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�．授 業

�．授業時間 学期は前期・後期の�期とし、各期は15週とします。各週は月曜日から土曜日まで

を授業日とし、授業時間は次のとおりです。

第�時限 第�時限 第�時限 第�時限 第�時限

9：10
～
10：40

10：50
～
12：20

13：20
～
14：50

15：00
～
16：30

16：40
～
18：10

※大学院の授業時間は別途ご確認ください。

�．授業の出欠席 授業は原則としてすべて出席することが求められます。欠席が授業回数の�分の�

以上のときは「失格」となり、その授業科目の単位が与えられません。

また、本学では「公欠制度」はありません。欠席の扱いは各教科の担当教員に一任

されているので、欠席理由のある場合は、直接担当教員に申し出てください。ただし、

数週間にわたる入院など、教員と連絡を取ることが不可能な場合は、教務課（係）が

これに代わることがあるため、早期の連絡を心がけるようにしてください。

�．授業の種類 �）必修科目と選択科目

必 修 科 目 卒業までに必ず単位を修得しなければならない科目

選択必修科目 複数科目の中から所定の単位を修得しなければならない科目

選 択 科 目 適宜自由に選択して単位を修得する科目

�）授業の形態

半期授業 前期または後期に開講され、半期で受講が完了する授業

通年授業 �年を通じて開講される授業

隔週授業 �週間おきに開講される授業

隔年授業 �年おきに開講される授業

集中授業 半期または通年で開講される科目であるが、一定期間にまとめて

開講される授業

�．休 講 学内行事や教員の公務、学会参加、病気等により、授業が休講となる場合、担当教

員からの連絡があり次第、S*map授業情報または掲示にて通知します。

休講の通知がなく、始業時間から30分以上経過しても担当教員の教室への出講がな

い場合には、教務課（係）の指示に従ってください。

休講した場合は、補講日時を別途通知します。
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災害など緊急時における授業および試験等の休講措置

台 風

愛知県尾張東部地域また

は、同地域内のいずれか

の市町村において暴風警

報が発令された場合

午前�時前（�時を含まない）に解除された場合 通常どおり

午前�時以後（�時を含む）、午前10時30分前（10時30

分を含まない）に解除された場合
�・�限休講

午前10時30分以後(10時30分を含む)に解除された場合 すべて休講

在校中、上記地域に暴風

警報が発令された場合
授業や試験または大学行事は直ちに中止され、その後は休講となります。

■注意事項

�．暴風警報が通学範囲内に発令されている場合、学生は登校を控えてください。

�．暴風警報以外の警報発令時において交通機関が運休した場合、または身体の危険を感じた場合も、学

生は無理な登校をしないでください。

�．以上の場合には後日、遅滞なく担当教員に申し出てください。

●尾張東部地域：名古屋市、瀬戸市、春日井市、犬山市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、

東郷町

犬山市
江南市

岩倉市

稲沢市
清須市

あま市

津島市

弥富市

愛西市

東海市 大府市

豊明市

みよし市

日進市

知立市

北名古屋市

名古屋市

一宮市 小牧市

春日井市
豊山町

東郷町

大治町　

蟹江町　

飛島村　

扶桑町

大口町

長久手市

瀬戸市
尾張旭市

豊田市西部

尾張西部

尾張東部 西三河北西部
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東海地震

東海地震に関連する調査

情報が発令された場合
平常どおり授業や試験を行います。

東海地震注意情報または

予知情報（警戒宣言）が

発令された場合

在校中の場合

授業や試験または大

学行事は直ちに打ち

切られます。

東海地震注意情報、予知情報

（警戒宣言）の解除、または、

地震終息が確認されるまでの

間、休講とします。

授業再開など、その後の対応

は報道機関や災害伝言ダイヤ

ル、S*mapのジャーナルで案

内します。

在校中でない場合

授業や試験または大

学行事を中止あるい

は延期します。

東海地震注意情報発令の

後に予知情報（警戒宣言）

が発令されず、注意情報

が解除された場合

午前�時前（�時を含まない）に解除された場合 通常どおり

午前�時以後（�時を含む）、午前10時30分前（10時30

分を含まない）に解除された場合
�・�限休講

午前10時30分以後(10時30分を含む)に解除された場合 すべて休講

交通機関のストライキ

名鉄（電車・バス）、名古

屋市営交通（地下鉄・バ

ス）のいずれかが、スト

ライキを実施した場合

午前�時前（�時を含まない）に解除された場合 通常どおり

午前�時以後（�時を含む）、午前10時30分前（10時30

分を含まない）に解除された場合
�・�限休講

午前10時30分以後(10時30分を含む)に解除された場合 すべて休講
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�．単 位

�．単位制 大学における教育課程は、単位制を採用しています。

各科目について一定の基準で定められている単位を修得する制度のことです。単位

は、筆記試験やレポートその他の方法で試験に合格することにより与えられます。

�．単位数 �）単位の計算は以下のとおりです。

科目の

種 類
単位計算基準

単 位 数

半期 通年

講 義
毎週�時間（時間割における�コマ）の授業×15週

（通年で完了する科目は30週）

� �

演 習

外 国 語
� �

実 験

実 習

毎週�時間（時間割における1.5コマ）の授業×15週

（通年で完了する科目は30週）
� �

※単位の詳細は学則をご覧ください。

�）�年間の授業は前期・後期の�期にわかれ、各期15週で完了します。各授業科目

の所定の単位は、前期（15週）または後期（15週）で与えられます。

ただし、通年（�期）で完了する授業科目の単位は、その年度末に与えられます。

�）単位は、学則第21条に規定するように、�単位の修得には、教室内の授業に加え

て教室外における準備のための学修を必要としますので、各授業担当者の指示に従

い受講してください。

�）大学の行事または担当教員の都合により、授業が休講となった場合には、原則と

して補講を行います。

�．単位の認定 履修した科目の単位認定は、原則として、前期末・後期末に行われる試験に平素の

学修状況を加味して行います。

試験は、筆記試験・実技・レポート（課題提出）等により行いますが、実験・実習・

実技等の科目によっては、平常の成績をもって試験に替えることもあります。

また、単位の認定に際し、出席回数が不足していたり、あるいは中途で受講を放棄

したような場合は、その科目は「失格」となり、単位の認定はされません。

�．卒業に必要な

単位数

卒業資格を得るためには、�年以上在学し、所定の単位を修得する必要があります。
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�．学 位 �年以上在学し、所定の単位を修得した者に対して卒業証書を授与し、次の学士の

学位を授与します。

学 部 学 科 学位名称

生活科学部
管理栄養学科

生活環境デザイン学科
学士（生活科学）

国際コミュニケーション学部
国際言語コミュニケーション学科

表現文化学科

学士

（国際コミュニケーション学）

人間関係学部
人間関係学科

心理学科
学士（人間関係学）

文化情報学部
文化情報学科 学士（文化情報学）

メディア情報学科 学士（メディア情報学）

現代マネジメント学部 現代マネジメント学科 学士（マネジメント）

教育学部 子ども発達学科 学士（教育学）

看護学部 看護学科 学士（看護学）
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�．ＧＰＡ制度（平成23年度入学生より適用）

�．ＧＰＡ制度とは 本学では、学生全員の学修を支援しています。また、学修成果については、本学の

定める成績評価基準に基づいて厳正な評価が行なわれています。科目の履修にあたっ

ては、単位の修得のみならず、優れた成績を達成するよう努めなければなりません。

皆さんが主体的に学修し、自らの学業成績を的確に把握して、適切な履修計画と学修

への取り組みに役立つように、ＧＰＡ制度を導入しています。

ＧＰＡとは、Grade Point Average（グレード・ポイント・アベレージ）の略で、

履修登録科目の成績平均値を意味します。ＧＰＡは学修の質を評価する国際標準と

なっており、合格した科目だけでなく、不合格科目や履修放棄した科目もＧＰＡの算

出対象となります。

本学ではGPA制度を主に次の目的に利用するために導入しています。

①学生自身が自分の成績を認識し、奮起・努力する動機付けにすること。

②履修科目の安易な届出と、途中放棄を防ぐこと。

③奨学金授与等における成績判定に利用すること。

�．ＧＰＡ導入の

意義

成績評価（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）を成績値（グレード・ポイント＝ＧＰ）に換算し

てＧＰＡ（成績平均値）を出すことで、分かりやすく、対外的にも通用する成績評価

となります。学生はＧＰＡを知ることで、学業成績の状況を的確に判断し、自らの学

修に対して主体的に自己評価することができ、その後の履修計画が適切に立てられま

す。

�．不合格科目等

の取扱い

①失格となった科目、正当な理由なく試験を欠席した科目、成績評価がＤとなった科

目のＧＰはすべて0.0としてＧＰＡの算出対象となります。

②追試験・再試験を受験した科目はその評価をＧＰに換算します。追試験・再試験で

合格した場合、その評価が当該期のＧＰＡに反映されます。不合格となった場合、

その科目のＧＰは0.0として、当該期のＧＰＡに反映されます。

履
修
要
項

1− 7



�．ＧＰＡの算定

基準

履修した科目の成績評価は、各科目で指定された成績評価の方法を基準に以下のよ

うに判定され、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ（合格）の場合、所定の単位が与えられます。

成績評価の基準を�段階（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、不合格）で表し、それぞれに4.0・3.0・

2.0・1.0・0.0のグレード・ポイントを付与し、平均値を算出します。

（注）丸つき評語は、外国の大学において修得した授業科目の評価を本学の授業科目を単位修得したものとみなして単位

認定する場合に使用する。

判定 評 語 成績評価基準 ＧＰ 成績評価内容

合

格

Ｓ又はＳ 100点∼90点 4.0
当該事項の到達目標の内容をほぼ完全に理解
し、説明できるものと認められる。

Ａ又はＡ 89点∼80点 3.0
当該事項の到達目標の内容を十分に理解し、説
明できるものと認められる。

Ｂ又はＢ 79点∼70点 2.0
当該事項の到達目標の基幹部分は理解し、説明
できるものと認められる。

Ｃ又はＣ 69点∼60点 1.0
当該事項の到達目標のうち、最低限の部分は理
解し、説明できるものと認められる。

不
合
格

Ｄ 59点以下 0.0 当該事項の到達目標に及ばない。

失 失格 0.0
第�条第�項第�号に規定する。受験する科目
の授業を�分の�以上欠席している者。

欠 欠席 0.0 試験の受験資格を有するが、受験しなかった者。

Ｇ Ｐ
対象外

Ｎ又はＮ 単位認定科目 ―
他大学で修得した単位ならびに資格の取得等に
より本学の成績評価基準で読み替えができない
場合に使用する。

�．ＧＰＡの

算出式

各科目の成績評価をＧＰに換算し、これに科目の単位数を掛けて、その合計単位数

を当該期で履修登録した科目の総単位数で割ったものがＧＰＡとなります。

※『履修登録した科目』とは原則履修登録・訂正期間においてS*mapに登録された科目。

ＧＰＡ＝
(4.0×Ｓ又はＳの修得単位数)＋(3.0×Ａ又はＡの修得単位数)＋(2.0×Ｂ又はＢの修得単位数)＋(1.0×Ｃ又はＣの修得単位数)

総履修登録単位数

●ＧＰＡの算定基準日は原則前期�／20・後期�／31までに評価のあった成績を対象

とします。

●インターンシップならびに海外演習系の科目についてはＧＰＡの算出対象としませ

ん。また、編入や転学部転学科、他大学との単位互換制度による単位認定科目、卒

業要件に含まない資格に関連する科目、履修登録削除の手続を認められた科目、そ

の他当該学部で対象外と認められた科目についても除外します。

●ＧＰＡの確認方法はS*mapの成績確認用メニューの『履修科目合否表』と『成績表』

から行います。『履修科目合否表』は前期・後期と通年の、『成績表』は当該年次ま

での通算ＧＰＡを記載しています。（『成績（単位修得）証明書』には記載されませ

ん。）

●期の途中、やむを得ない理由で履修登録を削除したい場合は所定の期間において書

面での手続きが必要です。例）長期にわたる入院・ケガ等により通学困難な場合

各期で算出されたＧＰＡ値は合否表・成績表にて確認できます。

活用方法については各学部『履修ガイド』やガイダンス等でご確認ください。
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�．履 修 登 録

�．履修登録 履修登録とは、みなさんが授業を受けて単位を修得するために、所属する学部で定

められたカリキュラムと時間割に基づき、その年度の履修計画を立て、履修する科目

を登録する手続きのことです。登録は、年度初めの所定期間内に終了しなければなり

ません。この登録を怠ると、授業科目の履修はできず、単位も認定されません。

なお、履修登録前に仮登録を必要とする科目があります。詳しくは教務関係ガイダ

ンスで説明します。

�）新入生オリエンテーション、または、在学生ガイダンスに必ず出席し、説明を受

けなくてはなりません。

�）各学部の設置理念等に従って履修計画をたててください。

�）単位が認定されるのは、履修登録した科目のみとなります。

�）履修登録は、所定の期間内に限り、変更・追加・削除することができます。

�）一度単位を修得した科目を、再び履修登録することはできません。

�．年次配当 授業科目には、配当年次が指定されており、その年次に履修しなければなりません。

ただし、やむを得ずその年次に履修することができなかった場合は、指定されている

年次が在学年次よりも下のものであれば、履修することができます。

なお、授業科目は、それぞれの学年の前期・後期または通年にわたって開講されま

すので、履修計画をたてる際には注意してください。

�．履修登録制限 ●履修規制単位数（その年度に履修できる単位数）を超えて履修登録はできません。

●履修規制単位数には、卒業要件に関わらない「資格取得に関する科目（単位）」は含

みません。また、「海外言語文化演習」など留学を伴う演習科目、インターンシップ

に関する科目、愛知学長懇話会単位互換事業として履修する科目についても含みま

せん。（詳細については教務課（係）に確認してください。）

●編入生には、履修制限はありません。

●前期に不合格または失格となった科目の単位数も「履修規制単位数」に含まれます。

したがって、後期にその分の履修科目を履修規制単位数を超えて追加することはで

きません。

�．履修登録の時期 その年度に履修をする科目の履修登録は、「通年科目（�年間を通じて開講される授

業）」「前期科目（前期に開講される授業）」「後期科目（後期に開講される授業）」すべ

て�月の履修登録期間内に行います。

なお、後期授業開始直後に後期科目のみ追加登録、登録削除を行うことができます。
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●履修規制単位数一覧

学 科 �年次 �年次 �年次 �年次

食品栄養学科 54単位 54単位 54単位 制限なし

管理栄養学科（Ｈ22以前） 54単位 54単位 54単位 制限なし

管理栄養学科（Ｈ23以降） 50単位 50単位 50単位 50単位

生活環境デザイン学科

（Ｈ20以前）
54単位 54単位 54単位 54単位

生活環境デザイン学科

（Ｈ21以降）
50単位 50単位 50単位 50単位

国際言語コミュニケーション学科

（Ｈ20以前）
52単位 60単位 60単位 制限なし

国際言語コミュニケーション学科

（Ｈ21以降）
50単位 50単位 50単位 原則50単位

表現文化学科（Ｈ20以前） 52単位 60単位 60単位 制限なし

表現文化学科（Ｈ21以降） 50単位 50単位 50単位 原則50単位

人間関係学科（Ｈ20以前） 50単位 50単位 50単位 制限なし

人間関係学科（Ｈ21以降） 50単位 50単位 50単位 原則50単位

臨床心理学科 50単位 50単位 50単位 制限なし

心理学科（Ｈ20以前） 50単位 50単位 50単位 制限なし

心理学科（Ｈ21以降） 50単位 50単位 50単位 原則50単位

文化情報学科（Ｈ21以前） 50単位 60単位 60単位 制限なし

文化情報学科（Ｈ22以降） 48単位 48単位 48単位 原則48単位

メディア情報学科 44単位 44単位 44単位 44単位

現代マネジメント学科（H24以前）
前期22単位

後期22単位

前期20単位

後期20単位

前期20単位

後期20単位

前期20単位

後期20単位

現代マネジメント学科（H25以降） 44単位 44単位 44単位 44単位

子ども発達学科 50単位 50単位 50単位 50単位

看護学科 48単位 48単位 48単位 48単位

正当な理由がなく、無断で履修登録の手続きを怠った学生については、一切

登録を受け付けません。

したがって、この場合は、その年次の履修ができず、単位も修得できません。
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（１年次に配付）

登録は必ずパソコンを
使用してください。

履
修
要
項

1− 11



�．試 験

�．試験について 試験には定期試験、追試験、再試験があり、筆記試験・レポート提出・実技試験な

どの方法で行われます。試験の結果は、S*mapの「履修科目合否表」を確認すること

により行いますので、必ず自分で確かめてください。（以下を参照）

《単位認定および追試験・再試験に関する内規》

試験（筆記、レポート、提出物、実技、実験、実習等をいう。以下同じ。）

○定期試験 → 授業が完結した学期の終わりに実施する試験で、単位認定・成績評

価の基準とする。

○追 試 験 → 定期試験を病気その他正当と認められる事由で欠席した者に対して

行われる試験である。追試験を受けようとする者は、「追試験願」に診

断書または欠席事由を証明できるものを添えて、当該試験期間終了後

�日以内（休日は含まない）に教務課（係）に提出しなければならな

い。上記の手続き後、教務委員会の許可を得て、追試験施行の掲示に

従って受験することができる。追試験を欠席した者、追試験で不合格

となった者には再試験は実施されない。

＊追試験の理由となる例とその提出書類

欠 席 事 由 必 要 書 類

病気またはけが※� 医師の診断書※�、入院証明書、その他各学

部教務委員会が適当と認める書類

公共交通機関の遅延 駅等で発行する証明書（遅延証明書等）

不慮の事故（交通事故等）、災害（火災等）
警察署の事故証明書、被災証明書、その他

事実を明らかにする書類等

�親等以内の親族の不幸
通夜、会葬を証明できるものまたは死亡に

関する公的証明書（会葬礼状等）

裁判員制度に係る事項 裁判所が発行する証明書

資格に係る実習等
各種委員会委員長または学科主任が発行す

る証明書

公務員試験および教員採用試験 受験証明書または受験票（写し）

就職試験 受験証明書（受験した企業印のあるもの）

教務委員会で許可された研修等 審議願、参加証明書等

全学インターンシップ委員会が主催するイ

ンターンシップ
大学と実習先との覚書（写し）

※� 病気には、学校保健安全法施行規則に定める、第一種伝染病患者が発生した家に居

住する場合および同伝染病発生地域に居住し地域的外出禁止となった場合を含む。

※� 診断書には、欠席した日付・期間が明記してあること。
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○再 試 験 → 定期試験の結果が不合格（評価Ｄ）となった者に対して実施される

ことがある（再試験実施の有無は、別途通知）。再試験の結果は、Ｃ（合

格）またはＤ（不合格）・欠（欠席）とする。

再試験を欠席した者、再試験で不合格となった者には再度の試験は

実施されない。

再試験の受験には、再試験願を定期試験の合否発表開始日およびそ

の翌日（休日を除く）に教務課（係）へ提出しなければならない。

※現代マネジメント学部の再試験は、�年次の前・後期および�年次の前・後期の定期試験の結果

が不合格（評価D）となった者に対してのみ実施する。ただし、�年次の前・後期における再試

験は、�年次、�年次に開講されている必修・選択必修科目を対象に、�年次の前・後期におけ

る再試験は、すべての科目を対象に、年間10科目まで受験することができる。現代マネジメント

学部で開講される開放科目を受験する他学部生の場合、再試験については現代マネジメント学

部の方針に従って受験すること。詳細はS*mapまたは掲示等で確認することとする。

�．試験時間帯 第�時限 第�時限 第�時限 第�時限 第�時限

9：10
～
10：40

10：50
～
12：20

13：20
～
14：50

15：00
～
16：30

16：40
～
18：10

�．試験時間割 試験に関する時間割は、平常授業と曜日・時間帯・教室が異なることもありますの

で、特に注意が必要です。

�）定期試験 試験期間の�週間前までに通知します。

�）中間試験 試験期間の�週間前までに通知します。

�）追 試 験 定期試験合否発表日に通知します。

�）再 試 験 定期試験合否発表日に通知します。

�．受験資格 次のいずれかに該当する者は、受験資格がありません。

�）履修登録をしていない者

�）学生証（仮学生証）を所持していない者

�）受験する科目の授業を�分の�以上欠席している者

�）授業料その他学生納付金を期日までに納入していない者

�）休学中の者

	）追試験において受験許可を得ていない者

�）再試験において再試験手続を行っていない者


）その他受験資格に欠格があると認められた者
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�．受験注意 受験に際しては、以下のことに注意し、試験室の掲示等指示に従ってください。

�）試験開始後30分以上遅刻した場合は受験できません。

�）試験開始後35分を経過するまでは退出できません。

�）試験中は、学生証を監督者が確認しやすい位置に置いてください。

�）試験中机上に置くことができるのは、学生証、筆記用具および授業担当者が許可

したものに限ります。

�）携帯電話の電源は切って、カバンの中にしまってください。

	）試験中は監督者の指示に従ってください。

（注）以上の事項に関して監督者（代理も含む。）から別の指示があった場合は、その

指示が優先されます。

	．不正行為 試験中（定期試験、追試験、再試験もしくは中間試験）に不正行為等（以下のもの

をいう。）を行った場合は、「試験中の不正行為に関する懲戒規準」によって処分され

ます。（諸規程を参照）

�）当該試験科目に関係するカンニング用の紙片、授業に関連した情報が入力されて

いる情報機器等の不正行為に使用できる物を使用可能な状態で所持する行為

�）隠し持ったカンニング用の紙片若しくは他人の答案を見て、又は情報機器等を使

用して解答する行為

�）他人に代わり受験し、又はこれを依頼する行為

�）試験監督の指示に従わない行為

�）その他試験に関し不正行為と見なし得る行為

試験中に不正行為を行い、停学または退学の懲戒を受けた者は、その試験期間

内に実施した全科目の成績が評価されません。また、追試験、再試験を受験する

こともできません。

�．レポート 科目によっては、レポートの提出により成績評価を行う場合があります。

＜提出方法＞

・担当教員が提出方法、日時を指示し回収する場合はそれに従ってください。

・レポートの用紙、形式については指示に従ってください。

・レポートには必ず所定の表紙をつけ、原則として左上�個所で綴じます。


．成績評価基準 成績評価基準は、以下のとおりとし、Ｄ評価は不合格とします。

Ｓ 100点∼90点 失 失格（授業を1/3以上欠席した場合など）

Ａ 89点∼80点 欠 欠席（試験を欠席した場合）

Ｂ 79点∼70点

Ｃ 69点∼60点

Ｄ 59点以下

�．成績評価に

関する調査

試験の成績評価または不合格に対して疑問がある場合は、指定期間内に教務課（係）

に疑問調査を願い出ることができます。
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●試験当日追試験願（コピー）を提示すること。

ので紛失し
ないように、各自で大切に保管してください。再発行
は行いません。
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�．他学部・他学科開放科目の履修

�．他学部・他学

科開放科目の

履修とは

他学部・他学科開放科目の履修（以下、「他学部履修」という。）とは、自分の所属

する学部（あるいは学科）以外の授業科目が履修できる制度です。他学部・他学科開

放科目の履修にあたって、次のことに注意してください。

・ 学業と学外活動とのバランス ・ これまでの単位修得状況

・ 卒業要件との関連 ・ 将来の進路に必要と考えられる知識やスキル

・ 研究対象への新たな視点・刺激 ・ 他学部履修に関するルール等

各学部の『履修の手引』および『他学部・他学科開放科目時間割』は教務課および

日進キャンパス事務課で閲覧することができます。

�．履修上の注意 ①履修登録にあたり、自身の所属する学部で規定された年間履修規制単位数を超えて

履修することはできません。

②履修できる科目は、他学部履修用時間割に記載されている科目に限ります。

�．修得した単位

の取扱い

修得した単位は、卒業に必要な単位数に含みます。修得単位は「（自由選択）」とし

て認定されますが、認定方法は所属する学部によって異なります。

「（自由選択）」に含むことのできる単位数は次のとおりです。

学科・専攻 含むことのできる単位数

管理栄養学科 （自由選択）�単位のうち�単位

生活環境デザイン学科 （自由選択）14単位のうち
単位

国際言語コミュニケーション学科 （自由選択）24単位のうち12単位

表現文化学科 （自由選択）24単位のうち12単位

人間関係学科

平成18年度以前入学生

平成19年度以前編入学生
（自由選択）16単位のうち
単位

平成19年度以降入学生 （自由選択）20単位のうち
単位

臨床心理学科 （自由選択）16単位のうち
単位

心理学科 （自由選択）20単位のうち
単位

文化情報学科
平成18年度以降入学生 （自由選択）21単位のうち12単位

平成23年度以降入学生 （自由選択）18単位のうち12単位

メディア情報学科 （自由選択）19単位のうち12単位

現代マネジメ

ント学科

平成24年度以前入学生 （自由選択）10単位のうち10単位

平成25年度以降入学生 （自由選択）
単位のうち
単位

子ども発達学科 （自由選択）10単位のうち10単位

看護学科
平成23年度以前入学生 （自由選択）�単位のうち�単位

平成24年度以降入学生 （自由選択）�単位のうち�単位

�．履修登録・方法 履修登録は通常の科目と同様S*mapより行います。ピンク色の受講票を教務課

（係）で受け取り第�回目の授業で担当教員へ提出してください。

※必ず第�回目の授業から出席し、ガイダンスや諸注意を受けてください。受講希望者数によっ

ては、他学部履修者は受講制限されることがありますので予めご了承ください。
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�．他大学科目の履修（愛知学長懇話会単位互換事業）

�．愛知学長懇話会

単位互換事業

愛知学長懇話会単位互換事業は、愛知県内すべての�年制大学が加盟する「愛知学

長懇話会」において締結された「単位互換に関する包括協定」により、加盟大学に所

属する学生が他の大学で開講される科目を履修し、所属する大学の単位として認めら

れる制度です。

愛知県の大学に在学するメリットの一つとして、ぜひ活用してください。

受講料は、包括協定に基づき「無料」です。

（ただし、科目によっては、実験・実習等に必要な実費が必要な場合があります。）

�．出願資格 本協定加盟大学の学生は、愛知学長懇話会ホームページ（http://aichi-gakuchou.

jimu.nagoya-u.ac.jp）に記載された科目の受講が可能ですが、それぞれが定める「出

願資格」「履修条件」を満たしていることが必要です。所属する大学においても、履修

できる科目や単位認定の可能な科目について独自の設定をする場合があるので、これ

らの条件等についても、ガイダンスや窓口においてあらかじめ確認する必要がありま

す。

�．出願手続 �月上旬に「愛知学長懇話会単位互換事業」に関するオリエンテーションを開催し

て説明を行います。オリエンテーション日程等は、別途ジャーナルや、掲示でお知ら

せします。

【出願方法】

●前期開講科目は�月・後期開講科目は�月または�月に履修登録を行います。、

●愛知学長懇話会ホームページ（http://aichi-gakuchou.jimu.nagoya-u.ac.jp）

を参照して、所定の「単位互換履修生（特別聴講生）」出願票を、�科目につき�枚

記入して、所属する大学の窓口へ申し込みます。

●所定の手続きを経て提出された出願票のみが、科目開設大学に受理され、受講者の

選考を行います。

�．履修手続 出願票を受理した科目開設大学は、募集定員や出願票に記入された「志望動機」に

基づいて受講者の選考を行う場合があります。

受講の可否は、�月末ごろに所属大学を通じて通知されます。

科目開設大学によっては、独自の手続きが必要な場合もありますので、その場合は、

それぞれの大学の指示に従ってください。実験・実習費等の納入が必要な場合は、受

講が決定してから科目開設大学の指示に従ってください。

�．仮受講票 出願した科目の受講可否が通知される前に、その授業が開始される場合、その期間

は「仮受講」が可能です。仮受講期間中は、出願票のコピーを携帯し、仮の受講票と

することができます。

履
修
要
項

1− 17



	．履修期間中 �）履修手続きを完了した学生は、科目開設大学における「単位互換履修生」または

「特別聴講生」となり、それぞれの大学において定められた範囲内でのサービス等を

受けることができます。

�）科目開設大学によっては、単位互換履修生（特別聴講生）の身分証明書を発行し

ます。

�）休講等にかかる連絡は、原則として科目開設大学において掲示等で案内されるほ

か、学生所属大学への通知によって行われます。

�）受講科目を履修し、科目に定められた方法による試験等に合格すれば、単位の認

定を受けることができます。

�．その他の注意

事項

�）それぞれの科目に「履修条件」や「募集定員」等があり、出願にあたっては科目

ごとの諸条件をよく理解してから申し込むようにしてください。

�）科目開設大学へのアクセスについても考慮し、所属大学での時間割とあわせて無

理のない履修計画をたててください。履修登録したにもかかわらず、通学条件等の

理由で途中から受講を放棄しなければならないケースも予想されます。

�）卒業年次の学生は、自分の卒業所要単位修得状況や見込みにも注意し、単位互換

科目の履修および単位修得の可否に影響されないよう準備が重要です。

�）科目開設大学の学年暦にもよく目を通し、履修・試験・単位認定に関わる諸条件

（日程を含む。）を十分理解するよう心がけてください。

�）履修許可された後（授業期間の途中も含む）の、科目の受講の取り止めは原則と

してできません。やむを得ず科目の受講を取りやめなければならない状況になった

場合、速やかに教務課または日進キャンパス事務課教務係まで申し出てください。
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