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Ⅰ.「ＴＡＣ単位互換に関する協定書」
この協定に参加する TAC 加盟大学（以下「大学」という）は、TAC 協定書の定めるところにより、各大学
の学生がそれぞれの大学が指定する学部授業科目（以下「科目」という）を履修し、単位を修得することを
認めることとし、次の事項について基本的合意に達したので、ここに単位互換に関する協定書を取り交す。
（指定科目）
第１条 この協定に参加する大学は、それぞれの大学が開講している科目のうち特色あるものを TAC 共通の
単位互換用の科目として提供し、指定するものとする。
２ 指定科目は、原則として講義科目とし、実技・実習・実験科目は対象としないものとする。
３ 各大学が指定する年間科目数については、学長会議で決定するものとする。
（受入れ）
第２条 大学の学部在学生が、それぞれの大学が指定する科目の履修及び単位の修得を希望するときは科目
を開設する大学は本協定の定めに基づき当該学生を受け入れることができる。
（TAC 単位互換履修生）
第３条 各大学は、前条より受け入れた学生を「TAC 単位互換履修生」
（以下「単位互換履修生」という）と
して取り扱うものとする。
（履修期間）
第４条 単位互換履修生の履修期間は、科目開設大学が指定した期間とする。
（履修単位数）
第５条 各大学の学生が、当該学生の在学期間を通して本協定により修得できる単位数は、学生の所属する
大学において認められた範囲とする。
（学生数）
第６条 各大学の受け入れる学生数は、当該大学の教育に配慮し授業に支障をきたさない範囲内とし、１科
目２０名以内を原則とする。
（受入れ手続）
第７条 各大学に単位互換履修生として出願を希望する学生は、定められた期日までに所定の申請手続きを
とり、科目開設大学の許可を受けるものとする。
２ 科目開設大学は、必要に応じて選考等を行い受入れ学生を決定する。
（単位の授与及び成績評価等）
第８条 単位互換履修生が科目開設大学において履修した科目の成績の評価及び単位の授与については、科
目開設大学の定めによるものとする。
２ 期末試験及び追・再試験等の試験制度については、科目開設大学の定めによるものとする。
３ 単位互換履修生が履修した授業科目の単位の認定については、所属大学の定めるところによるもの
とする。
（受講料等）
第９条 単位互換履修生の選考料および受講料は、徴収しない。
（単位互換履修生の扱い）
第１０条 各大学は、単位互換履修生が履修上必要な施設・設備の利用に便宜を供与する。
（実施運営）
第１１条 単位互換の実施運営に必要な事務手続等については、教育交流部会の定めるところによるものとす
る。
（本協定の改廃等）
第１２条 本協定の改廃、及び基本方針に係わる事項等の決定は、学長会議の議を経て行うものとする。
付則
本協定は１９９９年（平成１１年） ４月１日から施行する。
本協定は２０００年（平成１２年）１０月１日から改正施行する。
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Ⅱ. ＴＡＣ単位互換履修生の申請手続きについて
１. 申請手続き

ＴＡＣ単位互換履修生
申請書
「TAC 単位互換履修生申請書」
を作成の上

受入大学宛、
および CC にて所属大学宛
に送信してください。


受入
大学

所属
大学

受入大学はＣＣで所属大学宛にも
送信されていることを確認の上、受
領の返信をします。
学生は 「手続き完了」の返信メ

ールを受け取って申請手続きが
完了したこととなります。

２. 送信時の注意点
① 申請書は PW(ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ)で保護してください。 ②送信メール
PW は、送信時に大学より指示します。
申請書

受入大学ｱﾄﾞﾚｽ
所属大学ｱﾄﾞﾚｽ
件名

申請書添付

「TAC2021 年度履
修申請について」

本文

申請書ファイル名 ： 「所属大学・氏名」を記入

宛名、申請者名を
忘れずに。

３. 受講許可の確認
受入大学は、学生の所属大学へ受講許可発表日までに受講許可の連絡をします。
結果について、所属大学が学生に発表します。
許可された科目については取り消しができません。

４. 「TAC 単位互換履修生証」の発行
受講許可された学生には、履修生証、受講案内など受講に必要な書類を配付します。配付の方法
は各大学の履修案内をご覧ください。
「TAC 単位互換履修生証」の提示により、受入大学の図書館の利用が可能となります。

５. 履修科目の成績の取扱
受入大学から、受講学生の成績が所属大学宛に報告されてきます。
所属大学は、大学の規則に基づき報告された成績について単位認定を行い、成績発表をします。
受入大学では、受講学生に対して成績や成績に関する証明書を発行しませんので注意してくださ
い。
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TAC2021 年度申請手続き先・日程
大学
番号

01

大学・担当部署
国際基督教大学
教務グループ

02

国立音楽大学 教務課

03

送信先アドレス

ea-group@icu.ac.jp

対象学期

申請受付日

受講許可発表日

授業開始日

春学期

３月 29 日（月）〜 3 月 31 日（水）

４月 5 日（月）

４月９日（金）

秋学期

８月２3 日（月）〜 ８月２5 日（水）

８月３0 日（月）

９月 3 日（金）

冬学期

１１月２5 日（木）、２6 日（金）、29 日（月）

１２月 2 日（木）

１２月 7 日（火）

kcm-tac@kunitachi.ac.jp

前期・後期

武蔵野美術大学
教務チーム

ｔ-gokan@musabi.ac.jp

前期・後期

04

東京経済大学 学務課

ｇkm6644@s.tku.ac.jp

1 期・2 期

05

東京外国語大学 教務課

kyoumu-kakari@tufs.ac.jp

春学期
秋学期

４月８日（木） 10:00

４月１２日（月）

06

津田塾大学 教務課

kyoumu@tsuda.ac.jp

第 1 ﾀｰﾑ〜
第 4 ﾀｰﾑ

４月 6 日（火） 午前

４月１５日（木）

４月１2 日（月）
４月 6 日（火） 午前

４月 12 日（月）

3 月 31 日（水）〜 ４月 2 日（金）

４月 ８日（木）

TＡＣ2021 年度シラバス公開日程・検索方法
大学名

公開日

国際基督教大学

3月1日

国立音楽大学

３月３１日

武蔵野美術大学

３月20 日

東京経済大学

３月１１日

東京外国語大学

２月下旬
予定

津田塾大学

３月下旬

検索方法・サイト
大学 HP → 「シラバス」➝ 年度、開講学期、メジャーを選択し「GO」➝ 科目概要は「D」、シラバスは「S」

https://www.icu.ac.jp/academics/undergraduate/list̲syllabi/
大学 HP → 在学生の方へ → 講義内容（シラバス）検索

※必ず「サブフォルダを含む」にチェックを入れてください。

http://syllabus.kunitachi.ac.jp/ext̲syllabus/syllabusSearchDirect.do?nologin=on
大学 HP →ページ右下のＷｅｂシラバス

https://mau.musabi.ac.jp/syllabus2/syllabusSearchDirect.do?nologin=on
大学 HP → 右上（＝）マークから 教育・学部紹介 → 任意の学部 の下段 → カリキュラム・履修モデルの下段

https://portal.tku.ac.jp/syllabus/public/
大学 HP → 右上から在学生の方へ → 下にスクロール → シラバス検索

https://gakumu-web1.tufs.ac.jp/portal/Public/Syllabus/SearchMain.aspx
https://www.tsuda.ac.jp/academics/syllabus.html
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