
 

 英語以外の外国語  
 

 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 各入門Ⅰ・Ⅱ 
 
 

2020 年度生＝1 年次生＝ 
開講校地：京田辺 登録手続：ＷＥＢ先行登録   

単位数：各２単位 

 

1．登録に関する注意点 

(1)「入門Ⅰ・Ⅱ」のローマ数字は、グレードを表す。これは、「Ⅰに合格しなければⅡに進めない」と

いう意味である。それぞれ、週 2 回の授業を行う。 

(2)同一外国語の「入門Ⅰ・Ⅱ」と「インテンシヴⅠ・Ⅱ」の同時登録はできない。 

(3)同一外国語の「入門Ⅰ・Ⅱ」と「インテンシヴⅠ・Ⅱ」の両方に登録希望申請し、「インテンシヴⅠ・ 

Ⅱ」に当選した場合、「入門Ⅰ・Ⅱ」が落選する。 

(4)「入門Ⅰ・Ⅱ」の単位を修得すると、同一外国語の「インテンシヴⅠ・Ⅱ」を登録することができな 

い。ただし、「入門Ⅰ」の単位修得後、「インテンシヴⅡ」にコース変更することはできる。 

詳細は、秋学期登録要領を確認すること。 

(5) 帰国生等で既習の外国語の登録を希望する者は、4 月 2 日（木）の質問受付、もしくは 4 月 4 日（月）

の京田辺校地登録相談に必ず参加し、教員の面談を受けること。 

(7)「入門Ⅰ」（春学期）・「入門Ⅱ」（秋学期）セットで登録される。 

(8)1 次募集は、希望受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴにて行う。 

希望する外国語を必ず第 5 希望まで選択し、申請すること。なお、学修支援システムＤＵＥＴ上では

「先行登録」の「複数科目をまとめて抽選するもの」に、全ての語部をまとめて「ドイツ・フランス・

中国・スペイン・ロシア・コリア語入門」と表示されている。「ドイツ語入門Ⅰ･Ⅱ」など、各外国語

ごとには表示されていないため、申請の際には十分注意すること。また、決定者発表の際は、当選し

た外国語の種類だけでなく、クラス番号も確認すること。 

(9)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。 

 

 

3．春学期開講「入門Ⅰ」のクラス・担当者（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。 

 

 

4．秋学期開講「入門Ⅱ」のクラス・担当者 
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「入門Ⅰ・Ⅱ」はセット登録のため、春の登録段階で秋学期の「入門Ⅱ」も登録される。後日ダウンロ

ードできる「登録科目確認表」では、「入門Ⅱ」は 800 番台の仮クラスに登録され、担当者欄は未定と

なっている。 

 

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２単位 
 
1．登録に関する注意点 

(1)同一外国語の「入門Ⅰ・Ⅱ」と「インテンシヴⅠ・Ⅱ」は、同時登録することができない。 

(2)「インテンシヴⅠ・Ⅱ」の単位修得済みの者は、同一外国語の「入門Ⅰ・Ⅱ」を登録することがで 

きない。ただし、「インテンシヴⅠ」の単位修得後、「入門Ⅱ」にコース変更することはできる。 

詳細は、秋学期登録要領を確認すること。 

(3)1～3 次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴにて行う。 

(4)春学期「入門Ⅰ」と秋学期「入門Ⅱ」はセット登録ではないので、それぞれの科目の手続きを行うこ

と。その際、春学期「入門Ⅰ」と秋学期「入門Ⅱ」のクラスが同一である必要はない。 

(5)2018 年度以前生で、春学期「入門Ⅱ」とあわせて秋学期「応用」を登録する場合、《「応用」  2018

年度以前生＝3 年次生以上＝》を参照し、必要な手続をとること。 

(7)「入門 I」で 2 つ以上の外国語に登録希望申請した場合、各外国語で抽選が行われるため複数当選の

可能性がある。当選したすべての外国語を登録することになるので、申請時に十分注意すること。 

(8)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：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。 

 

～秋学期開講前の「入門Ⅱ」登録手続について～ 
 

春学期「入門Ⅰ」の合否によって、秋学期開講前の登録手続が異なる。 
 

(1)合格の場合 
大学が「入門Ⅱ」を一括登録するので、手続は不要。成績通知日以降、学修支援システム DUET 「登録科目一覧」で、

秋学期「入門Ⅱ」のクラス・担当者を確認すること。春学期「入門Ⅰ」のクラス・担当者とは異なる場合があるので、注

意すること。 
 

＊春学期「入門Ⅰ」に合格し、秋学期から「インテンシヴⅡ」への変更を希望する者は、秋学期登録要領を参照の上、学

修支援システム DUET より手続きすること。 
 

(2)不合格の場合 
9 月下旬に、秋学期「入門Ⅰ」の先行登録手続が必要となる。詳細は秋学期登録要領を参照すること。なお、春に登録し

た秋学期「入門Ⅱ」は、大学が一括して登録を削除する。 
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※1 年次生対象の「入門Ⅰ」の京田辺校地開講クラスの登録を希望する者は、4 月 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。 

 

～秋学期開講前の登録手続について～ 
 

 (1)春学期「入門Ⅱ」を登録した者 
 ①合格の場合 

   9 月下旬に、秋学期「応用」の先行登録手続を行うことができる。 
または、2018 年度以前生で春の先行登録時に秋学期「応用」を登録した場合、春に先行登録した 
秋学期「応用」をそのまま受講する。 

 
  ②不合格の場合 
   9 月下旬に、秋学期「入門Ⅱ」の先行登録手続が必要となる。 
 
  ①・②いずれの場合も、春学期と秋学期の科目は同一の曜日・講時である必要はない。 
 
 (2)春学期「入門Ⅰ」を登録した者 
  ①合格の場合 
   9 月下旬に、秋学期「入門Ⅱ」の先行登録手続が必要となる。 

または、春に先行登録した秋学期「入門Ⅱ」をそのまま受講する。 
 
  ②不合格の場合 
   9 月下旬に、秋学期「入門Ⅰ」の先行登録手続が必要となる。 

春学期と秋学期の「入門Ⅰ」は同一の曜日・講時である必要はない。 
   なお、春に先行登録した秋学期「入門Ⅱ」は、大学が一括して登録を削除する。 
 
＊（1）（2）共に、詳細は秋学期登録要領を参照すること。 
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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 各インテンシヴⅠ・Ⅱ  

 
 

  全年度生 

開講校地：京田辺 

登録手続：ＷＥＢ先行登録 

単位数：各３単位 

 

1．登録に関する注意点 

(1)「インテンシヴⅠ・Ⅱ」は、週 3 回の授業を行う。 

(2)同一外国語の「インテンシヴⅠ・Ⅱ」と「入門Ⅰ・Ⅱ」の同時登録はできない。 

(3)1 年次生は、同一外国語の「入門Ⅰ・Ⅱ」と「インテンシヴⅠ・Ⅱ」の両方に登録希望申請し、「インテ

ンシヴⅠ・Ⅱ」に当選した場合、「入門Ⅰ・Ⅱ」が落選する。 

(4)「入門Ⅰ・Ⅱ」の単位を修得すると、同一外国語の「インテンシヴⅠ・Ⅱ」を登録することができない。 

ただし、「入門Ⅰ」の単位修得後、「インテンシヴⅡ」にコース変更することはできる。 

手続きに関しては、秋学期登録要領を確認すること。 

(5) 帰国生等で既習の外国語の登録を希望する者は、4 月 2 日（木）の質問受付、もしくは 4 月 4 日（土）

の登録相談に必ず参加し、教員の面談を受けること。 

(6)「インテンシヴⅠ」（春学期）・「インテンシヴⅡ」（秋学期）セットで登録される。 

(7)1 次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴにて行う。 

(8)必修科目等との時間割重複のため、やむを得ず春・秋別クラスの登録を希望する者は、4 月 13 日（月）

の 10：00～11：30 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。 

(9)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。 

(10)「インテンシヴⅡ」のみの登録を希望する場合は、秋学期に登録手続きをすること。詳細は秋学期登

録要領にて確認すること。 

(11)「インテンシヴⅠ・Ⅱ」を 2 つ以上の外国語を登録希望申請した場合、各外国語で抽選が行われるた

め複数当選の可能性がある。当選したすべての外国語を登録することになるため、十分注意すること。 

 

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。 

 

 

 

3．クラス・担当者（各クラス定員：30 名） 

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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～秋学期開講前の「インテンシヴⅡ」登録手続について～ 

 

春学期「インテンシヴⅠ」の合否によって、秋学期開講前の登録手続が異なる。 

 
(1)合格の場合  

登録手続は不要。春に先行登録した秋学期「インテンシヴⅡ」を受講できる。 
 

(2)不合格の場合 

9 月下旬に「入門Ⅰ」の先行登録手続が必要となる（秋学期には「インテンシヴⅠ」の再履修クラスは開講し

ない）。詳細は秋学期登録要領を参照すること。なお、春に登録した秋学期「インテンシヴⅡ」は、大学が一

括して登録を削除する。 
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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 各応用 1～4 

 

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)同一外国語の「応用 1～4」と「インテンシヴⅢ・Ⅳ」の同時登録はできない。 

(2)「インテンシヴⅢ・Ⅳ」のどちらか 1 科目でも単位修得済みの場合、同一外国語の「応用 1～4」

を原則登録することができない。詳細は後述の「コース変更について」を参照。 

(3)同一外国語の「応用 1～4」と「インテンシヴⅢ・Ⅳ」の両方に登録希望申請し、「インテンシヴⅢ・

Ⅳ」に当選した場合、「応用 1～4」は落選する。 

(4)同一外国語の「入門Ⅱ」または「インテンシヴⅡ」の単位を修得済みであること。 

(5)フランス語は、「応用 1・3」と「応用 2・4」のいずれかしか申請しない場合、まず「応用 1・3」

を履修すること。「応用 1」では、「入門Ⅰ・Ⅱ」に引き続き、文法の基礎を学習する。 

(6)「応用 1（春学期）・応用 3（秋学期）」と「応用 2（春学期）・応用 4（秋学期）」は、それぞれ 

春学期・秋学期セットで登録される。 

(7)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。 

なお、「応用 1・3」と「応用 2・4」のクラス番号は、同一である必要はない。 

(8)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「応用 1・2」の合否に関わ

らず、春に登録した秋学期「応用 3・4」を履修できる。 

(9)春学期「応用 1」「応用 2」に合格し、秋学期から「インテンシヴⅣ」への変更を希望する者は、 

後述の「コース変更について」と、秋学期登録要領を参照し、必要な手続をとること。 

 

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：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。 
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コース変更について 

 

≪インテンシヴコース → レギュラー（応用）コース≫ 

 過学期に「インテンシヴⅢ・Ⅳ」を登録したことがある者は、原則「応用 1～4」へのコース変更は認めない。 

ただし、以下の対象者は、学生証と学修支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割表・成績通知書を必ず持参のう

え、登録を希望する応用クラスの開講校地の登録相談に出席すること。 

【対象】①秋学期にインテンシヴⅣが不合格となった者 

②必修・準必修科目と時間割が重複する者(クラス変更によって時間割重複を回避できる場合は、 

クラス変更をする。) 

【手続】教員による時間割・成績確認を経て手続きを行う。 

【備考】インテンシヴⅢと応用を横断して登録する場合は、授業内容の重複を避けるため、登録単位数は 5 単位とす

る。過年度にインテンシヴⅢが不合格になった者は、学修支援システムＤＵＥＴで登録手続きを行うこと。 

 

≪レギュラー（応用）コース → インテンシヴコース≫ 

レギュラーコース（「応用 1～4」）からインテンシヴコース（「インテンシヴⅢまたはⅣ」）への変更を希望する者で、以下の対象

者は、学生証と学修支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割表・成績通知書を必ず持参のうえ、登録を希望するイン

テンシヴの開講校地の登録相談に出席すること。 

【対象】 応用 1～4 の中から 2 科目単位修得済み 

※応用 1 科目のみ、もしくは応用 3 科目以上単位修得済みの場合はコース変更不可 

【手続】 「インテンシヴⅢまたはインテンシヴⅣ」のどちらを登録するかは、「応用 1～4」の既修状況を見て教員が判断する。 

（教員の判断により、コース変更できない場合もある。） 

【備考】 応用とインテンシヴⅢまたはインテンシヴⅣを横断して登録する場合は、授業内容の重複を避けるため、 

登録単位数は 5 単位とする。 

 
 

 

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

単位数：各１単位 

 

1．登録に関する注意点 

(1)同一外国語の「応用 1～4」と「インテンシヴⅢ・Ⅳ」の同時登録はできない。 

(2)「インテンシヴⅢ・Ⅳ」のどちらか 1 科目でも単位修得済みの場合、同一外国語の「応用 1～4」

を原則登録することができない。詳細は後述の「コース変更について」を参照。 

(3)同一外国語の「入門Ⅱ」または「インテンシヴⅡ」の単位を修得済みであること。 

(4)フランス語について、はじめて応用を履修する場合は、春学期にまず「応用 1」を含めて履修する

こと（例：「応用 1」と「応用 2」）。「応用 1」では、「入門Ⅰ・Ⅱ」に引き続き、文法の基礎を学習

する。 

(5)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）に電話で申し出ること。定員に余裕のあるクラ

スのみ、先着順で受け付ける。各クラスのクラス・担当者・曜講は、京田辺キャンパス教務センタ
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ー（外国語教育科目窓口：0774-65-7517）へ確認すること。 

(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。 

(7)「応用 1～4」のうち 2 科目の単位を修得した上で、インテンシヴコースへの変更を希望する者は、

後述の「コース変更について」と、秋学期登録要領を参照し、手続を行うこと。 

 

 

コース変更について 

≪インテンシヴコース → レギュラー（応用）コース≫ 

 過学期に「インテンシヴⅢ・Ⅳ」を登録したことがある者は、原則「応用 1～4」へのコース変更は認めない。 

ただし、以下の対象者は、学生証と学修支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割表・成績通知書を必ず持参のうえ、登

録を希望する応用クラスの開講校地の登録相談に出席すること。 

【対象】①秋学期にインテンシヴⅣが不合格となった者 

②必修・準必修科目と時間割が重複する者(クラス変更によって時間割重複を回避できる場合は、 

クラス変更をする。) 

【手続】教員による時間割・成績確認を経て手続きを行う。 

【備考】インテンシヴⅢと応用を横断して登録する場合は、授業内容の重複を避けるため、登録単位数は 5 単位とする。

過年度にインテンシヴⅢが不合格になった者は、学修支援システムＤＵＥＴで登録手続きを行うこと。 

 

≪レギュラー（応用）コース → インテンシヴコース≫ 

レギュラーコース（「応用 1～4」）からインテンシヴコース（「インテンシヴⅢまたはⅣ」）への変更を希望する者で、以下の対象者は、

学生証と学修支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割表・成績通知書を必ず持参のうえ、登録を希望するインテンシヴの

開講校地の登録相談に出席すること。 

【対象】 応用 1～4 の中から 2 科目単位修得済み 

※応用 1 科目のみ、もしくは応用 3 科目以上単位修得済みの場合はコース変更不可 

【手続】 「インテンシヴⅢまたはインテンシヴⅣ」のどちらを登録するかは、「応用 1～4」の既修状況を見て教員が判断する。 

（教員の判断により、コース変更できない場合もある。） 

【備考】 応用とインテンシヴⅢまたはインテンシヴⅣを横断して登録する場合は、授業内容の重複を避けるため、 

登録単位数は 5 単位とする。 
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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 各インテンシヴⅢ・Ⅳ 

 

 

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３単位 

 

1．登録に関する注意点 

(1)「インテンシヴⅢ・Ⅳ」はセットで登録しなければならない。 

応用へのコース変更(例：春学期：インテンシヴⅢ→秋学期：応用 3・4)は原則認めないため、 

登録希望申請する際は注意すること。詳細は後述の「コース変更について」を参照。 

(2)「インテンシヴⅢ・Ⅳ」は、週 3 回の授業を行う。 

(3)同一外国語の「インテンシヴⅢ・Ⅳ」と「応用 1～4」の同時登録はできない。 

(4)「インテンシヴⅠ・Ⅱ」の単位を修得済みの者は、「インテンシヴⅢ・Ⅳ」を登録することが望ましい。 

(5)2 年次生について、同一外国語の「インテンシヴⅢ・Ⅳ」と「応用 1～4」の両方に登録希望申請し、

「インテンシヴⅢ・Ⅳ」に当選した場合、「応用 1～4」は落選する。 

(6)同一外国語の「入門Ⅱ」または「インテンシヴⅡ」の単位を修得済みであること。 

(7)「インテンシヴⅢ・Ⅳ」は、「インテンシヴⅢ」（春学期）・「インテンシヴⅣ」（秋学期）セットで 

登録される。 

(8)1～3 次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴにて行う。 

(9) 必修科目等との時間割重複のため、やむを得ず春・秋別クラスの登録を希望する者は、4 月 13 日

（月）の 10：00～11：30 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。 

(10)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。 

(11)「インテンシヴⅣ」のみの登録を希望する場合は、秋学期に登録手続きをすること。詳細は、秋

学期登録要領を参照すること。 

 

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：30 名） 

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については、シラバ

スを参照すること。 
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～秋学期開講前の「インテンシヴⅣ」登録手続について～ 

 

春学期「インテンシヴⅢ」の合否によって、秋学期開講前の登録手続が異なる。 

 
(1)合格の場合  

登録手続は不要。春に先行登録した秋学期「インテンシヴⅣ」を受講できる。 
 

(2)不合格の場合 

春に登録した秋学期「インテンシヴⅣ」は、大学が一括して登録を削除する。秋学期には「インテンシヴ

Ⅲ」の再履修クラスは開講しないため、引き続き当該外国語の履修を希望する場合は、9 月下旬に「応用」

の先行登録手続をとること。 

 

 

 

 

 

 

コース変更について 

 

≪インテンシヴコース → レギュラー（応用）コース≫ 

 過学期に「インテンシヴⅢ・Ⅳ」を登録したことがある者は、原則「応用 1～4（←経済学部 2011 年度以前生は応用 1・

2）」へのコース変更は認めない。 

ただし、以下の対象者は、学生証と学修支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割表・成績通知書を必ず持参のうえ、

登録を希望する応用クラスの開講校地の登録相談に出席すること。 

【対象】①秋学期にインテンシヴⅣが不合格となった者 

②必修・準必修科目と時間割が重複する者(クラス変更によって時間割重複を回避できる場合は、 

クラス変更をする。) 

【手続】教員による時間割・成績確認を経て手続きを行う。 

【備考】インテンシヴⅢと応用を横断して登録する場合は、授業内容の重複を避けるため、登録単位数は 5 単位とする。

過年度にインテンシヴⅢが不合格になった者は、学修支援システムＤＵＥＴで登録手続きを行うこと。 

 

≪レギュラー（応用）コース → インテンシヴコース≫ 

レギュラーコース（「応用 1～4（←経済学部 2011 年度以前生は応用 1・2）」）からインテンシヴコース（「インテンシヴⅢまたはⅣ」）

への変更を希望する者で、以下の対象者は、学生証と学修支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割表・成績通知書を必ず

持参のうえ、登録を希望するインテンシヴの開講校地の登録相談に出席すること。 

【対象】 応用 1～4（←経済学部 2011 年度以前生は応用 1・2）の中から 2 科目単位修得済み 

※応用 1 科目のみ、もしくは応用 3 科目以上単位修得済みの場合はコース変更不可 

【手続】 「インテンシヴⅢまたはインテンシヴⅣ」のどちらを登録するかは、「応用 1～4（←経済学部 2011 年度以前生は応用 1・

2）」の既修状況を見て教員が判断する。 

（教員の判断により、コース変更できない場合もある。） 

【備考】 応用とインテンシヴⅢまたはインテンシヴⅣを横断して登録する場合は、授業内容の重複を避けるため、 

登録単位数は 5 単位とする。 
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ドイツ語・フランス語・中国語・スペイン語・コリア語  各インテンシヴⅤ・Ⅵ 

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

単位数：各２単位

1．登録資格

(1)「応用 1～4」または「インテンシヴⅣ」の単位を修得済みであること。

(2)登録資格を有しない場合は、次の認定を受けたうえで登録を認める。

4 月 2 日（木）の質問受付もしくは 4 月 4 日（土）京田辺校地外国語登録相談または 4 月 6 日（月）

今出川校地外国語登録相談のいずれかに出席し教員と面談のうえ、同等の能力を有するとの認定を

受けること。「認定」の手続がないと登録は無効となる。学生証と学修支援システムＤＵＥＴより

印刷した時間割表・成績通知書を必ず持参すること。ただし、1 年次生は学生証と、登録相談時の

み学修支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割表を必ず持参すること。

2．登録に関する注意点 

(1)希望クラスを一般登録すること。「インテンシヴⅤ」（春学期）と「インテンシヴⅥ」（秋学期）は

セットで登録することが望ましい。

(2)「インテンシヴⅤ・Ⅵ」は、週 2 回の授業を行う。

(3)ドイツ語、フランス語、中国語は、京田辺校地・今出川校地の両校地で開講する。

それ以外の外国語は、今出川校地のみで開講する。

(4)詳細は、履修要項を参照のうえ、文化情報学部窓口へ問い合わせること。

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 1 曜講 2 担当者 1 担当者 2 

京田辺 ○ ﾄﾞｲﾂ語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅤ 1 火３ 木３ Roger WALCH Roger WALCH 

京田辺 △ ﾄﾞｲﾂ語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅥ 1 火３ 木３ Roger WALCH Roger WALCH 

京田辺 ○ ﾌﾗﾝｽ語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅤ 1 火４ 木２ Eric FAURE Jonathan GOUJON 

京田辺 △ ﾌﾗﾝｽ語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅥ 1 火４ 木２ Eric FAURE Jonathan GOUJON 

京田辺 ○ 中国語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅤ 1 火１ 金３ 久田 麻実子 郭 雲輝 

京田辺 △ 中国語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅥ 1 火１ 金３ 後藤 裕也 甘   琳樺 
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校地   学期 科目 クラス 曜講 1 曜講 2 担当者 1 担当者 2 

今出川 ○ ﾄﾞｲﾂ語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅤ 51 火２ 木４ 穐山 洋子 Tamara SCHNEIDER 

今出川 △ ﾄﾞｲﾂ語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅥ 51 火２ 木４ 穐山 洋子 Tamara SCHNEIDER 

今出川 ○ ﾌﾗﾝｽ語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅤ 51 月２ 木５ Olivier ROUAUD Olivier ROUAUD 

今出川 △ ﾌﾗﾝｽ語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅥ 51 月２ 木５ Olivier ROUAUD Olivier ROUAUD 

今出川 ○ ﾌﾗﾝｽ語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅤ 52 水３ 金３ Aurelie HEUSCHLING Eric FAURE 

今出川 △ ﾌﾗﾝｽ語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅥ 52 水３ 金３ Aurelie HEUSCHLING Eric FAURE 

今出川 ○ 中国語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅤ 51 火４ 水３ 王 宜瑗 井上 薫 

今出川 △ 中国語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅥ 51 火４ 水３ 王 宜瑗 井上 薫 

今出川 ○ 中国語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅤ 52 水４ 金４ 李 燦 副島 一郎 

今出川 △ 中国語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅥ 52 水４ 金４ 李 燦 副島 一郎 

今出川 ○ ｽﾍﾟｲﾝ語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅤ 51 火１ 金３ 宮多良 ディスネル Horacio GOMEZ-DANTES 

今出川 △ ｽﾍﾟｲﾝ語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅥ 51 火１ 金３ 宮多良 ディスネル  Horacio GOMEZ-DANTES 

今出川 ○ ｺﾘｱ語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅤ 51 火３ 木１ 金 鍾徳 金 鍾徳 

今出川 △ ｺﾘｱ語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅥ 51 火３ 木１ 金 鍾徳 金 鍾徳 

～秋学期開講前の「インテンシヴⅥ」登録手続について～

春学期「インテンシヴⅤ」の合否によって、秋学期開講前の登録手続が異なる。

(1)合格の場合

春に一般登録した秋学期「インテンシヴⅥ」を受講できる。未登録の者は、一般登録すること。

(2)不合格の場合

春に登録した秋学期「インテンシヴⅥ」は、大学が一括して登録を削除する（秋学期には「インテンシヴ

Ⅴ」の再履修クラスは開講しない）。
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フランス語・中国語 各インテンシヴⅦ・Ⅷ

2017 年度以前生＝4 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

(1)「インテンシヴⅥ」の単位を修得済みであること。

(2)登録資格を有しない場合は、次の認定を受けたうえで登録を認める。

4 月 2 日（木）の質問受付もしくは 4 月 4 日（土）京田辺校地外国語登録相談または 4 月 6 日（月）

今出川校地外国語登録相談のいずれかに出席し教員と面談のうえ、同等の能力を有するとの認定を

受けること。「認定」の手続がないと登録は無効となる。学生証と学修支援システムＤＵＥＴより

印刷した時間割表・成績通知書を必ず持参すること。ただし、1 年次生は学生証と、登録相談時の

み学修支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割表を必ず持参すること。

2．登録に関する注意点 

(1)希望クラスを一般登録すること。「インテンシヴⅦ」（春学期）と「インテンシヴⅧ」（秋学期）は

セットで登録することが望ましい。

(2)「インテンシヴⅦ・Ⅷ」は週 2 回の授業を行う。

(3)詳細は、履修要項を参照のうえ、文化情報学部窓口へ問い合わせること。

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 1 曜講 2 担当者 1 担当者 2 

今出川 ○ ﾌﾗﾝｽ語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅦ 51 火１ 木１ 亀谷 百合佳 亀谷 百合佳 

今出川 △ ﾌﾗﾝｽ語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅧ 51 火１ 木１ 亀谷 百合佳 亀谷 百合佳 

今出川 ○ 中国語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅦ 51 火３ 木３ 楊 秋麗 楊 莉莉 

今出川 △ 中国語ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅧ 51 火３ 木３ 楊 秋麗 楊  莉莉 

～秋学期開講前の「インテンシヴⅧ」登録手続について～

春学期「インテンシヴⅦ」の合否によって、秋学期開講前の登録手続が異なる。 

(1)合格の場合

春に一般登録した秋学期「インテンシヴⅧ」を受講できる。未登録の者は、一般登録すること。

(2)不合格の場合

春に登録した秋学期「インテンシヴⅧ」は、大学が一括して登録を削除する（秋学期には「インテンシヴⅦ」の

再履修クラスは開講しない）。
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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 各 会話1・2 

開講校地：京田辺

登録手続：初級：ＷＥＢ先行登録

中・上級：一般登録

単位数：各１単位

1．登録資格

(1)会話科目の中には、科目の性質上、登録資格を定めているものがある。

「中国語会話初級 1・2」は、中国語入門Ⅰ・Ⅱまたは中国語インテンシヴⅠ・Ⅱの単位を修得済みで

あること。

「中国語以外の会話初級 1・2」は、以下の①、②いずれかの場合に登録不可とする。 

① 「入門Ⅱ」、または「インテンシヴⅡ」を履修済

② 「応用１～４」・「インテンシヴⅢ～Ⅷ（※）」・「会話中級１・２」・「会話上級１・２」・

「文化事情１・２」・「表現法１・２」・「言語文化原典演習１・２」・「現代地域事情・

上級講読１・２」を登録中、または履修済

（※）ドイツ語、スペイン語、コリア語はインテンシヴⅥ、ロシア語はインテンシヴⅣ

「会話中級・上級」は、クラス・担当者表の登録資格欄で確認すること。

「会話中級・上級」は、クラス・担当者表の登録資格欄で確認すること。

(2)登録資格を有しない場合は、次の認定を受けたうえで登録を認める。

4 月 2 日（木）の質問受付もしくは 4 月 4 日（土）京田辺校地外国語登録相談のいずれかに出席し、

教員と面談のうえ、同等の能力を有するとの認定を受けること。なお、一般登録科目はいずれの校

地でも出席可、先行登録科目は希望する校地に出席すること。「認定」の手続がないと登録は無効

となる。学生証と学修支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割表・成績通知書を必ず持参するこ

と。ただし、1 年次生は学生証と、登録相談時のみ学修支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割

表を必ず持参すること。

2．登録に関する注意点 

(1)「中国語会話初級 1・2」は、1 年次生は登録不可。

(2)卒業単位に算入される単位数などは、履修要項で必ず確認すること。

(3)会話初級はＷＥＢ先行登録、会話中・上級は一般登録をすること。

＜会話初級について＞

①1 次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システム DUET にて行う。

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。

③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。

④クラス・担当者（各クラス定員：30 名）

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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＜会話中・上級について＞

①希望クラスを一般登録すること。

②クラス・担当者（各クラス定員：30 名程度）

次表の通りである。各クラスの授業内容は、シラバスを参照すること。

会話中級 1・2 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 登録資格 

京田辺 ○ ﾄﾞｲﾂ語会話中級１ 1 木３ 照井 ザビーネ 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

京田辺 △ ﾄﾞｲﾂ語会話中級２ 1 木３ 照井 ザビーネ 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

京田辺 ○ ﾌﾗﾝｽ語会話中級１ 1 月５ Alain COLLOMBON 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

京田辺 △ ﾌﾗﾝｽ語会話中級２ 1 月５ Alain COLLOMBON 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

京田辺 ○ 中国語会話中級１ 1 月４ 韓   軍 
ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣまたは応用1～4またはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢ

と応用 2科目を履修済み

京田辺 △ 中国語会話中級２ 1 月４ 韓   軍 
ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣまたは応用1～4またはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢ

と応用 2科目を履修済み

京田辺 ○ ｽﾍﾟｲﾝ語会話中級１ 1 木２ 青木 アンヘリカ 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

京田辺 △ ｽﾍﾟｲﾝ語会話中級２ 1 木２ 青木 アンヘリカ 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

京田辺 ○ ﾛｼｱ語会話中級１ 1 水２ Alexandre FEDOROV 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

京田辺 △ ﾛｼｱ語会話中級２ 1 水２ Alexandre FEDOROV 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

京田辺 ○ ｺﾘｱ語会話中級１ 1 木４ 金 鍾徳 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

京田辺 △ ｺﾘｱ語会話中級２ 1 木４ 金 鍾徳 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

校地   学期 科目 クラス 曜講 担当者 登録資格 

今出川 ○ ﾄﾞｲﾂ語会話中級１ 51 月５ 照井 ザビーネ 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

今出川 ○ ﾄﾞｲﾂ語会話中級１ 52 月２ Angela NIEHAUS 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

今出川 △ ﾄﾞｲﾂ語会話中級２ 51 月５ 照井 ザビーネ 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

今出川 △ ﾄﾞｲﾂ語会話中級２ 52 月２ Angela NIEHAUS 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

今出川 ○ ﾌﾗﾝｽ語会話中級１ 51 水５ Richard PIORUNSKI 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

今出川 ○ ﾌﾗﾝｽ語会話中級１ 52 土２ Monique LE LARDIC 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

今出川 △ ﾌﾗﾝｽ語会話中級２ 51 水５ Richard PIORUNSK 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

今出川 △ ﾌﾗﾝｽ語会話中級２ 52 土２ Monique LE LARDIC 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

今出川 ○ 中国語会話中級１ 51 水３ 孫  輝 
ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣまたは応用 1～4またはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢ

と応用 2科目を履修済み

今出川 △ 中国語会話中級２ 51 水３ 孫  輝 
ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣまたは応用 1～4またはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢ

と応用 2科目を履修済み

今出川 ○ ｽﾍﾟｲﾝ語会話中級１ 51 水３ Pablo Gimenez Bornaechea 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

今出川 ○ ｽﾍﾟｲﾝ語会話中級１ 52 土２ EVA MARIA GARCIA DE CELIS 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

今出川 △ ｽﾍﾟｲﾝ語会話中級２ 51 水３ Pablo Gimenez Bornaechea 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

今出川 △ ｽﾍﾟｲﾝ語会話中級２ 52 土２ EVA MARIA GARCIA DE CELIS 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

今出川 ○ ﾛｼｱ語会話中級１ 51 月５ Anna Barinova 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

今出川 △ ﾛｼｱ語会話中級２ 51 月５ Anna Barinova 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

今出川 ○ ｺﾘｱ語会話中級１ 51 月５ 李 多慧 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

今出川 ○ ｺﾘｱ語会話中級１ 52 金５ 金 貞蘭 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

今出川 ○ ｺﾘｱ語会話中級１ 53 土３ 蔡 済英 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

今出川 △ ｺﾘｱ語会話中級２ 51 月５ 李 多慧 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

今出川 △ ｺﾘｱ語会話中級２ 52 金５ 金 貞蘭 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 

今出川 △ ｺﾘｱ語会話中級２ 53 土３ 蔡 済英 入門ⅡまたはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅡを履修済み 
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会話上級 1・2 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 登録資格 

京田辺 ○ ﾌﾗﾝｽ語会話上級１ 1 火５ Eric FAURE 
ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣまたは応用 1～4またはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢと応

用 2科目を履修済み

京田辺 △ ﾌﾗﾝｽ語会話上級２ 1 火５ Eric FAURE 
ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣまたは応用 1～4またはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢと応

用 2科目を履修済み

校地   学期 科目 クラス 曜講 担当者 登録資格 

今出川 ○ ﾄﾞｲﾂ語会話上級１ 51 木５ Tamara SCHNEIDER 
ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣまたは応用 1～4またはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢと応

用 2科目を履修済み

今出川 △ ﾄﾞｲﾂ語会話上級２ 51 木５ Tamara SCHNEIDER 
ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣまたは応用 1～4またはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢと応

用 2科目を履修済み

今出川 ○ ﾌﾗﾝｽ語会話上級１ 51 月５ Olivier ROUAUD 
ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣまたは応用 1～4またはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢと応

用 2科目を履修済み

今出川 △ ﾌﾗﾝｽ語会話上級２ 51 月５ Olivier ROUAUD 
ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣまたは応用 1～4またはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢと応

用 2科目を履修済み

今出川 ○ 中国語会話上級１ 51 水５ 李  燦 会話中級 1・2 またはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅤ・Ⅵを履修済み 

今出川 △ 中国語会話上級２ 51 水５ 李  燦 会話中級 1・2 またはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅤ・Ⅵを履修済み 

今出川 ○ ｽﾍﾟｲﾝ語会話上級１ 51 月５ JORGE LUIS BLANCO 
ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣまたは応用 1～4またはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢと応

用 2科目を履修済み

今出川 △ ｽﾍﾟｲﾝ語会話上級２ 51 月５ JORGE LUIS BLANCO 
ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣまたは応用 1～4またはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢと応

用 2科目を履修済み

今出川 ○ ﾛｼｱ語会話上級１ 51 月４ Anna Barinova 
ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣまたは応用 1～4またはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢと応

用 2科目を履修済み

今出川 △ ﾛｼｱ語会話上級２ 51 月４ Anna Barinova 
ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣまたは応用 1～4またはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢと応

用 2科目を履修済み

今出川 ○ ｺﾘｱ語会話上級１ 51 火１ 金 京子 
ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣまたは応用 1～4またはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢと応

用 2科目を履修済み

今出川 △ ｺﾘｱ語会話上級２ 51 火１ 金 京子 
ｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅣまたは応用 1～4またはｲﾝﾃﾝｼｳﾞⅢと応

用 2科目を履修済み
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 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 各 文化事情1・2 

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 各 表現法1・2 

2018 年度以前生 ＝3 年次生以上＝ 

開講校地：今出川、京田辺（ドイツ語のみ） 

登録手続：一般登録  

単位数：各２単位 

言語文化原典演習（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）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．登録に関する注意点

(1)当該外国語の「応用 1～4」または「インテンシヴⅢ・Ⅳ」の単位を修得済み、もしくは同等の学力

を持っていることを前提とする。

(2)希望するクラスを一般登録すること。
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現代地域事情・上級講読

（ドイツ語圏・フランス語圏・中国語圏・スペイン語圏・ロシア語圏・コリア語圏(韓国朝鮮語圏)）1・2 

１．登録資格

(1)当該外国語の「応用 1～4」のうち 2 科目以上または「インテンシヴⅢ」の単位を修得済みである

こと（※応用の場合は全科目、インテンシヴの場合はⅣの単位を修得済みであることが望まし

い）。

(2)登録資格を有しない場合は、次の認定を受けたうえで登録を認める。

4 月 2 日（木）の質問受付もしくは 4 月 4 日（土）京田辺校地外国語登録相談または 4 月 6 日（月）

今出川校地外国語登録相談のいずれかに出席し、教員と面談のうえ、同等の能力を有するとの認定

を受けること。「認定」の手続がないと登録は無効となる。学生証と学修支援システムＤＵＥＴよ

り印刷した時間割表・成績通知書を必ず持参すること。ただし、1 年次生は学生証と、登録相談時

のみ学修支援システムＤＵＥＴより印刷した時間割表を必ず持参すること。

2．登録に関する注意点 

希望する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（ﾄﾞｲﾂ語圏）1 51 水１ 大木 清香 

今出川 △ 現代地域事情・上級講読（ﾄﾞｲﾂ語圏）2 51 水１ 大木 清香 

今出川 ○ 現代地域事情・上級講読（ﾌﾗﾝｽ語圏）1 51 火２ 中嶋 洋平 

今出川 △ 現代地域事情・上級講読（ﾌﾗﾝｽ語圏）2 51 火２ 中嶋 洋平 

今出川 ○ 現代地域事情・上級講読（中国語圏）1 51 水４ 井上 薫 

今出川 △ 現代地域事情・上級講読（中国語圏）2 51 水４ 井上 薫 

今出川 ○ 現代地域事情・上級講読（ｽﾍﾟｲﾝ語圏）1 51 木３ 川田  玲子 

今出川 △ 現代地域事情・上級講読（ｽﾍﾟｲﾝ語圏）2 51 木３ 川田  玲子 

今出川 ○ 現代地域事情・上級講読（ﾛｼｱ語圏）1 51 火２ 前田 恵 

今出川 △ 現代地域事情・上級講読（ﾛｼｱ語圏）2 51 火２ 前田 恵 

今出川 ○ 現代地域事情・上級講読（ｺﾘｱ語圏）１ 51 水４ 高 永珍 

今出川 △ 現代地域事情・上級講読（ｺﾘｱ語圏）２ 51 水４ 高 永珍 

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
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サマープログラム・ドイツ語Ｂ、フランス語、中国語、スペイン語、ロシア語、コリア語

開講校地：今出川  登録手続：先行登録   

単位数：フランス語・中国語・スペイン語・ロシア語 ４単位、ドイツ語Ｂ・コリア語 ３単位 

※2020 年度のサマープログラムに参加が決定している者は、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。 

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（ドイツ語 B：約 3 週間、フランス語：約

4 週間、中国語：約 3 週間、スペイン語：約 4 週間、ロシア語：約 3 週間、コリア語：約 3 週間）に参

加し、各外国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)2020 年度のサマープログラムに登録できるのは、2020 年 1 月に実施した選考試験と 2 月に実施した

追加募集選考試験の合格者のみである。2021 年度に実施されるプログラムへの参加希望者は次頁 4．

募集・選考日程を参照すること。

(2)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。 

(3)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。

(4)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。

(5)2 年次生以上対象科目だが、出願期間は 1 年次生から設けられている。

(6)ロシア語は隔年開講のため、開講年度に注意すること。2020 年度は、サマープログラム・ドイツ語Ｂ、

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）が実施され

る。 

(7)2021 年度登録希望者対象の募集説明会は 2020 年 11 月下旬～12 月初旬に実施予定である。実施プログ

ラムは募集説明会で配布する募集要項を参照すること。

(8)登録者（プログラム参加者）は面接等により決定する。
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基礎イタリア語Ⅰ・Ⅱ 

2019年度以前生＝2年次生以上＝ 

開講校地：今出川・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)「基礎イタリア語Ⅰ」（春学期）・「基礎イタリア語Ⅱ」（秋学期）セットで登録される。

(2)希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴにて行う。

(3)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。 

(4)「基礎イタリア語Ⅱ」のみの登録を希望する場合は、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：45名） 

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。 

 ～秋学期開講前の「基礎イタリア語Ⅱ」登録手続について～ 

春学期「基礎イタリア語Ⅰ」の合否によって、秋学期開講前の登録手続が異なる。 

(1)合格の場合 

登録手続は不要。春に先行登録した秋学期「基礎イタリア語Ⅱ」を受講できる。 

(2)不合格の場合 

秋学期には「基礎イタリア語Ⅰ」の再履修クラスは開講しない。春に登録した秋学期「基礎イタリア語Ⅱ」は、

大学が一括して登録を削除する。  
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基礎イタリア語Ⅲ・Ⅳ 

2018年度以前生＝3年次生以上＝ 

開講校地：今出川・京田辺 

登録手続：ＷＥＢ先行登録 

単位数：各１単位 

1．登録資格

「基礎イタリア語Ⅱ」の単位を修得済みであること。

2．登録に関する注意点 

(1)「基礎イタリア語Ⅲ」（春学期）・「基礎イタリア語Ⅳ」（秋学期）セットで登録される。 

(2)1～3次募集は、希望クラス受付・決定者発表とも、学修支援システムＤＵＥＴにて行う。 

(3)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。 

(4)「基礎イタリア語Ⅳ」のみの登録を希望する場合は、秋学期登録要領を確認すること。 

3．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。 

4．クラス・担当者（各クラス定員：45名） 

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。 

～秋学期開講前の「基礎イタリア語Ⅳ」登録手続について～ 

春学期「基礎イタリア語Ⅲ」の合否によって、秋学期開講前の登録手続が異なる。 

(1)合格の場合 

登録手続は不要。春に先行登録した秋学期「基礎イタリア語Ⅳ」を受講できる。 

(2)不合格の場合 

秋学期には「基礎イタリア語Ⅲ」の再履修クラスは開講しない。春に登録した秋学期「基礎イタリア語Ⅳ」は、

大学が一括して登録を削除する。 
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