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単位互換科目履修の手続について 

 

１ 三大学教養教育共同化単位互換制度の目的 

京都工芸繊維大学、京都府立大学及び京都府立医科大学（以下「三大学」という。）では、

学生のみなさんが、教養教育に係る授業科目を幅広く選択履修できるようにして、様々な角

度から総合的に物事を観察し的確に判断できる能力と豊かな人間性を養っていただくととも

に、大学間の学生交流を深めてもらうために、単位互換制度を活用して、教養教育の連携を

進めることとしました。 

２ 単位 

     修得した単位は、一定の範囲内（各大学・各学科等により異なります）で卒業に必要な単

位として認定されます。詳細は所属大学の教務担当にお問い合わせください。 

３ 受講できる単位互換科目 

三大学がそれぞれ提供する単位互換科目は、３ページの表のとおりです。各大学の配当年

次に関わりなく履修することができます。講義概要（シラバス）は、各大学ＨＰで閲覧でき

ます。 

   ４ 受講日、授業時間 

   科目提供大学の学年暦、時間割にしたがって開講されます。共同化科目のように統一した

授業日、時間割は設定されておりません。 

５ 開講場所 

科目提供大学で開講されます。受講を希望する場合には、前後に履修する授業に支障が出

ないよう、大学間の移動に要する時間等を十分考慮してください。 

６ 出願手続 

     前期科目・後期科目に分けて、次のとおり出願受付を行います。提出書類は、「三大学教

養教育共同化 特別聴講学生聴講願」（５ページ）です。 

     なお、所属大学が提供する単位互換科目の出願手続きには、この願い出用紙の提出は不要

です。所属大学の受講登録手続き方法に従ってください。 

 所属の大学（学科） 受付窓口 出願期間 

京都工芸繊維大学 学務課学部教務係 

前期:4月6日(月)～4月14日(火) 

後期:9月23日(水)～10月1日(木) 

京 都 府 立 大 学         学務課教務担当 

京都府立医科大学（医学科） 

      〃      （看護学科） 

教養教育事務室 

学生課看護学科担当 

７ 受講許可 

出願後、科目提供大学で選考が行われます。選考結果(許可・不許可)は、所属大学を通じて

出願者に通知します。 
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８ その他 

(1) 特別聴講学生証 

  受講を許可された学生は「特別聴講学生」と称し、「特別聴講学生証」を交付します。  

(2) 仮受講 

  出願後、履修許可があるまでに授業が開始される科目については仮受講してください。 

出願者多数の場合は、受講を制限することがあります。 

(3) 休講・補講・教室変更等の連絡 

     休講等の連絡は、次のとおり大学ごとにその方法が異なりますので、注意してください。 

京都工芸繊維大学 京都工芸繊維大学学務課HP 

京都府立大学 受講学生所属大学内掲示板 

京都府立医科大学 受講学生所属大学内掲示板 

(4) 成績・単位認定 

  成績評価は科目提供大学が行い、単位認定及び本人への通知は所属大学が行います。 



科目番号 担当教員名 単位数 配当年次 開講曜日・時限 備考

10160007 中川理・清水重敦・登谷伸
宏・岩本馨・笠原一人 ２ ３年次(後) 木曜日　５限

10160011
桝田秀夫・永井孝幸・
森　真幸

２ １年次(後) 金曜日　５限

10160008 布施泰朗・（岩崎仁） ２ １年次(前) 水曜日　５限

10160016 秋富克哉 ２ ２年次(後) 木曜日　２限

10160213 秋富克哉 ２ ２年次(前) 火曜日　６限

10160223 芳田哲也・山下直之 ２ ２年次(後) 火曜日　５限

10160055 野村照夫・来田宣幸 ２ ２年次(前) 金曜日　１限

授業コード 担当教員名 単位数 配当年次 開講曜日・時限 備考

6110150 谷口祐一 ２ １年次(後) 火曜日　４限

6110250 村上貴栄 ２ １年次(後) （後期集中） 日程は後日連絡

6120010 母利司朗 ２ ２年次(前) 火曜日　５限

6120020 安達敬子 ２ ２年次(後) 火曜日　４限

6120080 椎名　隆 ２ ２年次(後) 金曜日　４限

6120650 下村　誠　他 ２ ２年次(前) 月曜日　１限

6120660 吉冨康成　他 ２ ２年次(後) 月曜日　１限

6120170 河野尚子 ２ ２年次(後) 金曜日　２限

6120180 小林直三 ２ ２年次(前) 月曜日　１限

6120320 関原隆奏 ２ １年次(後) 火曜日　４限

6120330 斧田宏明 ２ １年次(前) 火曜日　１限

6120340 ﾘﾝﾄｩﾙｵﾄ正美 ２ １年次(後) 火曜日　４限

6120350 山下博史 ２ １年次(前) 水曜日　１限

6120360 山下博史 ２ １年次(後) 金曜日　１限

6120370 岩﨑雅史 ２ １年次(前) 水曜日　５限

6120380 岩﨑雅史 ２ １年次(後) 火曜日　４限

6120390 吉冨康成 ２ １年次(後) 火曜日　４限

6120400 斧田弘明 ２ ２年次(後) 木曜日　３限

6120540 奥谷三穂　他 ２ １年次(後) 木曜日　２限

科目番号 担当教員名 単位数 配当年次 開講曜日・時限 備考

200006 山上友佳子 ２ １年次(前) 水曜日　４限

注１）配当年次の（前）、（後）は、それぞれ開設される学期が前期か後期かを示す。

生物学Ⅱ

人間生物学

現代社会と法

日本の文学と文化Ⅱ

人権論（自然・生活科学系）

人権論（人文・社会科学系）

日本国憲法

京都府立医科大学（１科目）  開講場所：医大広小路キャンパス

生物学Ⅰ

注２）単位互換にあっては、配当年次に関わりなく履修することができるものとする。履修登録時の参考とするために提供大学の配当年次を掲載した。

授　業　科　目

京のまち

授　業　科　目

地球環境論

京都の地域創生

授　業　科　目

生命倫理と環境倫理

健康体力科学

 　令和２年度三大学教養教育共同化単位互換科目一覧

スポーツ科学

心の健康

情報セキュリティと情報倫理

テクノロジー論

生体行動科学

京都工芸繊維大学（７科目）　開講場所：工繊大キャンパス

京都府立大学（１９科目）　　開講場所：府立大キャンパス（原則として共同化施設「稲盛記念会館」)

化学Ⅱ

数学Ⅰ

 音楽

物理学Ⅱ

化学Ⅰ

現代の環境問題

日本の文学と文化Ⅰ

情報の科学

数学Ⅱ
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京都工芸繊維大学 京都府立大学 

〒606-8585 
京都市左京区松ヶ崎橋上町 

TEL 075-724-7221 
地下鉄烏丸線「松ヶ崎」下車東南へ 400m 

〒606-8522 
京都市左京区下鴨半木町 1-5 
TEL 075-703-5118 

地下鉄烏丸線「北山」下車徒歩 10 分 
市バス「府立大学前」下車 

京都府立医科大学 

〒602-8566 

京都市上京区河原町通広小路上る梶井町 465 
TEL 075-251-5166 
市バス「府立医大病院前」下車 

教養教育共同化施設「稲盛記念会館」 

● JR京都駅、阪急烏丸駅から 

 地下鉄烏丸線「北山」下車 1番出口から南へ徒歩 7分 

● 京阪出町柳駅から 

 市バス 1「府立大学前」下車 徒歩 5分 

● JR二条駅から 

 市バス 206「府立大学前」下車 徒歩 5分 

 

 

三大学キャンパスへの交通アクセス 



ふりがな

氏　名

生年月日

学部
学域

学科
系
課程

専攻

連絡先 E-mailアドレス 携帯電話番号

開講大学

科 目 名

期間・曜日・時間

　１科目について１枚記入してください。

２：

３：

４：

５： 　※欄は、記入しないでください。

希望理由

出
願
科
目

　「所属」欄の大学名は、該当する大学名を○で囲んでください。

記入上の注意 １：

科目番号
授業コード

京都工芸繊維大学　　京都府立大学     京都府立医科大学（医学科・看護学科）

三大学教養教育共同化

出
願
者

男　・　女 学年

　　　年　　　　　　月　　　　　　日

所　属

京都工芸繊維大学　　　　　京都府立大学          京都府立医科大学　　　　　

特 別 聴 講 学 生 聴 講 願

※選考結果 可　・　否

　「科目番号・授業コード」欄は、京都府立医科大学の開講科目の場合は記載する
必要はありません。

　「開講大学」欄は、該当する大学名（府立医科大学の場合は、学科まで）を○で囲
んでください。

学生証
（学籍）
番号

　　　　　　　　　　前期　　　　　　後期　　　　　　（　　　曜日　　　　　　時限）
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