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学務・国際戦略部教育企画課 

2023 年 4 月 1 日 

最終更新 2023 年４月１日 

外国語 WEB 履修登録手引き（春学期） 

※この手引きでは外国語履修登録のための学務情

報システム操作方法について説明しています。 

履修すべき科目は各々異なりますので、必ず全学

教育科目（教養教育科目）の履修案内をよく読ん

でから履修登録を行ってください。 
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１  はじめに  

1-1 外国語 WEB 履修登録について  

外国語科目においては、1 クラスあたりの履修者数を調整するために、学務情報システムを用いた抽選を行ってい

ます。ここで説明する履修抽選は、外国語以外の科目における履修者数調整の抽選とは全く別のものです。また、抽

選を行わずあらかじめクラス配置されている場合もありますが、その場合も学務情報システムでクラス配置結果を確

認して履修登録するようにしてください。 

 

外国語 WEB 履修登録スケジュール 

 スケジュールは、大きく「1 次登録期間」「2 次登録期間」「3 次登録期間」の 3 つに分けられます。 

それぞれ時期によって必要な手続きが異なりますので、期間中に手続きを完了するよう注意してください。なお、外

国語 WEB 履修登録スケジュールと履修登録期間の関係は下の表のとおりです。 

 

 

（注）抽選結果発表当日は、当選した科目の履修登録はできません。２次登録期間に登録を行ってください。 

1 次登録期間 
（4/7-4/12） 

 ２次登録期間 
（4/14-4/20） 

３次登録期間 
（5/8-5/10） 

 

履修登録期間 履修確認・訂正期間 履修キャンセル期間 

抽選結果発表（4/13） 
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登録完了までの概略フロー 

 

【重要】履修登録手続きについて 

クラス配置の発表や抽選に当選した時点では、手続きはまだ完了していません。確認後、必

ず期間内に該当科目の履修登録を行ってください。 

履修登録手続きを完了しないまま登録期間が終わってしまうと、当該科目の履修者としては

認められませんので十分注意してください。 

 

初修外国語実習の事前決定／当選クラス変更について 

初修外国語実習の事前決定／当選クラスについては、１次登録期間中はやむを得ない理由（必修科目との重複等）

がある場合のみキャンセルを受け付けます。自己都合（別の科目を履修したい、アルバイトやサークルの都合等）に

よるキャンセルについては、２次登録期間に申請してください。 

別のクラスへの変更を希望する場合は、キャンセル手続完了後に履修抽選または先着順でお申し込みください。 

 【キャンセル申請受付期間】 

（１）4 月 7 日（金）9:00～4 月 12 日（水）12:00（やむを得ない理由がある場合に限る） 

（２）4 月 14 日（金）9:00～4 月 20 日（木）12:00 

  【申請先（Web フォーム）】※受付期間以外は表示できません 

      https://forms.office.com/r/0Fv16X643C 
 

QR コード ⇒ 

  

履 

修 

登 

録 

抽選結果は 

空席確認 

履修抽選が クラス確認 

事前決定は 
なし 

 

 

https://forms.office.com/r/0Fv16X643C
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1-2 外国語 WEB 履修登録の操作方法  

学務情報システムで必要な操作について案内します。手続内容は学部・学年等によって異なりますので、P.10 以

降の案内で自身が該当する箇所をご確認ください。 

(1) 抽選登録の方法 

  1 次登録期間に抽選登録が必要な場合は、以下の手順で抽選を申し込んでください。 

   ① 「履修・成績情報」→「履修抽選」をクリック 

 

 

②-1 【英語の場合】英語科目の一覧から希望する科目の「登録・照会」を選択 
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②-2 【初修外国語の場合】最初に「第一希望の初修外国語」を選択し、希望する科目の「登録・照会」を選択 

 

③ 「時間割検索」から希望する科目を検索 

 

 

（注）英語演習等の TOEFL スコアによる履修制限がある科目については、自身のスコアが履修範囲外の場

合は検索されません（登録されているスコアの確認方法は P.9 を参照） 
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④ 希望する科目の「追加」を選択すると抽選申込対象として登録されます 

 

     ⑤ 複数申し込む場合は、希望順が登録順に並んでいますので一覧画面で調整してください 

 

※ それぞれできるだけ多くの科目を登録してください。希望科目数が少ないと 1 科目も当選しない可能性が高まり

ますので注意してください。 
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(2) クラス配置結果、抽選結果の確認方法 

    事前決定による配置クラスや抽選の結果を確認する場合は、公開期間になりましたら「クラス配置結果確

認」画面で確認してください。 

①「履修・成績情報」→「クラス配置結果」→時間割コードを控える→履修登録へ 

 

 

     「クラス配置結果」に科目が表示されていても、まだ登録は完了していま

せん。必ず履修登録ページから該当科目の履修登録を行ってください。 

（注）抽選結果発表日は登録できません。翌日からの 2 次登録期間に登録してください。 
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(3) 履修登録の方法 ※外国語以外の他の全ての科目と同様 

①「履修・成績情報」→「履修登録」→（履修科目申請）「申請画面へ移動」 

 

② 時間割コード欄に「クラス配置結果」で控えた時間割コードを入力→「編集結果を保存」→確認画面へ 

 

 （注 1）初修外国語でクラスが事前決定している場合、最初に画面上部のプルダウンで「第一希望の初修外国語」

を選択・変更してから時間割コードを入力してください（以下の『（4）先着順の登録方法』①を参照） 

 （注 2）事前決定者のみ登録できる科目（英語 LR 等）は「時間割検索」から検索しても表示されません 

（注 3）事前決定/当選科目は抽選結果発表当日には履修登録できません。2 次登録期間に登録してください 

(4) 先着順の登録方法 

   2 次登録期間以降、空席のある科目に先着順で申し込む場合は以下の手順で行ってください。 

① 「履修・成績情報」→「履修登録」→（履修科目申請）「申請画面へ移動」※他科目の履修登録と同様 

（注）初修外国語は最初に言語を選択・変更しないと科目が表示されません 
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② 「時間割検索」をクリック→ポップアップ画面から申請したい科目の『残席数』を確認する 

③ 空席があれば「追加」を押す→そのまま履修登録する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) TOEFL-ITP スコアの確認方法 

   英語演習等、履修条件に TOEFL-ITP のスコアがある場合、自身のスコアについては「履修・成績情報」→

「各種語学試験結果」から確認できます。 

 

※複数のスコアが登録されている場合は、最高得点を基準に履修可能な科目が判定されます。 
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２  入学年度・所属学部別の登録手続（春学期）  

２-1 理工学部・都市科学部の 2023 年度入学生  

２-1-1 1 次登録期間（4/7～4/12）  

英語（実習科目）について 

英語科目（自立英語、英語プレゼンテーション、英語ライティング）については、入学直後に実施するプレイスメ

ントテストの結果を基に配置クラスが決定します。英語科目のクラス配置結果は 2 次登録期間に発表されますので、

1 次登録期間中に履修登録はできません。1 次登録期間中は英語教育部から指示されたクラスに出席してください。 

 

初修外国語（実習科目）について 

(1) 履修希望調査を提出した学生 

初修外国語実習では、事前に提出していただいた履修希望調査を基に配置されたクラスが授業支援システム及び学

務情報システムの『クラス配置結果』で発表されています（P.7 参照）。配置クラスを確認し履修登録を行いましょ

う（P.8 参照）。 

なお、事前決定されたクラスの変更は、１次登録期間中はやむを得ない場合を除いて認められません（P.３参

照）。やむを得ない理由により事前決定クラスのキャンセルが許可され、別クラスの履修を希望する場合は１次登録

期間に履修抽選へ申し込んでください（P.4～P.6 参照）。 

（注）事前決定のキャンセル手続を行わず抽選に申し込んだ場合は当選対象になりません。 

都市科学部都市社会共生学科以外の方が週２クラス受講を希望する場合は、2 次登録期間に先着順で 2 クラス目を

登録してください（P.８～P.9 参照）。 

(2) 上記以外の学生 

履修希望調査を未提出の場合はクラス配置されませんので、１次登録期間に履修抽選に申し込んでください（P.4

～P.6 参照）。 

理工学部・都市科学部の 1 年生は初修外国語（実習科目）を履修する曜日時限が以下のとおり指定されています。 

（注） ロシア語実習については、他の初修外国語と登録手順が異なります。必ず別途掲示される『「ロシア語実

習」履修上の注意』で詳細を確認してください。  

抽選結果の発表は、4 月 13 日（木）15:00 の予定です 

  火曜日  金曜日 

1

限 

【理工学部】化学・生命系学科（全 EP） 

【都市科学部】都市社会共生学科 

【理工学部】機械・材料・海洋系学科（海洋空間のシステム

デザイン EP） 

【都市科学部】全学科 

2

限 

【理工学部】数物・電子情報系学科（数理科学 EP、電子

情報システム EP、情報工学 EP） 

【理工学部】機械・材料・海洋系学科（機械工学 EP、材料

工学 EP） 

数物・電子情報系学科（物理工学 EP） 
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２-1-2 2 次登録期間（4/14～4/20）  

英語（実習科目）について 

２次登録期間に配置クラスが発表されますので、クラス配置結果を確認し、指定されたクラスの履修登録を行いま

しょう（P.7～P.8 参照）。なお、事前決定されたクラスの変更は認められません。 

 

初修外国語（実習科目）について 

(1) 履修希望調査を提出した学生 

   1 次登録期間と特に変わることはありません。1 次登録期間中に履修登録をしなかった場合は、2 次登録期間

内に登録を行いましょう（P.7～P.8 参照）。 

   都市科学部都市社会共生学科以外の方が週２クラス受講を希望する場合は、先着順で 2 クラス目を登録して

ください（P.８～P.9 参照）。 

(2) 上記以外の学生 

1 次登録期間に申し込んだ抽選の結果が発表されますので、確認後履修登録を行います（P.7～P.8 参照）。

当選していてもこの期間中に履修登録を行わないと、その科目を履修することはできません。また、落選してし

まった場合および申し込み忘れてしまった場合でも、空席があれば先着順で履修登録することができます（P.８

～P.9 参照）。 

 

２-1-3 3 次登録期間（5/8～5/10）  

英語（実習科目）について 

2 次登録期間に履修登録を忘れてしまった場合は、3 次登録期間までに必ず登録してください（P.7～P.8 参

照）。また、履修登録期間（1 次および 2 次登録期間）に外国語以外の他の科目も含めて 1 科目も登録しなかった

場合は、全ての科目について履修登録ができませんのでご注意ください。 

 

初修外国語（実習科目）について 

2 次登録期間までに履修登録を行わなかった場合、登録しなかった科目の事前決定・当選は無効になります。3 次

登録期間では空席がある科目についてのみ先着順で登録することができます（P.8～P.9 参照）。  
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２-2 教育学部・経済学部・経営学部の 2023 年度入学生  

２-2-1 1 次登録期間（4/7～4/12）  

英語（実習科目）について 

英語科目（自立英語、英語プレゼンテーション、英語ライティング）については、入学直後に実施するプレイスメ

ントテストの結果を基に配置クラスが決定します。クラス配置の結果は 2 次登録期間に発表されますので、1 次登録

期間中に履修登録はできません。1 次登録期間中は英語教育部から指示されたクラスに出席してください。 

 

初修外国語（実習科目）について ※履修希望者のみ 

※教育学部の学生で初修外国語を履修希望する場合は、履修の手引きをよく確認してから手続きを行ってください。 

※経済学部、経営学部の学生は基本的に 2 年次に初修外国語を履修することになりますが、留学予定者や高年次で初

修外国語演習科目の履修を予定している者は 1 年次から履修することができます（P31 参照）。 

 

1 次登録期間に履修を希望するクラスへの抽選登録（申込）を行います（P.4～P.6 参照）。この時点ではまだ履

修登録できません。 

（注） ロシア語実習については、他の初修外国語と登録手順が異なります。必ず別途掲示される『「ロシア語実

習」履修上の注意』で詳細を確認してください。  

抽選結果の発表は、4 月 13 日（木）15:00 の予定です。 

 

２-2-2 2 次登録期間（4/14～4/20）  

英語（実習科目）について 

２次登録期間に指定されたクラスが発表されますので、クラス配置結果を確認し、指定されたクラスの履修登録を

行いましょう（P.7～P.8 参照）。なお、事前決定されたクラスの変更は認められません。 

 

初修外国語（実習科目）について ※履修希望者のみ 

初修外国語は 1 次登録期間に申し込んだ抽選の結果が発表されますので、確認後履修登録を行います（P.7～P.8

参照）。当選していてもこの期間中に履修登録を行わないと、その科目を履修することはできません。また、落選し

てしまった場合および申し込み忘れてしまっていた場合でも、空席があれば先着順で履修登録することができます

（P.８～P.9 参照）。 
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２-2-3 3 次登録期間（5/8～5/10）  

英語（実習科目）について 

2 次登録期間までに履修登録することを忘れてしまった場合は、3 次登録期間までに必ず登録してください（P.7

～P.8 参照）。また、履修登録期間（1 次及び 2 次登録期間）に外国語以外の他の科目も含めて 1 科目も登録しな

かった場合は、全ての科目について履修登録ができませんのでご注意ください。 

 

初修外国語（実習科目）について ※履修希望者のみ 

2 次登録期間までに履修登録を行わなかった場合、登録しなかった初修外国語科目の当選は無効になります。3 次

登録期間では空席がある科目についてのみ先着順で登録することができます（P.8～P.9 参照）。 
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２-3 経済学部・経営学部の 2022 年度入学生  

２-3-1 1 次登録期間（4/7～4/12）  

英語について 

(1) 英語演習について 

英語演習は、2 年次以降の履修科目です。1 年次秋学期末までに英語統一テストや TOEFL 学内実施等におい

て TOEFL-ITP450 点以上のスコア取得が履修条件になります（自身のスコア確認方法は P.9 参照）。450 点

未満の場合は、履修登録出来ません。さらに英語演習科目を 2 科目（英語科目全体で 8 単位）履修する場合

は、TOEFL-ITP500 点以上のスコア取得が履修条件になります。 

授業科目名 
（セメスター科目） 

単
位 

ナンバ 
リング 

教育 経済 経営 理工 都市 
履修年次 

（科目区分） 

英語演習 1a 

（ITP450 点以上 

    500 点未満） 

2 

2000 

△ 
自由 

選択 

△ 
自由 

選択 

△ 
英語演
習又は
経営英
語演習
の選択
必修※ 

△ 
1 科目 
以上 

選択 
必修 

△ 
1 科目 
以上 

選択 
必修 

2 年次から 

（演習科目） 

英語演習 1b 

（ITP500 点以上 

520 点未満） 

2 

英語演習 1c 

（ITP520 点以上） 
2 

英語演習 2a 

（ITP520 点以上対象） 
2 

3000 
△ 
自由 
選択 

△ 
自由 
選択 

△ 
自由 
選択 

3 年次から 

（演習科目） 英語演習 2b 

（ITP550 点以上対象） 
2 

英語実習 1 1000 

△ 自由選択 
英語演習 1a(ITP450 点)を履修できない学生向

け補習科目（卒業に必要な単位には算入されな

い） 

2 年次から 

（実習科目） 

 

※TOEFL-ITP のスコアがそれぞれの条件に合った科目のみが履修抽選や履修登録において登録出来ます。スコアが

条件を満たしていない場合は履修抽選で検索出来ない、または履修登録でエラーとなり登録出来ません。 

※経営学部の学生は、英語演習（1a から 1c）について春学期と秋学期のどちらか一コマしか履修出来ません。経営

学部開講の経営英語演習については、別途履修手引きや掲示を確認してください。 

※経済学部の学生は、経済学部開講の英語演習科目については、別途履修手引きや掲示を確認してください。 
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TOEFL-ITP のスコアが履修を希望するクラス(1a,1b,1c)の基準を満たしていない場合は、入学後に取得した

外部検定試験のスコアを申請することで、履修登録が可能になります。希望者は各学期の 1 次登録期間に教育企

画課全学教育係に申請してください。具体的な日程・申請方法について掲示より確認してください。 

＜2 年次英語演習科目の指定クラス開講曜日・時限＞ 

時限 月 火 水 木 

2 
限 

 【参考】 

＜経済英語演習＞ 

 ＜英語演習 1a＞ 

全学部 

＜英語演習 1b,1c＞ 

理工 

3 
限 

 ＜英語演習 1＞ 

理工（注） 

＜英語演習 1＞ 

経営、理工（春）、 

都市 

【参考】 

＜経営英語演習＞ 

 

4 
限 

 【参考】 

＜経済英語演習＞ 

＜英語演習 1＞ 

経営、都市 

【参考】 

＜経営英語演習＞ 

 

英語演習は抽選により受講クラスを決定しますので、1 次登録期間中に履修抽選に申し込んでください

（P.4～P.6 参照）。 

抽選に際しては、それぞれの学部、学科、EP で優先枠（履修抽選において優先的に当選される曜日・時

限）が設定されています。優先枠において開講されている英語演習を履修することで当選する確率が高くなり

ます。優先枠にない時間帯についても，当選確率は下がりますが，履修抽選の申請は可能です。 

（注）火曜 3 限については、理工学部生以外当選対象になりません 

・経営学部の指定クラス開講曜日・時限 

「経営英語演習」の履修クラスに応じて、優先枠が決められています。 
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経営英語演習  英語演習 

春学期水曜 3 限 ⇒ 秋学期水曜 4 限 

春学期水曜 4 限 ⇒ 秋学期水曜 3 限 

秋学期水曜 3 限 ⇒ 春学期水曜 4 限 

秋学期水曜 4 限 ⇒ 春学期水曜 3 限 

(2) 自立英語・英語プレゼンテーション・英語ライティングの履修・再履修について 

再履修の場合、クラスの事前決定はされておりませんので、1 次登録期間中に希望するクラスの履修抽選に申

し込んでください（P.4～P.6 参照）。 

※再履修の場合は必ず履修登録時に再履修設定を行ってください。 

(3) 英語 LR の再履修について 

履修抽選を行わない再履修用の授業（春学期 不定期開講 英語 LR(再)）を履修登録してください。履修する

場合は、英語教育部から連絡事項がありますので、授業支援システムの掲示文書を確認してください。 

 

初修外国語（実習科目）について 

(1) 履修希望調査を提出した学生 

初修外国語は事前に提出していただいた履修希望調査により指定されたクラスが授業支援システム及び 1 次登録期

間以降は『クラス配置結果』で発表されます。配置クラスを確認し履修登録を行いましょう（P.7～P.8 参照）。 

なお、事前決定された科目の変更は、１次登録期間中はやむを得ない場合を除いて認められません（P.３参照）。

やむを得ない理由により事前決定クラスのキャンセルが許可され、別クラスの履修を希望する場合は１次登録期間に

履修抽選へ申し込んでください（P.4～P.6 参照）。 

（注）事前決定のキャンセル手続きを行わず抽選に申し込んだ場合は当選対象になりません。 

週２クラス受講を希望する場合は、2 次登録期間に先着順で 2 クラス目を登録してください。 

(2) 上記以外の学生 

履修希望調査を提出していない場合は、クラスが配置されていませんので履修抽選に申し込んでください（P.4～

P.6 参照）。初修外国語実習科目を再履修する場合も同様に履修抽選に申し込んで下さい。 

（注） ロシア語実習については、他の初修外国語と登録手順が異なります。必ず別途掲示される『「ロシア語実

習」履修上の注意』で詳細を確認してください。  

（注） 初修外国語演習及び発展演習では履修抽選を行いません。外国語以外の他の科目と同じように履修登録を

行ってください。 
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    抽選結果の発表は、4 月 13 日（木）15:00 の予定です 

２-3-2 2 次登録期間（4/14～4/20）  

英語について 

1 次登録期間に申し込んだ抽選の結果が発表されますので、確認後履修登録を行います。当選していてもこの期間

中に履修登録を行わないと、当選は無効となり履修できません。 

抽選結果の確認、履修登録の方法については、『クラス配置結果、抽選結果の確認方法』（P.7）、『履修登録の

方法』（P.8）をそれぞれ参照してください。 

(1) 英語演習について 

  落選していた場合および申し込み忘れていた場合でも、空席があれば先着順で履修登録することができます

（P.8～P.9 参照）。 

  英語演習では所属学部等によって先着順登録できる曜日・時限が指定されていますのでご注意ください。 

＜2 次登録の指定枠（英語演習 1a～1c）＞ 

学
期 

時限 火曜日 水曜日 木曜日 

春
学
期 

２限 

  ＜英語演習 1a＞ 

・全学部 

＜英語演習 1b,1c＞ 

・理工学部（化学 EP、化学応用

EP、バイオ EP、海洋空間のシス

テムデザイン EP） 

３限 

・理工学部（機械工学 EP、物理工

学 EP、電子情報システム EP） 

・経営学部 

・理工学部（材料工学 EP） 

・都市科学部（都市社会共生学

科、環境リスク共生学科） 

 

４限 

 ・経営学部 

・都市科学部（建築学科、都市

基盤学科） 

 

秋
学
期 

２限 

  ・理工学部（化学 EP・化学応用

EP・機械工学 EP） 

３限 

・理工学部（数理科学 EP、物理工

学 EP、電子情報システム EP、情

報工学 EP） 

・経営学部 

・都市科学部（環境リスク共生

学科） 

 

４限 

 ・経営学部 

・都市科学部（都市社会共生学

科、建築学科、都市基盤学科） 

 

必修科目との重複等やむを得ない事情で指定された曜日・時限での受講が難しい場合や、所属学部等の指定枠が

無い場合は、英語教育部の履修相談を受けてください（29 ページ参照）。 
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(2) 自立英語・英語プレゼンテーション・英語ライティングの履修・再履修について 

落選していた場合および申し込み忘れていた場合でも、空席があれば先着順で履修登録することができます

（P.8～P.9 参照）。 

(3) 英語 LR の再履修について 

1 次登録期間と変わりありません。 

※再履修の場合は必ず履修登録時に再履修設定を行ってください。 

 

初修外国語（実習科目）について 

(1) 履修希望調査を提出した学生 

   1 次登録期間と特に変わることはありません。1 次登録期間中に履修登録をしなかった場合は、2 次登録期間

内に登録を行いましょう（P.7～P.8 参照）。 

   週２クラス受講を希望する場合は、2 次登録期間に先着順で 2 クラス目を登録してください（p.8～P.9 参

照）。 

(2) 上記以外の学生 

初修外国語は 1 次登録期間に申し込んだ抽選の結果が発表されますので、確認後履修登録を行います（P.7～

P.8 参照）。当選していてもこの期間中に履修登録を行わないと、その科目を履修することはできません。ま

た、落選してしまった場合および申し込み忘れてしまった場合でも、空席があれば先着順で履修登録することが

できます（P.8～P.9 参照）。 

※再履修の場合は必ず履修登録時に再履修設定を行ってください。 

 

２-3-3 3 次登録期間（5/8～5/10）  

英語について 

登録受付は 2 次登録期間で締め切りとなり、3 次登録期間では登録できません。抽選で当選した場合も 2 次登

録期間内に忘れず登録を行ってください。 
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初修外国語（実習科目）について 

2 次登録期間までに履修登録を行わなかった場合、登録しなかった科目の事前決定・当選は無効になります。3 次

登録期間では空席がある科目についてのみ先着順で登録することができます（P.8～P.9 参照）。 

※再履修の場合は必ず履修登録時に再履修設定を行ってください。 

  



20 

 

２-4 理工学部・都市科学部・教育学部の 2022 年度入学生  

２-4-1 1 次登録期間（4/7～4/12）  

英語について 

(1) 英語演習について 

英語演習は、2 年次以降の履修科目です。1 年次秋学期末までに入学時のプレイスメントテスト、英語統一テ

ストや TOEFL 学内実施等において TOEFL-ITP450 点以上のスコア取得が履修条件になります（自身のスコ

ア確認方法は 8 ページを参照）。450 点未満の場合は、履修登録出来ません。さらに英語演習科目を 2 科目

（英語科目全体で 8 単位）履修する場合は、TOEFL-ITP500 点以上のスコア取得が履修条件になります。 

授業科目名 
（セメスター科目） 

単
位 

ナンバ 
リング 

教育 経済 経営 理工 都市 
履修年次 

（科目区分） 

英語演習 1a 

（ITP450 点以上 

    500 点未満） 

2 

2000 

△ 
自由 

選択 

△ 
自由 

選択 

△ 
英語演
習又は
経営英
語演習
の選択
必修※ 

△ 
1 科目 
以上 

選択 
必修 

△ 
1 科目 
以上 

選択 
必修 

2 年次から 

（演習科目） 

英語演習 1b 

（ITP500 点以上 

520 点未満） 

2 

英語演習 1c 

（ITP520 点以上） 
2 

英語演習 2a 

（ITP520 点以上対象） 
2 

3000 
△ 
自由 
選択 

△ 
自由 
選択 

△ 
自由 
選択 

3 年次から 

（演習科目） 英語演習 2b 

（ITP550 点以上対象） 
2 

英語実習 1 1000 

△ 自由選択 
英語演習 1a(ITP450 点)を履修できない学生向

け補習科目（卒業に必要な単位には算入されな

い） 

2 年次から 

（実習科目） 

 

※TOEFL-ITP のスコアがそれぞれの条件に合った科目のみが履修抽選や履修登録において登録出来ます。スコアが

条件を満たしていない場合は履修抽選で検索出来ない、または履修登録でエラーとなり登録出来ません。 

※理工学部の学生は、英語演習（1a から 1c）について春学期と秋学期のどちらか一コマしか履修出来ません。 
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TOEFL-ITP のスコアが履修を希望するクラス(1a,1b,1c)の基準に届かない場合は、入学後に取得した外部検

定試験のスコアを申請することで、履修登録が可能になります。各学期の 1 次登録期間に教育企画課全学教育係

へ申請してください。具体的な日程・申請方法について掲示より確認してください。 

 

＜2 年次英語演習科目の指定クラス開講曜日・時限＞ 

時限 月 火 水 木 

2 

限 

 【参考】 

＜経済英語演習＞ 

 ＜英語演習 1a＞ 

全学部 

＜英語演習 1b,1c＞ 

理工 

3 

限 

 ＜英語演習 1＞ 

理工（注） 

＜英語演習 1＞ 

経営、理工（春）、 

都市 

【参考】 

＜経営英語演習＞ 

 

4 

限 

 【参考】 

＜経済英語演習＞ 

＜英語演習 1＞ 

経営、都市 

【参考】 

＜経営英語演習＞ 

 

英語演習は抽選により受講クラスを決定しますので、1 次登録期間中に履修抽選に申し込んでください

（P.4～P.6 参照）。 

抽選に際しては、それぞれの学部、学科、EP で優先枠（履修抽選において優先的に当選される曜日・時

限）が設定されています。優先枠において開講されている英語演習を履修することで当選する確率が高くなり

ます。優先枠にない時間帯についても，当選確率は下がりますが，履修抽選の申請は可能です。 

（注）火曜 3 限については、理工学部生以外当選対象になりません 
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・理工学部の指定クラス開講曜日・時限 

 

 

 

 

 

 

 

（注）木曜 2 限の指定クラスは、英語演習 1b,1c のみ（英語演習 1a は全学部対象） 

・都市科学部の指定クラス開講曜日・時限 

学科 優先枠 

都市社会共生学科 
水曜 3 限 

環境リスク共生学科 

建築学科 
水曜 4 限 

都市基盤学科 

1 学期に英語演習は 1 科目まで、年間最大 2 科目まで履修できます。抽選漏れ等の事情で 1 学期に 2

科目を履修したい場合は、英語教育部の履修相談を受けてください（29 ページ参照）。 

以下のとおり学籍番号に応じて申し込むことを推奨します。 

優先枠内であれば、推奨枠外で履修抽選に申し込んでも抽選上不利になることはありません。 

(2) 自立英語・英語プレゼンテーション・英語ライティングの履修・再履修について 

再履修の場合、クラスの事前決定はされておりませんので、1 次登録期間中に希望するクラスの履修抽選に申

し込んでください（P.4～P.6 参照）。 

※再履修の場合は必ず履修登録時に再履修設定を行ってください。 

 火曜日・3 限 水曜日・3 限 木曜日・2 限（注） 

春

学

期 

機械工学 EP＜Ame1＞ 材料工学 EP 化学･化学応用 EP＜Cb1＞ 

物理工学 EP＜Fp1＞  バイオ EP 

電子情報システム EP)＜Fe1＞  海洋空間のシステムデザイン EP 

秋

学

期 

数理科学 EP  化学･化学応用 EP＜Cb2＞ 

物理工学 EP＜Fp2＞ 機械工学 EP＜Ame2＞ 

電子情報システム EP＜Fe2＞ 春学期に受講資格がなく、秋学期

までに受講資格を獲得した以下の

EP 所属生 

 機械工学 EP<Ame1> 

海洋空間のシステムデザイン EP 

バイオ EP 

化学・科学応用 EP＜Cb1＞ 

情報工学 EP 

春学期に受講資格がなく、秋学期までに受

講資格を獲得した以下の EP 所属生 

材料工学 EP 

物理工学 EP＜Fp1＞ 

電子情報システム EP＜Fe1＞ 

推奨枠 都市社会共生学科 建築学科 都市基盤学科 環境リスク共生学科 

春学期水曜 3 限 2281001-2281040   2284001-2283029 

春学期水曜 4 限  2282001-2282037 2283001-2283027  

秋学期水曜 3 限 2281041-   2284030- 

秋学期水曜 4 限  2282038- 2283028-  
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(3) 英語 LR の再履修について 

履修抽選を行わない再履修用の授業（春学期 不定期開講 英語 LR(再)）を履修登録してください。履修する

場合は、英語教育部から連絡事項がありますので、授業支援システムの掲示文書を確認してください。 

 

初修外国語（実習科目）について 

初修外国語は実習科目について履修抽選を行います。1 次登録期間中に以下の手順で履修抽選に申し込んでくださ

い（P.4～P.6 参照）。 

（注） ロシア語実習については、他の初修外国語と登録手順が異なります。必ず別途掲示される『「ロシア語実

習」履修上の注意』で詳細を確認してください。  

（注）初修外国語演習及び発展演習では履修抽選を行いません。外国語以外の他の科目と同じように履修登録を行

ってください。 

抽選結果の発表は、4 月 13 日（木）15:00 の予定です 

 

２-4-2 2 次登録期間（4/14～4/20）  

英語について 

1 次登録期間に申し込んだ抽選の結果が発表されますので、確認後履修登録を行います（P.7～P.8 参照）。当選

していてもこの期間中に履修登録を行わないと、当選は無効となり履修できません。 

(1) 英語演習について 

  落選していた場合および申し込み忘れていた場合でも、空席があれば先着順で履修登録することができます

（P.8～P.9 参照）。 

  英語演習では所属学部等によって先着順登録できる曜日・時限が指定されていますのでご注意ください。 
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＜2 次登録の指定枠（英語演習 1a～1c）＞ 

学
期 

時限 火曜日 水曜日 木曜日 

春
学
期 

２限 

  ＜英語演習 1a＞ 

・全学部 

＜英語演習 1b,1c＞ 

・理工学部（化学 EP、化学応用

EP、バイオ EP、海洋空間のシス

テムデザイン EP） 

３限 

・理工学部（機械工学 EP、物理工

学 EP、電子情報システム EP） 

・経営学部 

・理工学部（材料工学 EP） 

・都市科学部（都市社会共生学

科、環境リスク共生学科） 

 

４限 

 ・経営学部 

・都市科学部（建築学科、都市

基盤学科） 

 

秋
学
期 

２限 

  ・理工学部（化学 EP・化学応用

EP・機械工学 EP） 

３限 

・理工学部（数理科学 EP、物理工

学 EP、電子情報システム EP、情

報工学 EP） 

・経営学部 

・都市科学部（環境リスク共生

学科） 

 

４限 

 ・経営学部 

・都市科学部（都市社会共生学

科、建築学科、都市基盤学科） 

 

必修科目との重複等やむを得ない事情で指定された曜日・時限での受講が難しい場合や、所属学部等の指定枠が

無い場合は、英語教育部の履修相談を受けてください（29 ページ参照）。 

 

(2) 自立英語・英語プレゼンテーション・英語ライティングの履修・再履修について 

落選していた場合および申し込み忘れていた場合でも、空席があれば先着順で履修登録することができます

（P.8～P.9 参照）。 

(3) 英語 LR の再履修について 

1 次登録期間と変わりありません。 

※再履修の場合は必ず履修登録時に再履修設定を行ってください。 

 

初修外国語（実習科目）について 

初修外国語は 1 次登録期間に申し込んだ抽選の結果が発表されますので、確認後履修登録を行います（P.7～P.8

参照）。当選していてもこの期間中に履修登録を行わないと、その科目を履修することはできません。また、抽選で
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落選の場合や申し込み忘れていた場合でも、空席があれば先着順で履修登録することができます（P.8～P.9 参

照）。 

※再履修の場合は必ず履修登録時に再履修設定を行ってください。 

 

２-4-3 3 次登録期間（5/8～5/10）  

 英語について 

登録受付は 2 次登録期間で締め切りとなり、3 次登録期間では登録できません。抽選で当選した場合も 2 次登

録期間内に忘れず登録を行ってください。 

 

初修外国語（実習科目）について 

2 次登録期間までに履修登録を行わなかった場合、登録しなかった科目の当選は無効になります。3 次登録期間で

は空席がある科目についてのみ先着順で登録することができます（P.8～P.9 参照）。 

※再履修の場合は必ず履修登録時に再履修設定を行ってください。 
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２-5  2021 年度以前の入学生（全学部）  

２-5-1 1 次登録期間（4/7～4/12）  

英語について 

(1) 自立英語・英語プレゼンテーション・英語ライティングの再履修について 

再履修の場合、クラスの事前決定はされておりませんので、1 次登録期間中に希望するクラスの履修抽選に申

し込んでください。また、2016 年度以前の入学者は、英語実習 1（S,W,LR 春学期,LR 秋学期）の科目名が変

更されておりますので以下の科目を履修することになります。 

英語実習 1S     → 英語プレゼンテーション 

英語実習 1W    → 英語ライティング 

英語実習 1LR 春学期 → 英語実習 1LR 春学期（再履修クラス） 

英語実習 1LR 秋学期 → 英語実習 1LR 春学期（再履修クラス） 

自立英語、英語プレゼンテーション、英語ライティングは 1 年生と再履修者のクラスの区別はありませんの

で、希望するクラスへ抽選を申し込んでください（P.4～P.6 参照）。 

(2) 英語 LR の再履修について 

履修抽選を行わない再履修用の授業（春学期 不定期開講 英語 LR(再)）を履修登録してください。履修する

場合は、英語教育部から連絡事項がありますので、授業支援システムの掲示文書を確認してください。 

(３) 英語演習の履修（再履修）について 

2017 年度～2021 年度の入学生で英語演習を希望する場合は、2022 年度入学生と同様（P.14～16 また

は P.20～23 参照）、1 次登録期間中に履修抽選に申し込んでください（P.4～P.6 参照）。 

（注）英語演習 2a、英語演習 2b では履修抽選を行いません。外国語以外の他の科目と同じように履修登録を

行ってください。 

2016 年度年度以前の入学生で英語演習を希望する場合は、履修抽選や履修登録をする前に必ず英語教育部へ

お問い合わせください。（P.27 参照） 
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初修外国語（実習科目）について 

初修外国語は実習科目について抽選を行います。1 次登録期間中に履修抽選に申し込んでください（P.4～P.6 参

照）。 

（注） ロシア語実習については、他の初修外国語と登録手順が異なります。必ず別途掲示される『「ロシア語実

習」履修上の注意』で詳細を確認してください。  

（注）朝鮮語実習（2017 年度以前の入学者対象）、初修外国語演習及び発展演習では履修抽選を行いません。

外国語以外の他の科目と同じように履修登録を行ってください。 

① 抽選結果の発表は、4 月 13 日（木）15:00 の予定です 

②  

２-5-2 2 次登録期間（4/14～4/20）  

英語について 

1 次登録期間に申し込んだ抽選の結果が発表されますので、当選していた場合は履修登録を行います（P.7～P.8

参照）。当選していてもこの期間中に履修登録を行わないと、当選は無効となり履修できません。 

(1) 自立英語・英語プレゼンテーション・英語ライティングの再履修について 

落選していた場合および申し込み忘れていた場合でも、空席があれば先着順で履修登録することができます

（P.8～P.9 参照）。 

(2) 英語 LR の再履修について 

1 次登録期間と変わりありません。 

(3) 英語演習の履修・再履修について 

落選していた場合および申し込み忘れていた場合でも、空席があれば先着順で履修登録することができます。

2022 年度入学生と同様に、所属学部等の指定枠に申し込んでください（P.17 または P.21 参照）。 

※再履修の場合は必ず履修登録時に再履修設定を行ってください。 
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初修外国語（実習科目）について 

1 次登録期間に申し込んだ抽選の結果が発表されますので、確認後履修登録を行います。当選していてもこの期間

中に履修登録を行わないと、当選は無効となり履修できません。また、落選していた場合および申し込み忘れていた

場合でも、空席がある科目は先着順で履修登録できます（P.8～P.9 参照）。 

※再履修の場合は必ず再履修設定を行ってください。 

 

２-5-3 3 次登録期間（5/8～5/10）  

英語について 

登録受付は 2 次登録期間で締め切りとなり、3 次登録期間では登録できません。抽選で当選した場合も 2 次登

録期間内に忘れず登録を行ってください。 

初修外国語（実習科目）について 

2 次登録期間までに履修登録を行わなかった場合、登録しなかった科目の当選は無効になります。3 次登録期間で

は空席がある科目についてのみ先着順で登録することができます（P.8～P.9 参照）。 

※再履修の場合は必ず履修登録時に再履修設定を行ってください。  



29 

 

3 お問い合わせ先  

お問い合わせに関する諸注意 

英語・初修外国語の履修方法については、「全学教育科目履修案内」(2016 年度以前入学者：教養教育科目履修

案内)で確認することができます。個別の科目の注意事項や、よくあるご質問については、授業支援システム「連絡

専用：教育企画課全学教育係」上でご案内しています。掲示や FAQ をご確認いただき、不明点等がある場合は、下

記問い合わせ先までご相談ください。 

 

英語の履修登録に関する相談・お問い合わせ 

○英語教育部 eigokyoikubu_at_ynu.ac.jp（”_at_”は”@”に置き換え） 

※お問い合わせの際は、氏名、学籍番号を明記のうえ必ずご自身の YNU メールアドレスから送信してください。 

 

＜高大接続・全学教育推進センター「臨時履修相談室」(S5-2,201 室：図書館脇のＰＣ教育室 C・D の上の階)＞  

「臨時履修相談室」の受付時間・日程は掲示をご覧ください。 

 

 

初修外国語の履修登録に関する相談・お問い合わせ及びこのマニュアルに関するお問い合わせ 

○履修方法に関する問合せ先、英語 各種検定スコアの提出先  

学務・国際戦略部 教育企画課 全学教育係 kyomu.kyoiku_at_ynu.ac.jp （”_at_”は”@”に置き換え） 

※原則として、履修相談は学生センター２階 6 番窓口で承ります。基礎疾患等で登校が困難な学生は、メールでお問

い合わせください。 

 

○学務情報システム 履修登録の操作に関する問合せ先 

学務・国際戦略部 教育企画課 教育情報係 kyomu.joho_at_ynu.ac.jp （”_at_”は”@”に置き換え） 

※お問い合わせの際は、氏名、学籍番号を明記のうえ必ずご自身の YNU メールアドレスから送信してください。 

 

高大接続・全学教育 

推進センター 
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＜学務・国際戦略部教育企画課窓口（S5-１：学生センター2 階）＞ 

【受付時間】 8:30～12:45,13:45～17:00（平日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学生センター 
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4 Q＆A 

Q たくさんある科目の中で、どの授業を受講すれば良いですか？  

A  授業の内容については、基本的に WEB シラバスで確認するようにしてください。また、必要単位数は入学時に

配られた各学部の履修案内および全学教育科目（教養教育科目）の履修案内で確認してください。 

 

Q 抽選に申し込み忘れてしまいました。（あるいは、抽選の結果 1 科目も当選しなかった） 

A 英語実習の再履修（英語 LR を除く）及び初修外国語実習では、2 次登録期間に空席がある科目は先着順で履修

登録することができます。詳細は入学年度・所属学部別の 2 次登録期間の項目を参照してください。 

  英語演習については、所属学部等により指定された曜日・時限で 2 次登録期間に空席がある科目は先着順で登録

できます。 

 

Q [語学研修/留学/2 年次以降から初修外国語演習科目を履修希望]のため 1 年次から初修外国語を履修したい。 

A: 本来 2 年次から初修外国語を履修する学部（経済・経営）でも 1 年次から履修することが可能です。各学期  

週 1 クラス(通年 2 単位)、週 2 クラス（通年 4 単位）で履修登録の方法が異なります。 

○週 1 クラス 

【選択例】 春学期：中国語実習 1 ＋ 秋学期：中国語実習 2 （合計で 2 単位） 

外国語履修の手引き(本マニュアル)の所属学部ごとの案内に従い、履修登録を行ってください。 

○週 2 クラス 

1 言語 … 2 年次から演習科目を履修する場合（1 年次に実習科目を 4 単位取得する必要があります） 

【選択例】 春学期：中国語実習 1×週 2 クラス (火曜 1 限・金曜 2 限)  

秋学期：中国語実習 2×週 2 クラス(火曜 1 限・金曜 2 限) 

※春・秋ともに同学期内で、同一教員の授業は選択不可 

（注）事前決定クラスがある場合、1 次登録期間では抽選に申し込んでも曜日・時限を問わず当選対象には

なりません。2 クラス目を申し込む場合は、2 次登録期間に先着順でお申し込みください。 

2 言語履修を希望する場合は、次の「Q:複数の初修外国語を履修したいです」をご参照ください。 

 

Q 複数の初修外国語を履修したいです。 

A まず、1 次登録期間に第一希望の言語について抽選登録してください。第二希望の言語を履修するためには、2

次登録期間以降に教育企画課教育情報係へ申し出てください。 

（注）第一希望の初修外国語のプルダウンを変更すると、変更前の言語の履修登録データが消去されてしまいま

すので変更しないでください。また、同じ学期に 3 種類以上の初修外国語を履修することはできません。 

 

Q 他科目に当選した友人と当選権を交換できますか？ 

A 当選権の交換は一切認められません。 
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Q 他言語と迷っているので 2 次登録期間に空席状況を確認したいのですが・・・ 

A 第一希望の初修外国語のプルダウンを変更すれば時間割検索画面から空席状況を確認できます。ただしプルダウ

ンを変更すると変更前の言語の履修登録データが消去されてしまいますのでご注意ください。その場合も、2 次

登録期間中であれば変更前の言語の当選権は保持されていますので、戻す場合は忘れずに履修登録してくださ

い。 

 

Q 事前決定／当選した科目を履修登録しようとするとエラーとなってしまいます。 

A エラーには様々な原因が考えられるため、状況によって解決方法が異なります。エラー内容を読んで解決手段が

分からない場合は、エラー画面をコピーのうえ教育企画課教育情報係へ申し出てください。 

    また、1 次登録期間と２次登録期間の間である抽選結果発表当日は、期間外のため履修登録できません。 

 

Q 学務情報システムにログインできません。 

A YNU ログイン ID のユーザーID・パスワードでログインできます。学部生の場合、ユーザーID は”b + 学籍番

号”です（例：b2312345）。 

初期パスワードを変更していない場合は、本学情報基盤センターウェブサイトから「YNU アカウント管理シス

テム」にログインし、パスワードの変更を行ってください。（初期パスワードのままではアカウント管理システ

ム以外のサービスにログインできません） 

 

Q 学務情報システムにログインできたのに、履修登録の画面が開きません。 

A 学外ネットワークからアクセスする場合、Matrix 認証接続サービスを経由しないと履修登録できません。スマー

トフォンや自宅の PC 等から履修登録する場合は、その都度情報基盤センターのウェブサイトから Matrix 認証

接続サービスを経由してアクセスしてください（学内で YNU Wi-Fi を利用している場合を除く）。ログインに

必要な初期 Matrix パスワード（絵柄の組み合わせ）は YNU アカウント管理システムに掲載されています。 

  YNU ログイン ID や Matrix 認証のパスワードが分からなくなった場合は、学内のパスワード発行機でパスワー

ドをリセットしてください。 

  【パスワードや多要素認証設定の更新とリセット手続きについて（情報基盤センター）】 

   https://www.itsc.ynu.ac.jp/faq/itsc_pw.html 

https://www.itsc.ynu.ac.jp/faq/itsc_pw.html
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参考  科目ごとの履修抽選等フロー図（春学期）  
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注釈 
 
※0 初修外国語実習科⽬ 履修希望調査について 
理⼯・都市１年⽣（調査時期：⼊学前）、経済・経営２年⽣（調査時期：前年度 11 ⽉頃）に対して、初修外国語の履修希望調査を実施しています。 
調査に回答した学⽣については、既に事前決定クラスが配置されています。 
履修希望調査対象であったにもかかわらず、回答を失念していた場合は、他の学⽣と同様に、1 次登録期間に抽選に参加してください。 
再履修の場合も他の学⽣と同様に抽選に参加していただく必要があります。 
 
補⾜：初修外国語の演習科⽬の履修条件は、実習科⽬２セット４単位の修得が必要です。（詳細は、全学教育科⽬履修案内 P35 を確認してください。） 
（スピード・スキップ履修の要件を満たしている場合は、期間内に申請することで履修できる場合がありますので、別途掲⽰物を確認してください。） 
 
※１ 初修外国語実習科⽬ 事前決定クラスの変更について（やむを得ない場合） 
やむを得ない場合のみ、1 次登録期間にキャンセル申請が可です。キャンセル申請⼿続後に抽選に参加してください。 
キャンセル⼿続を⾏わずに抽選に申し込んだ場合は、当選対象になりません。 
 
※２ 初修外国語実習科⽬ 事前決定／当選クラスの変更について（⾃⼰都合の場合） 
事前決定クラスや当選したクラスについて、⾃⼰都合理由で変更を希望する場合は、2 次登録期間にキャンセル申請後、先着順にて空きのあるクラスに履修登録してくだ
さい。 
（2 次登録期間になると、履修登録画⾯から直接、先着順にて履修登録できますが、事前決定・当選クラス枠を保持したままだと、他の⼈が申し込むことができない（枠
が空かない）ため、履修登録をする意思のない事前決定クラスに関しては、必ずキャンセル申請をしてください。） 
 
※３ 初修外国語実習科⽬ 同⼀⾔語で２クラス⽬の履修を希望する場合 
事前決定者のうち同⼀⾔語で２クラス⽬の履修を希望する場合、1 次抽選に参加しても、キャンセル申請のないクラス変更とみなされ落選となります。 
2 クラス⽬の履修を希望する場合は、2 次登録期間に先着順で空きのあるクラスに履修登録してください 
（都市科学部都市社会共⽣学科の学⽣は、2 クラス分事前決定がされています。） 
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※４ １次登録期間の抽選申込忘れの場合 
初修外国語の履修希望者で、抽選への参加が必要にもかかわらず、1 次登録期間での抽選申込を失念していた学⽣は、２次登録期間に先着順で空きのあるクラスに履修登
録をしてください。 
英語実習科⽬（⾃⽴英語、英語 P、英語 W）の再履修者で、抽選への参加が必要にもかかわらず 1 次登録期間での抽選申込を失念していた学⽣も同様に、２次登録期間に
先着順で空きのあるクラスに履修登録をしてください。 
英語 LR の再履修クラスについては、抽選は⾏われません。履修⽅法については別途掲⽰を必ず確認してください。 
 
※５ ロシア語実習の履修登録について 
ロシア語実習は抽選が⾏われませんが、履修について他の初修外国語と登録⼿順が異なります（担当教員の許可が事前に必要になるなど）。 
そのため、必ず別途掲⽰する「ロシア語実習履修上の注意」を確認してください。 
 
※６ 英語演習の個別申請について 
抽選申込みにもかかわらず落選していた場合（抽選へ申し込み忘れていた場合を含む）でも、指定枠内で空席があれば先着順で履修登録することができます。 
所属学部等によって先着順登録できる曜日・時限が指定されていますのでご注意ください。詳細は、英語教育部からの掲⽰物（英語演習１の履修⽅法について）を確認し
てください。 
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