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履  修  要  綱 
 

「履修要綱」は、本学学則第５章「教育課程及び履修方法」および、第８章「試験及び卒業」に基づいて定められたもので

ある。従って、学生は授業を受けるにあたっては、自己の責任において、特にこれを熟読しなければならない。 

 

１．単位について 

①単位制度 

各学部の「教育課程」は、大学設置基準によるところの「単位制度」に基づいて編成されており、学修の基本でもあるの

で、各自「単位制度」の本質を十分に理解する必要がある。 

単位は履修した科目の学力が一定レベルに達したときに与えられるもので、そのレベルに達するためには教室内で授業を

受けるだけでは不十分であり、「予習」、「復習」、「宿題」などの自学自習を必要とする。 

各学部の授業は「講義」、「演習」、「実習および実技」等の方法で行われ、各授業科目の単位数は、１単位の履修時間

を教室内及び教室外を合せて４５時間として、学則第１８条「教育課程及び単位の計算方法」の標準に従って計算されるが、

環境学部およびメディア情報学部では、講義については、１回（１時限）の授業に対して４時間の自学自習を行わせる方針

で行うことを標準にしている。 

なお、環境学部およびメディア情報学部を卒業する為には、学則第１５条「履修単位及び年限」に基づき、４年以上在学

して総計１２４単位以上を修得しなければならない。 

 

②単位数 

 授業の方法によって授業時間に対する自学自習の必要時間が異なる。週１時限の授業に対して与えられる単位数は次

のとおりである。（学則第１８条参照） 

(1) 講義・演習 

２時間の授業，４時間の自学自習，週１回半期１５週では， 

（２＋４）×１５＝９０時間 ９０÷４５＝２単位 

通年３０週の場合は４単位 

(2) 実験・実習・製図・実技 

２時間の授業，１時間の自学自習，週１回半期１５週では， 

（２＋１）×１５＝４５時間 ４５÷４５＝１単位 

ただし，授業時間外の自習によって準備または整理を行う必要のある科目については，その程度に応じて単位数を増加し

てある。 

また，学則第１８条の２に基づき，各授業科目の授業は，１０週または１５週にわたる期間とするものの，教育上必要が

あり，かつ，十分な教育効果がある場合，この期間を変更する場合がある。科目によってはクォーター開講（前学期・後学

期をさらに分割した期間で開講）する場合あるが，詳細は授業時間表で確認すること。 

 

但し、授業時間外の自習によって準備または整理を行う必要のある科目については、その程度に応じて単位数を増加して

ある。 

 

③単位の授与 

各授業科目を履修した者に対して、試験（中間試験その他の評価を含む）により、その成果を判定した上で単位を与える。 

この場合の履修とは、単位制度に基づくものであって、所定の単位を修得するためには、必要な時間数の授業を受けていな

ければならないことは勿論、定められた時間数の自学自習が行われていなければならない。 

なお、履修したが合格点に達しないため単位を与えられなかった科目のうち、単位を修得しておかなければならない科目

（必修科目等）は、次年度以降に低学年の授業時間表に従って再履修しなければならない。 

 

④標準履修法 

学生は４年次において、その二分の一から三分の二の時間を「卒業研究」に費やすので、３年次末迄には少なくとも 

１１５～１２０程度の単位を修得することが望ましい。 

その為の目安としては、１日に２科目以上を履修し、合格すれば標準の単位を修得することができる。 

（修得単位の目安 １年次終了時４０単位程度、２年次終了時８０単位程度、３年次終了時１２０単位程度） 
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⑤CAP（キャップ）制 

半期に履修できる単位数は、基本的には上限 24 単位までである。これは、履修計画を綿密に作成した上で計画的に履修

をすること、及び履修科目の予習復習などを行い、１回（１時限）の講義演習科目に対して 4時間の自学自習を実施するた

めに設けられた制度である。従って、この考え方に基づいて、計画的履修と自学自習を心がけてもらいたい。 

なお、環境学部での測量士補に関する必修科目（詳細は測量士補資格を参照）、メディア情報学部の教職に関する科目（詳

細は教職課程を参照）、海外フィールド演習などの学外実習科目、集中講義、卒業要件非加算科目は対象外であり、CAP

制の上限に含まれない。 

また、ＧＰＡ2.8 以上の学生は、次期の履修について上限 28 単位まで履修可能である。一方で、不合格科目を再度履修

する場合も、最大 4単位の緩和を認めるが、緩和科目につき不合格になった場合は、次学期の緩和は認められない。その他

健康などの特段の事情がある場合は、クラス担任やゼミ指導教員との相談の上、上限単位数の緩和を認める場合がある。 

 

⑥TAP参加学生 

 TAP 参加学生は、別途定める準備講座（卒業要件の修得単位には含まれない）に出席する。TAP 参加学生は、履修登録

許可科目があり、この科目については 1年次の履修が可能である。また、CAP制については、TAP参加学生は上限 28単位

（ただし対象学年は 1～3年）である。具体的な適用学年や履修等の説明については、参加募集説明会にて説明する。 

 

２．授業科目について 

①科目の区分  授業科目はその内容により、学部共通科目（基礎科目（外国語科目、体育科目、教養科目））、専門基礎

科目、専門科目（学科基盤科目、学科専門科目）及び教職課程科目に分ける。 

それぞれに属する各授業科目については、各学部「教育課程表」に記載されているので、同表を参照すること。 

なお、教育課程表の備考欄に「ＹＣ開講」と標記されている科目が、横浜キャンパスで開講される科目であり、各学科の

授業時間割表に開講曜日・時限が記載されている。科目により履修条件が付記されているものがあるので確認をすること。 

 

②科目の種類  授業科目は「必修科目」、「選択必修科目」及び「選択科目」に分ける。それらの「授業科目」の性質は

次の通りである。 

  (1) 必修科目 ････････ 必ず履修しなければならない科目。 

  (2) 選択必修科目 ････ 指定された科目の中から選択して必ず履修しなければならない科目。 

  (3) 選択科目 ････････ 自由に選択して履修できる科目。 

なお、科目の選択は各自の履修上慎重な配慮を要するものなので、選択にあたっては必ず後述の３．履修についての「③

履修における留意事項」を参照すること。 

 

③科目の記号  授業科目の種類は次の記号で表わされる。 

  (1) 必修科目････････○印  (2) 選択必修科目･･･････△印  (3) 選択科目････････無印 

 

３．履修について 

①卒業の要件 

  各学部を卒業する為には、４年以上在学して、次の表に従ってそれぞれの区分の単位を修得する共に卒業試験に合格し

なければならない。（学則第１５条「履修単位及び年限」参照） 

なお、この表は各自の履修の基準となるので、各学期の開始の度に必ず参照すること。 

【環境学部】 

区分 卒業要件 

基礎科目 
外国語科目 ６単位 

教養科目 １０単位 

小計 １６単位 

専門基礎科目 ３４単位 

小計 ３４単位 

専門科目 
学科基盤科目 

６０単位 
学科専門科目 

小計 ６０単位 

自由選択科目  ※ １４単位 

合  計 １２４単位 

※自由選択として、各区分の卒業要件を越える分を合算して１４単位以上修得しなければならない。 

体育科目の単位は、自由選択に含める。 
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【メディア情報学部】 

区分 卒業要件 

基礎科目 
外国語科目 ６単位 

教養科目 １０単位 

小計 １６単位 

専門基礎科目 ２０単位 

小計 ２０単位 

専門科目 
学科基盤科目 

７４単位 
学科専門科目 

小計 ７４単位 

自由選択科目  ※ １４単位 

合  計 １２４単位 

※自由選択として、各区分の卒業要件を越える分を合算して１４単位以上修得しなければならない。 

体育科目の単位は、自由選択に含める。 

   

②履修科目 

 ［学部共通科目］ 

  ＜基礎科目・外国語科目＞ 

(1)「基礎科目・外国語科目」区分は、英語科目２５科目（他キャンパスでの開講含む）、中国語（１）～（４）、  

韓国語（１）～（４）の８科目から構成され、１年次～２年次までに配当されている。 

(2)「基礎科目・外国語科目」として卒業要件６科目（６単位）が必修となっている。 

入学後オリエンテーション期間内等で実施する基礎学力調査の結果により、習熟度別に編成したクラスを指定する場合

や、履修を免除する場合がある。 

(3) ６単位を超えて修得した単位（必修科目以外の英語、中国語、韓国語）は、自由選択科目として１４単位まで卒業要件

に算入できる。  

※必修科目以外の英語選択科目については、授業開始前に担当教員から各学部で開講する科目の紹介並びに申請手続等の

説明があるので充分注意すること。 

 

  ＜基礎科目・体育科目＞ 

「体育科目」区分は４科目から構成され、１、２年次に配当されている。 

これらの科目を履修し、修得した場合は、自由選択科目として卒業要件に算入できる。 

 

  ＜基礎科目・教養科目＞ 

(1)「基礎科目・教養科目」区分は、横浜キャンパスでの開講２４科目と、他キャンパスでの開講４９科目から構成され、 

１年次～３年次までに配当されている。 

(2)「基礎科目・教養科目」として１０単位が卒業要件となっている。 

このうち、各学科それぞれ以下の科目を必修科目として必ず履修しなければならない。 

 

 ・環境創生学科  

・環境マネジメント学科   「情報と社会」、「情報リテラシー演習」、「情報通信技術入門」３科目（６単位） 

・社会メディア学科 

 ・情報システム学科       「情報と社会」１科目（２単位） 

 

(3）「日中共同沙漠緑化フィールド研修プログラム」・「ネパール環境フィールド研修プログラム」の単位認定について 

 (a)上記プログラムの参加（履修）方法や日程等の詳細については、掲示等にて周知する。 

同プログラムに参加し、合格した場合は、「海外フィールド演習」（２単位）の単位として認定される。 

各々のプログラムに参加し、成績が評価されても、一度履修して合格した「海外フィールド演習（２単位）」の評価

は変更しない。 

(b)工学部・知識工学部の「海外体験学習（１）」・「海外体験学習（２）」も同様に扱う。 

(c)都市生活学部の「海外研修（１）」・「海外研修（２）」、人間科学部の「海外研修」も同様に扱う。 
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(4)「特別講義」「教養ゼミナール」「教養特別講義」（１）（２）の単位認定について 

上記授業科目の履修方法については、本履修要綱および「教授要目（シラバス）」および「授業時間表」等を熟読し、確

認すること。 

 同科目の履修登録を行い、合格した場合は、「特別講義（１）」「教養ゼミナール（１）「教養特別講義（１）」もしく

は「特別講義（２）」「教養ゼミナール（２）「教養特別講義（２）」（２単位）の単位として認定される。 

 ただし、卒業要件に算入する単位数は、それぞれ４単位までとする。一度履修して合格した場合、当該科目の評価は変更

しない。 

 

(5)「基礎科目・教養科目」で１０単位を超えて修得した単位は、自由選択科目として卒業要件に算入できる。  

 

［専門基礎科目］ 

 環境学部  

(1)「専門基礎科目」区分は環境創生学科２５科目、環境マネジメント学科３０科目から構成され、各学科それぞれ１年次 

  ～３年次までに配当されている。 

(2)両学科とも、「専門基礎科目」区分における卒業要件は３４単位である。 

 このうち、各学科それぞれ以下の科目を必修科目として必ず履修しなければならない。 

・環境創生学科     「環境マネジメントシステム」、「温暖化の科学」２科目（４単位） 

・環境マネジメント学科 「環境マネジメントシステム」、「生態学概論」２科目（４単位） 

 (3)３４単位を超えて修得した単位は、自由選択科目として卒業要件に算入できる。 

 

なお、他学科の専門科目を履修した場合の認定単位数等の詳細は後述の１３.他学科、他学部、他大学等の履修について

を参照のこと。 

 

  メディア情報学部 

(1)「専門基礎科目」区分は社会メディア学科１６科目、情報システム学科１８科目から構成され、各学科それぞれ１年次

～３年次までに配当されている。 

(2)両学科とも、「専門基礎科目」区分における卒業要件は２０単位である。 

このうち、各学科それぞれ以下の科目を必修科目として必ず履修しなければならない。 

・社会メディア学科   「環境マネジメントシステム」、「情報発信入門」、「社会調査」３科目（６単位） 

・情報システム学科    「環境マネジメントシステム」１科目（２単位） 

(3)２０単位を超えて修得した単位は、自由選択科目として卒業要件に算入できる。 

 

なお、他学科の専門科目を履修した場合の認定単位数等の詳細は後述の１３.他学科、他学部、他大学等の履修について

を参照のこと。 

 

［専門科目・学科基盤科目］ 

 環境学部 

 (1)「専門科目・学科基盤科目」区分は環境創生学科２１科目、環境マネジメント学科１６科目から構成され、各学科 

それぞれ１年次～３年次までに配当されている。 

このうち、各学科それぞれ以下の科目を必修科目として必ず履修しなければならない。 

 

・環境創生学科     「環境フィールド・計測演習」、「環境情報リテラシー」、「生態学概論」、 

「環境数理学入門」、「ランドスケープ論」５科目（１０単位） 

・環境マネジメント学科 「環境経営入門」、「環境政策入門」、「温暖化の科学」３科目（６単位） 

 

メディア情報学部 

(1)「専門科目・学科基盤科目」区分は社会メディア学科２４科目、情報システム学科２４科目から構成され、各学科 

それぞれ１年次～３年次までに配当されている。 

このうち、各学科それぞれ以下の科目を必修科目もしくは選択必修科目として必ず履修しなければならない。 

 

・社会メディア学科    必修科目：「現代社会とメディア」１科目（２単位） 

選択必修科目：△１グループ７科目より２科目（４単位）   

△２グループ１１科目より２科目（４単位）（詳細は教育課程表参照） 
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・情報システム学科    必修科目：「数学基礎」、「情報基礎学」、「プログラミング基礎１、２」 

                    「微分積分学Ⅰ」、「線形代数学Ⅰ、Ⅱ」 

                    「テクノロジーエクスプローラ」８科目（１６単位） 

選択必修科目： プログラミング演習１Ａ、１Ｂより１科目（２単位） 

 

［専門科目・学科専門科目］ 

環境学部 

 (1)「専門科目・学科専門科目」区分は環境創生学科１５科目（生態環境分野８科目、都市環境分野７科目）、 

環境マネジメント学科１９科目（環境経営分野１０科目、環境政策分野９科目）から構成され、各学科それぞれ１年

次～３年次までに配当されている。 

(2) 各学科とも「事例研究」（４単位）、「卒業研究」（６単位）をこの区分に位置付けており、必修科目として必ず履

修しなければならない。 

 

［専門科目／学科基盤科目・学科専門科目］区分における環境学部の卒業要件は６０単位である。 

６０単位を超えて修得した単位は、自由選択科目として最大１４単位まで卒業要件に算入できる。 

 

メディア情報学部 

 (1)「専門科目・学科専門科目」区分は社会メディア学科２４科目（コミュニティデザイン分野１２科目、人間コミュニケ

ーション分野１２科目）、情報システム学科２４科目（システムデザイン分野１１科目、ＩＣＴアセスメント分野１

３科目）から構成され、各学科それぞれ１年次～３年次までに配当されている。 

このうち情報システム学科では、以下の科目を必修科目として必ず履修しなければならない。 

・「サーバシステム構築」、「サーバ管理演習」、「ＩＣＴアセスメント概論」３科目（６単位） 

(2)各学科とも「事例研究」（４単位）、「卒業研究」（６単位）をこの区分に位置付けており、必修科目として必ず 

履修しなければならない。 

 

［専門科目／学科基盤科目・学科専門科目］区分におけるメディア情報学部の卒業要件は７４単位である。 

７４単位を超えて修得した単位は、自由選択科目として最大１４単位まで卒業要件に算入できる。 

 

［自由選択］ 

  自由選択として、上記各区分の卒業要件単位を超える分を合算して１４単位以上修得しなければならない。 

 （体育科目の単位は、自由選択に含める。） 

なお、後述する他学科開講科目、他学部及び他大学等との単位互換により修得した単位をこの区分の単位として認定する

ことができる。 

（認定単位数等の詳細は後述の「他学科、他学部、他大学等の履修について」と「単位互換について」を参照のこと。） 

 

③履修における留意事項 

(1)各学期の始めの履修手続きに当たっては、「教授要目（シラバス）」を熟読すると共に、その年度の「教育課程表」及

び「授業時間表」等を充分研究した上で、各自一年間の履修方針を定めること。 

(2)当該年度に組まれている授業時間表に基づいて、「必修科目」、「選択必修科目」、「選択科目」の順に、履修方針に

基づいて選択し、履修登録をしなければならない。 

なお、科目の中には履修条件（○○○科目を履修しておくことが望ましい等）が示されている場合があるので、「学修

要覧」の科目概要および「教授要目（シラバス）」を熟読すること。（含高学年配当科目） 

(3)自学自習に多くの時間を要する単位制度のもとでは、授業時間表に組まれている選択科目の全部について履修すること

は難しいので、科目選択に当たっては、授業担当教員やクラス担任教員等の助言を受けて、適正に選択することが必要

である。 

(4)所属学年に組まれている授業科目は極力その学年で修得するよう努力しなければならない。次の年度で再履修しようと

しても授業時間や試験時間が重複して履修できないことも多いためである。 

また、学年進行に伴うカリキュラム変更等により、当該年度の開講をもって廃止となる場合や新規に開講する科目に

振替える場合があるので、各自キャンパス内掲示板やマイポータル（HP）等で充分に確認、注意をすること。 

(5)他キャンパスでの開講科目を履修しようとする場合、キャンパス間のシャトルバスによる移動などの時間を考慮した計

画を立てる必要があるので注意すること。 
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④履修登録 

環境学部およびメディア情報学部では、インターネットを利用して、指定された日に各自で履修登録（Web による登

録）を行う。（操作方法等については各学期に配布される「授業時間表」の履修登録作業手順（マニュアル）を熟読する

こと。）この手続を経ない科目は受講の上、試験に合格しても単位は与えられないので注意すること。その為、履修登録

に際しては慎重を期し、「授業時間表」、「教育課程表」、「教授要目（シラバス）」等を参照するほか、特に、次の事

項に留意しなければならない。 

(1) 履修登録は、学期（前期・後期）毎に受講する全科目を登録すること。 

(2) 科目によってはクォーター開講（前学期・後学期をさらに分割した期間で開講）する場合があるが，履修登録の手続き

については「前学期」「後学期」として学期毎に行う必要があるので注意すること。 

(3) 科目の履修は授業時間表で指定されている各自の組（組の指定がない場合は全ての組対象）に基づいて行うこと。 

(4) 所属学年よりも上の学年に配当されている科目の履修は認められない。 

(5) 他学部の開講科目を履修する場合は「各出願票」（用紙はいずれも授業時間表冊子の末頁に添付）に所定の事項を記入

の上、履修登録期間に横浜キャンパス教育支援センターに提出すること。 

なお、単位互換協定大学の開講科目を履修する場合は、「特別聴講願」（用紙は横浜キャンパス教育支援センターに

ある）に記入すること。（手続き方法や指定科目、単位認定等の詳細については年度初め等のガイダンス時に周知する

ので、各自確認すること。） 

(6) 履修登録期間後の科目の変更・追加登録は原則として認められないので注意すること。 

(7) ２年次以降の履修登録の際には、さらに、次のことに注意すること。 

(a) 履修する科目は初めての履修、再履修を問わず、すべて登録すること。 

(b) 低学年の必修科目と所属学年に配当されている必修科目の授業時間が重複している場合は、低学年の科目を優先して

履修すること。 

 (c) 一度履修して合格した授業科目の評価は変更しないので、充分注意すること。 

（一度合格し、成績のついた科目は再履修できない）。 

(8) 休学中の当該学期の履修登録科目については、自動的に削除されるので注意すること。 

⑤TAP参加学生の履修登録の例外 

 TAP参加学生については、以下の科目の 1年次前期における履修を認める。 

・環境マネジメント学科のTAP参加学生（5科目） 

 「画像処理技法」、「ランドスケープ論」、「環境化学」、「環境緑地学」、「住環境システム」 

・社会メディア学科のTAP参加学生（2科目） 

 「メディアと表現」、「メディア文化論」 

 

⑥大学院先行履修制度 

(1)本大学では、学部在学中に、大学院修士課程の授業科目を先行履修することが出来る（ただし在学年次、受講資格等制限

がある）。 

(2)本大学院に進学後、各研究科各専攻において、修得した単位を「１０単位」を超えない範囲で認定することができる。 

申請手続等詳細は、横浜キャンパス教育支援センターで確認すること。 

 

４．授業時間について 

各時限の授業時間は次のとおりである。 

 

５．休講について  

(1)学校行事や担当教員の都合などにより授業を休講とする場合がある。 

その場合は事前に教育支援センターのプラズマディスプレイおよび横浜キャンパスホームページポータルサイト（Web

情報提供）にて連絡する。（単位互換科目等は、通常の掲示板にて周知する場合がある。） 

(2)「休講」の連絡や、その他特段に指示がなく、授業開始時間から３０分以上遅れても授業が行われない場合には「休講」

の扱いとする。 

 

 

 

時  限 １時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限 

時  間 9:00～10:40 10:50～12:30 13:20～15:00 15:10～16:50 17:00～18:40 
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６．ストライキ等により交通機関が運用を停止した場合及び台風による気象警報発表時の授業措置について 

(1)交通機関がストライキ等により運行を停止した場合 

①横浜市営地下鉄または東京急行電鉄（田園都市線）がスト等により運行を停止する場合 

 次の段階によって授業措置が異なる。                             

(1) 午前６時までにスト等による運行停止が解除された場合。 ⇒ 平常どおりの授業を行う。 

(2) 午前９時までにスト等による運行停止が解除された場合。 ⇒ 
午前は休講とし、午後は平常どおりの 

授業を行う。 

(3) 午前９時までにスト等による運行停止が解除されない場合。 ⇒ 全日休講とする。 

②横浜市営地下鉄および東京急行電鉄（田園都市線）がスト等により運行を停止しない場合 

  ＪＲ東日本の電車その他が、スト等により運行を停止しても、授業は平常どおり行う。 

 

(2)台風による暴風警報が発令された場合 

東京地方（２３区西部、２３区東部）及び神奈川県東部に暴風警報が発令された場合、 

次の段階によって授業措置が異なる。 

(1) 午前６時までに暴風警報が解除された場合。 ⇒ 平常どおりの授業を行う。 

(2) 午前９時までに暴風警報が解除された場合。 ⇒ 
午前は休講とし、午後は平常どおりの 

授業を行う。 

(3) 午前９時までに暴風警報が解除されない場合。 ⇒ 全日休講とする。 

(3)その他、緊急事態の状況によっては、前述にかかわらず別途の措置を講じる場合がある。 

(4)上記の措置を行う場合、直ちに大学ホームページ及びポータルサイトへ掲載するので、各自で確認すること。 

 

７．試験について 

①試験の種類 

  試験は、「科目試験」、「再試験」、「卒業試験」とからなっている。 

 

②試験の内容 

  ≪科目試験≫ 

   「科目試験」は定期試験として前期末および学年末に全学一斉に行い、これとは別に担当教員によっては、中間試験その

他を行うことがある。また担当教員の意志によりレポート、論文をもって試験に替える場合がある。 

受験に際しては次の事項に留意すること。 

(1) 試験科目、試験の日時および場所は予め掲示する。(その際に受験についての注意事項を併せて掲示する。) 

(2)次の何れかに該当する者は試験を受けることはできない。たとえ受験しても無効とする。 

(a) 科目の履修申告をしていない者 

(b) 出席不良のため受験停止を命ぜられた者 

(c) 学生証を所持しない者 

(d) 試験開始後２０分以上遅刻した者 

(3)受験の際は学生証を必ず机上に置かなければならない。 

(4)試験開始後３０分以内の退場は許可しない。 

(5)病気・負傷、大学に向かう途中の事故又はやむを得ない正当な事由により受験できなかった場合は、欠席届に診断書又は

証明するものを添えて教育支援センターに提出しなければならない。 

 担当教員の判断により、追試験を行う場合がある。詳細は教育支援センターで確認すること。 

 

  ≪再試験≫ 

(1)４年次に在籍し、かつ卒業研究着手者（卒業研究修得済者を含む。）を対象とする。 

(2)各期末に卒業予定(見込み)の者。 

(3)各期成績確定後、「不可」となった科目について、一定の条件の下、申請して再度受験し直すことが出来る。 

（科目数等制限があるので、詳細は各自掲示板で確認すること。） 

 

≪卒業試験≫ 

(1)卒業研究着手の条件（後述１２．卒業研究着手の条件について項を参照）を充たしていない者は卒業研究に着手するこ
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とはできない。 

(2)卒業試験は、各指導教員に分属して指導を受けた論文、文献調査、実習報告等の卒業研究につき、その作成経過を加味

して行う。 

 

③試験の際に不正を行った者の取り扱い 

  本学部学生が，試験（単位互換により，本学部以外での受験を含む）において不正行為を行った場合，「学則」およ

び「学生の懲戒に関する規程」に従って処分の手続きを行い，「当該学期に実施する全ての科目試験の評価を不可（０点）

にする」とともに，「１０日以上の停学または退学」とする。 

(1) 試験には，大学が当該年度の学年暦で定めた定期試験期間中に行う試験の他，担当教員が授業期間中に各学期末試験ま

たは学年末試験として行う試験や，クォーター開講科目で学期途中に実施する試験も対象とし，これらのすべてを「当

該学期に実施する全ての科目試験」として取り扱う。 

(2) 停学の期間は在学年数に算入する。 

(3) 処分の内容は決定後公示する。 

(4) 停学の場合の執行開始は学内会議において処分の決定した翌日からとする。 

（注）１．下記のような場合は不正行為と断定する。 

(a) 代人に受験させた場合。 

(b) 他人のために答案、メモ等を書いたり、他人に答案、メモ等を書いてもらったりしている場合。 

(c) 持ち込みを許可されていない教科書、参考書、ノート、メモ等を見たと認められる場合。 

(d) 他人の答案を見たと認められる場合。 

(e) 他人に自己の答案を見せたと認められる場合。 

(f) 言語、動作をもって互いに連絡している場合。 

(g) 教科書、参考書、ノート等を参照してよい場合に、これらを互いに貸借している場合。 

(h) その他、試験監督者および出題者が不正と判断する行為。 

（例えばメモ、ノートを机上においている場合や所持している場合等）を行った場合。 

（注）２．不正行為は試験場で指摘された場合に限らず、採点の際に発見された場合も同様の扱いを受ける。 

（注）３．処分を受けるとほぼ確実に１年以上の卒業延期となる。 

 

④試験時間について 

 定期試験の試験時間は次のとおりである。 

なお、各時限６０分を原則としており、平常の授業時間（前述５．授業時間について）と異なるので充分注意すること。 

 

時限 １時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限 ６時限 

時間 9:00～10:00 10:20～11:20 11:40～12:40 13:40～14:40 15:00～16:00 16:20～17:20 

 

８．成績について 

①成績の発表 

 (1) 科目試験の結果は８月下旬（（クォーター開講を含む前期配当科目））と、３月下旬（クォーター開講を含む後期配

当科目および通年配当科目）の２回発表する。 

 (2) 成績は発表と同時に効力を発生するものとする。 

 (3) 卒業の要件を充たして卒業資格を認定された者は、３月に本学内に掲示する。 

 

②成績の評価 

 学業成績の評価を、秀（１００点～９０点）、優（８９点～８０点）、良（７９点～７０点）、可（６９点～６０点）、 

不可（５９点以下）の５段階に分け、秀、優、良、可を合格とする。 

※採点不可能な場合、（授業に出席していない、定期試験を受験していない等、判断する材料がない場合等）は、「欠席」

評価となる場合がある。 

 

③成績順位（席次）の算出方法 

  成績順位（席次）の算出方法は以下のとおりである。 

  GPA（グレード・ポイント・アベレージ）方式とし、以下の計算式で算出する。 
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 （４×秀の単位数）＋（３×優の単位数）＋（２×良の単位数）＋（１×可の単位数）の合計   ＝評定値 

履修登録した単位数の合計 

 

(1)対象となる科目は「卒業要件対象科目」とする。（教職課程や特別履修で卒業要件非加算科目は対象外） 

(2)評定値算出では不合格科目も対象とする。 

(3) 不合格科目を再履修した場合は、分母の履修単位数の変更はせずに，分子のＧＰのみ最新評価結果に変更して算出する。 

(4)前期終了時に評定値を算出する場合、当該年度に履修中の通年科目については、分母（履修単位数）に含めない。 

(5)評定値が同じ場合には、分子が大きいものを上位とする。分子も同じ場合には同順とする。 

 

９．単位修得状況や成績に関する指導について 

① 単位修得状況による指導 

１年次前期終了時に修得単位が１０単位未満の者に対しては、学修意欲の促進と成績向上を目的として、クラス担任が面

談等の個別指導を行う。また，１年次終了時に修得単位が２０単位未満の者に対しては、クラス担任が面談等を行い、勉

学意志の確認や進路変更を含めた今後の進め方に関する相談および指導を行う。なお、いずれの場合も上記修得単位数に

は卒業要件非加算の単位数を含めない。また、途中に休学がある場合はその期間を考慮して対応する。 

２年次の終了時に修得単位が４０単位未満の者に対しては、自主退学勧告を含んだ強力な指導を行う。 

（ただし、休学がある場合はその期間は除かれる。） 

②ＧＰＡによる指導 

各年次終了時に、ＧＰＡが 0.6未満の者には、退学勧告を行う。 

 

１０．３年次進級要件について 

メディア情報学部の学生は、下記の条件を充たしていなければ３年次に進級することができない。 

環境学部の学生はこの限りではない。（ただし、３年次に進級は出来るが、７０単位を修得していなければ、「事例研究」

に着手することが出来ない。後述参照） 

 

① ７０単位以上修得していること。（必選問わず） 

なお、単位の加算を認められたもの以外の特別履修科目と、教職課程の教職に関する科目の内、卒業要件非加算科目の単

位は含めない。 

② ２年以上（24ヶ月）在学（休学期間は在学年数に含めない。）していること。 

 

 

１１．「事例研究」着手の条件について 

３年次になると各学科各指導教員の研究室に分属して、「事例研究」に着手するが、下記の条件を充たしていなければ着手

は認められない。（但し３年次編入学生を除く。） 

従って卒業研究着手条件にも連動して卒業は延期される。又、「事例研究」に着手したが、単位未修得になった場合には、

次年度改めて、「事例研究」再配属手続きを執行することが必要になるので充分注意すること。 

 

① ７０単位以上修得していること。（必選問わず） 

なお、単位の加算を認められたもの以外の特別履修科目と、教職課程の教職に関する科目の内、卒業要件非加算科目の単

位は含めない。 

② ２年以上（24ヶ月）在学（休学期間は在学年数に含めない。）していること。 

 

１２．卒業研究着手の条件について 

４年次になると各学科各指導教員の研究室に分属して、論文・文献調査・演習等の「卒業研究」に着手するが、下記の条件

を充たしていなければ卒業研究着手は認められない。従って卒業は延期される。 

 

① １００単位以上を修得していること。 

  なお、単位の加算を認められたもの以外の特別履修科目と、教職課程の教職に関する科目の内、卒業要件非加算科目の

単位は含めない。 

 

② 「事例研究」および２年次までの必修科目を全て修得していること。 

・環境創生学科     ：学部共通科目１年次７科目（１０単位）２年次２科目（２単位）、専門基礎科目１年次２

科目（４単位）、学科基盤科目１年次４科目（８単位）２年次１科目（２単位）、事例研

究（４単位） 
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・環境マネジメント学科：学部共通科目１年次７科目（１０単位）２年次２科目（２単位）、専門基礎科目１年次２科

目（４単位）、学科基盤科目１年次３科目（６単位）、事例研究（４単位） 

 

・社会メディア学科  ：学部共通科目１年次７科目（１０単位）２年次２科目（２単位）、専門基礎科目１年次３科

目（６単位）、学科基盤科目 1年次 1科目（２単位）、事例研究（４単位） 

 

・情報システム学科  ：学部共通科目１年次５科目（６単位）２年次２科目（２単位）、専門基礎科目１年次１科目

（２単位）、学科基盤科目１年次７科目（１４単位）２年次１科目（２単位）、学科専門

科目２年次１科目（２単位）、事例研究（４単位） 

 

③ ３年以上（36ヶ月）在学（休学期間は在学年数に含めない）していること。 

   （但し外国人留学生および編入学生、転学部生については上記①の条件に加え、「事例研究」の単位を修得している 

こととする。） 

 

注意：「卒業研究」は学年始めの４月からはじまる。年度途中に着手条件を満たしても，着手は翌年度４月となる。 

また，３年次終了時までに短期間でも休学期間があると，③の条件が満たせず，着手は翌年度４月まで延期されることにな

るので十分注意すること。 

 

１３．他学科、他学部、他大学等の履修について  

環境学部ならびにメディア情報学部では、一部の科目を除き、同学部内他学科開講科目の履修、および本学他学部開講科

目の履修を認めている。また、現在、東京理工系４大学および横浜市内大学間で、相互履修（単位互換）を実施している。

申請手続き等の詳細は、年度始めのガイダンス時に周知するが、履修可能な科目と認定単位数は以下のとおりである。 

 

＜環境学部＞ 

同学部他学科の科目認定について 

自学科の「専門基礎科目」・「専門科目」として設定されていない他学科の専門科目を履修した場合は、その単位を 

6 単位まで、卒業要件となる「専門基礎科目」「専門科目」に算入することができる（算入区分は履修した科目の科目区分

と同一）。 

6 単位を超えるものについては、「自由選択科目」に算入することができる。 

 

他学科の「演習科目」は原則として履修することはできない。ただし、*他学科の研究室を配属希望できる条件を満たし

ており、かつ 実際に他学科の研究室を希望した学生は、どの研究室に配属されるかに関わらず、演習担当の教員が許可し

たならば履修することができる。*条件等、詳細は別途説明を行う。 

他学科の「事例研究」、「卒業研究」の履修には制限および条件を設ける。詳細は別途説明を行う。 

 

本学他学部／理工系 4大学*1／横浜市内大学*2単位互換の科目認定について 

他学部の「事例研究」「卒業研究」および『教職課程の開講科目』等は履修することはできない。 

その他の科目(他大学の科目は、年度初めに指定された科目に限る)は、科目担当教員の許可を得て履修することができる。 

修得した単位は「自由選択科目」として卒業要件に算入することができる。 

本学部・学科設置科目と類似した科目の履修を認めるかどうかは個別に判断する。 

 

*1「理工系 4大学」 

工学院大学、芝浦工業大学、東京電機大学 

*2「横浜市内大学」 

 神奈川大学・関東学院大学・国学院大学・鶴見大学・桐蔭横浜大学・東洋英和女学院大学*・フェリス女学院大学*・ 

明治学院大学・横浜国立大学・横浜商科大学・横浜市立大学 

（*東洋英和女学院大学・フェリス女学院大学での履修は女子のみ） 

 

＜メディア情報学部＞ 

同学部他学科の科目認定について 

自学科の「専門基礎科目」・「専門科目」として設定されていない他学科の専門科目を履修した場合は、その単位を「自

由選択科目」に算入することができる。 

他学科の「演習科目」は原則として履修することはできない。 

他学科の「事例研究」、「卒業研究」等は履修することはできない。 
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本学他学部／理工系 4大学*1／横浜市内大学*2単位互換の科目認定について 

他学部の「事例研究」、「卒業研究」等は履修することはできない。 

その他の科目(他大学の科目は、年度初めに指定された科目に限る)は、科目担当教員の許可を得て履修することができる。 

修得した単位は「自由選択科目」として卒業要件に算入することができる 

本学部・学科設置科目と類似した科目の履修を認めるかどうかは個別に判断する。 

教職課程履修者に限り、メディア情報学部の学修要覧に記載されている『教職に関する科目』と同一名称の科目のみ、世

田谷キャンパス開講の同科目を履修することができる。 

 

*1「理工系 4大学」 工学院大学、芝浦工業大学、東京電機大学 

*2「横浜市内大学」 

 神奈川大学・関東学院大学・国学院大学・鶴見大学・桐蔭横浜大学・東洋英和女学院大学*・フェリス女学院大学*・ 

明治学院大学・横浜国立大学・横浜商科大学・横浜市立大学 

（*東洋英和女学院大学・フェリス女学院大学での履修は女子のみ） 

 

①履修の手続きについて 

(1)上記の科目を履修する場合は、通常の履修登録（Web による登録）ではなく、以下の種別毎の専用用紙・申請書（ａは

「授業時間表」に添付）に必要事項を記入し、期限までに横浜キャンパス教育支援センターに提出し、申請すること。 

(2)他学部の科目を申請する場合は、第１回目の授業において、科目担当教員の許可印を必要とする。 

(3)履修にあたっては、横浜キャンパス教育支援センターに備え付けてある他学部等の「学修要覧」・「教授要目（シラバス）」・

「授業時間表」等を参考にすること。 

 

単位互換の種別 申請様式 申請時期 備考 

a.本学他学部 

(本人の所属以外の学部) 

開講科目 

 

当該科目を開講している 

学部用の特別履修申告書 

 

(キャンパス毎に用紙が 

異なるので注意すること) 

各年度前期および後期始め 第１回目の授業で担当教員の

許可印を必要とする。 

b.横浜市内大学開講科目 各大学指定申請書 

 

(横浜キャンパス教育支援

センターに申し出ること) 

各年度前期始め 後期開講科目も前期に申請。 

c.東京理工系４大学開講科目 各年度前期および後期始め  

 

 ②履修の制限について 

(1) 自己より上級学年の配当科目は履修できない。 

(2) 履修順序の指定がある科目で、前提となる科目を履修していない場合は、当該科目を履修することはできない。 

(3) 履修希望者が多く、履修人数を制限する場合は、当該学部等の学生が優先される。 

(4) 上記に限らず、科目担当教員が許可しない場合は履修できない。 

 

③履修科目の試験日程及び成績評価は、他学部、他大学等の日程及び基準による。 

 

１４．修業年限および卒業延期について 

①修業年限 

  学則第１６条「在学年数及び在学年限」及び第４５条「卒業及び単位」 

   本学を卒業するためには４年以上在学しなければならない。 

４年を超え在学し、なお卒業できない場合でも在学年数は８年を超えることはできない。 

ただし、休学中の期間は在学期間に加えない。 

②卒業延期 

  学則第４６条「授業料等」 

   ４年を超え在学する場合は、４月３０日までに定められた所定の学費を納入しなければならない。 

履修届出については前年度までの方法と同じである。 

  なお卒業延期者に対しては、科目試験については学期末毎に、卒業試験（卒業研究）については、過去に卒業研究 

を履修し不可となった者に限り２ヶ月毎に審査が行われて卒業に必要な条件が満足されれば、前者については学期末に、

後者については２カ月毎の月末に卒業資格が認定される。 
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東京都市大学オーストラリアプログラム（ＴＡＰ） 

TOKYO CITY UNIVERSITY  AUSTRALIA  PROGRAM  【ＴＡＰ】 

 

１．ＴＡＰが目指す人材像 

 

都市大の伝統である実践的な専門力を有した国際人がＴＡＰの目指す人材像である。 

「英語で学び，英語で考え，英語で議論する」を達成目標とする。 

 

２．ＴＡＰの目標 

 

ＴＡＰは，１年次の準備教育と２年次の５か月間の留学を合わせた２年間に亘る本学独自の国際人育成プログラムである。

このプログラムを通じて，国際的な視野とコミュニケーション能力を持った，時代に柔軟に対応できる人材を育てる。留学

先の西オーストラリア州は，アジア，ヨーロッパ，アフリカなどのさまざまな国の出身者が暮らす多様性に富んだ州であり，

このような恵まれた環境の中で，学生は国際人としてグローバルに活躍するために語学力と異文化を理解する力を磨きなが

ら，自主性や自立心を高める。 

 

３．プログラム概要 

 

１年次の準備教育として，語学準備講座と留学準備研修を提供する。２年次の５か月間は，西オーストラリア州パース近

郊にあるエディスコーワン大学（以下ＥＣＵ）に留学し，英語と教養科目を中心に学ぶ。 

(1) 参加対象学部学科・募集定員・派遣期間（平成２８年度入学者） 

工学部 全８学科 定員８０名 
サイクルＢ ２０１７年８月～１２月 

知識工学部 情報科学科＋自然科学科 定員１５名 

環境学部 環境創生学科 定員１５名 サイクルＡ ２０１７年２月～ ６月 

環境学部 環境マネジメント学科 定員１０名 サイクルＢ ２０１７年８月～１２月 

メディア情報学部 社会メディア学科 定員１５名 サイクルＡ ２０１７年２月～ ６月 

メディア情報学部 情報システム学科 定員 ５名 サイクルＢ ２０１７年８月～１２月 

都市生活学部 都市生活学科 定員９０名 
サイクルＡ ２０１７年２月～ ６月 

人間科学部 児童学科 定員 ２名 

(2) 派遣先 

エディスコーワン大学 （オーストラリア連邦西オーストラリア州パース近郊） 

(3) 参加費用 

９０万円 ・準備教育，航空運賃，学生寮，教材費，査証取得費用などを含む。 

・支払い時期については，募集説明会時に詳細を説明する。 

 

４．プログラム内容 

 

１．準備教育 < TAP in Japan > 

２年に亘る、日本での準備教育とオーストラリアでの体験を通しての国際人育成プログラムがＴＡＰの魅力である。留学

前の準備教育では，語学準備講座と留学準備研修の２つのプログラムが提供される。 

1-1．語学準備講座 < Preparation for English > 

出発までに，ＴＯＥＩＣ５５０点以上の取得を目指し，ネイティブスピーカーによるレッスンを週５日，オースト

ラリア留学に備えて合計１００回のレッスンを受ける。レッスンは授業期間中の空き時間に行われ，その内容は「読

む・書く・聞く・話す」の４技能の習得に加え，プレゼンテーションスキルなども磨く。 

1-2．留学準備研修 < Global Personnel Training in Japan > 

国際人として成長するための準備として，異文化理解やコミュニケーション能力を高めるためのプログラムを提供

する。研修会は，原則月１回開催予定である。その内容は，ゲストスピーカーによる講演会，危機管理セミナーな

どに加え，異文化理解のためのグループワークなども行う。また，現地で日本文化を紹介するための準備も予定し

ている。 
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東京都市大学オーストラリアプログラム（ＴＡＰ） 

２．オーストラリア留学 < Study Abroad at ECU > 

１年次終了の２月から（サイクルＡ），または，２年次の８月から（サイクルＢ），約５か月間ＥＣＵに留学する。最初

の９週間キャンパス内の語学学校で他国の留学生とともに英語のスキルを上げるために参加する。 

その後の７週間は国際人として必要な教養を身につけるため以下の科目を学ぶ。 

ＥＣＵにおける授業科目 

英語科目 

English Language Education 

Academic English (1) ３単位 教養科目 教養科目 

Academic English (2) ３単位 教養科目 教養科目 

Academic English (3) ３単位 教養科目 教養科目 

Academic English (4) ３単位 教養科目 教養科目 

Academic English (5) １単位 

サイクル A： 

Reading & Writing (2) 

サイクル B： 

TOEIC Preparation  

サイクル A： 

Reading & Writing (2) 

サイクル B： 

TOEIC Preparation 

教養科目 

General Education  

Collaborative Design ２単位 専門基礎科目 専門基礎科目 

Social,Cultural and Media Studies ２単位 教養科目 専門基礎科目 

International Relations ２単位 教養科目 教養科目 

サイクル A： 

Urban Observation 
２単位 専門科目 専門科目 

学科基盤科目 
サイクル B： 

Introductory Applied Mathematics 
２単位 専門基礎科目 専門基礎科目 

  ※TAP（オーストラリア）で履修した科目の成績を本学部のGPAに含める。 

３．現地での過ごし方 

留学中はＥＣＵキャンパス内にある学生寮に滞在する。約５か月の長期滞在のメリットを生かし，現地学生や他国の留学

生と交流を深めることができる。また，現地では，ＥＣＵの学生団体主催のイベントや寮主催のイベントなど参加したりし

て充実したアクティビティを体験することも可能である。さらに，ＴＡＰ参加者対象のアクティブプログラム事業（以下Ｌ

ＢＡ）を利用した自発的な活動により，多くの現地での交流の機会を得ることができる。 

 

４．帰国後の過ごし方 

留学前及び留学後は，ＴＯＥＩＣテストを受験することにより，自分がどれだけ成長したかを確認することができる。帰

国後，３年生になると，海外インターンシッププログラム，協定大学への交換留学及び各学部学科主催の海外フィールドワ

ーク研修などにチャレンジする機会がある。そのためにも，ＴＡＰでは，語学力の向上を目指して努力してほしい。 

 

５．ＴＡＰの参加方法 

１年次４月の入学オリエンテーション期間中に，ＴＡＰ参加募集説明会を開催する。その説明内容をよく理解した上で参

加を検討することとなる。参加を希望する場合は，４月初旬から中旬までの募集期間の間に，申し込みをする。ＴＡＰは定

員２３２名の選抜制なので，その結果は，申し込み締め切り日の翌週に，窓口及びポータルサイトで発表する。参加が認め

られたら，所定の手続きを行い，準備講座に参加することとなる。 

 

６．奨学金制度 

学校法人五島育英会「夢に翼を奨学金」より，ＴＡＰに対して次の奨学金制度がある。 

(1) ＴＡＰアワード 

参加人数の上位２０％の学生に奨学金が給費される。この奨学金は，語学準備講

座の成績，ＴＡＰに参加しＥＣＵで修得した成績，留学後のＴＯＥＩＣテストな

ど大学が指定した英語能力テストの成績及び出席状況などを基に総合的に審査し

た結果，成績上位２０％の以内の人物優秀なものに対して奨学金を給費する（帰

国後の給費となる）。 

(2) ＬＢＡサポート 

豪州留学中の学生（個人又はグループ）による自発的な事業（アクティブプログ

ラム事業 Let’s be Active in TAP （以下ＬＢＡ））に対して，審査の結果採択さ

れた場合に奨学金を給費する。 

環境学部 

単位区分 

メディア情報学部 

単位区分 


