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選択科目Ⅱ-46 

 

１０．免許資格関係科目 
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選択科目Ⅱ-49 

 

 

京都教育大学から大学コンソーシアムへの提供科目を本学の 

「教職に関する科目」に読み替える場合について 

 

１．出願条件 

 ①教職課程登録をしていること。 

②原則として 4 年次生以上を対象とする。 

 ③読み替えを希望する科目について、同志社大学での時間割上、他の必修科目と重複し、昼・夜間主帯

の時間割上でも科目を登録できない。 

 ④読み替えを希望する科目について、2 校地間移動が不可能で、登録することができない。 

  

２．出願締切 

上記の出願条件を満たしているか確認するため通常の出願期間とは異なります。 

3 月 31 日（火） 出願先：両校地の免許資格課程センター事務室 

 

○ここに記載しているのは、本学の「教職課程関連科目」に読み替える必要がある場合のことである。本

学の「教職課程関連科目」に読み替える必要がない場合については、ここに記載している「出願条件」は

適用されない。その際「出願締切」は大学コンソーシアム京都単位互換科目の一般科目と同じ扱いである。 

 

※教職課程関連科目とは、入学年度により次の科目を指す。 

2019 年度以降入学の学部生など、新法適用対象の学生は、B 欄「教育の基礎的理解に関する科目」、お

よび C 欄「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」。 

2018 年度以前入学の学部生など、旧法適用対象の学生は、第②欄「教職に関する科目」。 
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選択科目Ⅱ-51 

 

１１．他学部科目で先行登録が必要な科目 

 

 

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 履修条件他 

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  

２０１２年度～２００９年度生  

配当  

年次 

期 

間 

登録コード 
科目名 担  当  者 曜講 履修条件他 

科目 クラス 

1～ 春 10101305   
キリスト教文化学

演習 15 

関谷 直人 

山内 直美 
火２  

1～ 秋 10101306   
キリスト教文化学

演習 16 

関谷 直人 

山内 直美 
火２  

 

アフリカン・アメリカンの霊歌演習（2012年度以前生は「キリスト教文化学演習 15」）、 

ゴスペル音楽演習（2012年度以前生は「キリスト教文化学演習 16」） 

 

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８日（水）15：00 

 

 

② 決定者発表・・・ＤＵＥＴ ４月９日（木） 0:00 

  

先行登録科目【神学部 今出川校地】 



選択科目Ⅱ-52 

 

 

 

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 履修条件他 

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  

２０１２年度～２００９年度生  

配当  

年次 

期 

間 

登録コード 
科目名 担  当  者 曜講 履修条件他 

科目 クラス 

1～ 春 10101011 001  聖書学１ 越後屋 朗 金５  

1～ 秋 10101012 001  聖書学２ 越後屋 朗 金５  

 

旧約聖書学入門１（2012年度以前生は「聖書学１」）、 

旧約聖書学入門２（2012年度以前生は「聖書学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８日（水）15：00 

 

 

② 決定者発表・・・ＤＵＥＴ ４月９日（木） 0:00 

  

先行登録科目【神学部 京田辺校地】 
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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。 

<<２０１２年度以降生のみ>>           今出川校地  ２単位 ○：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 

  

経済学部・先行登録科目 



選択科目Ⅱ-54 

 

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  ８日（水） １５：００ 

決定者発表 

（2次募集） 
４月  ９日（木） ０：００ 

※【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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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。

商学部設置科目先行登録日程（２０２０年度生対象）

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

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

商学部設置科目先行登録日程（２０１３～２０１９年度生対象）

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

商学部・先行登録科目 



選択科目Ⅱ-56 

 

■■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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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

備考

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

本科目を登録する場合、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。

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

本科目を登録する場合、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。

政策学部設置科目　先行登録日程 （2008～2019年度生対象）

政策学部・先行登録科目 
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【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

10807221 000 コーパス言語学 春 2～ 伊藤　紀子 40

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 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 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

10807225 000 音韻論 秋 2～ 田中　雄 62

10807411 002 データサイエンス入門 ② 春 2～ 竹野  倫彰 92 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 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 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 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 データサイエンス基礎を同時に登録すること

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

10807432 000 機械学習 春 3～ 金　明哲 58

10807433 000 テキストマイニング 秋 3～ 金　明哲 58

10807532 000 数値解析 春 3～ 深川　大路 46

10807534 000 時系列解析 秋 3～ 竹内　惠行 46

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

10807624 000 情報セキュリティ 秋 2～ 矢内  直人 162

＜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

10806221 000 言語とコーパス 春 2～ 伊藤　紀子 40

10806372 000 認知科学実習 春 3～
杉尾  武志
阪田  真己子
斎藤　元幸

62 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 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

10806511 002 データサイエンス入門 ② 春 2～ 竹野  倫彰 92 データサイエンス入門演習を同時に登録すること

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

10806534 000 テキストマイニング 秋 3～ 金　明哲 58

10806535 000 空間データ解析 秋 3～ 津村  宏臣 34

10806672 000 時系列解析 秋 3～ 竹内　惠行 46

10806753 000 情報セキュリティ 秋 １～ 矢内  直人 162

10806764 000 数値計算 春 2～ 深川　大路 46

10806765 000 データベースシステム 秋 2～ 波多野  賢治 58

文化情報学部・先行登録科目 

～4 月 8 日（水）17:00 

4 月 9 日（木）0:00 
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募集次 受付方法

1次
 DUET
※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

2次
※定員に余裕
のある科目・
クラスのみ

 DUET
※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

3次
※定員に余裕
のある科目・
クラスのみ

 窓口受付　先着順
 臨光館1階　社会学部事務室

科目コード 科目名 クラス 学期 校地 定員 履修年次

10912559 外国書講読（コリア語）Ⅰ 春 今 25 2～

10912560 外国書講読（コリア語）Ⅱ 秋 今 25 2～

10912301 Contemporary Japanese Culture and Society 秋 今 50 2～

10932110 ジャーナリズム論Ⅰ  春 今 100 2～
10932111 ジャーナリズム論Ⅱ  秋 今 100 2～

10942112 産業調査統計論（1） 春 今 68 2～
10942113 産業調査統計論（2） 秋 今 68 2～

16009100 働くということ 春 今 180 2～

1.授業概要

2.履修に関する注意事項

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。

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。

受付期間

3月24日（火） 10：00～
3月25日（水） 17：00

3月26日（木） 10：00～
3月27日（金） 17：00

4月4日（土）～4月5日（日）
 9：00～11：30 ／
12：30～17：00

抽選結果

DUET　3月26日（木）9：00

DUET　3月28日（土） 9：00

＜2020年度より新設＞
Contemporary Japanese Culture and Societyについて

 ※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。

（▽メディア学科科目）

（▽産業関係学科科目）

 ※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。

※「働くということ」は、3次募集を行わない。

DUETが利用できない学生については、社会学部科目先行登録受付期間の事務室開室時間中に社会学部事務室に申し出ること。

（▽社会学科科目）

「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。

社会学部・先行登録科目 
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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。 

  

生命医科学部・先行登録科目 
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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。 

  

スポーツ健康科学部・先行登録科目 
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同志社大学心理学部 2020 年度 

 

選 択 科 目 Ⅱ 

全学共通教養教育科目 

全学共通教養教育科目（保健体育科目） 

免許資格関係科目、他学部科目 

コンソーシアム京都単位互換科目 

同志社女子大学単位互換科目 

登 録 要 領 
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１２．コンソーシアム京都単位互換科目 

・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」される。 
・単位の認定は「同志社女子大学単位互換科目」、その他大学・短期大学で修得し、認定された科目と 
あわせて６０単位を上限とする。 
 

○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」両方が必要です。 

・「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 時までに京田辺キャン

パス教務センター（心理学部）へ提出する。出願者控えは各自で保管。 

④  

・「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、別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。 

・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。 
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○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●●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月上旬頃に掲示等にてお知らせします。 
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同志社大学心理学部 2020 年度 

 

選 択 科 目 Ⅱ 

全学共通教養教育科目 

全学共通教養教育科目（保健体育科目） 

免許資格関係科目、他学部科目 

コンソーシアム京都単位互換科目 

同志社女子大学単位互換科目 
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１３．同志社女子大学単位互換科目 

・履修を希望する者は、同志社女子大学発行の『単位互換履修生募集ガイド』、『履修要項』等を参照のうえ、 

「２０２０年度同志社大学・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）17時までに京田辺キャンパス教務センター（心理学部）へ提出すること。 

・『同志社女子大学履修要項』等は３月２４日（火）以降に京田辺キャンパス教務センター（心理学部）にて 

 閲覧できる。 

・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」される。単位の認定は「大学コンソーシアム 

京都単位互換科目」、その他大学・短期大学で修得し、認定された科目とあわせて６０単位を上限とする。 

 

【登録手続】 

 以下の手順で登録ください。 

 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（心理学部）で受け取る。 

 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 

京田辺キャンパス教務センター（心理学部）へ提出する。 

 ③一般登録時にＤＵＥＴにて、一般登録の際に下記科目コードにて登録する。 

 

科目コード 科目名 ＜単位＞ 

11709311 同志社女子大学単位互換科目 ＜１単位科目＞ 

11709312 同志社女子大学単位互換科目 ＜２単位科目＞ 

11709314 同志社女子大学単位互換科目 ＜４単位科目＞ 

 科目コードは登録する科目の単位数により異なる。 

 クラスコードは登録するクラス数により異なる。１クラスのみ登録する場合は、【００１】と 

記入する。同じ単位数の科目で、２クラス以上を複数登録する場合は、その数に応じて 

【００２】【００３】・・・と記入すること。 

 

  

【登録確定までの流れについて】 

 同志社女子大学で「単位互換履修生出願票」が受理され、選考を経て承認された場合に限り、登録が 

 確定する。（一旦承認された場合は、登録の取りやめ不可）選考結果については、同志社女子大学から 

 発表され次第、DUET メッセージにて連絡する。（４月中旬頃の予定） 

 

 登録が確定した場合、「単位互換履修生証」が発行される。「単位互換履修生証」用の写真の提出などの 

 詳細については心理学部掲示板を参照すること。 

※「単位互換履修生証」は同志社女子大学への入講、定期試験の受験に必要のため、必ず携行すること。 



選択科目Ⅱ-67 

 

 

●単位互換履修生出願票記入例「２０２０年度同志社女子大学 単位互換科目 履修ガイド」参照● 

 

 

 

●一般登録期間でのＤＵＥＴ登録例● 

科目コード 科目名 クラスコード 

11709312 同志社女子大学単位互換科目 001 

11709312 同志社女子大学単位互換科目 002 

 

 １科目につき「単位互換履修生出願票」を１枚提出すること 

 

 

【注意事項】 

 ・選考結果は、一般登録期間後に発表される。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 

登録は認めない。（履修不許可の場合は、自動的に「同志社女子大学単位互換科目」の登録削除）従って 

登録可否の結果が直接、卒業要件に影響しないよう申請時に注意すること。（卒業予定者は特に注意） 

・履修不可となり、他の科目を追加登録したい場合は、秋学期の登録修正期間に行うこと。 

 ・登録の際は、移動時間を含め、特に必修科目等と時間割に重複が出ないように注意すること。 

  

７５０１００ 体のしくみ ２ 

看護 看護 
京田辺 

同志社 太郎 

Ａ曜日・Ｂ講時 

３２７２００ 音楽心理学 ２ 同志社 次郎 

学芸学部 音楽 
京田辺 Ｃ曜日・Ｄ講時 

体のしくみ 

音楽心理学 
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