2020 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（同志社、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
◎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、外国語教育科目登録相談（今出川）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、「2020 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。詳細については、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、2020 年度秋学期の追加募集は行わない。

●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 11 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

同志社、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

大学による

外国語教育科目

一括登録

（英語）

・・・・・ p.4

コミュニカティブ・イングリッシュ 1・2 再履修クラス

・・・・・ p.4

ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 1･2(2009 年度以前生は英語文化事情 1･2)、
ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 1･2(2009 年度以前生は英語講読 1･2)、
外国語教育科目
先行登録・

（英語）

追加募集

・・・・・ p.5

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ 1

・・・・・ p.6

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

・・・・・ p.7

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

・・・・・ p.7

Intensive Courses for TOEFL

・・・・・ 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.9

（定員に満たない
クラスに限る）

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

保健体育科目

・・・・・ p.10

同志社、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
登録相談

・・・・・ p.11

外国語教育科目

・・・・・ p.14

保健体育科目

・・・・・ p.14

●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
一般登録科目 登録変更受付
登録科目確認表
登録ｴﾗｰ修正受付
履修科目確認

日時
9 月 21 日（月） 10：00
～ 9 月 22 日（火） 17：00
9 月 28 日（月） 9：30
～ 9 月 30 日（水）
9 月 28 日（月）～30 日（水）
各学部指定時間
10 月 6 日（火）
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場所・方法
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

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。以下の手順に従って、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。
１．春学期の成績確認
在学生の成績通知は 9 月 11 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 11 日（金）～9 月 13 日（日）に登録
削除の手続きを行うこと。科目によって受付方法が異なるため、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 15 日（火）～9 月 16（水）に手続きを行うこと。科目によって受付方法が異なるため、
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（月）～9 月 22 日
（火）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 28 日（月）～9 月 30 日（水）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 6 日（火）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。
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1．登録削除
(1) 英語 （Intensive Courses for TOEFL を除く）
対象科目：ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 1･2(2009 年度以前生は英語文化事情 1･2)、ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 1･2(2009 年度以前生は英語講読 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
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 11 日(金) 10:00～9 月 13 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
･グローバル地域文化学部 2020 年度生のｱﾅﾘﾃｨｶﾙ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 2 について、プレイスメントテストの結果に基づく指定クラスを削除した場合、
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 2020、2019 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) 英語 （Intensive Courses for TOEFL）
対象科目：Intensive Courses for TOEFL（Practice）・（Tutorial）
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 11 日(金) 10:00～9 月 13 日(日) 17:00

学修支援システムＤＵＥＴ

②注意
･Practice と Tutorial はセット登録となるため、必ず Practice と Tutorial の両方を削除すること。どちらか一方のみの削除は認めない。
どちらか一方のみ削除した場合、もう一方の登録は大学側で強制削除する。

(3) 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、15 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 11 日(金) 10:00～9 月 13 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:9 月 11 日(金) 9:00～11:30 12：30～17:00 左記の受付期間中に今出川ｷｬﾝﾊﾟｽ教務ｾﾝﾀｰ(外国語教育科
目窓口：075-251-3325)へ電話で申し出ること。
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、15 ページの別表を参照し、必要な手続きを行うこと。

(4) 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 11 日(金) 10:00～9 月 13 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 11 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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(5) 同志社、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：建学の精神とキリスト教－61、京都科目－52・53・55、クリエイティブ・ジャパン科目－51・52、
複合領域科目 2－87（2010 年度以前生は、「学際科目 2－87」）、複合領域科目 2－90（2010 年度以前生は、「学際科目 2－90」）、
複合領域科目 2－94（2010 年度以前生は、「学際科目 2－94」）、複合領域科目 2－96（2010 年度以前生は、「学際科目 2－96」）、
日本近現代史－52、世界近現代史－52、世界の宗教－61、宗教学（2）－51・53・55、芸術学（2）－54、日本史（2）－52・57、
数学 2－51・54、物質の科学 2－51・54・55、生命の科学 2－56・57・58・59、科学史・科学論 2－54・55・56、心理学 2－54・55・58
プロジェクト科目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

②

注意

日時･方法：9 月 11 日(金) 10:00～9 月 13 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：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-51, 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,
Human Science in the Global Age, Conservation of Japanese Nature and Environment,
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, 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 11 日(金) 10:00～9 月 13 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 11 日(金) 10:00～9 月 13 日(日) 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。

2．大学による一括登録
対象科目：ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 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 2020、2019 年度生で、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。
・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、ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 1・2 を先行登録削除期間に自身で削除す
ること（ただし、ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 1・2 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 18 日（金）までに今出
川キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：075-251-3325 9：00～11：30

12：30～17：00）へ電話で申し出ること。

・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 9 月 18 日（金）ま
で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 9：00～11：30 12：30～17：00）へ電話で申し出ること。
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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3．先行登録・追加募集
(1) 英語（Intensive Courses for TOEFL を除く）
1) 対象科目：ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 1･2(2009 年度以前生は英語文化事情 1･2)、ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 1･2(2009 年度以前生は英語講読 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 2017 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 2020、2019 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 2020、2019 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。
・グローバル地域文化学部 2020 年度生で、秋学期にはじめてｱﾅﾘﾃｨｶﾙ・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 2 を登録する者→後項 2)参照。
①

日程

受付期間（一次募集） ：9 月 15 日(火)10:00～9 月 16 日(水) 17:00
決定者発表

：9 月 17 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 18 日(金)10:00～17:00
決定者発表
②

：9 月 19 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(本システムを利用できない場合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）。ただし、学部必修科目と時間割が重複した場合は、登録削除のみを認める。
一次募集での決定者には全学共通教養教育センター事務室から、ＤＵＥＴメッセージを回答を要求する形式で送信する。（タイトル：「外
国語教育科目の時間割重複について」）。必修科目との時間割重複のため、外国語教育科目の登録削除を希望する場合は、メッセージに記
載している締切日時までにその旨回答すること。窓口での受付は行わない。最終募集での決定者には、全学共通教養教育センター事務室
からＤＵＥＴメッセージを送信しないため、学部必修科目等と時間割が重複した場合は、所属学部事務室に問い合わせること。
･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・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 2020、2019 年度生。
秋学期に初めてｱﾅﾘﾃｨｶﾙ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 2 を登録するグローバル地域文化学部 2020 年度生。
① 日程
受付期間・場所：9 月 11 日(金)9:00～11:30

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）まで電話すること

※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
DUET メッセージ（タイトル：
「CASEC 試験の事前申込みについて」
）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・イングリッシュ 1・2 登録やアナリティカル・リーディング 2 登録（グローバル地域文化学部 2020 年度生のみ）
のため受験を希望する旨を、9 月 11 日（金）9:00～17:00 までに回答すること。
CASEC 試験受験期間：9 月 14 日（月）13：00～15 日(火)17：00
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。
･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
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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 2020･2019 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
®

TOEFL iBT ﾃｽﾄ（「

470 点以上 519 点以下
Test Date スコア」のみ可。
「 MyBest ™スコア」

52 点以上 67 点以下

は認めない。
）

TOEIC® LISTENING AND READING ﾃｽﾄ、

550 点以上 649 点以下

TOEIC® LISTENING AND READING ﾃｽﾄ (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】
今出川校地開講クラス：9 月 15 日（火）10：00～9 月 16 日（水）11：00
＜決定者発表＞

9 月 17 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 1・金 4

Felicity Greenland

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ 1

72

月 4・木 3

二村

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ 1

73

火 2・金 3

Esta TINA Ottman

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ 1

74

火 2・木 5

神崎

舞

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ 1

75

火 4・木 4

物部

ひろみ

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ 1

76

月 3・木 2

植松

茂男

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ 1

77

火 3・木 3

尾崎

茂

太郎

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。削除を希望する場合は、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、9 月 17 日(木)10:00～11:30 12:30～17:00 に電話で申し出ること。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。
CASEC 事前申込み:9 月 11 日(金)9:00～17:00 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、
上記期間内に回答すること。
CASEC 試験受験期間：9 月 14 日（月）13：00～15 日(火)17：00
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。
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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 2020･2019 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。
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

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（「

Test Date スコア」のみ可。「 MyBest

™スコア」は認めない。）

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

①日程
＜説明会・選考＞

9 月 16 日(水)

13:00 集合【時間厳守】RY205 ※集合時刻以降の入室は認めない

＜決定者発表＞

9 月 17 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 2

71

火 5・木 4

Blake Turnbull

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ 2

72

火 2・金 1

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ 2

73

火 1・金 3

科目

ｸﾗｽ

曜講

担当者

ﾌﾟﾚ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ

55

月 3・木 3

Donna HAYASHI

Robert CROSS

ﾌﾟﾚ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ

56

火 2・木 1

芝原 妙子

Matthew Kamden Barbee

ﾌﾟﾚ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ

57

月 5・金 4

松本 ドロタ

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 25 日（金）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。
削除を希望する場合は、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、9 月 17 日(木)10:00～11:30 12:30～
17:00 に電話で申し出ること。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 2019 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
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。
検定試験
TOEFL ITP® ﾃｽﾄ
®

TOEFL iBT ﾃｽﾄ（「

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

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

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

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

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
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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。
※ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 1･2 およびｱﾅﾘﾃｨｶﾙ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 1･2 について、2009 年度以前生は英語文化事情 1･2、英語講読 1･2 を指す。
①日程
＜説明会・選考＞

9 月 16 日(水)

10:00 集合【時間厳守】RY201 ※集合時刻以降の入室は認めない

＜決定者発表＞

9 月 17 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

科目

ｸﾗｽ

曜講

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

担当者

担当者

ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ A

52

火 5・金 3

Felicity Greenland

ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ A

53

月 3・水 5

Robert Iolini

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ B

54

水 5・金 1

Kaoru Nakao VILLA

ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ B

54

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

ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ B

55

月 4・木 3

Leeja Russell

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 25 日（金）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。
削除を希望する場合は、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、9 月 17 日(木)10:00～11:30 12:30
～17:00 に電話で申し出ること。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。

(2) 英語（Intensive Courses for TOEFL）
対象科目：Intensive Courses for TOEFL（Practice）・（Tutorial）
対象学生：全学部生（2013 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）
①日程
受付期間（一次募集） ：9 月 15 日(火) 10:00～9 月 16 日(水) 17:00
決定者発表

：9 月 17 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 18 日(金) 10:00～17:00
決定者発表

：9 月 19 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、学部必修科目等と時間割が重複した場合は、登録削除のみを認める。
一次募集での決定者には全学共通教養教育センター事務室から、ＤＵＥＴメッセージを回答を要求する形式で送信する（タイトル：
「I.C.T.
の登録について」
）
。必修科目との時間割重複のため、I.C.T.の登録削除を希望する場合は、メッセージに記載している締切日時までにその
旨回答すること。窓口での受付は行わない。最終募集での決定者には、全学共通教養教育センター事務室からＤＵＥＴメッセージを送信
しないため、学部必修科目等と時間割が重複した場合は、所属学部事務室に問い合わせること。
③注意
･同一校地・同一クラスで開講される Practice・Tutorial のセット登録となる。
･過去に履修中止した者、または不合格となった者は登録できない。
※ただし 2020 年度開講クラスの受講者については、履修中止した場合でも再登録を認めることとする（不合格の場合は、これまで通り再登録不
可）。
･通常クラス、上級クラスがあり、それぞれ登録目安を設定している。詳細は、所属学部の春学期『登録要領』とシラバスで確認すること。
･受講者は学期後半の指定日、(2021 年 1 月 16 日(土))に学内で実施される TOEFL ITP® テストを受験すること(受験料は大学が負担。コロナ
の感染拡大状況次第では、中止になる可能性もある)。シラバスでも詳細を確認すること。
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･Intensive Courses for TOEFL の登録が決定した場合、学部・学科によっては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 の登録削除が可能である（ただし、最終募集での決定者は除く）
。登録削除を認
める対象科目や学部の取扱い等詳細については、所属学部の春学期『登録要領』
・
『履修要項』を参照すること。登録削除を希望する場合
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、9 月 17 日(木)10:00～11:30 12:30～17:00 に電話で申し
出ること。

(3) 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。
※コース変更を希望する場合は、15 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(一次募集) ：9 月 15 日(火) 10:00～9 月 16 日(水) 17:00
決定者発表

：9 月 17 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 18 日(金)10:00～17:00
決定者発表

：9 月 19 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
･募集クラス（各クラス定員 45 名）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）
。ただし、学部必修科目と時間割が重複した場合は、登録削除のみを認める。一次募
集での決定者には全学共通教養教育センター事務室から、ＤＵＥＴメッセージを回答を要求する形式で送信する。（タイトル：「外国語教
育科目の時間割重複について」）。必修科目との時間割重複のため、外国語教育科目の登録削除を希望する場合は、メッセージに記載して
いる締切日時までにその旨回答すること。窓口での受付は行わない。最終募集での決定者には、全学共通教養教育センター事務室からＤ
ＵＥＴメッセージを送信しないため、学部必修科目等と時間割が重複した場合は、所属学部事務室に問い合わせること。
･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
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 2019 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 2019 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、15 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．登録相談参照。
※科目の性質上登録資格を定めているため、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 15 日(火) 10:00～9 月 16 日(水) 17:00
決定者発表

：9 月 17 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 18 日(金)10:00～17:00
決定者発表

：9 月 19 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(本システムを利用できない場合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。
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･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、学部必修科目と時間割が重複した場合は、登録削除のみを認める。一次
募集での決定者には全学共通教養教育センター事務室から、ＤＵＥＴメッセージを回答を要求する形式で送信する。
（タイトル：
「外国語
教育科目の時間割重複について」
）
。必修科目との時間割重複のため、外国語教育科目の登録削除を希望する場合は、メッセージに記載し
ている締切日時までにその旨回答すること。窓口での受付は行わない。最終募集での決定者には、全学共通教養教育センター事務室から
ＤＵＥＴメッセージを送信しないため、学部必修科目等と時間割が重複した場合は、所属学部事務室に問い合わせること。
･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
③注意
･2020 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、2019 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。
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、15 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 15 日(火)、9 月 16 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 17 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。
･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。

(4) 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（1～3、6・7 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 15 日(火) 10:00～9 月 16 日(水) 17：00
決定者発表：9 月 17 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 15 日(火)、16 日(水) 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。
③注意
・大学が実施する学生定期健康診断を受診すること。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
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① 日程
受付期間・方法：9 月 18 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 15 日(火) 10:00～9 月 16 日(水) 17：00
決定者発表：9 月 17 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 15 日(火)、16 日(水) 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。
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）

(5) 同志社、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：建学の精神とキリスト教－61、京都科目－52・53・55、
クリエイティブ・ジャパン科目－51・52、複合領域科目 2－87（2010 年度以前生は、「学際科目 2－87」）、
複合領域科目 2－94（2010 年度以前生は、「学際科目 2－94」）、複合領域科目 2－96（2010 年度以前生は、「学際科目 2－96」）、
日本近現代史－52、世界近現代史－52、世界の宗教－61、宗教学（2）－51・53・55、芸術学（2）－54、日本史（2）－52・57、
数学 2－51・54、物質の科学 2－51・54・55、生命の科学 2－56・57・58・59、科学史・科学論 2－54・55・56、心理学 2－54・55・58
（ただし、日本近現代史－52、世界近現代史－52、世界の宗教－61 は、2013 年度以降生のみ）
対象学生：全学部生
① 日程
受付期間

：9 月 15 日(火) 10:00～9 月 16 日(水) 15:00

決定者発表：9 月 17 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(本システム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）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。
･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 17 日（木）9：00～10 月 1 日（木）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。
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2) 対象科目：複合領域科目 2－90（2010 年度以前生は、「学際科目 2－90」）
対象学生：全学部 2019 年度以前生
① 日程
受講申請書 受付期間・場所：9 月 14 日(月) 事務室からのＤＵＥＴメッセージ送付後～9 月 16 日(水) 23:59
決定者発表：9 月 19 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 14 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（
「【複合領域科目 2-90】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
（30 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：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-51, 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,
Human Science in the Global Age, 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、2019 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 15 日(火) 10:00～17:00

決定者発表：9 月 16 日(水) 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
・グローバル教育センター科目の講義は全て英語で行われ、通常、日本人学生と外国人留学生が共に学修するが、2020 年度秋学期は、
新型コロナウイルス感染症対策による入国制限の影響で、外国人留学生の参加が難しく、共修環境が変わることが予想される。
しかしながら、将来の海外留学のための準備、帰国後英語力の維持を希望する学生にとっては、興味のある分野（人文、社会科学、
自然科学など）を英語で受講できる機会となっているので、履修を推奨する。
教員からのメッセージは次の URL を参照
https://dsmsf.doshisha.ac.jp/Gateway/contentPlayAction.do?contentId=202008046992
・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 15 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）
。
4) 対象科目：Advanced Seminar2-52
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。
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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

TOEFL ITP® テスト

５５０以上

TOEFL iBT® テスト

７９以上

試験名

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 11 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 15 日（火）9:00～16 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 16 日（水） 13:00～15:00（電話により実施する）

※志望理由書に記入した携帯電話番号に教員が電話するので、上述の時間帯は電話が繋がるよう
にしてください
決定者発表：9 月 17 日（木） 0:00 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電話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）
5) 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・53、日本の伝統と能楽-51・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 15 日（火）10:00～9 月 16 日（水）14：00

決定者発表：9 月 17 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 15 日（火）10:00～9 月 16 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 17 日（木）9:00～9 月 29 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。
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6) 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
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 15 日（火）10:00～9 月 16 日（水）14:00

決定者発表：9 月 17 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 15 日（火）10:00～9 月 16 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．登録相談
(１)外国語教育科目
注意：2019 年度秋学期まで登録相談で手続きを行っていた下記の①②については、2020 年度より中止し、以下の通り手続き方法を変更。
①必修科目等との時間割重複による変更・削除
⇒変更の場合：DUET メッセージへの回答による削除申請

+

DUET による先行登録追加（最終募集）

削除の場合：DUET メッセージへの回答による削除申請
②最終追加募集 ⇒ DUET による先行登録追加（最終募集）
※①②については、
「3.先行登録・追加募集」の各科目の登録方法を参照すること
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 15 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、15 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。予約申込み者には、後日担当教員から電話し面談を行う。
[事前予約申込み(先着順）]
9 月 15 日（火）～16 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）
[登録相談(面談当日)]
9 月 18 日（金）10：00 ～ 11：30
[方法]
電話（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電話面談を実施する。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はできない。

(２) 保健体育科目
対象学生：全学部生
対象科目：スポーツ・パフォーマンス１
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・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 18 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

○入門Ⅰ
△入門Ⅱ

○入門Ⅰ
合格

○ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅠ
△ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡ
○ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅠ
△ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡ
○入門Ⅱ
○入門Ⅱ

○ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢ
△ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣ

応用 1～4

○ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢ
△ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣ

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。

△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。

△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
合格

△応用 1
△応用 3

△応用 2
△応用 4

可

DUET

○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

可

登録相談

右記
参照

登録相談

○ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅠ
合格
○ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅠ
不合格
○入門Ⅱ
不合格

応用 1～4 の内
2 科目履修済

○ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢ
合格

今年度秋学期に
登録を希望する科目

△ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣ

△応用 1
△応用 3

△応用 2
△応用 4

登録手続き等

△応用科目を登録
※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。
登録相談にて、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
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、登録相
談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 PBT、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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