該当ページ 科目名

対象年次

登録要領項目

変更前

変更後

72

2020年度 外国語教育科目 両校地
WEB先行登録スケジュール

-

-

スケジュールが変更となっている。最新版は別紙参照。変更点は赤字の箇所となる。

73

2020年度 外国語教育科目 京田辺
校地 選考会・説明会等スケジュール

-

スケジュールが変更となっている。最新版は別紙参照。変更点は赤字の箇所となる。

74

2020年度 外国語教育科目 今出川
校地 選考会・説明会等スケジュール

-

スケジュールが変更となっている。最新版は別紙参照。変更点は赤字の箇所となる。

75

初修外国語の言語の選択、及び登録
2020年度生＝1年次生＝
方法について

76 コミュニカティブ・イングリッシュ１・２

76 コミュニカティブ・イングリッシュ１・２

77 コミュニカティブ・イングリッシュ１・２

2020年度生＝1年次生＝

2020年度生＝1年次生＝

2019年度生＝2年次生＝

③：外国語教育科目の質問受付、または登録相談で該当外国語の教員の面談
を受ける。面談は主たる通学校地の質問受付、または登録相談で受けること。
日時、場所は以下の通り。
・質問受付
京田辺校地：4月2日（木） 16：00～17：00 知真館2号館203番教室
今出川校地：4月2日（木） 15：30～18：30 良心館205番教室
・登録相談
（２）初修外国語の登録方法につい
京田辺校地：4月4日（土） 10：00～11：00、12：30～14：00
て
知真館2号館203番教室
今出川校地：4月6日（月） 10：00～11：00、12：30～14：00
良心館104番教室
面談の結果により、これまで学んだ外国語をレベルに合わせて登録するが、母
語、もしくは母語に準ずるレベルの場合は、これまで学んでいない外国語の入
門Ⅰ・Ⅱ、またはインテンシヴⅠ・Ⅱを登録する。

③：外国語教育科目の質問受付、または登録相談で該当外国語の教員の面談
を受ける。面談は主たる通学校地の質問受付、または登録相談で受けること。
日時、場所は以下の通り。
・質問受付
京田辺校地：4月2日（木） 16：00～17：00 知真館1号館132番教室
今出川校地：4月2日（木） 16：00～17：00 良心館104番教室
・登録相談
京田辺校地：4月4日（土） 10：00～11：30 知真館2号館203番教室
今出川校地：4月6日（月） 10：00～11：30 良心館104番教室
面談の結果により、これまで学んだ外国語をレベルに合わせて登録するが、母
語、もしくは母語に準ずるレベルの場合は、これまで学んでいない外国語の入
門Ⅰ・Ⅱ、またはインテンシヴⅠ・Ⅱを登録する。

(1)「コミュニカティブ・イングリッシュ1・2」は、プレイスメントテストの結果によって
クラスが振り分けられ、春学期・秋学期セットで登録される。入学前にプレイスメ
ントテストを受験できなかった者は、4月3日（金）実施のプレイスメントテストを必
ず受験し、4月6日（月）0：00以降に学修支援システムＤＵＥＴの「登録科目一覧」
で、自分の登録クラス、担当者を確認すること。

(1)「コミュニカティブ・イングリッシュ1・2」は、プレイスメントテストの結果によって
クラスが振り分けられ、春学期・秋学期セットで登録される。入学前にプレイスメ
ントテストを受験できなかった者は、「2.登録日程」にある期間に自宅等のパソコ
ンで受験すること。受験方法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：「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。なお、入学後は情報教室
で受験も可能。4月6日（月）0：00以降に学修支援システムＤＵＥＴの「登録科目
一覧」で、自分の登録クラス、担当者を確認すること。

2．登録日程

(1)プレイスメントテスト
※入学前にプレイスメントテストを受験した者はこの日程での受験不要。
日時：4月3日（金） 9：30集合【時間厳守】
場所：JM 301～303

(1)プレイスメントテスト
※入学前にプレイスメントテストを受験した者はこの日程での受験不要。
受験期間：4月1日（水）13：00～4月3日（金）10：30
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。なお、入
学後は情報教室で受験も可能。

1．登録に関する注意点

(1)大学が1年次生で登録したクラスと同レベルのクラスを指定し、一括登録する
（学修支援システムＤＵＥＴ「登録科目一覧」参照）。
(1)大学が1年次生で登録したクラスと同レベルのクラスを指定し、一括登録する
学修支援システムＤＵＥＴ「登録科目一覧（エラー情報）」で、「この科目は登録で
（学修支援システムＤＵＥＴ「登録科目一覧」参照）。
きない」とエラーが表示されていた場合、エラー修正期間にはエラーが認定され
学修支援システムＤＵＥＴ「登録科目一覧（エラー情報）」で、「この科目は登録で
るので、それまではエラーを放置しておいても良い。
きない」とエラーが表示されていた場合、エラー修正期間にはエラーが認定され
るので、それまではエラーを放置しておいても良い。
ただし、必修科目との時間割重複エラーの場合は、同レベルでのクラス変更を
認める。大学が一括登録した学生には全学共通教養教育センター事務室から
ただし、必修科目との時間割重複エラーの場合は、同レベルでのクラス変更を
DUETメッセージ（タイトル：「コミュニカティブ・イングリッシュ１・２の一括登録につ
認めるので4月4日（土）までに京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目
いて」）を回答を要求する形式で送付している。必修科目との時間割重複エラー
窓口）に学生証を持参して申し出ること。必修科目以外の科目と時間割重複し
のためクラス変更を希望する旨を、4月6日（月）17：00までに回答すること。必修
た場合、コミュニカティブ・イングリッシュの変更は認めないので、注意すること。
科目以外の科目と時間割重複した場合、コミュニカティブ・イングリッシュの変更
は認めないので、注意すること。

1．登録に関する注意点
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該当ページ 科目名

77 コミュニカティブ・イングリッシュ１・２

77 コミュニカティブ・イングリッシュ１・２

対象年次

2019年度生＝2年次生＝

2019年度生＝2年次生＝

登録要領項目

変更前

1．登録に関する注意点

(2)原則、レベル変更は認めない。ただし、レベル変更（レベルアップのみ）を希
(2)原則、レベル変更は認めない。ただし、レベル変更（レベルアップのみ）を希
望する者は、4/6（月）10：00～11：30、12：30～17：00に京田辺キャンパス教務
望する者は、CASECのスコアを必ず持参し、京田辺校地外国語登録相談に出
センター（外国語教育科目窓口：0774-65-7517）まで電話で申し出ること。
席すること。CASECのスコアを見て、レベル変更の可否を判断する。
CASECのスコアを見て、レベル変更の可否を判断する。

1．登録に関する注意点

変更後

(3)初めて「コミュニカティブ・イングリッシュ1・2」を登録する者は、3月31日（火）
17：00までに京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：0774-657517）まで電話で申し出ること。そのうち、入学時にプレイスメントテストを受験し
(3)初めて「コミュニカティブ・イングリッシュ1・2」を登録する者は、3月31日（火）
ていない者は、下記のプレイスメントテストを受験する必要がある。全学共通教
までに京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）に学生証を持参
養教育センター事務室からDUETメッセージ（タイトル：「CASEC試験の事前申込
して申し出ること。そのうち、入学時にプレイスメントテストを受験していない者
みについて」）を回答を要求する形式で送付している。コミュニカティブ・イング
は、下記のプレイスメントテストを受験する必要があるため、同時に申し出るこ
リッシュ1・2登録のため受験を希望する旨を、3月31日（火）17：00までに回答す
と。
ること。
＜プレイスメントテスト日程＞
日程：4月3日（金）
時間：9：30～11：00
場所：JM 301～303

77 コミュニカティブ・イングリッシュ１・２

78 コミュニカティブ・イングリッシュ１・２

80 アナリティカル・リーディング１・２

80 アナリティカル・リーディング１・２

2019年度生＝2年次生＝

2018年度以前生＝3年次生以上＝

2019年度以前生＝2年次生以上＝

2019年度以前生＝2年次生以上＝

＜プレイスメントテスト日程＞
受験期間：4月1日（水）13：00～4月3日（金）10：30
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。なお、入
学後は情報教室で受験も可能。

1．登録に関する注意点

(4)今年度「コミュニカティブ・イングリッシュ1・2」を登録する意志のない者は、全
(4)今年度「コミュニカティブ・イングリッシュ1・2」を登録する意志のない者は、3 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：「コミュニカティ
月31日（火）までに京田辺キャンパス教務センター（外国語窓口）に学生証を持 ブ・イングリッシュ１・２の一括登録について」）を回答を要求する形式で送付して
参して申し出ること。
いるので、今年度登録する意志がない旨を、3月31日（火）17：00までに回答す
ること。

1．登録に関する注意点

(1)1～3次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴ
にて行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）まで申し出
ること。

(1)1～3次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴ
にて行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：0774-657517）まで電話で申し出ること。

1．登録に関する注意点

(1)1～3次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴ
にて行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）まで申し出
ること。

(1)1～3次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴ
にて行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：0774-657517）まで電話で申し出ること。

3．クラス・担当者

※1年次生対象の「アナリティカル・リーディング1・2」の京田辺校地開講クラス
の登録を希望する者は、学生証と学修支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割
表・成績通知書を必ず持参のうえ、4月4日（土）の京田辺校地外国語登録相談
に出席すること。定員に余裕のあるクラスのみ、先着順で受け付ける。

※1年次生対象の「アナリティカル・リーディング1・2」の京田辺校地開講クラス
の登録を希望する者は、4月6日（月）10：00～11：30、12：30～17：00に京田辺
キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：0774-65-7517）に電話で申し
出ること。定員に余裕のあるクラスのみ、先着順で受け付ける。
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該当ページ 科目名

82 イングリッシュ・セミナー１・２

82 イングリッシュ・セミナー１・２

83 イングリッシュ・セミナー３

85 イングリッシュ・ワークショップ１・２

85 イングリッシュ・ワークショップ１・２

86 イングリッシュ・ワークショップ３

対象年次

2018年度以前生＝3年次生以上＝

2018年度以前生＝3年次生以上＝

2019年度以前生＝2年次生以上＝

2018年度以前生＝3年次生以上＝

2018年度以前生＝3年次生以上＝

2019年度以前生＝2年次生以上＝

登録要領項目

変更前

変更後

1．登録に関する注意点

(4) 1～3次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴ
にて行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）まで申し出
ること。

(4)1～3次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴ
にて行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：0774-657517）まで電話で申し出ること。

※2年次生対象の「イングリッシュ・セミナー1・2」の京田辺校地開講クラスの登
録を希望する者は、4月6日（月）10：00～11：30、12：30～17：00に京田辺キャン
パス教務センター（外国語教育科目窓口：0774-65-7517）に電話で申し出るこ
と。定員に余裕のあるクラスのみ、先着順で受け付ける。

3．クラス・担当者

1．登録に関する注意点

(5) 1～3次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴ
にて行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）まで申し出
ること。

(1)1～3次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴ
にて行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：0774-657517）まで電話で申し出ること。

1．登録に関する注意点

(4) 1～3次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴ
にて行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）まで申し出
ること。

(4)1～3次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴ
にて行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：0774-657517）まで電話で申し出ること。

3．クラス・担当者

※2年次生対象の「イングリッシュ・ワークショップ1・2」の京田辺校地開講クラス
の登録を希望する者は、学生証と学修支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割
表・成績通知書を必ず持参のうえ、4月4日（土）の京田辺校地外国語登録相談
に出席すること。定員に余裕のあるクラスのみ、先着順で受け付ける。

※2年次生対象の「イングリッシュ・ワークショップ1・2」の京田辺校地開講クラス
の登録を希望する者は、4月6日（月）10：00～11：30、12：30～17：00に京田辺
キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：0774-65-7517）に電話で申し
出ること。定員に余裕のあるクラスのみ、先着順で受け付ける。

1．登録に関する注意点

(5) 1～3次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴ
にて行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）まで申し出
ること。

(1)1～3次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴ
にて行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：0774-657517）まで電話で申し出ること。
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該当ページ 科目名

87 イングリッシュ・プラクティクム１

対象年次

2020・2019年度生＝1・2年次生＝

登録要領項目

3．選考方法及び登録日程

変更前

変更後

①「2．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。登録希望者はDUET（先行登録申請）で希望申請を受け付ける。説明
会は実施しない。DUET（先行登録申請）の申請期間は以下の通り。また、説明
①「2．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 会で配布予定だっ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
考を行う。登録希望者は学生証、CASECのCASEC Official Score Report（各自 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
で印刷のこと）、及びいずれかの登録資格証明書類のコピー（CASECのスコア 注意事項を記載しているため、必ず確認すること。
が「2.登録資格」⑥に満たない者のみ。返却や転用は認めないため、原本は不
可）を持参のうえ、＜説明会・選考＞の日時・場所に集合すること。
https：//cgle.doshisha.ac.jp/syllabus/syllabus.html
【申請期間】
今出川校地開講クラス：4月1日（水）10：00～4月4日（土）11：00
京田辺校地開講クラス：4月1日（水）10：00～4月3日（金）14：00

87 イングリッシュ・プラクティクム１

88 イングリッシュ・プラクティクム１

88 イングリッシュ・プラクティクム１

2020・2019年度生＝1・2年次生＝

2020・2019年度生＝1・2年次生＝

2020・2019年度生＝1・2年次生＝

3．選考方法及び登録日程

3．選考方法及び登録日程

3．選考方法及び登録日程

②「2.登録資格」の各種スコアの上限を上回る者も、申込みを認める。ただし、
「2.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。登録希望者は、学生証、CASECの
CASEC Official Score Report（各自で印刷のこと）、及びいずれかの登録資格
証明書類のコピー（CASEC以外のスコアで上記「2.登録資格」の上限を上回る
場合のみ必要。返却や転用は認めないため、原本は不可）を持参のうえ、＜説
明会・選考＞の日時・場所に集合すること。

④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、3月31日（火）までに京田辺キャンパス教務センター（外国語教
育科目窓口）に学生証を持参して申し出ること。
CASEC試験日程は、次の通り。
＜CASEC試験日程＞
日時・場所
4月3日（金） 9：30～11：00 JM 301～303

＜説明会・選考＞
今出川校地開講クラス（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 英語／中国語ｺｰｽは履修不
可）
日時：4月4日（土）10：00集合 【時間厳守】
※集合時刻以降の入室は認めない。
場所：ＲＹ203
決定者発表：4月5日（日）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。
京田辺校地開講クラス（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 英語／中国語ｺｰｽは履修不
可）
日時：4月3日（金）13：00集合 【時間厳守】
※集合時刻以降の入室は認めない。
場所：ＴＣ2-203
決定者発表：4月4日（土）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。
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②「2.登録資格」の各種スコアの上限を上回る者も、申込みを認める。ただし、
「2.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。登録希望者は、DUETで希望申請を
受け付ける。説明会は実施しない。詳細は①に記載しているのでそちらを確認
すること。

④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、全学共通教養教育センター事務室からDUETメッセージを回答
を要求する形式で送付している（タイトル：「CASEC試験の事前申込みについ
て」）ので、イングリッシュ・プラクティクム１の登録のため受験を希望する旨を、3
月31日（火）17：00までに回答すること。受験を希望した者には、CASEC受験要
領を4月1日（水）に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：「CASEC試験の受験方法について」）で送付する。そちらに従い、4月1日
（水）13：00～4月3日（金）10：30の期間に自宅等のパソコンで受験すること。

＜説明会・選考＞
説明会は実施しない。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、説明会で配布
予定だっ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。
https：//cgle.doshisha.ac.jp/syllabus/syllabus.html
【申請期間】
今出川校地開講クラス：4月1日（水）10：00～4月4日（土）11：00
京田辺校地開講クラス：4月1日（水）10：00～4月3日（金）14：00

該当ページ 科目名

88 イングリッシュ・プラクティクム１

対象年次

2020・2019年度生＝1・2年次生＝

登録要領項目

変更前

変更後

4．登録手続

(2)決定者は、以下の科目を登録削除することができる。決定者には全学共通
教養教育センター事務室から、DUETメッセージを回答を要求する形式で送付す
(2)決定者は、以下の科目を登録削除することができる。登録削除を希望する者
る（タイトル：「イングリッシュ・プラクティクム１の合格に伴う登録削除につい
は、以下の日時・場所で手続きすること。受付日時以外での削除は一切認めな
て」）。登録削除を希望する者は、メッセージに記載している締切日時までに削
い。また春学期・秋学期セットで登録している者は、春学期・秋学期セットで削除
除を希望する科目名を回答すること。窓口での受付は行わない。DUETメッセー
される。
ジへの回答以外での削除は一切認めない。また春学期・秋学期セットで登録し
ている者は、春学期・秋学期セットで削除される。
①登録削除可能な科目
・コミュニカティブ・イングリッシュ1・2
①登録削除可能な科目
・アナリティカル・リーディング1・2
・コミュニカティブ・イングリッシュ1・2
・イングリッシュ・セミナー1・2または3
・アナリティカル・リーディング1・2
・イングリッシュ・ワークショップ1・2または3
・イングリッシュ・セミナー1・2または3
・Intensive Courses for TOEFL（Practice・Tutorial）
・イングリッシュ・ワークショップ1・2または3
・Intensive Courses for TOEFL（Practice・Tutorial）

②受付日時・場所
＜今出川校地開講クラス＞
・日時：4月5日（日）10：00～11：00、12：30～17：00
・場所：今出川キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）
89 イングリッシュ・プラクティクム１

2020・2019年度生＝1・2年次生＝

4．登録手続

＜京田辺校地開講クラス＞
Intensive Courses for TOEFL（Practice・Tutorial）以外
・日時：4月4日（土）10：00～11：00、12：30～17：00
・場所：ＴＣ2-203（外国語登録相談会場）
（14：00以降 京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口））
Intensive Courses for TOEFL（Practice・Tutorial）
・日時：4月4日（土）10：00～11：00、12：30～14：00
・場所：京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）

②受付日時・場所
窓口での受付は実施しない。

(1)説明会
①説明会は実施しない。説明会で配布予定だった本科目の登録に関する注意
事項等の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、必ず確認すること。
https：//cgle.doshisha.ac.jp/syllabus/syllabus.html
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91

プレ・イングリッシュ・プラクティクム、
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、
イングリッシュ・プラクティクム２

2020・2019年度生＝1・2年次生＝

2020・2019年度生＝1・2年次生＝

3．説明会および選考方法

3．説明会および選考方法

(1)説明会
①登録希望者は学生証と登録資格証明書類のコピー（返却や転用は認めない
ため、原本は不可）を持参のうえ、＜説明会・選考＞の日時・場所に集合するこ
と。なお、説明会のみの参加も可能である。
当日、登録資格証明書類のコピーを持参できない場合は、4月10日（金）17：
00までに登録を希望するクラスの開講校地の各キャンパス教務センター（外国
語教育科目窓口）に提出すること。秋学期開講クラスの登録希望者も、この期
日までに登録資格証明書類のコピーを持参すること。

③本学で実施したCASECのスコアを登録資格として使用する者は、各自
CASEC Official Score Reportを印刷・持参すること。
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申請はDUETメッセージで行う。全学共通教養教育センター事務室からDUET
メッセージを添付ファイル付の回答を要求する形式で送付している（タイトル：
「【●●校地開講クラス】プレ・イングリッシュ・プラクティクム、イングリッシュ・プラ
クティクム２の申請について」※開講校地別）。詳細は注意事項等の資料を確
認すること。
締切日時までに登録資格証明書類の写真等をDUETメッセージで送付できない
場合は、合格者にのみ全学共通教養教育センター事務室からDUETメッセージ
を添付ファイル付の回答を要求する形式で送付する（タイトル：「プレ・イングリッ
シュ・プラクティクム、イングリッシュ・プラクティクム２の登録資格証明書類の提
出について」）ので、メッセージに記載の締切日時までに回答すること。
秋学期開講クラスの登録希望者も、この締切日時までに回答すること。

③本学で実施したCASECのスコアを登録資格として使用する者は、各自
CASEC Official Score Reportの写真等をDUETメッセージに添付し記載の締切
日時までに回答すること。

該当ページ 科目名

91

91

プレ・イングリッシュ・プラクティクム、
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、
イングリッシュ・プラクティクム２

対象年次

2020・2019年度生＝1・2年次生＝

2020・2019年度生＝1・2年次生＝

登録要領項目

変更前

変更後

3．説明会および選考方法

④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、3月31日（火）までに京田辺キャンパス教務センター（外国語教
育科目窓口）に学生証を持参して申し出ること。
CASEC試験日程は、次の通り。
＜CASEC試験日程＞
日程 時間 場所
4月3日（金） 9：30～11：00 JM 301～303

④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、全学共通教養教育センター事務室からDUETメッセージを回答
を要求する形式で送付している（タイトル：「CASEC試験の事前申込みについ
て」）。窓口での受付は行わない。CASEC試験の受験を希望する旨を、3月31日
（火）17：00までに回答すること。受験を希望した者には、CASEC受験要領を4月
1日（水）に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：
「CASEC試験の受験方法について」）で送付する。そちらに従い、4月1日（水）
13：00～4月3日（金）10：30の期間に自宅等のパソコンで受験すること。

3．説明会および選考方法

＜説明会・選考＞
今出川校地開講クラス（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 英語／中国語ｺｰｽは履修不
可）
日時：4月4日（土）13：00集合 【時間厳守】
※集合時刻以降の入室は認めない。
場所：ＲＹ103（プレ・イングリッシュ・プラクティクム）
ＲＹ104（イングリッシュ・プラクティクム2）
決定者発表：4月5日（日）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。
京田辺校地開講クラス（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 英語／中国語ｺｰｽは履修不
可）
日時：4月3日（金）14：30集合 【時間厳守】
※集合時刻以降の入室は認めない。
場所：ＴＣ2-203
決定者発表：4月4日（土）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。
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プレ・イングリッシュ・プラクティクム、
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、
イングリッシュ・プラクティクム２

2020・2019年度生＝1・2年次生＝

2020・2019年度生＝1・2年次生＝

＜説明会・選考＞
説明会は実施しない。説明会で配布予定だった本科目の登録に関する注意事
項等の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、必ず確認すること。
https：//cgle.doshisha.ac.jp/syllabus/syllabus.html
申請はDUETメッセージで行う。全学共通教養教育センター事務室からDUET
メッセージを添付ファイル付の回答を要求する形式で送付している（タイトル：
「【●●校地開講クラス】プレ・イングリッシュ・プラクティクム、イングリッシュ・プラ
クティクム２の申請について」※開講校地別）。詳細は注意事項等の資料を確
認すること。

(2)選考方法
科目担当者による面接は実施しない。登録資格を満たした者は全員合格とす
る。希望者が定員を上回った場合は、抽選により決定する。

3．説明会および選考方法

(2)選考方法
科目担当者による面接後、登録可否を決定する。

4．登録手続

(2)選考合格者は、以下の科目を登録削除することができる。決定者には全学
共通教養教育センター事務室から、DUETメッセージを回答を要求する形式で送
(2)選考合格者は、以下の科目を登録削除することができる。登録削除を希望 付する（タイトル：「プレ・イングリッシュ・プラクティクム、イングリッシュ・プラクティ
する者は、以下の日時・場所で手続きすること。受付日時以外での削除は一切 クム２の合格に伴う登録削除について」）。登録削除を希望する者は、メッセー
認めない。また春学期・秋学期セットで登録している者は、春学期・秋学期セット ジに記載している締切日時までに削除を希望する科目名を回答すること。窓口
で削除される。
での受付は行わない。DUETメッセージへの回答以外での削除は一切認めな
い。また春学期・秋学期セットで登録している者は、春学期・秋学期セットで削除
①登録削除可能な科目
される。
・コミュニカティブ・イングリッシュ1・2
・アナリティカル・リーディング1・2
①登録削除可能な科目
・イングリッシュ・セミナー1・2または3
・コミュニカティブ・イングリッシュ1・2
・イングリッシュ・ワークショップ1・2または3
・アナリティカル・リーディング1・2
・Intensive Courses for TOEFL（Practice・Tutorial）
・イングリッシュ・セミナー1・2または3
・イングリッシュ・ワークショップ1・2または3
・Intensive Courses for TOEFL（Practice・Tutorial）
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該当ページ 科目名

対象年次

登録要領項目

変更前

変更後

②受付日時・場所
＜今出川校地開講クラス＞
・日時：4月5日（日）10：00～11：00、12：30～17：00
・場所：今出川キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）
92

94

プレ・イングリッシュ・プラクティクム、
イングリッシュ・プラクティクム２

2020・2019年度生＝1・2年次生＝

アカデミック・イングリッシュA・B、プロ
2019年度以前生＝2年次生以上＝
フェッショナル・イングリッシュA・B

アカデミック・イングリッシュA・B、プロ
94
2019年度以前生＝2年次生以上＝
フェッショナル・イングリッシュA・B

94

アカデミック・イングリッシュA・B、プロ
2019年度以前生＝2年次生以上＝
フェッショナル・イングリッシュA・B

4．登録手続

3．説明会および選考方法

＜京田辺校地開講クラス＞
Intensive Courses for TOEFL（Practice・Tutorial）以外
・日時：4月4日（土）10：00～11：00、12：30～17：00
・場所：ＴＣ2-203（外国語登録相談会場）
（14：00以降 京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口））
Intensive Courses for TOEFL（Practice・Tutorial）
・日時：4月4日（土）10：00～11：00、12：30～14：00
・場所：京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）

(1)説明会
①登録希望者は学生証と登録資格証明書類のコピー（返却や転用は認めない
ため、原本は不可）を持参のうえ、＜説明会・選考＞の日時・場所に集合するこ
と。なお、説明会のみの参加も可能である。
当日、登録資格証明書類のコピーを持参できない場合は、4月10日（金）17：
00までに登録を希望するクラスの開講校地の各キャンパス教務センター（外国
語教育科目窓口）に提出すること。秋学期開講クラスの登録希望者も、この期
日までに登録資格証明書類のコピーを持参すること。

②受付日時・場所
窓口での受付は実施しない。

(1)説明会
①説明会は実施しない。説明会で配布予定だった本科目の登録に関する注意
事項等の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、必ず確認すること。
https：//cgle.doshisha.ac.jp/syllabus/syllabus.html
申請はDUETメッセージで行う。全学共通教養教育センター事務室からDUET
メッセージを添付ファイル付の回答を要求する形式で送付している（タイトル：
「【●●校地開講クラス】アカデミック・イングリッシュA・Bの申請について」「【●
●校地開講クラス】プロフェッショナル・イングリッシュA・Bの申請について」※開
講校地別）。詳細は注意事項等の資料を確認すること。
締切日時までに登録資格証明書類の写真等をDUETメッセージで送付できない
場合は、合格者にのみ全学共通教養教育センター事務室からDUETメッセージ
を添付ファイル付の回答を要求する形式で送付する（タイトル：「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の登録資格証明書類の
提出について」）ので、メッセージに記載の締切日時までに回答すること。
秋学期開講クラスの登録希望者も、この締切日時までに回答すること。

3．説明会および選考方法

③本学で実施したCASECのスコアを登録資格として使用する者は、各自
CASEC Official Score Reportを印刷・持参すること。

③本学で実施したCASECのスコアを登録資格として使用する者は、各自
CASEC Official Score Reportの写真等をDUETメッセージに添付し記載の締切
日時までに回答すること。

3．説明会および選考方法

④登録資格を満たすCASECのスコアを保有しない者で、CASECの受験を希望
する場合は、3月31日（火）までに今出川キャンパス／京田辺キャンパス教務セ
ンター（外国語教育科目窓口）に学生証を持参して申し出ること。
CASEC試験日程は、次の通り。
＜CASEC試験日程＞
日程 時間 場所
4月3日（金） 9：30～11：00 JM 301～303

④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、全学共通教養教育センター事務室からDUETメッセージを回答
を要求する形式で送付している（タイトル：「CASEC試験の事前申込みについ
て」）。窓口での受付は行わない。CASEC試験の受験を希望する旨を、3月31日
（火）17：00までに回答すること。受験を希望した者には、CASEC受験要領を4月
1日（水）に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：
「CASEC試験の受験方法について」）で送付する。そちらに従い、4月1日（水）
13：00～4月3日（金）10：30の期間に自宅等のパソコンで受験すること。
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該当ページ 科目名

95

対象年次

アカデミック・イングリッシュA・B、プロ
2019年度以前生＝2年次生以上＝
フェッショナル・イングリッシュA・B

登録要領項目

3．説明会および選考方法

変更前

変更後

＜説明会・選考＞
今出川校地開講クラス
日時：3月27日（金）10：00集合（アカデミック・イングリッシュA・B）
13：00集合（プロフェッショナル・イングリッシュA・B）
【時間厳守】※集合時刻以降の入室は認めない。
場所：ＲＹ103（アカデミック・イングリッシュA・B）
ＲＹ104（プロフェッショナル・イングリッシュA・B）
決定者発表：3月28日（土）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、決定した科目・クラスを表示する。各自確認する
こと。
京田辺校地開講クラス
日時：3月26日（木）10：00集合
【時間厳守】※集合時刻以降の入室は認めない。
場所：ＴＣ2－105
決定者発表：3月27日（金）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、決定した科目・クラスを表示する。各自確認する
こと。

95

95

95

アカデミック・イングリッシュA・B、プロ
2019年度以前生＝2年次生以上＝
フェッショナル・イングリッシュA・B

アカデミック・イングリッシュA・B、プロ
2019年度以前生＝2年次生以上＝
フェッショナル・イングリッシュA・B

アカデミック・イングリッシュA・B、プロ
2019年度以前生＝2年次生以上＝
フェッショナル・イングリッシュA・B

＜説明会・選考＞
説明会は実施しない。説明会で配布予定だった本科目の登録に関する注意事
項等の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、必ず確認すること。
https：//cgle.doshisha.ac.jp/syllabus/syllabus.html
申請はDUETメッセージで行う。全学共通教養教育センター事務室からDUET
メッセージを添付ファイル付の回答を要求する形式で送付している（タイトル：
「【●●校地開講クラス】アカデミック・イングリッシュA・Bの申請について」「【●
●校地開講クラス】プロフェッショナル・イングリッシュA・Bの申請について」※開
講校地別）。詳細は注意事項等の資料を確認すること。

(2)選考方法
科目担当者による面接は実施しない。登録資格を満たした者は全員合格とす
る。希望者が定員を上回った場合は、抽選により決定する。

3．説明会および選考方法

(2)選考方法
科目担当者による面接後、登録可否を決定する。

4．登録手続

(2)選考合格者は以下の科目を登録削除することができる。選考合格者には全
学共通教養教育センター事務室から、DUETメッセージを回答を要求する形式で
(2)選考合格者は、以下の科目を登録削除することができる。登録削除を希望 送付する（タイトル：「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
する者は、以下の日時・場所で手続きすること。受付日時以外での削除は一切 リッシュA・Bの合格に伴う登録削除について」）。登録削除を希望する者は、メッ
認めない。また春学期・秋学期セットで登録している者は、春学期・秋学期セット セージに記載している締切日時までに削除を希望する科目名を回答すること。
で削除される。
窓口での受付は行わない。DUETメッセージへの回答以外での削除は一切認め
ない。また春学期・秋学期セットで登録している者は、春学期・秋学期セットで削
①登録削除可能な科目
除される。
・コミュニカティブ・イングリッシュ1・2
・アナリティカル・リーディング1・2
①登録削除可能な科目
・イングリッシュ・セミナー1・2または3
・コミュニカティブ・イングリッシュ1・2
・イングリッシュ・ワークショップ1・2または3
・アナリティカル・リーディング1・2
・Intensive Courses for TOEFL（Practice・Tutorial）
・イングリッシュ・セミナー1・2または3
・イングリッシュ・ワークショップ1・2または3
・Intensive Courses for TOEFL（Practice・Tutorial）

4．登録手続

②受付日時・場所
＜今出川校地開講クラス＞
・日時：3月30日（月）10：00～11：30、12：30～17：00
・場所：今出川キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）

②受付日時・場所
窓口での受付は実施しない。

＜京田辺校地開講クラス＞
・日時：3月27日（金）10：00～11：30、12：30～17：00
・場所：京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）

97 言語文化研究１・２

2018年度以前生＝3年次生以上＝

1．登録に関する注意点

(1)1～3次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも学修支援システムＤＵＥＴに
て行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に今出川キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）まで申し出
ること。
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(1)1～3次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴ
にて行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に今出川キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：075-2513325）まで電話で申し出ること。

該当ページ 科目名

対象年次

登録要領項目

変更前

変更後
(4)登録希望者対象の募集説明会は、実施しない。プログラムの詳細は4月1日
（水）に国際課のホームページに掲載予定の募集要項をご確認ください。
【URL】https://international.doshisha.ac.jp/study_abroad_program/summer.html
募集・選考日程は次頁4．を参照すること。

99 サマープログラム・英語A・B・C

全年次

2．登録に関する注意点

(4)登録希望者対象の募集説明会は、2020年4月に実施予定である。募集・選
考日程は次頁4．を参照すること。

99 サマープログラム・英語A・B・C

全年次

2．登録に関する注意点

(5)登録者（プログラム参加者）はCASEC試験と面接により決定する。

(5)登録者（プログラム参加者）はCASEC試験と志願理由書により決定する。志
願理由書のフォーマットは4月1日（水）に国際課のホームページに掲載予定。
【URL】https://international.doshisha.ac.jp/study_abroad_program/summer.html

3．クラス・担当者

科目：サマープログラム・英語A ｸﾗｽ：3
担当者：和泉 真澄 研修先：アリゾナ大学（アメリカ）
定員：約20名 最少催行人数：12名
事前授業（曜講）：春学期：土３・４ 事前授業（校地）今出川

休講のため募集しない

99 サマープログラム・英語A・B・C

全年次

(1)募集説明会
【今出川】
・2020年4月 7日（火）18：25～ SK112（志高館112番教室）予定
・2020年4月 8日（水）18：25～ SK112（志高館112番教室）予定
【京田辺】
・2020年4月 9日（木）18：25～ JM201（情報メディア館201番教室）予定
100 サマープログラム・英語A・B・C

全年次

4．2020年度サマープログラム 募
集・選考日程

(2)個別相談期間
日程：2020年4月8日（水）～4月13日（月）
場所：両校地
(3)出願期間
日程 ：2020年4月8日（水）9：00～4月13日（月）17：00
出願方法：Go Globalポートフォリオ

100 サマープログラム・英語A・B・C

全年次

4．2020年度サマープログラム 募
集・選考日程

(4)選考試験
日程：2020年4月15日（水）～4月21日（火）
※詳細は、募集説明会で配布する募集要項または国際課のホームページで確
認すること。なお、スタンフォード大学の選考はプログラム主催団体が実施する
ため、選考方法は他のプログラムとは異なる。
(5)選考結果発表
日程 ：2020年4月23日（木）13：00～
発表方法：Go Globalポートフォリオ

111 入門Ⅰ・Ⅱ

2020年度生＝1年次生＝

1．登録に関する注意点

(1)募集説明会
説明会は実施しない。
(2)個別相談期間
日程：2020年4月1日（水）～4月13日（月）
場所：メールで担当者に問い合わせ
(3)出願期間
日程 ：2020年4月1日（水）9：00～4月13日（月）17：00
出願方法：Go Globalポートフォリオ
※Go Globalポートフォリオへの出願に加えて、志願理由書を別途提出する必要
がある。詳細は、国際課のホームページに掲載予定の募集要項を確認するこ
と。
【URL】https://international.doshisha.ac.jp/study_abroad_program/summer.html

(4)選考試験
CASEC試験：2020年4月15日（水）
※選考はCASEC試験の結果と別途提出する志願理由書によって行う。詳細
は、国際課のホームページに掲載予定の募集要項を確認すること。
【URL】https://international.doshisha.ac.jp/study_abroad_program/summer.html
なお、スタンフォード大学の選考はプログラム主催団体が実施するため、選考
方法は他のプログラムとは異なる。
(5)選考結果発表
日程 ：2020年4月28日（火）13：00～
発表方法：Go Globalポートフォリオ

(5)帰国生等で既習の外国語の登録を希望する者は、4月2日（木）の外国語・全 (5)帰国生等で既習の外国語の登録を希望する者は、4月2日（木）の外国語・全
学共通教養教育科目説明会後の質問受付、もしくは4月4日（土）の登録相談に 学共通教養教育科目説明会後の質問受付、もしくは4月4日（土）の京田辺校地
必ず参加し、教員の面談を受けること。
登録相談に必ず参加し、教員の面談を受けること。

9 / 12 ページ

該当ページ 科目名

113 入門Ⅰ・Ⅱ

対象年次

2019年度以前生＝2年次生以上＝

登録要領項目

変更前

変更後

1．登録に関する注意点

(3)1～3次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴ
にて行う。2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間
中の窓口開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）ま
で申し出ること。

(3)1～3次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴ
にて行う。2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間
中の窓口開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：
0774-65-7517）まで電話で申し出ること。

※1年次生対象の「入門Ⅰ」の京田辺校地開講クラスの登録を希望する者は、4
月6日（月）10:00～11：30、12：30～17:00に京田辺キャンパス教務センター（外
国語教育科目窓口：0774-65-7517）に電話で申し出ること。定員に余裕のある
クラスのみ、先着順で受け付ける。

113 入門Ⅰ・Ⅱ

2019年度以前生＝2年次生以上＝

3．クラス・担当者

※1年次生対象の「入門Ⅰ」の京田辺校地開講クラスの登録を希望する者は、
学生証と学修支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割表・成績通知書を必ず持
参のうえ、4月4日（土）の京田辺校地外国語登録相談に出席すること。定員に
余裕のあるクラスのみ、先着順で受け付ける。

115 インテンシヴⅠ・Ⅱ

全年度生

1．登録に関する注意点

(5)帰国生等で既習の外国語の登録を希望する者は、4月2日（木）の外国語・全 (5)帰国生等で既習の外国語の登録を希望する者は、4月2日（木）の外国語・全
学共通教養教育科目説明会後の質問受付、もしくは4月4日（土）の登録相談に 学共通教養教育科目説明会後の質問受付、もしくは4月4日（土）の京田辺校地
必ず参加し、教員の面談を受けること。
登録相談に必ず参加し、教員の面談を受けること。

1．登録に関する注意点

(7)1次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴにて
行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）まで申し出
ること。

1．登録に関する注意点

(8)必修科目等との時間割重複のため、やむを得ず春・秋別クラスの登録を希
(8)必修科目等との時間割重複のため、やむを得ず春・秋別クラスの登録を希
望する者は、学生証と学修支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割表・成績通
望する者は、4月4日（土）の10：00～11：30に京田辺キャンパス教務センター（外
知書（1年次生は学生証と学修支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割表）を必
国語教育科目窓口：0774-65-7517）まで電話で申し出ること。
ず持参のうえ、4月4日（土）京田辺校地外国語登録相談にて申し出ること。

1．登録に関する注意点

(5)登録を希望する者は、学生証と学修支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割
表・成績通知書を必ず持参のうえ、4月4日（土）の京田辺校地外国語登録相談
に出席すること。定員に余裕のあるクラスのみ、先着順で受け付ける。各クラス
のクラス・担当者・曜講は、京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓
口）にて確認すること。

(5)登録を希望する者は、4月6日（月）の10:00～11：30、12：30～17:00に京田辺
キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：0774-65-7517）に電話で申し
出ること。定員に余裕のあるクラスのみ、先着順で受け付ける。各クラスのクラ
ス・担当者・曜講は、京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：
0774-65-7517）へ確認すること。

1．登録に関する注意点

(8)1～3次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴ
にて行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）まで申し出
ること。

(8)1～3次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴ
にて行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：0774-657517）まで電話で申し出ること。

1．登録に関する注意点

(9) 必修科目等との時間割重複のため、やむを得ず春・秋別クラスの登録を希
(9) 必修科目等との時間割重複のため、やむを得ず春・秋別クラスの登録を希
望する者は、4月4日（土）の10：00～11：30に京田辺キャンパス教務センター（外
望する者は、4月4日（土）京田辺校地外国語登録相談にて申し出ること。定員
国語教育科目窓口：0774-65-7517）まで電話で申し出ること。定員に余裕のあ
に余裕のあるクラスのみ先着順で受け付ける。
るクラスのみ先着順で受け付ける。

115 インテンシヴⅠ・Ⅱ

115 インテンシヴⅠ・Ⅱ

119 応用1～4

120 インテンシヴⅢ・Ⅳ

120 インテンシヴⅢ・Ⅳ

全年度生

全年度生

2018年度以前生 ＝3年次生以上＝

2019年度以前生 ＝2年次生以上＝

2019年度以前生 ＝2年次生以上＝
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(7)1次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴにて
行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：0774-657517）まで電話で申し出ること。

該当ページ 科目名

122 インテンシヴⅤ・Ⅵ

124 インテンシヴⅦ・Ⅷ

対象年次

2018年度以前生 ＝3年次生以上＝

2017年度以前生＝4年次生以上＝

125 会話１・２

125 会話１・２

131 現代地域事情・上級講読 1・2

138 基礎イタリア語Ⅰ・Ⅱ

登録要領項目

変更前

変更後

1．登録資格

(2)登録資格を有しない場合は、次の認定を受けたうえで登録を認める。
4月2日（木）の外国語・全学共通教養教育科目説明会後の質問受付もしくは4
月4日（土）京田辺校地外国語登録相談または4月6日（月）今出川校地外国語
登録相談のいずれかに出席し教員と面談のうえ、同等の能力を有するとの認
定を受けること。「認定」の手続がないと登録は無効となる。学生証と学修支援
システムＤＵＥＴより印刷した時間割表・成績通知書を必ず持参すること。ただ
し、1年次生は学生証と、登録相談時のみ学修支援システムＤＵＥＴより印刷し
た時間割表を必ず持参すること。

(2)登録資格を有しない場合は、次の認定を受けたうえで登録を認める。
4月2日（木）の外国語・全学共通教養教育科目説明会後の質問受付もしくは4
月4日（土）京田辺校地外国語登録相談または4月6日（月）今出川校地外国語
登録相談のいずれかに出席し教員と面談のうえ、同等の能力を有するとの認
定を受けること。「認定」の手続がないと登録は無効となる。学生証と学修支援
システムＤＵＥＴより印刷した時間割表・成績通知書を必ず持参すること。ただ
し、1年次生は学生証と、登録相談時のみ学修支援システムＤＵＥＴより印刷し
た時間割表を必ず持参すること。

1．登録資格

(2)登録資格を有しない場合は、次の認定を受けたうえで登録を認める。
4月2日（木）の外国語・全学共通教養教育科目説明会後の質問受付もしくは4
月4日（土）京田辺校地外国語登録相談または4月6日（月）今出川校地外国語
登録相談のいずれかに出席し教員と面談のうえ、同等の能力を有するとの認
定を受けること。「認定」の手続がないと登録は無効となる。学生証と学修支援
システムＤＵＥＴより印刷した時間割表・成績通知書を必ず持参すること。ただ
し、1年次生は学生証と、登録相談時のみ学修支援システムＤＵＥＴより印刷し
た時間割表を必ず持参すること。

(2)登録資格を有しない場合は、次の認定を受けたうえで登録を認める。
4月2日（木）の外国語・全学共通教養教育科目説明会後の質問受付もしくは4
月4日（土）京田辺校地外国語登録相談または4月6日（月）今出川校地外国語
登録相談のいずれかに出席し教員と面談のうえ、同等の能力を有するとの認
定を受けること。「認定」の手続がないと登録は無効となる。学生証と学修支援
システムＤＵＥＴより印刷した時間割表・成績通知書を必ず持参すること。ただ
し、1年次生は学生証と、登録相談時のみ学修支援システムＤＵＥＴより印刷し
た時間割表を必ず持参すること。

1．登録資格

(2)登録資格を有しない場合は、次の認定を受けたうえで登録を認める。
4月2日（木）の外国語・全学共通教養教育科目説明会後の質問受付もしくは4
月4日（土）京田辺校地外国語登録相談のいずれかに出席し、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こと。「認定」の手続がないと登録は
無効となる。学生証と学修支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割表・成績通
知書を必ず持参すること。ただし、1年次生は学生証と、登録相談時のみ学修
支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割表を必ず持参すること。

(2)登録資格を有しない場合は、次の認定を受けたうえで登録を認める。
4月2日（木）の外国語・全学共通教養教育科目説明会後の質問受付もしくは4
月4日（土）京田辺校地外国語登録相談のいずれかに出席し、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こと。「認定」の手続がないと登録は
無効となる。学生証と学修支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割表・成績通
知書を必ず持参すること。ただし、1年次生は学生証と、登録相談時のみ学修
支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割表を必ず持参すること。

2．登録に関する注意点

2018年度以前生 ＝3年次生以上＝

2019年度以前生＝2年次生以上＝

＜会話初級について＞
①1次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムDUETにて
行う。2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中
の窓口開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）まで
申し出ること。

＜会話初級について＞
①1次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムDUETにて
行う。2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中
の窓口開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：
0774-65-7517）まで電話で申し出ること。

1．登録資格

(2)登録資格を有しない場合は、次の認定を受けたうえで登録を認める。
4月2日（木）の外国語・全学共通教養教育科目説明会後の質問受付もしくは4
月4日（土）京田辺校地外国語登録相談のいずれかに出席し、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こと。「認定」の手続がないと登録は
無効となる。学生証と学修支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割表・成績通
知書を必ず持参すること。ただし、1年次生は学生証と、登録相談時のみ学修
支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割表を必ず持参すること。

(2)登録資格を有しない場合は、次の認定を受けたうえで登録を認める。
4月2日（木）の外国語・全学共通教養教育科目説明会後の質問受付もしくは4
月4日（土）京田辺校地外国語登録相談のいずれかに出席し、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こと。「認定」の手続がないと登録は
無効となる。学生証と学修支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割表・成績通
知書を必ず持参すること。ただし、1年次生は学生証と、登録相談時のみ学修
支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割表を必ず持参すること。

1．登録に関する注意点

(2)希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴにて行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）まで申し出
ること。

(2)希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴにて行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：0774-657517）まで電話で申し出ること。
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該当ページ 科目名

139 基礎イタリア語Ⅲ・Ⅳ

対象年次

2018年度以前生＝3年次生以上＝

登録要領項目

変更前

変更後

2．登録に関する注意点

(2)1～3次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴ
にて行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）まで申し出
ること。

(2)1～3次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴ
にて行う。
2012年度以前生のため本システムを利用できない場合、各募集期間中の窓口
開室時間に京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：0774-657517）まで電話で申し出ること。
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