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2020年度用 

単位互換科目受講の手引き 
 

＜千代田区キャンパスコンソとは＞ 

千代田区キャンパスコンソは、千代田区内の徒歩圏にキャンパスを

有する大妻女子大学・大妻女子大学短期大学部、共立女子大学・共

立女子短期大学、東京家政学院大学、二松学舎大学、法政大学に

より、２０１８年４月１日に設立されたコンソーシアムです。千代田区

（関係団体等を含む。）、地域産業界等が、近接の立地等を生かした

連携を図ることにより、学生の学びや社会の人材養成に対する要請

など多様なニーズに適切に対応することを目的としています。  

＜相談窓口＞ 

単位互換科目の受講について不明点がある場合は、受入大学ではなく、所属大学の担当窓口

へお問合せください。 

＜担当窓口一覧＞ 

大妻女子大学・短期大学部：教育支援センター教育支援グループ 

共立女子大学・短期大学：教務課 

東京家政学院大学：学務千代田三番町グループ 

二松学舎大学：教学事務部教務課 

法政大学：総長室付教学企画室 

  

千代田区キャンパスコンソ 

（千代田区内近接大学の高等教育連携強化コンソーシアム） 
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【個人情報の取り扱いについて】 

 出願時に提供された個人情報は、単位互換科目の受講以外の目的では利用し

ません。 
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１ 単位互換制度について 

 

単位互換制度とは、協定を締結した大学・短期大学に所属する学生が他大学・短期大学の

授業を受講して修得した単位を、その学生が所属する大学・短期大学の単位として認定す

る制度です。千代田区キャンパスコンソでは、各大学・短期大学の特色ある授業科目の相

互開放によって、学生の交流ならびに多様な学びの場を提供します。なお、受入大学での

身分（名称）は大学により異なります。 

 

２ 出願資格 

 

大妻女子大学 大学の正規学生（科目等履修生、外国人留学生等を除く） 

大妻女子大学短期大学部 短期大学の正規学生（科目等履修生、外国人留学生等を除く） 

共立女子大学 大学の正規学生 

共立女子短期大学 短期大学の正規学生 

東京家政学院大学 大学の正規学生 

二松学舎大学 大学の学部正規生（交換留学生を除く） 

法政大学 学部学生（通信教育部生、特別学生は含まない） 

※出願できる学部・学年、履修可能科目、認定単位数等は所属大学（学部・学科を含む）

により異なります。詳細は所属大学の担当窓口で確認してください。 

 

３ 出願から単位認定までの流れ 

 

書類の提出や通知等は、すべて所属大学を通して行なわれます。 

 

① 受講したい科目を選ぶ 

 

・単位互換科目一覧の中からシラバスを確認し受講したい科目を選ぶ。 

・受講条件を確認する（科目ごとに条件が異なる場合がある）。 

・受講したい科目が、所属大学でどのように単位認定されるか、所属大学で確認

する。 

 

② 出願する 

  

    ・ＱＲコードからウェブサイトにアクセスし、出願に必

要な情報をアンケートフォームに入力し送信する。 

    ・送信後、所属大学の窓口へ行き、手続きを行う。 

 

注意：アンケートフォーム入力のみでは、出願は完了しません。 
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③ 受講許可通知（学生証等）を受領する 

 

    ・受入大学にて受講許可証（学生証等）を受領する。 

    ※定員超過等により受講できない場合があります。この場合、所属大学を通して

通知されます。 

 

    注意：受講許可通知を受け取る前に授業が開始する場合があります。

その場合は、通知を受け取る前であっても初回の授業から出席し

てください（仮受講）。また、仮受講の際は出願書のコピーを必

ず持参しておいてください。仮受講については所属大学に確認し

てください。 

 

④ 授業を受講する 

 

 

    ・授業実施教室や試験日等を、シラバス又は受入大学の窓口等で確認する。 

 

 

⑤ 成績の内容と単位認定の結果を確認する 

 

・通知される成績の内容と単位認定の結果を確認する。 

 

４ 出願期間について 

 

前期・春学期出願期間等 

大学名 出願期間 受講可否通知（予定） 

大妻女子大学 

2020年 3月 16日（月） 

～ 

3月 27日（金） 

4月下旬 

大妻女子大学短期大学部 4月下旬 

共立女子大学 4月中旬 

共立女子短期大学 4月中旬 

東京家政学院大学 4月下旬 

二松学舎大学 4月下旬 

法政大学 5月下旬 

 

後期・秋学期出願期間等 

大学名 出願期間 受講可否通知（予定） 

大妻女子大学 

2020年 7月 6日（月） 

～ 

7月 17日（金） 

10月上旬 

大妻女子大学短期大学部 10月上旬 

共立女子大学 9月中旬 

共立女子短期大学 9月中旬 

東京家政学院大学 9月中旬 

二松学舎大学 9月下旬 

法政大学 10月上旬 

 

■出願場所：所属大学の担当窓口 
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５ 授業日程及び授業時間割について 

 

各大学（学部）の時間割（２０２０年度版） 

時限 
大妻女子大学 

大妻女子大学短期

大学部 

共立女子大学 

共立女子短期大学 
東京家政学院大学 二松学舎大学 法政大学* 

1 09：00-10：30 09：00-10：30 09：00-10：30 09：00-10：30 8：50-10：30 

2 10：40-12：10 10：50-12：20 10：40-12：10 10：50-12：20 10：40-12：20 

3 13：00-14：30 13：20-14：50 13：00-14：30 13：00-14：30 13：00-14：40 

4 14：40-16：10 15：10-16：40 14：40-16：10 14：50-16：20 15：00-16：40 

5 16：20-17：50 17：00-18：30 16：20-17：50 16：40-18：10 16：50-18：30 

6 18：00-19：30 - 18：00-19：30 18：20-19：50 18：35-20：15 

7 - - - - 20：20-22：00 

 

各大学の学年暦（２０２０年度版） 

時限 
大妻女子大学 

大妻女子大学 

短期大学部 

共立女子大学 

共立女子短期大学 
東京家政学院大学 二松学舎大学 法政大学* 

前期 

春学期 

授業開始 
4/9 4/9 4/8 4/6 4/7 

授業終了 7/22 7/22 7/22 7/18 7/17 

前期 

春学期 

試験期間 

9/1～9/4 7/16～7/23 7/16～22 7/6～7/23 7/18～7/28 

夏季休業 7/23～9/26 7/30～9/20 7/25～9/20 7/24～9/13 7/29～9/17 

後期 

秋学期 

授業開始 
9/28 9/21 9/23 9/14 9/18 

冬季休業 12/28～1/7 12/23～1/7 12/26～1/5 12/24～1/8 12/25～1/7 

授業終了 1/30 2/1 1/25 1/23 1/20 

後期 

秋学期 

試験期間 
2/3～2/6 1/26～2/3 1/27～2/2 12/17～1/30 1/21～2/2 

※集中授業等（ｵｰﾀﾑｾｯｼｮﾝ・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｾｯｼｮﾝなどを含む）については、別途案内します。 
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６ 授業料について 

 

・ 授業料等は不要です。 

・ ただし、実験実習料、教材費等が必要となる科目があります。 

 

７ 授業・試験について 

 

・ 休講、補講等に関する通知は、受入大学が、通常その学生に対する方法により行いま

す。各自の責任において確認してください。ストライキ、事故、災害等に伴う授業の

取り扱いは、受入大学の定めるところによります。 

・ 試験は、受入大学の定める方法により行います。試験の日程等に関する通知は、受入

大学が通常その学生に対する方法により行います。 

・ 単位互換科目と所属大学の試験が重なった場合は、単位互換科目が優先されます。所

属大学の試験の扱いについては、所属大学の窓口で相談してください。 

 

８ 成績評価と単位認定について 

 

・ 他大学で履修した科目の成績評価の内容は、所属大学を通して通知されます。 

・ 他大学で履修した科目の単位は、所属大学（学部等）の定めるところにより認定され

ます。認定方法は、所属大学（学部等）で確認してください。 

・ 受入大学では成績証明書の発行は行いません。 

 

９ 履修にあたっての注意事項 

 

・ 定員が設定されている科目に定員を超える申し込みがあった場合は、選考により受講

者を決定します。 

・ 受講したい科目を決める際は、所属大学と受入大学両方の時間割、移動時間を十分考

慮しましょう。 

・ 集中講義の場合は、所属大学の学年暦（休暇期間）を確認しましょう。 

・ 単位互換科目は、所属大学が定める履修登録単位数の上限（キャップ）に含まれま

す。 

・ 原則として、授業を途中放棄することはできません。やむをえない事情により、受講

を取りやめる場合は、すみやかに所属大学に連絡してください。 

・ 施設の利用については、受入大学の定めるところに従ってください。 

・ 所属大学において、身分異動（休学、退学、除籍等）や懲戒処分を受けた場合、また

受入大学の学則等に反した（定期試験における不正行為、出欠確認における不正行

為、受入大学に迷惑をかける行為等）場合、履修の取り消し・中止を命ずることがあ

ります。 

・ 通学証明書等は発行しません。 

 

１０ 単位互換科目一覧   ※別紙参照。 


