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登録スケジュール 日時 場所または方法 

① Ｗｅｂ履修登録期間 

4 月 20 日（月）10：30～ 

24 日（金）23：59 
※上記期間において、毎日午前１:00～午前10:２9までは 
システムメンテナンスのため、履修登録の操作ができません。 

UNIPA 

② 履修登録抽選結果発表 4 月29 日（水）10：30 

学生時間割表確認 4 月29 日（水）10：30～ 

③ 第１回追加履修登録期間 

④ 【家政学部】他学科履修登録 

⑤ 【文学部】オープン科目履修登録 

⑥ 【社会情報学部】他専攻履修登録 

4 月29 日（水）10：30～ 

5 月  1 日（金）23：59 
※上記期間において、毎日午前１:00～午前10:２9までは 
システムメンテナンスのため、履修登録の操作ができません。 

⑦ 第１回追加履修登録抽選結果発表 5 月 6日（水）10：30 

学生時間割表確認 5 月  6 日（水）10：30～ 

⑧ 第２回追加履修登録期間 

5 月  6 日（水）10：30～ 

7 日（木）23：59 
※上記期間において、毎日午前１:00～午前10:２9までは 
システムメンテナンスのため、履修登録の操作ができません。 

⑨ 第2 回追加履修登録抽選結果発表 5 月13 日（水）8：30 

学生時間割表確認 5 月13 日（水）8：30～ 

 

大妻女子大学 教育支援センター教育支援グループ 

履修登録は、UNIVERSAL
ユ ニ バ ー サ ル

 PASSPORT
パ ス ポ ー ト

（UNIPA
ユ ニ パ

）で手続きを行います。１年間の履修計画を

確定させる大変重要な手続きとなりますので、本紙および『履修ガイド』『UNIVERSAL 

PASSPORT 操作説明書』をしっかりと確認し、登録内容に不備がないよう慎重に手続きを行っ

てください。 

URL：https://unipa.otsuma.ac.jp 
            ※本学ホームページのトップページ下部にもリンクがあります。 

 
 

『UNIVERSAL PASSPORT 操作説明書』にも記載しているとおり、UNIPA の閲覧・操作はパ

ソコンを推奨していますが、スマートフォンにも対応しています。 

https://unipa.otsuma.ac.jp/
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スクールキャラクター「おーたん」 

 

 

  
☆履修登録に関する問い合わせについて☆ 

 

 

◎学科・専攻からの連絡<manaba>についての問い合わせ 

⇒各学科・専攻の問い合わせ先（メール、電話、manaba掲示板など）へ（※１） 

 

（※１）各学科・専攻の問い合わせ先については、各学科・専攻からの連絡<manaba>を確認してください。 

 

 

◎教育支援グループからの履修登録に関する連絡<UNIPA>についての問い合わせ 
⇒履修登録専用メールアドレス（register@ml.otsuma.ac.jp）へ（※２）（※３）（※４） 

  メールの件名は 学籍番号 + 氏名 としてください 

 

（※２）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、教育支援グループでは、在宅勤務および時間短

縮勤務を実施しております。そのため、メールの返信に数日を要することがあります（夜間および土・

日は返信できません）ので、履修登録期間（追加期間も含む）が始まったらすぐにUNIPAで履修登録

作業にとりかかり、不明点がある場合は、早めに問い合わせるようにしてください（期間内に回答でき

ないこともあります）。 

 

（※３）教育支援グループへの電話での問い合わせには対応できませんので注意してください（電話で問い

合わせがあった場合、問い合わせ内容をメールで送っていただくようお伝えするのみとなります）。 

 

（※４）『履修登録の手引き』『履修ガイド』に記載されている内容については、問い合わせる前に『履修登録の

手引き』『履修ガイド』をよく確認し、不明点を明確にしたうえで問い合わせるようにしてください。 
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履修登録の流れ 

 授業に出席し、単位を修得するには、あらかじめ履修科目を登録する必要があります。 

 標準履修単位数や卒業必要単位数を満たすことができるよう、年間の履修計画をしっかり立てて、登録してください。 

④【家政学部】他学科履修登録 

⑤【文学部】オープン科目履修登録 

⑥【社会情報学部】他専攻履修登録 

履修登録終了 

②履修登録抽選結果発表 [4月 29日（水）10：30] 
※あわせて、大学側で履修一括登録した科目を公開 

各自［学生時間割表］を確認 

各自［学生時間割表］を確認 

⑧第２回追加履修登録期間 

[5月 6日（水）10：30～7日（木）23：59] 

各自［学生時間割表］を確認 

履修チェックエラーがある場合は必ず期間内に解消する 

履修に関する説明を確認する（学科・専攻<manaba>、教育支援グループ<UNIPA>からの連絡など） 

  ⑨第２回追加履修登録抽選結果発表 

[5月 13日（水）8：30] 

① Web 履修登録期間 [4月 20日（月）10：30～24日（金）23：59] 

履修チェック結果の確認 

③第１回追加履修登録期間 

[4月 29日（水）10：30～5月 1日（金）23：59] 

 申込み多数の場合は抽選 

履修時間割案の作成 

（UNIPA でシラバスを参照し、履修したい科目を検討する） 

申込み多数の場合は抽選 

申込み多数の場合は抽選 

各自［学生時間割表］を確認 

  ⑦第１回追加履修登録抽選結果発表 

[5月 6日（水）10：30] 
各自［学生時間割表］を確認 
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１．学期 

時間割表は学期ごとに分かれており、授業を実施する期間を表します。 

・「前」：前期に授業を行う科目（前期科目） 

・「後」：後期に授業を行う科目（後期科目） 

・「通」：通年で授業を行う科目（通年科目） 

・「通前」：通年科目を前期と後期で異なる曜日・時限に開講する場合の前期分 

・「通後」：通年科目を前期と後期で異なる曜日・時限に開講する場合の後期分 

 

２．授業コード 
(1) 先頭のアルファベットは、授業を行うキャンパスを表します。 

Ｃ：千代田キャンパス  Ｔ：多摩キャンパス 

(2) 同じ授業コードが複数の曜日や時限に分かれて配置されている科目は、全ての曜日・時限で登録する必要がありま

す。 

(3) 同じ科目名で授業コードが異なるものは、時限・学期・授業担当教員などが異なる別の授業です。登録できるのは、

いずれか１つの授業だけです。 

 
３．科目名 
(1) 科目名が長い場合、文字数制限の関係で略称を表示しています。 

(2) 科目名の後ろに“【 】”がある場合、受講対象クラスが指定されていることを示しています。 

 
＜クラスについて＞ 

履修登録をする際は、必ず所属する学科・専攻において指定されているクラス・グループの授業を登録してください。 

(1) クラス指定がある科目には、科目名の後“【 】”の中に、「Ａ」「Ｂ」などクラスが記入されており、指定され

たクラスの学生だけが履修できます。空欄の場合は、どのクラスの学生も履修できます。 

(2) 「Ａ(1)」や「Ｂ(2)」のように括弧数字がある場合は、１つのクラスをさらに小グループに分割して授業を行いま

す。 

(3) 「英語ⅠA」など習熟度別にクラス分けされた科目は、到達度の高い順にⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳというクラス単

位が用いられます。 

(4) 文学部日本文学科では、「A」「B」などのクラスと「い」「ろ」「は」などのグループを併用してクラスが決ま

る科目があります。 

(5) 文学部英語英文学科／英文学科では、「A」「B」などのクラスと「Ⅰ」「Ⅱ」などのセクションを併用

してクラスが決まる科目があります。例えば「AⅠⅡ」は「A クラスのセクションⅠと A クラスのセク

ションⅡ」であることを意味します。 

(6) 比較文化学部では、学籍番号が偶数か奇数かによってクラスが決まる科目があります。例えば｢A・B 奇｣

は｢A クラスの全員と B クラスの奇数｣を意味します。 

 

４．代表教室 
教室は、先頭のＣが千代田キャンパスを表します。左から２桁目のアルファベットＡ～Ｈは校舎の棟名を指していま

す。残りの下３桁の数字が教室番号を表し、『履修ガイド』校舎配置図の教室番号と一致します。 

 

 

 

 

 

UNIPA の「シラバス照会」もしくは、「学生時間割表」や Web 履修登録画面に表示される“ ”アイコンの箇所

をクリックすることで、該当科目のシラバスを閲覧することができます。 

授業科目・担当教員ごとに「授業の概要、ねらい」「到達目標」「授業内容とスケジュール」「授業時間外の学習（予

習・復習等）」「成績評価の方法及び基準」など授業内容に関する情報が掲載されています。特に「授業内容とスケジ

ュール」をよく読んで、履修登録の参考にしてください。 

 

 

 

 

時間割表の見方 

シラバスの閲覧方法 
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履修登録を怠ると１年間授業が受けられなくなり、その時点で留年が決定してしまいます。履修登録は大変重要な手

続きですので、十分注意して行ってください。 

 

１．はじめに 
履修登録はUNIPAで行います。操作方法については『UNIVERSAL PASSPORT操作説明書』を確認してくださ

い。 

履修登録期間は４月 20 日（月）午前１０時 3０分から 24 日（金）２３時５９分までです。上記期間において毎

日午前１時から午前１０時2９分まではシステムメンテナンスのため、履修登録の操作ができません。この時間帯に操

作していた場合、登録していた内容が正常に記録されない場合があるので注意してください。 

UNIPA での履修登録は、自宅や大学の情報処理自習室等、インターネット環境とパソコンがあれば、どこからでも

行うことができます。 

UNIPA の閲覧・操作はパソコンのほか、スマートフォンにも対応していますが、スマートフォン版は動作の保証が

できませんので、パソコンでの閲覧・操作を推奨します。 

 

新入生の皆さんへ 

新入生向けに「大学での学修について」「UNIVERSAL PASSPORT について」に関する説明動画を、令和２年度

新入学生用のページに掲載しています。 

新入学生用のページでは、今年度入学される方がスムーズに大学生活のスタートを切ることができるように、様々な

情報を掲載しています。 

入学までに一通り目を通し、入学後の履修登録、授業、学生生活についての理解を深めておいてください。 

 

※大妻女子大学ホームページのトップ画面「お知らせ」内の「新入生へのご案内」からアクセスできます。 

（ホームページ右上「入試・入学」からもアクセス可能です。） 

 

-本学ホームページ（新入生へのご案内）- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在学生の皆さんへ 

UNIPA の履修チェックエラーの内容が昨年度と変更になりました。各学科専攻において学年ごとに定められている

「標準履修単位数」は、昨年度まで、科目区分に関わらず単位数を満たしていないと履修制限エラーが表示されていま

した。しかし、今年度からは標準履修単位数不足のうち、「必修科目」のみエラー表示がされます。（卒業年次生はこ

れまでどおり全ての科目区分において卒業必要単位数不足のエラー表示がされます。）次年度以降に必要単位数が不足

しないよう、各自「履修ガイド」に記載の標準履修単位数を目安として、計画的に単位を修得してください。 

 

２．履修計画 
(1) 履修登録をする前に履修したい科目を決め、時間割表にマーカーを塗るなど、印をつけておいてください。 

(2) 履修したい科目を選ぶ際には、p.６「履修登録の際の注意事項」をよく読んで、間違いのないように選んでくだ

さい。 

 

３．欄外科目 
次の科目は授業時間割欄外科目のため、Web 履修登録画面では「集中講義／実習」の欄に、紙の時間割表では「集

中・実習」の欄に記載されています。履修を希望する場合は忘れずに登録してください。 

 

集中講義科目、実習科目、卒業論文・卒業制作 等 

Web履修登録 
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４．一括履修登録について 

事前にクラスが指定されている科目は、大学側で一括登録を行います。一括登録された科目は、Web 履修登録画面

で“選択可能”な状態で表示されます（1年生を除く）が、自己判断で削除や変更をせず、学科専攻の指示に従ってく

ださい。 

また、ガイダンス期間中にクラス分けを実施するなど、履修登録期間終了後に一括登録を行う科目もあります（4 月

29 日（水）10:30 に UNIPA で公開）。Web 履修登録期間終了後に一括登録される科目については、Web 履修登

録画面に表示されません。学科ガイダンスで詳細を確認し、該当する曜時に別の科目を履修登録しないよう注意してく

ださい。 
 
５．履修登録単位数の上限について 

１年間の履修登録単位数の上限が定められています（履修ガイド参照）。上限を超えて履修登録するとエラーになり、

全科目の登録が無効になりますので、十分注意してください。 

また、大学側で一括登録する科目も上限単位数に含まれます。大学側で一括登録をしたことで上限単位数を超えた場

合も同様に、エラーにより全科目の登録が無効になります。 

 

６．学生時間割表および受講者調整について 
学生時間割表が確定するのは「履修登録抽選結果発表日」です。履修登録できた科目は、学生時間割表に記載されま

すので、必ず自分が履修登録した科目が記載されているか確認してください。 

なお、履修登録の結果、希望者が集中して教室に収容しきれない、また正常な授業が行えないという場合は、コンピ

ュータによる抽選で受講者数を調整します。抽選の結果、履修できない科目については、学生時間割表に記載されませ

ん。 

学生時間割表は、UNIPAで確認・プリントアウトすることができます。 

 

７．最終的な履修科目の確認について 
5 月13 日（水）8:30 から、第2回追加履修登録の結果をUNIPAで発表します。手続きした科目が正しく登録さ

れているか、必ず確認してください。 

ただし、抽選の結果、履修できない科目については、学生時間割表に記載されません。誤りがないかを確認し、履修

登録を完了してください。 

学生時間割表の確認を怠ったために生じる事態は、すべて学生自身の責任であり、留年する（卒業できない）場合

もあるので、十分注意してください。 

 

８．見込判定結果の公開について 
履修登録の内容をもとに、卒業年次生は「卒業見込判定」、比較文化学部2 年生は「進級見込判定」、諸課程履修者

は「資格取得見込判定」の結果を5 月13日（水）に学生時間割表において公開します。要件を満たしている場合、エ

ラーは表示されませんので、各自で必ず確認をしてください。 

わからないことがありましたら、「卒業見込判定」・「進級見込判定」については教育支援グループ、「資格取得見

込判定」については資格支援グループに問い合わせてください。 

 

◇見込判定とは◇ 

見込判定とは、確定した履修登録内容をもとに、その年度に履修登録している科目の全ての単位を修得できたことと

して、各種要件を満たしているかを判定するものです。 

 

  

UNIPAでは、Web履修登録の他にも学生時間割表

や単位修得状況の確認、各種見込判定などを行いま

す。Web履修登録に関連する操作方法や内容の詳

細は『UNIVERSAL PASSPORT 操作説明書』

にて確認してください。 

 

『UNIVERSAL PASSPORT 操作説明書』は、

UNIPAの「学内リンク集」で確認できます。 
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☆諸課程履修者の方へ 

 

１．短期大学部新入生の皆さんへ 
図書館学課程の履修を希望する学生は、ホームページの「新入生へのご案内」に後日掲載する「図書館学課程履修希

望の学生へ」を確認してください。履修に必要な案内を掲載します。 

 

２．資格取得見込判定の確認について 
諸課程履修者は、５月１３日（水）の学生時間割表の公開を待たずに、資格取得条件に対する不足内容を「資格見込

判定エラー」として、各自で確認することができます。「資格取得見込判定」の結果を必ず確認し、履修漏れがないよ

うにしてください。 

エラー内容を確認するためには、履修登録内容が確定した時点で、各自で「資格取得見込判定」を実行してください。

「資格見込判定エラー」は自動的には更新されません。条件が不足していない場合、「資格取得見込判定」の結果は“資

格取得条件を満たしています。”と表示されます。 

確認方法等の詳細は、『UNIVERSAL PASSPORT 操作説明書』に記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

諸課程履修者の方へ 
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〈全学共通科目〉 

 

大妻教養講座（家政学部・文学部・社会情報学部・比較文化学部・短期大学部１年生、再履修者対象） 

コタカ学（短期大学部１年生対象） 

「大妻教養講座」（1単位・必修）、「コタカ学」（1単位・必修）は、あらかじめ全学共通科目として履修登録が

されています。 

なお、｢大妻教養講座｣および「コタカ学」も上限単位数に含まれるので、上限単位数を超過しないよう注意してくだ

さい。 

 

 

キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ・Ⅱ（ＣＤＰⅠ・Ⅱ）（家政学部・文学部・社会情報学部・比較文化学部対象） 

１．「ＣＤＰⅠ・Ⅱ」の履修登録には、事前説明を確認する必要があります。説明の確認方法はUNIPAでお知らせし

ますので、確認してください。          

２．６クラス開講で1 クラス最大６０人程度（全体で3６0 人程度）の履修人数制限がありますので、希望者全員が履

修できるとは限りません。また、履修登録後の取消はできません。 

 

 

キャリア・ディベロップメント・プログラムⅠ（ＣＤＰⅠ）（短期大学部対象） 

「ＣＤＰⅠ」の履修登録には、事前説明を確認する必要があります。説明の確認方法はUNIPAでお知らせしますの

で、確認してください。 

 

 

英語のクラス分けテストおよびそれに伴う履修登録について（家政学部・文学部・社会情報学部・短期大学部1年生、再履修者対象） 

 

１．習熟度別クラス編成で行う科目について 

家政学部・文学部・社会情報学部および短期大学部は、入学前に Web にて受験した英語のクラス分けテスト

（CASEC）の結果によって、習熟度別クラス編成を行う科目があります。（下表参照） 

学部・学科 科目名 備考 

家政学部、文学部日本文学科 英語ⅠＡ、英語ⅠＢ 左記科目は大学側で一括履修登録

をします。そのため、これらの科

目が入っている時限には他の科目

を履修登録することはできませ

ん。もし他の科目を履修登録して

いた場合、これらの科目で上書き

されますので、注意してください。 

文学部英語英文学科 英語ⅠＡ、英語ⅠＢ、英語ⅠＣ、英語ⅠＤ、日本語Ａ（文章表現） 

文学部ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ文化学科 英語ⅠＡ、英語ⅠＢ、英語ⅠＣ、英語ⅠＤ 

社会情報学部 
英語ⅠＡ、英語ⅠＢ、英語ⅠＣ、英語ⅠＤ、英語ⅡＡ、英語ⅡＢ、 

英語ⅡＣ、英語ⅡＤ、英語ⅢＡ、英語ⅢＢ 

短期大学部家政科、国文科 英語ⅠＡ 

短期大学部英文科 英語ⅠＡ、英語ⅠＢ 

 

２．履修登録について（１年生が対象） 

【家政学部・文学部・社会情報学部・短期大学部対象】 

上記科目の履修登録はクラス分けテストの結果をもとに大学側で行い、4 月 29 日（水）10:30 に UNIPA でクラ

ス分け結果を公開します。各自でUNIPA上の履修登録画面で対象科目が登録されていることを確認してください。 

（※文学部英語英文学科・コミュニケーション文化学科、短期大学部英文科の学生は各学科のガイダンスで発表される

クラス分け結果の資料とあわせて確認するようにしてください。） 

なお、教科書は履修登録画面にて対象科目が登録されていることを確認した後、自分のクラスの教科書を購入してく

ださい。教科書販売は Web により行います。詳しくは UNIPA ログイン後のトップページ左下「学内リンク集」に掲

載している「２０２０年度教科書販売のご案内」をご覧ください。 

  

３．再履修者について（２年生以上が対象） 

 上記科目のうち、1 年次の英語科目が再履修となった学生は事前に教育支援グループにて履修登録を行っています。

セクションは基礎（Ⅰ～Ⅳであれば｢Ⅳ｣、Ⅰ～Ⅲであれば｢Ⅲ｣、Ⅰ～Ⅱであれば｢Ⅱ｣）となりますので、UNIPA の履

修登録画面で対象科目が登録されていることを確認してください。なお、時間割上で再履修の科目と他の必修科目が重

複している場合は、所属学科の教務委員の先生に相談してください。 

履修登録の際の注意事項 
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〈第１回追加履修登録および抽選結果発表〉 

(1)手続き日 

項目 日時 登録・確認方法 

第１回 

追加履修登録 

４月29日（水）10:30～ 

5月１日（金）23:59 
UNIPA 

抽選結果発表 5月6日（火）10:30 UNIPA 

(2)対象者 

①履修チェックエラーがあり登録できなかった科目がある学生 

②履修登録単位数の上限数まで達していない学生で追加履修を希望する学生 

③家政学部他学科履修科目の登録を希望する学生（家政学部のみ） 

④文学部オープン科目の履修を希望する学生（文学部のみ） 

⑤社会情報学部の他専攻履修可能科目の履修を希望する学生（社会情報学部のみ） 

 

〈第２回追加履修登録および抽選結果発表〉 

(1)手続き日 

項目 日時 登録・確認方法 

第２回 

追加履修登録 

5 月6日（水）10:30～ 

7 日（木）23:59 
UNIPA 

抽選結果発表 5月13日（水）8:30～ UNIPA 

 (2)対象者 

①履修チェックエラーがあり登録できなかった科目がある学生 

②履修登録単位数の上限数まで達していない学生で追加履修を希望する学生 
 

 

※注意事項 

追加履修登録では、必修科目と諸課程科目以外は、定員に達した場合は追加登録できません。受講者に余裕のある

科目のみ追加登録することができます。 
 
 

 
 
１.入学前に修得した単位の認定について 

【家政学部・文学部・社会情報学部・比較文化学部・短期大学部１年生対象】 

第１年次に入学した学生が、入学する前に他の大学または短期大学で修得した単位を、一定の基準に基づき本学で修

得した単位として認定することができます。 

ただし、単位認定は４年制学部の場合は６０単位を超えない範囲、短期大学部の場合は３０単位を超えない範囲とし

ます。 

 

単位認定を希望する学生は、指定された期間に申請しなければなりません。 

 

手続き期間  
 

  後日、お知らせします。 
 

必要な書類  

①既修得単位を確認できる成績証明書（コピー不可） 

②単位認定を希望する授業科目のシラバス 

③単位認定願（書式は教育支援グループで配付） 

④学生証 
⑤印鑑 

 

追加履修登録 

単位認定について 
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２.大学以外の教育施設等における単位認定について 
 

※「大学以外の教育施設等における単位認定」を申請予定の科目において、事務側ですでに該当科目の履修登録がさ

れているが、同時間帯に別の科目を履修登録したい学生は、以下の手続きを行う際に申し出てください。 
 

【家政学部・文学部１、2 年生 短大１、２年生対象】 

「大学以外の教育施設等における学修に対する単位認定に関する細則」に定めた検定または試験に合格した学生は、

指定された科目の単位認定を申請することができます。 

単位認定を希望する学生は、指定された期間に申請しなければなりません。 
 

手続き期間  
 

 後日、お知らせします。 
 

必要な書類  

①認定基準に定める検定の合格または試験の成績を証明する書類（コピー不可） 

②学生証 

③印鑑 
 

 

学部 

大学以外の教育施設等における学修に対する単位認定に関する細則 

 

この細則は、大妻女子大学学則（昭和４８年４月１日制定）第７条の３第３項に規定する単位認定に関する事項について定めるも

のとする。 

 

家政学部・文学部 

振り替え認定に定める検定または試験に合格した者、及び一定の成績を得た者には、本人の申請により、申請科目の配当年次に限

り、４月の履修登録前に単位の認定及び授業科目への振り替え認定を行う。 

１．認定単位は合計６単位を越えることはできない。 

２．同レベルの複数の技能検定や試験を併用することはできない。 

３．再履修科目を振り替え認定することはできない。 

４．対象科目は以下のとおりとする。 
 

全学共通科目 
 

 

 

 

 

 

 

＊  内の２科目を合わせて２単位を認定する。１単位のみで認定することはできない。 

 

５．振り替え認定基準と認定単位 

認定単位 
実用英語 

技能検定 

ＴＯＥＩＣ L&R 

（ＩＰテストも含む） 
ＴＯＥＦＬ 

4 準１級 ７００点以上 ｉＢＴ  ６８以上 

6 １級 ９００点以上 ｉＢＴ  ９２以上 

 

６．対応科目を既に履修済みまたは履修登録中の場合は認定できない。 

７．認定申請の際、認定基準に定める検定の合格または試験の成績を証明する書類を提出しなければならない。 

８．履修登録時に、検定または試験の合格・成績取得を見込んで、必修科目の登録を見合わせることはできない。 

９．認定した単位の評価は「Ｎ」として処理するものとする。 

附 則 

この細則は、平成２９年４月１日から施行  

 

 

 

 

 

[

家
政
学
部] 

英語ⅠＡ・英語１Ｂ（計２単位）または英語ⅠＣ・英語ⅠＤ（計２単位） 

[

文
学
部] 

英語ⅠＡ・英語１Ｂ（計２単位） 

英語ⅡＡ・英語ⅡＢ（計２単位） 英語ⅠＣ・英語ⅠＤ（計２単位） 

英語ⅡＣ・英語ⅡＤ（計２単位） 英語ⅡＡ・英語ⅡＢ（計２単位） 

 英語ⅡＣ・英語ⅡＤ（計２単位） 

○R 

○R 

○R 

○R 
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短期大学部 
大学以外の教育施設等における学修に対する単位認定に関する細則 

  

この細則は、大妻女子大学短期大学部学則(昭和49年4月1日制定)第7条の3第3項に規定する単位認定に関する事項につ

いて定めるものとする。   

 

短期大学部英文科   

振り替え認定基準に定める検定または試験に合格した者、及び一定の成績を得た者には、本人の申請により、単位の認定及び

授業科目への振り替え認定を行う。 

1. 認定単位は合計4単位を越えることはできない。   

2. 同レベルの複数の技能検定や試験を併用することはできない。   

3. 対象科目は以下のとおりとする。     

 ① 専門科目（前期）リスニング・ストラティジーズ（２単位）  

 ② 専門科目（後期）アドバンスト・リスニング（２単位）  

  

4. 振り替え認定基準と認定単位  

 

 認定単位 
実用英語技能

検定 

ＴＯＥＩＣ L&R 

（ＩＰテストも含む） 

 

ＴＯＥＦＬ 

①・② ４ 
準1 級 

以上 

７００点 

以上 

ｉＢＴ ６８ 

以上 

 

5. 申請時期は履修登録時を原則とする。 

6. 対応科目の単位を既に履修済みの場合は認定できない。   

7. 認定申請の際、認定基準に定める検定の合格または試験の成績を 

証明する書類を提出しなければならない。   

8. 履修登録時に、検定または試験の合格・成績取得を見込んで、必修科目の登録を見合わせることはできない。 

9. 認定した単位の評価は、「Ｎ」として処理するものとする。 

   附 則  

この改正後の細則は、平成2７年4月1日から施行し、平成2７年度第1 年次入学者から適用 

 

○R 
○R 

○R 



 
 

 


