2022 年度

秋学期

登録要領（今出川校地開講クラス）

全学共通教養教育科目（キャリア形成支援、国際教養、クリエイティブ・ジャパン、人文科学系、自然・人間科
学系（※）
、複合領域、プロジェクト、外国語教育、保健体育科目）
、日本語・日本文化教育科目
（※）開講校地がインターネット（曜日講時不定）の科目を含む。
◎国際教育インスティテュート（国際教養コース）生の外国語教育科目の登録は、初修外国語科目登録認定で受け付ける。
◎外国語教育科目について、文化情報/理工/生命医科/スポーツ健康科/心理/グローバル・コミュニケーション学部生は、
「2022 年度秋学期登録要領(京
田辺校地開講クラス)」を参照すること。なお、科目によっては今出川校地開講クラスを履修することも可能である。詳細は、以下の各項目のページ
を参照すること。
◎初修外国語とは、ドイツ語･フランス語･中国語･スペイン語･ロシア語･コリア語（2012 年度以前生はハングル）を指す。兼修外国語とは、基礎イタリ
ア語を指す。
◎ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ科目について、今出川校地開講クラスは 2022 年度秋学期の追加募集を行わない。京田辺校地開講クラスは追加募集を行う。京田辺校地開講
クラスにおける追加募集の詳細は「2022 年度秋学期登録要領（京田辺校地開講クラス）」を参照すること。
●秋学期の科目登録変更の流れについて●
秋学期の登録期間は、春学期の成績、学習成果、秋学期へ向けての学習意欲等によって、春学期に登録した秋学期科目の登録変更を行う期間となる。
2 ページに記載の手順に従って、手続きを行うこと。科目ごとの手続の詳細は 3 ページ以降を確認すること。
<注意>
これまで DUET にログインする場合、Web シングルサインオンサービスを利用する方法、直接 DUET にログインする方法、という２つの方法が
ありましたが、システムリプレース後（8 月 16 日以降）は Web シングルサインオンサービスを利用する方法のみ利用可能となります。
（DUET への直接ログインはできなくなります。）Web シングルサインオンサービス（https://sso.doshisha.ac.jp/）にてユーザ ID・パスワー
ドを入力後、多要素認証を経て、DUET にログインしてください。多要素認証については事前の設定が必要です。
詳細は以下のリンクから確認してください。
・リプレースによる認証方法の変更について https://it.doshisha.ac.jp/replace/authentication.html

●先行登録科目● ※詳細は、各項目のページを参照すること。
クラス発表

登録削除

外国語教育科目
（初修外国語）

9 月 9 日（金）9：30

入門Ⅱｸﾗｽ発表・・・・・

成績通知書・学修支援ｼｽﾃﾑＤＵＥＴで発表する

外国語教育科目（英語、初修・兼修外国語）

・・・・・ p.3

保健体育科目

・・・・・ p.3

キャリア形成支援、国際教養、クリエイティブ・ジャパン、人文科学系、
自然・人間科学系、複合領域、プロジェクト、日本語・日本文化教育科目

・・・・・ p.4

Intensive Advanced English 1・2、
大学による

外国語教育科目

一括登録

（英語）

Core English (LS) (RW) - Intermediate 1・2、
Core English (LS) (RW) - Pre-Intermediate 1・2、

・・・・・ p.4

Basic English (LS) (RW) 1・2、
コミュニカティブ・イングリッシュ 1・2 再履修クラス（2021 年度生）
ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 1･2、ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 1･2、
ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｾﾐﾅｰ 1・2・3、ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 1・2・3、
言語文化研究 1・2

先行登録・

・・・・・ p.6

外国語教育科目

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ 1

（英語）

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ 2、ﾌﾟﾚ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ

追加募集

ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ A・B、ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ A・B

（定員に満たな

Study Abroad Preparation (TOEFL TEST) 1・2、

・・・・・ p.7
・・・・・ p.7

Study Abroad Preparation (IELTS) 1・2

・・・・・ p.8

外国語教育科目

入門Ⅰ

・・・・・ p.9

（初修・兼修外国語）

入門Ⅱ、応用 1～4、ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡ・Ⅳ、会話初級 2、基礎ｲﾀﾘｱ語Ⅱ・Ⅳ

・・・・・ p.10

いクラスに限
る）

・・・・・ p.5

保健体育科目

・・・・・ p.11

キャリア形成支援、国際教養、クリエイティブ・ジャパン、人文科学系、
自然・人間科学系、複合領域、日本語・日本文化教育科目

・・・・・ p.12

登録認定

初修外国語科目登録認定

・・・・・ p.15

登録相談

保健体育科目登録相談

・・・・・ p.16
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●一般登録科目● ※一部の科目は事務室窓口で受け付ける。以下の日程と異なる場合があるので注意すること。
行事

日時

場所・方法

一般登録科目 登録変更受付

9 月 21 日（水）10：00

～

9 月 22 日（木） 17：00

登録科目確認表

9 月 29 日（木） 9：30

～ 10 月 3 日（月）

登録ｴﾗｰ修正受付

9 月 29 日（木） ～

履修科目確認

10 月 7 日（金）

10 月 3 日（月）

各学部指定時間

学修支援システムＤＵＥＴ
学修支援システムＤＵＥＴ
大学 HP の登録日程を参照
学修支援システムＤＵＥＴ

秋学期の科目登録変更の流れについて
１．春学期の成績確認
在学生の成績通知は 9 月 9 日（金）となる。学修支援システムＤＵＥＴで各自確認すること。
２．先行登録科目削除
春学期に登録した秋学期の先行登録科目で履修する意志がない科目は、9 月 9 日（金）から登録削除の手続きを行うこ
と。科目によって受付日程・方法が異なるため、詳細は大学 HP にて「先行登録・登録エラー修正等日程表（在学生トッ
プ＞科目登録日程＞先行登録・登録エラー修正等日程表）」を確認すること。先行登録科目は、定員が設定されているた
めに抽選を行う科目や、一定の学力が要求されるために選考を行う科目となっており、上記期間外に自由に削除するこ
とはできない。削除を希望する場合は、必ずこの期間に登録削除の手続を行うこと。なお、秋学期の先行登録科目のク
ラス変更を希望する場合も、上記期間に登録削除を行った上で、３．で追加手続きを行うこと。ただし、必ずしも希望
するクラスを登録できるとは限らない。
３．先行登録科目追加
２．で受け付けた削除分の人数を追加し、秋学期の先行登録科目の追加の受付を行う。秋学期の先行登録科目の追加を
希望する場合は、9 月 13 日（火）から手続きを行うこと。科目によって受付日程・方法が異なるため、詳細は大学 HP
にて「先行登録・登録エラー修正等日程表（在学生トップ＞科目登録日程＞先行登録・登録エラー修正等日程表）
」を確
認すること。
４．一般登録科目変更
一般登録科目の変更の受付を行う。秋学期の一般登録科目の変更を希望する場合は、9 月 21 日（水）～9 月 22 日（木）
に手続きを行うこと。詳細は大学 HP にて「一般登録・登録エラー修正等日程表（在学生トップ＞科目登録日程＞一般登
録・登録エラー修正等日程表）
」を確認すること。
５．登録科目確認、登録エラー修正
科目登録変更後の秋学期の登録科目を 9 月 29 日（木）～10 月 3 日（月）に学修支援システムＤＵＥＴより登録科目確
認表をダウンロードし、確認すること。登録エラーがある場合は、大学 HP にて「先行登録・登録エラー修正等日程表、
一般登録・登録エラー修正等日程表（在学生トップ＞科目登録日程＞先行登録・登録エラー修正等日程表、一般登録・
登録エラー修正等日程表）
」を確認し、手続きを行うこと。
６．履修科目確認
エラー修正後の秋学期の登録科目を 10 月 7 日（金）に学修支援システムＤＵＥＴにて登録科目一覧（ホーム＞履修手続
＞登録科目一覧）を確認すること。

2

1．登録削除
(1) 英語
対象科目：Intensive Advanced English 1・2、Core English (LS) (RW) - Intermediate 1・2、
Core English (LS) (RW) - Pre-Intermediate 1・2、Basic English (LS) (RW) 1・2、ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 1･2、
ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 1･2、ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｾﾐﾅｰ 1･2･3、ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 1･2･3、言語文化研究 1･2、ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ 1･2、
ﾌﾟﾚ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ、ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭＡ・Ｂ、ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭＡ･Ｂ、
Study Abroad Preparation (TOEFL TEST) 1・2、Study Abroad Preparation (IELTS) 1・2
対象学生：春の登録期間中に手続きした今出川校地開講の秋学期クラスについて、登録削除を希望する者。
①日程

日時･方法：9 月 9 日(金) 10:00～9 月 11 日(日) 17:00

学修支援システムＤＵＥＴ

②注意
･上記対象科目を春の登録期間中に春秋セットで登録していた場合、春学期の成績が不合格でも、秋学期科目は履修できるので、
慎重に考えて登録削除すること。
･学修支援システムＤＵＥＴを利用できない場合は、関連資料を以下の全学共通教養教育センターのホームページにアップロードしている
ので、必ず確認し、必要な手続きを行うこと。
【URL】https://cgle.doshisha.ac.jp/syllabus/syllabus.html
･神/文/社会/法/経済/商/政策/グローバル地域文化学部 2022 年度生で Intensive Advanced English 1・2、Core English (LS) (RW) Intermediate 1・2、Core English (LS) (RW) - Pre-Intermediate 1・2、Basic English (LS) (RW) 1・2 を登録している者が、プレイス
メントテストの結果に基づく指定クラスを登録削除した場合、他のクラスの登録は認めないので、慎重に考えて登録削除すること。
･神/文/社会/法/経済/商/政策/グローバル地域文化学部 2021 年度生でｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 1･2 を登録している者が、プレイスメントテス
トの結果に基づく指定クラスを登録削除した場合、他のクラスの登録は認めないので、慎重に考えて登録削除すること。

(2) 初修外国語・兼修外国語
1) 対象科目：入門Ⅱ、応用 1～4、ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡ、会話初級 2、基礎ｲﾀﾘｱ語Ⅱ・Ⅳ
対象学生：春の登録期間中に手続きした今出川校地開講の秋学期クラスについて、登録削除を希望する者。
※コース変更を希望する場合は、16 ページの別表を参照し、必要な手続きを行うこと。
※入門Ⅱの登録を希望するｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅠ合格者、またはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡの登録を希望する入門Ⅰ合格者もここで手続きを行うこと。
①日程

日時･方法：9 月 9 日(金) 10:00～9 月 11 日(日) 17:00

学修支援システムＤＵＥＴ

②注意
･春学期の入門Ⅰ・Ⅱ、ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅠ･Ⅲ、基礎ｲﾀﾘｱ語Ⅰ・Ⅲの不合格者について、春学期に登録済みの秋学期入門Ⅱ、応用 1～4、ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡ･
Ⅳ、基礎ｲﾀﾘｱ語Ⅱ・Ⅳの登録は大学が一括削除するので、登録削除手続は不要。
･春の登録期間中に、応用や会話初級を春秋セットで登録していた場合、春学期の成績が不合格でも、秋学期科目は履修できるので、慎重
に考えて登録削除すること。
･学修支援システムＤＵＥＴを利用できない場合は、関連資料を以下の全学共通教養教育センターのホームページにアップロードしている
ので、必ず確認し、必要な手続きを行うこと。
【URL】https://cgle.doshisha.ac.jp/syllabus/syllabus.html
2) 対象科目：ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣ
対象学生：春の登録期間中に手続きした今出川校地開講の秋学期クラスについて、登録削除を希望する者。
①日程 日時・方法: 全学共通教養教育センター事務室からのＤＵＥＴメッセージ（タイトル：
「インテンシヴⅣの削除について」
）を
確認の上、9 月 9 日(金)9:00～17:00 に手続きすること。
②注意
･コース変更以外の場合のみ受け付ける。コース変更を希望する場合は、16 ページの別表を参照し、必要な手続きを行うこと。

(3) 保健体育科目
対象科目：スポーツ・健康の科学Ｂ-75・76・77、スポーツ・パフォーマンス１
対象学生：春の登録期間中に手続きした今出川校地開講の秋学期クラスについて、登録削除を希望する者。
①

日程

②

注意

日時･方法：9 月 9 日(金) 10:00～9 月 11 日(日) 17:00

学修支援システムＤＵＥＴ

･学修支援システムＤＵＥＴを利用できない場合は、9 月 9 日（金）10：00～11：30、12：30～17：00 に京田辺キャンパス教務センター（全
学教養教育科目窓口：0774-65-7053）へ電話で申し出ること。
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(4) キャリア形成支援、国際教養、クリエイティブ・ジャパン、人文科学系、自然・人間科学系、複合領域、
プロジェクト、日本語・日本文化教育科目
1) 対象科目：キャリア開発の課題と方法-51、メガトレンドを読む-51、ジョイント・セミナー比較文化論、日本近現代史-52、
世界近現代史-52、世界の宗教-61、京都科目-52・53・56・57、クールジャパン科目-52、
クリエイティブ・ジャパン科目-51・52、宗教学（2）-51・55、芸術学（2）-54、日本史（2）-52・54、考古学（2）-53、
論理的思考の基礎（2）-51・52、論理的思考の応用（2）-51・52、数学 2-51・54、物質の科学 2-51・54・55、
地球と宇宙の科学 2-51・52、生命の科学 2-56・57・58・59、科学史・科学論 2-54・55・56、環境の科学-2・52（※）
、
心理学 2-52・53・54・55・58、複合領域科目 2-87、複合領域科目 2-104、複合領域科目 2-99、プロジェクト科目 2
（※）環境の科学-2 は開講校地がインターネット（曜日講時不定）の科目である。
対象学生：春の登録期間中に手続きした今出川校地開講の秋学期クラスについて、登録削除を希望する者。
①

日程

②

注意

日時･方法：9 月 9 日(金) 10:00～9 月 11 日(日) 17:00

学修支援システムＤＵＥＴ

･学修支援システムＤＵＥＴを利用できない場合は、関連資料を以下の全学共通教養教育センターのホームページにアップロードしている
ので、必ず確認し、必要な手続きを行うこと。
【URL】https://cgle.doshisha.ac.jp/syllabus/syllabus.html
2) 対象科目：日本とアジア 2-51・52,Introduction to Japanese Culture in the Global Context-52,
Introduction to Japanese Society in the Global Context-52, Introduction to the Nature of Japan and Asia in the Global Context-52,
Humanities and Global Issues-52,Social Sciences and Global Issues, Japan in Modern World History-52,
International Relations in the Postwar Era-52,Issues in Japanese Culture-52,
Democracy and Politics: A Comparative Perspective-51, Issues in Intercultural Communication-51,
Economy and Business in the Global Context 2, Environmental Economics and Sustainability,
Critical Social Issues in Contemporary Japan 1-52 (2015 年度以前生は、「日本の社会事情-52」),
Critical Social Issues in Contemporary Japan 2-52, Statistics for the Social Sciences and Humanities,
Conservation of Japanese Nature and Environment,
日本の伝統と美-52, 日本の伝統と文化-52・54, 日本の伝統と芸能-52,日本の伝統と能楽-52,
Japanese Thought and Religion 2-51 (2015 年度以前生は、「日本の思想・宗教 2－52」),
Tradition and Art in Japan 1-51 (2015 年度以前生は、「日本の伝統と芸術-54」), Japan Today 1-52・2-52,
日本語（文章表現Ⅵ）-51・52, 日本語（文章表現Ⅶ）-51・52, 日本語（文章表現Ⅷ）-51・52, 日本語（文章表現Ⅸ）-51,
ビジネス日本語 A-52, ビジネス日本語 B-52, ビジネス日本語 C-52, ビジネス日本語 D-52

対象学生：春の登録期間中に手続きした今出川校地開講の秋学期クラスについて、登録削除を希望する者。
①

日程

②

注意

日時･方法：9 月 9 日(金) 10:00～9 月 11 日(日) 17:00

学修支援システムＤＵＥＴ

･学修支援システムＤＵＥＴを利用できない場合は、9 月 9 日(金) 17:00 までに所属学部・研究科事務室へメールで申し出をし、
指示に従うこと。

2．大学による一括登録
対象科目：Intensive Advanced English 1・2、Core English (LS) (RW) - Intermediate 1・2、
Core English (LS) (RW) - Pre-Intermediate 1・2、Basic English (LS) (RW) 1・2、
ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 1・2（2021 年度生）
対象学生：神/文/社会/法/経済/商/政策/グローバル地域文化学部 2022、2021 年度生で、春学期の Intensive Advanced English 1・2、
Core English (LS) (RW) - Intermediate 1・2、Core English (LS) (RW) - Pre-Intermediate 1・2、Basic English (LS) (RW)
1・2、ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 1・2 不合格者・履修中止者。
・大学がクラスを指定し、一括登録する（決定したクラスは学修支援システムＤＵＥＴ「登録科目一覧」参照）
。
・一括登録により他の科目と時間割重複した場合、その科目を削除するか、上記英語科目を先行登録削除期間に自身で削除すること（た
だし、上記英語科目を自身で削除した場合、他のクラスの登録は認めないので、慎重に考えて登録削除すること）
。必修科目または春学
期に登録済みの先行登録科目と重複した場合は、同レベルでのクラス変更を認めるので 9 月 16 日（金）までに全学共通教養教育センタ
ー事務室（e-mail:ji-kyoyo@mail.doshisha.ac.jp）へ件名：
「英語科目の登録変更依頼（学生 ID・氏名）
」で申し出ること。
・原則、レベル変更は認めない。春学期と同じレベルのクラスを履修すること。ただし、レベルアップを希望する者は以下の要領で CASEC
試験申込ならびにレベルアップ希望の手続きを行うこと。CASEC のスコアを見て、レベル変更の可否を判断する。
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CASEC 事前申込み・レベルアップ希望の手続き:
全学共通教養教育センター事務室からのＤＵＥＴメッセージ（タイトル：
「CASEC 試験の事前申込みについて」
）を
確認の上、9 月 9 日（金）9:00～9 月 11 日（日）23:59 に申込み・手続きすること。
CASEC 試験受験期間：9 月 12 日（月）13：00～9 月 14 日(水)11：00
受験方法

：自宅等のパソコンで受験。受験方法は全学共通教養教育センター事務室から受験期間開始までに申込者に対して
ＤＵＥＴメッセージ（タイトル：
「CASEC 試験の受験方法について」
）を送付する。受験方法は入学前と異なるため、
必ず確認の上、受験すること。

3．先行登録・追加募集
(1) 英語
1) 対象科目：ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 1･2（2020 年度以前生）
、ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 1･2、ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ｾﾐﾅｰ 1･2･3、ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 1･2･3、
言語文化研究 1･2
対象学生：神/文/社会/法/経済/商/政策/グローバル地域文化学部生【一部例外あり】
（言語文化研究 1・2 のみ、文化情報/理工/生命医科/
スポーツ健康科/心理/グローバル・コミュニケーション学部 2020 年度以前生も可）
※春学期に履修した上記科目について、不合格もしくは履修中止をしたため、秋学期に再履修を希望する者はここで手続きをすること。
また、未登録のため秋学期に登録を希望する者もここで手続きをすること。
なお、次の［一部例外］は別項目参照。
・全学部 2021 年度生で、ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 1・2 の不合格者、履修中止者→2．大学による一括登録参照。
・全学部 2021 年度生で、ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 1・2 を秋学期にはじめて登録する者→後項 2)参照。
①

日程

受付期間（一次募集） ：9 月 13 日(火)10:00～9 月 14 日(水) 15:00
決定者発表

：9 月 15 日(木)0:00

受付・決定者発表とも学修支援システムＤＵＥＴ

一次募集終了後、定員を満たしていないクラスは、下記の日時で最終募集を行う。
受付期間（最終募集） ：9 月 16 日(金)10:00～15:00
決定者発表
②

：9 月 17 日(土)0:00

受付・決定者発表とも学修支援システムＤＵＥＴ

登録方法

･各クラスの募集人数については、学修支援システムＤＵＥＴで確認すること。
･登録希望者が募集人数を超えたクラスは抽選により登録者を決定する。
･クラス決定後の変更は一切認めない（履修中止は可）。ただし、秋学期に追加登録した先行登録科目について必修科目等の重複によりや
むを得ず登録変更が必要な場合、削除・変更を認める。一次募集、最終募集の決定者に全学共通教養教育センター事務室から、ＤＵＥ
Ｔメッセージ（タイトル：「外国語教育科目の時間割重複について」）を送信する。メッセージの内容を確認し、締切日時までに必要な
手続きを行うこと。窓口での受付は行わない。
･学修支援システムＤＵＥＴを利用できない場合は、関連資料を以下の全学共通教養教育センターのホームページにアップロードしている
ので、必ず確認し、必要な手続きを行うこと。
【URL】https://cgle.doshisha.ac.jp/syllabus/syllabus.html
2) 対象科目・学生：
秋学期に初めてｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 1・2 を登録する神/文/社会/法/経済/商/政策/グローバル地域文化学部生 2021 年度生。
①

日程

受付期間・方法

：9 月 9 日(金)9:00～17:00

全学共通教養教育センター事務室（e-mail:ji-kyoyo@mail.doshisha.ac.jp）へ

件名：
「英語科目の登録依頼（学生 ID・氏名）
」で申し出ること。
クラス発表

：9 月 15 日(木)0:00

学修支援システムＤＵＥＴ

※入学時にプレイスメントテストを受験していない者は同時に、CASEC 試験も申し込むこと。全学共通教養教育センター事務室からの
ＤＵＥＴメッセージ（タイトル：
「CASEC 試験の事前申込みについて」
）を確認し、9 月 9 日（金）9:00～11 日（日）23：59 に申込すること。
CASEC 試験受験期間：9 月 12 日（月）13：00～14 日(水)11：00
受験方法

：自宅等のパソコンで受験。受験方法は全学共通教養教育センター事務室から受験期間開始までに申込者に対して
ＤＵＥＴメッセージ（タイトル：
「CASEC 試験の受験方法について」）を送付する。受験方法は入学前と異なるため、
必ず確認の上、受験すること。

②注意
･事前申込みをしていない者は CASEC 試験を受験できない。
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･学修支援システムＤＵＥＴによる登録申請はできないので注意すること。
･入学時に実施したプレイスメントテスト結果に基づいて指定されたレベルのクラス以外は登録できない。
･春学期のｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 1・2 不合格者･履修中止者（2021 年度生）は大学で一括登録するため対象外→2．大学による一括登録参照｡
3) 対象科目：イングリッシュ･プラクティクム 1
対象学生：全学部 2021 年度生（グローバル・コミュニケーション学部英語/中国語コースを除く）
登録資格：下記のレベルに該当する者を対象とした科目である。
検定試験

スコア

TOEFL ITP® テスト

470 点以上 519 点以下

TOEFL iBT® テスト、TOEFL iBT® Home Edition テスト

52 点以上 67 点以下

（
「 Test Date スコア」のみ可。「 MyBest ™スコア」は認めない。
）

TOEFL® Essentials™テスト

6.0 点以上 7.5 点以下

TOEIC® LISTENING AND READING テスト、
TOEIC® LISTENING AND READING テスト (IP)、

550 点以上 649 点以下

TOEIC® LISTENING AND READING テスト オンライン (IP)
英検

準 1 級以上

IELTS™

5 以上 5.5 未満

CASEC

610 点以上 679 点以下

①日程
登録希望者はＤＵＥＴ（先行登録申請）で希望申請を受け付ける。ＤＵＥＴ（先行登録申請）の申請期間は以下の通り。
また本科目の登録に関する注意事項を以下の全学共通教養教育センターのホームページにアップロードしている。
登録資格の提出方法や注意事項を記載しているため、必ず確認すること。
【URL】https://cgle.doshisha.ac.jp/syllabus/syllabus.html
【申請期間】
9 月 13 日（火）10：00～9 月 14 日（水）11：00
＜決定者発表＞

9 月 15 日(木)

0:00

学修支援システムＤＵＥＴ 「登録科目一覧」

※決定者の登録科目一覧に、決定したクラスを表示する。各自確認すること。

②

クラス一覧表：各科目･クラスの授業内容についてはシラバスを参照すること。
科目

ｸﾗｽ

曜講

担当者

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ 1

71

火 3・木 3

尹

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ 1

72

火 4・木 2

落合

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ 1

73

月 3・水 3

Esta Tina OTTMAN

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ 1

74

月 3・金 2

物部

慧瑛
明子
ひろみ

③選考・登録方法
・登録希望者はＤＵＥＴで希望申請を受け付ける。詳細は①に記載しているのでそちらを確認すること。
・
「登録資格」のいずれかを満たす学生を対象に CASEC のスコアを元に選考を行う。
・
「登録資格」の各種スコアの上限を上回る者についても、申込みを認める。ただし、「登録資格」に記載のレベルに該当する者から優先
的にクラスを決定することとし、定員を満たしていない場合にのみ各種スコアの上限を上回る者も受け入れる。選考は CASEC のスコア
によって行う。
・希望クラスは、第 3 希望まで選択できる。
・選考により登録の可否を決定し、大学が選考合格者の一括登録を行う。
・クラス決定後の変更は一切認めない。
（履修中止は可）
・選考に合格した場合、学部・学科によっては、他の英語科目の登録削除が可能な場合がある。登録削除を希望する者は、学修支援シス
テムＤＵＥＴで送信されるメッセージ「イングリッシュ・プラクティクム１の選考合格に伴う登録削除について」を確認し、必要な手
続きをすること。受付日時以外での削除は一切認めない。登録削除を認める対象科目や学部の取扱い等詳細は、所属学部の春学期『登
録要領』･『履修要項』または全学共通教養教育センターのホームページの資料を参照すること。
・登録資格を満たす CASEC スコアを保有しない者で CASEC 試験の受験を希望する場合は、事前申込みのうえ次の日程で必ず受験すること。
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CASEC 事前申込み

:全学共通教養教育センター事務室からのＤＵＥＴメッセージ（タイトル：
「CASEC 試験の事前申込みについて」
）を
確認の上、9 月 9 日(金)9:00～9 月 11 日（日）23:59 に申込みすること。

CASEC 試験受験期間：9 月 12 日（月）13：00～9 月 14 日(水)11：00
受験方法

：自宅等のパソコンで受験。受験方法は全学共通教養教育センター事務室から受験期間開始までに申込者に対して
ＤＵＥＴメッセージ（タイトル：
「CASEC 試験の受験方法について」
）を送付する。受験方法は入学前と異なるため、
必ず確認の上、受験すること。

4) 対象科目：イングリッシュ･プラクティクム 2、プレ･イングリッシュ･プラクティクム
対象学生：全学部 2021 年度生（グローバル・コミュニケーション学部英語/中国語コースを除く）
登録資格：希望する科目について、いずれかの資格を満たしておく必要がある。下記以外で、国際的な標準英語試験のスコアを
保有する者は、事前に今出川キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）まで問い合わせること。
なお、TOEFL ITP® テスト、TOEFL iBT® テスト、TOEFL iBT® Home Edition テスト、IELTS™、CASEC は、
テスト日から２年間がスコア有効期限であり、選考日時点で有効でないスコアは無効となるため注意すること。
検定試験

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ 2

ﾌﾟﾚ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ

520 点以上

420 点 - 470 点 程度

68 点以上

36 点 - 52 点 程度

7.5 点以上

4.5 点 - 6.0 点 程度

650 点以上

470 点 - 550 点 程度

TOEIC Bridge® テスト、TOEIC Bridge® テスト (IP)

－

150 点 - 158 点 程度

英検

－

2級

IELTS™

5.5 以上

4 - 4.5 程度

CASEC

680 点以上

550 点 - 610 点程度

®

TOEFL ITP テスト
TOEFL iBT® テスト、TOEFL iBT® Home Edition テスト（「

Test

Date スコア」のみ可。「 MyBest ™スコア」は認めない。）

TOEFL® Essentials™テスト
TOEIC® LISTENING AND READING テスト、
TOEIC® LISTENING AND READING テスト (IP) 、
TOEIC® LISTENING AND READING テスト オンライン(IP)

①

日程

＜説明会・選考＞

9 月 15 日(木)

10:00 集合【時間厳守】RY205

＜決定者発表＞

9 月 16 日(金)

0:00

※集合時刻以降の入室は認めない

学修支援システムＤＵＥＴ 「登録科目一覧」

※決定者の登録科目一覧に、決定したクラスを表示する。各自確認すること。
②クラス一覧表：各科目･クラスの授業内容についてはシラバスを参照すること。
科目

ｸﾗｽ

曜講

担当者

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ 2

71

月 4・木 3

James HEATHER

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ 2

72

水 2・金 2

Drayton James MICHAEL

科目

ｸﾗｽ

曜講

ﾌﾟﾚ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ

53

火 5・木 2

担当者
John Alan SMITH

③選考・登録方法
・学生証と登録資格証明書のｺﾋﾟｰ（返却や転用は認めないため、原本不可）を持参すること。当日、登録資格証明書類のコピーを持参
できない場合は、9 月 22 日（木）17：00 までに学修支援システムＤＵＥＴから提出すること。詳細は当日配付資料参照のこと。
・追加募集人数は当日会場で発表する。
・選考により登録の可否を決定し、大学が選考合格者の一括登録を行う。
・クラス決定後の変更は一切認めない。
（履修中止は可）
・選考に合格した場合、学部・学科によっては、他の英語科目の登録削除が可能な場合がある。
登録削除を希望する者は、学修支援システムＤＵＥＴで送信されるメッセージ「イングリッシュ・プラクティクム２、プレ・イングリ
ッシュ・プラクティクムの選考合格に伴う登録削除について」を確認し、必要な手続きをすること。受付日時以外での削除は一切認め
ない。登録削除を認める対象科目や学部の取扱い等詳細は、所属学部の春学期『登録要領』･『履修要項』または説明会で配付する資料
を参照すること。
・CASEC のスコアを登録資格として提出予定でスコアを満たしていない場合は、事前申込みのうえ、受験すること。
事前申込み日時・試験日時は、「3）イングリッシュ･プラクティクム 1」の「③選考・登録方法」を参照すること。
5) 対象科目：アカデミック･イングリッシュＡ・Ｂ、プロフェッショナル･イングリッシュＡ・Ｂ
対象学生：全学部 2021 年度以前生
登録資格：希望する科目について、いずれかの資格を満たしておく必要がある。下記以外で、国際的な標準英語試験のスコアを
7

保有する者は、事前に今出川キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）まで問い合わせること。
なお、TOEFL ITP® テスト、TOEFL iBT® テスト、TOEFL iBT® Home Edition テスト、IELTS™、CASEC は、
テスト日から２年間がスコア有効期限であり、選考日時点で有効でないスコアは無効となるため注意すること。
ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭＡ
ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭＡ

ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭＢ
ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭＢ

500 点以上

450 点以上

61 点以上

45 点以上

7.0 点以上

5.5 点以上

630 点以上

500 点以上

-

153 点以上

IELTS™

5 以上

4.5 以上

CASEC

660 点以上

570 点以上

3.4 以上

3.0 以上

検定試験
TOEFL ITP® テスト
TOEFL iBT®テスト、TOEFL iBT® Home Edition テスト（「

Test Date ス

コア」のみ可。「 MyBest ™スコア」は認めない。）

TOEFL® Essentials™テスト
TOEIC® LISTENING AND READING テスト、
TOEIC® LISTENING AND READING テスト (IP) 、
TOEIC® LISTENING AND READING テスト オンライン (IP)
TOEIC Bridge® LISTENING AND READING テスト、
TOEIC Bridge® LISTENING AND READING テスト (IP)、
TOEIC Bridge® LISTENING AND READING テスト オンライン(IP)

ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 1･2、ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 1･2

4 科目のＧＰＡ

※ＧＰＡはＦ評価も含めて算出する。ただし、Ｆ評価であった科目を再履修してＤ評価以上を得た場合には、直近のＦ評価を新たな
評価に書き換えて算出する。なお、ＧＰＡについては『履修要項』や大学ホームページを参照して確認すること。
①

日程

＜説明会・選考＞

9 月 15 日(木)

10:00 集合【時間厳守】RY201

＜決定者発表＞

9 月 16 日(金)

0:00

※集合時刻以降の入室は認めない

学修支援システムＤＵＥＴ 「登録科目一覧」

※決定者の登録科目一覧に、決定したクラスを表示する。各自確認すること。
②クラス一覧表：各科目･クラスの授業内容についてはシラバスを参照すること。
科目

ｸﾗｽ

曜講

Robert John CROSS

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ A

52

月 4・木 5

Donna HAYASHI

月 2・木 5

Mark PETERSON

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ B

54

水 5・金 2

Kaoru Nakao VILLA

月 4・木 4

Mark PETERSON

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ B

55

月 3・水 3

Shaun Gates

月 3・木 3

Leeja RUSSELL

科目

ｸﾗｽ

曜講

ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ A

52

水 3・金 3

ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ A

53

ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ B

54

ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ B

55

担当者

担当者

③選考・登録方法
・学生証と登録資格証明書のｺﾋﾟｰ（返却や転用は認めないため、原本不可）を持参すること。当日、登録資格証明書類のコピーを持参
できない場合は、9 月 22 日（木）17：00 までに学修支援システムＤＵＥＴから提出すること。詳細は当日配付資料参照のこと。
・追加募集人数は当日会場で発表する。
・選考により登録の可否を決定し、大学が選考合格者の一括登録を行う。
・クラス決定後の変更は一切認めない。
（履修中止は可）
・選考に合格した場合、学部・学科によっては、他の英語科目の登録削除が可能な場合がある。
登録削除を希望する者は、学修支援システムＤＵＥＴで送信されるメッセージ「アカデミック･イングリッシュＡ・Ｂ、プロフェッショ
ナル･イングリッシュＡ・Ｂの選考合格に伴う登録削除について」を確認し、必要な手続きをすること。受付日時以外での削除は一切認
めない。登録削除を認める対象科目や学部の取扱い等詳細は、所属学部の春学期『登録要領』･『履修要項』または説明会で配付する資
料を参照すること。
・CASEC のスコアを登録資格として提出予定でスコアを満たしていない場合は、事前申込みのうえ、受験すること。
事前申込み日時・試験日時は、「3）イングリッシュ･プラクティクム 1」の「③選考・登録方法」を参照すること。
6) 対象科目：Study Abroad Preparation (TOEFL TEST) 1・2、Study Abroad Preparation (IELTS) 1・2
対象学生：全学部生（2015 年度以降生で今出川校地開講クラスの履修を希望する者）
登録資格：希望する科目について、下記の資格を満たしておく必要がある。
科目名
登録資格
Study Abroad Preparation (TOEFL TEST) 1

CASEC 550 点以上 679 点以下

Study Abroad Preparation (IELTS) 1
Study Abroad Preparation (TOEFL TEST) 2

CASEC 680 点以上

Study Abroad Preparation (IELTS) 2
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①

日程

登録希望者はＤＵＥＴ（先行登録申請）で希望申請を受け付ける。ＤＵＥＴ（先行登録申請）の申請期間は以下の通り。
また本科目の登録に関する注意事項を以下の全学共通教養教育センターのホームページにアップロードしている。
登録資格の提出方法や注意事項を記載しているため、必ず確認すること。
【URL】https://cgle.doshisha.ac.jp/syllabus/syllabus.html
受付期間（一次募集） ：9 月 13 日(火) 10:00～9 月 14 日(水) 15:00
決定者発表

：9 月 15 日(木) 0:00

受付･決定者発表とも学修支援システムＤＵＥＴ

一次募集終了後、定員を満たしていないクラスは、下記の日時で最終募集を行う。
受付期間（最終募集） ：9 月 16 日(金) 10:00～15:00
決定者発表
②

：9 月 17 日(土) 0:00

受付･決定者発表とも学修支援システムＤＵＥＴ

登録・選考に関する注意点

・2021 年度以前生で、Intensive Courses for TOEFL（Practice）
、Intensive Courses for TOEFL（Tutorial）ともに合格評価を得ている
場合は、Study Abroad Preparation (TOEFL TEST) 1 を履修することができない。
・CASEC のスコアは各募集期間終了日から２年以内に大学で受験した最新のスコアを利用する。
・登録資格を満たす CASEC スコアを保有しない者で CASEC 試験の受験を希望する場合は、事前申込みのうえ次の日程で必ず受験すること。
CASEC 事前申込み

:全学共通教養教育センター事務室からのＤＵＥＴメッセージ（タイトル：
「CASEC 試験の事前申込みについて」
）を
確認の上、9 月 9 日(金)9:00～9 月 11 日（日）23:59 に申込みすること。

CASEC 試験受験期間：9 月 12 日（月）13：00～9 月 14 日(水)11：00
受験方法

：自宅等のパソコンで受験。受験方法は全学共通教養教育センター事務室から受験期間開始までに申込者に対して
ＤＵＥＴメッセージ（タイトル：
「CASEC 試験の受験方法について」
）を送付する。受験方法は入学前と異なるため、
必ず確認の上、受験すること。

ただし、個人的に受験した選考に利用したい CASEC のスコアがある場合は各募集期間終了までに以下の要領で、CASEC Official Score
Report の写真（PDF でも可）
（※）をメールに添付し送信すること。写真はスマートフォン等で撮影したものでよいが、
「試験名・スコア・
受験日・氏名等」が鮮明で、全ての内容が読み取れるものでなければならない。
・メールでのスコア送付先等は次のとおり。申請締切日時までに登録資格証明書受け取りの返信がない場合、今出川キャンパス教務セン
ター（外国語教育科目窓口：075-251-3325）に問い合わせること。
送付先： ji-kyoyo@mail.doshisha.ac.jp
件 名： 「Study Abroad Preparation (TOEFL TEST) 1（→登録希望科目を記入）
」の登録資格証明書
本 文： 学生 ID・氏名・連絡先
添 付： 登録資格証明書の写真等 ※ファイル名は「学生 ID_氏名」とすること。
・決定者は大学が一括登録するので登録手続は不要。決定者発表の翌日以降に時間割重複等の登録エラーがないか学修支援システムＤＵ
ＥＴを確認すること。
・決定者で他の英語科目の登録削除を希望する者は、学修支援システムＤＵＥＴで送信されるメッセージ「Study Abroad Preparation (TOEFL
TEST) 1・2、Study Abroad Preparation (IELTS) 1・2 の選考合格に伴う登録削除について」を確認し、記載の受付日時に手続きする
こと。受付日時以外での削除は一切認めない。登録削除を認める対象科目や学部の取扱い等詳細は、所属学部の春学期『登録要領』･『履
修要項』または全学共通教養教育センターのホームページの資料を参照すること。

(2) 初修外国語・兼修外国語
1) 対象科目：入門Ⅰ
対象学生：神/文/社会/法/経済/商/政策/グローバル地域文化学部生で、春学期の入門Ⅰ、またはインテンシヴⅠの不合格者・
履修中止者・未登録者。
①日程
受付期間(一次募集)

：9 月 13 日(火) 10:00～9 月 14 日(水) 15:00

決定者発表

：9 月 15 日(木) 0:00

受付･決定者発表とも学修支援システムＤＵＥＴ

一次募集終了後、定員を満たしていないクラスは、下記の日時で最終募集を行う。
受付期間(最終募集)

：9 月 16 日(金)10:00～15:00

決定者発表

：9 月 17 日(土) 0:00

受付・決定者発表とも学修支援システムＤＵＥＴ

②登録方法
･各クラスの募集人数については、学修支援システムＤＵＥＴで確認すること。
･登録希望者が募集人数を超えたクラスは抽選により登録者を決定する。
･クラス決定後の変更は一切認めない（履修中止は可）
。ただし、秋学期に追加登録した先行登録科目について必修科目等の重複によりやむ
を得ず登録変更が必要な場合、削除・変更を認める。一次募集、最終募集の決定者には全学共通教養教育センター事務室から、ＤＵＥＴ
メッセージ（タイトル：
「外国語教育科目の時間割重複について」）を送信する。メッセージの内容を確認し、締切日時までに必要な手続
きを行うこと。窓口での受付は行わない。
･学修支援システムＤＵＥＴを利用できない場合は、関連資料を以 下の全学共通教養教育センターのホームページにアップロードしてい
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るので、必ず確認し、必要な手続きを行うこと。
【URL】https://cgle.doshisha.ac.jp/syllabus/syllabus.html
③注意
・不合格となった外国語と異なる外国語を希望することも可。
・2 つ以上の外国語について申請した場合、各外国語で抽選が行われる。複数当選してしまうことがあるので注意すること。
2) 対象科目：入門Ⅱ、応用 1～4、ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡ・Ⅳ、会話初級 2、基礎ｲﾀﾘｱ語Ⅱ・Ⅳ
対象学生：神/文/社会/法/経済/商/政策/グローバル地域文化学部生［一部例外あり］
（会話初級 2、基礎ｲﾀﾘｱ語Ⅱ・Ⅳのみ、文化情報/理
工/生命医科/スポーツ健康科/心理/グローバル・コミュニケーション学部生も可）
※秋学期入門Ⅱの登録を希望する神/文/社会/法/経済/商/政策/グローバル地域文化学部 2021 年度以前生のうち、春学期の入門Ⅰ合格者、
入門Ⅱ不合格・履修中止・未登録者もここで手続きすること。
※入門Ⅱの登録を希望するｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅠ合格者、またはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡの登録を希望する入門Ⅰ合格者もここで手続きを行うこと。
※応用 1･応用 2 の登録を希望する神/文/社会/法/経済/商/政策/グローバル地域文化学部 2021 年度生で、春学期の入門Ⅱ合格者、
ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢまたは応用 1･2 の不合格者・履修中止者・未登録者もここで手続きを行うこと。
※ｺｰｽ変更を希望する場合は、16 ページの別表を参照し、必要な手続きを行うこと。
なお、次の［一部例外］は別項目参照。
･会話科目などで、登録資格（※）を有しないが、資格を満たしているのと同等の能力がある者→4．初修外国語科目登録認定参照。
（※）科目の性質上、登録資格を定めている科目があるため、各科目の登録資格は所属学部の春学期『登録要領』･『履修要項』を確認す
ること。
･政策学部生で、ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡ・Ⅳの登録を希望する者→後項 3)参照。
①日程
受付期間(一次募集)

：9 月 13 日(火) 10:00～9 月 14 日(水) 15:00

決定者発表

：9 月 15 日(木) 0:00

受付･決定者発表とも学修支援システムＤＵＥＴ

一次募集終了後、定員を満たしていないクラスは、下記の日時で最終募集を行う。
受付期間(最終募集)

：9 月 16 日(金)10:00～15:00

決定者発表

：9 月 17 日(土) 0:00

受付・決定者発表とも学修支援システムＤＵＥＴ

②登録方法
･各クラスの募集人数については、学修支援システムＤＵＥＴで確認すること。
･登録希望者が募集人数を超えたクラスは抽選により登録者を決定する。
･クラス決定後の変更は一切認めない。（履修中止は可）ただし、秋学期に追加登録した先行登録科目について必修科目等の重複によりや
むを得ず登録変更が必要な場合、削除・変更を認める。一次募集、最終募集の決定者には全学共通教養教育センター事務室から、ＤＵＥ
Ｔメッセージ（タイトル：
「外国語教育科目の時間割重複について」
）を送信する。メッセージの内容を確認し、締切日時までに必要な手
続きを行うこと。窓口での受付は行わない。
･学修支援システムＤＵＥＴを利用できない場合は、関連資料を以下の全学共通教養教育センターのホームページにアップロードしている
ので、必ず確認し、必要な手続きを行うこと。
【URL】https://cgle.doshisha.ac.jp/syllabus/syllabus.html
③

注意

･2022 年度生の入門Ⅱについては、大学がクラス指定し、800 番台の仮クラスから 500 番台の本クラスに一括変更するので手続不要。決定
クラスについては、成績通知書、学修支援システムＤＵＥＴで確認すること。
なお、2021 年度以前生で、春の登録期間中に入門Ⅰ･Ⅱ(500 番台クラス)を春秋セットで登録した場合も、大学が一括登録するので手続
不要。決定クラスについては、各自確認すること。
･春学期の応用 1 または応用 2 が不合格でも、秋学期の応用 3 または応用 4 を履修できる。
･2021 年度以前生で春学期の入門Ⅱに合格し、秋学期から初めて応用科目を履修する場合は、応用 1・2 から履修することが教学上望まし
い。
3) 対象科目・学生：インテンシヴⅡ･Ⅳの登録を希望する政策学部生
※コース変更を希望する場合は、16 ページの別表を参照し、必要な手続きを行うこと。
①日程
受付期間・方法：9 月 13 日(火)、9 月 14 日(水) 10：00～11：30、12：30～17:00
上記受付期間中に今出川キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：075-251-3325）へ電話で申し出ること。
決定者発表： 9 月 15 日(木) 0:00

学修支援システムＤＵＥＴ

②注意
･学修支援システムＤＵＥＴによる登録申請はできないので注意すること。
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･各クラスの募集人数については今出川キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：075-251-3325）へ電話で確認すること。
･登録希望者が募集人数を超えたクラスは抽選により登録者を決定する。･クラス決定後の変更は一切認めない。
（履修中止は可）
･単位を修得した場合、卒業単位に算入されるが、外国語教育科目（Ｃ群）の単位としては算入されない。

(3) 保健体育科目
1) 対象科目：スポーツ・パフォーマンス１

※リハビリテーション・クラスを除く

対象学生（1～6 講時開講クラス）
：文学部国文学科全年次生、教職課程登録をしている神・文・社会・法・経済・商・政策・グローバル地
域文化学部（以下、「今出川学部」と表記）３年次生以上、今出川学部および国際教育インスティテュート国際教養コースの４年次生以
上

【注 1】
、
【注 2】
、
【注 3】

【注 1】上記対象でない者は登録申請しないこと。仮に、対象者以外が学修支援システムＤＵＥＴで登録申請をしても抽選の対象とはされず、申請も削除
される。
【注 2】
「教職課程登録をしている」とは、両校地いずれかの免許資格課程センター事務室での教職課程登録手続きが完了していることを指す。
（学修支援システムＤＵＥＴの免許資格課程仮登録ではないので注意すること。
）
【注 3】ただし、次記の者は抽選の際に優先される。文学部国文学科の２年次以上、教職課程登録をしている今出川学部３年次生以上

① 日程
受付期間 ：9 月 13 日(火) 10:00～9 月 14 日(水) 15:00
決定者発表：9 月 15 日(木) 0:00

受付･決定者発表とも学修支援システムＤＵＥＴ

②登録方法
・各クラスの募集人数については、学修支援システムＤＵＥＴ（本システムを利用できない場合は京田辺キャンパス教務センター（全学
教養教育科目窓口：0774-65-7053）
）に電話で確認すること。
・登録希望者が募集人数を超えたクラスは抽選により登録者を決定する。
・決定者発表後、クラスが未決定の場合は、登録相談にて定員に満たないクラスへの登録を受け付ける。
・学修支援システムＤＵＥＴを利用できない場合は、9 月 13 日(火)、14 日(水) 10:00～11:30 12:30～15:00 に、京田辺キャンパス教務セ
ンター（全学教養教育科目窓口：0774-65-7053）へ電話で申し出ること。
③注意
・春学期前に実施した健康診断を受診していない学生は、スポーツ・パフォーマンス 1 を受講できない。
・最大３クラスまで希望できる。希望クラスは、第１希望～第３希望の意味ではないので注意すること。
・春学期の登録方法と異なり、希望クラスの登録希望者数が定員を上回らない限り、申請したすべてのクラスに当選することがある。
登録時には年間上限単位数を超えないか注意して申請すること。また、同一講時に２クラス以上申請した場合、どちらも当選すると
エラーが発生するため、同一講時内に２クラス以上申請しないこと。
・クラス決定後の変更は一切認めない。
（履修中止は可）
2) 対象科目：スポーツ・パフォーマンス 1 のリハビリテーション・クラス
対象学生：全学部生
① 日程
受付期間・方法：9 月 16 日(金) 12:30～15:00
上記期間中に京田辺キャンパス教務センター（全学教養教育科目窓口：0774-65-7053）へ電話で申し出ること。
②注意
【リハビリテーション・クラス】の受講対象者は病気や怪我などを理由に激しい運動のできない者とする。受講希望者は事前に本学保健セ
ンターにて診察を受け、同センター発行の証明書を持参すること。
･クラス決定後の変更は一切認めない。
（履修中止は可）
3) 対象科目：スポーツ・健康の科学 B-75・76・77
※ただし、秋学期先行登録科目削除期間内に定員に余裕が出た場合にのみ、定員内（400 名）で追加募集を行う。
対象学生：全学部生
①日程
受付 期間：9 月 13 日(火) 10:00～9 月 14 日(水) 15:00
決定者発表：9 月 15 日(木) 0:00

受付･決定者発表とも学修支援システムＤＵＥＴ

②登録方法
・各クラスの募集人数については、学修支援システムＤＵＥＴ（本システムを利用できない場合は京田辺キャンパス教務センター（全学
教養教育科目窓口：0774-65-7053）に電話で確認すること。
・登録希望者が募集人数を超えたクラスは抽選により登録者を決定する。
・学修支援システムＤＵＥＴを利用できない場合は、9 月 13 日(火)、14 日(水) 10:00～11:30 12:30～15:00 に、京田辺キャンパス教務セ
ンター（全学教養教育科目窓口：0774-65-7053）へ電話で申し出ること。
③注意
・追加登録は認めない。また、クラス決定後の変更は認めない。
（履修中止は可）
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(4) キャリア形成支援、国際教養、クリエイティブ・ジャパン、人文科学系、自然・人間科学系、複合領域、
日本語・日本文化教育科目
1) 対象科目：キャリア開発の課題と方法-51、メガトレンドを読む-51、日本近現代史-52、世界近現代史-52、世界の宗教-61、
京都科目-52・53・56、クールジャパン科目-52、クリエイティブ・ジャパン科目-51・52、
宗教学（2）-51・55、芸術学（2）-54、日本史（2）-52・54、考古学（2）-53、論理的思考の基礎（2）-51・52、
論理的思考の応用（2）-51・52、数学 2-51・54、物質の科学 2-51・54・55、地球と宇宙の科学 2-51・52、
生命の科学 2-56・57・58・59、科学史・科学論 2-54・55・56、環境の科学-2・52（※）
、心理学 2-52・53・54・55・58、
複合領域科目 2-87、複合領域科目 2-104、
※環境の科学-2 は開講校地がインターネット（曜日講時不定）の科目である。
対象学生：全学部生
① 日程
受付期間

：9 月 13 日(火) 10:00～9 月 14 日(水) 15:00

決定者発表：9 月 15 日(木) 0:00

受付･決定者発表とも学修支援システムＤＵＥＴ

②注意
･各クラスの募集人数については、学修支援システムＤＵＥＴで確認すること。
･登録希望者が募集人数を超えたクラスは抽選により登録者を決定する。
･学修支援システムＤＵＥＴを利用できない場合は、関連資料を以下の全学共通教養教育センターのホームページにアップロードしている
ので、必ず確認し、必要な手続きを行うこと。
【URL】https://cgle.doshisha.ac.jp/syllabus/syllabus.html
･上記対象科目の履修を希望する者のうち、春学期登録期間に同一科目（科目コードが同一で秋学期開講のもの）で異なるクラスを一般登
録している場合も、上記受付期間中に追加登録を申請すること。登録が決定した場合、登録エラーが発生するので、一般登録科目登録変
更受付期間中に、春学期登録期間に登録したクラスを必ず削除すること。
･クラス決定後の変更は一切認めない。
（履修中止は可）
･京都科目－52(華道から見る京都の伝統文化の発展)については、抽選の結果、履修が認められた場合（春学期の登録期間中に決定した
登録者も含む）
、花材費（7,700 円）を納める必要がある。期間内に納入されなかった場合、登録を削除するので注意すること。
なお、一旦納入された花材費は、履修中止を含め、いかなる理由であっても返還できない。
「京都科目－52(華道から見る京都の伝統文化の発展)」
納入期間：9 月 15 日（木）9：00～10 月 3 日（月）17：00
納入場所：証明書発行機
※納入後、証明書発行機より発行される、
「納入済証〔窓口提出用〕
」を各キャンパス教務センター（全学共通教養教育科目窓口）に
提出すること。
2) 対象科目：京都科目-57
対象学生：全学部 2021 年度以前生
①日程
受講申請書 受付期間・場所

：9 月 12 日(月) 全学共通教養教育センター事務室からの DUET メッセージ送付後～9 月 14 日（水）23：59

決定者発表：9 月 17 日(土) 0:00

受付･決定者発表とも学修支援システムＤＵＥＴ

②選考・登録方法・注意
・履修を許可された学生については、大学が一括登録を行う。
・受講申請書は、9 月 12 日（月）に送付される全学共通教養教育センター事務室からの DUET メッセージ（
「
【京都科目-57】受講申請書の送
付について」
）に添付しているものを使用し、上記受付期間内に前述メッセージへ回答する形で提出すること。受講申請書は定員（20 名）
を上回った場合の参考資料とするが、志望理由などが不明確な場合、定員を下回っていても履修を許可しないことがある。
・追加募集人数は前述 DUET メッセージ内で確認すること。
・学修支援システム DUET を利用できない場合は、今出川キャンパス教務センター（全学共通教養教育科目窓口：075-251-3325）に電話で申
し出ること。
・クラス決定後の変更は一切認めない。
（履修中止は可）
3) 対象科目：複合領域科目 2-99
対象学生：全学部生
①日程
受付期間

：9 月 12 日(月) 0:00～9 月 15 日（木）23:59 シラバス備考欄の URL からアンケート回答を以て申請

決定者発表：9 月 17 日(土) 0:00

受付･決定者発表とも学修支援システムＤＵＥＴ

②登録方法・注意
・履修を許可された学生については、大学が一括登録を行う。
・申請方法については、シラバス備考欄の URL へアンケートを回答する形で申請すること。
アンケート内容は定員（50 名）を上回った場合の参考資料とするが、志望理由などが不明確な場合、定員を下回っていても履修を許可し
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ないことがある。
・追加募集人数は前述アンケート内で確認すること。
・クラス決定後の変更は一切認めない。
（履修中止は可）
4) 対象科目：ジョイント・セミナー比較文化論
対象学生：全学部 2021 年度以前生
概

要：２年次生以上を対象とした科目で、今出川校地で秋学期に週 2 コマ（4 単位）の講義を行う。受講生は同志社大学生と
ＡＫＰなどの米国留学生が半数ずつの予定である。教員についても同様に同志社大学とＡＫＰの双方が合同で指導を行う。
授業は全て英語で、日米の文化や社会についての講義を受けたり学生同士でディスカッションを行ったりする。この授業を
通じて国際理解を深め、英語の表現力を身につけることができる。履修にあたっては、外国語教育科目「イングリッシュ・
プラクティクム１」の登録資格（下記参照）と同程度もしくはそれ以上のスコアを満たしておくことが求められる。
事前にシラバスを確認の上で、詳細は選考前の説明会にて質問すること。
＜参考：
「イングリッシュ・プラクティクム１」の登録資格＞
検定試験

スコア

TOEFL ITP® テスト

470 点以上 519 点以下

TOEFL iBT® テスト、TOEFL iBT® Home Edition テスト

52 点以上 67 点以下

（「 Test Date スコア」のみ可。「 MyBest ™スコア」は認めない。
）

TOEFL® Essentials™テスト

6.0 点以上 7.5 点以下

TOEIC® LISTENING AND READING テスト、
TOEIC® LISTENING AND READING テスト (IP)、

550 点以上 649 点以下

TOEIC® LISTENING AND READING テスト オンライン (IP)
英検

準 1 級以上

IELTS™

5 以上 5.5 未満

CASEC

610 点以上 679 点以下

①日程
説明会・選考：9 月 13 日(火) 13:00 集合【時間厳守】 SK107
［科目説明］
決定者発表

13:00～13:10 ［面接］13:10～

：9 月 14 日(水) 0:00

学修支援システムＤＵＥＴ

②選考・登録方法
・学生証、成績通知書のコピー、TOEFL,TOEIC,IELTS,CASEC 等の国際的な標準英語試験のスコアのコピー（原本不可）を
必ず持参すること。
・募集人数は当日会場で発表する。
・選考合格者については、大学が一括登録するので、一般登録時の手続は不要。
5) 対象科目：Introduction to Japanese Culture in the Global Context-52, Introduction to Japanese Society in the Global Context-52,
Introduction to the Nature of Japan and Asia in the Global Context-52, Humanities and Global Issues-52,
Social Sciences and Global Issues, Japan in Modern World History-52, International Relations in the Postwar Era-52,
Issues in Japanese Culture-52, Japanese Thought and Religion 2-51(2015 年度以前生は、「日本の思想・宗教 2－52」),
Tradition and Art in Japan 1-51 (2015 年度以前生は、「日本の伝統と芸術-54」), Japan Today 1-52・2-52,
Democracy and Politics: A Comparative Perspective-51, Issues in Intercultural Communication-51,
Economy and Business in the Global Context 2, Environmental Economics and Sustainability,
Critical Social Issues in Contemporary Japan 1-52 (2015 年度以前生は、「日本の社会事情-52」),
Critical Social Issues in Contemporary Japan 2-52, Statistics for the Social Sciences and Humanities,
Conservation of Japanese Nature and Environment
【上記クラスには、春学期時点で定員に達している為、秋学期開始前登録削除者がいない場合、追加募集が実施不可能な科目も含まれている。】

対象学生：全学部生
・ただし、Humanities and Global Issues-52, Social Sciences and Global Issues の 2 科目は、2021 年度以前生のみ履修可
・下線を引いた科目は、グローバル・コミュニケーション学部の日本語コースの 2015 年度以前生は履修不可
・国際教育インスティテュート（国際教養コース）生は履修不可

①日程
受付期間

：9 月 13 日(火) 10:00～17:00

決定者発表：9 月 14 日(水) 0:00

受付･決定者発表とも学修支援システムＤＵＥＴ
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②登録方法
・決定者については、大学が一括登録するので登録手続は不要。
③注意
・各クラスの募集人数については、学修支援システムＤＵＥＴ(本システムを利用できない場合は国際教養教育院事務室:
ji-nbn@mail.doshisha.ac.jp へメール)で確認すること。
・登録希望者が募集人数を超えたクラスは抽選により登録者を決定する。
・学修支援システムＤＵＥＴを利用できない場合は、9 月 13 日(火)10:00～17:00 に、所属学部・研究科事務室へメールで申し出をし、
指示に従うこと。
・クラス決定後の変更は一切認めない（履修中止は可）
。
6) 対象科目：Advanced Seminar1-52
対象学生：全学部生（国際教育インスティテュート（国際教養コース）生は履修不可）
概

要：本科目はグローバル教育センター提供科目で学んだトピックについて、学びを深化・発展させることを目的とする。文献講読
により更に専門的な知識を獲得するとともに、ディスカッション、プレゼンテーションを通じて主体的な学び、論理的・批判的
思考の醸成を図る。

登録資格（推奨）
：各科目について、下記のいずれかの資格を満たしていることを推奨する。
試験名

スコア
５５０以上

®

７９以上

試験名

®

TOEFL ITP テスト
TOEFL iBT テスト

スコア

IELTS™テスト

５．５以上

CASEC

８００以上

®

TOEIC LISTENING AND READING テスト、
TOEIC® LISTENING AND READING テスト (IP)

７３０以上

①日程
志望理由書配布：以下、URL よりダウンロードすること。
日程：9 月 9 日（金）～
同志社大学ホーム＞国際交流・留学トップ＞国際交流・留学に関するニュース
https://www.doshisha.ac.jp/international/index.html
出願期間

：9 月 13 日（火）9:00～14 日（水）11:30

出願方法

：志望理由書配布 URL に記載

選考面接

：9 月 14 日（水） 14:00～15:00（対面実施

決定者発表：9 月 15 日（木） 0:00

面接室：F101

学生控室：F102）

学修支援システムＤＵＥＴ

履修手続＞登録科目一覧

で確認すること。登録が決定した場合、科目名が掲載される。

②選考・登録に関する注意点
・各クラスの募集人数は若干名。
・出願する前にシラバスを熟読すること。
・登録者は出願書類、及び科目担当者による面接により決定する。
・決定者については、大学が一括登録するので登録手続は不要。
・一括登録により登録エラーが生じた場合は、登録エラー修正期間に所属学部・研究科事務室にてエラー修正を受け付ける。
・クラス決定後の変更は一切認めない。
（履修中止は可）
7) 対象科目：日本とアジア 2-51・52、日本の伝統と美-52、日本の伝統と文化-52・54、日本の伝統と芸能-52、日本の伝統と能楽-52
対象学生：全学部生
・下線を引いた科目を外国人留学生が履修する場合は、日本人学生とはカリキュラムにおける扱いが異なり、日本語・日本文化教育科目
となる。また、科目コードも異なっているので、注意すること。

① 日程
受付期間

：9 月 13 日（火）10:00～9 月 14 日（水）14：00

決定者発表：9 月 15 日（木）0:00 受付・決定者発表とも学修支援システムＤＵＥＴ
②登録方法
・決定者については、大学が一括登録するので登録手続は不要。
③注意
・各クラスの募集人数については、学修支援システムＤＵＥＴ(本システムを利用できない場合は国際教養教育院事務室:
ji-nbn@mail.doshisha.ac.jp へメール)で確認すること。
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・登録希望者が募集人数を超えたクラスは抽選により登録者を決定する。
・学修支援システムＤＵＥＴを利用できない場合は、9 月 13 日（火）10:00～9 月 14 日（水）14:00 に、所属学部・研究科事務室へ
メールで申し出をし、指示に従うこと。
・クラス決定後の変更は一切認めない。
（履修中止は可）
・
「△日本の伝統と美-52」は、履修が認められた場合、花材費（16,400 円）を徴収する。期間内に納入されなかった場合、登録を削除
するので注意すること。
なお、一旦納入された花材費は、履修中止を含め、いかなる理由であっても返還できない。
「△日本の伝統と美-52」
納入期間： 9 月 15 日（木）9:00～9 月 27 日（火）17:00
納入場所：証明書発行機
※抽選結果を確認し、履修が認められた場合に納入すること。
※納入後、証明書発行機より発行される、
「納入済証〔窓口提出用〕
」の提出が必要となる。提出方法は、当選者に
学修支援システムＤＵＥＴを通じて連絡する。
8) 対象科目：ビジネス日本語 A-52、ビジネス日本語 B-52、ビジネス日本語 C-52、ビジネス日本語 D-52、
日本語 2（文章表現Ⅵ）-51・52, 日本語 2（文章表現Ⅶ）-51・52, 日本語 2（文章表現Ⅷ）-51・52, 日本語 2（文章表現Ⅸ）-51
対象学生：外国人留学生、国際教育インスティテュート（国際教養コース）生
①日程
受付期間

：9 月 13 日（火）10:00～9 月 14 日（水）14:00

決定者発表：9 月 15 日（木）0:00 受付・決定者発表とも学修支援システムＤＵＥＴ
②登録方法
・決定者については、大学が一括登録するので登録手続は不要。
③注意
・各クラスの募集人数については、学修支援システムＤＵＥＴ(本システムを利用できない場合は国際教養教育院事務室:
ji-nbn@mail.doshisha.ac.jp へメール)で確認すること。
・登録希望者が募集人数を超えたクラスは抽選により登録者を決定する。
・学修支援システムＤＵＥＴを利用できない場合は、9 月 13 日（火）10:00～9 月 14 日（水）14:00 に、所属学部・研究科事務室へ
メールで申し出をし、指示に従うこと。
・クラス決定後の変更は一切認めない。
（履修中止は可）

4．初修外国語科目登録認定
対象学生：初修外国語の以下の手続きを希望する者
・コース変更を希望する者（応用１～４、インテンシヴⅣ、詳細は 16 ページの別表を参照）
。
・登録資格認定を希望する者（インテンシヴⅥ・Ⅷ、会話科目、現代地域事情･上級講読 2）
。
対象科目：
･応用 1～4 のうち 2 科目履修済で、ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣの登録を希望する者は、ここで相談を受け付ける。ただし、応用のうち 1・3・4 科目履修済
の場合は、ｺｰｽ変更不可。
･ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢを履修済、かつｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣを履修中止または不合格で応用科目の登録を希望する場合はここで受付ける(応用 2 科目の登録が必須
となる)。
･ｺｰｽ変更を希望する場合は、16 ページの別表を参照し、必要な手続きを行うこと。
･登録資格を有しない科目の履修を希望する場合はここで受け付ける。各外国語担当教員と面談のうえ、同等の能力を有するとの認定を受
ける必要がある。認定の手続がないと登録は無効となる。
･上記以外の削除･追加･変更は一切認めない。
①日程・方法：事前に電話での予約申込みが必要となる。予約申込み者は、後日担当教員とオンライン面談を行う。
[事前予約申込み(先着順）]
9 月 13 日（火）～14 日（水） 10：00 ～ 11：30、12：30 ～ 17：00
今出川キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：075-251-3325）
[初修外国語科目登録認定(面談当日)]
9 月 16 日（金）10：00 ～ 11：30
[方法]
オンライン面談（詳細は事前予約申込み時に伝える）
②注意
・当日は事前予約申込みの先着順でオンライン面談を実施する。クラス決定後の変更は一切認めない。（履修中止は可）
・申込み時においては電話面談できない。
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５．保健体育科目登録相談
対象学生：文学部国文学科全年次生、教職課程登録をしている神・文・社会・法・経済・商・政策・グローバル地域文化学部（以下、「今
出川学部」と表記）３年次生以上、今出川学部および国際教育インスティテュート国際教養コースの４年次生以上 【注 1】
、
【注 2】
、
【注
3】
【注 1】上記対象でない者は登録申請しないこと。仮に、対象者以外が学修支援システムＤＵＥＴで登録申請をしても抽選の対象とはされず、申請も削除
される。
【注 2】
「教職課程登録をしている」とは、両校地いずれかの免許資格課程センター事務室での教職課程登録手続きが完了していることを指す。
（学修支援システムＤＵＥＴの免許資格課程仮登録ではないので注意すること。
）
【注 3】ただし、次記の者は抽選の際に優先される。文学部国文学科の２年次以上、教職課程登録をしている今出川学部３年次生以上

対象科目：スポーツ・パフォーマンス１※リハビリテーション・クラスを除く
・必修科目等との重複、他の先行登録科目との重複により、やむを得ず登録変更が必要な場合についてのみ削除･変更を認める。
・定員に満たないクラスのみ追加を認める。
・上記以外の削除･追加･変更は一切認めない。ただし、秋学期に登録した科目の中で、
「各学部の定める登録変更が認められない科目」と
重複した場合はこの限りではない。
（具体的には登録相談で確認すること）
①日程
受付期間・方法：9 月 16 日(金) 12:30～15:00（先着順）
上記受付期間中に京田辺キャンパス教務センター（全学共通教養教育科目窓口：0774-65-7053）へ電話で申し出ること。
②

注意

先着順で受け付ける。クラス決定後の変更は一切認めない（履修中止は可）
。

別表：初修外国語コース変更について
※各受付期間を確認した上で、期日中に以下のとおり手続きすること。
今年度春学期
または、
これまでに
登録した科目

履修結果

今年度秋学期に
登録を希望する科目

○入門Ⅰ
△入門Ⅱ

○入門Ⅰ
合格

受付
可否

登録受付

△ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡ

可

ＤＵＥＴ

△入門Ⅱを登録削除したのち、△ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを登録。

登録手続き等

○ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅠ
△ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡ

○ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅠ
合格

△入門Ⅱ

可

ＤＵＥＴ

△ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを登録削除したのち、△入門Ⅱを登録。

○ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅠ
△ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡ

○ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅠ
不合格

△入門Ⅰ

可

ＤＵＥＴ

△入門Ⅰを登録
※△ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡは大学で一括削除する。

△ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡ

可

ＤＵＥＴ

△ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを登録

○入門Ⅱ

○ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢ
△ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣ

○入門Ⅱ
不合格
○ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢ
不合格

△応用 1
△応用 3

△応用 2
△応用 4

可

ＤＵＥＴ

△応用科目を登録
※△ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣは大学で一括削除する。
※教学上、初めて応用科目を履修する場合は、応用 1・2 から履修する
ことが望ましい。

応用 1～4

応用 1～4 の内
2 科目履修済

初修外国
△ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣ

可

語科目登
録認定

初修外国語科目登録認定にて、定員に満たないｸﾗｽに限りｺｰｽ変更の相談
を受け付ける。ただし、教員の判断によりｺｰｽ変更ができない場合もあ
る。
※応用 1～4 のうち 1・3・4 科目履修済の場合は、ｺｰｽ変更不可
ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢに合格した場合、原則ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣを継続して履修しなければな

○ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢ
△ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣ

○ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢ
合格

△応用 1
△応用 3

△応用 2
△応用 4

右記
参照

初修外国
語科目登
録認定

らない。
ただし、過去にｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣを不合格または履修中止した場合のみ、初修
外国語科目登録認定にて定員に満たないｸﾗｽに限りｺｰｽ変更を受け付け
るが、応用 1～4 の 2 科目の登録が必須となる。

※TOEIC 及び TOEFL、TOEFL ITP、TOEFL iBT はエデュケーショナル・テスティング・サービス（ETS)の登録商標です。
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