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第Ⅰ部履修概要（全学共通編）

１．入学から卒業までの仕組み

修業年限 　学部の修業年限は４年とする。学生は、原則として修業年限として定められている
期間と同じ期間以上を在学しないと卒業することができない。ただし、休学中、停学
中の「在学」は、修業年限には通算されない。

在学年限 　学生は８年を超えて在学することができない。
　編入学、転入学及び再入学した学生は、その者の在学すべき年数の２倍に相当
する年数を超えて在学することはできない。（例えば、３年次に入学した場合は、在
学すべき年数は２年であるから、４年を超えて在学することはできない。）なお、休
学・停学中であっても、その休学・停学期間は在学年限に算入される。

単位制 　単位制とは、授業科目ごとに単位数を定め、その一定数の単位の修得をもって卒
業（学士の学位取得）の要件とする制度である。単位制度のもとでは、履修年次と無
関係に単位を修得できる。本学では、この単位制の原則を取りながらも標準履修課
程を示し、これに沿って履修すれば学習効果が上がるように配慮してある。

単位の基準 　大学における授業科目の単位数は、大学設置基準によれば、１単位の授業科目
を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準としている。

　１単位、45時間の学修とは、下記の授業時間に自学自習の時間も加えたものをい
う。本学における授業科目の単位数は、下記のように定められている。

１．授業は一般に90分（単位積算上は２時間）を１時限として行われ、原則として、半
期15週の講義及び演習（ゼミナ－ル）では２単位、実験、実習、実技では１単位とし
ている。（例えば半期・２単位の講義の場合、授業時間は30時間、自学自習時間は
60時間を必要とし、半期・１単位の実験等の場合、授業時間は
30時間、自学自習時間は15時間を必要とする。）
２．第一群の言語科目（P.11、14参照）の単位数は、半期15週で１単位（通年で２単
位）とする。

卒業要件 　全学共通科目を修得した上で、下表のとおり各学部・学科ごとに定める単位数を
修得することを卒業（学士の取得）の要件とする。
また、各学部・系・学科・コース（以下「各学部・系」という。）ごとに、その他の要件を
定めている。詳細については、第Ⅱ部（学部編）を参照のこと。

学部名 系・学科・コース
卒業に必要な

単位数

人文・社会 130単位

法、経営、理工、都市政策 124単位

地理環境、都市基盤環境、分子応用化学、
自然・文化ツーリズム

130単位

建築都市 134単位

システムデザイン学部 全コース 128単位

看護 124単位

理学療法、作業療法、放射線 128単位

都市教養学部

都市環境学部

健康福祉学部
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　　早期卒業 　都市教養学部理工学系、都市環境学部及びシステムデザイン学部では、早期卒
業制度が導入されている。
　この制度は、卒業要件として定められている単位を優秀な成績で修得したものと
認められる場合に、上記の「修業年限」にかかわらず、３年で卒業を認めるものであ
る。
　この早期卒業制度及び学部と大学院の一貫的な教育の取り組みにより、特に優
秀な学生については、大学院への進学を希望する場合、５年で修士の学位を取得
することができる。

　　成績不振者に
　　対する措置

　入学後の通算修得単位数が、在学年数別最低修得単位数に満たない場合は、年
度末に履修指導を受ける。その単位数は、下表のとおりである。
　ただし、休学期間のある者の在学年数は、休学期間を除いて通算される。

在学年数別最低修得単位数

２．履修の方法

履修の計画 　単位制によれば、どの科目から先に履修するかは、自由である。しかし、科目に
よっては、順を追って履修しないと理解が難しく、学習効果を上げられないものがあ
る。各学部・系の標準履修課程表を参考にして、各人で計画的に履修すること。

履修の制限 　授業時間割に示される授業科目の履修は他学部のものであっても原則として自由
である。ただし、次のようないくつかの制限がある。

重複履修の禁止

　次に掲げる事項は重複履修とされ、禁止されている。
　＊ 同一時限に二つ以上の授業科目を申請すること。
　＊ 同じ授業科目を同じ年度に二つ以上申請すること。例えば、火曜日２時限に
「統計学Ⅰ」を履修申請し、金曜日２時限にまた「統計学Ⅰ」を履修申請する等。た
だし、前期に申請した科目で単位未修得のものを後期に履修申請することは可能で
ある。
　＊ 既に単位を修得した授業科目を再び履修申請すること。ただし、未修言語科目
の一部（P.24）、スポーツ実習（P.32～33）あるいは第Ⅱ部（学部編）の各学科・コー
スの授業概要において※印のついているもので、内容の異なる場合は差し支えな
い。

履修申請の手続 　履修しようとする授業科目については、所定の手続に従って必ず履修申請を行わ
なければならない。
　履修申請は単位を修得するための手続であり、これを怠ると、たとえ授業に出席
し、試験を受け、充分に学習したという実績があったとしても単位は認定されない。
年間の履修計画を立て、慎重に手続を行うことが必要である。
　なお、履修申請して登録された科目を後日登録取消しすることはできない。ただ
し、新規開講科目（次ページ参照）を履修するために、これと同じ曜日・時限に履修
中の科目の登録を取り消す場合は、担当教員の許可があれば、取消し可能であ
る。

　　履修申請の時期

在 学 年 数 １年 ２年 ３年 ４年以上

最低修得単位数 20単位 40単位 60単位 80単位

申請時期 申請科目

前期（４月）に履修申請
するもの

（1）前期に開講する科目
（2）通年で開講する科目
（3）集中授業第Ⅰ期の科目（前期に開講）

後期（10月）に履修申請
するもの

（1）後期に開講する科目
（2）集中授業第Ⅱ期の科目（後期に開講）

その都度履修申請
するもの

（1）新規開講科目
（2）集中授業第Ⅲ期の科目
（注）履修申請日程等詳細は掲示により指示する。
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　　履修申請の方法 　Web申請にて行う。なお、Web申請の時期・方法等については、別途配布するパン
フレット、掲示、ホームページ（http://www.comp.tmu.ac.jp/joho/）を参照すること。

特別な履修申請･
登録をする科目

　次に掲げる科目は、特別な履修申請が必要な科目及び特別な履修登録がなされ
る科目である。これらは通常のWeb申請では登録できない。履修申請の時期もそれ
ぞれ異なるので、注意すること。

　　指定科目
　段階的な履修が必要、又はやむを得ず人数を制限しなければならないなどの理由
がある科目を指定科目という。

　　履修申請カード
　　（指定科目用）により
　　履修申請する科目

　「履修申請カード（指定科目用）」（ピンク色インクのカード）を使用し、特に提出時
期、方法等について指示のある場合を除き、それぞれの授業担当者に授業開始第
１週目の授業時に直接提出し、許可を受ける必要がある。履修申請カード（指定科
目用）により履修申請する科目は「授業時間割」に色文字で記され、(指)の印があ
る。

　　基礎ゼミナール 「３ 基礎ゼミナール」（P.８）を参照すること。

　　情報科目 「４ 情報科目」（P.９～10）を参照すること。

　　言語科目 「５ 言語科目」（P.11～25）を参照すること。

　　新規開講科目 　新規開講科目とは年度当初の授業時間割には掲載されず、年度の途中から開講
される科目のことをいう。履修申請はその都度行い、申請方法、申請期間等につい
てもその都度指示があるので掲示に注意すること。

特殊な授業形態

　　クラス
　　指定科目

　学修番号順又は学部・学科・コース別にクラス編成を行い、定められた曜日・時限
の指定されたクラスで受講することになっている科目のこと。理系共通基礎科目の
中のクラス指定科目をP.26～31に挙げてある。このクラス指定科目については、指
定されたクラスで履修しなければならない。再履修など指定以外の年次で履修する
場合も、指定されたクラスで履修すること。やむを得ず、指定クラス以外のクラスを
受講する場合は、授業担当者の許可を得ること。許可を得ずに履修申請した場合
は、単位を修得できないことがある。
　情報科目や言語科目の一部についてもクラス指定をしているので、それぞれ「４情
報科目」（P．９～10）、「５ 言語科目」（P．11～25）を参照すること。

　　集中授業 　集中授業とは、大学で定める通常の授業の開講期間と別に、休業期間を利用して
集中的に行う授業をいう。①教育効果の面から集中して行うことが必要とされる実
習科目②受入先の事情により期間が設定される教育実習・博物館実習・インターン
シップ・臨床実習③非常勤講師による特別講義などがある。

再履修 　単位を修得できなかった科目を翌年度以降に履修することを再履修という。
　クラスを指定された科目を再履修する場合は、履修すべき年次として指定された
元のクラスで履修することが原則である。ただし、再履修者のクラスが特別に編成さ
れている場合は、そのクラスで履修する。
　なお、各学部・系により履修しなければならない授業科目の年次や履修すべき授
業科目の順序等を定めているので、第Ⅱ部（学部編）により確認すること。また、言
語科目の再履修については、「５ 言語科目」（P.11～25）を参照のこと。

履修申請の確認

　「履修登録確認表」については、Web履修申請登録期間開始後、随時Web上で閲
覧できる。必ず各自が作成した履修計画表と照合し、誤りがないかよく確かめるこ
と。誤りがあったら定められたWeb履修申請登録期間（確認日を含む。）に限り修正
することができるが、その期限までに履修登録の修正をしないときは修正のないも
のとみなされ履修申請が確定する。

　　履修申請登録されていない（「履修登録確認表」に記載されていない）授業科目
は、成績評価の対象とならないので、くれぐれも注意すること。
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履修申請の流れ図 　次ページに履修申請の大まかな流れ図を示す。
　履修申請の具体的なスケジュールについては、掲示により指示するので必ず確認
すること。特に、抽選により決定される科目などはスケジュールが異なる場合がある
ので、注意すること。

　※予備申請カードを提出しただけでは履修申請したことにならない。必ずWeb履修
申請をすること。なお、予備申請カードは１号館教務課で配布する。

〔前期〕

４月上旬 　（１年次）
　○ 履修ガイダンス
　○ 英語クラス等確認

　（２年次以上）
　○ 成績通知書の確認
　　　（Web）

授業開始

４月下旬

　登録に誤りがある場合は、
「指定科目・自動登録科目等の
窓口修正」
　を行う。（受付期間内のみ）

　　○ Web予備申請（抽選科目等）
　　○ 履修申請カード（指定科目用）提出
　　○ 予備申請カード提出（保健体育科目）※

　○ 指定科目・自動登録科目等の
　　　履修登録確認
　（「履修登録確認表」をWebで確認）

　○ Web履修申請登録
　（Webにより申請する科目、
　指定申請期間後の修正不可）

履修登録完了
（「履修登録確認表」を印刷し保管すること。）

〔後期〕

９月下旬～
10月初め

授業開始

10月中旬

登録に誤りがある場合は、
「指定科目・自動登録科目等の
窓口修正」
を行う。（受付期間内のみ）

　　○ Web予備申請（抽選科目等）
　　○ 履修申請カード（指定科目用）提出
　　○ 予備申請カード提出（保健体育科目）※

　○ 指定科目・自動登録科目等の
　　履修登録確認
　（「履修登録確認表」をWebで確認）

　○ Web履修申請登録
　（Webにより申請する科目、
　指定申請期間後の修正不可）

履修登録完了
（「履修登録確認表」を印刷し保管すること。）

○ 成績通知書の確認（Web）
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３．基礎ゼミナール

基礎ゼミナールの
目的

基礎ゼミナール（１年前期、２単位必修）は、討論、レポート作成、口頭発表、調査な
どを通して、より積極的な学習姿勢「考える、調べる、発表（表現）する」と、課題発
見、問題解決能力の養成を目的とした新入生対象の科目である。

授業の概要 基礎ゼミナールは、①「基礎ゼミナールガイダンス」（最初の１回の講義）と、②各ク
ラスに分かれての「基礎ゼミナール」（引き続いての14週のゼミナール）から構成さ
れる。

① 「基礎ゼミナールガイダンス」では、基礎ゼミナールの目的や履修申請方法、レ
ポートの書き方、成果発表のほか、コンピュータネットワークや図書情報センターの
利用についてのガイダンスが行われる。基礎ゼミナールの履修にあたっては、「基礎
ゼミナールガイダンス」を受講することが義務付けられる。

② 「基礎ゼミナール」は、標準クラス定員24名程度の少人数で行われる演習形式の
授業である。受講生は、それぞれのテーマについて、個人あるいはグループで考
え、必要に応じて調査・研究を行い、課題発見と問題解決のための能力を養う。調
査研究成果や考えを口頭で発表したり、レポートにまとめたりすることによってプレ
ゼンテーション能力、文章による表現能力の向上を目指す。これらの演習を通じて、
受講生の多様な価値観を認識するとともに、人間関係構築の重要性を学ぶ。

履修申請方法・
クラス編成

① 「基礎ゼミナールガイダンス」は、別途配布する別冊のシラバスの指示に従って
受講すること。
② 「基礎ゼミナール」は、希望するクラスを、第１から第５希望まで選び、Web申請す
る。少人数（１クラス24名程度）で行われる科目であるため、希望者が多数のクラス
は、抽選によって受講者を決定する。なお、Web申請の時期、方法および各基礎ゼミ
ナールクラスのテーマについては、別冊のシラバスを参照すること。

４．情報科目

情報科目の目的 　パソコン等を取り扱う能力だけでなく、事象を的確に認識すると共に課題を発見
し、その解決にICT（InformationandCommunicationTechnology）を活用する能力の育
成を目指す。

授業の概要 　前期に、全員が必修となる「情報リテラシー実践Ⅰ」を提供する。ツールとしてICT
を活用し、具体的な課題の解決に取り組む。

　　履修申請方法 　前期の「情報リテラシー実践Ⅰ（またはⅠＡ、ⅠＢ）」は、全員が履修する科目であ
る。再履修を除いて、履修申請の必要はない。再履修クラスの申請時期・方法につ
いては、掲示を確認すること。

５．言語科目

授業科目と単位 言語科目には以下の授業科目がある。

６．理系共通基礎科目

　　　理系共通科目については、担当教員にご相談下さい。

授業科目 開講期間 単位

実践英語Ⅰａ、ｂ、ｃ、ｄ 半期 １単位

実践英語Ⅱａ、ｂ、ｃ、ｄ 半期 １単位
第一群
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７．授業時間割

授業時間 　授業時間割は、キャンパス単位で作成され、各キャンパスで実施されるすべての
授業が掲載されている。学生は各自この中から選択して自分の時間割を編成しなけ
ればならない。授業時間の区分と開始及び終了の時刻は、下表に示すとおりであ
る。

交通機関運休の
場合等の授業の
取扱い

　交通機関が、積雪、風水害、事故、ストライキ等により運休した場合等の授業の取
り扱いは、次のとおりである。
　　（注）「運休」とは、テレビ及びラジオ等により当該路線の全線の運転休止が確認
されているものをいう。

【南大沢キャンパス】
１．午前７時現在、京王相模原線・京王線、ＪＲ横浜線、小田急小田原線のいずれか
が運休している場合は、第２時限まで（8:50～12:00）を休講とする。
２．前項に掲げる各路線及び小田急多摩線、ＪＲ南武線・中央線・山手線、多摩モノ
レールのいずれかの全部又は一部の運休など、通学に著しい支障をもたらす状況
が生じている場合、若しくは生じることが予想される場合には、その都度休講等を決
定する。
　休講を決定する時刻
　　第３時限～第４時限（13:00～16:10）については、午前10時までに決定する。
　　第５時限～第６時限（16:20～19:30）については、午後１時までに決定する。
３．定期試験等についても、授業と同様の扱いとする。事後措置については、別途
措置することがある。

８．試験と成績評価

試験の方法 　試験は、各授業担当者の定める方法によって行う。その方法とは、試験期間内に
行う試験、試験期間外に随時授業担当者が行う試験、レポートその他による考査あ
るいは、これらのいくつかを併用したものである。
　試験期間は、前期末（７月下旬～８月上旬）と学年末（１月下旬～２月中旬）に設け
られている。
　試験期間及び試験科目については、掲示にて通知する。試験期間内には通常の
授業は行わない。

追試験 　試験期間内において下記の理由により、試験を受けられなかった学生に対し追試
験が認められる場合がある。追試験を希望する場合は、当該試験の実施後３日以
内に、受験できなかった理由を証明する書類を添えて、１・２年次（健康福祉学部２
年次を除く）は、１号館教務課に、健康福祉学部２年次以上、その他の学部３年次以
上は、各学部・系の教務係に申請すること。
　ただし、インフルエンザ等感染拡大の恐れがある疾病の場合は電話でその旨を連
絡すること。

区分 平常授業

１時限 8：50～10：20

２時限 10：30～12：00

３時限 13：00～14：30

４時限 14：40～16：10

５時限 16：20～17：50

６時限 18：00～19：30

申請事由 添付書類

　１ 交通機関の運休 　遅延証明書

　２ 疾病 　医師の診断書

　３ 親族の死亡（三親等以内） 　事実を証明できる書類（会葬礼状等）

　４ その他 　理由書（やむを得ない理由を詳しく説明したもの）
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前期末・学年末
試験等の受験上の
注意事項

前期末・学年末試験等の受験にあたっては、下記の注意事項を熟読し、厳正な態度
で臨むこと。

１．試験場への入室は、試験開始時点から原則として30分まで認める。また、試験
場からの退出は、試験開始後30分間は認めない。
　ただし、講義により入室および退室許可時間が別途指定される場合があるので注
意すること。
　なお、実践英語の期末試験およびクラス編成テストは原則として、試験開始後の
入室および試験時間内の退出は認めない。
２．試験場では、原則として一人空けて着席すること。座席について、監督者の指示
がある場合には、その指示に従うこと。
３．学生証を持参し、試験中、机上に提示しておくこと。
４．受験に際し、あらかじめ許可されたもの以外を机の上、中に置かないこと。
５．携帯電話、スマートフォン等の電源を切ること。時計、電卓としての使用も禁止す
る。
６．答案用紙を試験場外に持ち出さないこと。
７．受験に際し、以下の行為を行わないこと。
（1）本人以外の代理受験、偽名記入
（2）カンニングペーパー等の所持、机上等への書き込み
（3）答案用紙の見せ合い、交換
（4）話し合い、のぞき見、わき見、私語
（5）持込みが許可されていない物件の持込み
（6）持込み許可物件の貸し借り
８．以上のほか、試験場では、すべて試験監督者の指示に従うこと。

試験以外の成績
評価項目に関わる
不正行為

前期末・学年末試験以外の成績評価項目に関わる以下のような行為も、不正行為
とみなされることがある。
１．通常の授業期間に行われる試験等における、前期末・学年末試験時不正行為
に準ずる行為
２．レポート作成、口頭発表における盗用（他人が執筆した文章、図表等を、まったく
そのまま、もしくは一部を変更して自分の文章等とすること。）及び剽窃（他人の考え
を、自分の考えとして発表すること。）
３．出席に関し虚偽を告げる行為
４．その他、正当でない手段によって優れた成績評価を得ようとする行為

成績評価項目に
関わる不正行為の
処分

成績評価項目に関わるすべての不正行為は、以下の処分の対象となる。

１．学則による懲戒
（1）退学
（2）停学（修業年限の不足により、４年間では卒業できなくなる。）
（3）訓告
２．教務上の制裁措置（例）
（1）当該科目の履修申請を無効とする。
（2）当該学期に受講および受験した全科目の履修申請を無効とする。
（3）当該学年に受講および受験した全科目の履修申請を無効とする。

成績の評価 　成績の評価は、授業科目担当教員が、各自の定める方法による試験、出席状況、
その他の成績評価項目によって行い、成績通知書に５点法によって表示される。２
点以上は合格であり、単位が与えられる。ただし、教育実習の成績等合否をもって
成績評価を行う科目もある。

成績表示 成績証明書の表示 単位 程度 100点法 GPA素点

5 優 ○ 非常に優れている 90点以上 4

4 優 ○ 優れている 80～89点 3

3 良 ○ 普通 70～79点 2

2 可 ○ やや劣る 60～69点 1

1 表示せず × 劣る 59点以下 0

0 表示せず × 評価の対象にならない 0
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成績の通知 　「成績通知書」を本人にWebで開示する。開示日時は別に掲示する。基礎科目群・
教養科目群・基盤科目群の各科目の成績評価についての問い合わせがある場合
は、成績開示の後２週間以内に教務課の窓口まで申し出ること。
　また、１年次生および２年次生（健康福祉学部を除く）の保証人に対しては、翌年
度に「成績通知書」を送付する。
　なお、３・４年次生（健康福祉学部は２年次生以上）に対する送付は、所属の学部
等により異なる。

ＧＰＡ
（GradePointAverage）

　GPAは、アメリカ・カナダ・イギリス等の大学で用いられている成績評価法の一つ
で、大学院進学や留学時の参考資料として活用されている。日本の大学でもGPAを
採用する大学が増加しており、本学でも都市教養学部経営学系・理工学系、都市環
境学部、システムデザイン学部及び健康福祉学部でGPAを採用している。
（詳細は第Ⅱ部学部編を参照すること。）
　学生の成績評価を５段階で評価し、それぞれに対して４・３・２・１・０という
GradePointを与える。GradePointAverageとは、これらのポイントあたりの平均点であ
る。
　履修申請をして単位が取れなかった場合、履修申請をした後に自ら履修を放棄し
た場合は、GradePointは０として平均点が算出されるので注意すること。

９．休学・退学

休 学 　疾病その他やむを得ない理由のため、引き続き６か月以上就学することができな
い学生は、「休学願」を提出し、学長の許可を得て休学することができる。
　なお、休学期間は在学年限に含まれるが、修業年限に含まれない。

１．休学者は、在学期間不足となるため、原則として留年となる。
２．前期又は後期の初日から末日まで休学する場合は、その期の授業料は免除さ
れる。
３．申請した休学期間が満了するときは、「復学願」を提出する。
　（休学をさらに延長する場合は、あらたに「休学願」を提出すること。）
　休学期間が満了しても復学（若しくは休学の延長）を願い出ない場合は退学となる
ので注意すること。
４．在学中に休学できる期間は通算して４年を超えることはできない。

退　学 　疾病その他やむを得ない理由のため退学しようとする学生は、「退学願」を提出
し、学長の許可を得なければならない。退学の日の属する期の授業料は、全額納入
しなければならない。
　　（注）本人の願い出による退学のほか、下記のような本人の意に反する強制的な
退学・除籍がある。

手　続 　休学、退学を考えている学生は、まず１号館教務課（健康福祉学部２年次以上、そ
の他の学部３年次以上は、各学部・系の教務係）に相談すること。
　申請は緊急の場合を除き、休学や退学をしようとする日の１か月前までに行うこ
と。

　懲戒処分としての退学 学則第53条

　性行不良などによる命令退学 学則第53条第３項１～４号

　在学年限超過による命令退学 学則第32条第２項第１号

　休学期間満了による命令退学 学則第32条第２項第２号

　除籍入学料未納による除籍 学則第33条第３号

　授業料未納による除籍 学則第33条第４号
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第Ⅱ部履修概要（学部編）　 理工学系

１．総説

コースの種類 　都市教養学部理工学系は次の６コースに分かれている。かっこ内は取得できる学
位である。

　　　数理科学コース（学士（理学））　　　　　物理学コース（学士（理学））
　　　化学コース（学士（理学））　　　　　　　　生命科学コース（学士（理学））
　　　電気電子工学コース（学士（工学））　　機械工学コース（学士（工学））

学士の学位取得
（卒業）要件

　学士の学位取得（卒業）には124単位以上の単位の修得が必要である。さらに、全
学あるいは各コースで定められている必修科目の単位修得など、学士の学位取得
（卒業）要件を満たさなければならない。
　各科目群における卒業に必要な最低単位数などについては、各コースの記載内
容を参照すること。

＊1 必修科目：情報リテラシー実践Ⅰ
＊2 理系共通基礎科目もしくは、専門教育科目、他学部・他学科・系・
　　コースの専門教育科目から選択
　　※未修言語科目：第二群と第三群を合わせて８単位まで算入可
　　※単位互換科目は、卒業単位には含まない

注１ 　単に必要単位数を満たすだけでなく、必修科目の修得など、各コースで定め
られている要件を満たす必要があるので、コース編の履修上の注意を参照するこ
と。

注２ 　生命科学コースでは、専門教育科目の必修科目及び選択必修科目計56単位
のほか、自由選択科目として、専門教育科目（生命科学コースの専門教育科目の
ほか、理工学系他コースや他学部の専門教育科目を含む。）及び理系共通基礎科
目から８単位以上を選択して履修する。

　本総説は主に都市教養学部理工学系で独自に定めていることに関して述べている。従って、全学共通事項に
ついては第Ⅰ部「全学共通編」を熟読しておく必要がある。

基礎ゼミナール

情報リテラシー実践

実践英語

未修言語科目

理系共通基礎科目

保健体育科目

キャリア教育科目

都市・社会・環境

文化・芸術・歴史

生命・人間・健康

科学・技術・産業

総合ゼミナール

人文科学領域

社会科学領域

自然科学領域

健康科学領域

必修科目 ６単位

基礎的講義・演習科目 20単位以上

専門的講義・演習科目 16単位以上

専門的実験科目 ８単位以上

野外実習・学外体験学習 ２単位以上

自主1・2、特別研究1・2 ４単位以上

自由選択科目 ８単位以上（＊2）

他学部･他学科･系・
コースの専門教育科目

56単位
以上

１
２
４
単
位
以
上

卒業要件

14単位以上

２単位

２単位以上（＊1）

８単位
基
礎
科
目
群

教
養
科
目
群

基
盤
科
目
群

専
門
教
育
科
目
群

全
学
共
通
科
目
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注３　 各コースで定められている科目の単位を修得し、上表の単位数を満たせば、
卒業に必要な単位数（卒業単位）（124単位）の残りの単位は、全学共通科目、自分
が所属するコースの専門教育科目群、他学部・他学系・他コースの専門教育科目群
のどの授業科目で充足してもよい。ただし、教職課程の一部の科目（「教職入門」、
「教科教育法」、「教職実践演習」、「教育実習」）、「特定社会活動」は卒業単位に算
入できないので注意すること。また、未修言語科目（第２群・第３群言語科目）で卒業
単位に算入できる単位数は第２群と第３群を合わせて数理科学コース、物理学コー
ス、化学コース、生命科学コースは８単位まで、電気電子工学コース、機械工学コー
スは２単位までである。「企画起業基礎演習Ⅰ」「企画起業基礎演習Ⅱ」は、生命科
学コースを除く各コースでは両科目合わせて２単位まで卒業単位に算入でき、生命
科学コースでは算入単位数の制限は設けない。

注４ 　教養科目・基盤科目は、理工系のテーマ・領域に偏らないよう、幅広く履修す
ること。

　　理系共通基礎科目
　　の履修について

理系共通基礎科目については、クラス指定されているものが多いので注意するこ
と。

　　専門教育科目の
　　履修について

　専門教育科目は、それぞれの分野の専門知識を修得するために各コースが提供
する科目である。なお、都市教養学部理工学系の共通の専門教育科目及び他学
部・他学系の専門教育科目を必要単位に含めることができる場合があるので、各
コースの記載を参照すること。

早期卒業 以下の要件を全て満たした場合は３年の在学で卒業することができる。

１．各コースで定める卒業に要する単位を修得していること。
２．各コースで定める早期卒業のための成績優秀の基準を満たしていること。
３．大学院入学試験に合格していること、又は理工学系における口頭試問で特に優
秀であると認められること。

　　対象学生 早期卒業の対象は、本学に３年以上在学したものとする。次のいずれかに該当する
学生は早期卒業の対象とならない。

１．短期大学または高等専門学校から編入した学生
２．学士入学した学生

　　早期卒業の予備申請 　早期卒業を希望する者は、早期卒業を希望する年度の当初から前期授業開始後
１週間までの間に、所属するコースの教務委員に予備申請をし、早期卒業予備申請
書を理工学系教務係に提出しなければならない。予備申請者に対して履修計画等
についての学修指導が行われるので、それに従うこと。

　　予備申請の条件 ２年次までの成績のGPAが以下に示す成績優秀の基準を満たしていること。

　　数理科学コース3.0以上
　　物理学コース3.2以上
　　化学コース3.2以上
　　生命科学コース3.2以上
　　電気電子工学コース3.2以上
　　機械工学コース3.2以上

　　早期卒業の申請 １．早期卒業の予備申請を行った者で、早期卒業の要件を満たす可能性がある者
は、冬季休業後の後期授業再開後１週間以内に、早期卒業の申請書を理工学系教
務係に提出することができる。

２．他大学の大学院入試の合格を早期卒業の要件に充てようとするものは、本申請
において申告するとともに、２月末日までに理工学系教務係に合格通知を提示し、
かつそのコピーを提出しなければならない。

３．大学院入試合格の要件に該当せずに本申請を行ったものは、指定された日時、
場所において口頭試問を受けなければならない。
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　　卒業の時期および
　　条件

　早期卒業の時期は３年次の３月とする。
　早期卒業を判定する時点で、次の基準を満たしていること。

　　数理科学コース成績のGPAが3.0以上であること。
　　物理学コース成績のGPAが3.2以上、およびコースで定める必修科目を履修して
いること。
　　化学コース成績のGPAが3.2以上であること。
　　生命科学コース成績のGPAが3.2以上であること。
　　電気電子工学コース成績のGPAが3.2以上であり、別途実施する学力審査に合
格すること。
　　機械工学コース成績のGPAが3.2以上であること。

９月卒業 　以下の場合に９月卒業が認められることがある。

１．卒業年度の９月末までに、休学期間を除き４年以上の在学期間がある。
２．卒業年度前期に卒業要件を満たすことができる。
　ただし、卒業年度に行われる夏期集中授業の単位を含めない。
３．卒業年度当初の定められた期間に「９月卒業申請書」を提出している。
　なお、「９月卒業申請書」の提出には各コース教務委員の許可が必要となるため、
事前に教務委員に相談すること。

履修登録単位の上限 　都市教養学部理工学系では、早期卒業制度を適用しているが、１年間に大量の履
修登録を行い、十分な学習を行わないまま３年間で単位の数のみをそろえるという
ことになれば、１単位当たり45時間の学修という単位制度本来の趣旨にはずれるこ
とになってしまう。
　そのため、都市教養学部理工学系では、年間の履修登録単位数に上限を設ける
ことによって履修科目の教室内外における十分な学習量を確保するとともに、履修
登録したものの単位を修得できなかった科目の成績も反映されるGPAによる成績評
価を導入している。

　都市教養学部理工学系に所属する学生が１年間に履修登録できる単位の上限
は、50単位である。ただし、以下の科目についてはこの制限外とする。

１ 教職課程の科目のうち、「教職に関する科目」の必修科目と選択必修科目、自分
の所属するコースの「免許教科」に該当する「教科に関する科目」の必修科目と選択
必修科目
　　＊制限外となる選択必修科目の範囲は、免許法施行規則に定める科目区分ご
とに、当該科目区分内の必修科目の単位数と当該科目区分内の選択必修科目で
既に履修済みの科目の単位数を、当該科目区分で定める最低修得単位数から除
いた単位数までとする。
　　＊「教職課程の履修概要」に示す「その他の科目」は制限外ではない。

２ 学芸員資格取得に必要な授業科目のうちの必修科目

　履修申請単位数の制限は、前・後期の合計で行われるので、前期に申請し過ぎな
いように注意すること。

　上記以外の特別な理由で上限を超えての履修を希望するものは、指定された期
間に理工学系教務係に申請書を提出し、理工学系教務委員会で認められなければ
ならない。

履修登録確定後の
取消の特例

　履修登録確定後、理工学系の専門教育科目に限り、事由によっては履修申請の
取り消しを認める場合がある。履修登録の取り消しを求める学生は、事由が生じた
日（疾病入院の場合は退院日）から１週間以内又は最終授業日（試験日を含む）か
ら３日以内のいずれか早い期間に、取り消しを求める理由を証明する以下の書類を
添えて、理工学系教務係に申請すること。

申請事由 添付書類

　疾病 　医師の診断書

　その他 　理由書（やむを得ない理由を詳しく説明したもの）
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ＧＰＡによる成績評価 　GPA（GradePointAverage：成績平均点）は、アメリカ・カナダ・イギリス等の大学で
用いられている成績評価法の１つで、日本の大学でも導入が進んできている。

１．GPAの算出は、以下のように行う。
　・２～５までの成績表示点は、それぞれ１を引いたGradePointとする。
　・０、１の成績表示点は、いずれも０のGradePointとする。
　（履修申請して単位が取れなければGPAが下がる。）
　・平均点の計算は、単位数をかけた加重平均とする。
２．必要に応じて、学生の学習指導に利用する。
３．コースの実情に応じて、早期卒業のための成績優秀の基準の１つに用いる。履
修申請をした後に自ら履修を放棄した場合は、GradePointは０として平均点が算出
されるので注意すること。
４．教職に関する科目（教職入門、教科教育法、教職実践演習）及び合否で成績が
つく教育実習とインターンシップはGPAに含まれない。

年次進行判定 １．単位修得状況による年次進行判定
　都市教養学部理工学系では単位修得状況による年次進行判定は行わない。
　ただし、各コースで卒業研究（特別研究）履修申請のための条件を定めているので
注意すること。また、必要に応じて各コースで履修指導を行うことがある。

２．在学期間による年次進行判定
休学者は原則として留年となるが、次の在学期間を満たしている場合は、進級とな
る。

※休学期間と停学期間は、上記の在学期間に算入しない。
※４年次後期休学の者は卒業することは出来ない。
※卒業するには48ヶ月の在学（早期卒業を除く）に加えて、別途各コースの定める
卒業要件を満たす必要がある。

２．生命科学コース

学士の学位取得要件

履修上の注意

生命科学コースの学生が学士を取得するためには、都市教養学部理工学系規則に示されている条件を満た
し、かつコースが定める必修科目、選択必修科目および自由選択科目の64単位を修得していることが必要で
ある。

生命科学コースが定める必修科目、選択必修科目および自由選択科目は以下のとおりである。

１．１、２年次が標準履修の基礎的実験科目「生物学実験１、２」各１単位、「生物学基礎実験１、２」各２単位、
の合計６単位は必修。
２．基礎的講義・演習科目の「概説」、「概論」「生物学基礎演習」から20単位以上が選択必修。
３．専門的講義・演習科目の「各論」、「生物学特別講義」「生物学英語演習」から16単位以上が選択必修。
４．３年次が標準履修である専門的実験科目のうち、８単位以上が選択必修。
５．野外実習・学外体験実習から２単位以上が選択必修。
６．生物学自主研究１、２（各１～２単位）、生物学特別研究１、２（各４単位）から４単位以上が選択必修。
７．自由選択科目として、理系共通基礎科目及び専門教育科目群（生命科学コースの専門教育科目群のほ
か、理工学系他コースや他学部の専門教育科目を含む）から８単位以上を選択して履修する。

１．「生物学概説ⅠB、ⅡB」では、生命科学のさまざまな分野を学ぶ上での重要な基礎的項目が講義の内容と
なる。生命科学コース学生全員の履修が望まれる。各分野の基礎的講義である「概論」も、なるべく多くの科目
の履修を推奨する。また、専門的講義である「各論」を履修するためには、これに対応する分野の「概論」（シラ
バス等で指示がある）をあらかじめ履修しておくことが望ましい。

年次 １年次 ２年次 ３年次

在学期間 12ヶ月以上 24ヶ月以上 36ヶ月以上
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８．教員免許および学芸員資格取得希望者は、別冊『教職課程の履修概要』を参照すること。

３．３年次が標準履修の野外実習科目は、通常、夏期集中で行われる。

４．専門的実験科目は、実験材料の都合などによって、所定の曜日以外に実施されることがある。生命科学
コースの掲示板で示される案内に注意すること。

５．生物学特別研究１、２を履修できるのは、原則として、規定の基礎科目群（基礎ゼミナール、実践英語、情報
リテラシー）12単位を含めて総計100単位以上を修得し、それ以降の１年間で卒業の見込がある生命科学コー
スの学生であるが、状況に応じて特例を認める場合がある。早期卒業制度（Ｐ.111）の適用を受ける場合を除
き、生物学特別研究１、２両科目の履修を推奨する。

６．授業概要（Ｐ.129～131）で、指 が付く科目は、指定科目である。前期および後期授業開始第１週に履修申
請を行い、受講許可を得なければならない。申請時期は都市教養学部理工学系の掲示板に掲示されるので注
意すること。指定科目のうち、野外実習科目では、受講者数に制限を設ける場合がある。

７．生命科学コースにおけるコース指定の必修科目・選択必修科目・自由選択科目の合計単位数は64単位で
ある。規定の基礎科目群、教養科目群、基盤科目群の26単位を修得した上で、卒業要件の124単位からの不
足分34単位は、標準履修課程表に例示してある推奨科目を参照し、基礎科目群、教養科目群、基盤科目群、
生命科学コースの専門教育科目群、及び他学部、他学系、他学科、他コース専門教育科目群のどの授業科目
で充足しても良い。
　ただし、理工学系の総説の「学士の学位取得要件」で卒業単位に算入できないと記載されている科目は除く。

２．「各論」「生物学英語演習」「生物学特別講義」「生物学自主研究」「生物学学外体験実習」「インターンシッ
プ」、専門的実験科目においては、講義内容が異なれば、同一科目名であっても単位数が加算される。
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