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Web上の「講義要綱・シラバス」では、各科目の「サブタイト

ル」「授業科目の内容」「成績評価方法」「教科書・参考書（指定

がある場合）」「授業の計画」「担当者から履修者へのコメント」

「質問・相談」が掲載されているので、確認してください。（な

お、担当者により記載がない場合もあります）

・「keio.jp」http://keio.jpまたは

・塾生サイト「履修案内・講義要綱・時間割」のページ

　https://www.students.keio.ac.jp/hy/class/registration/
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外国語科目　履修申告までのスケジュール
【春学期】

日時 時間 1年生 2・ 3・ 4年生 場　所

3 /10
（木） 15：00～

外国語Ⅱ（独・仏・中・西）既習クラス　変更希望申請
　→『第 4　外国語Ⅱの履修について』p.16

外国語Ⅲ　履修希望申請
（第 1学年で履修した外国語Ⅱと別語種の履修を希望する学生）
　→『第 5　外国語Ⅲ・選択外国語・自主選択科目』p.18

3 /15
（火）

～12：30
締切

外国語Ⅱ（独・仏・中・西）既習クラス　変更希望申請
外国語Ⅲ　履修希望申請

3 /17
（木）

9：30 外国語Ⅱ（独・仏・中・西）既習クラス　結果発表
外国語Ⅲ　履修許可発表 ※

9：30～
「英語リーディング」
「英語セミナー【春】（中級・上級）エントリー（ 1回目）
「独・仏・中・西」

3 /18
（金）

～ 9：30
締切

「英語リーディング」
「英語セミナー【春】（中級・上級）エントリー（ 1回目）
「独・仏・中・西」

3 /22
（火）

9：30
「英語リーディング」
「英語セミナー【春】（中級・上級）履修クラス発表（ 1回目）
「独・仏・中・西」

※

9：30
～12：30
締切

「英語リーディング」
「英語セミナー【春】（中級・上級）エントリー（ 2回目）
「独・仏・中・西」

3 /23
（水） 9：30

「英語リーディング」
「英語セミナー【春】（中級・上級）履修クラス発表（ 2回目）
「独・仏・中・西」

※

3 /24
（木）

申請フォーム
公開
～16：45締切

外国語Ⅱ　第 1学年必修科目　再履修クラス申請【 1年原級者， 2年生】
　→『第 4　外国語Ⅱの履修について』p.17の表で履修クラスのルールについて確認すること

「英語リーディング」「英語セミナー【春】（中級・上級）」
「独・仏・中・西」履修クラス未決定学生，「英語Study‥Skills」
再履修者
　→学習指導相談フォームへ申請

3 /28
（月） 午後 外国語Ⅲ　履修クラス発表 ※

3 /29
（火） 15：00～

［新入生お知らせシステム］
履修語学発表
※クラスガイダンス，外国語Ⅰ［英語］全
体ガイダンス，英語セミナー（特別上級），
外国語Ⅱ既習クラス変更についてのお知ら
せなど、重要な情報が公開されます。必ず
公開日に確認してください。

外国語Ⅰ　「英語セミナー（特別上級）」履修希望申請【申請期間：3 /29（火）15：00～ 3 /31（木）11：00】
　　春学期履修希望者（「英語Study‥Skills」免除希望者含む）および秋学期履修希望者
　→『日吉「英語セミナー（特別上級）」応募要領・履修上の注意』（p.‥4）
　→『第 3　外国語Ⅰ（英語）の履修について』p.11

外国語Ⅱ（独・仏・中・西）既習クラス　
変更希望申請
【申請期間：3 /29（火）15：00～ 3 /31（木）
11：00】
→『第 4　外国語Ⅱの履修について』p.16

3 /31
（木）

～11：00
締切

外国語Ⅱ（独・仏・中・西）既習クラス　
変更希望申請
【申請期間：3 /29（火）15：00～ 3 /31（木）
11：00】

外国語Ⅰ　「英語セミナー（特別上級）」履修希望申請【申請期間：3 /29（火）15：00～ 3 /31（木）11：00】
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日時 時間 1年生 2・ 3・ 4年生 場　所

4 / 2
（土）

9：30
外国語Ⅰ　「英語セミナー（特別上級）」履修希望申請　選抜・振分結果発表

※外国語Ⅱ（独・仏・中・西）既習クラス　
変更希望申請　結果発表

13：00集合

外国語Ⅰ　「英語セミナー（特別上級）」履修許可者　学習指導相談　
※対面による相談となります。
振り分けられた英語セミナー（特別上級）のクラスが、その他のクラス指定のある必修・選択必修科目の曜
日時限と重複する場合，必ず参加してください。
※相談を行わない場合，翌日からの履修申告（一次）で不利益が生じる可能性があります。

日吉独立館
D307~D311

4 / 3
（日） 12：30～

春学期　履修申告（一次申告）【申告期間： 4 / 3 （日）12：30～ 5 （火）16：45】
Web履修申告画面を開くと，エントリーで決定した選択必修科目が表示されます。正しく表示されている
か，履修申告期間内に必ず確認してください。
なお，エントリーを行わない必修科目（再履修除く）も自動的に履修登録されます。正しく表示されている
か，履修申告期間内に必ず確認してください。

4 / 7
（木） 春学期授業開始

英語最上級アドバンスト英語の履修についてはp.19〜20を確認してください。

【秋学期】

日時 時間 1年生 2・ 3・ 4年生 場　所

9 月
中旬

【 1・ 2年生のみ】
「英語Study‥Skills」再履修申請
春学期に履修した外国語Ⅰ（英語）の必修科目が不合格だった学生が対象です。 9月上旬ごろ，keio.jpの
メッセージ等で該当者に通知します。
　→『第 3　外国語Ⅰ（英語）の履修について』p.11

9 /12
（月） 9：30~ 「英語セミナー【秋】（中級・上級・特別上級）エントリー（ 1回目）

9 /13
（火）

～ 9：30
締切 「英語セミナー【秋】（中級・上級・特別上級）エントリー（ 1回目）

9 /14
（水）

9：30 「英語セミナー【秋】（中級・上級・特別上級）」履修クラス発表（ 1回目） ※

9：30～
12：30締切 「英語セミナー【秋】（中級・上級・特別上級）エントリー（ 2回目）

9 /15
（木）

9：30 「英語セミナー【秋】（中級・上級・特別上級）」履修クラス発表（ 2回目） ※

申請フォーム
公開
～16：45締切

「英語セミナー【秋】（中級・上級・特別上級）」履修クラス未決定学生
　→学習指導相談フォームへ申請

9 /27
（火）

秋学期　履修申告（一次申告）【申告期間： 9 /27（火）12：30～29（木）16：45】
Web履修申告画面を開くと，エントリーで決定した選択必修科目が表示されます。正しく表示されている
か，履修申告期間内に必ず確認してください。
なお，エントリーを行わない必修科目（再履修除く）は春学期に自動的に履修登録されています。正しく表
示されているか，履修申告期間内に必ず確認してください。

10/ 1
（土） 秋学期授業開始

：『第 2　選択必修科目のエントリー』p. 8
　※　：履修クラス発表　�keio.jpのNews欄，メッセージ等で通知します。確認してください。

→『第 2　選択必修科目のエントリー』p. 8
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日吉「英語セミナー（特別上級）」応募要領・履修上の注意

◆春学期開講の「英語セミナー（特別上級）」
履修希望申請期間※1�： 3 月29日（火）15：00〜 3 月31日（木）11：00
選抜・振分結果発表※2�： 4 月 2 日（土） 9：30　keio.jpのNews欄
学 習 指 導 相 談※3�： 4 月 2 日（土）13：00集合　日吉第 4校舎独立館D307〜D311

　※ 1　新入生：「新入生お知らせシステム」でクラス・学籍番号・履修語学等を発表する際に同時に申請方法を案内します。
　　　　在校生：keio.jpのNewsにて案内します。
　※ 2　‥履修が許可された場合，許可されたクラスが自動的に履修登録されます。履修申告期間中に履修申告画面で登録

されているクラスを必ず確認してください。
　　　　‥登録されているクラスが組ごとに指定されている必修・選択必修科目と曜日時限が重複していないかを確認して

ください。重複している場合， 4月 2日の学習指導相談に必ず参加してください。
　※ 3　原則，対面により実施します。

履修者選抜およびクラス振り分けをおこないます。
履修者選抜は，2021年度以前に履修した経験がある学生も含めて，2022年度特別上級セミナー【春】の履修希望者全員
が対象です。必ず期間中に申請してください。
履修希望申請では，履修したいクラスの申告をします。英語セミナー（特別上級）のシラバス・講義要綱を参考にして，
履修したいクラスを 3つ以上，あらかじめ考えておいてください。なお，選抜の過程で，第 1希望以外のクラスを勧め
られることもあります。

◆秋学期開講の「英語セミナー（特別上級）」
　　秋学期開講科目は履修方法が異なります。『第 2  選択必修科目のエントリー』（p.8）を確認し，指定された期間に履
修希望クラスをエントリーしてください。

　　なお，希望する「英語セミナー（特別上級）」が組ごとに指定されている必修・選択必修科目と曜日時限が重複してい
ないかを確認してください。

「英語セミナー（特別上級）」履修上の注意
●対象者：すでに高度な会話力・聴解力をもち，長文の英語を読むことに慣れている学生向けの科目です。授業内に英語
でディスカッションできることが条件です。必要な能力をほぼ備えているものの，ライティングやオーラル・スキルな
ど，特定のスキルがやや弱い 1年生向けには，“Bridging‥Course” が春学期に設置されています。

●科目の種類：第 1学年の春学期に履修する場合は，「英語Study‥Skills」の代わりに必修科目として履修します。必修科
目を取得済みの学生は，選択必修科目として履修します。※

※必修科目を取得済みの学生は，「英語最上級アドバンスト英語」（外国語教育研究センター設置科目）を選択必修科
目として履修することもできます。

●クラス指定科目との重複について：選抜により履修が認められた英語セミナーの曜日・時限が，クラス指定科目と重複
する場合，指定クラスの変更も可能です。ただし，外国語Ⅱとの重複など，一部，変更できない場合があります。詳し
いことは， 4月 2日（土）の学習指導相談に参加し学習指導担当教員に相談してください。

　なお，秋学期開講科目は，エントリー内容に基づいてシステムによる抽選を行います。組ごとに指定されている必修・
選択必修科目と曜日時限が重複しないクラスにエントリーしてください。指定クラス変更の機会はありません。

●英語セミナー（特別上級）設置クラス一覧は，別途塾生サイトで公開予定です。
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第1　外国語科目の履修について
　この『経済学部　外国語科目履修案内』は，経済学部学生に対して適用される「学則」の外国語科目部分について解説
したものです。学則に明示されていない細則もこの冊子で説明されていますので，よく読んで，履修申告してください。
履修に関わる事柄について詳細に説明されていますので，履修申告の時だけではなく，常に振り返って内容を確認するよ
うに心がけてください。
　履修についての質問・相談は，学習指導担当教員または学生部経済学部担当窓口に問い合わせてください。特にガイダ
ンス動画・資料は必ず確認し，履修に関して不利にならないように気をつけてください。
　学習指導上の注意事項や学生部からの連絡事項は，keio.jpのNews等で案内しますので，注意を向けてください。
　なお，本冊子内に「組」という表記が出てきます。これは，皆さんの所属する組を示しています。所属する組は学生証
の在籍確認シールに記載（新入生は “新入生お知らせシステム” で案内）されています。一方「クラス」という表記は皆
さんが履修する授業を示しています。

◆セット科目について
　外国語科目名の末尾に小文字のａおよびｂが付されている科目があります。末尾ａは春学期科目，末尾ｂは秋学期科目
を示し，春学期と秋学期で同一担当者，同一曜日時限の科目をセットで履修しなければなりません。これらの科目の成績
は年度末に一括して通知します。したがって，春学期・秋学期の両方に出席していないと両学期ともに単位を取得するこ
とができませんので注意してください。（※一部半期集中科目あり）

1　外国語科目の履修チャート

授業科目の
種類

日吉キャンパス 三田
キャンパス 卒業必要

単　　位1年 2年 3年・ 4年
春学期 秋学期 春学期 秋学期

外国語科目

①外国語Ⅰ
英語Study‥
Skills

2 単位
2

14

②外国語Ⅱ
入学後に発表された語種‥ 1 語種
ドイツ語･フランス語･中国語
･スペイン語･（日本語）

6 単位

6

③外国語Ⅰ
英語セミナー
英語リーディングa/b ｝2 年以上で履修可能
英語最上級‥アドバンスト英語※

2

6
④外国語Ⅱ
　②と同語種の場合 2 単位
　②とは別語種の場合 4単位［外国語Ⅲ］

2

⑤第 2学年以上で取得すべき外国語Ⅰ
　または外国語Ⅱ
　③ ･④とは別に 2 単位（外国語Ⅲを除く）

2

卒業単位
認定科目

⑥【全学則】選択外国語（A） ��
⑦自主選択科目

卒業単位認定科目
16単位

に数えられます。

※「英語Study�Skills」または「英語セミナー（特別上級）」取得済の学生は選択必修科目として履修できます。（それ以外の学生が履修する場
合，自主選択科目の単位になります。）
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（1）必修科目（外国語Ⅰ・外国語Ⅱ）（表内■■）
　決められた学年・組で履修する科目です。外国語科目の必修科目は，第 1学年にのみ設置されています。これらの科
目に不合格だった場合は，改めて履修しなければなりません。
①　外国語Ⅰ（英語）　 2単位

第 1学年春学期に「英語Study‥Skills」または，「英語セミナー（特別上級）」（週 2回授業，2単位）を履修します。
→『日吉「英語セミナー（特別上級）」応募要領・履修上の注意』p. 4

→『第 3　外国語Ⅰ（英語）の履修について』p.11

②　外国語Ⅱ　 6単位
履修する語種は，必ず 3月29日中に「新入生お知らせシステム」で確認し，控えておいてください。決定された語
種は変更できません。

→『第 4　外国語Ⅱの履修について』p.16

（2）選択必修科目
　自分で履修する授業を選び，決められた単位を取得しなければならない科目です。
③　外国語Ⅰ　 2単位
「英語セミナー（中級・上級・特別上級）」，「英語リーディングa/b」より，第 1学年秋学期から卒業するまでに必
ず 2単位を取得しなければなりません。「英語セミナー」は「英語Study‥Skills」に合格した学生のみが履修できま
す。第 1学年秋学期に「英語セミナー」の履修を希望する場合， 1 クラスのみ履修可能です。
（「英語Study‥Skills」または「英語セミナー（特別上級）」取得済の学生は，外国語教育研究センター特設科目「英語
最上級アドバンスト英語」を外国語Ⅰ（英語）の選択必修科目として履修できます。（それ以外の学生が履修する場
合，自主選択科目の単位になります。））

→『第 2　選択必修科目のエントリー』p. 8 ／『第 3　外国語Ⅰ（英語）の履修について』p.11

④　外国語Ⅱ　 2単位
第 2学年以降， 2単位を取得しなければなりません。
第 1学年で履修した必修科目（前述②）と同語種を選択し，履修します。

→『第 2　選択必修科目のエントリー』p. 8 ／『第 4　外国語Ⅱの履修について』p.16
　　　外国語Ⅲ

語種変更許可を得て，第 1学年で履修した必修科目（前述②）とは別語種を履修することができます。各語種の初
修クラスを 4単位履修します。合格すると 2単位分は後述⑤に充当されます。

→『第 5　外国語Ⅲ・選択外国語・自主選択科目』p.18

⑤　第 2学年以上で取得すべき外国語Ⅰまたは外国語Ⅱ　 2単位
前述③・④の選択必修科目の単位以外に，さらに 2単位を③または④から履修し合格しなければなりません。

（3）選択科目
　外国語科目の卒業・進級単位には含まれませんが，卒業単位認定科目（16単位）に含まれます。
⑥　選択外国語（選択A）

時間割で「（選択A）」と記載されている科目は選択外国語（選択A）です。‥
経済学部設置科目のみです。

→『第 5　外国語Ⅲ・選択外国語・自主選択科目』p.19

⑦　自主選択科目
外国語教育研究センター特設科目（一部例外有），オープン科目（他学部設置）は自主選択科目として履修できます。

� →『第 5　外国語Ⅲ・選択外国語・自主選択科目』p.19

（4）自由科目
　各学年における進級単位（第 1学年24単位以上，第 2学年60単位以上，第 3学年28単位以上，第 4学年12単位以上）
には含まれますが，卒業単位には含まれません。履修上限には含まれます。自由科目として取り扱われる外国語科目は
以下のものです。
外国語教育研究センター特設科目の一部

→『第 5　外国語Ⅲ・選択外国語・自主選択科目』p.19
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2　進級および卒業必要科目・単位

（1）第 1学年から第 2学年への進級条件
外国語科目についての条件はありません。

（2）第 2学年から第 3学年への進級条件
以下①・②を充足する必要があります。
①外国語Ⅰ（英語）の必修科目 2単位
②外国語Ⅱの第 1学年必修科目 6単位

（3）第 3学年から第 4学年への進級条件
外国語科目についての条件はありません。

（4）卒業条件
以下①～⑤を充足する必要があります。
①外国語Ⅰ（英語）の必修科目 2単位
②外国語Ⅱの必修科目 6単位
③外国語Ⅰ（英語）の選択必修科目 2単位
④外国語Ⅱの選択必修科目 2単位（［外国語Ⅲ］を履修した場合は 4単位）
⑤前述③・④以外に取得した外国語Ⅰまたは外国語Ⅱの選択必修科目 2単位
※‥［外国語Ⅲ］を履修し合格した学生は前述④で取得した 4単位のうち 2単位を⑤に充当することができます。
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第2　選択必修科目のエントリー

1　エントリー

　選択必修科目はクラス毎に履修定員が設定されています。これらの科目を履修するためには指定された期間に履修希望
クラスをエントリーする必要があります。エントリー内容に基づいてシステムによる抽選を行います。

（1）エントリー対象科目と履修定員
・外国語Ⅰ（英語）
　　英語セミナー【春】‥　中級：30名程度
　　英語セミナー【秋】　上級・特別上級：20名程度
　　英語リーディング‥　　　　 35名程度（日吉・三田地区）
・外国語Ⅱ（ドイツ語・フランス語・中国語・スペイン語）　日吉地区「Ⅳa/Ⅳb」「Ⅺa/Ⅺb」，三田地区「Ⅳa/Ⅳb」
　　　履修者数に応じて数名から20名程度
　未習者は未習クラス，既習者は既習クラスを履修してください。第 1学年で既習クラスを履修した学生が第 2学年
で未習クラスを履修し単位を取得しても外国語の卒業必要単位には含まれませんので注意してください。
　ただし三田地区で開講されるクラスは未習･既習の区別なく，すべて「Ⅳa/Ⅳb」となります。
　PEARL生対象の外国語Ⅱは、2022年度はドイツ語、中国語（授業は英語で行う）のみ若干名の履修を受け付けま
す。履修形態は半期集中型です。

（2）エントリーのスケジュール
春学期 秋学期

外国語Ⅰ 外国語Ⅱ 外国語Ⅰ
英語セミナー【春】
（中級・上級）
英語リーディング

ドイツ語・フランス語
中‥国‥語・スペイン語

英語セミナー【秋】
（中級・上級・特別上級）

ガイダンス
ガイダンスはありません。
Web上の「講義要綱・シラバス」を参考にして，
履修希望クラスを選択してください。

外国語Ⅰ（英語）全体ガイダンス
3月29日（火）新入生お知らせシステムにて案内予定

1
回
目

登録 3月17日（木） 9：30～ 3 月18日（金） 9：30 9 月12日（月） 9：30～ 9 月13日（火） 9：30
発表 3月22日（火） 9：30 9 月14日（水） 9：30

2
回
目

登録 3月22日（火） 9：30～12：30 9 月14日（水） 9：30～12：30
発表 3月23日（水） 9：30 9 月15日（木） 9：30

発表方法 keio.jpのNews欄で確認してください。

（3）注意事項
①　第 1学年は「英語セミナー【秋】」のみエントリーできます。
　　第 1学年原級者で英語必修科目取得済の学生は「英語セミナー【春】」も履修できます。
②　抽選で決まったクラスは自動的に履修登録されます。組ごとに指定されている必修・選択必修科目と曜日時限が重

複しないように注意してください。誤ってこれらの科目と重複したクラスを選択した場合は，学習指導担当教員の
指示に従い，抽選で決定したクラスを取り消す必要があります。

③　同じ科目・学期で 2クラスの履修を希望する場合は， 1回目と 2回目の両方にエントリーしてください。 3クラス
以上の履修を希望する場合は 2回目の抽選結果発表後，速やかに学生部へ相談してください。

④　 2回目の抽選は，1回目の抽選に漏れた学生および 1回目の抽選で決定したクラスに追加して別のクラスの履修を
希望する学生（上記③）が対象となります。 1回目の抽選で決定したクラスを変更するためのものではありません。

⑤　英語セミナーは春学期と秋学期それぞれの学期開始前にエントリーを受け付けます。従って第 1希望「英語セミ
ナー【春】」，第 2希望「英語セミナー【秋】」というエントリーはできません。春学期と秋学期に「英語セミナー」，
更に「英語リーディング」の履修を希望する場合，春学期開始前に「英語セミナー【春】」と「英語リーディング」，
秋学期開始前に「英語セミナー【秋】」にエントリーする必要があります。

⑥　「英語セミナー」の授業は週 2回です。週 2回の曜日時限が組ごとに指定された授業と重ならないように注意して
ください。

⑦　外国語Ⅱについては，秋学期開講の半期集中科目も 3月にエントリーします。 9月にはエントリーできないので注
意してください。

（日吉地区のみ）
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2　エントリー方法

抽選結果の確認 
keio.jp の News で確認してください。

※希望順位について  

英語セミナー【春】 } 第４希望まで選択 ドイツ語 

} 第3希望まで選択 英語セミナー【秋】 フランス語 
英語リーディング  中国語 

スペイン語 
2 回目のエントリーで，指定の希望順位まで選択できない場合は， 
選択可能な順位まで選択してください。 

Web エントリーシステムにアクセス 
keio.jpよりアクセスしてください。

エントリーする科目を選択 登録された 
内容確認 

受付期間中であれば何度
でも登録内容を確認でき
ます。

取り消す科目を選択 
取り消したい科目の受付締切
日時までに行ってください。 

取り消す内容を確認 

取り消し完了 

希望順に講座を選択（※）

登録する内容を確認 
受付期間中（締切日時前）であれ
ば，何度でも登録内容を修正する
ことができます。 

エントリー完了 

受付締切日時
エントリー登録・取り消しは一切不可。登録内容は表示されなくなります。
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3　結果発表

　エントリーの結果はkeio.jpのNewsにて発表します。結果発表の日時はエントリーのスケジュールを参照してください。
Webエントリーシステムおよび教育支援システムでは確認できません。
　抽選で決定したクラスは自動的に履修登録されます。履修申告期間中にkeio.jpポータルの「授業」カテゴリにある「履
修申告」画面を開くと，抽選で決定したクラスが表示されます。正しく表示されているか必ず確認してください。

4　履修クラスが未決定の学生

  2 回のエントリーで抽選に漏れた学生は学習指導担当教員に相談してください。keio.jpのNewsにてオンライン相談
フォームを案内します。
　履修定員に達していないクラスの中から履修クラスを決定します。決定した履修クラスは自動的に履修登録されます。
履修申告期間中にkeio.jpポータルの「授業」カテゴリにある「履修申告」画面に表示される履修クラスを確認してくださ
い。

面接日時・場所
英語セミナー【春】
（中級・上級）
英語リーディング

ドイツ語・フランス語
中国語・スペイン語

英語セミナー【秋】
（中級・上級・特別上級）

日吉地区設置科目
3月24日（木）公開～16：45 9 月15日（木）公開～16：45
keio.jpのNewsにてオンライン相談フォームを案内します。

三田地区設置科目 面接はありません。三田学生部経済学部担当にて確認してください。

5　決定した履修クラスの取り消し

エントリーおよび学習指導担当教員との面接で決定した科目を履修申告期間中に取消すことはできません。履修を取り
消したい場合は、各学期に定められた履修登録取消期間に取消すことができます。詳細は『2022年度‥経済学部履修案内
（日吉キャンパス‥第 1 ・ 2 学年）』を参照してください。

履修登録取消期間，対象科目，手続き方法および上限単位数（履修案内一部抜粋）
期間 対象科目 手続き方法 履修取消上限単位数

4月27日（水）10：00
　～28日（木）16：45

通年科目（セット科目含む）・
春学期科目・春学期前半科目 Webシステムで申告 8単位

10月24日（月）10：00
　～25日（火）16：45 秋学期科目・秋学期前半科目 Webシステムで申告 8単位

6　複数履修について

　外国語Ⅰ・外国語Ⅱの科目では，同一担当者で同一もしくは類似サブタイトルのクラスを複数履修した場合，重複履修
と見なされて履修の修正（取り消し）が必要です。エントリーの際には注意してください。なお，外国語Ⅰ（英語）につ
いては，『第 3　外国語Ⅰ（英語）の履修について』（p.11）の下線部の注意をよく読んでください。
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第3　外国語Ⅰ（英語）の履修について
　外国語Ⅰの卒業必要単位数は必修科目 2単位，選択必修科目 2単位の合計 4単位で，その内訳は以下の表のとおりです。
　なお，英語を十分に習得したい学生は，外国語の卒業必要単位14単位を超え卒業単位認定科目として，外国語Ⅰ（英語）
の選択必修科目を履修することが可能です。
ただし，同一担当者による同一もしくは類似サブタイトルのクラスを複数履修した場合，重複履修とみなされて，履修
の修正が必要です。たとえ担当者が異なっても，シラバスに「（同じサブタイトルの授業の重複履修不可）」と記載がある
場合は、科目のレベルや科目名（例：英語セミナーと英語リーディング）が異なっても履修は不可となります。また，特
にシラバスに「（同じサブタイトルの授業の重複履修不可）」という記載がなく，担当者が異なっていても，サブタイトル
が同一もしくは類似している授業や同じテキスト（教科書）を使う授業など内容の重複がある場合には，必ず履修申告の
前に，学習指導担当教員に相談してください。

科目種類 科目名/注意点 履修申告

必修科目
（ 2単位）

⑴　英語Study�Skills
第 1学年春学期に履修します。授業は週 2回です。
（または必修科目として履修する「英語セミナー（特別上級）」）

新入生は自動的に履修登録される
ので，時間割で指定されているク
ラスが正しく登録されているか，
履修申告期間中に必ず確認してく
ださい。

選択必修科目
（ 2単位以上
取得すること）

⑵　英語セミナー
①外国語Ⅰ必修科目「英語Study‥Skills」に合格すると，「英語セミナー」の
履修資格が得られます。

②中級･上級･特別上級の 3段階のレベルが用意されています。
③第 1学年秋学期から履修できます。第 1学年秋学期には 1クラスのみ履修
できます。

④PCPプログラムヘの参加を希望する学生は，第 2学年終了時までに「英語
セミナー（上級）」または「英語セミナー（特別上級）」を履修しておくこ
とが好ましいです。

⑤日吉地区のみに設置されており，全て半期集中科目，週 2回の授業です。

エントリーに基づく抽選で履修ク
ラスが決定し，自動的に履修登録
されます。
履修申告期間中にkeio.jpポータル
の「授業」カテゴリーにある「履
修申告」画面を開くと，抽選で決
定した履修クラスが表示されま
す。正しく表示されているか，必
ず確認してください。⑶　英語リーディングa/b　

第 2学年より履修できます。授業は週 1回，春学期と秋学期を継続して履
修しなければならない春秋セット科目です。
外国語Ⅰ必修科目（上記⑴）に合格していなくても履修できます。

⑷　英語最上級　アドバンスト英語（Ⅰ）（Ⅱ）
　　（外国語教育研究センター特設科目）　
「英語Study‥Skills」または「英語セミナー（特別上級）」取得済の学生は選
択必修科目として履修できます。（それ以外の学生が履修する場合，自主選
択科目の単位になります。）

選択必修科目として履修を希望す
る学生は，外国語教育研究セン
ターのガイダンスに出席し，必要
な手続きを行ったうえで，指定さ
れた方法で履修申告が必要です。
詳細はp.19，20を確認してください。

経済学部英語クラスWebページも参考にしてください。http://econeng.hc.keio.ac.jp/

1　第1学年

（1）春学期の履修申告
①「英語Study‥Skills」を履修します。授業は週 2コマの春学期集中科目です。新入生は自動的に履修登録されるので，
時間割で指定されているクラスが正しく登録されているか，履修申告期間中に必ず確認してください。授業開始は 4
月 7日（木）です。

②「英語Study‥Skills」の履修免除について※
　「英語Study‥Skills」の代わりに「英語セミナー（特別上級）」を必修科目として履修することができます。外国語Ⅰ
必修科目として「英語セミナー（特別上級）」の履修を希望する学生は，申請を行い，許可される必要があります。『日
吉「英語セミナー（特別上級）」応募要領・履修上の注意』（p.4）参照。

11



「英語セミナー（特別上級）」履修者選抜

履修希望申請期間※1�： 3 月29日（火）15：00〜 3 月31日（木）11：00
選抜・振分結果発表※2�： 4 月 2 日（土） 9：30　keio.jpのNews欄
学 習 指 導 相 談※3�： 4 月 2 日（土）13：00集合　日吉第 4校舎独立館D307〜D311
　　　　　　　　　　��
※ 1　新入生：‥「新入生お知らせシステム」でクラス・学籍番号・履修語学等を発表する際に同時に申請方法

を案内します。
　　　在校生：keio.jpのNewsにて案内します。
※ 2　‥履修が許可された場合，許可されたクラスが自動的に履修登録されます。履修申告期間中に履修申告

画面で登録されているクラスを必ず確認してください。
　　　‥組ごとに指定されている必修・選択必修科目と曜日時限が重複していないかを確認してください。重

複している場合，‥‥ 4 月 2 日の学習指導相談に必ず参加してください。
※ 3　学習指導相談は原則，対面により実施します。

※「英語Study‥Skills」の履修によって得ることを目標としている英語能力を既に備え，また「英語セミナー（特別
上級）」の授業テーマに意欲的に取り組みたい学生が対象となります。海外における勉学経験の有無は問いません。
ただし，英語圏の中学校・高等学校で 1年以上の学習経験を持ち，英会話や聴解に不自由がなく，英語でディスカッ
ションが十分できる学生は，全員選抜試験に申し込んでください。授業における使用言語および配布される資料は
全て英語です。

③秋学期履修の選択必修科目「英語セミナー」について
　春学期の外国語Ⅰ必修科目「英語Study‥Skills」に合格した学生は，秋学期設置の「英語セミナー」を履修すること
ができます。履修クラスは，エントリーに基づく抽選によって決定します。なお，第 1学年秋学期に履修できる「英
語セミナー」は 1クラスのみです。

（2）秋学期　外国語Ⅰ　必修科目の再履修
　　再履修申請期間： 9月中旬
　　秋学期授業開始：10月 1 日（土）

「英語Study‥Skills」の再履修
　春学期に履修した外国語Ⅰ（英語）必修科目「英語Study‥Skills」または必修科目として履修した「英語セミナー
（特別上級）」が不合格だった学生を対象に，「英語Study‥Skills（再履修）」が開講されています。
　再履修対象者へは， 9月上旬の成績発表時にkeio.jpメッセージ等で通知します。案内に従い手続きを行ってくださ
い。
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2　第2学年

（1）必修科目
①春学期
　必修科目を未取得のまま第 2学年に進級した学生は，再履修しなければなりません。原則「英語Study‥Skills」を再
履修することとなります。再履修申請を行い，再履修クラスを決定してください。
　　申請日： 3月24日（木）公開〜16：45
　　申請方法：keio.jpのNewsにてオンライン相談フォームを案内します。

②秋学期
　第 3学年への進級には，外国語Ⅰ必修科目に合格していることが条件になります。
　第 2学年春学期に不合格だった学生は，必ず第 2学年秋学期に再履修してください。
　再履修に関する詳細は，『 1　第 1学年　⑵‥秋学期　外国語Ⅰ　必修科目の再履修』（p.12）を参照してください。

（2）選択必修科目
①英語セミナー
　必修科目を取得済の学生は，「英語セミナー」を選択必修科目として履修することができます。
　選択必修科目「英語セミナー（中級）・（上級）」の履修クラスは，エントリーに基づく抽選によって決定します。「英
語セミナー（特別上級）」の履修希望者は，『日吉「英語セミナー（特別上級）」応募要領・履修上の注意』（p.4）を参
照して下さい。

　なお，第 3・ 4学年でPCPプログラムヘの参加を希望する学生は，第 2学年終了時までに「英語セミナー（上級）」
または「英語セミナー（特別上級）」を履修しておくことが好ましいです。

②英語リーディングa/b
　第 2学年から履修できる選択必修科目です。履修クラスは， 3月に実施するエントリーに基づく抽選によって決定
します。なお，必修科目に合格していなくても履修できます。

③英語最上級アドバンスト英語（Ⅰ）（Ⅱ）（外国語教育研究センター特設科目）
　英語必修科目を取得済の学生は，英語選択必修科目として履修できます。（それ以外の学生が履修する場合は自主選
択科目の単位になります。）
　選択必修科目として履修を希望する学生は，外国語教育研究センターの案内に従い，必要な手続きを行ったうえで，
指定された方法で履修申告が必要です。詳細はp.19，20を確認してください。
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3　第3・4学年

卒業に必要な選択必修科目を未取得の場合，および卒業に必要な選択必修科目を取得した上でさらに英語の履修を希望
する場合は，日吉地区設置の「英語セミナー」および日吉地区・三田地区双方に設置された「英語リーディングa/b」を
履修することができます。
 詳細は『第 2　選択必修科目のエントリー』（p. 8 ）を参照してください。

（1）英語セミナー
　日吉地区設置の「英語セミナー」を履修できます。ただし，「英語セミナー（特別上級）」の履修希望者は必ず『日吉

「英語セミナー（特別上級）」応募要領・履修上の注意』（p. 4 ）を参照して下さい。

（2）英語リーディング
　日吉地区・三田地区双方に設置された「英語リーディングa/b」を履修できます。

（3）英語最上級　アドバンスト英語
　必修科目を取得済の学生は「英語最上級　アドバンスト英語（Ⅰ）（Ⅱ）」（外国語教育研究センター特設科目）も選択
必修科目として履修可能です（それ以外の学生が履修する場合は，自主選択科目の単位になります）。選択必修科目とし
て履修を希望する学生は，外国語教育研究センターのガイダンスに出席し，必要な手続きを行ったうえで，指定された
方法で履修申告が必要です。詳細はp.19，20を確認してください。

4　段階的な履修について

（1）英語セミナーの受講レベルと位置付け
　レベルの選定は，各自が責任を持って行ってください。基本的には第 1学年で履修した「英語Study�Skills」または秋
学期に履修した「英語セミナー」の成績を基準にして選定します。次の表Aを参考にしてください。

表A.　成績別による望ましい履修進路
第 1学年の履修科目 成績 第 2学年以降で履修するのが望ましい科目

英語Study‥Skills

S 英語セミナー（上級）
A 英語セミナー（上級），英語セミナー（中級）
B 英語セミナー（上級），英語セミナー（中級）
C 英語セミナー（中級）

英語セミナー（中級）

S 英語セミナー（上級）
A 英語セミナー（上級），英語セミナー（中級）
B 英語セミナー（上級），英語セミナー（中級）
C 英語セミナー（中級）
D 英語セミナー（中級）

英語セミナー（上級）

S 英語セミナー（特別上級）
A 英語セミナー（特別上級），英語セミナー（上級）
B 英語セミナー（上級）
C 英語セミナー（中級）
D 英語セミナー（中級）

　なお，第 3・4学年でPCPプログラムヘの参加を希望する学生は，第 2学年終了時までに「英語セミナー（上級）」ま
たは「英語セミナー（特別上級）」を履修しておくことが好ましいです。
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（2）段階的な学習例
　表Aで選定した履修レベルを念頭に入れながら，段階的に履修することを勧めます。
　以下の表B，Cは英語の段階的な学習例です。履修計画の参考にしてください。これらは様々に組み合わせられる学習
パターンの数例にすぎません。自分の興味と時間割に即して自由に組み合わせを考えてください。

表B.〈英語セミナー集中型〉（計16単位）
第 1学年 第 2学年 第 3学年 第 4学年

春　Study‥Skills 春　英語セミナー
（中級） 英語セミナー（上級･特別上級），

その他，任意の英語科目秋　英語セミナー
（中級）

秋　英語セミナー
（上級）

表C.〈読解基礎力充実型〉（計10単位）
第 1学年 第 2学年 第 3学年 第 4学年

春　Study‥Skills
英語リーディングa/b 英語リーディングa/b 英語リーディングa/b秋　英語セミナー

（中級）

（3）外国語Ⅰ（英語）科目のトピック（テーマ）の分類について
　「英語セミナー」と「英語リーディングa/b」の各授業には，特定のトピック（テーマ）が定められています。それぞ
れのトピック（テーマ）は次の 4つのカテゴリーに分類されています。
　　　 1）文学・芸術・思想　　 2）言語・文化　　 3）社会・経済・歴史　　 4）その他
　これらの分類を参考にして段階的に履修することにより，特定の分野における知識を深めることも可能です。
　別途「英語セミナー・英語リーディングのトピック（テーマ）別一覧表」を 3月中旬頃に塾生サイトにて公開予定で
す。

5　外国語Ⅰ（英語）ガイダンスについて

全体ガイダンス（新入生対象）
　 3月29日（火）新入生お知らせシステムで案内します。

「英語セミナー」および「英語リーディングa/b」は，同一担当者による同一もしくは類似サブタイトルのクラスを複数
履修した場合，重複履修とみなされて，履修の修正が必要です。たとえ担当者が異なっても，シラバスに「（同じサブタイ
トルの授業の重複履修不可）」と記載がある場合は，科目のレベルや科目名（例：英語セミナーと英語リーディング）が異
なっていても履修は不可となります。また，特にシラバスに「（同じサブタイトルの授業の重複履修不可）」という記載が
なく，担当者が異なっていても，サブタイトルが同一もしくは類似している授業や同じテキスト（教科書）を使う授業な
ど内容の重複がある場合には，必ず履修申告の前に学習指導担当教員に相談してください。
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第4　外国語Ⅱの履修について
1　第1学年で履修する必修科目

（1）第 1学年の「外国語Ⅱ」は全て必修科目です。授業開始は 4月 7日（木）です。（留学生用日本語科目も 4月 7日（木）
から開始）
　必修科目は春学期 3科目および秋学期 3科目（各 1単位計 6単位）です。時間割表で所属する組ごとに未習・既習が
指定されており，新入生は自動的に履修登録されています。履修すべきクラス全てが正しく登録されているかを履修申
告期間中に必ず確認してください。未習クラスの「Ⅰa/Ⅰb」と「Ⅱa/Ⅱb」は同一担当者によって授業が行われます。

語種 科目名

ドイツ語 未習 ド イ ツ 語　Ⅰa/Ⅰb，Ⅱa/Ⅱb，Ⅲa/Ⅲb
既習 ド イ ツ 語　Ⅷa/Ⅷb，Ⅸa/Ⅸb，Ⅹa/Ⅹb

フランス語 未習 フランス語　Ⅰa/Ⅰb，Ⅱa/Ⅱb，Ⅲa/Ⅲb
既習 フランス語　Ⅷa/Ⅷb，Ⅸa/Ⅸb，Ⅹa/Ⅹb

中国語 未習 中　国　語　Ⅰa/Ⅰb，Ⅱa/Ⅱb，Ⅲa/Ⅲb
既習 中　国　語　Ⅷa/Ⅷb，Ⅸa/Ⅸb，Ⅹa/Ⅹb

スペイン語 未習 スペイン語　Ⅰa/Ⅰb，Ⅱa/Ⅱb，Ⅲa/Ⅲb
既習 スペイン語　Ⅷa/Ⅷb，Ⅸa/Ⅸb，Ⅹa/Ⅹb

日本語 留学生用の授業です。国際センターのガイダンスに必ず出席してください。

（2）既習クラスヘの変更
　これまでに学習経験があり，未習クラスから既習クラスヘ変更を希望する場合は，必ず以下の申請を行い，担当教員
から履修の許可を得てください。
　　変更希望申請期間※1　： 3月29日（火）15：00〜 3 月31日（木）11：00
　　結 果 発 表※2　： 4月 2日（土） 9：30　keio.jpのNews欄

※ 1 　 「新入生お知らせシステム」でクラス・学籍番号・履修語学等を発表する際に同時に申請方法を案内します。
オンライン面談を実施する場合があります。連絡が取れるようにしておいてください。

※ 2 　 履修が許可された場合，許可されたクラスが自動的に履修登録されます。履修申告期間中に履修申告画面で登
録されているクラスを必ず確認してください。

2　第2学年で履修する選択必修科目
（1）第 2学年で履修する「外国語Ⅱ」は選択必修科目です。授業開始は 4月 7日（木）です。（留学生用日本語科目も 4月
7日（木）から開始）
　第 1学年で既習クラスを履修した学生は，必ず既習クラスを履修しなければなりません。未習クラスを履修し，単位
を取得しても卒業に必要な外国語の単位には含まれません。

語種 科目名

ドイツ語 未習 ド イ ツ 語　Ⅳa/Ⅳb
既習 ド イ ツ 語　Ⅺa/Ⅺb

フランス語 未習 フランス語　Ⅳa/Ⅳb
既習 フランス語　Ⅺa/Ⅺb

中国語 未習 中　国　語　Ⅳa/Ⅳb
既習 中　国　語　Ⅺa/Ⅺb

スペイン語 未習 スペイン語　Ⅳa/Ⅳb
既習 スペイン語　Ⅺa/Ⅺb

日本語 留学生用の授業です。国際センターのガイダンスに必ず出席してください。

(2) 履修クラスの選択
　選択必修科目「外国語Ⅱ」を履修するためには，エントリーする必要があります。エントリー方法や抽選発表日等の
詳細については『第 2　選択必修科目のエントリー』（p. 8 ）を参照してください。なお，時間割，Web上の「講義要
綱・シラバス」を参考にして，組ごとに指定されている他の必修・選択必修科目と曜日時限が重複しないようにクラス
を選択してください。誤って重複したクラスを選択した場合は，学習指導担当教員の面談を受け，抽選で決定したクラ
スを取り消す必要があります。

　「外国語Ⅱ」の選択必修科目は半期セット科目（春学期 1単位/秋学期 1単位）もしくは半期集中科目（ 2単位）となり，
さらに実力を伸ばしたい学生は 2クラス以上履修することもできます。

（3）既習クラスへの変更
　　変更希望申請期間※1： 3 月10日（木）15：00〜 3 月15日（火）12：30
　　結 果 発 表　　： 3月17日（木） 9：30　keio.jpのNews欄
　　※ 1 　 keio.jpのNewsにてオンライン申請フォームを案内します。オンライン面談を実施する場合があります。連絡が

取れるようにしておいてください。
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3　第1学年必修科目の再履修

（1）第 1学年に留まった学生の再履修
　第 1学年に留まった学生は，次の表で示すルールに従って再履修してください。再履修するクラスは，全て履修申
告期間中に履修申告が必要です。
　学習指導相談が必要な場合：申請日 3月24日（木）公開〜16：45　keio.jpのNewsにてオンライン相談フォームを
案内します。

前年度までの取得状況 再履修クラス

既
習
ク
ラ
ス

【スペイン語】
組ごとに指定されている第 1学年設置の【既習クラス】のうち，前年度までに不合格だった科目（Ⅷa/Ⅷb・Ⅸa/Ⅸb・Ⅹa/
Ⅹb）と同一科目を再履修してください。
【ドイツ語・フランス語・中国語】
学習指導面接を受けて，再履修クラスを決定してください。

未
習
ク
ラ
ス

第 1学年で履修した「Ⅰa/Ⅰb」「Ⅱa/Ⅱb」「Ⅲa/Ⅲb」すべてに不合
格だった場合

組ごとに指定されている「Ⅰa/Ⅰb」「Ⅱa/Ⅱb」「Ⅲ
a/Ⅲb」すべてを再履修

第 1学年で履修した「Ⅰa/Ⅰb」と「Ⅱa/Ⅱb」が不合格だった場合 組ごとに指定されている「Ⅰa/Ⅰb」と「Ⅱa/Ⅱb」
を再履修

第 1学年で履修した「Ⅰa/Ⅰb」または「Ⅱa/Ⅱb」のいずれかと，「Ⅲ
a/Ⅲb」が不合格だった場合 学習指導教員の面接を受けて，再履修クラスを決定

してください。第 1学年で履修した「Ⅰa/Ⅰb」または「Ⅱa/Ⅱb」のいずれかが不合
格だった場合
第 1学年で履修した春学期 3科目・秋学期 3科目のうち，「Ⅲa/Ⅲb」
が不合格だった場合 組ごとに指定されている「Ⅲa/Ⅲb」を再履修

（2）第 2学年での再履修
　第 2学年において，第 1学年の必修科目を再履修する場合は，次の表で示すルールに従ってください。再履修する
クラスの曜日時限が他の必修・選択必修科目と重複している場合は，必ず第 1学年必修外国語Ⅱ未取得者再履修クラ
ス決定面接を受けてください。再履修するクラスは，全て履修申告期間中に履修申告が必要です。
　学習指導相談が必要な場合：申請日 3月24日（木）公開〜16：45　keio.jpのNewsにてオンライン相談フォームを
案内します。

前年度までの取得状況 再履修クラス

既
習
ク
ラ
ス

【スペイン語】
組ごとに指定されている第 1学年設置の【既習クラス】のうち，前年度までに不合格だった科目と同一科目を再履修して
ください。（第 1学年の時間割で確認してください。）組が時間割上に記載されていない場合は学習指導面接を受けて履修ク
ラスを決定してください。
【ドイツ語･フランス語･中国語】
学習指導面接を受けて再履修クラスを決定してください。

未
習
ク
ラ
ス

第 1学年で履修した「Ⅰa/Ⅰb」「Ⅱa/Ⅱb」「Ⅲa/Ⅲb」すべてに不合
格だった場合

組ごとに指定されている第 1学年設置「Ⅰa/Ⅰb」
「Ⅱa/Ⅱb」「Ⅲa/Ⅲb」すべてを再履修

第 1学年で履修した「Ⅰa/Ⅰb」と「Ⅱa/Ⅱb」が不合格だった場合

特修クラス「Ⅶa/Ⅶb」 2クラスを選択して履修
【ドイツ語】
学習指導教員の面接を受けて，再履修クラスを決定
してください。

第 1学年で履修した「Ⅰa/Ⅰb」または「Ⅱa/Ⅱb」のいずれかと，「Ⅲ
a/Ⅲb」が不合格だった場合

特修クラス「Ⅶa/Ⅶb」 2クラスを選択して履修
【ドイツ語】
学習指導教員の面接を受けて，再履修クラスを決定
してください。

第 1学年で履修した「Ⅰa/Ⅰb」または「Ⅱa/Ⅱb」のいずれかが不合
格だった場合

特修クラス「Ⅶa/Ⅶb」 1クラスを選択して履修
第 1学年で履修した春学期 3科目・秋学期 3科目のうち，「Ⅲa/Ⅲb」
が不合格だった場合

4　第3・4学年での履修

　卒業に必要な選択必修科目を未取得の場合は，日吉地区に設置された選択必修科目を履修するようにしてください。
　卒業に必要な選択必修科目を取得した上で更に履修を希望する場合，日吉地区・三田地区双方に設置された選択必修科
目を履修することができます。エントリーが必要になりますので『第 2　選択必修科目のエントリー』（p. 8 ）を参照して
ください。なお，三田地区では未習・既習の区別なく，「Ⅳa/Ⅳb」が開講されています。
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第5　外国語Ⅲ･選択外国語・自主選択科目

1　外国語Ⅲ

（1）授業開始は 4 月 7 日（木）です。

（2）今年度開講の『外国語Ⅲ』は以下のとおりです。全て日吉地区に設置されています。
　　　　　ドイツ語，フランス語，中国語，スペイン語，ロシア語，韓国朝鮮語，イタリア語

（3）履修クラス
いずれの語種も初級から始まります。

語種 履修クラス
ドイツ語
フランス語
中国語
スペイン語

日吉地区設置の第 1学年必修科目「外国語Ⅱ」（原則として未習クラス）のうち「Ⅰa/Ⅰb」・
「Ⅱa/Ⅱb」の 4科目（各 1単位，合計 4単位）を履修します。

ロシア語
韓国朝鮮語
イタリア語

日吉地区に設置されている「外国語Ⅲ」（○○語a/b，各 1単位，合計 4単位）を履修します。

（4）『外国語Ⅲ』の履修希望者は必ず履修希望申請を行う必要があります。履修クラス決定のため，学習指導教員による面
接を実施する場合があります。
　履修には第 1学年の必須科目『外国語Ⅱ』の単位をすべて取得していることが必要となり，『外国語Ⅱ』の成績を基準に
選抜します。

履修希望申請期間※1： 3 月10日（木）15：00〜 3 月15日（火）12：30
履修許可者発表※2： 3 月17日（木） 9：30　keio.jpのNews欄
履修クラス発表※3：�3 月28日（月）午後�keio.jpのメッセージ　

　※ 1　keio.jpのNewsにてオンライン申請フォームを案内します。
　※ 2　‥条件付許可となった場合，履修が認められない場合があります。条件付許可者は必ず現在履修している語種の第

2学年選択必修科目のエントリーに参加してください。
　※ 3　イタリア語履修希望者は別途説明会が実施されます。

（5）履修申告
　決定した履修クラスは，自動的に履修登録されます。履修申告期間に履修申告画面で確認してください。
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2　選択外国語（選択Ａ）・自主選択科目
（1）選択外国語（選択A）
①　選択外国語の授業は 4月 7日（木）から始まります。
②　‥選択外国語（選択A）は，経済学部設置科目です。これらの科目を履修し合格すると，各学年の進級単位（第 1学年

24単位以上，第 2学年60単位以上，第 3学年28単位以上，第 4学年12単位以上）に含まれます。また卒業単位認定科
目（16単位）にも含まれます。

③　今年度，開講が予定されている『選択外国語（選択A）』の科目は次のとおりです。
　　日吉地区・三田地区のいずれかに設置されています。

［経済学部設置科目］
語種 科目名

ドイツ語 ドイツ語Ⅴa/Ⅴb
フランス語 フランス語Ⅴa/Ⅴb
中国語 中国語Ⅴa/Ⅴb，中国語Ⅴ
スペイン語 スペイン語Ⅴa/Ⅴb
ロシア語 ロシア語a/b

（2）‥自主選択科目
［外国語教育研究センター特設科目］
　外国語教育研究センター特設科目を受講するためにはガイダンスに出席し，必要な手続きを取らなければなりません。
詳細は外国語教育研究センターの履修案内を確認してください。
　外国語教育研究センターの登録番号で履修登録してください。

自
主
選
択
科
目

英語最上級　アドバンスト英語（Ⅰ）（Ⅱ）＊‥ ロシア語表現技法 1（Ⅰ）（Ⅱ）
英語異文化トレーニング（Ⅰ）（Ⅱ） ロシア語表現技法 2（Ⅰ）（Ⅱ）
英語ドラマ（Ⅰ）（Ⅱ） ロシア語聴解（Ⅰ）（Ⅱ）
英語翻訳（Ⅰ）（Ⅱ） 中国語表現技法 1（Ⅰ）（Ⅱ）
英語聴解（Ⅰ）（Ⅱ） 中国語表現技法 2（Ⅰ）（Ⅱ）
英語留学準備（Ⅰ）（Ⅱ） 中国語表現技法 3（Ⅰ）（Ⅱ）
英語アカデミック・ライティング（Ⅰ）（Ⅱ） 中国語表現技法 4（Ⅰ）（Ⅱ）
英語スピーチとディベート（Ⅰ）（Ⅱ） 中国語表現技法 5（Ⅰ）（Ⅱ）
ドイツ語表現技法 1（Ⅰ）（Ⅱ） 中国語表現技法 6（Ⅰ）（Ⅱ）
ドイツ語表現技法 2（Ⅰ）（Ⅱ） スペイン語表現技法 1（Ⅰ）（Ⅱ）
ドイツ語表現技法 3（Ⅰ）（Ⅱ） スペイン語表現技法 2（Ⅰ）（Ⅱ）
ドイツ語表現技法 4（Ⅰ）（Ⅱ） スペイン語表現技法 3（Ⅰ）（Ⅱ）
ドイツ語表現技法 5（Ⅰ）（Ⅱ） インドネシア語ベーシック（Ⅰ）（Ⅱ）
フランス語表現技法 1（Ⅰ）（Ⅱ） アラビア語（Ⅰ）（Ⅱ）
フランス語表現技法 2（Ⅰ）（Ⅱ） イタリア語表現技法 1（Ⅰ）（Ⅱ）
フランス語表現技法 3（Ⅰ）（Ⅱ） イタリア語表現技法 2（Ⅰ）（Ⅱ）
フランス語表現技法 4（Ⅰ）（Ⅱ） 朝鮮語表現技法 1（Ⅰ）（Ⅱ）
フランス語表現技法 5（Ⅰ）（Ⅱ） 朝鮮語表現技法 2（Ⅰ）（Ⅱ）

自由
科目 英語オーラル・プレゼンテーション（Ⅰ）（Ⅱ）・英語初級（Ⅰ）（Ⅱ）

＊「英語Study�Skills」または「英語セミナー（特別上級）」取得済の学生は選択必修科目として履修できます。
　（それ以外の学生が履修した場合は，自主選択科目の単位となります。）
　履修年度によっては，休講となる場合があります。

19



①　‥外国語教育研究センター特設科目（一部の科目を除く。下記④参照），オープン科目（他学部設置）は自主選択科目
（諸研究所設置科目）（分野番号50-50-01）です。これらの科目を履修し合格すると，各学年の進級単位（第 1学年24
単位以上，第 2学年60単位以上，第 3学年28単位以上，第 4学年12単位以上）に含まれます。また卒業単位認定科
目（16単位）にも含まれます。

②　科目リスト，詳細は「外国語教育研究センター履修案内・講義要綱」で確認してください。
③　‥外国語教育研究センター特設科目を受講するためにはガイダンスに出席し，必要な手続きを取らなければなりません。

詳細は外国語教育研究センターの履修案内を確認してください。
外国語教育研究センターの登録番号で履修登録してください。ただし，オープン科目のうち，経済学部が設置する
科目は（1）選択外国語（選択A）として経済学部の登録番号（経済学部時間割に記載）で履修登録してください。

④　‥外国語教育研究センター設置科目（特設科目）のうち，以下のものは科目の扱いが異なるので注意してください。

英語最上級　アドバンスト英語（Ⅰ）（Ⅱ） 履修に関する詳細を必ず外国語教育研究センターの履修案内で確認してく
ださい。
原則，春学期の「英語最上級　アドバンスト英語（Ⅰ）」は春学期に，秋学
期の「英語最上級　アドバンスト英語（Ⅱ）」は秋学期に履修申告を行いま
す。

「英語Study‥Skills」または「英語セミナー（特別上級）」取得済の学生は選
択必修科目として履修できます。履修申告時に，登録番号とともに「B欄分
野番号：20」を選択してください。
（それ以外の学生が履修した場合は，自主選択科目の単位となります。A欄
で履修申告してください。）

英語オーラル・プレゼンテーション（Ⅰ）（Ⅱ）
英語初級（Ⅰ）（Ⅱ）

自由科目（自主選択科目にはなりません。）
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