2016年度（平成28）年度 入学生対象 履修要項変更点
変更箇所（ページ順）

変更内容

詳細については、http://monkey.fks.ryukoku.ac.jp/~kyoga/rishu/#pdf 参照

変更前
龍谷大学の教育にかかる基本方針

変更後

変更年月

龍谷大学の教育理念・目的
建学の精神に基づき、「真実を求め、真実に生き、真実を顕かにする」ことのできる人間を育成する。
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【7ページ】
龍谷大学の教育にかかる基本方針

【13ページ】
2 休講・補講・教室変更情報について
（3）公開の期間
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【16ページ】
4．履修登録制度

文言の変更

文言の変更

文言の変更

建学の精神に基づいて、「平等」、「自立」、「内省」、「感謝」、「平和」の意味を深く
理解し、豊かな人間性
と共生（ともいき）の精神を涵養するとともに、人間教育、教養教育、専門教育を
通じて、「広い学識」と「進取の精神」を持って人類社会に貢献する人間を育成す
る。

龍谷大学の教育理念・目的を実現するため設置された学部・研究科は、広く社会に貢献できる教養教
育と専門教育を体系的かつ組織的に行うにあたり、各学問分野の独自性を活かしつつ、社会の要請
等を踏まえた教育理念・目的を掲げ、学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受け入れ
の方針を一体的に策定する。

（１）アクセス方法

（１）アクセス方法

＜携帯電話（フィーチャーフォン）＞

2017年3月

＜携帯電話＞

（3）公開の期間
＜パソコン用＞
休講：休講日を含めて30日前から公開しています。
補講：予定が入り次第、随時公開しています。
教室変更（臨時）：変更日を含めて30日分を表示しています。
教室変更（恒常）：変更日を含めて前後30日分を表示しています。
＜携帯電話（フィーチャーフォン）用＞
休講：休講日を含めて3日前から公開しています。
補講：予定が入り次第、随時公開しています。
教室変更（臨時）：変更日を含めて30日分を表示しています。
教室変更（恒常）：変更日を含めて前後30日分を表示しています。

（3）公開の期間
＜パソコン用＞
休講：連絡が入り次第、休講日を含めて30日前から公開しています。
補講：予定が入り次第、随時公開しています。
教室変更（臨時）：変更日を含めて30日分を表示しています。
教室変更（恒常）：変更日を含めて前後30日分を表示しています。
＜携帯電話用＞
休講：連絡が入り次第、休講日を含めて2日前から公開しています。
補講：予定が入り次第、随時公開しています。
教室変更（臨時）：変更日を含めて2日分を表示しています。
教室変更（恒常）：変更日を含めて前後28日分を表示しています。

（2）履修登録の方法
第1学期履修登録は、第1学期開講科目と8月9月に開講される集中講義科目を
登録します。

（2）履修登録の方法
第1学期履修登録は、第1学期開講科目と8月9月に開講されるサマーセッション科目を登録します。

2017年3月

2017年3月

集中講義を利用して開講される科目については、下記の取り扱いとなります。
サマーセッションを利用して開講される科目については、下記の取り扱いとなります。
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【19ページ】
２．授業科目の開設方法

文言の変更

集中講義 第2学期（後期科目）
会・掲

開講期間・開講場所については、履修説明
サマーセッション 第2学期（後期科目）
示板・ポータルサイト（学内者向け）等で確認

開講期間・開講場所については、履修説明会・掲示
板・ポータルサイト（学内者向け）等で確認してください。

2017年3月

してく
ださい。

5

【21ページ】
２．履修登録制限単位数

②集中講義に開講される科目

②サマーセッションに開講される科目

⑥農学部専攻科目（全学科）のうち、以下の科目
「農学部インターンシップA」、「農学部インターンシップB」、「海外農業体験実
習」、「特別研究」

⑥農学部専攻科目（全学科）のうち、以下の科目
「農学部インターンシップA」、「農学部インターンシップB」、「海外農業体験実習」、「特別研究」

履修登録制限単位外
⑦農学部食品栄養学科専攻科目のうち、管理栄養士免許証取得に関する以下
の科目の追加
の科目
「公衆栄養学Ⅱ」、「分子栄養学」、「臨床医学概論」、「臨床病態学」、「栄養評価
論」、「栄養カウンセリング論」、「臨床栄養学Ⅱ」、「臨床栄養学Ⅲ」、「臨床栄養
管理学」、「公衆栄養活動論」、「給食経営管理論Ⅱ」

⑦農学部食品栄養学科専攻科目のうち、管理栄養士国家試験受験資格、食品衛生管理者および食
品衛生監視員の資格取得に関する以下の科目
「公衆栄養学Ⅱ」、「分子栄養学」、「臨床医学概論」、「臨床病態学」、「栄養評価論」、
「栄養カウンセリング論」、「臨床栄養学Ⅱ」、「臨床栄養学Ⅲ」、「臨床栄養管理学」、
「公衆栄養活動論」、「給食経営管理論Ⅱ」、「栄養疫学」、「食品加工学」、「スポーツ栄養学」、「有機
化学」
⑧その他

【集中講義科目】
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【25ページ】
(3)履修辞退できない科目

文言の変更

2017年3月

「海外英語研修」

【サマーセッション科目】
2017年3月

2016年度（平成28）年度 入学生対象 履修要項変更点
変更箇所（ページ順）

変更内容

変更前
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【28ページ】
１）追試験の受験資格

１）追試験の受験資格
①病気や怪我、試験時における体調不良等による受験が出来なかった者。
②親族（原則として３親等まで）の葬儀により受験ができなかった者。
③後任サークルの公式戦に選手として参加することにより受験ができなかった
者。
④資格試験（公務員試験、公的資格試験等）や就職活動（説明会、筆記試験、面
接等）により受験ができなかった者。
⑤単位互換科目（大学コンソーシアム京都科目、放送大学科目、環びわ湖大学・
受験資格 文言の修
地域コンソーシアム科目）の試験により受験ができなかった者。
正
⑥インターンシップ実習（協定型インターンシップ、大学コンソーシアム京都イン
ターンシップ・プログラム、農学部インターンシップＡ・Ｂ）により受験ができなかっ
た者。
⑦交通機関の遅延等により受験ができなかった者。
⑧交通事故や災害等により受験ができなかった者。
⑨裁判員制度による裁判員（候補者）に選任されたことにより受験できなかった
者。
⑩その他、学部教授会が特に必要と認めた者。
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【33ページ】
2）「仏教の思想」の履修について

再履修方法の修正

【35ページ】
9 7．日本語科目（留学生対象科目）の履修 文言の変更
について
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【42・48・54・64ページ】
専攻科目 開設科目（全学科）

配当セメスターの変
更

11

【69ページ】
協定型インターンシッププログラム

文言の追加

詳細については、http://monkey.fks.ryukoku.ac.jp/~kyoga/rishu/#pdf 参照

変更後
追試験は次の各号のいずれかの理由により定期試験を欠席し、所属学部が認めると受験することが
できます。
① 病気や怪我、試験時における体調不良等
② 親族(原則として3親等まで)の葬儀への参列
③ 公認サークルの公式戦への選手としての参加
④ 交通機関の遅延等
⑤ 交通事故，災害等
⑥ 就職活動(説明会，筆記試験，面接等)
⑦ 資格試験(公務員試験，公的資格試験等)の受験
⑧ 単位互換科目の試験受験
⑨ インターンシップ実習(協定型インターンシップ，大学コンソーシアム京都インターンシップ・プログラ
ムなど)又は博物館実習への参加
⑩ 裁判員(候補者)への選任
⑫ その他所属学部が特に必要と認める理由

変更年月

2017年3月

2017年3月

履修単位の取扱い
必修外国語科目として取扱い、4単位中2単位を必修外国語(2単位)として認定
し、残り2単位を随意科目として認定する。

履修単位の取扱い
最大2単位を必修外国語として認定することができる。

2017年3月

「キャリア形成論」 3年次前期

「キャリア形成論」 3年次後期

2017年3月

本学では、学生の自立とキャリア形成を支援する実践的な教育プログラムとして
全学共通の協定型インターンシップを展開しています。このインターンシップは、
建学の精神に基づくきめ細かな事前・事後学習を展開する、本学独自の特色あ
るインターンシッププログラムです。

本学では、学生の自立とキャリア形成を支援する実践的な教育プログラムとして全学共通の協定型イ
ンターンシップを展開しています。このインターンシップは、建学の精神に基づくきめ細かな事前・事後
学習を展開する、本学独自の特色あるインターンシッププログラムです。
また、20講以上に及ぶ事前・事後学習では、グループワークを中心として進行し、課題発見力や主体
性、発信力や傾聴力といった社会で求められる様々な能力を身につけることができます。

2017年3月

2016年度（平成28）年度 入学生対象 履修要項変更点
変更箇所（ページ順）
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【73ページ】
矯正・保護課程

変更内容

文言の変更

変更前

【73ページ】
キャリア支援講座

【73ページ】
14
RECコミュニティカレッジ外国語コース

15

【76ページ】
2．保健管理センター

【77ページ】
3．障がい学生支援室

変更年月

2017年3月

＜就職対策系＞
就職筆記試験対策講座/エントリーシート対策講座/エアライン就職対策講座

＜資格系＞
(中略）基本情報技術者講座/ＭＯＳ講座（Ｅｘｃｅｌ2013、Ｗｏｒｄ2013）/社会福祉士
国家試験講座/介護職員初任者研修講座/ＣＡＤ利用技術者講座(2級）/色彩検
定講座/
秘書検定講座

＜資格系＞
(中略）基本情報技術者試験対策講座/ＭＯＳ講座（Ｅｘｃｅｌ2016、Ｗｏｒｄ2016）/社会福祉士国家試験講
座/介護職員初任者研修講座/ＣＡＤ利用技術者講座(2級）/色彩検定講座/
秘書検定講座/通関士資格対策講座/ＩＴパスポート講座/リテールマーケティング(販売士)検定講座

文言の変更

＜生涯学習講座「RECコミュニティカレッジ」の外国語コース＞
REC生涯学習講座「RECコミュニティカレッジ」の「外国語コース」では、入門から
上級までレベルに応じた英語講座を多数開講しているほか、中国語、韓国語、フ
ランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語も開講しており、語学力を向上させ、
正規の授業を補完できる内容となっています。
本学学生は割引価格で受講できます。詳しくはREC(京都・滋賀)の窓口で配布し
ている『RECコミュニティカレッジパンフレット』をご覧下さい。
※「RECコミュニティカレッジ」では、「外国語コース」のほか、「仏教・こころ」「文
化・歴史」など多様な講座を開講しています。

＜生涯学習講座「RECコミュニティカレッジ」＞
「RECコミュニティカレッジ」は、一般向けの生涯学習講座で、「仏教・こころ」「文化・歴史」「文学」「自
然・環境」「くらしと健康」「現代社会」「外国語」の計7コースで様々な講座を開講しており、年間延べ1万
人の方が学ばれています。
正規授業の補完として、また、世代を超えて教養を深め交流する機会としてご活用下さい。

2017年3月

文言の追加

（1） カウンセラーに相談したい
（2） 保健師・看護師に相談したい
（3） 医師の診療を受けたい
（4） 急な怪我をした
（5） タバコをやめたい
（6） 健康チェックをしたい
（7） 健康診断
（8）健康診断証明書・健康診断書発行について
（9）AEDについて知りたい

（1） 緊急時には
（2） 学校感染症に罹患した場合には
（3） カウンセラーに相談したい
（4） 保健師・看護師に相談したい
（5） 医師の診療を受けたい
（6） 急な怪我をした
（7） タバコをやめたい
（8） 健康チェックをしたい
（9） 健康診断
（10）健康診断証明書・健康診断書発行について
（11）AEDについて知りたい

2017年3月

講座の追加

障がい学生支援室は、すべての学生が社会参加に向けて主体的に取り組むこと
を支援するという視点に立ち、障がいのある学生の学修や学生生活上の困難に
対し、様々な相談、支援を行っています。また、障がいのある学生とサポートをす
る学生、その他すべての学生や教職員が互いに理解し、尊重し合える関係づくり
を目指し、サポーター養成や研修会、交流会などにも取り組んでいます。詳しく
は、本学HP『障がい学生支援』に掲載しています。
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変更後

刑務所、少年院、少年鑑別所などで働く矯正職員、犯罪や非行をしてしまった人 刑務所、少年院、少年鑑別所などで働く矯正職員をめざす学生や、犯罪をおかしたりや非行をおこ
たちの社会復帰の手助けをする保護観察官等の専門職やボランティアとして活 なった人たちの社会復帰を手助けをする保護観察官等の専門職やボランティアを養成するために実
躍する人たちを養成することを目的としています。
務に即したプログラムを提供しています。

＜就職対策系＞
就職筆記試験対策講座/エントリーシート対策講座
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詳細については、http://monkey.fks.ryukoku.ac.jp/~kyoga/rishu/#pdf 参照

文言の追加

HPでは主に次の内容を掲載しています。
（1）障がい学生支援室について
（2）支援を希望される方へ
（3）支援の内容
（4）サポートスタッフに興味のある方へ
（5）講座・イベント
（6）よくある質問（Q&A）
(7) 規約

2017年3月

障がい学生支援室は、すべての学生が社会参加に向けて主体的に取り組むことを支援するという視
点に立ち、障がいのある学生の学修や学生生活上の困難に対し、様々な相談、支援を行っています。
また、障がいのある学生とサポートをする学生、その他すべての学生や教職員が互いに理解し、尊重
し合える関係づくりを目指し、サポーター養成や研修会、交流会などにも取り組んでいます。詳しくは、
本学HP『障がい学生支援』に掲載しています。（http://www.ryukoku.ac.jp/support/index.php）
HPでは主に次の内容を掲載しています。
（1）障がい学生支援室について
（2）支援を希望される方へ（支援の内容、支援の申し出方法）
（3）サポートスタッフに興味のある方へ
（4）講座・イベント
（5）よくある質問（Q&A）

2017年3月

2016年度（平成28）年度 入学生対象 履修要項変更点
変更箇所（ページ順）

17

【91ページ】
Ⅱ授業休止の取扱基準
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【104ページ】
農学部教員名簿

変更内容

教員名簿の変更

詳細については、http://monkey.fks.ryukoku.ac.jp/~kyoga/rishu/#pdf 参照

変更前

変更後

変更年月

詳細は、本学ホームページを参照してください。
http://www.ryukoku.ac.jp/campus_career/support/classinfo/disaster.html

2017年3月

※別紙「農学部教員名簿」参照

2017年3月

