
新町キャンパス

※新創館は春学期中は改築工事を実施しています。秋学期から供用開始予定です。

スポーツ・パフォーマンス１  実施場所略図　＜今出川校地＞
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注意事項 

１．すべての登録手続には学生証が必要となる。常に携帯すること。 

２．登録期間中は手続の確認等で問合せを行うことがあるので、必ず連絡が取れるように
しておくこと。 

３．ＤＵＥＴによる各種申請手続（先行登録、一般登録、履修中止など）は万全の体制を
整えて準備しているが、予測不能なネットワーク障害やシステムのハード障害等が発
生し、ＷＥＢによる手続きが行えなくなる可能性もある。申請手続期間中に大学側の
システムに重大なトラブルが発生し、手続が正常に行えなかった場合には、受付時間
の延長や教室での受付に変更（ネットワークやシステムの復旧に時間を要する場合）
することもあるので、予め注意しておくこと。なお、これらの臨時の対応については、
ＤＵＥＴの「大学からのお知らせ」にて案内するが、ＤＵＥＴが障害により稼動して
いない場合は、大学ホームページの「在学生の方」にある「重要なお知らせ」にて案
内する。 

 
４ 類 （ 免許・資格科目 ） 
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 2023年度 免許資格関係日程

＜実習・演習手続き＞

＜説明会・登録相談＞

※1：新入生対象（新2年次以上生も可）免許・資格関係個別相談会は、免許資格課程センター事務室の職員が担当します。教職課程担当教員や司書課程担当
教員に相談したい場合は、免許資格課程センター掲示板や免許HPに4/1（土）より掲載されるオフィスアワーを利用してください。

※2：新2年次生教職課程登録・履修カルテ説明会は、新2年次生で教職課程の履修を希望する学生は全員必ず出席してください。
教職課程登録には30,000円の課程登録料の納入が必要です。納入後、一般登録期間にDUETにて教職課程登録を行います。

＜その他＞

※各説明会・手続きの詳細は免許資格課程センターHPの左下にリンクのある『説明会・手続き関連』
（https://license.doshisha.ac.jp/license_schedule/license_schedule.html）および免許資格の掲示板を確認してください。

名称 対象 開催方法 開催期間 場所

教育実習の手続書類交付・受付
　2023年度
　　教育実習履修者

対面
3月30日(木)、3月31日(金)
 9:30～11:00、13:00～16:30

今:RY107
田:成心館204

博物館実習Ⅰ・Ⅱの手続書類交付・受付
　2023年度
　　博物館実習Ⅰ・Ⅱ履修者

図書館演習の手続書類交付・受付
　2023年度
　　図書館演習履修者

名称 対象 開催方法 日時・場所等

新入生対象　教職課程説明会 　新1年次生（新2年次以上生も可） 動画
【動画視聴期間】
3月10日(金)～

新入生対象
博物館学芸員課程・図書館司書課程・学校図書館
司書教諭課程・学校司書プログラム説明会

　新1年次生（新2年次以上生も可） 動画
【動画視聴期間】
3月10日(金)～

新入生対象（新2年次以上生も可）
免許・資格関係個別相談会（※1）

　新1年次生（新2年次以上生も可） 対面
【開催日時】
4月3日(月)、4月4日（火）
 13:00～17:00

今:RY地2
田:免許資格課程
センター事務室

期間：3月24日(金)～4月3日(月) （提出場所:免許資格課程センター事務室　窓口)

（教職課程　本登録） 期間：4月4日(火)～4月6日(木)　（登録方法:DUET）

スクールインターンシップ 出願・履修に関する説
明会

　新2年次生以上
資料掲載
(免許HP)

【資料掲載期間】
　～　4月6日（木）

（出願期間） 期間：4月3日(月)～6日(木)　（出願場所:免許資格課程センター事務室　窓口)

教職課程登録・履修カルテの説明会（※2）
　新2年次生以上

動画配信
(免許HP)

【動画視聴期間】
3月24日(金)～4月3日(月) 23:59

（課程登録料　納入済証提出）

教育実習希望者説明会

　2024年度
　　教育実習の履修希望者
　　（主に新3年次生）

動画配信
(DUET)

【動画視聴期間】
3月16日(木)10:00~3月24日(金) 17:00

（交付願、履修状況確認表、レポート提出） 〆切：3月24日(金) 17:00　（提出方法:DUET）

介護等体験事前指導2回目

　2023年度
　　介護等体験予定者
　　（主に新3年次生）

対面

（レポート提出） 〆切は4月13日（木）、（提出場所:免許資格課程センター事務室　窓口)

【開催日時】
今出川：4月6日(木)　13:00～15:00
京田辺：4月5日(水)　13:00～15:00

今:RY107
田:KD201

先行登録期間 ※具体的な対象科目や受付期間については登録要領などを参照すること

名称 対象 記入方法 記入期間

教職履修カルテ入力期間 　新３年次生以上 e-class 3月15日(水)～4月15日(土) 17:00
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 2023年度 免許資格関係日程

＜実習・演習手続き＞

＜説明会・登録相談＞

※1：新入生対象（新2年次以上生も可）免許・資格関係個別相談会は、免許資格課程センター事務室の職員が担当します。教職課程担当教員や司書課程担当
教員に相談したい場合は、免許資格課程センター掲示板や免許HPに4/1（土）より掲載されるオフィスアワーを利用してください。

※2：新2年次生教職課程登録・履修カルテ説明会は、新2年次生で教職課程の履修を希望する学生は全員必ず出席してください。
教職課程登録には30,000円の課程登録料の納入が必要です。納入後、一般登録期間にDUETにて教職課程登録を行います。

＜その他＞

※各説明会・手続きの詳細は免許資格課程センターHPの左下にリンクのある『説明会・手続き関連』
（https://license.doshisha.ac.jp/license_schedule/license_schedule.html）および免許資格の掲示板を確認してください。

名称 対象 開催方法 開催期間 場所

教育実習の手続書類交付・受付
　2023年度
　　教育実習履修者

対面
3月30日(木)、3月31日(金)
 9:30～11:00、13:00～16:30

今:RY107
田:成心館204

博物館実習Ⅰ・Ⅱの手続書類交付・受付
　2023年度
　　博物館実習Ⅰ・Ⅱ履修者

図書館演習の手続書類交付・受付
　2023年度
　　図書館演習履修者

名称 対象 開催方法 日時・場所等

新入生対象　教職課程説明会 　新1年次生（新2年次以上生も可） 動画
【動画視聴期間】
3月10日(金)～

新入生対象
博物館学芸員課程・図書館司書課程・学校図書館
司書教諭課程・学校司書プログラム説明会

　新1年次生（新2年次以上生も可） 動画
【動画視聴期間】
3月10日(金)～

新入生対象（新2年次以上生も可）
免許・資格関係個別相談会（※1）

　新1年次生（新2年次以上生も可） 対面
【開催日時】
4月3日(月)、4月4日（火）
 13:00～17:00

今:RY地2
田:免許資格課程
センター事務室

期間：3月24日(金)～4月3日(月) （提出場所:免許資格課程センター事務室　窓口)

（教職課程　本登録） 期間：4月4日(火)～4月6日(木)　（登録方法:DUET）

スクールインターンシップ 出願・履修に関する説
明会

　新2年次生以上
資料掲載
(免許HP)

【資料掲載期間】
　～　4月6日（木）

（出願期間） 期間：4月3日(月)～6日(木)　（出願場所:免許資格課程センター事務室　窓口)

教職課程登録・履修カルテの説明会（※2）
　新2年次生以上

動画配信
(免許HP)

【動画視聴期間】
3月24日(金)～4月3日(月) 23:59

（課程登録料　納入済証提出）

教育実習希望者説明会

　2024年度
　　教育実習の履修希望者
　　（主に新3年次生）

動画配信
(DUET)

【動画視聴期間】
3月16日(木)10:00~3月24日(金) 17:00

（交付願、履修状況確認表、レポート提出） 〆切：3月24日(金) 17:00　（提出方法:DUET）

介護等体験事前指導2回目

　2023年度
　　介護等体験予定者
　　（主に新3年次生）

対面

（レポート提出） 〆切は4月13日（木）、（提出場所:免許資格課程センター事務室　窓口)

【開催日時】
今出川：4月6日(木)　13:00～15:00
京田辺：4月5日(水)　13:00～15:00

今:RY107
田:KD201

先行登録期間 ※具体的な対象科目や受付期間については登録要領などを参照すること

名称 対象 記入方法 記入期間

教職履修カルテ入力期間 　新３年次生以上 e-class 3月15日(水)～4月15日(土) 17:00

 

免許・資格科目 

 

※1 定員に空きのあるクラスのみ募集し、空きのあるクラスは免許 HP・掲示板にてお知らせします。 

※2 履修登録依頼書は、免許 HP の 【説明会・手続き関連】 よりダウンロードしてください。 

※3 受付日時外に E メールを送付された場合は無効となります E メールは大学付与のアドレスで送信してください。 

履修登録依頼書を E メールで送付する際のタイトルは、「先行登録科目の登録依頼・氏名（学生 ID）」としてください。 

※4 免許資格課程センター事務室からの登録完了の E メールを必ず確認してください。 

 

■ 以下の科目は主たる校地以外のクラスも登録可能です 

※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してください。 

募集次 受付方法 受付期間 抽選結果発表 

 1次募集 
学修支援システム DUET（WEB） 

（登録希望者が定員を超えた場合、抽選にて登録者を決定） 

3月 24日（金）10:00 

～3月 26日（日）17:00 

 学修支援システム DUET（WEB） 

 3月 27日（月）10：00 

 2次募集 

※1 

学修支援システム DUET（WEB） 

（登録希望者が定員を超えた場合、抽選にて登録者を決定） 

 3月 27日（月）10:00 

～3月 28日（火）17:00 

 学修支援システム DUET（WEB） 

 3月 29日（水）10:00 

 3次募集 

※1 

E メール先着順 ※2・3 

提出先：menkyo-teishutsu@mail.doshisha.ac.jp 

提出方法：履修登録依頼書を記入し送付してください 

3月 29日（水）～ 

3月 31日（金） 

免許資格課程センター 

窓口開室時間 

 E メール（大学付与のアドレス） ※4 

科目名 クラス 校地 学期 担当教員 募集定員 履修年次 履修条件 

教育方法と ICT活用の理論と実践 

(2022年度以降生のみ登録可） 

教育方法論 

（2021年度以前生のみ登録可） 

3 田 春  岡本 真彦 40 

2～ ― 
4 田 春  岡本 真彦 40 

5 田 秋  岡本 真彦 40 

53 今 秋 沼田 潤 45 

情報メディアの活用 
51 今 秋  笠井 詠子 40 

2～ ― 
101 今 春  笠井 詠子 40 

図書館情報サービス論Ⅱ 

（2018年度以降生のみ登録可）  
51 今 秋  松田 泰代 75 1～ 

「図書館情報サービス論Ⅰ」を過

学期までに履修済であること 

情報資源組織論Ⅰ 

（2018年度以降生のみ登録可）  

51 今 春  松田 泰代 60 
2～ ― 

101 今 春  松田 泰代 60 

情報資源組織論Ⅱ 

（2018年度以降生のみ登録可）  

51 今 秋  松田 泰代 60 
2～ 

「情報資源組織論Ⅰ」を過学期ま

でに履修済であること 101 今 秋  松田 泰代 60 

教職／司書・司書教諭課程科目 
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■ 以下の科目は主たる校地のクラスのみ登録可能です（3 次募集Ｅメール先着受付除く） 

科目名 クラス 校地 学期 担当教員 
募集 

定員 

履修 

年次 
履修条件 

 情報サービス演習Ⅰ 

51 今 春  小松 泰信 30 

2～ 

「図書館情報学概論」を過学期までに履修済であること 

52 今 春  小松 泰信 30 

53 今 春  瀬戸口 誠 30 

101 今 秋   逸村 裕 30 

 情報サービス演習Ⅱ  

51 今 春  西浦 ミナ子 30 

2～ 
52 今 秋  西浦 ミナ子 30 

53 今 秋  西浦 ミナ子 30 

101 今 春  西浦 ミナ子 30 

 情報資源組織演習Ⅰ 

51 今 春  松田 泰代 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、もしくは先行登録期間内に登録し、同時に履修すること 
52 今 春  松田 泰代 33 

101 今 春  松田 泰代 33 

 情報資源組織演習Ⅱ 

51 今 秋  佐藤 翔 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、もしくは先行登録期間内に登録し、同時に履修すること 
52 今 秋  佐藤 翔 33 

101 今 秋  佐藤 翔 33 

 図書館演習 

51 今 通年  原田 隆史 他 32 

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 

② 2022年の司書課程登録説明会に参加していること 

52 今 通年  原田 隆史 他 32 

101 今 通年  原田 隆史 他 32 

※1 次・2 次募集は主たる校地のクラスのみ登録可能です。空きのあるクラスのみ、 

3 次募集（E メール先着順）は主たる校地以外のクラスも登録可能です。 

 

 
募集次 受付方法 受付期間 抽選結果発表 

1次募集のみ 

学修支援システム DUET（WEB） 

（登録希望者が定員を超えた場合、 

抽選にて登録者を決定） 

3月 24日（金）10:00 

～ 3月 26日（日）17:00 

 学修支援システム DUET（WEB） 

 3月 27日（月）10：00 

 

科目名 クラス 校地 学期 担当教員 
募集

定員 

履修

年次 
履修条件 

博物館実習Ⅰ 

博物館実習Ⅱ 

1 田 春・秋 鋤柄 俊夫 他 

37 3～ 

①前年度までに以下の合計 8単位を 

履修済みであること 

 「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」 

②2022年の学芸員課程登録説明会に参加し

ていること 

51 今 春・秋 井上 一稔 他 

52 今 春・秋 井上 一稔 他 

◆DUET 利用対象外の学生が先行登録科目の履修を希望する場合は、所属学部事務室に申し出てください 

学芸員課程科目 

 

2023年度 文学部設置の先行登録科目受付のお知らせ 
 

科 目 名 クラス 担当者 学期 校 地 

地理学総論（１） 51 津村 宏臣 春 今 

地理学総論（２） 51 津村 宏臣 秋 今 

 

【受付日時・方法】 

日 時 ： 3月 24日（金）～3月 28日（火）の免許資格課程センター窓口開室時間 

方 法 ：免許 HP より履修登録依頼書をダウンロードし、E メールで提出 

    免許資格課程センター事務室 先行登録受付用 E メールアドレス 

 menkyo-teishutsu@mail.doshisha.ac.jp 

※E メールのタイトルは「先行登録科目の登録依頼・氏名（学生 ID）」としてください 

※受付日時外に E メールを送付された場合は無効となります E メールは大学付与のアドレスで送信して

ください 

※事務室からの返信メールをもって依頼完了となります 必ずＥメールを確認すること 

 https://license.doshisha.ac.jp/license_schedule/license_schedule.html 

 

【登録に関する注意点】  

① 所属学部によって本科目の修得単位の算入先が異なります。卒業単位に含まれるかどうかは所属学部事務室で確認

すること。 

② 51クラスについては文学部生のみ履修可であるが、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。 

③ 51クラスについては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。 

④ 新たに教職課程登録を希望する学生は、3月24日（金）～4月3日（月）の期間に動画配信により開催される教職課程

登録説明会への出席、課程登録料の納入、一般登録期間中に課程登録を行うこと。この課程登録手続きがなされるこ

とを前提として科目登録が認められる（課程登録手続きが完了しなかった場合は科目登録を削除する）。 

⑤ 事務室で登録をするため、51クラス開講の時間割に他の科目は入れず、空けておくこと。 

⑥ 1・101クラスは文学部以外の学生も履修可能である。1・101クラスを登録したい場合は、自身で一般登録期間に行

うこと。 
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■ 以下の科目は主たる校地のクラスのみ登録可能です（3 次募集Ｅメール先着受付除く） 

科目名 クラス 校地 学期 担当教員 
募集 

定員 

履修 

年次 
履修条件 

 情報サービス演習Ⅰ 

51 今 春  小松 泰信 30 

2～ 

「図書館情報学概論」を過学期までに履修済であること 

52 今 春  小松 泰信 30 

53 今 春  瀬戸口 誠 30 

101 今 秋   逸村 裕 30 

 情報サービス演習Ⅱ  

51 今 春  西浦 ミナ子 30 

2～ 
52 今 秋  西浦 ミナ子 30 

53 今 秋  西浦 ミナ子 30 

101 今 春  西浦 ミナ子 30 

 情報資源組織演習Ⅰ 

51 今 春  松田 泰代 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、もしくは先行登録期間内に登録し、同時に履修すること 
52 今 春  松田 泰代 33 

101 今 春  松田 泰代 33 

 情報資源組織演習Ⅱ 

51 今 秋  佐藤 翔 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、もしくは先行登録期間内に登録し、同時に履修すること 
52 今 秋  佐藤 翔 33 

101 今 秋  佐藤 翔 33 

 図書館演習 

51 今 通年  原田 隆史 他 32 

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 

② 2022年の司書課程登録説明会に参加していること 

52 今 通年  原田 隆史 他 32 

101 今 通年  原田 隆史 他 32 

※1 次・2 次募集は主たる校地のクラスのみ登録可能です。空きのあるクラスのみ、 

3 次募集（E メール先着順）は主たる校地以外のクラスも登録可能です。 

 

 
募集次 受付方法 受付期間 抽選結果発表 

1次募集のみ 

学修支援システム DUET（WEB） 

（登録希望者が定員を超えた場合、 

抽選にて登録者を決定） 

3月 24日（金）10:00 

～ 3月 26日（日）17:00 

 学修支援システム DUET（WEB） 

 3月 27日（月）10：00 

 

科目名 クラス 校地 学期 担当教員 
募集

定員 

履修

年次 
履修条件 

博物館実習Ⅰ 

博物館実習Ⅱ 

1 田 春・秋 鋤柄 俊夫 他 

37 3～ 

①前年度までに以下の合計 8単位を 

履修済みであること 

 「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」 

②2022年の学芸員課程登録説明会に参加し

ていること 

51 今 春・秋 井上 一稔 他 

52 今 春・秋 井上 一稔 他 

◆DUET 利用対象外の学生が先行登録科目の履修を希望する場合は、所属学部事務室に申し出てください 

学芸員課程科目 

 

2023年度 文学部設置の先行登録科目受付のお知らせ 
 

科 目 名 クラス 担当者 学期 校 地 

地理学総論（１） 51 津村 宏臣 春 今 

地理学総論（２） 51 津村 宏臣 秋 今 

 

【受付日時・方法】 

日 時 ： 3月 24日（金）～3月 28日（火）の免許資格課程センター窓口開室時間 

方 法 ：免許 HP より履修登録依頼書をダウンロードし、E メールで提出 

    免許資格課程センター事務室 先行登録受付用 E メールアドレス 

 menkyo-teishutsu@mail.doshisha.ac.jp 

※E メールのタイトルは「先行登録科目の登録依頼・氏名（学生 ID）」としてください 

※受付日時外に E メールを送付された場合は無効となります E メールは大学付与のアドレスで送信して

ください 

※事務室からの返信メールをもって依頼完了となります 必ずＥメールを確認すること 

 https://license.doshisha.ac.jp/license_schedule/license_schedule.html 

 

【登録に関する注意点】  

① 所属学部によって本科目の修得単位の算入先が異なります。卒業単位に含まれるかどうかは所属学部事務室で確認

すること。 

② 51クラスについては文学部生のみ履修可であるが、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。 

③ 51クラスについては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。 

④ 新たに教職課程登録を希望する学生は、3月24日（金）～4月3日（月）の期間に動画配信により開催される教職課程

登録説明会への出席、課程登録料の納入、一般登録期間中に課程登録を行うこと。この課程登録手続きがなされるこ

とを前提として科目登録が認められる（課程登録手続きが完了しなかった場合は科目登録を削除する）。 

⑤ 事務室で登録をするため、51クラス開講の時間割に他の科目は入れず、空けておくこと。 

⑥ 1・101クラスは文学部以外の学生も履修可能である。1・101クラスを登録したい場合は、自身で一般登録期間に行

うこと。 
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2023年度 文学部設置の先行登録科目受付のお知らせ 
 

科 目 名 クラス 担当者 学期 校 地 

日本美術史（１） 1 井上 一稔 春 今 

日本美術史（２） 1 井上 一稔 秋 今 

 

【受付日時・方法】 

日 時 ： 3月 24日（金）～3月 28日（火）の免許資格課程センター窓口開室時間 

方 法 ：免許 HP より履修登録依頼書をダウンロードし、E メールで提出 

    免許資格課程センター事務室 先行登録受付用 E メールアドレス 

 menkyo-teishutsu@mail.doshisha.ac.jp 

※E メールのタイトルは「先行登録科目の登録依頼・氏名（学生 ID）」としてください 

※受付日時外に E メールを送付された場合は無効となります E メールは大学付与のアドレスで送信して

ください 

※事務室からの返信メールをもって依頼完了となります 必ずＥメールを確認すること 

 https://license.doshisha.ac.jp/license_schedule/license_schedule.html 

 

【登録に関する注意点】  

① 所属学部によって本科目の修得単位の算入先が異なります。卒業単位に含まれるかどうかは所属学部事務室で確認

すること。 

② 1クラスについては文学部生のみ履修可であるが、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。 

③ 1クラスについては学芸員課程の登録または仮登録がなされていることが科目登録の条件となる。 

④ 学芸員課程の登録がなされていない学生は、一般登録期間中に仮登録を行うこと。仮登録手続きがなされることを前

提として科目登録が認められる（課程登録手続きが完了しなかった場合は科目登録を削除する）。 

⑤ 事務室で登録をするため、1クラス開講の時間割に他の科目は入れず、空けておくこと。 

⑥ 101クラスは文学部以外の学生も履修可能である。101クラスを登録したい場合は、自身で一般登録期間に行うこと。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

１．すべての登録手続には学生証が必要となる。常に携帯すること。 

２．登録期間中は手続の確認等で問合せを行うことがあるので、必ず連絡が取れるように
しておくこと。 

 
３．ＤＵＥＴによる各種申請手続（先行登録、一般登録、履修中止など）は万全の体制を

整えて準備しているが、予測不能なネットワーク障害やシステムのハード障害等が発
生し、ＷＥＢによる手続きが行えなくなる可能性もある。申請手続期間中に大学側の
システムに重大なトラブルが発生し、手続が正常に行えなかった場合には、受付時間
の延長や教室での受付に変更（ネットワークやシステムの復旧に時間を要する場合）
することもあるので、予め注意しておくこと。なお、これらの臨時の対応については、
ＤＵＥＴの「大学からのお知らせ」にて案内するが、ＤＵＥＴが障害により稼動して
いない場合は、大学ホームページの「在学生の方」にある「重要なお知らせ」にて案
内する。 

 
５ 類 （ 副専攻科目 ） 
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2023年度 文学部設置の先行登録科目受付のお知らせ 
 

科 目 名 クラス 担当者 学期 校 地 

日本美術史（１） 1 井上 一稔 春 今 

日本美術史（２） 1 井上 一稔 秋 今 

 

【受付日時・方法】 

日 時 ： 3月 24日（金）～3月 28日（火）の免許資格課程センター窓口開室時間 

方 法 ：免許 HP より履修登録依頼書をダウンロードし、E メールで提出 

    免許資格課程センター事務室 先行登録受付用 E メールアドレス 

 menkyo-teishutsu@mail.doshisha.ac.jp 

※E メールのタイトルは「先行登録科目の登録依頼・氏名（学生 ID）」としてください 

※受付日時外に E メールを送付された場合は無効となります E メールは大学付与のアドレスで送信して

ください 

※事務室からの返信メールをもって依頼完了となります 必ずＥメールを確認すること 

 https://license.doshisha.ac.jp/license_schedule/license_schedule.html 

 

【登録に関する注意点】  

① 所属学部によって本科目の修得単位の算入先が異なります。卒業単位に含まれるかどうかは所属学部事務室で確認

すること。 

② 1クラスについては文学部生のみ履修可であるが、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。 

③ 1クラスについては学芸員課程の登録または仮登録がなされていることが科目登録の条件となる。 

④ 学芸員課程の登録がなされていない学生は、一般登録期間中に仮登録を行うこと。仮登録手続きがなされることを前

提として科目登録が認められる（課程登録手続きが完了しなかった場合は科目登録を削除する）。 

⑤ 事務室で登録をするため、1クラス開講の時間割に他の科目は入れず、空けておくこと。 

⑥ 101クラスは文学部以外の学生も履修可能である。101クラスを登録したい場合は、自身で一般登録期間に行うこと。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

１．すべての登録手続には学生証が必要となる。常に携帯すること。 

２．登録期間中は手続の確認等で問合せを行うことがあるので、必ず連絡が取れるように
しておくこと。 

 
３．ＤＵＥＴによる各種申請手続（先行登録、一般登録、履修中止など）は万全の体制を

整えて準備しているが、予測不能なネットワーク障害やシステムのハード障害等が発
生し、ＷＥＢによる手続きが行えなくなる可能性もある。申請手続期間中に大学側の
システムに重大なトラブルが発生し、手続が正常に行えなかった場合には、受付時間
の延長や教室での受付に変更（ネットワークやシステムの復旧に時間を要する場合）
することもあるので、予め注意しておくこと。なお、これらの臨時の対応については、
ＤＵＥＴの「大学からのお知らせ」にて案内するが、ＤＵＥＴが障害により稼動して
いない場合は、大学ホームページの「在学生の方」にある「重要なお知らせ」にて案
内する。 

 
５ 類 （ 副専攻科目 ） 
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副専攻科目（サイエンスコミュニケーター養成） 

 

■サイエンスコミュニケーター養成副専攻科目履修ガイダンス                     

サイエンスコミュニケーター養成副専攻科目（サイエンスリテラシー科目群の科目）を科目登録するにあ

たっては、事前に下記サイエンスコミュニケーター養成副専攻 HP に掲載されているガイダンス動画を視

聴すること。 

ガイダンス動画公開日：3 月 28 日（火） 

https://biomedical.doshisha.ac.jp/science_communicator/science_communicator.html 

 

■ビジネスワークショップ（2017 年度生以降対象） 

■インターンシップⅠ（2016 年度生以前対象） 

【科目概要】 

放送局や大手企業の広報部門を訪問し、会議参加や課題への取り組み等の就業体験（ワークショップ） 

を行う。  

【受講資格】  

 副専攻履修許可者のみ受講可 

【その他履修条件】 

 「サイエンス・ナウ３」を登録中もしくは履修済みであること。 

【定員】 

 ３０名 

【登録申請・結果発表】 

  受付方法：学修支援システム（DUET）から先行登録申請 

受付期間：３月２９日（水）１０：００～４月３日（月）１７：００ 

結果発表：４月 ４日（火）０：００ ＤＵＥＴ 

【体験先の決定について】 

抽選で当選し、履修が決定した者に対して DUET メッセージ機能を通じて「派遣先企業情報」と「希望

調査書」を配付する。指定された期日までに希望する派遣先企業・団体名と自己 PR を「希望調査書」

に記入し提出すること。具体的な体験先企業は６月以降に行う選考により決定する。 

手続の詳細は順次 DUET メッセージ機能や大学付与メールアドレス宛のメールにより連絡するので指

示に従い必要な登録手続を行うこと。手続を行わない場合は履修が認められない。 

（参考）2022 年度派遣企業実績 

        京セラ、タカラバイオ、島津製作所、毎日放送、読売新聞社、讀賣テレビ放送 

【成績評価について】 

  企業・団体でのワークショップ体験の他、成績評価に関わる以下の課題を提示する予定。 

  全ての要件を満たした者に対して成績評価を行う。 

   ①事前レポート提出（＊課題テーマは「体験先企業分析」を予定） 

   ②個人成果報告書提出（＊ワークショップ終了後に体験内容をもとに作成） 

   ③成果報告会参加（＊体験先企業ごとの参加者グループ発表形式を予定） 

   ④成果報告会発表用パワーポイント資料提出 

   ⑤その他、体験先企業から提示される事前課題 等 

 

 

 

【スケジュール（予定）】 

６月中旬：体験先企業情報（体験日程・定員等を含む）公開、体験先希望受付開始 

  ----（選考作業）---- 

６月下旬：体験先決定 

 ７月上旬：事前レポート要領提示、その他体験先ごとの課題提示 

 ７月下旬：体験先ごとの当日集合要領・プログラム詳細等の提示 

８月～ ：各企業・団体での就業体験（ワークショップ）開始 

【注意事項】 

・科目登録後も政府・自治体、各企業、大学の新型コロナウイルス感染症への対応状況の変化により、 

休講となる場合がある。 

  ・体験先企業決定後に各企業の全体験日程が中止、キャンセルになった場合は登録取消として扱い、 

大学が自動的に登録を取り消す。取消となった単位数分は秋学期登録期間中に追加で登録することが

可能である。 

        

■メディカルワークショップ（2017 年度生以降対象） 

■インターンシップⅡ（2016 年度生以前対象） 

【科目概要】 

 重症心身障害児施設、医療少年院、障がい者支援施設等におけるインターンシップ 

【受講資格】  

  副専攻履修許可者のみ受講可 

【その他履修条件】 

  「サイエンス・ナウ５」を登録中もしくは履修済みであること。 

【体験先・定員について】 

 ・現時点（３月の登録受付時点）では、体験先および定員について調整中である。 

・具体的な体験先や定員については６月以降に発表し、希望調査と選考を行った上で最終的な履修可否と 

登録者の体験先を決定する。受講を希望する者は春学期登録期間中に DUET 先行登録申請を行うこと。 

・選考の結果、体験先が決定しなかった場合は登録取消として扱い、大学が自動的に登録を取り消す。 

取消となった単位数分は秋学期登録期間中に追加で登録することが可能である。 

＜体験先（予定）＞ 

①「国立病院機構 南京都病院」 

②「京都医療少年院」 

③「就労継続支援事業（B 型）施設 桂の泉学園」 

④「社会福祉法人 京都太陽の園・こひつじの苑」 

⑤「ＭＳキャビン」 

  ※各機関と現在受入調整中であり変更の可能性もある。具体的な体験先決定は６月以降を予定。 

【登録申請・結果発表】 

  受付方法：学修支援システム（DUET）から先行登録申請 

受付期間：３月２９日（水）１０：００～４月３日（月）１７：００ 

結果発表：４月 ４日（火）０：００ ＤＵＥＴ 

【成績評価について】 

  各団体でのワークショップ体験の他、成績評価に関わる以下の課題を提示する予定。 

  全ての要件を満たした者に対して成績評価を行う。 
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副専攻科目（サイエンスコミュニケーター養成） 

 

■サイエンスコミュニケーター養成副専攻科目履修ガイダンス                     

サイエンスコミュニケーター養成副専攻科目（サイエンスリテラシー科目群の科目）を科目登録するにあ

たっては、事前に下記サイエンスコミュニケーター養成副専攻 HP に掲載されているガイダンス動画を視

聴すること。 

ガイダンス動画公開日：3 月 28 日（火） 

https://biomedical.doshisha.ac.jp/science_communicator/science_communicator.html 

 

■ビジネスワークショップ（2017 年度生以降対象） 

■インターンシップⅠ（2016 年度生以前対象） 

【科目概要】 

放送局や大手企業の広報部門を訪問し、会議参加や課題への取り組み等の就業体験（ワークショップ） 

を行う。  

【受講資格】  

 副専攻履修許可者のみ受講可 

【その他履修条件】 

 「サイエンス・ナウ３」を登録中もしくは履修済みであること。 

【定員】 

 ３０名 

【登録申請・結果発表】 

  受付方法：学修支援システム（DUET）から先行登録申請 

受付期間：３月２９日（水）１０：００～４月３日（月）１７：００ 

結果発表：４月 ４日（火）０：００ ＤＵＥＴ 

【体験先の決定について】 

抽選で当選し、履修が決定した者に対して DUET メッセージ機能を通じて「派遣先企業情報」と「希望

調査書」を配付する。指定された期日までに希望する派遣先企業・団体名と自己 PR を「希望調査書」

に記入し提出すること。具体的な体験先企業は６月以降に行う選考により決定する。 

手続の詳細は順次 DUET メッセージ機能や大学付与メールアドレス宛のメールにより連絡するので指

示に従い必要な登録手続を行うこと。手続を行わない場合は履修が認められない。 

（参考）2022 年度派遣企業実績 

        京セラ、タカラバイオ、島津製作所、毎日放送、読売新聞社、讀賣テレビ放送 

【成績評価について】 

  企業・団体でのワークショップ体験の他、成績評価に関わる以下の課題を提示する予定。 

  全ての要件を満たした者に対して成績評価を行う。 

   ①事前レポート提出（＊課題テーマは「体験先企業分析」を予定） 

   ②個人成果報告書提出（＊ワークショップ終了後に体験内容をもとに作成） 

   ③成果報告会参加（＊体験先企業ごとの参加者グループ発表形式を予定） 

   ④成果報告会発表用パワーポイント資料提出 

   ⑤その他、体験先企業から提示される事前課題 等 

 

 

 

【スケジュール（予定）】 

６月中旬：体験先企業情報（体験日程・定員等を含む）公開、体験先希望受付開始 

  ----（選考作業）---- 

６月下旬：体験先決定 

 ７月上旬：事前レポート要領提示、その他体験先ごとの課題提示 

 ７月下旬：体験先ごとの当日集合要領・プログラム詳細等の提示 

８月～ ：各企業・団体での就業体験（ワークショップ）開始 

【注意事項】 

・科目登録後も政府・自治体、各企業、大学の新型コロナウイルス感染症への対応状況の変化により、 

休講となる場合がある。 

  ・体験先企業決定後に各企業の全体験日程が中止、キャンセルになった場合は登録取消として扱い、 

大学が自動的に登録を取り消す。取消となった単位数分は秋学期登録期間中に追加で登録することが

可能である。 

        

■メディカルワークショップ（2017 年度生以降対象） 

■インターンシップⅡ（2016 年度生以前対象） 

【科目概要】 

 重症心身障害児施設、医療少年院、障がい者支援施設等におけるインターンシップ 

【受講資格】  

  副専攻履修許可者のみ受講可 

【その他履修条件】 

  「サイエンス・ナウ５」を登録中もしくは履修済みであること。 

【体験先・定員について】 

 ・現時点（３月の登録受付時点）では、体験先および定員について調整中である。 

・具体的な体験先や定員については６月以降に発表し、希望調査と選考を行った上で最終的な履修可否と 

登録者の体験先を決定する。受講を希望する者は春学期登録期間中に DUET 先行登録申請を行うこと。 

・選考の結果、体験先が決定しなかった場合は登録取消として扱い、大学が自動的に登録を取り消す。 

取消となった単位数分は秋学期登録期間中に追加で登録することが可能である。 

＜体験先（予定）＞ 

①「国立病院機構 南京都病院」 

②「京都医療少年院」 

③「就労継続支援事業（B 型）施設 桂の泉学園」 

④「社会福祉法人 京都太陽の園・こひつじの苑」 

⑤「ＭＳキャビン」 

  ※各機関と現在受入調整中であり変更の可能性もある。具体的な体験先決定は６月以降を予定。 

【登録申請・結果発表】 

  受付方法：学修支援システム（DUET）から先行登録申請 

受付期間：３月２９日（水）１０：００～４月３日（月）１７：００ 

結果発表：４月 ４日（火）０：００ ＤＵＥＴ 

【成績評価について】 

  各団体でのワークショップ体験の他、成績評価に関わる以下の課題を提示する予定。 

  全ての要件を満たした者に対して成績評価を行う。 
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   ①個人成果報告書提出（＊ワークショップ終了後に体験内容をもとに作成） 

   ②成果報告会参加（＊体験先企業ごとの参加者グループ発表形式を予定） 

   ③成果報告会発表用パワーポイント資料提出 

【注意事項】 

・科目登録後も政府・自治体、各団体、大学の新型コロナウイルス感染症への対応状況の変化により、 

休講となる場合がある。 

  ・体験先決定後に体験日程が中止、キャンセルになった場合は登録取消として扱う。 

   その場合、取消となった単位数分の追加登録が秋学期登録期間中に可能である。 

 

■取材・インタビュー実践講座（開講期間：春学期） 

■未知型探索ビジネスワークショップ（開講期間：夏期集中～秋学期） 

【科目概要】 

 取材・インタビュー実践講座 

・アナウンサー、記者、ジャーナリストから「伝えること」を学びながら、取材及び映像コンテンツ制作

に必要な実践的なスキルを身につけ秋学期の「未知型探索ビジネスワークショップ」における取材企画

書を作成する。 

・京都の伝統産業で培われた技術や現代の最新技術を社会に対して広く、わかりやすく発信（＝見える化）

することにより、各企業、団体、研究所が保有する技術の相互連携を促し、京都の経済や産業、また、 

市民生活の活性化に繋がる新たなる価値が創出されることを目標とする。 

未知型探索ビジネスワークショップ 

・春学期に「取材・インタビュー実践講座」で身につけたスキルを活かしながら取材活動を行い、取材内

容をまとめた映像コンテンツ（ならびに本科目の活動内容をまとめたポスターやパンフレット）を作成

する。 

・取材対象者との打合せや調整作業等を通じて「対話・調整能力」を育成し、単に発信するだけではなく、

その先の新たな価値創出を意識させることにより「共創のためのコーディネーション機能」を育成する。 

 登録者は、当該科目での活動内容がどのような地域課題の解決や新たな価値創出に繋がるのかを具体的

に意識しながら成果物を作成することが求められる。 

【受講資格】  

 副専攻履修許可者のみ受講可。 

【その他履修条件】 

  両科目は必ずセットで登録すること。いずれか１科目のみの登録は不可。 

  履修中止は春学期履修中止期間に両科目を中止することが可能。秋学期履修中止期間に「未知型探索 

  ビジネスワークショップ」のみを中止することは不可。 

【講義日程】 

 取材・インタビュー実践講座 

火曜５～６講時に実施する。 

 未知型探索ビジネスワークショップ 

 夏期休暇期間中（８月１１日～９月７日）に複数回の取材活動を実施する（詳細日程は講義開始後 

に決定）。秋学期開始後は火曜５～６講時に隔週で授業を行う。 

（注意）両科目においては、取材対象の都合により講義日程の変更が発生する可能性がある。 

 

 

【定員】 

  ２０名 

【登録申請方法】 

期間中に次の①、②の両方を必ず行うこと。 

期間中に①または②のいずれかしか行わなかった場合は理由を問わず自動的に落選となる。 

①学修支援システム（DUET）から先行登録申請 

受付期間：３月２９日（水）１０：００～３月３１日（金）１１：３０ 

結果発表：４月 ４日（火）０：００ ＤＵＥＴ 

②志望理由書の提出 

履修を希望する者は以下期間に志望理由書を下記 URL(Web disk)からアップロードし、提出すること。

志望理由書は生命医科学部ホームページコンテンツ【サイエンスコミュニケーター養成副専攻】よりダ

ウンロードすること。 

＜提出 URL＞ 

https://webdisk.doshisha.ac.jp/public/ElIVQBCN8MXEqcpG2nb2jfefP7FChdjEaxOZoxnoc2sf 
 ※ファイル名は【学生 ID・（取材・未知型）登録志望理由書】とすること。 

  例）【111422XXXX・（取材・未知型）登録志望理由書】 

＜志望理由書配付およびアップロード受付期間＞ 

３月２９日（水）１０：００～３月３１日（金）１１：３０【厳守】 

   ＊締切日時までに受信したデータのみ有効 

 

■アウトリーチ実習（科学技術表現実習) （開講期間：秋学期） 

【科目概要】 

 科目名はアウトリーチだが，科学をめぐる社会課題に関するミニディベートを経験すること

で，サイエンスコミュニケーションのスキルとマインドの取得を目指します。メディア系の

外部講師からは表現のスキルを学びます。最後に，スタンディングプレゼンテーションの発

表をしてもらいます。グループワークと発表が主となるので，場合によっては受講者数を限

定します。  

【受講資格】  

 副専攻履修許可者のみ受講可。 

【その他履修条件】 

 グループワークを行います。  

【講義日程】 

水曜５講時に実施する。 

【定員】 

 ２０名 

【登録申請・結果発表】 

  受付方法：学修支援システム（DUET）から先行登録申請 

受付期間：３月２９日（水）１０：００～４月３日（月）１７：００ 

結果発表：４月 ４日（火）０：００ ＤＵＥＴ 
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   ①個人成果報告書提出（＊ワークショップ終了後に体験内容をもとに作成） 

   ②成果報告会参加（＊体験先企業ごとの参加者グループ発表形式を予定） 

   ③成果報告会発表用パワーポイント資料提出 

【注意事項】 

・科目登録後も政府・自治体、各団体、大学の新型コロナウイルス感染症への対応状況の変化により、 

休講となる場合がある。 

  ・体験先決定後に体験日程が中止、キャンセルになった場合は登録取消として扱う。 

   その場合、取消となった単位数分の追加登録が秋学期登録期間中に可能である。 

 

■取材・インタビュー実践講座（開講期間：春学期） 

■未知型探索ビジネスワークショップ（開講期間：夏期集中～秋学期） 

【科目概要】 

 取材・インタビュー実践講座 

・アナウンサー、記者、ジャーナリストから「伝えること」を学びながら、取材及び映像コンテンツ制作

に必要な実践的なスキルを身につけ秋学期の「未知型探索ビジネスワークショップ」における取材企画

書を作成する。 

・京都の伝統産業で培われた技術や現代の最新技術を社会に対して広く、わかりやすく発信（＝見える化）

することにより、各企業、団体、研究所が保有する技術の相互連携を促し、京都の経済や産業、また、 

市民生活の活性化に繋がる新たなる価値が創出されることを目標とする。 

未知型探索ビジネスワークショップ 

・春学期に「取材・インタビュー実践講座」で身につけたスキルを活かしながら取材活動を行い、取材内

容をまとめた映像コンテンツ（ならびに本科目の活動内容をまとめたポスターやパンフレット）を作成

する。 

・取材対象者との打合せや調整作業等を通じて「対話・調整能力」を育成し、単に発信するだけではなく、

その先の新たな価値創出を意識させることにより「共創のためのコーディネーション機能」を育成する。 

 登録者は、当該科目での活動内容がどのような地域課題の解決や新たな価値創出に繋がるのかを具体的

に意識しながら成果物を作成することが求められる。 

【受講資格】  

 副専攻履修許可者のみ受講可。 

【その他履修条件】 

  両科目は必ずセットで登録すること。いずれか１科目のみの登録は不可。 

  履修中止は春学期履修中止期間に両科目を中止することが可能。秋学期履修中止期間に「未知型探索 

  ビジネスワークショップ」のみを中止することは不可。 

【講義日程】 

 取材・インタビュー実践講座 

火曜５～６講時に実施する。 

 未知型探索ビジネスワークショップ 

 夏期休暇期間中（８月１１日～９月７日）に複数回の取材活動を実施する（詳細日程は講義開始後 

に決定）。秋学期開始後は火曜５～６講時に隔週で授業を行う。 

（注意）両科目においては、取材対象の都合により講義日程の変更が発生する可能性がある。 

 

 

【定員】 

  ２０名 

【登録申請方法】 

期間中に次の①、②の両方を必ず行うこと。 

期間中に①または②のいずれかしか行わなかった場合は理由を問わず自動的に落選となる。 

①学修支援システム（DUET）から先行登録申請 

受付期間：３月２９日（水）１０：００～３月３１日（金）１１：３０ 

結果発表：４月 ４日（火）０：００ ＤＵＥＴ 

②志望理由書の提出 

履修を希望する者は以下期間に志望理由書を下記 URL(Web disk)からアップロードし、提出すること。

志望理由書は生命医科学部ホームページコンテンツ【サイエンスコミュニケーター養成副専攻】よりダ

ウンロードすること。 

＜提出 URL＞ 

https://webdisk.doshisha.ac.jp/public/ElIVQBCN8MXEqcpG2nb2jfefP7FChdjEaxOZoxnoc2sf 
 ※ファイル名は【学生 ID・（取材・未知型）登録志望理由書】とすること。 

  例）【111422XXXX・（取材・未知型）登録志望理由書】 

＜志望理由書配付およびアップロード受付期間＞ 

３月２９日（水）１０：００～３月３１日（金）１１：３０【厳守】 

   ＊締切日時までに受信したデータのみ有効 

 

■アウトリーチ実習（科学技術表現実習) （開講期間：秋学期） 

【科目概要】 

 科目名はアウトリーチだが，科学をめぐる社会課題に関するミニディベートを経験すること

で，サイエンスコミュニケーションのスキルとマインドの取得を目指します。メディア系の

外部講師からは表現のスキルを学びます。最後に，スタンディングプレゼンテーションの発

表をしてもらいます。グループワークと発表が主となるので，場合によっては受講者数を限

定します。  

【受講資格】  

 副専攻履修許可者のみ受講可。 

【その他履修条件】 

 グループワークを行います。  

【講義日程】 

水曜５講時に実施する。 

【定員】 

 ２０名 

【登録申請・結果発表】 

  受付方法：学修支援システム（DUET）から先行登録申請 

受付期間：３月２９日（水）１０：００～４月３日（月）１７：００ 

結果発表：４月 ４日（火）０：００ ＤＵＥＴ 
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注意事項 

１．すべての登録手続には学生証が必要となる。常に携帯すること。 

２．登録期間中は手続の確認等で問合せを行うことがあるので、必ず連絡が取れるように
しておくこと。 

 
３．ＤＵＥＴによる各種申請手続（先行登録、一般登録、履修中止など）は万全の体制を

整えて準備しているが、予測不能なネットワーク障害やシステムのハード障害等が発
生し、ＷＥＢによる手続きが行えなくなる可能性もある。申請手続期間中に大学側の
システムに重大なトラブルが発生し、手続が正常に行えなかった場合には、受付時間
の延長や教室での受付に変更（ネットワークやシステムの復旧に時間を要する場合）
することもあるので、予め注意しておくこと。なお、これらの臨時の対応については、
ＤＵＥＴの「大学からのお知らせ」にて案内するが、ＤＵＥＴが障害により稼動して
いない場合は、大学ホームページの「在学生の方」にある「重要なお知らせ」にて案
内する。 

 
６ 類 （ 他学部等設置科目 ） 
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注意事項 

１．すべての登録手続には学生証が必要となる。常に携帯すること。 

２．登録期間中は手続の確認等で問合せを行うことがあるので、必ず連絡が取れるように
しておくこと。 

 
３．ＤＵＥＴによる各種申請手続（先行登録、一般登録、履修中止など）は万全の体制を

整えて準備しているが、予測不能なネットワーク障害やシステムのハード障害等が発
生し、ＷＥＢによる手続きが行えなくなる可能性もある。申請手続期間中に大学側の
システムに重大なトラブルが発生し、手続が正常に行えなかった場合には、受付時間
の延長や教室での受付に変更（ネットワークやシステムの復旧に時間を要する場合）
することもあるので、予め注意しておくこと。なお、これらの臨時の対応については、
ＤＵＥＴの「大学からのお知らせ」にて案内するが、ＤＵＥＴが障害により稼動して
いない場合は、大学ホームページの「在学生の方」にある「重要なお知らせ」にて案
内する。 

 
６ 類 （ 他学部等設置科目 ） 
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６類（他学部等設置科目）履修上の注意 

 

卒業単位について 

６類科目は１２単位までしか卒業単位に算入されない。１２単位より多く６類科目を登録・履修す

ることはできるが、卒業単位には算入されないので十分に注意すること。 

 

例）１類、２類、３類、４類科目から１１０単位履修 

＋６類科目から１４単位履修 

  →合計１２４単位を取得し、卒業要件を満たしているように見えるが、６類科目が１２単位ま

でしか算入されないため、１４単位から２単位を差し引いた結果、実質は１２２単位となり、

卒業要件を満たしていることにならない。 

 

主な６類科目･･･３年次より履修可能 

他学部設置科目 

大学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         等 

 

○履修可能な他学部設置科目とは 

各学部における専門科目ではあるが、他の学部生でも登録・履修が可能な科目を指す。履修要項・

登録要領に記載されていなくても、経済学部時間割に記載している他学部設置科目は、３年次あ

るいは４年次から履修できる。卒業単位数の制限に留意し、登録・履修すること。 

 

５類（副専攻）科目の取り扱い 

①副専攻宣言を行っていない場合。（宣言の時期は各副専攻により異なる。） 

⇒全て他学部設置科目として扱われる。６類科目と合わせて１２単位までしか卒業単位に算入

されない。 

   ②副専攻宣言を行った場合。 

    ⇒自分の選択したパッケージに含まれる科目であれば、経済学部科目として卒業単位に全て算

入される。他学部設置科目には含めない。 

    ⇒自分の選択したパッケージに含まれない科目であれば、他学部設置科目として扱われる。６

類科目と合わせて１２単位までしか卒業単位に算入されない。 

 

 

他学部専門科目（神学部） 

【学修支援システム DUET による受付】 

校地（今出川） 
配当  

年次 
期間 

登録コード 
科目名 担当者 曜講 定員 履修条件他 

科目 クラス 

1～ 春 10103327 000 賛美歌の研究 高橋 聖子 金４ ４０  

1～ 春 10103471 000  
ＣＣＭ（現代的キリ

スト教音楽）演習 
関谷 直人 火２ ４０  

1～ 秋 10103472 000  ワーシップ音楽演習 関谷 直人 火２ ４０  

 

 

① 登録方法 

学修支援システム DUET により受付けます。DUET 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。 

  ② 登録日程 ：３月２７日（月）10：00 ～４月３日（月）17：00 
③ 決定者発表：４月  ４日（火） 0:00    学修支援システム DUET（WEB） 

 

 
 
【学習支援システム DUET＋Forms（志望理由書）での受付】 
※DUET での申請および Forms での申請、両方の手続きが必須の科目です。 

≪校地（今出川）≫ 

※春学期の登録期間には春学期開講の「宗教と社会活動」のみ登録を受け付けます 
（秋学期開講の「宗教と社会福祉２」については秋学期登録期間に受け付けます）。 

 

 

 

 

 

 

 
 

配当  

年次 
期間 

登録コード 
科目名 担当者 曜講 定員 履修条件他 

科目 クラス 

1～ 春 10103394 000 宗教と社会活動 

関谷 直人 勝又 悦子 

木谷 佳楠 三輪 地塩 

村上 みか 村山 盛葦 

木５ ３０ 

オンデマンド+対面授業にフィールド

ワークを加えた授業様式である。詳細

は「シラバス」を参照すること。 

1～ 秋 10103396 000 宗教と社会福祉２ 

勝又 悦子 越後屋 朗 

三輪 地塩 関谷 直人 

村山 盛葦 

木５ ３０ 

オンデマンド+対面授業にフィールド

ワークを加えた授業様式である。詳細

は「シラバス」を参照すること。 

①受付期間：３月２７日（月）10：00～４月３日（月）17：00 
②受付手続： 
１）学修支援システム DUET により受付けます。DUET 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。 
２）以下の QR コードもしくは URL からアクセスのうえ、Forms からも申請してください。 
 
☆「宗教と社会活動」 

https://forms.office.com/r/49YX3PhEm8               
 
③決定者発表：４月４日（火）0：00、学修支援システム DUET(WEB)  
 

先行登録科目【神学部 今出川校地】 

先行登録科目【神学部 今出川校地】 
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６類（他学部等設置科目）履修上の注意 

 

卒業単位について 

６類科目は１２単位までしか卒業単位に算入されない。１２単位より多く６類科目を登録・履修す

ることはできるが、卒業単位には算入されないので十分に注意すること。 

 

例）１類、２類、３類、４類科目から１１０単位履修 

＋６類科目から１４単位履修 

  →合計１２４単位を取得し、卒業要件を満たしているように見えるが、６類科目が１２単位ま

でしか算入されないため、１４単位から２単位を差し引いた結果、実質は１２２単位となり、

卒業要件を満たしていることにならない。 

 

主な６類科目･･･３年次より履修可能 

他学部設置科目 

大学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         等 

 

○履修可能な他学部設置科目とは 

各学部における専門科目ではあるが、他の学部生でも登録・履修が可能な科目を指す。履修要項・

登録要領に記載されていなくても、経済学部時間割に記載している他学部設置科目は、３年次あ

るいは４年次から履修できる。卒業単位数の制限に留意し、登録・履修すること。 

 

５類（副専攻）科目の取り扱い 

①副専攻宣言を行っていない場合。（宣言の時期は各副専攻により異なる。） 

⇒全て他学部設置科目として扱われる。６類科目と合わせて１２単位までしか卒業単位に算入

されない。 

   ②副専攻宣言を行った場合。 

    ⇒自分の選択したパッケージに含まれる科目であれば、経済学部科目として卒業単位に全て算

入される。他学部設置科目には含めない。 

    ⇒自分の選択したパッケージに含まれない科目であれば、他学部設置科目として扱われる。６

類科目と合わせて１２単位までしか卒業単位に算入されない。 

 

 

他学部専門科目（神学部） 

【学修支援システム DUET による受付】 

校地（今出川） 
配当  

年次 
期間 

登録コード 
科目名 担当者 曜講 定員 履修条件他 

科目 クラス 

1～ 春 10103327 000 賛美歌の研究 高橋 聖子 金４ ４０  

1～ 春 10103471 000  
ＣＣＭ（現代的キリ

スト教音楽）演習 
関谷 直人 火２ ４０  

1～ 秋 10103472 000  ワーシップ音楽演習 関谷 直人 火２ ４０  

 

 

① 登録方法 

学修支援システム DUET により受付けます。DUET 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。 

  ② 登録日程 ：３月２７日（月）10：00 ～４月３日（月）17：00 
③ 決定者発表：４月  ４日（火） 0:00    学修支援システム DUET（WEB） 

 

 
 
【学習支援システム DUET＋Forms（志望理由書）での受付】 
※DUET での申請および Forms での申請、両方の手続きが必須の科目です。 

≪校地（今出川）≫ 

※春学期の登録期間には春学期開講の「宗教と社会活動」のみ登録を受け付けます 
（秋学期開講の「宗教と社会福祉２」については秋学期登録期間に受け付けます）。 

 

 

 

 

 

 

 
 

配当  

年次 
期間 

登録コード 
科目名 担当者 曜講 定員 履修条件他 

科目 クラス 

1～ 春 10103394 000 宗教と社会活動 

関谷 直人 勝又 悦子 

木谷 佳楠 三輪 地塩 

村上 みか 村山 盛葦 

木５ ３０ 

オンデマンド+対面授業にフィールド

ワークを加えた授業様式である。詳細

は「シラバス」を参照すること。 

1～ 秋 10103396 000 宗教と社会福祉２ 

勝又 悦子 越後屋 朗 

三輪 地塩 関谷 直人 

村山 盛葦 

木５ ３０ 

オンデマンド+対面授業にフィールド

ワークを加えた授業様式である。詳細

は「シラバス」を参照すること。 

①受付期間：３月２７日（月）10：00～４月３日（月）17：00 
②受付手続： 
１）学修支援システム DUET により受付けます。DUET 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。 
２）以下の QR コードもしくは URL からアクセスのうえ、Forms からも申請してください。 
 
☆「宗教と社会活動」 

https://forms.office.com/r/49YX3PhEm8               
 
③決定者発表：４月４日（火）0：00、学修支援システム DUET(WEB)  
 

先行登録科目【神学部 今出川校地】 

先行登録科目【神学部 今出川校地】 
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【学修支援システム DUET＋Forms（願書等）での受付（面接あり）】 
※DUET での申請および Forms での申請、両方の手続きが必須の科目です。 

≪校地（今出川）≫ 

 
 

＜出願にあたっての留意事項＞ 

（１）科目説明会の内容を充分に理解したうえで出願すること。科目説明会に出席 

していない場合は、動画を視聴してください。動画および所定フォームは、 

神学部ホームページに掲載しています。 

https://theo.doshisha.ac.jp/education_research/students/religion.html 

（２）3～4 年次生（2020～2021 年度生）の履修が可能です。2019 年度以前生は履修できません。 

（３）事前授業は春学期の月曜４講時に実施されるため、同じ曜日講時には他の科目を登録できませ

ん。二校地間移動不可となる科目も登録できません。 

（４）フィールドワーク期間（予定：8 月 24 日～8 月 31 日）が重複する他の科目も登録することは

できません。 

（５）登録決定後のキャンセルは認められません。 

（６）合格者が最少催行人数（５名）に満たない場合、科目が開講されない場合があります。また、

登録者決定後、やむを得ない事情によりキャンセルが発生し、参加者が最少催行人数を下回っ

た場合も同様です。 

（７）６月下旬を目途に渡航可否を判断しますが、外務省海外安全ホームページの危険情報もしくは

感染症危険情報がレベル２以上となっている場合など、バングラデシュへの渡航を見合わせる

ことがあります。中止となった場合、参加費の一部または全額を返金できない場合があります。 

（８）参加費用は約 26 万円の予定です。今後の世界情勢や為替の変動などにより、プログラムの内

容や参加費用に変更が生じる可能性があります。 

（９）科目の詳細について不明な点があれば、神学部事務室（神学館１階）へ問い合わせること。 

 

  

配当  

年次 
期間 

登録コード 
科目名 担当者 曜講 定員 履修条件他 

科目 クラス 

２～ 
春 

集中 
10103395 000  宗教と国際社会 

小原 克博

勝又 悦子 

木谷 佳楠 

村上 渡  

月４ ６ 

対面授業にバングラデシュでの

フィールドワークを加えた授業

様式である。詳細は「シラバ

ス」を参照すること。 

先行登録科目【神学部 今出川校地】 

 

 
 
 
① 出願期間：３月２４日（金）10：00～３月２８日（火）17：00 
② 出願手続 

１）学修支援システム DUET（WEB）により受付けます。DUET 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。 

２）以下の QR コードもしくは URL からアクセスし、Forms より出願資料を提出してください。 

https://forms.office.com/r/G7C0HBbtjd 

 

 

 

 

 

 

③選考：３月３０日（木） 神学館にて面接 
出願締切後、３月２９日１５：００までに大学発行のメールアドレス宛に面接時間等の詳細を 
連絡しますので、必ず確認してください。 
＊面接の際に、誓約書 兼 承諾書の原本を必ず持参のうえ、提出してください。  

 

④ 決定者発表：３月３１日（金）0：00 学修支援システム DUET（WEB） 

 

【出願資料】 
（１）願書（所定の Excel ファイル） 
（２）志望理由書（４００字程度：所定の Excel ファイル） 
（３）誓約書 兼 承諾書（所定用紙に署名・捺印した画像ファイル） 

＊申請者と保証人の方の署名・捺印が必要です。 

＊原本は選考の際に必ず提出してください。 
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【学修支援システム DUET＋Forms（願書等）での受付（面接あり）】 
※DUET での申請および Forms での申請、両方の手続きが必須の科目です。 

≪校地（今出川）≫ 

 
 

＜出願にあたっての留意事項＞ 

（１）科目説明会の内容を充分に理解したうえで出願すること。科目説明会に出席 

していない場合は、動画を視聴してください。動画および所定フォームは、 

神学部ホームページに掲載しています。 

https://theo.doshisha.ac.jp/education_research/students/religion.html 

（２）3～4 年次生（2020～2021 年度生）の履修が可能です。2019 年度以前生は履修できません。 

（３）事前授業は春学期の月曜４講時に実施されるため、同じ曜日講時には他の科目を登録できませ

ん。二校地間移動不可となる科目も登録できません。 

（４）フィールドワーク期間（予定：8 月 24 日～8 月 31 日）が重複する他の科目も登録することは

できません。 

（５）登録決定後のキャンセルは認められません。 

（６）合格者が最少催行人数（５名）に満たない場合、科目が開講されない場合があります。また、

登録者決定後、やむを得ない事情によりキャンセルが発生し、参加者が最少催行人数を下回っ

た場合も同様です。 

（７）６月下旬を目途に渡航可否を判断しますが、外務省海外安全ホームページの危険情報もしくは

感染症危険情報がレベル２以上となっている場合など、バングラデシュへの渡航を見合わせる

ことがあります。中止となった場合、参加費の一部または全額を返金できない場合があります。 

（８）参加費用は約 26 万円の予定です。今後の世界情勢や為替の変動などにより、プログラムの内

容や参加費用に変更が生じる可能性があります。 

（９）科目の詳細について不明な点があれば、神学部事務室（神学館１階）へ問い合わせること。 

 

  

配当  

年次 
期間 

登録コード 
科目名 担当者 曜講 定員 履修条件他 

科目 クラス 

２～ 
春 

集中 
10103395 000  宗教と国際社会 

小原 克博

勝又 悦子 

木谷 佳楠 

村上 渡  

月４ ６ 

対面授業にバングラデシュでの

フィールドワークを加えた授業

様式である。詳細は「シラバ

ス」を参照すること。 

先行登録科目【神学部 今出川校地】 

 

 
 
 
① 出願期間：３月２４日（金）10：00～３月２８日（火）17：00 
② 出願手続 

１）学修支援システム DUET（WEB）により受付けます。DUET 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。 

２）以下の QR コードもしくは URL からアクセスし、Forms より出願資料を提出してください。 

https://forms.office.com/r/G7C0HBbtjd 

 

 

 

 

 

 

③選考：３月３０日（木） 神学館にて面接 
出願締切後、３月２９日１５：００までに大学発行のメールアドレス宛に面接時間等の詳細を 
連絡しますので、必ず確認してください。 
＊面接の際に、誓約書 兼 承諾書の原本を必ず持参のうえ、提出してください。  

 

④ 決定者発表：３月３１日（金）0：00 学修支援システム DUET（WEB） 

 

【出願資料】 
（１）願書（所定の Excel ファイル） 
（２）志望理由書（４００字程度：所定の Excel ファイル） 
（３）誓約書 兼 承諾書（所定用紙に署名・捺印した画像ファイル） 

＊申請者と保証人の方の署名・捺印が必要です。 

＊原本は選考の際に必ず提出してください。 
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他学部専門科目（社会学部） 

 

【2022 年度以前生（2 年次生以上）対象】 

募集次 受付方法 受付期間 抽選結果 

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 

3月 24日（金） 10：00～ 

3月 30日（木） 17：00 

DUET  

3月 31日（金）9：00 

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 

4月 2 日（日） 10：00～ 

4月 3 日（月） 17：00 

DUET  

4月 4 日（火） 0：00 

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。 

 

科目コード 科目名 クラス 学期 校地 定員 履修年次 

（▽社会学科科目） 

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 

10912301 Contemporary Japanese Culture and Society※  秋 今 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。詳細は次頁参照すること。 

（▽メディア学科科目） 

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～ 

10932143 メディア心理学Ⅰ   春 今 300 2～ 

10932144 メディア心理学Ⅱ   秋 今 300 2～ 

10932146 広告論   春 今 400 2～ 

10932161 社会思想史   春 今 400 2～ 

（▽産業関係学科科目） 

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～ 

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。 

10942138 実践キャリア演習 1 秋 今 50 2～ 

16009100 働くということ   春 今 180 2～ 

 

 

 

 

 

 

 

Contemporary Japanese Culture and Society について 
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。 

 

 

【2023 年度以前生（1 年次生以上）対象】 

募集次 受付方法 受付期間 抽選結果 

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 

4月 2 日（日）10：00～ 

4月 3 日（月） 17：00 
DUET 4 月 4 日（火） 0：00 

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。 

 

科目コード 科目名 クラス 学期 校地 定員 履修年次 

（▽社会福祉学科科目） 

10922161  ＮＰＯ・ボランティア活動論    春 今 200 1～ 

（▽教育文化学科科目） 

10952120 
ジェンダーと人間形成 

(2018 年度以降生のみ履修可能） 
 

秋 今 120 1～ 

10952117 
ジェンダーと教育 

（2017年度以前生のみ履修可能） 
 

 

‒ 178 ‒



 

他学部専門科目（社会学部） 

 

【2022 年度以前生（2 年次生以上）対象】 

募集次 受付方法 受付期間 抽選結果 

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 

3月 24日（金） 10：00～ 

3月 30日（木） 17：00 

DUET  

3月 31日（金）9：00 

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 

4月 2 日（日） 10：00～ 

4月 3 日（月） 17：00 

DUET  

4月 4 日（火） 0：00 

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。 

 

科目コード 科目名 クラス 学期 校地 定員 履修年次 

（▽社会学科科目） 

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 

10912301 Contemporary Japanese Culture and Society※  秋 今 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。詳細は次頁参照すること。 

（▽メディア学科科目） 

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～ 

10932143 メディア心理学Ⅰ   春 今 300 2～ 

10932144 メディア心理学Ⅱ   秋 今 300 2～ 

10932146 広告論   春 今 400 2～ 

10932161 社会思想史   春 今 400 2～ 

（▽産業関係学科科目） 

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～ 

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。 

10942138 実践キャリア演習 1 秋 今 50 2～ 

16009100 働くということ   春 今 180 2～ 

 

 

 

 

 

 

 

Contemporary Japanese Culture and Society について 
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。 

 

 

【2023 年度以前生（1 年次生以上）対象】 

募集次 受付方法 受付期間 抽選結果 

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 

4月 2 日（日）10：00～ 

4月 3 日（月） 17：00 
DUET 4 月 4 日（火） 0：00 

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。 

 

科目コード 科目名 クラス 学期 校地 定員 履修年次 

（▽社会福祉学科科目） 

10922161  ＮＰＯ・ボランティア活動論    春 今 200 1～ 

（▽教育文化学科科目） 

10952120 
ジェンダーと人間形成 

(2018 年度以降生のみ履修可能） 
 

秋 今 120 1～ 

10952117 
ジェンダーと教育 

（2017年度以前生のみ履修可能） 
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他学部専門科目（商学部） 

 

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。 

校地
科目
コード

科目名 クラス 学期 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

10522311 経済学 1～3 秋 各30

10522314 計量経済学 3 秋 80

10522402 多変量解析 春 144

10522461 オペレーションズ・リサーチ 秋 60

10522471 経済統計分析 春 50

10522621 交通論 春 470

10522631 物流システム論 秋 470

10522643 商店立地論 春 400

10522644 広告論 春 330

10522651 マーケティング・リサーチ 秋 86

10522712 損害保険論 春 330

10522721 リスクマネジメント 春 330

10522891 貿易外国語（英） 春 80

10523073 商業経営論 秋 120

10523121 事業システム論 春 330

1 春 350

2 秋 350

1 春 150

2 秋 150

1 春 150

2 秋 150

1 春 50

2 秋 50

10523563 メディア環境変化と企業コミュニケーション 秋 290

1 春 110

2 秋 110

10523565 新時代のリスクと保険事業 秋 200

10523566 証券アナリスト入門 春 100

10523582 国際会計の実務 秋 50

10523584 現代における会計の役割 秋 200

10523594 営業学入門 秋 330

10523595 メディア・スタートアップ 秋 300

DUET

○１次募集
3月29日(火)

10:00

○２次募集
4月3日(月)

22:00

DUET

○１次募集
3月24日(金)10:00～
3月27日(月)17:00

○２次募集
4月2日(日)10:00～
4月3日(月)17:00

10523523 ファイナンシャル・プランナー応用２

10523524 ファイナンシャル・プランナー実践

10523564 消費者問題

10523521 ファイナンシャル・プランナー基礎

10523522 ファイナンシャル・プランナー応用１

 

他学部専門科目（政策学部） 

 

 
 

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 004

政策トピックス④
「京都世界遺産PBL科目～最新のマー
ケティング手法を活用して文化遺産の
問題を発見し解決する」

多田　　実
通年
集中

2 2～ 20
3月24日(金)10:00

～
3月29日(水)17:00

3月31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。日程はシラバスを確認すること。

今出川 10702627 008
政策トピックス⑧
地方創生メディアプロデュース論Ⅰ

川本　勇
真山　達志

春 2 2～ 25
3月24日(金)10:00

～
3月29日(水)17:00

3月31日
(金)0:00

今出川 10702628 009
政策トピックス⑨
地方創生メディアプロデュース論Ⅱ

川本　勇
真山　達志

秋 2 2～ 25
3月24日(金)10:00

～
3月29日(水)17:00

3月31日
(金)0:00

今出川 10702636 016

政策トピックス⑯
「KRPとめぐる、「京都の仕事」
～イノベーション、社会課題解決、伝
統文化～」
※KRP：京都リサーチパーク

川井　圭司
春

集中
2 1～ 25

3月24日(金)10:00
～

4月3日(月)17:00
4月4日(火)0:00

本科目を登録する場合、春学期の土曜午後に同志社大
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。日程はシラバスを確認すること。

今出川 10702637 017
政策トピックス⑰
トリドール・ＪＡＬとコラボする産学
連携 PBL（問題発見解決型学習）

多田　　実 春 2 2～ 30
3月24日(金)10:00

～
3月29日(水)17:00

3月31日
(金)0:00

本科目は2講時連続（隔週）で行なわれる。日程はシ
ラバスを確認すること。

今出川 10702638 018
政策トピックス⑱
京セラ・小川珈琲とコラボする産学連
携 PBL（問題発見解決型学習）

多田　　実 秋 2 2～ 30
3月24日(金)10:00

～
3月29日(水)17:00

3月31日
(金)0:00

本科目は2講時連続（隔週）で行なわれる。日程はシ
ラバスを確認すること。

DUET DUET
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他学部専門科目（商学部） 

 

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。 

校地
科目
コード

科目名 クラス 学期 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

10522311 経済学 1～3 秋 各30

10522314 計量経済学 3 秋 80

10522402 多変量解析 春 144

10522461 オペレーションズ・リサーチ 秋 60

10522471 経済統計分析 春 50

10522621 交通論 春 470

10522631 物流システム論 秋 470

10522643 商店立地論 春 400

10522644 広告論 春 330

10522651 マーケティング・リサーチ 秋 86

10522712 損害保険論 春 330

10522721 リスクマネジメント 春 330

10522891 貿易外国語（英） 春 80

10523073 商業経営論 秋 120

10523121 事業システム論 春 330

1 春 350

2 秋 350

1 春 150

2 秋 150

1 春 150

2 秋 150

1 春 50

2 秋 50

10523563 メディア環境変化と企業コミュニケーション 秋 290

1 春 110

2 秋 110

10523565 新時代のリスクと保険事業 秋 200

10523566 証券アナリスト入門 春 100

10523582 国際会計の実務 秋 50

10523584 現代における会計の役割 秋 200

10523594 営業学入門 秋 330

10523595 メディア・スタートアップ 秋 300

DUET

○１次募集
3月29日(火)

10:00

○２次募集
4月3日(月)

22:00

DUET

○１次募集
3月24日(金)10:00～
3月27日(月)17:00

○２次募集
4月2日(日)10:00～
4月3日(月)17:00

10523523 ファイナンシャル・プランナー応用２

10523524 ファイナンシャル・プランナー実践

10523564 消費者問題

10523521 ファイナンシャル・プランナー基礎

10523522 ファイナンシャル・プランナー応用１

 

他学部専門科目（政策学部） 

 

 
 

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 004

政策トピックス④
「京都世界遺産PBL科目～最新のマー
ケティング手法を活用して文化遺産の
問題を発見し解決する」

多田　　実
通年
集中

2 2～ 20
3月24日(金)10:00

～
3月29日(水)17:00

3月31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。日程はシラバスを確認すること。

今出川 10702627 008
政策トピックス⑧
地方創生メディアプロデュース論Ⅰ

川本　勇
真山　達志

春 2 2～ 25
3月24日(金)10:00

～
3月29日(水)17:00

3月31日
(金)0:00

今出川 10702628 009
政策トピックス⑨
地方創生メディアプロデュース論Ⅱ

川本　勇
真山　達志

秋 2 2～ 25
3月24日(金)10:00

～
3月29日(水)17:00

3月31日
(金)0:00

今出川 10702636 016

政策トピックス⑯
「KRPとめぐる、「京都の仕事」
～イノベーション、社会課題解決、伝
統文化～」
※KRP：京都リサーチパーク

川井　圭司
春

集中
2 1～ 25

3月24日(金)10:00
～

4月3日(月)17:00
4月4日(火)0:00

本科目を登録する場合、春学期の土曜午後に同志社大
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。日程はシラバスを確認すること。

今出川 10702637 017
政策トピックス⑰
トリドール・ＪＡＬとコラボする産学
連携 PBL（問題発見解決型学習）

多田　　実 春 2 2～ 30
3月24日(金)10:00

～
3月29日(水)17:00

3月31日
(金)0:00

本科目は2講時連続（隔週）で行なわれる。日程はシ
ラバスを確認すること。

今出川 10702638 018
政策トピックス⑱
京セラ・小川珈琲とコラボする産学連
携 PBL（問題発見解決型学習）

多田　　実 秋 2 2～ 30
3月24日(金)10:00

～
3月29日(水)17:00

3月31日
(金)0:00

本科目は2講時連続（隔週）で行なわれる。日程はシ
ラバスを確認すること。

DUET DUET
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他学部専門科目（文化情報学部） 

【登録日程】         

1 次募集         

＜受付期間＞   ３月２４日（金）１０：００～２９日（水）１７：００   

＜決定者発表＞  ３月３０日（木）    ０：００      

2 次募集          

＜受付期間＞  ３月３１日（金）  １０：００～４月３日（月）１７：００  

＜決定者発表＞ ４月    ４日（火）   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２4 日（金）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 000 秋 2 河瀬 彰宏 166   

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

10807225 000 音韻論 000 秋 2 田中 雄 58   

10807328 000 社会調査演習 000 秋 2 鄭 躍軍 166 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 000 春 3 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 

10807431 000 ベイズ統計 000 春 3 阿部 真人 58   

10807432 000 機械学習 000 春 3 金 明哲 118   

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

10807525 000 最適化法 000 秋 2 深川 大路 58   

10807532 000 数値解析 000 春 3 深川 大路 46   

10807533 000 数理モデル 000 春 3 阿部 真人 58   

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

10807624 000 情報セキュリティ 000 秋 2 矢内 直人 166   

10807632 000 情報アクセス技術 000 春 3 波多野 賢治 46   

10807633 000 
アルゴリズムとデータ

構造 
000 春 3 深川 大路 46   

10807621 000 情報理論 000 春 2 蒲原 智也 58   

 

 

 
＜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 000 秋 2 河瀬 彰宏 166   

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

10806423 000 社会調査演習 000 秋 2 鄭 躍軍 166 
社会調査法の単位を前の学期までに 

修得済のこと 

10806372 000 認知科学実習 000 春 3 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 

10806531 000 データマイニング 000 春 3 金 明哲 118   

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

10806764 000 数値計算 000 春 3 深川 大路 46   

10806633 000 数理モデル 000 春 3 阿部 真人 58   

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

10806753 000 情報セキュリティ 000 秋 2 矢内 直人 166   

10806725 000 情報アクセス技術 000 春 3 波多野 賢治 46   

10806762 000 アルゴリズムとデータ構造 000 春 3 深川 大路 46   

10806763 000 情報理論 000 春 2 蒲原 智也 58   
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他学部専門科目（文化情報学部） 

【登録日程】         

1 次募集         

＜受付期間＞   ３月２４日（金）１０：００～２９日（水）１７：００   

＜決定者発表＞  ３月３０日（木）    ０：００      

2 次募集          

＜受付期間＞  ３月３１日（金）  １０：００～４月３日（月）１７：００  

＜決定者発表＞ ４月    ４日（火）   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２4 日（金）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 000 秋 2 河瀬 彰宏 166   

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

10807225 000 音韻論 000 秋 2 田中 雄 58   

10807328 000 社会調査演習 000 秋 2 鄭 躍軍 166 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 000 春 3 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 

10807431 000 ベイズ統計 000 春 3 阿部 真人 58   

10807432 000 機械学習 000 春 3 金 明哲 118   

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

10807525 000 最適化法 000 秋 2 深川 大路 58   

10807532 000 数値解析 000 春 3 深川 大路 46   

10807533 000 数理モデル 000 春 3 阿部 真人 58   

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

10807624 000 情報セキュリティ 000 秋 2 矢内 直人 166   

10807632 000 情報アクセス技術 000 春 3 波多野 賢治 46   

10807633 000 
アルゴリズムとデータ

構造 
000 春 3 深川 大路 46   

10807621 000 情報理論 000 春 2 蒲原 智也 58   

 

 

 
＜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 000 秋 2 河瀬 彰宏 166   

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

10806423 000 社会調査演習 000 秋 2 鄭 躍軍 166 
社会調査法の単位を前の学期までに 

修得済のこと 

10806372 000 認知科学実習 000 春 3 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 

10806531 000 データマイニング 000 春 3 金 明哲 118   

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

10806764 000 数値計算 000 春 3 深川 大路 46   

10806633 000 数理モデル 000 春 3 阿部 真人 58   

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

10806753 000 情報セキュリティ 000 秋 2 矢内 直人 166   

10806725 000 情報アクセス技術 000 春 3 波多野 賢治 46   

10806762 000 アルゴリズムとデータ構造 000 春 3 深川 大路 46   

10806763 000 情報理論 000 春 2 蒲原 智也 58   
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他学部専門科目（生命医科学部） 

 
 

＊新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、登録申請方法の変更や開講の取消・変更等の措置を行う可能性がある。 

 
＜先行登録科目＞ 
 

科目ｺｰﾄﾞ ｸﾗｽｺｰﾄﾞ 科目名 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 

 

【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（金）１０：００～４月３日（月）１７：００ 

【結果発表】４月 ４日（火） ０：００ ＤＵＥＴ 

  

 

科目ｺｰﾄﾞ ｸﾗｽｺｰﾄﾞ 科目名 開講期間 配当年次 定員 

11439003 － 微生物学 春 1～ 20 

11439005 － 公衆衛生学 春 1～ 20 

 

【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（火）、４月５日（水）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。 

 

＜先行登録科目 説明会・選考を実施する科目＞ 
 

■特別講義 －Toy Invention Program 1，2－（配当年次：３年次～） 
 

【科目概要】 

カナダの大手玩具メーカーの SPIN MASTER 社による寄付講座として開設する科目。玩具を対象にして企 

画・開発・試作・商品プレゼンテーションを学生自らが主体的に取り組み、主に下記の６項目を学ぶこと 

が出来る。（海外渡航については新型コロナウィルス感染症および対策状況による） 

１.商品企画：玩具の企画を行う。 

２.商品開発：玩具の開発を行う。 

３.マーケティング：企画した玩具のマーケティングプランを作成する。 

４.ものづくり（デザイン・構造設計・電気基盤・量産）：企画した玩具の試作をする。 

５.プレゼンテーション(英語)：SPIN MASTER 社に企画玩具のプレゼンテーションをする。 

６.実践のグローバルビジネス：玩具業界を通じてグローバルビジネスを体験する。 

【履修条件】 

以下 2 科目をセットで登録すること。何れか 1 科目の登録は認められない。 

・特別講義 －Toy Invention Program 1－（2 単位・春学期） 

・特別講義 －Toy Invention Program 2－（2 単位・秋学期） 

【定 員】 

２０名 

 

【登録申請関連】 

１．科目説明会 

◎講義内容以外にも面接や受講における諸注意も説明するので、受講希望者は必ずいずれかの回に参加 

すること。 

日程：【第１回】３月２３日（木）１５：００～ 

【第２回】３月２４日（金）１１：００～ 

方法：Zoom でのオンライン実施。生命医科学部ホームページ「科目登録・履修について」で公開 

するミーティング ID・パスコードを入力し、各回開始時刻の５分前に参加すること。 

２．登録手続 

下表に示した以下３つの手続きを全て満たした者を対象に選考を行い、履修可否を決定する。 

手続内容 受付期間・手続要領 

１．先行登録申請 【期間】3 月 24 日（金）10：00～27 日（月）17：00 

【手続】DUET 上から申請すること 

２．志願票提出 【期間】3 月 24 日（金）～27 日（月）17：00 

【手続】志願票様式を生命医科学部 HP「科目登録・履修について」ページよりダウンロード

し、必要事項を記入の上、大学付与メールアドレスから生命医科学部事務室メール

アドレス宛に送信すること。メールには以下内容を必ず記載すること。 

①メールタイトル：「特別講義（TIP）申請」 

②記 載 事 項：学生 ID、氏名、学部学科 

３．面接 【期間】3 月 29 日（水）13 時 【予備日：30 日（木）】 

【形式】Zoom でのオンライン面接（1 名につき 10～15 分） 

【方法】3 月 28 日に面接スケジュール、ミーティング ID、パスコードを DUET メッセージ 

機能を通じて通知するので、指定された日時に Zoom 参加し、面接を受けること。 

申請者が多い場合は 3 月 30 日にも面接実施する可能性があるので、申請者は、3 月 

29 日、30 日の両日ともに予定を空けておくこと。欠席は認められない。 

 

３．選考結果発表 

４月４日０時に DUET 上で選考結果を発表する。 
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他学部専門科目（生命医科学部） 

 
 

＊新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、登録申請方法の変更や開講の取消・変更等の措置を行う可能性がある。 

 
＜先行登録科目＞ 
 

科目ｺｰﾄﾞ ｸﾗｽｺｰﾄﾞ 科目名 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 

 

【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（金）１０：００～４月３日（月）１７：００ 

【結果発表】４月 ４日（火） ０：００ ＤＵＥＴ 

  

 

科目ｺｰﾄﾞ ｸﾗｽｺｰﾄﾞ 科目名 開講期間 配当年次 定員 

11439003 － 微生物学 春 1～ 20 

11439005 － 公衆衛生学 春 1～ 20 

 

【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（火）、４月５日（水）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。 

 

＜先行登録科目 説明会・選考を実施する科目＞ 
 

■特別講義 －Toy Invention Program 1，2－（配当年次：３年次～） 
 

【科目概要】 

カナダの大手玩具メーカーの SPIN MASTER 社による寄付講座として開設する科目。玩具を対象にして企 

画・開発・試作・商品プレゼンテーションを学生自らが主体的に取り組み、主に下記の６項目を学ぶこと 

が出来る。（海外渡航については新型コロナウィルス感染症および対策状況による） 

１.商品企画：玩具の企画を行う。 

２.商品開発：玩具の開発を行う。 

３.マーケティング：企画した玩具のマーケティングプランを作成する。 

４.ものづくり（デザイン・構造設計・電気基盤・量産）：企画した玩具の試作をする。 

５.プレゼンテーション(英語)：SPIN MASTER 社に企画玩具のプレゼンテーションをする。 

６.実践のグローバルビジネス：玩具業界を通じてグローバルビジネスを体験する。 

【履修条件】 

以下 2 科目をセットで登録すること。何れか 1 科目の登録は認められない。 

・特別講義 －Toy Invention Program 1－（2 単位・春学期） 

・特別講義 －Toy Invention Program 2－（2 単位・秋学期） 

【定 員】 

２０名 

 

【登録申請関連】 

１．科目説明会 

◎講義内容以外にも面接や受講における諸注意も説明するので、受講希望者は必ずいずれかの回に参加 

すること。 

日程：【第１回】３月２３日（木）１５：００～ 

【第２回】３月２４日（金）１１：００～ 

方法：Zoom でのオンライン実施。生命医科学部ホームページ「科目登録・履修について」で公開 

するミーティング ID・パスコードを入力し、各回開始時刻の５分前に参加すること。 

２．登録手続 

下表に示した以下３つの手続きを全て満たした者を対象に選考を行い、履修可否を決定する。 

手続内容 受付期間・手続要領 

１．先行登録申請 【期間】3 月 24 日（金）10：00～27 日（月）17：00 

【手続】DUET 上から申請すること 

２．志願票提出 【期間】3 月 24 日（金）～27 日（月）17：00 

【手続】志願票様式を生命医科学部 HP「科目登録・履修について」ページよりダウンロード

し、必要事項を記入の上、大学付与メールアドレスから生命医科学部事務室メール

アドレス宛に送信すること。メールには以下内容を必ず記載すること。 

①メールタイトル：「特別講義（TIP）申請」 

②記 載 事 項：学生 ID、氏名、学部学科 

３．面接 【期間】3 月 29 日（水）13 時 【予備日：30 日（木）】 

【形式】Zoom でのオンライン面接（1 名につき 10～15 分） 

【方法】3 月 28 日に面接スケジュール、ミーティング ID、パスコードを DUET メッセージ 

機能を通じて通知するので、指定された日時に Zoom 参加し、面接を受けること。 

申請者が多い場合は 3 月 30 日にも面接実施する可能性があるので、申請者は、3 月 

29 日、30 日の両日ともに予定を空けておくこと。欠席は認められない。 

 

３．選考結果発表 

４月４日０時に DUET 上で選考結果を発表する。 
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他学部専門科目（スポーツ健康科学部） 

 

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 
備考 

11502022 

障がい者スポーツ論（応用） 001 秋 河西 35 

2～ 
3 次募集として受付 

障がい者スポーツ論（応用） 002 秋 河西 35 

障がい者スポーツ論（応用） 003 秋 河西 35 

11502056 障がい者スポーツ指導論  春 河西 30 3～ 

11503115 

スポーツ方法実習（ゴルフ） 001 春 菅生 20 

1～ 

4 次募集として受付 

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 秋 菅生 20 

スポーツ方法実習（ゴルフ） 005 秋 菅生 20 

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

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 

若原 

土屋 

50 2～ 

11503215 スポーツ指導法実習（ゴルフ）  秋 竹田 20 2～ 3 次募集として受付 

 

２．登録受付・発表 

受付期間：4 月 2 日（日）10：00～4 月 3 日（月）15：00 

発表日時：4 月 4 日（火）0：00 

手続方法：学修支援システム DUET による受付・発表 

※ スポーツ健康科学部生の登録後、定員に余裕の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 

・ 開講校地は京田辺校地です。集中講義の実施場所はシラバスを参照してください。 

・ スポーツ指導法実習（ゴルフ）は、スポーツ方法実習（ゴルフ）を履修済であることが履

修条件となっています。スポーツ方法実習（ゴルフ）を未履修の学生が履修する場合は、

春学期開講のスポーツ方法実習（ゴルフ）に当選し、合格する必要があります。 

・ 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、2020 年度以前生（4 年次生）は登録できません。 

 

 
 

『大学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』 
 

【注意】 

 登録できるのは３年次生からで、卒業必要単位に算入されるのは他学部設置科目とあわせて１２単位までである。 

 秋学期の出願手続き等については、経済学部ホームページで確認すること。（9月初旬頃に情報公開予定） 

 

○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 

必要な手続き 

1. 「単位互換・京カレッジポータルサイト」にて出願登録、「出願票」を作成 

2. ＤＵＥＴにて本学の「大学コンソーシアム京都単位互換科目」を登録 

3. 印刷した「出願票」を今出川キャンパス教務センター経済学部の窓口に提出 

 

 「出願票」は大学コンソーシアム京都のＨＰから「単位互換・京カレッジポータルサイト」を利用して各自で必要事項を

入力して作成します。 

 「単位互換・京カレッジポータルサイト」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」→「単位互換制度案内サイト」→「出願方法について」）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「単位互換・京カレッジポータルサイト」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 「単位互換・京カレッジポータルサイト」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（木）17時までに 

今出川キャンパス教務センター（経済学部）へ提出する。出願者控えは各自で保管。 

 「単位互換・京カレッジポータルサイト」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。 

 「単位互換・京カレッジポータルサイト」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

（木）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「単位互換・京カレッジポータルサイト」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。 

 ＤＵＥＴでの科目登録の際は、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、4/14（金）午前 5 時以降に「単位互換・京カレッジポータルサイト」に登録したＥメ

ールアドレス宛に自動送信されます。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「単位互換・京カレ

ッジポータルサイト」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の履修登録（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。 
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他学部専門科目（スポーツ健康科学部） 

 

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 
備考 

11502022 

障がい者スポーツ論（応用） 001 秋 河西 35 

2～ 
3 次募集として受付 

障がい者スポーツ論（応用） 002 秋 河西 35 

障がい者スポーツ論（応用） 003 秋 河西 35 

11502056 障がい者スポーツ指導論  春 河西 30 3～ 

11503115 

スポーツ方法実習（ゴルフ） 001 春 菅生 20 

1～ 

4 次募集として受付 

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 秋 菅生 20 

スポーツ方法実習（ゴルフ） 005 秋 菅生 20 

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

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 

若原 

土屋 

50 2～ 

11503215 スポーツ指導法実習（ゴルフ）  秋 竹田 20 2～ 3 次募集として受付 

 

２．登録受付・発表 

受付期間：4 月 2 日（日）10：00～4 月 3 日（月）15：00 

発表日時：4 月 4 日（火）0：00 

手続方法：学修支援システム DUET による受付・発表 

※ スポーツ健康科学部生の登録後、定員に余裕の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 

・ 開講校地は京田辺校地です。集中講義の実施場所はシラバスを参照してください。 

・ スポーツ指導法実習（ゴルフ）は、スポーツ方法実習（ゴルフ）を履修済であることが履

修条件となっています。スポーツ方法実習（ゴルフ）を未履修の学生が履修する場合は、

春学期開講のスポーツ方法実習（ゴルフ）に当選し、合格する必要があります。 

・ 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、2020 年度以前生（4 年次生）は登録できません。 

 

 
 

『大学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』 
 

【注意】 

 登録できるのは３年次生からで、卒業必要単位に算入されるのは他学部設置科目とあわせて１２単位までである。 

 秋学期の出願手続き等については、経済学部ホームページで確認すること。（9月初旬頃に情報公開予定） 

 

○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 

必要な手続き 

1. 「単位互換・京カレッジポータルサイト」にて出願登録、「出願票」を作成 

2. ＤＵＥＴにて本学の「大学コンソーシアム京都単位互換科目」を登録 

3. 印刷した「出願票」を今出川キャンパス教務センター経済学部の窓口に提出 

 

 「出願票」は大学コンソーシアム京都のＨＰから「単位互換・京カレッジポータルサイト」を利用して各自で必要事項を

入力して作成します。 

 「単位互換・京カレッジポータルサイト」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」→「単位互換制度案内サイト」→「出願方法について」）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「単位互換・京カレッジポータルサイト」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 「単位互換・京カレッジポータルサイト」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（木）17時までに 

今出川キャンパス教務センター（経済学部）へ提出する。出願者控えは各自で保管。 

 「単位互換・京カレッジポータルサイト」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。 

 「単位互換・京カレッジポータルサイト」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

（木）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「単位互換・京カレッジポータルサイト」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。 

 ＤＵＥＴでの科目登録の際は、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、4/14（金）午前 5 時以降に「単位互換・京カレッジポータルサイト」に登録したＥメ

ールアドレス宛に自動送信されます。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「単位互換・京カレ

ッジポータルサイト」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の履修登録（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。 
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○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。 

 

○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「単位互換・京カレッジポータルサイト」システムを用いてメール

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。 

 
 

 

○同志社女子大学単位互換科目の出願について 

「同志社女子大学単位互換科目履修ガイド」を熟読の上、所定の手続きを取ること。 

https://www.doshisha.ac.jp/students/curriculum/credit_transfer.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

各科目の出願票提出期限、科目登録時の注意事項等は以下の表を参照すること。 

出願票提出 

締切 

４月６日（木）１７：００【時間厳守】 

 

※京都教育大学提供の免許関係科目の一部を本学の「教職に関する科目」に読み替えることが

できる。読み替える必要がある場合は出願票を３月３１日(金)までに免許資格課程センター事

務室（今出川キャンパス教務センター内）または、京田辺キャンパス教務センター免許資格窓

口に提出すること。詳細は今出川キャンパス教務センター（経済学部）で確認すること。なお

読み替える必要がない場合の締切は一般の科目と同じである。 

科 目 登 録 

出願票提出時に、ＤＵＥＴにて科目登録をする 

※科目登録の際は、希望する単位互換の機関、単位数によりコードが異なるので、 

 確認の上、間違いのないように入力すること 

大学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 

16600201（1 単位科目） 

16600202（2 単位科目） 

16600204（4 単位科目） 

10405881（1 単位科目） 

10405882（2 単位科目） 

10405884（4 単位科目） 

選        考 科目開設大学にて選考実施 → 結果通知 

選考結果発表 

同志社女子大学科目：４月14日（金）以降の予定  大学付与のメール 

コンソーシアム科目：４月 14 日（金）予定  

『単位互換・京カレッジポータルサイト』登録のメールアドレス 

許  可：登録確定 

不許可：履修できない。春学期に代わりの科目の追加登録はできない。代わりの科目の追加登

録を希望する場合は、秋学期登録変更受付期間に行うこと。 

※受講に 

ついて 
登録確定時期が遅いため、結果発表まで「仮受講」が認められる。 

 

 

 

必要な手続き 

1. Microsoft Forms から出願 

（出願受付方法は変更される可能性があるため、最新情報は上記 URLから確認すること。） 

2. ＤＵＥＴにて本学の「同志社女子大学単位互換科目」を登録 

‒ 188 ‒



 
 

 

○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 
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