
 

 

１０．外国語科目履修方法 

［英 語］ 

英語Ａ・英語Ｂ 

授業科目概説 

「英語Ａ・英語Ｂ」は、大学生・社会人として必要とされる総合的な英語能力の養成を目指します。このうち、「英語

Ａ」は、「英語総合演習（読解）」と題し、学術研究や国際社会の様々な領域で必要とされる英語読解力を精読、速

読、または多読の演習を通して養成します。また「英語Ｂ」は、「英語総合演習（コミュニケーション）」と題し、主として

CALL 教室での授業やネイティブ教員による授業を通して、リスニング／作文／コミュニケーション／プレゼンテーシ

ョン等の技能訓練を行います。 

履修方法（後掲「※注意事項」を参照のこと。） 

 

注意：  

※1 週に１回授業を行う授業科目名に含まれるハイフン以下の数字は、１が奇数クォーター、2 が偶数クォーターに

開講されることを意味します。週に１回授業を行う科目は、２クォーター連続して（例：英語Ａ１－１と英語Ａ１－２）

履修した結果を総合して成績評価を行い、それぞれ合わせて 1 単位が認定されます（英語Ａ・英語Ｂで合計４単

位）。それぞれ連続して同じ教員の授業を履修してください。なお、連続する科目のいずれか一方のみの履修は

できません。       

※2 学部・学籍番号指定クラスは、第 1 クォーターと第 3 クォーター開始時に掲示により周知します。なお、すべての

学部・学籍番号指定クラスには、原則として 3 人程度の「再履修者受講枠」が設けられています。 

※3 再履修者及び休学・留学等により所定のセメスターに履修しなかった者を優先して受け付けるクラスですが、クラ

ス定員までに余裕がある場合は、全学部の学生が履修できます。 

※4 留学生、帰国子女、英語圏への留学経験者等ですでに高度な英語能力を身につけている学生のために、実践

的で実用的な英語運用能力を一層高める少人数の上級者用クラスです。上級者用クラスの受講にあたっては、

英語担当教員及び時間割係の指示に従ってください。また、全学教育実施係での手続きが必要となります。 

※5 週に２回授業を行う科目は、１つのクォーターで完結します。年度途中で留学等の予定があり２つのクォーター

にまたがって受講できない場合は、週２回授業を行う科目を受講してください。   

 

★ 全学部の学生対象のクラスと学部・学籍番号指定クラスの「英語Ａ・英語Ｂ」の同時履修は認められません。ただ

し、再履修者等が一方を振替履修する場合に限り認められます。 

★ ４月２０日（土）（１２時３０分から１６時までを予定）に TOEFL ITP®テスト（受験料不要）を実施するので、新入生は

全員受験してください。詳細は、掲示により周知します。 

英語A1-1 英語A1-2 英語A2-1 英語A2-2

英語B1-1 英語B1-2 英語B2-1 英語B2-2

英語A1-1 英語A1-2 英語A2-1 英語A2-2

英語B1-1 英語B1-2 英語B2-1 英語B2-2

週２回
※5

学部・学籍番号指定クラス
※2

第1クォーター

１週当たり
の授業回

数

週１回
※1

第3クォーター 第4クォーター第2クォーター

１年次第１学期（第１セメスター） １年次第２学期（第２セメスター）　　　　　　　　　　　開講期

開講クラス

全学部
対象

再履修者等用

クラス 
※3

／
上級者用クラス
※4

　　英語B1　　英語A1 　　英語A2 　　英語B2



 

 

成績評価方法 

 英語教科の成績は、各クラス履修者全体の上位 10％程度を「AA」とし、次に優秀な 20%程度を「A」とし、「A」以上の

成績を取るものが履修者全体の 30%程度となることを目安として評価します。ただし上記の全学部の学生を対象とした

クラスや受講者数の少ないクラスではこの限りではありません。 

また、「英語 B2（英語 B2-1/B2-2）」の成績評価は、授業に関する成績と大学内で実施する TOEFL ITP®テスト（受

験料不要）の成績を加味して決定されます。対象となる今年度の TOEFL ITP®テストは、平成３１年１１月３０日（土） 

（１２時３０分から１６時まで）に実施予定です。詳細は１０月上旬に掲示により周知しますので、注意してください。 

【１０月入学者の履修】 

１０月入学者については、第 1、第 2 クォーターで英語 A1（A1-1/ A1-2）・B1（B1-1/ B1-2）を履修しなかった学生と

みなし、入学後最初の半年に、第 1、第 2 クォーターの授業と第 3、第 4 クォーターの授業を同時に履修することがで

きます。その場合、英語 A2（A2-1/ A2-2）を英語 A1（A1-1/ A1-2）に、英語 B2（B2-1/ B2-2）を英語 B1（B1-1/ B1-

2）に振り替えることができます。 

英語Ｃ 

授業科目概説 

「英語 C」は、「英語実践演習」と題し、「英語 A・B」で養った読解／リスニング／作文／コミュニケーション／プレゼ

ンテーション等の能力をさらに発展させ、専門教育において必要とされる、より高度な英語読解力や英語による発信

能力・コミュニケーション能力を養成します。 

履修方法 

２年次の第 1 クォーターに「英語 C1-1」、第 2 クォーターに「英語 C1-2」、第 3 クォーターに「英語 C2-1」、第 4 クォ

ーターに「英語 C2-2」を開講します。それぞれ週 1 回の授業で、「英語 C1-1 と C1-2」を連続して履修した結果を総

合して成績評価を行い、合わせて 1 単位が認定されます。「英語C2-1 と C2-2」についても同様です（英語C1 と英語

C2 で計 2 単位）。「英語 C1-1」のみ履修し「英語 C1-2」は履修しないなど、いずれか一方のみの履修はできません。

ただし、理学部と薬学部の学生は、「英語 C1・C2」の両方を２年次の第 1, 2 クォーターに履修します。 

「英語 C1・C2」は、学部ごとに開講される数種類のクラスの中から、シラバスを参考にし、自分の得意な能力の一層

の強化等を目的として一つを自由に選択して受講します。学部ごとに定められた曜日・講時に、リーディング／リスニ

ング／コミュニケーション等を中心とする複数のクラスが提供され、可能な限り CALL クラスや外国人教員による少人

数クラスも提供されます。ただし、各クラスともクラス定員を設けていますので、希望者が定員を超える場合は抽選等

により受講者を決定します。 

なお、学部・学籍番号を指定しない（全学部の学生を対象とする）「英語 C」が各クォーターとも数クラス開設します。

全学部対象クラスには 2 種類あり、１つは再履修者等（再履修者及び休学・留学等により所定のセメスターに履修しな

かった者）を優先的に受け付けるクラスですが、クラス定員までに余裕がある場合は、学部を問わず、自由に受講でき

ます。2 つ目は、留学生、帰国子女、英語圏への留学経験者等ですでに高度な英語能力を身につけている学生の

ために、実践的で実用的な英語運用能力を一層高める少人数の上級者用クラスです。上級者用クラスの受講にあた

っては英語担当教員及び時間割係の指示に従ってください。 

全学部対象クラスには、週 1 回の授業で 2 つのクォーターに連続して受講するクラスと、週 2 回の授業で１つのクォ

ーターで完結するクラスがあります。年度途中で留学等の予定があり 2 つのクォーターにまたがって受講できない場

合は、後者を受講してください。 

注意すべき点として、これらの全学部の学生を対象とするクラスと学部ごとに指定されたクラスの「英語 C」を同時に

履修することは認められません。ただし、再履修者等が一方を振替履修する場合に限り認められます。 

成績評価方法 

英語教科の成績は、各クラス履修者全体の上位 10％程度を「AA」とし、次に優秀な 20%程度を「A」とし、「A」以上の

成績を取るものが履修者全体の 30%程度となることを目安として評価します。ただし上記の全学部の学生を対象とした 

クラスや受講者数の少ないクラスではこの限りではありません。 



 

 

なお、平成 31 年度開講の「英語 C2-1/2」の履修者に対して、平成 29 年度まで授業の一環で実施していた TOEFL 

ITP®テストを実施しないことになりました。このため、「英語 C2（英語 C2-1/C2-2）」の成績評価は、授業に関する成績

のみにもとづいて評価されることになります。 

プラクティカル・イングリッシュスキルズ（Practical English Skills）                      

授業科目概説 

 より高度な英語能力を身につけたいという強い意欲を持った学生のために、実践的で実用的な英語運用能力を養

成します。外国人教員の担当による、英語の表出面（プレゼンテーション／スピーキング／作文）の能力を一層高める

ための、少人数クラスでの集中的な訓練を行います。２年次第 1～4 クォーターで開講しますので、１年次第 4 クォー

ターで受験した TOEFL ITP®テストの成績等を参考に受講してください。 

履修方法 

２年次の第 1 クォーターに「プラクティカル・イングリッシュスキルズ 1-1」、第 2 クォーターに「プラクティカル・イング

リッシュスキルズ 1-2」、第 3 クォーターに「プラクティカル・イングリッシュスキルズ 2-1」、第 4 クォーターに「プラクティ

カル・イングリッシュスキルズ 2-2」を数クラス開講します。これは学部・学籍番号を指定しない（全学部の学生を対象と

する）授業です。それぞれ週 1 回の授業で、「プラクティカル・イングリッシュスキルズ 1-1 と 1-2」を連続して履修した

結果を総合して成績評価を行い、合わせて 1 単位が認定されます。「プラクティカル・イングリッシュスキルズ 2-1 と 2-

2」についても同様です。 

 

「プラクティカル・イングリッシュスキルズ 1（1-1/1-2）」、「プラクティカル・イングリッシュスキルズ 2（2-1/2-2）」、及び

「英語C1（英語C1-1/C1-2）」、「英語C2（英語C2-1/C2-2）」の履修に関して、次のような組み合わせで履修すること

ができます。 

 

 例１：「英語 C1（英語 C1-1/C1-2）と英語 C2（英語 C2-1/C2-2）」 

 例２：「英語 C1（英語 C1-1/C1-2）とプラクティカル・イングリッシュスキルズ 2（2-1/2-2）」 

 例３：「プラクティカル・イングリッシュスキルズ 1（1-1/1-2）と英語 C2（英語 C2-1/C2-2）」 

 例４：「プラクティカル・イングリッシュスキルズ 1（1-1/1-2）とプラクティカル・イングリッシュスキルズ 2（2-1/2-2）」 

 

注意:「英語 C1（英語 C1-1/C1-2）とプラクティカル・イングリッシュスキルズ 1（1-1/1-2）」を両方履修しても、英語必

修単位として認められるのはどちらか一方です。また、「プラクティカル・イングリッシュスキルズ 1（1-1/1-2）」を「英語

C2（英語 C2-1/C2-2）」に振替えることはできません。「英語 C2（英語 C2-1/C2-2）とプラクティカル・イングリッシュス

キルズ 2（2-1/2-2）」の場合も同様で、英語必修単位として認められるのはどちらか一方です。また、「プラクティカ

ル・イングリッシュスキルズ 2（2-1/2-2）」を「英語 C1（英語 C1-1/C1-2）」に振替えることはできません。 

成績評価方法 

「プラクティカル・イングリッシュスキルズ 1（1-1/1-2）」、「プラクティカル・イングリッシュスキルズ 2（2-1/2-2）」では、

全学部の学生を対象としたクラスで少人数クラス編成を前提としていますので、クラス指定の「英語 A・B・C」における

成績評価での割合基準はありません。 

なお、平成 31 年度開講の「プラクティカル・イングリッシュスキルズ１・２」の履修者に対して、平成 29 年度まで授業

の一環で実施していた TOEFL ITP®テストを実施しないことになりました。このため、成績評価は、授業に関する成績

のみにもとづいて評価されることになります。 

 

※注意事項 

（１） 履修カードの提出と履修登録 

授業担当教員がカードの提出を指定した場合及び他組履修の場合は、履修カードの提出が必要となります。 

なお、同一学期に同じ授業科目を複数履修することはできません。ただし、再履修のため、あるいは休学・留学等

により所定の学期に履修しなかった場合に、一方を振替履修する場合には複数を履修することができます。 



 

 

また、学部・学籍番号指定クラスの履修登録は全学教育実施係で行いますが、再履修者は各自履修登録期間中に

Web で履修登録を行ってください。 

上級者用クラスを履修する場合や他クラス履修をする場合は、Web で履修登録することはできません。履修登録期

間中に全学教育実施係へ申し出て必要な手続きを行ってください。 

（２） 再履修 

正規の学期に修得できなかった単位を補充するために、次学期以降に再度履修することを「再履修」と呼びます。

再履修する場合は、全学部の学生を対象とするクラスまたは自分の所属する学部が指定されたクラスで履修してくだ

さい。すべての学部・学籍番号指定クラスには、原則として 3 人程度の「再履修者受講枠」が設けられています。 

再履修の場合、原則として同じ授業科目名の授業を履修しなければなりません。ただし、「英語 A1(A1-1/ A1-2)」と

「英語A2 (A2-1/ A2-2)」、「英語B1(B1-1/ B1-2)」と「英語B2(B2-1/ B2-2)」、「英語C1(C1-1/ C1-2)」と「英語C2(C2-

1/ C2-2)」は、相互に振替履修が可能です。 

たとえば、第 1 セメスターで修得できなかった「英語 A1 (A1-1/ A1-2」）」の単位を補充する場合、第 2 セメスターの

学部・学籍番号で指定されたクラスの「英語 A2(A2-1/ A2-2）」のほかに、もう１つ全学部の学生を対象とするクラスの

「英語 A2（A2-1/ A2-2）」のクラスを履修し、それを「英語 A1（A1-1/ A1-2）」の代用として履修登録することができま

す。したがって、再履修の原則は次項のようになります。 

(i)「英語 A1（A1-1/ A1-2）・A2（A2-1/ A2-2）」は、「英語 A1（A1-1/ A1-2）」または「英語 A2（A2-1/ A2-2）」で再履修

します。 

(ii)「英語 B1（B1-1/ B1-2）・B2（B2-1/ B2-2）」は、「英語 B1（B1-1/ B1-2）」または「英語 B2（B2-1/ B2-2）」で再履修

します。 

なお、再履修のために「英語 B2（B2-1/ B2-2）」を履修する場合も、大学内で実施する TOEFL ITP®テストを受験

することになります。 

(iii)「英語 C1（C1-1/ C1-2）・C2（C2-1/ C2-2）」は、「英語 C1（C1-1/ C1-2）」または「英語 C2（C2-1/ C2-2）」で再履

修します。 

「プラクティカル・イングリッシュスキルズ 1（1-1/ 1-2）」または「プラクティカル・イングリッシュスキルズ 2（2-1/2-2）」

で再履修することはできません。 

（３） 他クラス（組）履修、指定クラス（組）の変更 

学部や学籍番号で指定されたクラスや全学部の学生を対象とするクラス以外で履修することを「他クラス（組）履修」

と呼びます。他クラス（組）履修は「再履修」の場合にのみ認められます。「再履修」でない場合、自分の所属する学部

の指定クラス以外のクラスの担当教員が受入れを容認した場合でも、全学教育実施係で一定の手続きを行わない限

り、履修登録システムが「他クラス履修」を受け付けない形になっています。 

再履修の場合、全学部向けクラスか自分が所属する学部が指定されたクラスを履修するのが原則で、それが不可

能な場合にのみ他クラス履修が認められます。なお、他クラス履修の学生よりも指定された学部に所属する再履修者

が優先されますし、再履修者は 1 クラス 3 人程度に制限されていますので注意してください。 

上級者用クラスを履修する場合は、学部・学籍番号指定クラスからの変更手続きが必要です。 

また、修学上の合理的配慮が必要な場合は、他クラス履修を斡旋します。詳細については、英語時間割担当の教

員に相談してください。相談方法については下記(5)「履修相談」の項を参照してください。 

（４） 外部検定試験による単位認定 

経済学部及び理系学部（理学部・医学部・歯学部・薬学部・工学部・農学部）には、英検・TOEIC®テスト・TOEFL® 

テスト・IELTS テストの外部検定試験の成績に基づいて単位を認定する制度があります。詳細は本手引きの V．授業

関連事項の「1.外国語技能検定試験等による単位認定制度について」の項を参照してください。 

（５） 履修相談 

他クラス履修等、英語の履修について相談がある場合は、履修登録期間中に英語時間割担当の教員に申し出てく

ださい。日程・場所等の詳細は、後日掲示で周知しますので、掲示に注意してください。 

 



 

 

［初修語 : ドイツ語、フランス語、ロシア語、スペイン語、中国語、朝鮮語］ 

基礎初修語の履修について 

概説 

平成２９年度から初修語はクォーター科目となっています。セメスターとクォーターの記載などに

注意してください。履修にあたっては下記の履修方法や各初修語の説明に注意してください。なお、

下記の説明で「初修語」と記載している箇所は、各初修語の名前をあてはめてください。（「基礎初修

語」→「基礎ドイツ語」など） 

 

履修方法 

下表のように、初年次は入学時に指定されたクラスで第１セメスターに「基礎初修語Ⅰ」（「基礎初修語Ⅰ－

1」「基礎初修語Ⅰ－2」）、第２セメスターに「基礎初修語Ⅱ」（「基礎初修語Ⅱ－1」「基礎初修語Ⅱ－2」）
を履修します。授業科目名に含まれるハイフン以下の数字は、１が奇数クォーター、2が偶数クォーターに開講さ

れることを意味します。それぞれ週２回の授業で、年間を通じて連続した内容です。単位はセメスター毎に認定され

ます。 

 
平成３０年度入学者から、原則として、入学時の「初修語履修希望書」にもとづいて配属された語種とク

ラスで履修します（必ずしも第一希望ではない場合があります）。受講前に各自で語種とクラスを確認してく

ださい。初修語は原則として同一クラスで１年間継続して学習をします。履修方法は各初修語の説明を確認

してください。 
平成２８年度以前入学者が基礎初修語を履修（再履修を含む）する場合は、「基礎初修語Ⅰ」として

「基礎初修語Ⅰ－1」および「基礎初修語Ⅰ－2」を、「基礎初修語Ⅱ」として「基礎初修語Ⅱ－1」および「基

礎初修語Ⅱ－2」）を履修してください。単位についてはそれぞれ読み替えを行うことになります。 

なお、１０月入学者のために、第２セメスターに「基礎初修語Ⅰ」（「基礎初修語Ⅰ－1」「基礎初修語

Ⅰ－2」）を、第３セメスターに「基礎初修語Ⅱ」（「基礎初修語Ⅱ－1」「基礎初修語Ⅱ－2」）を開講して

います（平成３１年度については、ロシア語の１０月入学者向けクラスの開講はありません）。各初修

語で指定する要件を満たせば１０月入学者以外の全学部の学生の受講を認める場合がありますので、

各初修語の説明に注意してください。 
 

基礎初修語
Ⅰ－１

基礎初修語
Ⅰ－２

基礎初修語
Ⅱ－１

基礎初修語
Ⅱ－２

基礎初修語
Ⅰ－１

基礎初修語
Ⅰ－２

展開初修語
Ⅰ－１

展開初修語
Ⅰ－２

展開初修語
Ⅱ－１

展開初修語
Ⅱ－２

基礎初修語
Ⅱ－１

基礎初修語
Ⅱ－２

（基礎）
週２回

（展開）
週１回

文系、理系、学部ごとに
指定されたクラス

１０月入学者向けクラス
（全学部対象）

入学時に指定されたクラス

１０月入学者向けクラス
（全学部対象）

　　　　　　　　　　　開講期

開講クラス

２年次第１学期（第３セメスター） ２年次第２学期（第４セメスター）

第1クォーター 第2クォーター 第3クォーター 第4クォーター

　　　　　　　　　　　開講期

開講クラス

１年次第１学期（第１セメスター） １年次第２学期（第２セメスター） １週当たり
の授業
回数第1クォーター 第2クォーター 第3クォーター 第4クォーター



 

 

展開初修語の履修について 

概説 

平成３０年度より展開初修語はクォーター科目として開講しています。履修については、基礎初修

語と同様に各初修語の説明に注意して、履修手続きなどを行ってください。 

 

履修方法  

前記の表のように、文系、理系、学部ごとに指定されたクラスのうちから第３セメスターに「展開初修語Ⅰ」

（「展開初修語Ⅰ－1」「展開初修語Ⅰ－2」）、第４セメスターに「展開初修語Ⅱ」（「展開初修語Ⅱ－1」
「展開初修語Ⅱ－2」）を履修します。授業科目名に含まれるハイフン以下の数字は、１が奇数クォーター、2
が偶数クォーターに開講されることを意味します。それぞれ週１回の授業で、年間を通じて連続した内容です。単位

はセメスター毎に認定されます。語種によっては、第５セメスター以降にも「展開初修語」が開講されます

ので、各初修語の記載内容を確認してください。 

平成２８年度以前入学者が展開初修語Ⅰ、Ⅱを履修（再履修を含む）する場合は、「展開初修語Ⅰ」

として「展開初修語Ⅰ－1」および「展開初修語Ⅰ－2」を、「展開初修語Ⅱ」として「展開初修語Ⅱ－1」およ

び「展開初修語Ⅱ－2」）を履修してください（展開初修語Ⅲ、Ⅳについても同様です）。単位についてはそれぞ

れ読み替えを行うことになります。 

 
 


