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平成 30 年度 西東京三大学協働共通教育プログラム 
「英語で授業を行う科目（英語化科目）」受講生募集要項 

 
 
１ 本制度の実施趣旨   

      東京外国語大学、東京農工大学、電気通信大学、の西東京 3 大学は、連携して文系及び

理系のそれぞれの強みを生かした「文理協働型グローバル人材育成プログラム」を実施し

ている。本取り組み（英語化科目）は、連携事業の一環として実施するものであり、3 大学

はそれぞれの特徴を生かした共通教育科目を英語で開講する。学生は、他大学の授業を相

互に受講し合うことで、国際感覚や語学力の養成、幅広い視野の獲得及び所属大学や文理

の垣根を超えた交流、の機会を得る。なお、受入れ側の他大学（以下、「受入れ大学」とい

う。）において修得した単位は、単位互換制度により、学生を派遣した所属大学（以下、「派

遣大学」という。）において修得した単位として認定される。 
   （西東京三大学による文理協働型グローバル人材育成プログラム URL：http://www.tufs-tuat-uec.jp/） 
 
２ 出願資格 

     平成 30 年 4 月 1 日現在、東京外国語大学、東京農工大学及び電気通信大学に在籍する 
1～3 年次までの学部学生（平成 28・29・30 年度入学生）で、３大学において開講される

英語化科目の授業の履修を希望する者 
 
３ 授業料等 

     電通大生が受入れ大学の授業科目を受講する場合の身分は「特別聴講学生」とし、特別聴

講学生の検定料、入学料及び授業料は徴収しない。 
 
４ 開講科目 

     別紙「英語化科目シラバス」のとおり。 
 

５  出願手続等 

     出願者は、平成 30 年 6 月 11 日（月）17 時までに、以下の書類を教務課２番窓口（学域

教務係）に提出すること。 
 （１）電通大生が他大学開講の英語化科目の履修を希望する場合 

①（様式１）西東京三大学特別聴講学生願 
    ※写真 1 枚（縦 4 ㎝、横 3 ㎝、印画紙にプリントしたもの、裏面に氏名記載）を貼付 

②成績証明書 １通（１年生は提出不要） 
※証明書は教務課３・４番窓口前の証明書自動発行機により各自で入手すること。 

 
 （２）電通大生が本学開講の英語化科目の履修を希望する場合 

①（様式２）電気通信大学開講の英語化科目履修願 
    ※写真及び成績証明書ともに不要 
    
６ 受入可否の通知 

     7 月中旬に本学の掲示により通知する。 
 

７  履修期間 

     履修する授業科目が開講される学期または年度とし、1 年以内とする。 
 
８ 試験の実施方法 

     受験上の取扱い等については、受入れ大学の規則による。 
 
９  単位認定 

     受入れ大学からの成績通知に基づき、本学において認定する。 
   本学開講科目及び他大学開講科目の単位の取扱いは別紙のとおりとする。 
 
10  受入れ大学の施設の利用  

履修上必要な施設・設備（附属図書館、食堂等）を利用することができる。なお、受入

れ側の他大学に通学する際には本学の学生証を携帯すること。 
 

11  注意事項 

   英語化科目の開講日時は、各科目のシラバスに記載してある。本学の授業科目との授業時

間の重なりや、大学間の移動時間を十分考慮の上、受講希望科目を選択すること。  
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12  授業時間割   

 

【東京外国語大学】 

１時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限 ６時限 

8:30～10:00 10:10～11:40 12:40～14:10 14:20～15:50 16:00～17:30 17:40～19:10 

 

【東京農工大学】                                                                

１時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限 ６時限 

8:45～10:15 10:30～12:00 13:00～14:30 14:45～16:15 16:30～18:00 18:15～19:45 

 ※平成30年度学年暦では、前学期５回、後学期３回の合計８回の土曜・祝日開講があります。 
 
【電気通信大学】 

１時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限 ６時限 7時限 

9:00～10:30 10:40～12:10 13:00～14:30 14:40～16:10 16:15～17:45 17:50～19:20 19:30～21:00 

 
 
13  各大学の所在地及び問い合わせ先  

 

【東京外国語大学】 

 〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1  

東京外国語大学学務部教務課（TEL:042-330-5168）  

西武多摩川線 多磨駅から徒歩約 5 分  

京王線 飛田給駅から京王バス  

東京外大東停留所 下車徒歩 0分（バス所用時間約 6分）  

東京外国語大学前停留所 下車徒歩 0分（バス所用時間約 10 分）  

飛田給駅から徒歩約 20 分  

※自動車による通学はできません。 

【東京農工大学】 

① 東京農工大学学務部学生総合支援課教育支援室（TEL:042-367-5953） 

② 農学部（府中キャンパス） 〒183-8509 東京都府中市幸町 3-5-8    

    JR 中央線  国分寺駅南口から府中駅行きバス約 12 分 晴見町下車 

京王線       府中駅北口から国分寺駅行きバス約 7 分 晴見町下車 

JR 武蔵野線  北府中駅から徒歩約 12 分 

③ 工学部（小金井キャンパス）〒184-8588 東京都小金井市中町 2-24-16              

 JR 中央線  東小金井駅南口から徒歩約 8 分 

JR 中央線  武藏小金井駅南口から徒歩約 13 分 

【電気通信大学】 

電気通信大学学務部教務課２番窓口（学域教務係） 

 

14  申請書類配付場所 

 教務課カウンター、Ｂ棟１階ロビー 

 ※本募集要項等は下記ＵＲＬからダウンロード可能 

（募集要項・ｼﾗﾊﾞｽ PDF） http://kyoumu.office.uec.ac.jp/gakubu/30eigoka.pdf 
（様式 1：特別聴講学生願、様式２：英語化科目履修願 Word ファイル） 

http://kyoumu.office.uec.ac.jp/gakubu/30eigokaform.docx 
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 （平成３０年度） 

「英語で行う授業（英語化科目）」単位の取扱い等について 
 

１．本学開講科目（３科目） 

 

◎認定方法：  

  ①Physics Laboratory（１単位） 

   【Ｋ課程学生が履修する場合】 

     イ）「基礎物理学実験」（１単位）に読替認定する。 

       成績記録簿には「基礎物理学実験」の科目名で記載する。 

     ロ）初年次導入科目 必修単位・卒業要件単位として認定する。 

     ハ）Ｋ課程「基礎物理学実験」との重複履修は認めない。 

   【昼間コース学生が履修する場合】 

     イ）初年次導入科目の自由科目として認定する。 

       成績記録簿には「Physics Laboratory」の科目名で記載する。 

     ロ）卒業要件単位に含まない。 

     ハ）昼間コース「基礎科学実験Ａ」との重複履修を認める。 

  対象学年（昼夜共通）：１～３年生（平成 28・29・30 年度入学生）が履修可 

 ※履修希望者が少人数の場合には、開講しないことがある。 

 

  ②Chemistry Laboratory（１単位） 

   【Ｋ課程学生が履修する場合】 

    イ）「基礎化学実験」（１単位）に読替認定する。 

      成績記録簿には「基礎化学実験」の科目名で記載する。 

     ロ）初年次導入科目 必修単位・卒業要件単位として認定する。 

       成績記録簿には「Chemistry Laboratory」の科目名で記載する。 

     ハ）Ｋ課程「基礎化学実験」との重複履修は認めない。 

   【昼間コース学生が履修する場合】 

     イ）初年次導入科目の自由科目として認定する。 

     ロ）卒業要件単位に含まない。 

     ハ）昼間コース「基礎科学実験Ｂ」との重複履修を認める。 

  対象学年（昼夜共通）：１～３年生（平成 28・29・30 年度入学生）が履修可 

  ※履修希望者が少人数の場合には、開講しないことがある。 

 

 

  ③Exercises II E in Physics（１単位） 

イ）「物理学演習第二」（１単位）には読み替えない。 

ロ）理数基礎科目の自由科目（１単位）として認定する。 

  成績記録簿には「Exercises II E in Physics」の科目名で記載する。 

ハ）卒業要件単位には含まない。 

ニ）「物理学演習第二」との重複履修を認める。 

ホ）Ｋ課程学生の履修不可 

  対象学年：１～３年生（平成 28・29・30 年度入学生）が履修可 

  ※履修希望者が少人数の場合には、開講しないことがある。 

 

 

２．他大学開講科目（１３科目） 

 

  西東京三大学単位互換制度に基づき、単位を認定する。 

 

（１）認定科目名：受入れ大学の科目名で認定する。 

（２）単位数：各科目について受入れ大学で定めるとおりとする。 

（３）成績評価：受入れ大学の評価を本学の５段階評価に対応させて、秀・優・良・可・不可の

評語とする。 

（４）単位の認定区分：共通単位 

（５）Ｋ課程学生の履修可否：１３科目とも履修可 

（６）履修制限：平成２９年度に単位修得済みの同一科目を履修することはできない。 

 

別紙 
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	H30年度英語化科目シラバス様式
	シラバス共生社会について考える(H30年度)

	バインダー
	01Ｈ30基礎物理学実験
	02H30基礎化学実験
	03Ｈ30物理学演習第二
	04Ｈ30Experimental Electronics Laboratory
	05Ｈ30UEC Academic Skills1
	06Ｈ30UEC Academic Skills2





