
【英文学科】
新入生向け

動画３

科目登録の流れと
時間割作成



英文学科
新入生ガイダンス

動画 1 英文学科の科目履修と卒業要件
英文学科での履修イメージ、卒業要件、全学共通教養教育科目

免許・資格科目の履修

動画 2 科目登録を始めるにあたって

3つの冊子、3つのネットシステム、時間割表、プレイスメントテスト

（CASEC)、ネットワーク利用の資格認定試験

動画 3
科目登録の流れと時間割作成について

科目登録をする際の時間割作成の手順をシミュレーションし、説明



科目登録の大まかな流れ

① 時間割作成

• (a)DUETにログ
インし「登録科
目一覧」にて

• (b)必修科目
（大学が一括登
録済み）の時間
割を確認

• (c)空いている曜
日・講時に選択
科目

② 先行登録

• DUETで「事前
に抽選が必要な
科目」を登録

• * 抽選結果発表
で当選した時点
で登録完了

③ 一般登録

• DUETで「必修
科目・先行登録
科目」以外を登
録



『文学部 時間割表』
• 文学部生は『文学部

時間割表』に記載さ
れている科目に限り、
登録履修することが
できる。

•文学部生対象のすべての科目の
時間割（曜日・講時）
担当者
が表示されている。

•各科目の時間割はDUETの登録
画面の【科目検索】機能やシラ
バスでも検索できる。



時間割表の見方

①春学期・秋学期の確認の
仕方

○ → 春学期

△ → 秋学期

「英文学史」「英語学」
のみ

I は秋学期（1年次）
II は春学期（2年次）

②必修科目「英文学史 I」
と「英語学 I」のみ、
△＝1年秋
○＝2年春

通常
I は春学期
II は秋学期



時間割作成に際して

① 事前準備
• 『文学部 授業時間割表』
• DUETにログインする

② DUETの「登録科目一覧」

既に大学によって一括登録されて
いる必修科目の「指定クラス」が、
どの曜日・講時か確認

③ 『授業時間割表』最終ページ

の表に「指定クラス」を書き入れ
ていく。



１年次履修の必修科目（２４単位）

Academic Skills

TOEFL Preparation

Listening A I・II

Speaking A I・II

Reading A I・II

Writing A I・II

英文学史 I
英語学 I

大学がクラス指定

DUET「登録科目一
覧」で確認！

大学が一括登録
（1年生のみ)

各自でDUETで登録す
る必要はありません



『文学部 時間割表』最終頁



時間割作成

Writing AI-

13Writing AII-

13Reading AI-

13Reading AII-

13

Aca Skills-2
TOEFL Prep-

5

Listening AI-

5Listening

AII-5
Speaking AI-14
Speaking AII-

14

DUETの「登録科目一覧」で、既に大学により一括さ
れた登録済みの指定クラスの時間割を確認！

英文学史 I英語学 I



時間割作成

Writing AI

Writing AII

Reading AI

Reading AII

Aca Skills

TOEFL Prep

Listening AI

Listening AII

Speaking AI

Speaking AII

英文学史 I英語学 I

「英語学 I」は「木・１」
「英文学史I」は「金・１」

全員共通

これで「必修科目」
の書き込みはおわりです

「必修科目」を動かすことは

絶対にできません！！

空いているところにのみ「選択科
目」を入れることができます



時間割作成 コース標記の見方

Reading A I - 5  (または005)

クラス番号

このような標記の科目は少人
数制のため、同一科目内に異

なるクラスが複数存在。

同一科目でもクラスが異なれば担
当教員・曜日・講時・教室が異な

る。



時間割作成

Listening A I・II ― 1

Speaking A I・II ― 1, 

Speaking A I・II ― 2

TOEFL Preparation ―1

Advanced Class (AD)

入学前受験(web経由）のプレイスメントテスト(CASEC) のスコア結果
が上位の学生はあらかじめADクラスに振り分けています。

上記のAD以外のクラスは成績順ではありません



選択科目の登録

選択科目には

先行登録科目（定員のある科目）

選択科目IA & B群、選択科目II群の多くの科目

一般登録科目（定員のない科目）

その他

【一次募集】
受付期間：3月31日（木）10：00～2日（土）17：00まで
抽選結果発表：4月3日（日）0：00 学修支援システムDUETで発表

【二次募集】※空きクラスのみ
受付期 間：4月3日（日）10：00～3日（日）17：00まで
抽選結果発表：4月4日（月） 0：00 学修支援システムDUETで発表

『文学部 登録要領』p.23～を確認のこと

『文学部 登録要領』で先行登録日程を
確認のこと！



先行登録



先行登録の必要な科目

選択科目IA & IB
選択科目II

英文学科設置科目

全学共通科目
第2外国語

免許資格科目
など

先行登録が必要

英文学科 先行登録科目リストは

『文学部 登録要領』の

24～26ページに掲載

選択科目II群の

先行登録科目リ

ストは

『文学部 登録要

領』の27ページ

以降に掲載

※ただし第２外

国語科目は123

ページ以降、保

健体育科目は159

ページ以降

『文学部履修要項』（pp.20-21）





先行登録科目としての
初修外国語科目（第2外国語）

• 新入生にとってとくに重要な先行登録科目

初修外国語科目（第2外国語科目）



初修外国語（第2外国語）

卒業までに「１言語」選択して

その言語の科目を「８単位」以上履修

選択した外国語は、「入門I」「入門II」「応

用１～４」（合計８単位）が必修

１年次には「入門I」と「入門II」を履修

「入門I（春学期）」と「入門II（秋学期）」

はセットで登録

それぞれ週２回（火曜１講と金曜５講）



初修外国語科目（選択科目II）第２外国語
科目

初修外国語科目の先行登録については

『文学部 登録要領』を熟読すること

先行登録スケジュ-ル：p.17～19

『文学部 履修要項』p.21



初修外国語（第2外国語）の
先行登録 1次募集

4月2日10：00～4月3日17：00
（学修支援システム DUETで申請）

https://duet.doshisha.ac.jp/

※先行登録1次募集と最終募集のスケジュ-ル：

『文学部登録要領』p.19を確認のこと



時間割作成

Writing AI

Writing AII

Reading AI

Reading AII

Aca Skills

TOEFL Prep

Listening AI

Listening AII

Speaking AI

Speaking AII

英文学史 I英語学 I

外国語入門I

外国語入門II

外国語入門I

外国語入門II

空いているところにのみ
その他の「選択科目」の先行登録を

申請することができます。

「必修科目」を動かすことは

絶対にできません！



英文1年次生が登録できる
英文学科先行登録科目（選択科目IA）

英文学科設置科目

『文学部履修要項』（pp.20-21）

選択科目IAの
1年～のみ

英文学科 先行登録科目リストは

『文学部 登録要領』の

25-26ページに掲載



英文1年次生が登録できる
英文学科先行登録科目（選択科目IA）

『文学部履修要項』（20ページ）

英文学科設置科目

ここだけです！

選択科目IAの
1年～のみ

英文学科 先行登録科目リストは

『文学部 登録要領』の

25-26ページに掲載



英文学科先行登録受付日程

• 【一次募集】
• 受付期間：3月31日（木）10：00～4月2日（土）17：00まで

• 抽選結果発表：4月3日（日）0：00 学修支援システムDUET 
(Web)で発表

• 【二次募集】 ※空きクラスのみ

• 受付期間：4月3日（日） 10：00 ～4月3日（日）17：00まで

• 抽選結果発表：4月4日（月） 0：00 学修支援システムDUET 
(Web)で発表

• 『文学部 登録要領』p.24を確認のこと



先行登録の注意点
• 必修科目の時間割と重複しているところに先行登録科目を入れ

るのは不可

• 原則的に先行登録の抽選で当選した科目を、追って削除するこ
とは不可

• 同じ時間帯にある２つ以上のクラスの抽選に同時に申し込むの
はルール違反

• 同時に２つ以上当選した場合は、必ずMicrosoft Formsによる
「先行科目登録相談」を経て、取り消しの手続きをしなくては
なりません

• （ Microsoft Formsによる「先行科目登録相談」のURLは、「文
学部HP➡在学生の方へ➡学部生の方へ➡英文学科からお知らせ」
において各自で調べること）

• 放置した場合はその時間帯の全ての登録が自動的に削除さ
れます。



DUETによる先行登録に必要なもの

 必要なもの：
『DUETによる先行登録申

請 利用上の注意』

『文学部 登録要領』
(p.23以降に科目リスト）

自分のユーザーIDとパス
ワード

各自この利用上の注意を
読んでおくこと



DUETにログイン
https://duet.doshisha.ac.jp/gakusei/html/fb/fb010/FB01001G.html

同志社大学ＨＰ 「在学生」
→ 「学修支援システム DUET」

もしくは「シングルサインオン」からログイン

DUETについてのマニュアルのファイル入手及び動
画マニュアル視聴法については動画２を確認してく

ださい。

ログイン

https://duet.doshisha.ac.jp/gakusei/html/fb/fb010/FB01001G.html


マニュアルのこの個所を
各自読んでおくこと

DUETマニュアル『履修手続』
先行登録



English Skills (3)

Writing AI

Writing AII

Reading AI

Reading AII

Aca Skills

TOEFL Prep

Listening AI

Listening AII

Speaking AI

Speaking AII

英文学史 I英語学 I

外国語入門I

外国語入門II

外国語入門I

外国語入門II

時間割イメージ（作成途中）
必修＋先行登録（第２外国語＋英文科目＋その他全学共通教養教育科
目）

Media in Eng A

科学史・科学論１

留学ワーク



Writing

AII

第２外語入門I

第２外語入門II

時間割イメージ（作成途中）
必修＋先行登録（第２外国語＋英文科目＋その他全学共
通教養教育科目）

現時点での単位数は以下の通り

必修科目（指定クラス）１０科目×２単位＝２０単位
必修科目（講義科目）２科目×２単位＝４単位

初修外国語科目（選択科目II）２科目×２単位＝４単位
英文学科先行登録科目（選択科目IA）３科目×２単位＝６単位

全学共通教養科目（選択科目II）１科目×２単位＝２単位

計３６単位

初修外国語は
１科目週２回
だが２単位

まだ上限の４８単位まで１２単位分余裕あり
あとは一般登録で単位を埋めていく



一般登録



一般登録

• 「一般登録」

• 先行登録を必要としない科目の登録

• 一般登録の対象となる科目は「一般登録期間」

にDUET上で登録

• 一般登録の期間は先行登録とは異なるため、『文

学部 登録要領』p.2で確認しておくこと。



一般登録の日程

4月4日10:00～4月6日17:00
（DUETで申請）

学修支援システムDUET 
https://duet.doshisha.ac.jp/

※一般登録のスケジュ-ル：

『文学部登録要領』p.2を確認のこと

登録エラーのないように！

https://duet.doshisha.ac.jp/


一般登録する英文学科設置科目

• 2022年度入学の１年次生の場合、

「一般登録」期間にDUETで登録

• 英文学科設置科目は

「選択科目I C・D・F群」



英文1年次生が登録できる
「選択科目I」の「C・D・F群」

科目リストは『文学部 履修要項』

pp. 38-44に掲載

『文学部履修要項』（pp.20-21）



Writing AI

Writing AII

Reading AI

Reading AII

Aca Skills

TOEFL Prep

Listening AI

Listening AII

Speaking AI

Speaking AII

英文学史 I英語学 I

外国語入門I

外国語入門II

外国語入門I

外国語入門II

時間割イメージ（完成版）
大学が一括で登録してくれる科目（必修クラス指定＋必修講義
＋先行登録（初修外国語＋英文科目＋その他全学共通教養教育科
目）＋一般登録（選択科目IC・D）

Media in Eng A

科学史・科学論１

英語学入門

英米文化入門

英米文学特論A

英語教育学

English Skills (3) 英米文学入門

留学ワーク

計４６単位教職免許を取る人は教職課程
科目も入れる必要があります



DUETマニュアル『履修手続』
一般登録

各自でこの個所を確認



一般登録の日程

4月4日10:00～4月6日17:00
（DUETで申請）

学修支援システムDUET 
https://duet.doshisha.ac.jp/

※一般登録のスケジュ-ル：

『文学部登録要領』p.2を確認のこと

登録エラーのないように！

https://duet.doshisha.ac.jp/


一般登録終了後

• DUETより「登録科目確認表」を必ずダウン
ロードし、登録エラーがないかどうか確認

• エラーが発生している場合、登録エラー修正が
必要

• エラー修正後は、DUET上の時間割表を印刷

※登録エラー修正の日程や実施方法等は、対象者
に文学部事務室からDUETメッセージにて案内

→必ず対応し修正すること



一般登録期間に科目登録が
完了しない場合

速やかに文学部事務室（正式名称：今出川キャ
ンパス教務センター（文学部））へ連絡

ji-bunjm@mail.doshisha.ac.jp

075-251-3361


