
短期留学プログラム比較表

海外語学研修 交換留学 短期海外語学研修
支援金制度 イマージョンコース留学制度

特　　徴
英語科の専門科目
として実施。教員・
添乗員の引率あり。

テネシー大学の授業に
参加。

各自で計画し、入学手続きや
渡航手続きを自分ですべて
行う。

Eコースに所属する学生のう
ち、原則5名が短大指定の語学
学校に留学することができる。

単位認定 あり なし なし なし

研 修 先 英 米 英語圏 短大が指定する国

対象学年 1・2年 2年 1・2年 1年

実施時期 夏期休業中 夏期休業中 1年：春期休業
2年：夏期休業 春期休業中

募集人数 20名程度 2名以内 1年：3名以内
2年：2名以内 5名以内

財政支援 なし 約 22万円の支援金
を支給 30万円の支援金を支給 留学に関わる費用を短大が負

担。(渡航費・授業料・ステイ費)

選考方法 希望者全員
エッセイ
TOEICのスコア
英語による面接

エッセイ
TOEICのスコア
日本語による面接

TOEICのスコア

応募締切 ̶ 2019年 5月 7日 1年：2019年 9月 30日
2年：2019年 5月 7日 詳細はアドバイザーより

留学後の義務 なし 報告書の提出
報告会での発表

報告書の提出
報告会での発表

報告書の提出
報告会での発表

他のプログラ
ムとの併願 すべて可 海外語学研修を除き、原則、どれか一つの制度しか認定されない。

(6) 卒業後の編入プログラム
本 学 卒 業 後、University of Wisconsin-River Falls（USA） と University of 
Canterbury（NZ）の3年次に編入できるプログラムがあります。詳細はアドバイザー
にお尋ねください。

Part 1  【学　籍】 Part 2  【履　修】

単 　 位 　 制

単位と時間数

出 　 欠 　 席

単 位 の 認 定

　授業科目の履修は「短期大学設置基準」に基づく単位制によって行います。単位制と
は科目を履修することにより、それぞれの授業科目に与えられている単位を一定の基準
に従って履修取得して、各入学年度の定められた卒業に必要な単位を 2ヶ年以上の在学
期間中に修得することによって卒業の資格が与えられます。

(1)1 年は前期、後期の 2学期に分けられ、1学期の授業は 15週にわたって行うものと
　します。
(2) 各授業科目に対する単位数は15時間の授業をもって1単位とします。但し、授業の
　形態に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修を考慮して、別に定め
　る授業科目については 30時間の授業をもって 1単位とします。

(1) 授業においては出席をとります。
(2) 原則として遅刻・早退は 3回をもって欠席 1回分と計算します。
(3) 遅刻者は授業終了後ただちに科目担当者に届け出てください。届け出がない場合は
　欠席とします。

　授業科目の担当者が平常の学修状況とその成果を考査した結果、合格と判断した場合
には所定の単位が与えられます。ただし、次のいずれかに該当する場合は単位を修得す
る権利がありません。
　①履修登録がなされていない科目
　②その授業科目の出席回数が出席すべき回数の 3分の 2に満たない科目
　　(※この場合は、成績評価はＦとなります)
　③学納金未納の場合 (※この場合は、該当学期の全科目の単位は無効となります) 
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● 2018・2019 年度入学生

必修科目

キリスト教

35単位以上基礎

英語

選択科目

コース
選　択

イングリッシュイマージョン
アカデミックインテンシブ
エアライン・ツーリズム

12単位以上

30 単位以上
( コース選択
の 12 単位を
含む )

キリスト教

基礎

英語

キャリア教育

第二外国語

合　　計 65単位以上

イングリッシュイマージョンコース 12単位以上

＊科目の詳細はカリ
　キュラム表を参照
　してください

アカデミックインテンシブコース 12単位以上

エアライン・ツーリズムコース 12単位以上

科 目 名 履　　修　　条　　件

フランス語

Ｉ なし

ＩＩ フランス語Ｉの単位を修得しておくこと

ＩＩＩ フランス語ＩＩＩの単位を修得しておくこと

ＩV フランス語ＩＩＩＩＩＩの単位を修得しておくこと

中国語

Ｉ なし

ＩＩ 中国語Ⅰの単位を修得しておくこと

ＩＩＩ 中国語ⅠⅠⅠの単位を修得しておくこと

ＩV 中国語ⅠⅠⅠⅠⅠⅠの単位を修得しておくこと

韓国語

Ｉ なし

ＩＩ 韓国語Ⅰの単位を修得しておくこと

ＩＩＩ 韓国語ⅠⅠⅠの単位を修得しておくこと

ＩV 韓国語ⅠⅠⅠⅠⅠⅠの単位を修得しておくこと

Part 2  【履　修】

　  卒業／卒業に
　　　必要な単位数

選択科目の履修条件

　2ヶ年以上在学して、次に定められた単位数を修得した者を卒業とします。卒業生は
短期大学士 (英語) の学位が与えられます。

● 2018・2019 年度入学生
　選択科目のうち卒業に必要な〈コース選択〉科目の単位数は 12単位以上です｡

　 第2外国語科目の
　 履修条件について

(1) 次に定める第 2外国語を同時に 2科目以上履修することはできません。
(2) 次に定める科目の履修条件を満たしていない場合、履修登録することができません。　
　ⅠⅠ以上を履修登録するには下位科目 (例：ⅠⅠならⅠ/下記参照)を単位取得しておかな
　ければなりません。
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履 修 登 録

　履修登録とは、学生が授業概要および授業時間割表等を参考にして、その学期
において履修するすべての授業科目を申告 (登録) し、大学 (短期大学部)がそれを
承認する手続きのことです。また、履修登録は学生各自が登録結果の確認をして
初めて完結となります。学生にとってはこの履修登録が単位修得、すなわち卒業
資格を得るための出発点となる重要な手続きになります。
　履修手続きは、教務課の指定する期間および場所で行ってください。これを怠
れば、当該学期に履修する権利を放棄したこととなります。換言すると、単位修
得の権利を放棄したこととなります。
　以上のことから、履修登録は大変重要な手続きとなりますので、以下の内容を
熟読し、学生各自の責任において誤りのないよう充分注意して臨んでください。

履修登録上の原則

(1)【必修科目】の履修
　①　各クラスの時間割において、曜日・時限が指定された必修科目は原則として指定
　　年次に履修してください。
　②　自己の年次よりも下位学年の必修科目 (指定年次生以外の必修科目)、つまり未履
　　修や前年度以前に不合格となった必修科目は、その科目の履修を最優先して各自で
　　履修してください。
　③　クラス指定されている科目のクラス変更は、特別な事情がある場合を除き、認め
　　られません。
(2)【選択科目】の履修
　クラス指定されている科目のクラス変更は、特別な事情がある場合を除き、認めら
　れません。
(3)【既単位修得科目】の履修
　　指定した科目を除きすでに単位を修得した科目を再履修することはできません。
(4)【重複】履修
　　同一時限および同一科目の重複履修はできません。
(5)【上位年次の科目】の履修
　　自己の年次よりも上位の年次の配当科目を履修することはできません。
(6)【受講者多数の科目】
　履修者に制限のある科目または教室の収容定員の限度を超えた科目は、登録科目
の変更または履修クラスの分割を指示することがあります。

(7)【受講者少数の科目】
　　履修登録の結果、履修者数が 10名未満の場合は、開講を取り止めることがあ
　ります。
(8)【週複数回科目】の履修
　週 2コマ (2時限) 以上開講される科目の履修登録を行う場合は、曜日が早い
1回目の曜日の科目のみを登録してください。
　※週の 2回目以降の曜日の履修登録を行う必要はありません。
　　ただし、週 2回目以降の曜日、時限も正しく登録されていることを各自で必ず
　　確認してください。

(9)【全ての履修登録内容の確認を各学生個人の責任で行うことの原則】
　科目の全ての履修登録内容の確認は、履修登録確認表で学生の皆さんがそれぞ
れ責任を持って行うことが原則です。履修登録確認漏れや、確認を怠ったことに
より、履修登録無効となった場合、それは学生各自の責任となりますので、十分
注意して必ず確認を行ってください。

Part 2  【履　修】
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学部 学科 学年
学籍番号 (アルファベットと数字の組み合わせで 8桁 )

学部区分 学科区分 入学年度･西暦下2桁 個人番号

学 部
学 生 短期大学部 英語科 1・2 J E ●各自入学年度・西暦下2桁 0 ● ● ●

学部
学籍番号 (アルファベットと数字の組み合わせで 8桁 )

区分 区分 学部区分 履修許可年度･西暦下2桁 個人番号

科目等
履修生 短期大学部 N N J ●各自の履修許可

　年度・西暦下2桁 ● ● ● ●

聴講生 短期大学部 A A J ●各自の履修許可
　年度・西暦下2桁 ● ● ● ●

学 部
学 生

【長期履修学生】
短期大学部 英語科 1・2 J E ●各自入学年度・西暦下2桁 L ● ● ●

履修登録方法について

履修登録期間について

　履修登録は指定された日時と場所 (学内のPCルーム) で行います。各自で履修計画を
事前にしっかりと立て、PCルームでは入力だけを行うことができるよう準備し、履修
登録に臨んでください。
　1年次の学生は、「前期」の履修登録では、前期科目のみの履修希望科目を履修登録
します。「後期」の履修登録では、後期科目の履修希望科目を履修登録します。
　2年次の学生は、「前期」の履修登録では、前期科目・後期科目ともに､ すべての履
修希望科目を履修登録します。「後期」の履修登録では前期に登録した科目内容を必ず
確認し、必要に応じて追加登録や科目の削除を行います。
　履修登録上に問題がある場合、「エラー」が表示されます。エラーが表示された場合、
必ず内容を確認し、エラーを解消してから履修登録を完了してください。

　○学籍番号について
　　学籍番号はすべてのコンピュータ処理のキーワードとなります。学籍番号は学生証
　　に記載されていますので学生証を常時携帯するとともに手帳等に書き控え暗記する
　　ようにしてください。なお、学籍番号は卒業まで変更しません。

★指定された期間以外は履修登録 (履修変更)は認められません。なお、病気、事故等
の特別な事情で指定された期間内に手続きできない場合は、事前に教務課に連絡をし
てください。
★履修登録を行う際は、事前に履修登録（履修変更）期間をよく確認してください。

【学部学生・長期履修生】

【科目等履修生・聴講生】

履修登録結果の確認

★期間内に履修登録及び修正された履修登録科目 ([ 前期 ][ 後期 ] の履修希望科目全て )
について学生各自の責任で登録されているかどうかを確認しておく必要があります。
　履修登録確認ミスや、確認を怠ったことにより、履修登録無効となった場合、それは
学生各自の責任となりますので、十分注意して必ず確認を行ってください。 

Part 2  【履　修】
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