ଐஜᛖˌٳƷᛖܖᅹႸ

૨ܖᢿᒍᛖᒍ૨ܖᅹᲩᒍ૨ܖᅹ
①英語インテンシブ・コース（必修20単位）または②２か国語履修コース（必修12単位）で英語科目
を履修します。

࠰ࡇλܖᎍ
一般学生に準じて、英語科目を履修します。
英語科目のクラスは、語学履修コースにかかわらず入学時に実施するアンケート及び英語プレイス
メント・テストの結果に基づいて指定されます。指定されたクラスの英語科目は、自動で履修登録さ
れます。
ăᒍᛖȗȬǤǹȡȳȈȷȆǹȈŴᒍᛖᅹႸƷ̲ޗƴƭƍƯƸR

ĬųᒍᛖǤȳȆȳǷȖȷǳȸǹ
ᚕᛖ

࠰ഏЭ

࠰ഏࢸ

࠰ഏࢸ

ƂᒍᛖǹǿȳȀȸȉᅹႸƃ

ƂᒍᛖǤȳȆȳǷȖᅹႸƃ

ƂᒍᛖǤȳȆȳǷȖᅹႸƃ

ƂᒍᛖǤȳȆȳǷȖᅹႸƃ

英語Ⅰ s（読む・書く） [1]
英語Ⅰ s（聞く・話す） [1]

英語Ⅱ i（Reading）
[1]
英語Ⅱ i（Writing）
[1]
英語Ⅱ i（Listening） [1]
英語Ⅱ i（Speaking） [1]
英語Ⅱ i（Language Development）[1]
英語Ⅱ i（講読）
[1]

英語Ⅲ i（Reading）
[1]
英語Ⅲ i（Writing）
[1]
英語Ⅲ i（Listening） [1]
英語Ⅲ i（Speaking） [1]
英語Ⅲ i（Language Development）[1]

英語Ⅳ i（Reading）
英語Ⅳ i（Writing）
英語Ⅳ i（Listening）
英語Ⅳ i（Speaking）
英語Ⅳ i（講読）

ᒍųᛖ

ᚕᛖ

࠰ഏЭ

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

࠰ഏЭ
ƂᒍᛖǤȳȆȳǷȖᅹႸƃ

ᒍųᛖ

英語Ⅴ i（Reading）
英語Ⅴ i（Speaking）

[1]
[1]

ٳʴသܖဃҚ ̲ޗƷᡶǊ૾

ĭųƔᛖ̲ޗǳȸǹ
ᚕᛖ
ᒍųᛖ

࠰ഏЭ

࠰ഏࢸ

࠰ഏЭ

࠰ഏࢸ

ƂᒍᛖǹǿȳȀȸȉᅹႸƃ

ƂᒍᛖǹǿȳȀȸȉᅹႸƃ

ƂᒍᛖǹǿȳȀȸȉᅹႸƃ

ƂᒍᛖǹǿȳȀȸȉᅹႸƃ

英語Ⅰ s（読む・書く） [1]
英語Ⅰ s（聞く・話す） [1]

英語Ⅱ s（読む・書く） [1]
英語Ⅱ s（聞く・話す） [1]

英語Ⅲ s（読む・書く） [1]
英語Ⅲ s（聞く・話す） [1]

英語Ⅳ s（読む・書く） [1]
英語Ⅳ s（聞く・話す） [1]

ɥᚡƷ˂ƴᒍᛖGᅹႸǛ࠰ഏЭƔǒ࠰ഏЭǇưƷ᧓ƴŴҥˮᡙьƷᢠ৸̲ޗƕ࣏ᙲưƢŵ

ᒍᛖǤȳȆȳǷȖȷǳȸǹƷ̲ʕᙲˑ
英語英米文学科（2016年度入学者）の外国人留学生は上記①のとおり、必修相当として定めら
れた語学科目すべてを本学で履修し、単位を修得した場合、英語インテンシブ・コース修了としま
す。修了判定は3年次前期までの修得状況に基づいて行われ、自動発行機で出力できる成績証明書
には、3年次後期（11月）以降に修了の旨が記載されます。
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࠰ࡇˌЭλܖᎍ
2年次以降は、一般学生に準じて「語学履修コース・言語選択届」の提出用必要な手続きを行ってください。
̲ޗ

̲ޗӧᏡᅹႸ

ǯȩǹਦ૾ܭඥ

1年次前期

英語スタンダード科目

4月の語学オリエンテーション時に実施するアンケートに基づ
き指定されます。

1年次後期

英語スタンダード科目

6月の英語プレイスメント・テストの結果に基づき指定されま
す。「語学履修コース・言語選択届」を提出の上、英語プレイス
メント・テストを必ず受験してください。

2年次前期

英語スタンダード科目

1年次6月の英語プレイスメント・テストの結果に基づき指定さ
れます。英語プレイスメント・テスト未受験の場合は、語学責
任者との履修相談に基づき指定されます。

2年次後期

英語スタンダード科目
英語インテンシブ科目

2年次6月の英語プレイスメント・テストの結果に基づき指定さ
れます。「語学履修コース・言語選択届」を提出の上、英語プレ
イスメント・テストを必ず受験してください。
ăᒍᛖȗȬǤǹȡȳȈȷȆǹȈƴƭƍƯƸR

ĬųᒍᛖǤȳȆȳǷȖȷǳȸǹ
ᚕᛖ

࠰ഏЭ

࠰ഏࢸ

࠰ഏЭ

࠰ഏࢸ

ƂᒍᛖǹǿȳȀȸȉᅹႸƃ

ƂᒍᛖǤȳȆȳǷȖᅹႸƃ

英語Ⅰ s（読む・書く） [1]
英語Ⅰ s（聞く・話す） [1]

英語Ⅱ i（Reading）
[1]
英語Ⅱ i（Writing）
[1]
英語Ⅱ i（Listening） [1]
英語Ⅱ i（Speaking） [1]
英語Ⅱ i（Language Development）[1]
英語Ⅱ i（講読）
[1]

࠰ഏЭ

࠰ഏࢸ

ᒍųᛖ

ᚕᛖ

ᒍųᛖ

࠰ഏЭ

࠰ഏࢸ

ƂᒍᛖǤȳȆȳǷȖᅹႸƃ

ƂᒍᛖǤȳȆȳǷȖᅹႸƃ

ƂᒍᛖǤȳȆȳǷȖᅹႸƃ

英語Ⅲ i（Reading）
[1]
英語Ⅲ i（Writing）
[1]
英語Ⅲ i（Listening） [1]
英語Ⅲ i（Speaking） [1]
英語Ⅲ i（Language Development）[1]

英語Ⅳ i（Reading）
英語Ⅳ i（Writing）
英語Ⅳ i（Listening）
英語Ⅳ i（Speaking）
英語Ⅳ i（講読）

英語Ⅴ i（Reading）
英語Ⅴ i（Speaking）

[1]
[1]

ٳʴသܖဃҚ ̲ޗƷᡶǊ૾

[1]
[1]
[1]
[1]
[1]

ĭųƔᛖ̲ޗǳȸǹ
ᚕᛖ

࠰ഏЭ

࠰ഏࢸ

ᒍųᛖ

ᚕᛖ

࠰ഏЭ

࠰ഏࢸ

ƂᒍᛖǹǿȳȀȸȉᅹႸƃ

ƂᒍᛖǹǿȳȀȸȉᅹႸƃ

ᒍųᛖ

英語Ⅲ s（読む・書く） [1]
英語Ⅲ s（聞く・話す） [1]

英語Ⅳ s（読む・書く） [1]
英語Ⅳ s（聞く・話す） [1]

࠰ഏЭ

࠰ഏࢸ

ƂᒍᛖǹǿȳȀȸȉᅹႸƃ

ƂᒍᛖǹǿȳȀȸȉᅹႸƃ

英語Ⅰ s（読む・書く） [1]
英語Ⅰ s（聞く・話す） [1]

英語Ⅱ s（読む・書く） [1]
英語Ⅱ s（聞く・話す） [1]

࠰ഏЭ

࠰ഏࢸ

ɥᚡƷ˂ƴᒍᛖGᅹႸǛ࠰ഏЭƔǒ࠰ഏЭǇưƷ᧓ƴŴҥˮᡙьƷᢠ৸̲ޗƕ࣏ᙲŵ

ᒍᛖǤȳȆȳǷȖȷǳȸǹƷ̲ʕᙲˑ
英語英米文学科 / 英文学科（2015年度以前入学者）の外国人留学生は上記①のとおり、必修相
当として定められた語学科目すべてを本学で履修し、単位を修得した場合、英語インテンシブ・コー
ス修了とします。修了判定は4年次前期までの修得状況に基づいて行われ、自動発行機で出力でき
る成績証明書には、
4年次後期（11月）以降に修了の旨が記載されます。その他の取扱いについては、
一般学生と同じとします。
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૨ܖᢿଐஜᛖଐஜ૨ܖᅹᲩଐஜ૨ܖᅹŴǳȟȥȋǱȸǷȧȳܖᅹŴᨥʩ්ܖᢿŴ᪦ಏܖᢿ
日本語以外の語学を履修する場合、一般学生に準じて「語学履修コース・言語選択届」の提出等必要な手
続きを行ってください。
ᲫᲨᒍᛖᅹႸƷ̲ޗǛࠎஓƢǔئӳ
外国人学生は、次のとおり英語科目を履修することができます。
̲ޗ

̲ޗӧᏡᅹႸ

ǯȩǹਦ૾ܭඥ

1年次前期

英語スタンダード科目

4月の語学オリエンテーション時に実施するアンケートに基づ
き指定されます。

1年次後期

英語スタンダード科目

6月の英語プレイスメント・テストの結果に基づき指定されま
す。「語学履修コース・言語選択届」を提出の上、英語プレイス
メント・テストを必ず受験してください。

2年次前期

英語スタンダード科目

1年次6月の英語プレイスメント・テストの結果に基づき指定さ
れます。英語プレイスメント・テスト未受験の場合は、語学責
任者との履修相談に基づき指定されます。

英語スタンダード科目

1年次6月の英語プレイスメント・テストの結果に基づき指定さ
れます。英語プレイスメント・テスト未受験の場合は、2年次6
月の英語プレイスメント・テストの結果に基づき指定されます。
「語学履修コース・言語選択届」を提出の上、英語プレイスメン
ト・テストを必ず受験してください。

英語インテンシブ科目

2年次6月の英語プレイスメント・テストの結果に基づき指定さ
れます。「語学履修コース・言語選択届」を提出の上、英語プレ
イスメント・テストを必ず受験してください。

2年次後期

ăᒍᛖȗȬǤǹȡȳȈȷȆǹȈƴƭƍƯƸR

ᲬᲨИ፼ٳᛖƷ̲ޗǛࠎஓƢǔئӳ
2年次前期以降、初習外国語の履修を希望する場合は、あらかじめ語学責任者に相談してください。

ٳʴသܖဃҚ
̲ޗƷᡶǊ૾Ჩ
ᧉݦᅹႸƷ૾̲ޗඥ



ᲭᲨᛖƷ̲ޗ
外国人留学生が母語を語学科目の履修言語として選択することは、原則としてできません。特別な事情
により履修を希望する場合には、当該言語の語学責任者、指導教員に申し出て、指示にしたがってください。

ᧉݦᅹႸƷ૾̲ޗඥ
専門科目の履修方法については、すべて一般学生と同一です。不明な点がある場合には学科教務委員に相
談してください。3・4年次演習（ゼミ）科目は、あらかじめ『履修が望ましい、あるいは必須の語学科目・
コース』を定めている場合があります。
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