
同志社大学では、本学提供の単位互換科目を履修されている皆さんに対して、「単位互換履修生証」をお渡ししています。

定期試験の受験やレポートの提出の際には、「単位互換履修生証」が必要となります。

必ず履修手続きを行い、単位互換履修生証を受け取ってください。

なお、単位互換履修生証は、科目を提供している学部毎に作成しますので、複数学部の科目を履修されている場合は

各学部毎に履修手続きが必要となります。

１．提出物　① 写真 ２枚 (縦２．７ｃｍ×横２．１ｃｍ）   裏面に所属大学名・氏名・科目番号を記入してください。

　　　 　　 ② 返信用封筒 (82円切手貼付）     あなたの住所・氏名、裏面に所属大学名・履修科目番号を記入してください。

    　　      ※注意： 後述の「３．提出先」を参照して、履修している科目の科目提供学部毎に ①②を提出してください。

                例えば、文学部科目と経済学部科目を受講する場合は、文へ写真２枚・封筒１通、経済へ写真２枚・封筒１通、の提出が必要です。

２．提出期間     　５月１５日（月） ～   ５月２６日（金）  ・・・・・・ 春学期科目・秋学期科目または集中科目を受講の方

              　   ９月２５日（月） ～ １０月　６日（金）  ・・・・・・ 秋学期科目のみを受講の方　→ ５/１５～２６に手続きでも可

３．提出先    下表の提出先に「上記１．①②」を持参してください。なお、提出の際に所属大学の学生証を確認します。

 　　 　　　  ※注意： 社会学部事務室と政策学部事務室は今出川校地新町キャンパスにあります。　

 　　　　　 　※ 履修科目の開講校地がキャンパスプラザ京都の場合は、郵送提出を可とします。

今出川校地
（新町・烏丸キャンパスを含む）

京田辺校地

A006

世界遺産ＰＢＬ講座
～Ｏ２Ｏマーケティングによる地域活性化 通年

ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ
京都 政策

新町キャンパス総合窓口
（政策学部）

京田辺キャンパス教務センター
（京田辺校地教務課）

B136 複合領域科目２-92（北朝鮮の歴史と文化） 秋 今出川 社会
新町キャンパス総合窓口

（社会学部）
京田辺キャンパス教務センター

（京田辺校地教務課）

E113 複合領域科目１-77　現代社会と倫理（１） 春 今出川 文
今出川キャンパス教務センター

（文学部）
京田辺キャンパス教務センター

（京田辺校地教務課）

E129 複合領域科目２-78　現代社会と倫理（２） 秋 今出川 文
今出川キャンパス教務センター

（文学部）
京田辺キャンパス教務センター

（京田辺校地教務課）

E134 インターンシップ入門 集中 今出川 経済
今出川キャンパス教務センター

（経済学部）
京田辺キャンパス教務センター

（京田辺校地教務課）

E135

複合領域科目１-85
（「コミュニケーションのバリアフリー」を考える
－共に生きる社会をめざして－） 集中 今出川 法

今出川キャンパス教務センター
（法学部）

京田辺キャンパス教務センター
（京田辺校地教務課）

E136 複合領域科目１-91（良心学－こころと創造性） 集中 今出川 経済
今出川キャンパス教務センター

（経済学部）
京田辺キャンパス教務センター

（京田辺校地教務課）

H005 消費者問題 集中
ｷｬﾝﾊﾟｽﾌﾟﾗｻﾞ

京都 商 商学部・商学研究科事務室
京田辺キャンパス教務センター

（京田辺校地教務課）

H126 科学と技術 春 今出川 経済
今出川キャンパス教務センター

（経済学部）
京田辺キャンパス教務センター

（京田辺校地教務課）

H127 企業分析１ 春 今出川 経済
今出川キャンパス教務センター

（経済学部）
京田辺キャンパス教務センター

（京田辺校地教務課）

H128 近代法思想の展開 春 今出川 法
今出川キャンパス教務センター

（法学部）
京田辺キャンパス教務センター

（京田辺校地教務課）

H130 人権保障の原理Ⅰ 春 今出川 法
今出川キャンパス教務センター

（法学部）
京田辺キャンパス教務センター

（京田辺校地教務課）

H132 政策評価論 春 今出川 政策
新町キャンパス総合窓口

（政策学部）
京田辺キャンパス教務センター

（京田辺校地教務課）

H133 働くということ（現代の労働組合） 春 今出川 社会
新町キャンパス総合窓口

（社会学部）
京田辺キャンパス教務センター

（京田辺校地教務課）

H135 複合領域科目１-56（マスメディアの現場） 春 今出川 文化情報
今出川キャンパス教務センター

（今出川校地教務課）
文化情報学部・文化情報学

研究科事務室

H168 企業分析２ 秋 今出川 経済
今出川キャンパス教務センター

（経済学部）
京田辺キャンパス教務センター

（京田辺校地教務課）

H170 現代法哲学の展開 秋 今出川 法
今出川キャンパス教務センター

（法学部）
京田辺キャンパス教務センター

（京田辺校地教務課）

H173 政策過程論 秋 今出川 政策
新町キャンパス総合窓口

（政策学部）
京田辺キャンパス教務センター

（京田辺校地教務課）

H175 政党政治論 秋 今出川 法
今出川キャンパス教務センター

（法学部）
京田辺キャンパス教務センター

（京田辺校地教務課）

H176 政府体系論 秋 今出川 政策
新町キャンパス総合窓口

（政策学部）
京田辺キャンパス教務センター

（京田辺校地教務課）

I104 中国政治論 春 今出川 法
今出川キャンパス教務センター

（法学部）
京田辺キャンパス教務センター

（京田辺校地教務課）

I115 東アジア国際関係論 秋 今出川 法
今出川キャンパス教務センター

（法学部）
京田辺キャンパス教務センター

（京田辺校地教務課）

■大学コンソーシアム京都単位互換　同志社大学提供科目の履修手続きについて（2017春）
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４．提出先の場所（建物名など）と窓口事務取扱時間（開講日）

【今出川校地】 月 ～ 金曜日 土曜日

今出川キャンパス教務センター

文学部・文学研究科

法学部・法学研究科

経済学部・経済学研究科

今出川校地教務課

総合窓口 8：40～1７：00
8：40～11：30

12：30～17：00

新町キャンパス総合窓口

政策学部事務室

社会学部・社会学研究科

商学部・商学研究科事務室
  9：00 ～ 11：30
12：30 ～ 1７：00

【京田辺校地】 月 ～ 金曜日 土曜日

京田辺キャンパス教務センター

京田辺校地教務課

総合窓口

文化情報学部・文化情報学研究科事務室
  9：00 ～ 11：30
12：30 ～ 17：00

閉　室

理工学部・理工学研究科事務室　
  9：00 ～ 11：30
12：30 ～ 17：00

閉　室

５．提出物を郵送する場合の送り先　→　科目提供学部を確認し、提出先の事務室を宛名にして送付してください。

・科目提供学部が、理工学部、文化情報学部の場合　（京田辺校地）

　　〒610-0394　京田辺市多々羅都谷１－３　　▲▲事務室 宛

・科目提供学部が、理工学部、文化情報学部以外の場合　（今出川校地）

　　〒602-8580　京都市上京区今出川通烏丸東入　　▲▲事務室 宛 2017年 4月　同志社大学

閉　室
総合窓口で対応

場所（建物名）

夢告館１階

理化学館１階

   9：00 ～ 11：30
12：30 ～ 1７：00

閉　室
今出川キャンパス
教務センターの
総合窓口で対応

場所（建物名）

成心館１階
（旧：ラウンジ棟１階）

  9：00 ～ 11：30
12：30 ～ 17：00

閉　室

良心館１階

臨光館１階
（新町キャンパス）

至誠館１階

  9：00 ～ 11：30
12：30 ～ 17：00
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