2019 年 7 月 10 日
立命館アジア太平洋大学 アカデミック・オフィス
立命館大学 衣笠教学課

2019 年度 立命館大学 夏期集中講義 受講者ガイダンス
当ガイダンスを欠席した場合は受講許可取消となります。
本日の配布資料
① 2019 年度 RU 夏期集中科目一覧（お知らせ・時間割・成績評価方法）／7 月 10 日付暫定版
本日の RAINBOW ID 配付以降より、時間割、教室等に変更が発生した場合をはじめ、大学からの
諸連絡は、「立命館大学の manaba+R」（＊）でお知らせします。
（＊）立命館大学から配付された RAINBOW ID を利用して、ログインしてください。
利用に当たっては下記に掲載のマニュアルもご覧ください。
＜manaba+R マニュアルダウンロードページ＞
http://www.ritsumei.ac.jp/pathways-future/stundent-manual/manaba/
② RAINBOW ID
③ QR コード
④ 立命館大学の授業について
⑤ 2019 年度特別聴講学生（交流生）学籍簿 ※全員本日提出※
⑥ セミナーハウス宿泊誓約書または確認書（衣笠／BKC／OIC）

※対象者のみ本日提出※

⑦ APU 生用回収書類_RU 宿舎宿泊連絡書 ※対象者のみ本日提出※
国内留学 HP に掲載される資料
⑦ 衣笠／BKC／OIC キャンパスマップ
⑧ 各キャンパスセミナーハウスの資料
・衣笠セミナーハウス（西園寺記念館） 利用のしおり／施設図面
・BKC エポック立命２１ 利用のしおり／施設図面
・ＯＩＣセミナーハウス 利用のしおり／施設図面

1. RU 夏期集中講義科目の受講について
RU 夏期集中科目は、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、再度、「受講許可者一覧」（Campus Terminal にて送付済み）および配付資料①
『2019 年度 RU 夏期集中科目一覧』にて受講許可科目を確認してください。なお、受講許可が出され
た科目については、一切キャンセルはできません。


第 1 週 開講期間： 8 月 26 日（月）～8 月 31 日（土）



第 2 週 開講期間： 9 月 2 日（月）～9 月 7 日（土）
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重要

別紙「RU 夏期集中科目 お知らせ・時間割・成績評価方法」

必ず確認してください。

（1） 時間割について
科目によって開講日時が異なりますので、受講する科目の時間割を必ず事前に確認してくださ
い。また、別紙の「立命館大学の授業について」で、公欠の取扱いに関する説明が記載されてい
ますので、そちらも必ずご確認ください。
（2） 事前課題について
テキスト/参考文献がある科目については、それら全てについて予習をしてきていることを前提
に授業が進められますので、シラバスを確認のうえ各自で予習を行ってください。
（3） 授業テキスト/参考文献について
授業に必要なテキストは、シラバスを確認したうえで、事前に購入するようにしてください。立命
館大学の生協でも販売していますが、在庫がない場合がありますので、各自で事前に用意する
ことをお勧めします。
2. RU 成績確認方法について
成績発表日

成績確認方法

成績確認制度受付期間

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
春セメスター

ス時に配布する RU の RAINBOW ID とパスワードでログイン）し、そ

9 月 19 日（木）

こからバナーをクリックして CAMPUS WEB に飛ぶ。

6 時 30 分

【CAMPUS WEB のバナー】

9 月 19 日（木）～
9 月 24 日（火）17 時まで
（※この期間を過ぎると確認す

1．履修状況確認（受講登録内容・成績一覧）をクリック

る事ができません。）

2．科目一覧をクリック

※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・オフィスで受付し、RU に照会します。
3. 成績発表および単位認定について
以下の表を参照してください。
実施時期

どのｾﾒｽﾀｰの

（受講

履修単位として

時期）

認定されるか

成績

単位認定の結果が成

評価

績表に反映される時期
秋セメスター

夏期

春セメスター

T

成績発表日
（3 月 11 日）

単位認定分野

科目により異なる
（科目一覧を参照）

単位認定
申請

不要

※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
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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。

4. 立命館大学でのコンピュータ利用について
RUでコンピュータを利用するには、「RAINBOW-ID」（ユーザーアカウント）が必要です。授業に必要とな
る書類と合わせ配布しますので、窓口にて受け取ってください。

●

「RAINBOW ID」（ユーザーアカウント）は、夏期集中講義期間中のみ有効の臨時アカウントです。

講義期間終了後、アカウントは削除します。
●

各キャンパスにパソコンのオープン利用施設としてマルチメディアルーム（衣笠、BKC）、ICT-Lab.
（OIC）があります。利用時間等は、掲示を見て確認してください。図書館内でもパソコンを使用す
ることができます。

●

マルチメディアルーム・ICT-Lab.は、自学自習を目的とした施設ですので、下記の行為を禁止し
ています。利用者の皆さんがお互いに快適な環境で利用できるようルールを守ってください。

●

受講科目で「Webコースツール(manaba+R）」の利用の指示があった場合も、ログインの際に
RAINBOW IDが必要となります。
＜manaba+R マニュアルダウンロードページ＞
http://www.ritsumei.ac.jp/pathways-future/stundent-manual/manaba/
＜マルチメディアルームでの禁止行為＞











マルチメディアルーム内での飲食・喫煙
マルチメディアルーム内での携帯電話・PHS の利用
荷物放置のまま長時間退出することや、順番待ちへの割り込み
大声での談笑、グループでの話し合い等の迷惑行為
濡れた傘の持ち込み
機器備品・マニュアル等の移動・持ち出し
システム環境を改変すること
ソフトウェアの無断コピー

5. 図書館の利用について
立命館大学の図書館（衣笠/BKC/OIC）は、APU の学生証で入館および貸出・返却ができます。
図書館利用にあたっては、各図書館の利用ルールに従って下さい。
＊夏期集中講義は短期間のため、立命館大学の学生証は発行しません。
立命館大学の図書館で借りた図書は、必ず立命館大学の図書館で期限内に返却をしてください。
6. 宿泊について
受講申請の際に宿泊申請を行った方には、「受講許可者一覧」にありますとおり、RU 夏期集中講義期
間中のみ、各キャンパスのセミナーハウス（＊）という学生寮に宿泊することができます。
（＊）衣笠キャンパス：衣笠セミナーハウス、びわこ・くさつキャンパス：BKC エポック立命 21、
OIC：OIC セミナーハウス
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＜注意事項＞
① セミナーハウスの部屋割りは、大学が事前に行っています。複数名での同室利用を基本とし

ます。共同宿泊のマナーを守りあい、気持ちよく受講できるよう努めてください。
② 一覧に記載されている宿泊許可期間以外は、宿泊することはできません。

チェック・イン日/チェック・アウト日は必ず守ってください。また、宿泊期間中の外泊（不泊）も
認められません。なお、土曜日よりも前にチェック・アウトする場合は、セミナーハウスのフロ
ントの係の者に、いつチェック・アウトするか、到着した日に伝えて下さい。
③ 受講申請時に宿泊申請をしていない場合は、宿泊できません。また、受講申請時以降は一切

宿泊申請できません。当日、急に宿泊施設に行き、宿泊のお願いをするなどの行為はしない
でください。
④ 食費およびキャンパス間の移動に関わる費用、その他の経費は自己負担となります。
⑤ セミナーハウスの門限・マナーは必ず守ってください。マナーを守れない人は、利用期間中でも退
出していただくことがあります。
⑥ セミナーハウス周辺では騒がないでください。衣笠のセミナーハウスは住宅地の中にあり、夜中に
騒いだりすると近隣の住民の方に大変迷惑をかけることになります。入退居時の移動も、静かに
行ってください。

チェックインおよび利用期間中の手続きについて
●

チェックインは、衣笠：17:00～22:00 / BKC：15:00～22:00/ OIC：15:00～22:00 までとなります。チェッ
クインの際は、APU 学生証を提示してください。（時間厳守）

●

チェックアウトは、衣笠：9:00 / BKC：10:00/ OIC：10:00 までです。

●

セミナーハウスの受付からの連絡は、受けた人が必ず同室の全員に伝えるようにしてください。

セミナーハウスの設備について
●

コインロッカーはありません。貴重品は常に持ち歩いて下さい。荷物を自宅に郵送したい場合は、
キャンパス内の生協や近所にあるコンビニ、または郵便局にて宅配便が利用できます。

●

コインランドリーは、セミナーハウス内にあります。

●

シャワー室は、セミナーハウス内にあります。使用時間が決められていますので、厳守してくだ
さい。

●

キッチン・冷蔵庫はありません。

●

夏期集中講義期間中に、最低３日に１回は昼間に清掃スタッフが入ることがあります。貴重品は
各自で管理してください。紛失した場合は、全て自己責任となります。

●

シャンプー、石鹸、歯磨き粉、歯ブラシ等の洗面具、タオル類、パジャマ等は各自で準備して下
さい。

4

●

立命館大学は全面禁煙となっており、セミナーハウス内も喫煙できません。飲酒も不可です。セ
ミナーハウスのしおりを確認し、必ずルールを守ってください。

7. 通学について
大学への通学には、公共交通機関、徒歩、自転車を利用してください。自転車は大学の所定の駐
輪場を利用してください。バイクおよび自動車での通学は禁止です。
＊夏期集中講義期間中のシャトルバスは、夏期休暇のため運休となります。
キャンパス間移動については、実費負担で公共交通機関を利用してください。
8. その他
APU の学生証（試験の受験時、図書館の入退出時等に必要）および健康保険証は必ず持参してく
ださい。
問い合わせ
 立命館アジア太平洋大学
アカデミック・オフィス： 0977-78-1122 （担当：大屋・阿部）
国内交流 PG メールアドレス： ac5971@apu.ac.jp
 立命館大学
教務課： 075-465-8310 （担当：石川）
APU 国内交流 PG メールアドレス： apu-tank@st.ritsumei.ac.jp
以上
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