150

2 秋学期 2～ 150

1 春学期 2～ 50

2 秋学期 2～ 50

1 春学期 1～ 110

2 秋学期 1～ 110

10523565 新時代のリスクと保険事業 秋学期 2～ 250

10523566 証券アナリスト入門 春学期 1～ 100

10523594 営業学入門 春学期 2～ 300

10523595 メディア・スタートアップ 春学期 1～ 230

10523583 会計情報による多様な判断 秋学期 1～ 210

10523582 国際会計の実務 秋学期 2～ 100

2次募集は、1次募集で定員に達していない場合のみ実施される。

10523524 ファイナンシャル・プランナー実践

消費者問題10523564

10523521 ファイナンシャル・プランナー基礎

10523523 ファイナンシャル・プランナー応用２

10523522 ファイナンシャル・プランナー応用１

○１次募集
3月30日(月)

10:00

○２次募集
4月3日(金)

22:00

DUET

○１次募集
3月24日(火)10:00～
3月27日(金)17:00

○２次募集
4月2日(木)10:00～
4月3日(金)17:00

DUET今出川
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■■ファイナンシャル・プランナー(ＦＰ)関連科目の登録方法について■■ 
 

 

◆春学期に「ファイナンシャル・プランナー基礎」を受講する場合 

        今年度              次年度 

       

     ＊ただし２０２０年度生は春学期に基礎を修得しても次年度の春学期まで応用１・２ 

を登録履修することはできない。 

 

◆秋学期に「ファイナンシャル・プランナー基礎」を受講する場合 

今年度              次年度 

    

 

 

 

 

・ファイナンシャル・プランナー関連科目は「ファイナンシャル・プランナー基礎」「ファイナンシ

ャル・プランナー応用１」「ファイナンシャル・プランナー応用２」「ファイナンシャル・プランナ

ー実践」の４科目すべてを修得し，「ファイナンシャル・プランナー実践」での「提案書の作成」

に合格することにより，２級ＦＰ技能検定試験（兼ＡＦＰ資格審査試験）の受検資格を得ることが

できる科目である。 

・科目の修得とは関係なく，４科目とも全日程の３割欠席すると２級ＦＰ技能検定試験（兼ＡＦＰ資

格審査試験）の受検資格を得ることができないので注意すること。 

・４科目はグレード制を取っているので，段階的に受講するためには最短で３セメスター（１年半）

が必要となる。 

・ファイナンシャル・プランナー関連科目は３セメスター（１年半）継続して履修することが望まし

い。したがって１年次生は「ファイナンシャル・プランナー基礎」の２クラス（秋学期開講クラス）

を登録履修することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春学期 秋学期 

基礎 
応用１ 

応用２ 

春学期 秋学期 

実践  

春学期 秋学期 

応用１ 

応用２ 
実践 

セット登録 

春学期 秋学期 

 基礎 

応用 1，2が不合格の場合，

実践の登録は自動的に 

取消となる。 
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【政策学部科目 先行登録】（2008～2019年度生対象） 
 

校地
科目
コード

クラス 科目名 担当者 学期
単位
数

配当
年次

定員
登録
方法

登録日時
選考結果
発表方法

選考結果
発表日時

交流センター 10702605 012

政策トピックス⑫
「世界遺産PBL講座～
価値主導型に基づく文化遺産
マーケティング」

多田　　実
通年
集中

2 2～ 20 DUET

3月25日
(水)10:00

～
3月31日
(火)17:00

DUET
4月3日
(金)0:00

交流センター 10702624 028

政策トピックス㉘
「ミュージアムPBL科目：
動物園の魅力探求と環境教育
イベント」

服部　篤子
通年
集中

2 2～ 20 DUET

3月25日
(水)10:00

～
3月31日
(火)17:00

DUET
4月3日
(金)0:00

 
 

 

※政策トピックス⑫を登録する場合、春学期の火曜 1・2 講時に同志社大学内のキャンパスで行なわれ

る他の科目は、登録できない。 

 

※政策トピックス㉘を登録する場合、春学期の金曜 3・4・5講時に同志社大学内のキャンパスで行なわ

れる他の科目は、登録できない。 
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【文化情報学部科目 先行登録】 

 

【登録日程】 
      

1次募集 
      

＜受付期間＞   ３月２４日（火）１０：００～２６日（木）１７：００ 
  

＜決定者発表＞ ３月２７日（金） ０：００ 
    

2次募集  
      

＜受付期間＞   ３月３０日（月）  １０：００～４月３日（金）１７：００ 
  

＜決定者発表＞ ４月 ４日（土） ０：００ 
    

※１次募集で定員に達していない場合のみ２次募集を行う。 
  

        
○先行登録科目の手続きは学修支援システムＤＵＥＴを利用する。 

  

○登録希望者が定員をこえた場合、抽選により登録者を決定する。 
  

○ＤＵＥＴが利用できない学生については、３月２６日（木）１７時までに文化情報学部事務室に 

  申し出ること。 
      

○いったん登録した先行登録科目は、原則履修中止は認めないので、よく考えて登録すること。 

 

＜2017年度以降生用＞開講校地：京田辺 
      

科目ｺｰﾄﾞ 
ｸﾗｽ 

ｺｰﾄﾞ 
科目名 

ｸ

ﾗ

ｽ 

開

講 

配当 

年次 
担当者名 定員 備考 

10807134 000 音楽解析   秋 2～ 河瀬  彰宏 166名   

10807221 000 コーパス言語学   春 2～ 伊藤 紀子 40名   

10807328 000 社会調査演習   秋 2～ 

鄭 躍軍 

宿久  洋 

吉野 諒三 

妹尾 麻美 

藤田  成隆 

324名 

社会調査法の単位を前

の学期までに修得済のこ

と 

10807332 000 認知科学実習   春 3～ 

杉尾 武志 

阪田 真己子 

斎藤 元幸 

62名 
認知科学の方法を同時

履修または修得済のこと 

10807335 000 社会ネットワーク分析  秋 3～ 水垣 源太郎 58名  

10807225 000 音韻論  秋 2～ 田中 雄 62名  

10807411 002 データサイエンス入門 ② 春 2～ 竹野  倫彰 92名 
データサイエンス入門演

習を同時に登録すること 

10807412 002 データサイエンス入門演習 ② 春 2～ 竹野  倫彰 92名 
データサイエンス入門を

同時に登録すること 

10807413 002 データサイエンス基礎 ② 秋 2～ 竹野  倫彰 96名 
データサイエンス演習を

同時に登録すること 

10807413 003 データサイエンス基礎 ③ 秋 2～ 竹野  倫彰 118名 
データサイエンス演習を

同時に登録すること 

10807414 002 データサイエンス演習 ② 秋 2～ 竹野  倫彰 96名 
データサイエンス基礎を

同時に登録すること 
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科目ｺｰﾄﾞ 
ｸﾗｽ 

ｺｰﾄﾞ 
科目名 

ｸ

ﾗ

ｽ 

開

講 

配当 

年次 
担当者名 定員 備考 

10807414 003 データサイエンス演習 ③ 秋 2～ 竹野  倫彰 118名 
データサイエンス基礎を

同時に登録すること 

10807421 000 定量的データ分析   春 2～ 原 尚幸 312名 
定量的データ分析演習を

同時に登録すること 

10807422 000 定量的データ分析演習   春 2～ 

原 尚幸 

河瀬  彰宏 

宿久  洋 

312名 
定量的データ分析を同時

に登録すること 

10807423 000 定性的データ分析   秋 2～ 金  明哲 162名 
定性的データ分析演習を

同時に登録すること 

10807424 000 定性的データ分析演習   秋 2～ 金  明哲 162名 
定性的データ分析を同時

履修または修得済のこと 

10807431 000 ベイズ統計   春 3～ 原 尚幸 58名   

10807432 000 機械学習   春 3～ 金 明哲 58名   

10807433 000 テキストマイニング   秋 3～ 金 明哲 58名   

10807532 000 数値解析   春 3～ 深川 大路 46名   

10807534 000 時系列解析   秋 3～ 竹内 惠行 46名   

10807623 000 データベースシステム   秋 2～ 波多野  賢治 58名   

10807624 000 情報セキュリティ   秋 2～ 矢内  直人 162名   

 

 

 

＜2013～2016年度生用＞開講校地：京田辺 
      

科目ｺｰﾄﾞ 
ｸﾗｽ 

ｺｰﾄﾞ 
科目名 

ｸ

ﾗ

ｽ 

開

講 

配当 

年次 
担当者名 定員 備考 

10806135 000 音楽解析   秋 2～ 河瀬  彰宏 166名   

10806221 000 言語とコーパス   春 2～ 伊藤 紀子 40名   

10806372 000 認知科学実習   春 3～ 

杉尾  武志 

阪田  真己子 

斎藤 元幸 

62名 
認知科学の方法を同時

履修または取得済のこと 

10806423 000 社会調査演習   秋 2～ 

鄭 躍軍 

宿久  洋 

吉野 諒三 

妹尾 麻美 

藤田  成隆 

324名 

社会調査法の単位を前

の学期までに修得済のこ

と 

10806471 000 社会変動論  秋 3～ 水垣 源太郎 58名  

10806511 002 データサイエンス入門 ② 春 2～ 竹野  倫彰 92名 
データサイエンス入門演

習を同時に登録すること 
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科目ｺｰﾄﾞ 
ｸﾗｽ 

ｺｰﾄﾞ 
科目名 

ｸ

ﾗ

ｽ 

開

講 

配当 

年次 
担当者名 定員 備考 

10806512 002 データサイエンス入門演習 ② 春 2～ 竹野  倫彰 92名 
データサイエンス入門を

同時に登録すること 

10806513 002 データサイエンス基礎 ② 秋 2～ 竹野  倫彰 96名 
データサイエンス演習を

同時に登録すること 

10806513 003 データサイエンス基礎 ③ 秋 2～ 竹野  倫彰 118名 
データサイエンス演習を

同時に登録すること 

10806514 002 データサイエンス演習 ② 秋 2～ 竹野  倫彰 96名 
データサイエンス基礎を

同時に登録すること 

10806514 003 データサイエンス演習 ③ 秋 2～ 竹野  倫彰 118名 
データサイエンス基礎を

同時に登録すること 

10806521 000 定量的データ分析   春 2～ 原 尚幸 312名 
定量的データ分析演習を

同時に登録すること 

10806522 000 定量的データ分析演習   春 2～ 

原 尚幸 

河瀬  彰宏 

宿久  洋 

312名 
定量的データ分析を同時

に登録すること 

10806523 000 定性的データ分析   秋 2～ 金 明哲 162名 
定性的データ分析演習を

同時に登録すること 

10806524 000 定性的データ分析演習   秋 2～ 金 明哲 162名 
定性的データ分析を同時

履修または修得済のこと 

10806531 000 データマイニング   春 3～ 金  明哲 58名   

10806534 000 テキストマイニング   秋 3～ 金 明哲 58名   

10806535 000 空間データ解析   秋 3～ 津村  宏臣 34名   

10806672 000 時系列解析   秋 3～ 竹内 惠行 46名   

10806753 000 情報セキュリティ   秋 １～ 矢内  直人 162名 
 

10806764 000 数値計算   春 2～ 深川 大路 46名 
 

10806765 000 データベースシステム   秋 2～ 波多野  賢治 58名 
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【生命医科学部科目 先行登録】 
 

開講校地：京田辺 

科目ｺｰﾄﾞ ｸﾗｽｺｰﾄﾞ 科目名 ｸﾗｽ 開講期間 配当年次 定員 

11433123 － ニューロサイエンス入門１ － 春 2～ 150 

11433124 － ニューロサイエンス入門２ － 秋 2～ 150 

11433126 － スポーツ医学の未来 － 秋 1～ 150 

11439003 － 微生物学 － 春 1～ 20 

11439005 － 公衆衛生学 － 春 1～ 20 

 

■ニューロサイエンス入門１、ニューロサイエンス入門２、スポーツ医学の未来 

受付方法：学修支援システム（DUET）による受付 

受付期間：３月２４日（火）１０：００～ ４月３日（金）１７：００ 

結果発表：４月４日（土）０：００ ＤＵＥＴ 

 

■微生物学、公衆衛生学 

受付方法：先着順で受付（定員に達し次第、終了） 

受付期間：４月４日（土）、４月５日（日） ９：００～１１：３０、１２：３０～１７：００ 

受付場所：京田辺キャンパス教務センター（生命医科学部）（成心館１階） 

・学生証を持参してください。 
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【スポーツ健康科学部科目 先行登録】 
 

１．対象科目 

 全年度生共通 

科 目 

コード 
科 目 名 クラス 

開講 

期間 
担当者 定員 配当年次 

11502022 

障がい者スポーツ論（応用） 001 秋 河西 40 
2～ 

障がい者スポーツ論（応用） 
002 

秋 河西 40 

11502056 障がい者スポーツ指導論  春 河西 30 3～ 

11503114 

11503214 

スポーツ方法実習（スキー） 

スポーツ指導法実習（スキー） 
 秋集中 

竹田 

新井 

庄子 

若原 

50 2～ 

11503115 

スポーツ方法実習（ゴルフ） 001 春 菅生 20 

1～ 

スポーツ方法実習（ゴルフ） 002 春 菅生 20 

スポーツ方法実習（ゴルフ） 003 春 竹田 20 

スポーツ方法実習（ゴルフ） 004 春 竹田 20 

スポーツ方法実習（ゴルフ） 005 秋 菅生 20 

スポーツ方法実習（ゴルフ） 006 秋 菅生 20 

11503116 スポーツ方法実習（野外活動）  春集中 蓬田 15 2～ 

11503215 スポーツ指導法実習（ゴルフ）  秋 竹田 20 2～ 

（開講校地：京田辺校地）（集中講義実施場所・期間：シラバス参照） 

 

２．登録受付 
日時：4月 6 日（月）15:00～16:00 【 先着順 】 

場所：京田辺キャンパス教務センター（スポーツ健康科学部）（成心館 1 階） 

※スポーツ健康科学部生の登録後、定員に余裕があるクラスのみ受付を行います。 

 

３．登録・履修にあたっての注意 

・スポーツ指導法実習（ゴルフ）の登録について、スポーツ方法実習（ゴルフ）を履修済であることが履

修条件となり、履修済でない場合はスポーツ方法実習（ゴルフ）と一緒に登録する必要があります（春

学期開講クラスに限ります）。スポーツ方法実習（ゴルフ）を履修中止した場合、または履修の結果不

合格となった場合は、登録中のスポーツ指導法実習（ゴルフ）を大学側が登録削除します。 

・スポーツ方法実習（スキー）、スポーツ指導法実習（スキー）についてはセット登録となります。履修

中止を行う場合、いずれかのみの履修中止はできないため、両科目ともに履修中止を行うことになりま

す。なお、2017 年度以前生（4年次生）は登録できません。 

・スポーツ方法実習（野外活動）について、９月卒業予定者は原則として登録できません。 
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４．免許・資格に関する科目、司書課程演習科目、学芸員課程演習科目 

 

免許・資格に関する科目（１） 

 

申請方法・日時等 

＜1 次募集＞  

 受 付 方 法：学修支援システムＤＵＥＴ（ＷＥＢ）による受付 

         登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する 

 受 付 期 間：3月 24 日（火）10:00 ～ 3月 26 日（木）17:00 

 抽選結果発表：DUET 3 月 27日（金）9:00 

 

 ＜2次募集＞  ★定員に余裕がある科目・クラスのみ 

 受 付 方 法：学修支援システムＤＵＥＴ（ＷＥＢ）による受付 

         登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する 

 受 付 期 間：3月 27 日（金）10:00 ～ 3月 31 日（火）17:00 

 抽選結果発表：DUET 4 月 1日（水）9:00 

 

 ＜3次募集＞  ★定員に余裕がある科目・クラスのみ 

 受 付 方 法：学修支援システムＤＵＥＴ（ＷＥＢ）による受付 

         登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する 

科目名 クラス 校地 学期 定員 
履修 

年次 

 

履修条件 

教育方法論 

3 田 春 40 

2～ 

 

4 田 春 40 

5 田 秋 40 

情報資源組織論Ⅰ 

※2018年度以降入学生のみ 

1 田 春 40 ★ 

2～ 

 

51 今 春 60 ★ 

101 今 春 60 ★ 

情報資源組織論Ⅱ 

※2018年度以降入学生のみ 

1 田 秋 40 ★ 

2～ 

「情報資源組織論Ⅰ」

を過学期までに履修

済、または先行登録

期間内に同時登録す

ること。 

51 今 秋 60 ★ 

101 今 秋 60 ★ 

情報資源組織論 

※2017年度以前入学生のみ 

1 田 通年 40 ★ 

2～ 

 

51 今 通年 60 ★ 

101 今 通年 60 ★ 

情報メディアの活用 

51 今 秋 40 

2～ 

 

101 今 春 40 

102 今 秋 40 

学術情報利用教育論   今 秋 40 2～ 
 

★…「情報資源組織論Ⅰ・Ⅱ」と「情報資源組織論」の募集定員は共通のもの。DUETで表示される定員と実際

は異なることがあるため注意すること。 
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 受 付 期 間：4月 1 日（水）10:00 ～ 4月 3日（金）17:00 

抽選結果発表：DUET 4月 4日（土）9:00 

 

 

免許・資格に関する科目（２） 
 

科目名 クラス 校地 学期 定員 
履修 

年次 

 

履修条件 

地理学総論（１） 
※文学部以外の教職課程履修者専用 

51 今 春 - 2～ 

51 クラスについては

文学部生のみ履修可

だが、免許資格取得

のために履修する場

合のみ文学部以外の

学生も履修可となる。

教職課程登録がなさ

れていることが科目

登録の条件となる。 

地理学総論（２） 
※文学部以外の教職課程履修者専用 

51 今 秋 - 2～ 

日本美術史（１） 
※文学部以外の博物館学芸員課程 

履修者専用 
1 今 春 - 2～ 

1 クラスについては文

学部生のみ履修可だ

が、免許資格取得の

ために履修する場合

のみ文学部以外の学

生も履修可となる。教

職課程登録がなされ

ていることが科目登

録の条件となる。 

日本美術史（２） 
※文学部以外の博物館学芸員課程 

履修者専用 
1 今 秋 - 2～ 

 

申請方法・日時等 

＜1 次募集のみ＞ 

 受 付 方 法：学修支援システムＤＵＥＴ（ＷＥＢ）による受付 

         登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する 

 受 付 期 間：3月 24 日（火）10:00 ～ 4月 3 日（金）17:00 

 抽選結果発表：DUET 4 月 4日（土）9:00 
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学芸員課程演習科目 
 

科目名 クラス 校地 学期 定員 
履修 

年次 

 

履修条件 

博物館実習Ⅰ・博物館実習Ⅱ 

51 今 春・秋 登録者数

が均等に

なるよう、

申込後に

調整 

3～ 

①前年度まで「博物館

概論」、「博物館経営

論」、「博物館資料

論」、「博物館情報メデ

ィア論」の合計 8単位

を修得していること。 

②前年度の学芸員課

程登録説明会に参加

していること。 

52 今 春・秋 

 

申請方法・日時等 

＜1 次募集のみ＞ 

 受 付 方 法：学修支援システムＤＵＥＴ（ＷＥＢ）による受付 

         登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する 

 受 付 期 間：3月 24 日（火）10:00 ～ 3月 26 日（木）17:00 

 抽選結果発表：DUET 3 月 27日（金）9:00 
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司書課程演習科目 
 

科目名 クラス 校地 学期 定員 
履修 

年次 

 

履修条件 

情報サービス演習Ⅰ 

1 田 秋 30 

2～ 

「図書館情報学概論

（図書館・情報学概

論）」を過学期までに

履修済であること。 

51 今 秋 30 

52 今 秋 30 

53 今 春 30 

101 今 春 30 

情報サービス演習Ⅱ 

1 田 春 30 

2～ 

51 今 春 30 

52 今 秋 30 

53 今 秋 30 

101 今 春 30 

情報資源組織演習Ⅰ 

1 田 春 33 

3～ 

「情報資源組織論Ⅰ

（情報資源組織論）」を

過年度までに履修済、

または先行登録期間

内に同時登録するこ

と。 

51 今 春 33 

52 今 春 33 

101 今 春 33 

情報資源組織演習Ⅱ 

1 田 春 33 

3～ 

「情報資源組織論Ⅱ

（情報資源組織論）」を

過年度までに履修済、

または先行登録期間

内に同時登録するこ

と。 

51 今 春 33 

52 今 春 33 

101 今 春 33 

図書館演習 

1 田 通年 16 

3～ 

①「図書館情報学概論

（図書館・情報学概

論）」、「図書館情報サ

ービス論Ⅰ・Ⅱ（図書

館情報サービス論）」、

「図書館制度・経営論」

を前年度までに履修

済であること。 

②2019年 11月の司書

課程登録説明会に参

加していること。 

51 今 通年 32 

52 今 通年 32 

101 今 通年 16 

 

申請方法・日時等 

＜1 次募集＞※主たる校地のクラスのみ登録可能 

 受 付 方 法：学修支援システムＤＵＥＴ（ＷＥＢ）による受付 

         登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する 

 受 付 期 間：3月 24 日（火）10:00 ～ 3月 26 日（木）17:00 

 抽選結果発表：DUET 3 月 27日（金）9:00 

 

 ＜2次募集＞  ★定員に余裕がある科目・クラスのみ 

 受 付 方 法：学修支援システムＤＵＥＴ（ＷＥＢ）による受付 

         登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する 
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 受 付 期 間：3月 27 日（金）10:00 ～ 3月 31 日（火）17:00 

 抽選結果発表：DUET 4 月 1日（水）9:00 

 

 ＜3次募集＞  ★定員に余裕がある科目・クラスのみ 

 受 付 方 法：学修支援システムＤＵＥＴ（ＷＥＢ）による受付 

         登録希望者が定員を超えた場合、抽選により登録者を決定する 

 受 付 期 間：4月 1 日（水）10:00 ～ 4月 3日（金）17:00 

抽選結果発表：DUET 4月 4日（土）9:00 
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５．大学コンソーシアム京都単位互換科目 
 

・履修を希望する者は、大学コンソーシアム京都発行の『単位互換履修生募集ガイド』を参照してくだ

さい。 

・修得した単位は、「大学コンソーシアム京都単位互換科目」として認定されます。 

・単位の認定は「同志社女子大学協定科目」、その他の大学、短期大学で修得し認定された科目の修得

単位とあわせて６０単位を上限とします。 

 

○大学コンソーシアム京都の単位互換科目の出願手続きについて 

・大学コンソーシアム京都の単位互換科目を登録するには、「大学コンソーシアム所定の出願票の提出」

と「ＤＵＥＴでの科目登録」が必要です。 

・「出願票」は大学コンソーシアム京都のＨＰから「ｅ京都（いーこと）ラーニング」システムを利用

して各自で必要事項をデータして作成します。 

・「ｅ京都ラーニング」で出願票を作成する方法については、大学コンソーシアム京都のＨＰ（「ホーム」

→「大学生の方へ」→「単位互換制度」→「単位互換制度特設サイト」 →「出願について」）に説

明が掲載されていますので、この説明を参照して出願票を作成してください。 

作成の流れと締切日は以下のとおりです。 

  

① 氏名、大学名、学生ＩＤ、Ｅメールアドレス等を「ｅ京都ラーニング」に登録し、利用者ＩＤを取

得。  注意：入力した学生ＩＤに誤りのないことを必ず確認してから登録してください。 

② 「ｅ京都ラーニング」にログインして出願票を作成（出願登録）。 

③ 出願票はＡ４用紙に印刷し（モノクロでよい）、大学提出用の出願票を４月６日（月）17 時までに

自分が所属するグローバル・コミュニケーション学部事務室へ提出する。出願者控えは各自で保管。 

 

・「ｅ京都ラーニング」が利用できることを早めに確認しておいてください。万一、利用できない場合

は、出願票提出締切日またはＤＵＥＴでの科目登録締切日のいずれか早い日の前日までに、事務室へ

相談してください。 

・「ｅ京都ラーニング」上で出願登録したものの、結果的に履修を取りやめる科目については４月６日

（月）出願票提出締切（17 時）までに必ず削除しておいてください。 

・事務室提出用の出願票を印刷した後に「ｅ京都ラーニング」で登録データを追加・削除しないでくだ

さい。万一、追加や削除を行った場合は、あらためて事務室提出用の出願票を印刷し、それを提出し

てください。 

・出願票の提出とは別に、ＤＵＥＴで「科目登録」を必ず行ってください。DUETで科目登録を行ってい

なかった場合、出願票を提出して科目開設大学より履修許可を受けた科目であっても履修はできませ

ん。 

 また、ＤＵＥＴによる科目登録の締切日時は学年によって異なります。出願票の提出締切日時よりも

ＤＵＥＴの登録締切日時の方が早くに設定されている学年もありますので、十分注意してください。 

・ＤＵＥＴでの科目登録の際は、下の表を参照して科目コード・クラスコードを間違えないよう注意し

てください。 

 

■科目コードは登録する科目の単位数により変わります。 

大学コンソーシアム単位互換科目   科目コード 

＜１単位科目＞ 16600201 

＜２単位科目＞ 16600202 

＜４単位科目＞ 16600204 

■各科目のクラスコードは登録期間中にＤＵＥＴの「大学からのお知らせ」で確認してください。 

 

・出願した科目の履修許可発表は、4/17（金）AM5時以降に行われます。「ｅ京都ラーニング」に登録し

たＥメールアドレス宛に大学コンソーシアム京都から履修可否が届きます。大学での掲示発表は原則

ありません。 

・履修が許可された科目については各大学が定める履修手続きをとる必要があります。各大学より「ｅ
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京都ラーニング」に登録したＥメールアドレス宛に案内が届きますので、定められた期日までに漏れ

なく必要な手続きをとってください。履修手続きをとらない場合、科目開設大学により履修許可が取

り消される場合もあります。履修手続き未了により履修許可が取り消されても、他の科目の登録を追

加することはできません。 

・履修が許可されなかった科目の本学登録（ＤＵＥＴ上の科目登録データ）は、大学が登録削除を行な

います。なお、登録が削除されてもこの時点で他の科目の登録を追加することはできません。 

 

○大学コンソーシアム京都の単位互換科目の履修中止および登録削除について 

・事務室へ出願票を提出した後は、出願取消および出願科目の変更は認めません。 

・履修許可が出た科目の履修中止、登録削除については、次のとおり取り扱います。 

・単位互換科目の履修中止は好ましくありませんが、履修中止を希望する場合は、本学科目と同じ履修

中止期間に手続きしてください。 

・登録削除は秋学期科目に限り認めます。削除を希望する場合は、先行登録科目の削除期間に手続きし

てください。原則として先行登録科目削除期間終了後の削除は認めません。また、削除期間時点で既

に授業が終了している集中科目については、ＤＵＥＴ上で秋学期科目として登録されている科目であ

っても登録削除はできません（授業に出席しなかった場合でも登録削除はできません）。 

・他大学（短期大学）の科目を単位互換履修制度に則り履修しているという意識を持ち、履修中止や登

録削除を安易に行わないように履修計画を立ててください。 

 

○今年度卒業予定者の単位互換科目の履修制限について 

・単位互換科目は成績報告日程が本学の科目と異なるため、卒業判定に成績報告が間に合わない場合が

あります。よって、今年度に卒業を予定されている方は、原則として卒業予定の学期の科目および集

中科目の履修ができません。具体的には、今年９月に卒業予定の方は春学期科目および集中科目の履

修が、来年３月に卒業予定の方は秋学期科目および集中科目の履修ができません。どうしても履修し

たい科目がある場合は、自分が所属するグローバル・コミュニケーション学部事務室へ早めに相談し

てください。 

 

○その他の注意事項など 

・履修科目に関する連絡事項等は、科目設置大学からの「ｅ京都ラーニング」によるメールにて行ない

ます。試験実施情報（レポートを含む）を含めて本学内での掲示等は行いませんので、科目設置大学

からの連絡や大学コンソーシアム京都のＨＰにて周知される内容を各自で確認してください。 

・授業には履修可否の発表を待たずに出席してください。 

・他大学で実施される科目は各大学の学年暦に従って授業が行われます。本学の休講日（休暇期間等を

含む）に授業や試験等が行われる場合があります。本学から個別の案内はしませんので、シラバス等

記載の日程を各自で充分確認してください。また、キャンパスプラザ京都で実施される科目に関する

学年暦・講義時間等については大学コンソーシアム京都のホームページで確認してください。 

・単位互換科目の定期試験が本学の定期試験日程と重複した場合、本学の定期試験を追試験で受験する

ことになります。当該科目設置大学が発行する受講・受験証明書を添付のうえ、各自が追試験願を提

出する必要があります。受講･受験証明書は単位互換科目設置大学に申し出て発行してもらってくだ

さい。単位互換科目を提供している大学で「単位互換科目（京カレッジ科目）受講・受験証明書」を

発行してもらえます。プラザ科目については大学コンソーシアム京都に申し出ても発行可能です。同

志社大学の試験と単位互換科目の講義・試験重複がわかった時点で早めに手続きをとるようにしてく

ださい。 

・集中科目の履修許可を得た場合、夏期休暇中に集中講義が実施されたとしても、成績発表は秋学期末

となります。また、秋学期科目として登録されている場合でも、例えば夏期期間に集中講義科目の授

業に出席できる場合でも秋学期を休学すると当該科目の登録は削除され、単位は認定できません。十

分に注意してください。 

・他大学からの報告遅れにより、成績通知日に成績通知が間に合わない科目が生じる可能性があります。 

・秋学期科目の出願手続きも４月に行ってください。なお、受講定員に余裕のある科目の追加募集受付

は９月上旬の予定です。その出願手続き等については９月初旬頃に掲示等にてお知らせします。 
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６．同志社女子大学単位互換科目 

 

・履修を希望する者は、『同志社女子大学単位互換履修ガイド』、『履修要項』等を参照のうえ、「同志社

大学・同志社女子大学単位互換履修生出願票」（以下、単位互換履修生出願票）を 4 月 6 日(月)まで

にグローバル・コミュニケーション学部事務室へ提出してください。 

・『同志社女子大学履修要項』等は 4 月 1 日以降にグローバル・コミュニケーション学部事務室で閲覧

できます。 

・修得した単位は、「同志社女子大学単位互換科目」として認定されます。 

・単位の認定は「大学コンソーシアム京都単位互換科目」、その他の大学、短期大学で修得し認定され

た科目の修得単位とあわせて６０単位を上限とします。 

 

【登録手続】 

 以下の手順で登録してください。 

①「単位互換履修生出願票」を京田辺キャンパス教務センターで受け取ります。 

②必要事項を記入のうえ、「単位互換履修生出願票」を 4月 6日(月)17:00までにグローバル・コミュニ

ケーション学部事務室へ提出します。 

③一般登録時に DUET(WEB)にて、一般登録の際に下記コードで登録します。 

■科目コードは登録する科目の単位数により変わります。 

同志社女子大学単位互換科目 
科目コード 

英語コース 中国語コース 日本語コース 

＜１単位科目＞ 11911911 11922911 11933911 

＜２単位科目＞ 11911912 11922912 11933912 

＜４単位科目＞ 11911914 11922914 11933914 

 

■クラスコードは登録するクラス数により変わります。 

  １クラスのみ登録する場合は、【００１】と記入してください。同じ単位数の科目で、２クラス以

上複数登録する場合は、その数に応じ【００２】、【００３】・・・と順に記入してください。 

 

＜記入例＞ 

科目名 科目コード 担当者 期間・時間 単位数 

キリスト教の諸相 A １０Ａ６１１００ 中村 信博 後期・２ ２単位 

                  ↓ 

～DUET(WEB)で入力～ 

科目名・クラス（担当者）欄 
科目コード クラス 

コード 英語コース 中国語コース 日本語コース 

キリスト教の諸相 A 同志社女子大学 11911912 11922912 11933912 001 

 

 

 

 

 

 

【登録確定について】 

 同志社女子大学で提出書類によって選考され、合格となった場合に限り登録が確定します

（その場合、登録を取りやめることはできません）。選考結果発表については、同志社女子大

学から発表され次第、グローバル・コミュニケーション学部掲示板(知真館 1号館)に掲示しま

す。（４月中旬予定） 
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【注意事項】 

・同志社女子大学での選考により、履修が許可されなかった場合でも、他の春学期科目の追加登録は認

められません。（履修が許可されなかった科目は、自動的に登録を削除します） 

・選考結果が登録期間後となるために、特に卒業予定者は、単位互換科目の登録可否の結果が、直接卒

業要件に影響しないよう、卒業必要単位数には注意してください。 

・登録の際は、移動時間を含め、他の科目と時間割の重複がないように注意してください。 

 

【単位互換履修生証の発行について】 

 受け入れが許可された後、単位互換履修生証が発行されます（女子大学への入構、定期試験の受験に

必要）。履修生用写真の提出など、詳細については掲示板を参照してください。 

 


