
※1　定員に空きのあるクラスのみ募集します。

※2　定員に空きのあるクラスは免許HP・掲示板にてお知らせします。

※3　履修登録依頼書は、免許HPの【説明会・手続き関連】よりダウンロードしてください。（ https://license.doshisha.ac.jp/ ）

※4　受付日時外にEメールを送付された場合は無効となります。Eメールは大学付与のアドレスで送信してください。

　　 履修登録依頼書をEメールで送付する際のタイトルは、「先行登録科目の登録依頼・氏名（学生ID）」としてください。

※5　免許資格課程センター事務室からの登録完了のEメールを必ず確認してください。

2021年度秋学期 先行登録科目（免許・資格に関する科目）
登録削除と追加募集のお知らせ

受付期間 抽選結果発表

9月16日（木）9：00
～

9月17日（金）17：00まで
免許資格課程センター

窓口開室時間

 Eメール（大学付与のアドレス） ※5

 学修支援システムDUET（WEB）
　9月15日（水）22：00～

9月14日（火）10：00
～

9月15日（水）17：00まで

受付方法

　学修支援システムDUET（WEB）
（登録希望者が定員を超えた場合、抽選にて登録者を決定）

　            Eメール先着順　※3・4
　提出先：menkyoteishutsu@mail.doshisha.ac.jp
　提出方法：履修登録依頼書を記入し送付してください
(履修登録依頼書は免許HPよりダウンロードできます。)

 追加1次募集
※1・2

 追加2次募集
※1・2

募集次

　（1）先行登録科目　登録削除について

9月10日（金） 10：00
～

 9月12日（日） 17：00まで

受付方法

　学修支援システムDUET（WEB）　　

学術情報利用教育論

金1

情報資源組織演習Ⅱ

-

田

今

今

松田　泰代

今野　創祐

佐藤　聡子

井上　真琴

岡本　真彦

松田　泰代

松田　泰代

西浦　ミナ子

西浦　ミナ子

笠井　詠子

月2

水3

情報メディアの活用

教育方法論

担当教員

53

1

101

52

情報資源組織論Ⅱ

情報サービス演習Ⅱ

受付期間

今

今 30

30

今

金7

校地

　（2）先行登録科目　追加募集について

募集
定員

28

14

28

1

20

32

41

■追加募集科目　※先行登録科目の登録削除により、追加募集科目（クラス）は増える可能性があります。9/13（月）に免許HP、掲示板にてお知らせします。

月1

水6

今

定員

30

30

101

科目名 クラス

1

53

佐藤　翔 火2

時間割

今 佐藤　翔 水6 33 21

1 田

火7

佐藤　翔 火5 33 30

51 今

今

田

40

60

40

田

51

備　考

「図書館情報学概論（図書館・情報学
概論）」を過学期までに履修済である
こと。

2～

2～

2～

2～

2～

2～

履修条件

【2018年度以降生のみ登録可】
「情報資源組織論Ⅰ」を過学期までに
履修済であること。

追加1次募集では主たる校地のクラス
のみ登録可能です。

主たる校地以外での履修希望者は追加
2次募集から定員に空きがあるクラス
のみ受付けを行う。

3～
「情報資源組織論Ⅱ（情報資源組織
論）」を過年度までに履修済、または
先行登録期間内に同時登録すること。

履修
年次

※　DUETにて登録削除・追加の申請を行う際は、「利用上の注意」を必ず参照してください。

※　募集人数は春学期の登録者を基準にしていますが、先行登録削除期間後に変動します。

※　「スクールインターンシップ1、51クラス」（秋集中）は春学期中に事前指導を行っており、春学期のみ登録可能な科目です。

火5

33 5

30

情報サービス演習Ⅰ

2

火4

火5

40

40 27

29

5

※　DUET利用対象外の学生が先行登録科目の履修を希望する場合は、所属学部事務室に申し出てください。

52 今 佐藤　翔 火3 33 7

101



 

2021年度秋学期 文学部開講科目 登録受付のお知らせ 

科目・クラスコード 科目名・クラス 
校

地 

曜日 

講時 
担当者 課程 

10270421-051 地理学総論（2）-51 今 月1 津村 宏臣 教職 

10270092-001 日本美術史（2）-1 今 火3 井上 一稔 学芸員 

 

以下のとおり、上記科目の登録を受け付けます。 

 

【登録に関する注意点】  

① 所属学部のカリキュラムによっては自由科目になるため、履修しても卒業必要単位

数には算入されません。 

② 文学部生のみ履修可であるが、免許資格取得のために履修する場合のみ、文学部

以外の学生も履修可となります。 

③ 該当の課程登録がなされていることが科目登録の条件となります。 

④ 新たに教職課程登録を希望する学生は、免許HPで公開する教職課程登録説明会資

料の視聴、課程登録料の納入、一般登録科目登録変更期間中に課程登録（本登

録）を行うこと。（免許HP【説明会・手続き関連】を確認すること。）この課程登録手続

きがなされることを前提として科目登録が認められます（課程登録手続きが完了しな

かった場合は科目登録を削除する）。※免許HP https://license.doshisha.ac.jp/ 

⑤ 地理学総論（2）-51クラス、日本美術史（2）-1クラス以外は登録制限がありません。

各自で一般登録期間中にDUETにて登録をするようにしてください。 

 

 

受 付 期 間 ： 9月 10日（金） 9時 ～ 9月 13日（月） 17時まで 

 

受 付 方 法 ： 免許資格課程センター事務室へ履修登録依頼書を E メールで送付 

           提出先 ： menkyo-teishutsu@mail.doshisha.ac.jp 

       ◆履修登録依頼書は免許 HP よりダウンロードできます 

 

※受付期間を過ぎての登録はできませんので、ご注意ください。 

 

以上 

 

免許資格課程センター事務室 

https://license.doshisha.ac.jp/
https://license.doshisha.ac.jp/
mailto:menkyo-teishutsu@mail.doshisha.ac.jp


 

神学部 秋学期開講科目の変更について 
 

【休講となる科目】 
以下の科目について開講に向けて慎重に検討してまいりましたが、今般の状況に鑑み、 

当該科目の性格上、実施が困難との判断にいたりました。 

登録いただいたみなさんにはご迷惑をおかけいたしますが、ご了承ください。 

※春学期に登録を受け付けておりました「ワーシップ音楽演習」については大学ですでに 

登録を削除させていただいています。 

 

科目コード 科目名 担当者 曜講 

10103393-000 宗教と社会福祉 

勝又 悦子 

越後屋 朗 

小原 克博 

関谷 直人 

村山 盛葦 

木５ 

10103472-000 ワーシップ音楽演習 関谷 直人 火２ 

 

神学部 先行登録科目の登録削除・追加について 
 

【登録削除】 
春学期の先行登録期間に登録済みの下記秋学期科目について、登録削除を受け付けます。 
受付期間  ９月１０日（金）10：00～９月１２日（日）17：00 
受付手続  学修支援システムDUET（WEB） 

 

【追加募集】以下の日程・方法で先行登録の追加を受け付けます。 

〇受付、発表日時：【受付】9月1４日(火)10：00～9月１５日(水)17：00  

【結果発表】9/1６(木)0：00～ 

         いずれも学修支援システムDUET(WEB)にて行います。 

         希望者が定員を超えた場合は機械抽選を行います。 

〇定員：「教義学２」、「現代神学の論点４」：４0名 ／ 「同志社とキリスト教」：60名 

● 対象となる科目 

（2013年度以降生） （2012年度以前生） 
担当者 曜講 

科目コード 科目名 科目コード 科目名 

10103222 教義学２ 10101147 組織神学７ 崔  弘徳 月２ 

10103234 現代神学の論点４ 10101154 組織神学１４ 崔  弘徳 月３ 

10103921 同志社とキリスト教 10101322 宗教学２ 石川  立 火２ 

 
＊開講校地はいずれも今出川です。 

上記の科目のうち、定員に余裕が生じた場合のみ追加募集を実施します。 



校地
科目
コード

科目名 クラス 学期
配当
年次

定員
登録
方法

受付期間
選考結果
発表方法

選考結果
発表日時

10522204 簿記学Ⅱ 9 秋学期 1～ 130

10522311 経済学 1～3 秋学期 1～ 各30

10522351 会計学 1～3 秋学期 1～ 各30

10522314 計量経済学 4 秋学期 2～ 80

10522461 オペレーションズ・リサーチ 秋学期 3～ 45

10522642 商業地理 秋学期 3～ 400

10523521 ファイナンシャル・プランナー基礎 2 秋学期 1～ 400

10523522 ファイナンシャル・プランナー応用１ 2 秋学期 2～ 150

10523523 ファイナンシャル・プランナー応用２ 2 秋学期 2～ 150

10523524 ファイナンシャル・プランナー実践 2 秋学期 2～ 20

10523563 メディア環境変化と企業コミュニケーション 秋学期 1～ 120

10523564 消費者問題 2 秋学期 1～ 110

10523565 新時代のリスクと保険事業 秋学期 2～ 300

10523582 国際会計の実務 秋学期 2～ 50

10523583 会計情報による多様な判断 秋学期 1～ 180

10523593 現代の企業経営と労務監査 秋学期 2～ 80

10523595 メディア・スタートアップ 秋学期 1～ 270

校地
科目
コード

科目名 クラス 学期
配当
年次

定員
登録
方法

受付期間
選考結果
発表方法

選考結果
発表日時

10522204 簿記学Ⅱ 9 秋学期 1～ 130

10522311 経済学 1～3 秋学期 1～ 各30

10522351 会計学 1～3 秋学期 1～ 各30

10523521 ファインシャル・プランナー基礎 2 秋学期 1～ 400

10523563 メディア環境変化と企業コミュニケーション 秋学期 1～ 120

10523564 消費者問題 2 秋学期 1～ 110

10523583 会計情報による多様な判断 秋学期 1～ 180

10523595 メディア・スタートアップ 秋学期 1～ 270

商学部設置科目先行登録日程（２０２１年度生対象）

今出川 ＤＵＥＴ
9月14日(火)10:00～
9月15日(水)17:00

ＤＵＥＴ
9月15日(水)
22:00

商学部設置科目先行登録日程（～２０２０年度生対象）

今出川 DUET
9月14日(火)10:00～
9月15日(水)17:00 DUET

9月15日(水)
22:00



 

■■ファイナンシャル・プランナー(ＦＰ)関連科目の登録方法について■■ 

 

 

◆春学期に「ファイナンシャル・プランナー基礎」を受講する場合 

        今年度              次年度 

       

     ＊ただし２０２１年度生は春学期に基礎を修得しても次年度の春学期まで応用１・２ 

を登録履修することはできない。 

 

◆秋学期に「ファイナンシャル・プランナー基礎」を受講する場合 

今年度             次年度 

    

 

 

 

 

・ファイナンシャル・プランナー関連科目は「ファイナンシャル・プランナー基礎」「ファイナ

ンシャル・プランナー応用１」「ファイナンシャル・プランナー応用２」「ファイナンシャル・

プランナー実践」の４科目すべてを修得し，「ファイナンシャル・プランナー実践」での「提

案書の作成」に合格することにより，２級ＦＰ技能検定試験（兼ＡＦＰ資格審査試験）の受

検資格を得ることができる科目である。 

・科目の修得とは関係なく，４科目とも全日程の３割欠席すると２級ＦＰ技能検定試験（兼Ａ

ＦＰ資格審査試験）の受検資格を得ることができないので注意すること。 

・４科目はグレード制を取っているので，段階的に受講するためには最短で３セメスター（１

年半）が必要となる。 

・ファイナンシャル・プランナー関連科目は３セメスター（１年半）継続して履修することが

望ましい。したがって１年次生は「ファイナンシャル・プランナー基礎」の２クラス（秋学

期開講クラス）を登録履修することが望ましい。 

春学期 秋学期 

基礎 
応用１ 

応用２ 

春学期 秋学期 

実践  

春学期 秋学期 

応用１ 

応用２ 
実践 

セット登録 

春学期 秋学期 

 基礎 

応用 1，2 が不合格の場

合，実践の登録は自動的

に取消となる。 



 
経済学部 秋学期先行登録科目について 

 

経済学部設置科目について、以下のとおり受け付けます。 

◆ 定員より申込の人数が多い場合は抽選となります。抽選もれの場合は、登録できません。 

◆ 所定の期間に手続きができなかった場合は、登録できないので注意してください。 

◆ 定員が若干名となっている科目については、先行登録削除により定員に空きがある場合のみ募集を行います。 

◆ ＤＵＥＴが利用できない学生については、経済学部科目先行登録受付期間の窓口開室時間中に、今出川 

キャンパス教務センター（経済学部）に申し出てください。 

 

経済学部 先行登録日程 

 

受 付 日 程 

9月 10日（金） 

～ 

9月 12日（日） 

先行登録削除受付（DUET） 

9月 10日（金）10:00 ～ 9月 12日（日）17:00 

※春学期に登録した秋学期開講の先行登録科目が対象 

9月 14日（火） 

9月 15日（水） 

先行登録 第１次受付（DUET） 

9月 14日（火）10:00 ～ 9月 15日（水）15:00 

第１次受付 結果発表（DUET） 

9月 15日（水）22:00 

9月 17日（金） 

先行登録 第２次受付 

9:00～11:30受付締切 

受付方法 メール：先着順（詳細については経済学部ホームページを参照） 

 
 
<<２０１２年度以降生>> 校地：今出川 

対象年度 科目名 
科 目 

コード 

クラス

コード 
定員 登録申込条件等 

2020年度 

以降生 

エコノミクス・ワークショップ・プライマリ２ 

－近世都市・農村の歴史地理１－ 
10403323 

321 6名  

2019年度 

以前生 

エコノミクス・ワークショップ２ 

－近世都市・農村の歴史地理１－ 
10407323 

2020年度 

以降生 

エコノミクス・ワークショップ・プライマリ２ 

－非営利組織と非政府組織１－ 
10403323 

401 若干名  

2019年度 

以前生 

エコノミクス・ワークショップ２ 

－非営利組織と非政府組織１－ 
10407323 

                                                                   
 

 

２０２１年９月 経済学部 



＊DUETにて登録削除・追加の申請を行う際は、「利用上の注意」を必ず参照してください。

＊履修中止期間を除き、先行登録科目の登録変更は受け付けしませんので、よく考え、慎重に申請してください。

＊DUETが利用できない学生については、社会学部科目先行登録受付期間の窓口開室時間中に社会学部事務室に

※募集人数は8月時点での人数を表示していますが、 9月10日～12日の「先行登録削除」を受けて変動する場合が
   あるため、1次募集人数は各自DUETで確認してください。

※登録希望者が定員を上回った場合は、抽選を行い、抽選結果は　9月15日（水）22：00～　学修支援システムDUET
  （WEB）にて発表します。

■2次募集　（メール先着順）

　受付日時 　受付方法

9月16日（木） 9：00～9月17日（金）17：00

以下のアドレスに
・学生ID　　　　・氏名
・科目コード　　・科目名
を記載のうえメール送付してください

shakaigakubu@mail.doshisha.ac.jp

※2次募集人数は社会学部HPならびにDUETメッセージで確認してください。

　 申し出てください。

≪先行登録科目　追加募集について≫
■1次募集　（WEB抽選）

　受付日時 　受付場所

　9月14日（火） 10：00 ～ 9月15日（水） 17：00 　学修支援システムDUET（WEB）　　

　9月10日（金） 10：00 ～ 9月12日（日） 17：00 　学修支援システムDUET（WEB）　　

2021年度秋学期 社会学部 先行登録科目
登録削除と追加募集のお知らせ

★下記の先行登録科目について、下記のとおり登録削除、追加募集を行います。

≪先行登録科目　登録削除について≫

　受付日時 　受付場所



科目コード 科目名 クラス 校地 担当教員 定員 履修年次

10912103 国際社会学 今 板垣　竜太 27 2～

10912560 外国書講読（コリア語）Ⅱ 今 影本　剛 18
　2～（社会福祉・産業関係学科以外）

　3～（社会福祉・産業関係学科）

10912301 Contemporary Japanese Culture and Society 今 MATTIAS VAN
OMMEN 32 2～

10932111 ジャーナリズム論Ⅱ  今 小黒　純 9 2～

10942113 産業調査統計論（2） 今 浦坂　純子 24 2～

1 今 浮村　眞弓 27 2～

2 今 浮村　眞弓 48 2～

10952187 西洋教育文化論（２）
（2018年度以降生のみ履修可能）

1～

10952106 西洋教育文化史（２）
（2017年度以前生のみ履修可能）

2～

1.授業概要

2.履修に関する注意事項

①TOEIC®LISTENING AND READINGテスト、
　 TOEIC®LISTENING AND READINGテスト（IP）600点以上
②TOEFL-iBT®テスト65点以上（「Test Dateスコア」のみ可。「My Best™ スコア」は認めない。）
③TOEFL-CBT®テスト180点以上
④IELTS™Overall band score 5.5点以上
⑤CASEC 620点以上

※TOEIC及びTOEFL、TOEFL iBT、TOEFL CBT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。

Contemporary Japanese Culture and Societyについて

「Contemporary Japanese Culture and Society」は2年次生以上を対象とした50名定員の秋学期週2コマの社会学科講
義科目（4単位）であり、授業はすべて英語で行われる。詳細はシラバスを参照すること。

以下に示す基準のうち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。
初回授業時にスコアカード（コピー可）を提示が必要である。
同等のレベルだがスコアを持っていない場合は、担当者との面談等により履修を認める。ただし、スコアカードを持って
いない、レベルを満たしていないと担当者が判断した場合には履修継続を認めない。また、その場合、履修中止を自身
で申請することになり、他の科目4単位を追加で履修できないので、十分に留意すること。

今 越水　雄二 36

（▽教育文化学科科目）

（▽産業関係学科科目）

※原則、産業調査統計論（2）は産業調査統計論（1）を受講したことがなければ登録できない。
　産業調査統計論（１）を受講したことがないが、やむを得ない理由で、産業調査統計論（2）の履修を希望する場合は、先行登録受付期間に
　右記アドレスに申し出ること。　shakaigakubu@mail.doshisha.ac.jp

10942138
実践キャリア演習
(秋集中)

（▽メディア学科科目）

★対象科目一覧

（▽社会学科科目）

 ※Contemporary Japanese Culture and Societyは英語で授業を行い、登録には定められた英語のレベルを満たしていることが
　　条件になる。詳細は下記参照すること。



こちらはスポーツ健康科学部以外の学生が対象の情報です。

　秋学期に開講されるスポーツ健康科学部先行登録科目について、以下のとおり登録の変更を受付します。

科目ｺｰﾄﾞ 科目名 ｸﾗｽ 曜日講時 主担当者 備考

11502022 障がい者スポーツ論（応用） 001 秋・火1 河西　正博

11502022 障がい者スポーツ論（応用） 002 秋・火2 河西　正博

11502022 障がい者スポーツ論（応用） 003 秋・金2 河西　正博

11503115 スポーツ方法実習（ゴルフ） 004 秋・月2 菅生　貴之

11503115 スポーツ方法実習（ゴルフ） 005 秋・月3 菅生　貴之

11503215 スポーツ指導法実習（ゴルフ） 秋・金2 竹田　正樹

◆受付日時：9月10日(金)10：00 ～ 9月12日(日)17：00

◆受付場所：学修支援システムDUET

科目ｺｰﾄﾞ 科目名 ｸﾗｽ 曜日講時 主担当者 備考

11502022 障がい者スポーツ論（応用） 001 秋・火1 河西　正博

11502022 障がい者スポーツ論（応用） 002 秋・火2 河西　正博

11502022 障がい者スポーツ論（応用） 003 秋・金2 河西　正博

11503115 スポーツ方法実習（ゴルフ） 004 秋・月2 菅生　貴之

11503115 スポーツ方法実習（ゴルフ） 005 秋・月3 菅生　貴之

11503215 スポーツ指導法実習（ゴルフ） 秋・金2 竹田　正樹
スポーツ方法実習（ゴルフ）を

過学期に履修済であること

　上記の科目のうち、定員に余裕が生じた場合のみ追加募集を実施し、抽選で登録者を決定します。

◆受付・発表日時：　 【受付】9月15日(水)10：00 ～ 15：00　　　【発表】9月15日(水)22：00

　　　　　　　　　　　　　　この日程は2次募集の扱いとなります（1次募集はスポーツ健康科学部生が対象）。

◆受付・発表場所：学修支援システムDUET

スポーツ健康科学部 先行登録科目の登録削除・追加について

登録削除（春学期に先行登録した秋学期科目の削除）

追加募集



２０２１年度 秋学期 

生命医科学部 先行登録科目の削除・追加について 
 

 

■ニューロサイエンス入門２ 

 

科目ｺｰﾄﾞ 
ｸﾗｽ 
ｺｰﾄﾞ 

科目名 ｸﾗｽ 開講期間 配当年次 定員 

11433124 000 ニューロサイエンス入門２ － 秋 2～ 若干名 

【登録削除受付】9月 10日（金）10:00～9月 12日（日）17:00 学修支援システム DUET 

【登録追加受付】9月 14日（火）10:00～9月 15日（水）17:00 学修支援システム DUET 

    希望者が募集人数を超えた場合は抽選を行います。 

【決定者発表】 9月 15日（水）21:00 学修支援システム DUET 


