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履修の手引き 2015年度生用 

＜文学部・人間発達学部・現代ビジネス学部 版＞ 

 

頁 事項１ 事項２ 訂正内容 

7 Ⅰ学生番号と学生証 
現代ビジネス学部経営学科の学

生番号 

正：５０１１ 

誤：５０１０ 

11 ハ）情報処理技術関係資格の一覧 
情報検定 

情報活用試験 2級の旧名称 

正：情報処理活用能力検定３級 

誤：情報処理活用能力検定２級 

12 (4)インターンシップの単位認定 説明文の追記 【文章Ａ】を追加 

14 Ⅳ 修学指導について 制度説明文の変更 
2016年度実施の修学指導から 

【文章Ｂ】のとおり訂正 

18 Ⅴ 欠席 説明文の追記、修正 【文章Ｃ】のとおり訂正 

19 
Ⅷ 試験に関する注意事項につい

て 

不正行為を疑われる行為の一例

を追加 
末尾に【文章Ｄ】を追加 

20 Ⅰ 成績評価 制度説明文の訂正 【文章Ｅ】の内容に変更 

20 

21 
Ⅱ 履修辞退 制度説明文の訂正 【文章Ｆ】の内容に変更 

32 
（3）基礎教育科目群のカリ 

キュラム表 
学部学科名称 

① 「現代マ」（学科表記）を「経営」に

修正 

② 「救急」については、都市環境デザ

イン学科下へ移行 

69 書道コース カリキュラム表 
専門教育科目群  

選択必修 

削除：重複している〔区分 3〕の囲いのう

ち、下段部分の囲いのみ削除 

92 
歴史学科 現代史コース 

カリキュラム表 

教養教育科目群・キャリア教育科

目群 選択必修 

「キャリア開発演習Ⅱ」配当回生 

正：2～ 

誤：3～ 

102 

110 

118 

歴史遺産学科各コース 

カリキュラム表 

教養教育科目群・キャリア教育科

目群 選択必修 

追加： 

博物館実習Ⅰ  1  3～ 

博物館実習Ⅱ  1  3～ 

    

正 誤 表 
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頁 事項１ 事項２ 訂正内容 

154 
英語コミュニケーション学科 

カリキュラム表 

教養教育科目群・キャリア教育科

目群 選択必修 

「キャリア開発演習Ⅱ」配当回生 

正：2～ 

誤：3～ 

161 経営学科で目指す資格一覧  【表Ａ】に差替 

169 経営学科カリキュラム表 区分の名称  

「科目区分の名称」を以下のとおり修正  

・誤 区分１   → 正 専門教育科目群  

・誤 (記載なし) → 正 専門関連科目群 

169 経営学科カリキュラム表 
専門分野 選択必修科目 

【専門教育科目群】に追加 
【表Ｂ】を追加 

180 

都市環境デザイン学科 

都市デザイン学系 

カリキュラム表 

教養教育科目群・キャリア教育科

目群 

正：キャリア開発演習Ⅳ 

誤：キャリア開発演習Ⅴ 

181 

都市環境デザイン学科 

都市デザイン学系 

カリキュラム表 

科目の配当回生の修正 

日本美術史Ⅰ 正：1～ 誤：2～ 

日本美術史Ⅱ 正：1～ 誤：2～ 

東洋美術史 正：1～ 誤：2～ 

西洋美術史 正：1～ 誤：2～ 

文化財行政論 正：1～ 誤：2～ 

世界遺産論 正：1～ 誤：2～ 

美術工芸史研究Ⅰ 正：2～ 誤：3～ 

美術工芸史研究Ⅱ 正：2～ 誤：3～ 

建築遺産研究Ⅰ 正：2～ 誤：3～ 

歴史遺産研究Ⅰ 正：2～ 誤：3～ 

歴史遺産研究Ⅱ 正：2～ 誤：3～ 

美術工芸史研究Ⅱ 正：2～ 誤：3～ 

197 教職課程 
教育職員免許法施行規則第 66 条

の 6関係 

経営学科のみ「スポーツコースⅠ」と「ス

ポーツコースⅡ」のいずれか 1 科目選択

必修 

209 教職課程 

教科に関する科目（表 5） 

教科：英語＜人間発達学部 英語

コミュニケーション学科＞ 

正：多文化理解プログラム講座Ⅰ（1） 

多文化理解プログラム講座Ⅱ（1） 

 

誤：多文化理解プログラム講座Ⅰ（2） 

多文化理解プログラム講座Ⅱ（2） 
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頁 事項１ 事項２ 訂正内容 

211 
教科：地理歴史 

〈文学部 歴史学科〉 

施行規則に定める科目区分 

外国史 

正：「東洋史概説Ⅱ」と「西洋史概説Ⅱ」

を含めて６単位選択必修 

誤：６単位選択必修 

 

この項目の正誤は誤りであったため、 

削除しました。（手引きに掲載の通り） 

212 
教科：地理歴史 

〈文学部 歴史遺産学科〉 

施行規則に定める科目区分 

外国史 

正：「東洋史概説Ⅱ」と「西洋史概説Ⅱ」

を含めて 4 単位選択必修 

誤：4 単位選択必修 

 

この項目の正誤は誤りであったため、 

削除しました。（手引きに掲載の通り） 
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【文章Ａ】 

（５）インターンシップの単位認定【2017年度実施分から適用】 

 在学中に「本学主催のインターンシップ・プログラム」または「大学コンソーシアム京都主催の

インターンシップ・プログラム」を修了した場合、本学における授業科目により修得した単位とし

て認定が可能です。単位が認定されると、成績通知書、成績証明書には「Ｎ」と表示されます。 

 単位認定を希望する者は、所定の手続きを行ってください。 

・認定の範囲 本学主催 インターンシップ・プログラム、大学コンソーシアム京都主催 インター

ンシップ・プログラム 

※ ただし、両方のプログラムの単位認定を申請することはできません。 

・認定の条件 インターンシップ・プログラム修了認定を受けた者であること。 

       所定の手続きにもとづき、認定申請を行った者であること。 

・認定の方法 

 下表のとおり 

・申請方法 提出書類  単位認定申請書（所定様式） 

            インターンシップ・プログラム修了証（写し） 

提出期限  11 月中旬（インターンシップ・プログラム実施前ガイダンスにて指定し

ます。） 

      提 出 先  キャリアセンター 

 

◆ 文学部・人間発達学部・現代ビジネス学部都市環境デザイン学科救急救命学系 

プログラム 単位数 分野 認定科目 

① 本学主催インターンシップ 

(民間企業等) ２ キャリア教育科目群 キャリア開発演習Ⅱ 

(図書館司書) ２ キャリア教育科目群 インターンシップＢ 

(行政) ２ キャリア教育科目群 インターンシップＣ 

(ＮＧＯ・ＮＰＯ) ２ キャリア教育科目群 インターンシップＤ 

② 大学コンソーシアム京都インターンシップ ２ キャリア教育科目群 キャリア開発演習Ⅱ 

 

◆ 現代ビジネス学部（都市環境デザイン学科救急救命学系を除く) 

プログラム 単位数 分野 認定科目 

① 本学主催インターンシップ 

(民間企業等) ２ キャリア教育科目群 

キャリア開発演習Ⅱ 

または現代ビジネス

演習Ⅰ～Ⅳ 

(図書館司書) ２ キャリア教育科目群 インターンシップＢ 

(行政) ２ キャリア教育科目群 インターンシップＣ 

(ＮＧＯ・ＮＰＯ) ２ キャリア教育科目群 インターンシップＤ 

② 大学コンソーシアム京都インターンシップ 

２ 

 

 

キャリア教育科目群 

キャリア開発演習Ⅱ 

または現代ビジネス

演習Ⅰ～Ⅳ 
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【文章Ｂ】 

 本学では、クラスアドバイザー等から日常的に面談などにより修学指導を実施しています。 

(１) 出席状況等による修学指導 

 授業への出席状況により以下の修学指導を実施します。 

ア １回生前期(4週終了時点) 

 新入生セミナーの参加状況等から判断される支援対象者 

① クラスアドバイザーおよび学務課担当者による面談などの修学支援 

イ １回生前期(7週終了時点) 

 アに該当しない学生のうち、7週目までの出席率が 60%を下回る学生 

① クラスアドバイザーによる面談などの修学指導 

ウ １回生後期 

 各期第 7週目終了時点での出席率が 60%を下回る学生 

① クラスアドバイザーによる面談などの修学指導 

エ ２回生時 

 各期第 7週目終了時点での出席率が 60%未満かつ直前期の GPAが 2.0未満の学生 

① クラスアドバイザーによる面談などの修学指導 

オ ３回生時 

 各期第 7週目終了時点での出席率が 34%未満の学生 

① クラスアドバイザーによる面談などの修学指導 

(２) 単位の修得状況による修学指導 

 単位の修得状況により、以下の修学指導を実施します。 

ア １回生前期終了時 

 当該期の修得単位が 15単位未満(または当該期の GPA1.0未満)の学生 

① クラスアドバイザーによる面談などの修学指導 

② 父母宛指導依頼書の発行（学科主任名) 

イ １回生後期終了時 

 当該期の修得単位が 15単位未満(または当該期の GPA1.0未満)の学生 

① クラスアドバイザーによる面談などの修学指導 

② 父母宛指導依頼書の発行（学科主任名) 

ウ ２回生前期終了時 

 当該期の修得単位が 15単位未満(または当該期の GPA1.0未満)の学生 

① クラスアドバイザーによる面談などの修学指導 

② 父母宛指導依頼書の発行（学科主任名) 

エ ２回生後期終了時 

 当該期の修得単位が 15単位未満(または当該期の GPA1.0未満)の学生 

① クラスアドバイザーによる面談などの修学指導 

② 父母宛指導依頼書の発行（学科主任名) 

オ ４回生前期 

 受講登録後の卒業見込み判定における、判定が不可の学生 

① クラスアドバイザーによる面談などの修学指導 
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カ ４回生後期 

 前期成績確定後の卒業見込み判定における、判定が不可の学生 

① クラスアドバイザーによる面談などの修学指導 

(３) その他 

・ これらの修学指導は、教務委員会や学生部委員会で審議し特別な事情がある場合を除いて、各学科において実施

します。 

・ 学科により、この修学指導と学科別の履修条件を組み合わせることもあります。 

・ 学科により、上記の修学指導の基準以外で、学力・修学態度等により必要と判断された場合には、修学指導が実

施される場合があります。 

 

【文章Ｃ】 

 本学では、単位制度の考え方に基づき、授業はすべて受けることを前提とし、欠席した分の学修は自分で進めることを

基本としています。やむを得ず授業を欠席する(した)場合は、自分の意志でその理由等について「欠席連絡票」を用いて

担当教員に報告し、指導を受けてください。 

※ 欠席の取り扱いは科目によって異なります。 

※ わずかな欠席でも単位修得が認められない科目もあります(シラバス参照)。 

※ 「欠席連絡票」は、事由の発生前または発生後すみやかに担当教員へ申告してください。 

 

【文章Ｄ】 

試験の受験にあたっては、不正行為はもちろんのこと、不正行為と誤解を招く行為についても十分注意してください。 

不正行為を疑われる行為の一例 

・ 持ち込みを許可されていないものを机上に置く。 

・ 机上や衣服、身体等に書き込みをする。 

・ 試験中に携帯電話（スマートフォン）を扱う。 

・ 試験中に私語をしたり、物品の貸し借りをしたりする。 

・ 試験中に携帯電話（スマートフォン）や答案用紙を試験教室外に持ち出す。 

・ 他人の答案を覗き見るような、不審な行動をとる。 

・ 試験終了後から答案回収までの間に、筆記用具を持つ。また、答案の見せ合いや交換をする。 

・ 試験監督の指示に従わない。 

 

【文章Ｅ】 

（１）成績は、点数により評価する科目と、合否のみで判定し合格すれば単位が認められる科目の２種類の評価方法 

があります。評点は 100 点満点で、60 点以上が合格で単位が認められます。59 点以下の科目は不合格であり単位は認め 

られません。 

 なお、成績評価の基準は「試験・レポート＊1」「小テスト＊2」「授業中課題＊3」「授業中発表等」「参加度」などがあ

ります。それ 

ぞれの科目における成績評価の基準は、シラバスに記載されていますので参考にしてください。 

 ＊1「試験・レポート」・・・授業のまとめとして実施するテスト・レポート 

 ＊2「小テスト」・・・授業中、適宜実施される小テストなど 

 ＊3「授業中課題」・・・授業中、担当者の指示により提出を求められる課題、小レポート、コミュニケーションペー
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パーなど 

【文章Ｆ】 

Ⅱ 履修辞退 

履修の途中で、履修を継続できない特別の理由が生じた場合、下記の条件で履修辞退を認めることがあります。許可さ

れた場合は、受講登録科目は、「履修辞退」扱いとなり、「成績通知書」には「W」と表示されます。「履修辞退」 科目は、

G.P.A.の計算対象外となります。履修辞退が許可された場合、辞退した科目の単位数に相当する分の科目を受講登録訂正

期間に追加登録することができます。「履修辞退」の申請要領は、下記のとおりです。 

（１）申請理由  以下の理由により、受講が困難となる場合を原則とします。 

①病気・事故による入院または加療 

②日時を指定された通院 

③実習・介護等体験・インターンシップ（*）と集中講義との日程重複 

*公募型インターンシップにより履修辞退を希望する場合は「理由書」の提出が必要です。 

（２）申請期間  各セメスター、学年暦上の授業終了日まで（土曜集中科目を含む） 

※ 集中講義（夏期集中、秋期集中、冬期集中、春期集中）については、各集中講義期間の最終 日

まで申請を受け付けます。 

※ 具体的な日程については、セメスター毎に掲示にて通知します。 

※ 土・日・祝日は受け付けません。 

 

（３）受付時間  教務部窓口時間（２８３ページ参照） 

（４）提出先   学務各課 

（５）申請書類   

①所定の申請書（学務ゾーン） 

②学生時間割表 

③病気等が辞退理由の場合は診断書 

④公募型インターンシップの場合は「理由書」（様式自由。そのインターンシップに参加したい理由、その日

程でなければならない理由を記載すること。） 

※ 辞退理由を証明する書類の添付が必要です。 
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【表Ａ】 

経営学科でめざす資格一覧 

前記のラーニングコース別科目と合わせ、以下の資格取得を推奨しています。是非チャレンジしてください。 

学科・コース名 めざす資格および試験対策講座 

企業経営コース ビジネス能力検定（B検）3級・2級、日商簿記 3・2級、 

ファイナンシャル・プランニング技能士 3級、宅地建物取引者主任者 

情報ビジネスコース ビジネス能力検定（B検）3級・2級、日商簿記 3・2級、ITパスポート、 

情報セキュリティマネジメント、基本情報技術者 

金融コース ビジネス能力検定（B検）3級・2級、日商簿記 3・2級、 

ファイナンシャル・プランニング技能士 3級、宅地建物取引者主任者、 

初級地域公共政策士、グローカルプロジェクトマネージャー 

公共経営コース ビジネス能力検定（B検）3級・2級、日商簿記 3・2級、公務員試験対策講座 

医療経営コース ビジネス能力検定（B検）3級・2級、日商簿記 3・2級、 

医療事務技能審査試験（メディカルクラーク）、診療情報管理士 

グローバルビジネスコース ビジネス能力検定（B検）3級・2級、日商簿記 3・2級、 

ファイナンシャル・プランニング技能士 3級・2級 

次ページからの表は、各学科・コース別に、専門教育科目の獲得目標を一覧化したものです。その後のページに続く、

学科・コースのカリキュラム表と併せ、受講登録はもちろん、4年間でどのような学力を身につけ卒業に向かうのか、計

画を立てる際に参考にしてください。 

 

【表Ｂ】 

情報ビジネス入門 2 1～ 

情報ビジネス論 2 1～ 

情報処理基礎実習 2 1～ 

コンピュータ論 2 2～ 

ネットワーク論 2 2～ 

情報数学 2 2～ 

産業論Ⅲ 2 2～ 

ビジネス英語 2 2～ 

データベース論 2 2～ 

プログラミング論 2 2～ 

地域経済論 2 3～ 

中小企業論 2 3～ 

情報セキュリティ論 2 3～ 

プログラミング実習 2 3～ 

地域金融論 2 3～ 

グローバル金融論 2 3～ 

ものづくり経営論 2 3～ 

ベンチャー起業論 2 3～ 
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デジタルデザイン演習 2 3～ 

デジタルコンテンツ演習 2 3～ 

グローバル経営論 2 3～ 

国際貿易論 2 3～ 


