2018 年 5 月 9 日

2018 年度 立命館大学 夏セッション留学プログラム 募集要項
●注意●
2015 年度より当プログラムを含む国内他大学で申請可能な単位数および受講可能な時期について制度が
改定されています。この制度変更に伴い、国内他大学での修得単位認定プログラムの申請可能条件は以
下のようになります。※2018 学部履修ハンドブック P．193～195 も併せて確認してください。

プログラム名

申請時期

実施時期
（受講時期）

放送大学

1月

春セメスター

大分大学との正課交流

3月

春セメスター

とよのまなびコンソーシアム単位互換

3月

春セメスター

立命館大学夏セッション

5月

夏セッション

上記プログラム全体で 3 科目 6 単位申請可能

※各プログラムの許可発表後に上記条件を超えていることが確認された場合は許可を取り
消すことがあります。

1.

立命館大学 夏セッション留学プログラムについて
立命館大学（以下、RU）の夏期集中講義を履修することができるセッション期間の留学プログラムです。
本プログラムにて修得した RU 夏期集中講義科目の単位は、APU にて単位認定することができます。

2.

出願資格
 2018 年度春セメスター時に、3～6 セメスター生であること。また、早期卒業プログラム登録学生は、卒
業予定セメスターに出願することはできません。 ※成績発表が 2018 年度秋セメスター(2019 年 3 月
下旬)となるため。
 履修を希望する科目の配当回生以上の回生であること。
 日本語開講科目を履修希望の場合は、日本語基準学生であるか、または「日本語上級」履修済みであ
ること。
 各科目における配当回生を満たしていること。
 上記国内他大学で申請可能な単位数の上限を超えていないこと。
 2017 年度カリキュラム適用のアジア太平洋学部（APS）学生については、学修分野登録済みか、または
2018 年度春セメスター履修科目登録修正期間 2 に学修分野登録を行うこと。

3.

開講期間
RU 夏期集中講義は 2 週間にわたり開講されます。科目によって、開講週および開講キャンパスが異なりま
すので、ご注意ください。

4.



第 1 週 開講期間： 8 月 27 日（月）～9 月 1 日（土）



第 2 週 開講期間： 9 月 3 日（月）～9 月 8 日（土）

選考
科目ごとに定められている定員数を超過した場合は、申請の際の記入内容、成績等による選考を実施し
ます。そのため、希望する科目を受講することができない場合があります。

5.

申請にあたっての注意事項
(1)

一人あたり 2 科目まで申請することができます。ただし、1 つの開講期間には 1 科目しか申請することが
できません。 （例： 第 1 週開講科目から 1 つ、第 2 週開講科目から 1 つ）
※同開講期間から 2 科目を申請している学生については、自動的に不合格とします。

(2)
(3)

過去に、本プログラムで履修したことのある科目については、再度申請することはできません。
．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
RU 夏期集中講義科目は、APU の履修科目登録上限単位数には含まれません。

(4)

一旦、受講が許可された RU 夏期集中講義科目の辞退は認められません。
※例年、他のアクティブラーニングプログラム（言語イマージョンプログラムなど）やサークル活動などを
理由に、受講許可後に辞退を希望する学生が多くいます。申請を行う前に、各自できちんとスケジュール
管理を行ってください。

6.

スケジュール

(1)

申請期間： 2018 年 5 月 9 日（水）～ 5 月 18 日（金）16:30 まで

アカデミック・オフィス HP 「国内留学プログラム」のページより申請してください。申請は survey で受付けます
ので、アカデミック・オフィス窓口に申請書を提出する必要はありません。

http://www.apu.ac.jp/academic/page/content0176.html
(2)

受講許可発表： 2018 年 7 月 4 日（水） Campus Terminal「あなた宛の重要なお知らせ」で発表

(3)

受講者ガイダンス： 2018 年 7 月 11 日（水） 詳細は追って受講許可者にお知らせします。
受講許可者は、全員ガイダンスに出席することが必須です。

7.

費用
本プログラムの参加費は発生しません。ただし、関西までの移動費、宿泊費、食費、テキスト代などの経費
は自己負担となります。

8.

RU 夏期集中講義期間中の宿泊について
希望者は、上記 RU 夏期集中講義期間中のみ、「衣笠セミナーハウス」、「BKC エポック 21」、「OIC セミナー
ハウス」という学生寮に宿泊することができます。学生寮は、夏期集中講義期間中の学習を目的として提
供されていることを十分に理解し、門限等、寮のルールを必ず守ってください。
★ 宿泊パターンおよび宿泊費については、「RU 夏期集中講義 科目一覧」でご確認ください。
《注意事項》
(1)

宿泊申請： 受講申請時に申し込み。申請期間後の宿泊申込みは受け付けません。宿泊を希望す
る場合は、必ず受講申請時に宿泊希望申請を行ってください。

(2)

許可された期間以外は宿泊することができません。（※延泊をする場合は授業が 4 限まである場合
のみで、それ以外はいかなる理由でも延泊は受付けません。）また、宿泊期間中の外泊（不泊）も
認められません。

(3)

受講者ガイダンス時に宿泊費を徴収します。

(4)

宿泊キャンセル：

(5)

宿泊のキャンセルは、7 月 11 日（水）のガイダンス終了時までに申し出た場合に限り許可します。こ
れ以降のキャンセルは一切認めません。また、宿泊費は一切返金いたしません。
食費や交通費は自己負担となります。

9．RU 成績確認方法について
成績発表日

成績確認方法
RU の CAMPUS WEB（http://www.ritsumei.ac.jp/ct/）
CAMPUS WEB へは、まず RU の manaba+R にログイン（※ガイダン
ス時に配布する RU の RAINBOW ID とパスワードでログイン）し、そ
春セメスター
こからバナーをクリックして CAMPUS WEB に飛ぶ。
9 月 20 日（木）
【CAMPUS WEB のバナー】
1．履修状況確認（受講登録内容・成績一覧）をクリック
2．科目一覧をクリック

成績確認期間
9 月 20 日（木）～
9 月 25 日（火）17 時まで
（※この期間を過ぎると確認す
る事ができません。）

成績確認制度：RU の成績確認制度申請期間内に、所定の手続きにより行うこととなります。APU アカデミック・
オフィスでは RU の成績確認はできませんので注意してください。

10． 単位認定について
実施時期
（受講
時期）

どのｾﾒｽﾀｰの
履修単位として
認定されるか

成績
評価

単位認定の結果が成
績表に反映される時期

単位認定分野

単位認定
申請

秋セメスター
科目により異なる
成績発表日
不要
（科目一覧を参照）
（3 月 13 日）
※入学前/入学後の他大学等における学修（海外交換留学・国内交流プログラム・放送大学等）および言
語教育科目の単位認定を総合して、卒業まで受けられる単位認定（T 評価）の上限は 60 単位です。
夏期

春セメスター

T

アカデミック・オフィス

