
 

 英  語  

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＝ 
開講校地：京田辺 登録手続不要  

単位数：各１単位 

 

1．登録に関する注意点 

(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 10 日（金）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)プレイスメントテストの結果に基づいて、登録クラスを決定する。クラスは 3 段階のレベル（High 

Intermediate、Intermediate、Pre-Intermediate）に分かれている。 

(3)大学が一括して登録する。登録時の手続は不要。 

(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、４月９日（木）

の 17 時までに文化情報学部事務室に学生証を持参して申し出ること。 

(5)登録されたクラスの変更は一切認めない。 

(6)春学期「コミュニカティブ・イングリッシュ 1・2」の合否に関わらず、秋学期「コミュニカティ

ブ・イングリッシュ 1・2」を履修できる。 

(7)春学期に不合格、もしくは履修中止した「コミュニカティブ・イングリッシュ 1・2」は、秋学期

に大学が一括して登録する（詳細は、秋学期登録要領を確認すること）。 

(8)秋学期よりレベル変更（レベルアップのみ）を希望する者は、秋学期講義開始前の外国語登録相談

に出席すること（詳細は、秋学期登録要領を確認すること）。CASEC のスコアを見て、レベル変更

の可否を判断する。 

 

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。 

受験期間：4 月 1 日（水）13：00～4 月 7 日（火）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。 

(2)決定クラスの発表 

日時：4 月 10 日（金） 0：00 
場所：学修支援システムＤＵＥＴ「登録科目一覧」 
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3．クラス・担当者（各クラス定員：35 名程度） 

学修支援システムＤＵＥＴで確認すること。各クラスの授業内容は、シラバスを参照すること。 

 

 

2019 年度生＝2 年次生＝ 
開講校地：京田辺 登録手続不要 

単位数：各１単位 

 

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）。 

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 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。 

(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。CASEC のスコアを見て、レベル変更の可否を判断する。 

(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：0774-65-7517）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」）に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。 

＜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 7 日（火）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。 

 

 (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：「コミュニカティブ・イングリッシュ１・２

の一括登録について」）に回答を要求する形式で送付しているので、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。 
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2．クラス・担当者（各クラス定員：65 名程度） 

学修支援システムＤＵＥＴで確認すること。各クラスの授業内容は、シラバスを参照すること。 

※High Intermediate は 1 年次生用のクラスを登録 

※自分の登録クラスを学修支援システム DUET で確認すること。 

 

 

2018 年度以前生＝3 年次生以上＝ 
開講校地：京田辺 登録手続：ＷＥＢ先行登録 

単位数：各１単位 

 

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。 

 

(2)クラス決定後の変更は一切認めない。なお、春に登録した秋学期開講科目は、秋学期講義開始前に

変更を認める。手続きは秋学期登録要領を確認すること。 

 

2．登録日程 

「外国語教育科目 両校地 WEB 先行登録スケジュール」を確認すること。 

※科目によって受付期間が異なるので、注意すること。また、時間割が重複しないよう十分確認して 

申請すること。 

 

3．クラス・担当者（各クラス定員：65 名程度） 

各募集期間中に学修支援システムＤＵＥＴで確認すること。各クラスの授業内容は、シラバスを参照

すること。 
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アナリティカル・リーディング 1・2 

 

 

 

 

2020 年度生＝1 年次生＝ 
開講校地：京田辺 登録手続不要 

単位数：各１単位 

 

1．登録に関する注意点 

(1)「アナリティカル・リーディング 1・2」は、春学期・秋学期セットで登録される。 

(2)大学が一括して登録する。登録時の手続は不要。自分の登録クラスは学修支援システムＤＵＥＴ「登

録科目一覧」で確認すること。 

(3)今年度「アナリティカル・リーディング 1・2」を登録する意志のない者は、4 月 8 日（水）の１

７時までに文化情報学部事務室に学生証を持参して申し出ること。 

(4)登録されたクラスの変更は一切認めない。なお、春に登録した秋学期開講科目は、秋学期講義開始

前に変更を認める。手続きは秋学期登録要領を確認すること。また、春学期「アナリティカル・リ

ーディング 1・2」の合否に関わらず、秋学期「アナリティカル・リーディング 1・2」を履修でき

る。 

 

2．クラス・担当者（各クラス定員：45 名程度） 

学修支援システムＤＵＥＴで確認すること。登録されたクラスを受講すること。各クラスの授業内容

は、シラバスを参照すること。 

 

※京田辺校地開講クラスの登録を希望する者は、4 月 13 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）まで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。京田辺校地開講クラスの曜講などを参照したい場

合には、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）へ問い合わせること。 

 

2019 年度以前生＝2 年次生以上＝ 
開講校地：京田辺 登録手続：ＷＥＢ先行登録 

単位数：各１単位 

 

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。 

(2)クラス決定後の変更は一切認めない。なお、春に登録した秋学期開講科目は、秋学期講義開始前に

変更を認める。手続きは秋学期登録要領を確認すること。 

 

2．登録日程 

 「外国語教育科目 両校地 WEB 先行登録スケジュール」を確認すること。 

※科目によって受付期間が異なるので、注意すること。また、時間割が重複しないよう十分確認して

－19－



 

申請すること。 

 

 

3．クラス・担当者（各クラス定員：65 名程度） 

各募集期間中に学修支援システムＤＵＥＴで確認すること。各クラスの授業内容は、シラバスを参照

すること。 

 

※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 13 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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イングリッシュ・セミナー1・2 

 

2019 年度生＝2 年次生＝ 
開講校地：京田辺 登録手続：ＷＥＢ先行登録 

単位数：各１単位 

 

1．登録に関する注意点 

(1)「イングリッシュ・セミナー3」の単位を修得した場合、「イングリッシュ・セミナー1・2」は登録

できない。 

(2)「イングリッシュ・セミナー1・2」と「イングリッシュ・セミナー3」の同時登録はできない。 

(3)「イングリッシュ・セミナー1・2」と「イングリッシュ・セミナー3」の両方に登録希望申請し、

「イングリッシュ・セミナー3」に当選した場合、「イングリッシュ・セミナー1・2」は落選する。 

(4)「イングリッシュ・セミナー1・2」は、春学期・秋学期セットで登録される。 

(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。 

(6)クラス決定後の変更は一切認めない。なお、春に登録した秋学期開講科目は、秋学期講義開始前に

変更を認める。手続きは秋学期登録要領を確認すること。また、春学期「イングリッシュ・セミ

ナー1・2」の合否に関わらず、秋学期「イングリッシュ・セミナー1・2」を履修できる。 

 

2．登録日程 

 「外国語教育科目 両校地 WEB 先行登録スケジュール」を確認すること。 

※科目によって受付期間が異なるので、注意すること。また、時間割が重複しないよう十分確認して

申請すること。 

 

3．クラス・担当者・種目（各クラス定員：45 名程度） 

各募集期間中に学修支援システムＤＵＥＴで確認すること。各クラスの授業内容は、シラバスを参照

すること。 

種目は、「人文」「社会」「自然」の 3 種目。 

 

 

2018 年度以前生＝3 年次生以上＝ 
開講校地：京田辺 登録手続：ＷＥＢ先行登録 

単位数：各１単位 

 

1．登録に関する注意点 

(1)「イングリッシュ・セミナー3」の単位を修得した場合、「イングリッシュ・セミナー1・2」は登録

できない。 

(2)「イングリッシュ・セミナー1」または「イングリッシュ・セミナー2」と「イングリッシュ・セミ

ナー3」の同時登録はできない。 

(3)「イングリッシュ・セミナー1」または「イングリッシュ・セミナー2」と「イングリッシュ・セミ

ナー3」の両方に登録希望申請し、「イングリッシュ・セミナー3」に当選した場合、「イングリッ

シュ・セミナー1・2」は落選する。 
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(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。 

(5)クラス決定後の変更は一切認めない。なお、春に登録した秋学期開講科目は、秋学期講義開始前に

変更を認める。手続きは秋学期登録要領を確認すること。 

 

2．登録日程 

 「外国語教育科目 両校地 WEB 先行登録スケジュール」を確認すること。 

※科目によって受付期間が異なるので、注意すること。また、時間割が重複しないよう十分確認して

申請すること。 

 

3．クラス・担当者（各クラス定員：65 名程度） 

各募集期間中に学修支援システムＤＵＥＴで確認すること。各クラスの授業内容は、シラバスを参照

すること。 

 

※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 13 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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イングリッシュ・ワークショップ 1・2 
 

2019 年度生＝2 年次生＝ 
開講校地：京田辺 登録手続：ＷＥＢ先行登録 

単位数：各１単位 

 

1．登録に関する注意点 

(1)「イングリッシュ・ワークショップ 3」の単位を修得した場合、「イングリッシュ・ワークショッ

プ 1・2」は登録できない。 

(2)「イングリッシュ・ワークショップ 1・2」と「イングリッシュ・ワークショップ 3」の同時登録は

できない。 

(3)「イングリッシュ・ワークショップ 1・2」と「イングリッシュ・ワークショップ 3」の両方に登録

希望申請し、「イングリッシュ・ワークショップ 3」に当選した場合、「イングリッシュ・ワークシ

ョップ 1・2」は落選する。 

(4)「イングリッシュ・ワークショップ 1・2」は、春学期・秋学期セットで登録される。 

(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。 

(6)クラス決定後の変更は一切認めない。なお、春に登録した秋学期開講科目は、秋学期講義開始前に

変更を認める。手続きは秋学期登録要領を確認すること。また、春学期「イングリッシュ・ワー

クショップ 1・2」の合否に関わらず、秋学期「イングリッシュ・ワークショップ 1・2」を履修で

きる。 

 

2．登録日程 

 「外国語教育科目 両校地 WEB 先行登録スケジュール」を確認すること。 

※科目によって受付期間が異なるので、注意すること。また、時間割が重複しないよう十分確認して

申請すること。 

 

3．クラス・担当者・種目（各クラス定員：学修支援システムＤＵＥＴ参照） 

各募集期間中に学修支援システムＤＵＥＴで確認すること。各クラスの授業内容は、シラバスを参照 

すること。 

種目は「リスニング」「リーディング」「ライティング」「スピーキング」の 4 種目。 

 

 

 

2018 年度以前生＝3 年次生以上＝ 
開講校地：京田辺 登録手続：ＷＥＢ先行登録 

単位数：各１単位 

 

1．登録に関する注意点 

(1)「イングリッシュ・ワークショップ 3」の単位を修得した場合、「イングリッシュ・ワークショッ

プ 1・2」は登録できない。 

(2)「イングリッシュ・ワークショップ 1」または「イングリッシュ・ワークショップ 2」と「イング

リッシュ・ワークショップ 3」の同時登録はできない。 
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(3)「イングリッシュ・ワークショップ 1」または「イングリッシュ・ワークショップ 2」と「イング

リッシュ・ワークショップ 3」の両方に登録希望申請し、「イングリッシュ・ワークショップ 3」

に当選した場合、「イングリッシュ・ワークショップ 1・2」は落選する。 

(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。 

(5)クラス決定後の変更は一切認めない。なお、春に登録した秋学期開講科目は、秋学期講義開始前に

変更を認める。手続きは秋学期登録要領を確認すること。 

 

2．登録日程 

「外国語教育科目 両校地 WEB 先行登録スケジュール」を確認すること。 

※科目によって受付期間が異なるので、注意すること。また、時間割が重複しないよう十分確認して

申請すること。 

 

3．クラス・担当者（各クラス定員：65 名程度） 

各募集期間中に学修支援システムＤＵＥＴで確認すること。各クラスの授業内容は、シラバスを参照

すること。 

 

※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 13 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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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＝ 
開講校地：京田辺 

登録手続：先行登録 単位数：４単位 

 

1．授業概要 

「イングリッシュ・プラクティクム 1」は、1・2 年次生を対象とした週 2 回集中型の科目である。 

授業はすべて英語で行われ、異文化理解に必須の高度な英語 4 技能の養成、留学に必要な語学力の養 

成を目指す。 

 

2．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。なお、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、京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）まで問い合わせること。 

 ①TOEFL ITP® テスト 470 点以上 519 点以下 

②TOEFL iBT® テスト 52 点以上 67 点以下（「Test Date スコア」のみ可。「MyBest ™スコア」は認めない。） 

③TOEIC® LISTENING AND READING テスト、 

TOEIC® LISTENING AND READING テスト (IP) 550 点以上 649 点以下 

④英検 準 1 級以上 

⑤IELTSＴＭ Overall band score 5 以上 5.5 未満 

⑥CASEC 610 点以上 679 点以下 

 

※TOEFL、TOEFL ITP、TOEFL iBT および TOEIC 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。 

 

3．選考方法及び登録日程 

 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 8 日（水）11：00 

京田辺校地開講クラス：4 月 1 日（水）10：00～4 月 8 日（水）14：00 

 

 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
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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。 

③希望クラスは、第 3 希望まで選択できる。 

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 メッセージに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 7 日（火）10：30 の期間に自宅等のパソコンで受験すること。 

⑤秋学期開講前にも、定員を満たしていない秋学期開講クラスの追加登録を受け付ける。詳細は秋

学期登録要領を参照すること。なお、資格証明書類のコピーは 9 月中旬までに用意しておく必要

があるため、受験日時に注意すること。 

 

＜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 8 日（水）11：00 

京田辺校地開講クラス：4 月 1 日（水）10：00～4 月 8 日（水）14：00 

 

4．登録手続 

(1)決定者は、大学が一括登録するので、一般登録時の手続は不要。決定者発表の翌日以降に時間割 

 重複等の登録エラーがないか学修支援システムＤＵＥＴを確認すること。 

(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 メッセージに回答を要求する形式で送付する（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 

・アナリティカル・リーディング 1・2 

・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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②受付日時・場所 

窓口での受付は実施しない。 

 

 

5．クラス・担当者（各クラス定員：20 名） 

次表のとおりである。各クラスの授業内容は、シラバスを参照すること。 

 

クラス・担当者表（○印は春学期開講、△印は秋学期開講） 

校地 学期 科目 クラス 曜講 担当者 

京田辺 ○ ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ１ 1 月５・木５ Wilmer Cameron Romney 

京田辺 ○ ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ１ 2 水４・金４ Dana John LINGLEY 

京田辺 ○ ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ１ 3 月４・金１ Edward Ogle HEARN 

京田辺 △ ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ１ 4 月３・金１ 未定 
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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 

 

2020・2019 年度生 

＝1・2 年次生＝ 

開講校地：京田辺 

登録手続：先行登録 単位数：各４単位 

 

1．授業概要 

「イングリッシュ・プラクティクム 2」および「プレ・イングリッシュ・プラクティクム」は 1・2 

年次生を対象とした週 2 回集中型の科目である。授業はすべて英語で行われる。 

「イングリッシュ・プラクティクム 2」は、留学に必要な語学力の養成を目指して、「イングリッシュ・ 

プラクティクム 1」よりもさらに高度なレベルでの異文化理解に必須の 4 技能向上のための訓練を行 

う。 

「プレ・イングリッシュ・プラクティクム」は、「イングリッシュ・プラクティクム 1」「イングリッ 

シュ・プラクティクム 2」の準備クラスとして、特にリスニング・スピーキング能力の向上を意識し

た訓練を行う。 

 

2．登録資格 

各科目について、下記のいずれかの資格を満たしておく必要がある。なお、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、京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）まで問

い合わせること。 

(1) 「イングリッシュ・プラクティクム 2」（留学準備） 

①TOEFL ITP® テスト 520 点以上 

②TOEFL iBT® テスト 68 点以上（「Test Date スコア」のみ可。「MyBest ™スコア」は認めない。） 

③TOEIC® LISTENING AND READING テスト、 

TOEIC® LISTENING AND READING テスト (IP) 650 点以上 

④IELTSTM Overall band score 5.5 以上 

⑤CASEC 680 点以上 

 

(2)「プレ・イングリッシュ・プラクティクム」 

①TOEFL ITP® テスト 420 点－470 点程度 

②TOEFL iBT® テスト 36 点－52 点程度（「Test Date スコア」のみ可。「MyBest ™スコア」は認めない。） 

③TOEIC® LISTENING AND READING テスト、 

TOEIC® LISTENING AND READING テスト (IP) 470 点－550 点程度 

④TOEIC Bridge® テスト、TOEIC Bridge® テスト (IP) 150 点－158 点程度 

⑤英検 2 級 

⑥IELTSTM Overall band score 4－4.5 程度 

⑦CASEC 550 点－610 点程度  

 

※TOEFL、TOEFL ITP、TOEFL iBT および TOEIC 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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3．説明会および選考方法 

(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】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。 

②秋学期開講前にも説明会と選考を実施し、定員を満たしていない秋学期開講クラスの追加登録を

受け付ける。詳細は秋学期登録要領を参照すること。なお、資格証明書類のコピーは 9 月中旬ま

でに用意しておく必要があるため、受験日時に注意すること。 

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。 

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 7 日（火）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。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。 

 

 

－31－



 

(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。 

4．登録手続 

(1)選考合格者は、大学が一括登録するので、登録時の手続は不要。決定者発表の翌日以降に時間割 

 重複等の登録エラーがないか学修支援システムＤＵＥＴを確認すること。 

(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 

・アナリティカル・リーディング 1・2 

・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） 

②受付日時・場所 

窓口での受付は実施しない。 
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5．クラス・担当者（各クラス定員：イングリッシュ・プラクティクム 2 20 名、 

                 プレ・イングリッシュ・プラクティクム 25 名） 

次表のとおりである。各クラスの授業内容は、シラバスを参照すること。 

 

クラス・担当者表（○印は春学期開講、△印は秋学期開講） 

イングリッシュプラクティクム 

校地 学期 科目 クラス 曜講 担当者 

京田辺 △ ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ２ 1 月４・木５ Dana John LINGLEY 

京田辺 △ ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ２ 2 火５・木４ Dana John LINGLEY 

 

プレ・イングリッシュプラクティクム 

校地 学期 科目 クラス 曜講 担当者 

京田辺 △ ﾌﾟﾚ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｸﾑ 1 月４・金３ 本間 三恵子 
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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

2019 年度以前生＝2 年次生以上＝ 
開講校地：京田辺

登録手続：先行登録 単位数：各２単位

1．授業概要

「アカデミック・イングリッシュ A・B」および「プロフェッショナル・イングリッシュ A・B」は、 

2 年次生以上を対象とした週 2 回集中型の中・上級者向けの科目である。授業はすべて英語で行われ、

それぞれ A が上級レベル、B が中級レベルである。

「アカデミック・イングリッシュ A・B」は、英語を用いた授業を通して、論理的・批判的な思考に

基づく英文の内容理解とスキル上達を目指す。

「プロフェッショナル・イングリッシュ A・B」は、社会の現場で実際に役立つ英語の基本的スキル

習得を目指す。

2．登録資格 

各科目について、下記のいずれかの資格を満たしておく必要がある。なお、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、京田辺キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口）まで問

い合わせること。

(1)「アカデミック・イングリッシュ A」「プロフェッショナル・イングリッシュ A」

①TOEFL ITP® テスト 500 点以上

②TOEFL iBT® テスト 61 点以上（「Test Date スコア」のみ可。「MyBest ™ スコア」は認めない。）

③TOEIC® LISTENING AND READING テスト、

TOEIC® LISTENING AND READING テスト (IP) 630 点以上

④IELTSTM Overall band score 5 以上

⑤CASEC 660 点以上

⑥「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」の 4 科目の GPA が 3．4 以上 ※

(2)「アカデミック・イングリッシュ B」「プロフェッショナル・イングリッシュ B」

①TOEFL ITP® テスト 450 点以上

②TOEFL iBT® テスト 45 点以上（「Test Date スコア」のみ可。「MyBest ™ スコア」は認めない。）

③TOEIC® LISTENING AND READING テスト、

TOEIC® LISTENING AND READING テスト (IP) 500 点以上

④TOEIC Bridge® テスト、TOEIC Bridge® テスト (IP) 153 点以上

⑤IELTSTM Overall band score 4.5 以上

⑥CASEC 570 点以上

⑦「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」の 4 科目の GPA が 3．0 以上 ※
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※GPA は F 評価も含めて算出する。ただし、F 評価であった科目を再履修して D 評価以上を得た場

合には、直近の F 評価を新たな評価に書き換えて算出する。なお、GPA については、履修要項や

ホームページ（https://www.doshisha.ac.jp/students/curriculum/gpa/since2004.html）を参照して

確認すること。

※TOEFL、TOEFL ITP、TOEFL iBT および TOEIC 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。

3．説明会および選考方法 

(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。

②秋学期開講前にも説明会と選考を実施し、定員を満たしていない秋学期開講クラスの追加登録を

受け付ける。詳細は秋学期登録要領を参照すること。資格証明書類のコピーは 9 月中旬までに用

意しておく必要があるため、受験日時に注意すること。

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。

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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＜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。

4．登録手続 

(1)選考合格者は、大学が一括登録するので、登録時の手続は不要。決定者発表の翌日以降に時間割

重複等の登録エラーがないか学修支援システムＤＵＥＴを確認すること。

(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

・アナリティカル・リーディング 1・2

・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）

②受付日時・場所

窓口での受付は実施しない。

5．クラス・担当者（各クラス定員：20 名） 

次表のとおりである。各クラスの授業内容は、シラバスを参照すること。
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クラス・担当者表（○印は春学期開講、△印は秋学期開講）

アカデミック・イングリッシュ

校地 学期 科目 クラス 曜講 担当者 

京田辺 ○ ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ A 1 月３・水２ FOONG FOO WAH 

京田辺 △ ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ B 1 月４・水１ FOONG FOO WAH 

プロフェッショナル・イングリッシュ

校地 学期 科目 クラス 曜講 担当者 

京田辺 ○ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ A 1 火３・木３ 平岩 葉子 

京田辺 ○ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ B 1 月３・火２ 戸田 就介 

京田辺 △ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ B 2 月３・火２ 戸田 就介 
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現代地域事情・上級講読（英語圏）1・2 

2018 年度以前生＝3 年次生以上＝ 
開講校地：今出川 登録手続：一般登録 

単位数：各２単位 

1．登録資格

下記(1)~(4)のいずれかの条件を満たしておく必要がある。

(1)下記①～④をすべて単位修得済みであること。

①「コミュニカティブ・イングリッシュ 1・2」

②「アナリティカル・リーディング 1・2」

③「イングリッシュ・セミナー1・2 または 3」

④「イングリッシュ・ワークショップ 1・2 または 3」

(2)「イングリッシュ・プラクティクム 1 または 2」を単位修得済みであること。

(3)「アカデミック・イングリッシュＡまたはＢ」、「プロフェッショナル・イングリッシュＡまたはＢ」

のいずれかを単位修得済みであること。

(4)「セメスタープログラム・英語Ⅰ・Ⅱ」を単位修得済みであること。

2．登録手続 

希望クラスを一般登録すること。 

3．クラス・担当者（各クラス定員：30 名程度） 

次表のとおりである。各クラスの授業内容は、シラバスを参照すること。 

クラス・担当者表（○印は春学期開講、△印は秋学期開講）

校地 学期 科目 クラス 曜講 担当者 

今出川 ○ 現代地域事情・上級講読(英語圏）1 51 水３ 細川  祐子 

今出川 ○ 現代地域事情・上級講読(英語圏）1 52 木２ 杉山 潤 

校地 学期 科目 クラス 曜講 担当者 

今出川 △ 現代地域事情・上級講読(英語圏）2 51 水３ 細川  祐子 

今出川 △ 現代地域事情・上級講読(英語圏）2 52 木２ 杉山 潤 
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サマープログラム・英語Ａ・Ｂ・Ｃ 

 
開講校地：京田辺・今出川 登録手続：先行登録 

単位数：英語Ａ ４単位 英語Ｂ ３単位 英語Ｃ ２単位 
 

1．授業概要 

サマープログラムは、夏期休暇中に現地での集中的語学研修（約 3～5 週間）に参加し、英語の実践能

力を養成するとともに、現地での生活体験をとおして異文化に対する理解を深め、国際感覚を養うこと

を目的とします。 
 

2．登録に関する注意点 

(1)サマープログラムは春学期科目だが、春学期末には成績付与されない（春学期成績通知日には成績は

「保留」となる）。成績公表は秋学期成績通知日となる。そのため、再修生で 9 月卒業予定者は、登録

することができない。再修生で登録を希望する者は、出願時に文化情報学部事務室に相談すること。  

(2)春学期中に事前授業があるため、該当の曜日講時には他の授業は登録できない。事前授業が実施され

る校地と別校地において二校地間移動不可となる場合も同様。また、現地研修期間が重複する他の授

業も登録することはできない（出願時に併願することも不可）。 

(3)複数のサマープログラムを同一年度に登録することはできない。 

(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。 

(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 (6)サマープログラ

ムに参加が決定した者は、2020 年度春学期科目として、大学が一括して登録する。登録時の手続は不

要。一括登録により登録エラーが生じた場合は、春学期の履修中止受付期間中に文化情報学部事務室

にてエラー修正を受け付ける。 

 

3．クラス・担当者 

次表のとおりである。各プログラムの内容については、シラバスを参照すること。 

2020 年度 春学期開講 クラス・担当者表 

学期 科目 ｸﾗｽ 担当者 研修先 定員 
最少 

催行人数 

事前授業 

曜講 校地 

○ ｻﾏｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･英語 A 1 Felicity GREENLAND ﾖｰｸ大学 イギリス 約 24 名 12 名 春学期：火６ 今出川 

○ ｻﾏｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･英語 A 2 﨑田 智子 ﾃﾞｨｰｷﾝ大学 オーストラリア 約 20 名 10 名 春学期：火６・７ 今出川 

○ ｻﾏｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･英語 A 6 河原 大輔 ｾﾌﾞ医科大学 フィリピン 約 30 名 15 名 春学期：月６ 京田辺 

○ ｻﾏｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･英語 A 7 神崎 舞 ﾄﾝﾌﾟｿﾝ・ﾘﾊﾞｰｽﾞ大学 カナダ 約 30 名 12 名 春学期：木６ 今出川 

○ ｻﾏｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･英語 B 2 肥後本 芳男 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大学ﾃﾞｰﾋﾞｽ校 アメリカ 約 25 名 10 名 春学期：火６ 今出川 

○ ｻﾏｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･英語 B 3 Aysun UYAR ｺｰｸ・ｶﾚｯｼﾞ大学 アイルランド 約 15 名 1 名 春学期：土３・４ 今出川 

○ ｻﾏｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･英語 B 4 山本 妙 ﾛﾝﾄﾞﾝ芸術大学 イギリス 約 20 名 10 名 春学期：土４ 今出川 

○ ｻﾏｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･英語 C 1 二村 太郎 ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ大学 イギリス 約 35 名 32 名 春学期：水６ 今出川 

○ ｻﾏｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ･英語 C 2 Cameron ROMNEY ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大学ｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞ校 アメリカ 約 30 名 15 名 春学期：土３・４ 京田辺 
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4．2020 年度サマープログラム 募集・選考日程 

(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 20 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 20 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 22 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 

 

(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 
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Intensive Courses for TOEFL（Practice）・（Tutorial） 

２０２０年度生＝１年次生＝ 
開講校地：京田辺・今出川 

登録手続：ＷＥＢ先行登録 単位数：各１単位 

１．授業概要

「Intensive Courses for TOEFL」（以下「I.C.T.」）は TOEFL®テストのスコアアップと

留学準備のための科目であり、高度な外国語運用能力修得を目指している。特に留学希望

者は履修することが望ましい。

TOEFL ITP®テスト対策を行う「I.C.T.（Practice）」と TOEFL iBT®テスト対策を行う

「I.C.T.（Tutorial）」の 2 科目を同学期にセットで履修する。 

２．履修に関する注意点

（１）登録資格は設けていないが、以下のレベルを目安に講義を行う（ただし、一部上級

クラスを設定。上級クラスについては、２．履修に関する注意点（２）を参照のこ

と）。

TOEFL ITP®テスト 470 点以上 500 点未満 
TOEFL iBT®テスト 51 点以上～61 点未満 

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

CASEC 615 点以上 690 点未満 
TOEIC®L&R テスト、 
TOEIC®L&R IP テスト 

570 点以上 710 点未満 

実用英語技能検定 2 級程度 
IELTS™ 5.5 以上～6 未満 

※TOEFL、TOEFL iBT、TOEFL ITP 及び TOEIC はエジュケーショナル・テスティング・サービス

（ETS）の登録商標です

※「L&R」は「LISTENING AND READING」の短縮形です。

（２）一部のクラスは、以下に示す基準のうちのいずれかを満たしている、もしくは同等

のレベルを有する学生に向けての上級クラスとする。登録に際し、レベルの証明は

求めないが、以下の基準を満たしているか確認すること（受講後のクラス変更は認

めない）。

TOEFL ITP®テスト 500 点以上 
TOEFL iBT®テスト 61 点以上 

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

CASEC 690 点以上 
TOEIC®L&R テスト、 
TOEIC®L&R IP テスト 

710 点以上 

実用英語技能検定 2 級以上 
IELTS™ 6 以上 

（３）受講者は学期後半の指定日（春学期：7 月 11 日（土）、秋学期：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）。

（４）成績評価は「合格」「不合格」で表し、GPA 算出の対象にはならない。
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（５）不合格および履修中止の場合、再履修はできない。

３．登録に関する注意点 

（１）「I.C.T.（Practice）」と「I.C.T.（Tutorial）」の 2 科目同クラスがセットで登録され

る。

（２）1 次募集では、登録申請・決定者発表とも、学修支援システム DUET で行う。

※DUET 上では、「3 次募集」と表示されるが、初回の募集となる。

（３）1 次募集で定員 20 名を超えた場合は、抽選で登録者を決定する。

（４）抽選後、定員を満たしていないクラスは、DUET で 2 回目の募集を行う。この募集

が、最終募集となる。

※DUET 上では、「4 次募集」と表示されるが、2 回目の募集となる。

秋学期開講クラスについては、定員を満たしていないクラスに限り、秋学期登録

変更期間にも追加登録を受け付ける。詳細は秋学期登録要領を確認すること。

（５）最終募集（4 次募集）では、定員を満たしていないクラスがある場合、異なる対象

年次のクラスについても登録を認める。

（６）登録したクラスの変更や、履修中止手続期間以外での履修中止は一切認めない。た

だし、学部必修科目等と重複した場合は、登録削除のみを認める。クラス変更は認

めない。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。

なお、春学期に登録した秋学期開講クラスについては、秋学期講義開始前の外国語

登録変更期間にも変更を認める。変更および履修中止は、必ず 2 科目セットで行う

こと。

（７）登録が決定した者は、以下の科目を登録削除することができる（ただし、最終募集

での決定者は除く）。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る（タイトル：「I.C.T.の登録について」）。

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。

【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」 

・「アナリティカル・リーディング１・２」 

【受付日時・場所】

窓口での受付は実施しない。

４．登録日程

「外国語教育科目 両校地 WEB 先行登録スケジュール」を確認すること。 
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５．クラス・担当者（各クラス定員：20 名、○印は春学期開講、△印は秋学期開講） 
各クラスの授業内容は、必ずシラバスを参照すること。

【通常クラス】

校地 期間 クラス
I.C.T.(Practice) I.C.T.(Tutorial)

曜講 担当者 曜講 担当者

京田辺 ○ 001 月 4 藤本 裕子 金 4 綱井 勇吾

京田辺 ○ 002 火 5 小林 英雄 金 2 綱井 勇吾

京田辺 △ 005 月 4 藤本 裕子 木 3 綱井 勇吾

京田辺 △ 006 火 5 小林 英雄 金 5 綱井 勇吾

今出川 ○ 051 水 5 櫃本 一美 月 1 綱井 勇吾

今出川 ○ 052 木 2 阿部 瞳 金 3 内山 八郎

今出川 ○ 053 木 5 内山 八郎 火 2 阿部 瞳

今出川 ○ 054 水 5 山﨑 美保 月 3 綱井 勇吾

今出川 ○ 055 水 4 櫃本 一美 月 4 綱井 勇吾

今出川 ○ 056 月 5 内山 八郎 水 4 山﨑 美保

今出川 ○ 057 木 1 阿部 瞳 水 2 内山 八郎

今出川 ○ 058 火 5 下村 冬彦 木 1 内山 八郎

今出川 △ 066 月 1 内山 八郎 水 5 山﨑 美保

今出川 △ 067 金 5 内山 八郎 月 2 Georgios GEORGIOU 

今出川 △ 068 火 5 下村 冬彦 木 4 内山 八郎

今出川 △ 069 水 2 櫃本 一美 金 3 内山 八郎

今出川 △ 070 木 5 内山 八郎 火 2 阿部 瞳

【上級クラス】

校地 期間 クラス
I.C.T.(Practice) I.C.T.(Tutorial)

曜講 担当者 曜講 担当者

今出川 ○ 059 水 4 綱井 勇吾 金 5 Georgios GEORGIOU 

今出川 ○ 060 金 1 内山 八郎 月 5 Georgios GEORGIOU 

今出川 ○ 061 月 4 Georgios GEORGIOU 金 5 内山 八郎

今出川 △ 071 火 5 綱井 勇吾 金 5 Georgios GEORGIOU 

今出川 △ 072 水 4 山﨑 美保 月 1 Georgios GEORGIOU 
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Intensive Courses for TOEFL（Practice）・（Tutorial） 

２０１３～２０１９年度生 

＝２年次生以上＝ 

開講校地：京田辺・今出川 

登録手続：ＷＥＢ先行登録 単位数：各１単位 

１．授業概要

「Intensive Courses for TOEFL」（以下「I.C.T.」）は TOEFL®テストのスコアアップと

留学準備のための科目であり、高度な外国語運用能力修得を目指している。特に留学希望

者は履修することが望ましい。

TOEFL ITP®テスト対策を行う「I.C.T.（Practice）」と TOEFL iBT®テスト対策を行う

「I.C.T.（Tutorial）」の 2 科目を同学期にセットで履修する。 

２．履修に関する注意点

（１）登録資格は設けていないが、以下のレベルを目安に講義を行う（ただし、一部上級

クラスを設定。上級クラスについては、２．履修に関する注意点（２）を参照のこ

と）。

TOEFL ITP®テスト 470 点以上 500 点未満 
TOEFL iBT®テスト 51 点以上～61 点未満 

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

CASEC 615 点以上 690 点未満 
TOEIC®L&R テスト、 
TOEIC®L&R IP テスト 

570 点以上 710 点未満 

実用英語技能検定 2 級程度 
IELTS™ 5.5 以上～6 未満 

※TOEFL、TOEFL iBT、TOEFL ITP 及び TOEIC はエジュケーショナル・テスティング・サービス

（ETS）の登録商標です

※「L&R」は「LISTENING AND READING」の短縮形です。

（２）一部のクラスは、以下に示す基準のうちのいずれかを満たしている、もしくは同等

のレベルを有する学生に向けての上級クラスとする。登録に際し、レベルの証明は

求めないが、以下の基準を満たしているか確認すること（受講後のクラス変更は認

めない）。

TOEFL ITP®テスト 500 点以上 
TOEFL iBT®テスト 61 点以上 

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

CASEC 690 点以上 
TOEIC®L&R テスト、 
TOEIC®L&R IP テスト 

710 点以上 

実用英語技能検定 2 級以上 
IELTS™ 6 以上 

（３）受講者は学期後半の指定日（春学期：7 月 11 日（土）、秋学期：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）。

（４）成績評価は「合格」「不合格」で表し、GPA 算出の対象にはならない。

（５）不合格および履修中止の場合、再履修はできない。
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（６）2013 年度以降生のみ履修可能で、2012 年度以前生は履修できない。

３．登録に関する注意点

（１）「I.C.T.（Practice）」と「I.C.T.（Tutorial）」の 2 科目同クラスがセットで登録され

る。

（２）1 次募集は、登録申請・決定者発表とも、学修支援システム DUET で行う。

希望者が定員 20 名を超えた場合は、抽選で登録者を決定する。

（３）抽選後、定員を満たしていないクラスは、2 次募集を行う。

2 次募集は 1 次募集と同様に、登録申請・決定者発表とも、学修支援システム

DUET で行い、希望者が定員 20 名を超えた場合は、抽選で登録者を決定する。

（４）2 次募集後も、定員を満たしていないクラスは、DUET で 3 回目の募集を行う。こ

の募集が、最終募集となる。

※DUET 上では、「4 次募集」と表示されるが 3 回目の募集となる。秋学期開講ク

ラスについては、定員を満たしていないクラスに限り、秋学期登録変更期間にも追

加登録を受け付ける。詳細は秋学期登録要領を確認すること。

（５）最終募集（4 次募集）では、定員を満たしていないクラスがある場合、異なる対象

年次のクラスについても登録を認める。

（６）登録したクラスの変更や、履修中止手続期間以外での履修中止は一切認めない。た

だし、学部必修科目等と重複した場合は、登録削除のみを認める。クラス変更は認

めない。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。

なお、春学期に登録した秋学期開講クラスについては、秋学期講義開始前の外国語

登録変更期間にも変更を認める。変更および履修中止は、必ず 2 科目セットで行う

こと。

（７）登録が決定した者（ただし、最終募集での決定者は除く）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る（タイトル：「I.C.T.の登録について」）。

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。

【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」

・「アナリティカル・リーディング１・２」

・「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」

【受付日時・場所】

窓口での受付は実施しない。

４．登録日程

「外国語教育科目 両校地 WEB 先行登録スケジュール」を確認すること。 
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５．クラス・担当者（各クラス定員：20 名、○印は春学期開講、△印は秋学期開講） 
各クラスの授業内容は、シラバスを参照すること。 

【通常クラス】 

校地 期間 クラス
I.C.T.(Practice) I.C.T.(Tutorial)

曜講 担当者 曜講 担当者

京田辺 ○ 003 火 4 小林 英雄 木 4 綱井 勇吾

京田辺 ○ 004 木 3 綱井 勇吾 月 3 藤本 裕子

京田辺 △ 007 火 4 小林 英雄 木 2 綱井 勇吾

京田辺 △ 008 水 4 綱井 勇吾 月 3 藤本 裕子

今出川 ○ 062 水 2 綱井 勇吾 金 4 Georgios GEORGIOU 

今出川 ○ 063 月 1 内山 八郎 木 3 内山 八郎

今出川 ○ 064 水 3 綱井 勇吾 火 3 阿部 瞳

今出川 △ 073 金 4 Georgios GEORGIOU 火 1 阿部 瞳

今出川 △ 074 水 1 櫃本 一美 火 4 綱井 勇吾

今出川 △ 075 火 3 阿部 瞳 木 2 内山 八郎

【上級クラス】 

校地 期間 クラス
I.C.T.(Practice) I.C.T.(Tutorial)

曜講 担当者 曜講 担当者

今出川 ○ 065 水 1 内山 八郎 火 1 阿部 瞳
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