
２０２０年４月 

現代福祉学部生の皆さん 

現代福祉学部事務課 

 

２０２０年度の現代福祉学部の受講者制限科目は， 

すべて「Web抽選」で行います。 

  

 

抽選方法は対象科目によって異なりますので，裏面の①「現代福祉学部主催科目」

の抽選，②「多摩地域形成論」の抽選で，詳細を確認してください。なお，対象科目

の担当教員および曜日時限は学部ウェブサイトに掲載している時間割表で確認し，

履修計画を立ててください。 

 

 

抽選科目の受講に関する注意 

・抽選科目と「必修・実習・クラス指定科目」の曜時が被っている場合は，「必修・

実習・クラス指定科目」を優先してください（抽選申請を行わないでください）。 

・対象科目によって，抽選日時が異なりますので，十分注意してください。 

・抽選の結果，「当選」した後の履修削除は出来ません。履修科目を十分に検討した

上で，抽選申請を行ってください（申請する抽選科目の曜時が，「必修・実習・ク

ラス指定科目」と被っていないことをよく確認してください）。 

 

申請方法 

web履修登録と同様に情報システムを利用します。対象科目の受講を希望する学

生は情報システムの「抽選授業履修申請」メニューから申請してください。詳しい申

請方法は現代福祉学部ホームページに掲載する『情報システム操作ガイド』で確認し

てください。 

※申請には統合認証ＩＤとパスワードが必要です。 

 

 

 

 



① 「現代福祉学部主催科目」の抽選

科目名 授業コード 配当年次 担当者 制限数 科目名 授業コード 配当年次 担当者 制限数

N0231 水・１ 春 １～４ 坪田　智夫 40 日本手話２Ａ（中級）
（2018年度入学者のみ）

N0615 水・３ 春 ２～４ 宮本　一郎 20

N0232 水・２ 春 １～４ 坪田　智夫 40 日本手話２Ｂ（中級）
（2018年度入学者のみ）

N0616 水・３ 秋 ２～４ 宮本　一郎 20

※１クラスのみ履修可 N0233 水・３ 春 １～４ 坪田　智夫 40

N0234 水・１ 秋 １～４ 坪田　智夫 40 英語１０(Critical Thinking) N0475 木・３ 春 ３ 山本　五郎 32

N0235 水・２ 秋 １～４ 坪田　智夫 40 英語１０(イギリス短編小説) N0476 木・３ 春 ３ 浦川　智子 32

※１クラスのみ履修可 N0236 水・３ 秋 １～４ 坪田　智夫 40 英語１０(ｱﾒﾘｶﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾊﾟﾀｰﾝ) N0477 木・２ 春 ３ 相馬　美明 32

N0303 金・１ 春 １～４ 但馬　文昭 50 英語１０(スピーチ講読) N0478 木・３ 春 ３ 深津　勇仁 32

コンピュータ入門Ⅰ N0304 金・２ 春 １～４ 但馬　文昭 50 英語１０(時事英語) N0479 金・２ 春 ３ 西尾　洋子 32

※１クラスのみ履修可 N0305 水・３ 春 １～４ 名児耶　厚 50 英語１０(Academic English) N0480 金・1 春 ３ 奥脇　栄子 32

N0306 水・４ 春 １～４ 名児耶　厚 50 英語１０(Business English) N0481 金・２ 春 ３ 松下　晴彦 32

N0308 金・１ 秋 １～４ 但馬　文昭 50

コンピュータ入門Ⅱ N0309 金・２ 秋 １～４ 但馬　文昭 50 英語７（Reading） N0449 金・３ 春 ２ 奥脇　栄子 40

※１クラスのみ履修可 N0310 水・３ 秋 １～４ 名児耶　厚 50 英語７（Reading） N0450 金・３ 春 ２ 松下　晴彦 40

N0311 水・４ 秋 １～４ 名児耶　厚 50 英語７（Speaking） N0451 火・３ 春 ２ キャシー　バード 25

データの収集と分析Ⅰ
（福祉コミュニティ学科2014年度以降入学者のみ）

N0321 火・４ 秋 １～４ 澤岡　詩野 50 英語７（Speaking） N0452 火・３ 春 ２ ジェイソン　ポール　スミス 25

データの収集と分析Ⅱ
（福祉コミュニティ学科2014年度以降入学者のみ）

N0322 火・３ 秋 １～４ 澤岡　詩野 50 英語７（Listening） N0453 金・３ 春 ２ 西尾　洋子 40

統計学 N0320 金・５ 秋 １～４ 松﨑　圭佑 50 英語７（Listening） N0454 金・1 春 ２ 松下　晴彦 40

基礎数学Ⅰ N0161 水・５ 秋 １～４ 鈴木　麻美 30 英語７（Listening） N0455 金・３ 春 ２ 宮本　正治 40

基礎数学Ⅱ N0162 月・５ 秋 １～４ 鈴木　麻美 30 英語７（Writing） N0456 金・1 春 ２ 喜多　球美 25

WEBデザイン N0301 水・２ 春 １～４ 名児耶　厚 50 英語７（Writing） N0457 金・２ 春 ２ 喜多　球美 25

コンピュータ応用（ビジネススキル） N0302 水・２ 秋 １～４ 名児耶　厚 50

芸術療法 N1314 木・３ 春 ２～４ 蜂谷　和郎 42 英語８（Reading） N0458 金・３ 秋 ２ 喜多　球美 40

※１クラスのみ履修可 N1315 木・４ 春 ２～４ 蜂谷　和郎 42 英語８（Reading） N0459 金・３ 秋 ２ 松下　晴彦 40

投映法特講
（臨床心理学科2018年度以降入学者のみ）

N1508 英語８（Speaking） N0460 火・２ 秋 ２ キャシー　バード 25

投映法特論
（臨床心理学科2017年度以前入学者のみ）

N1517 英語８（Speaking） N0461 火・２ 秋 ２ ジェイソン　ポール　スミス 25

心理学研究法
（臨床心理学科2018年度以降入学者のみ）

N1602 英語８（Listening） N0462 金・３ 秋 ２ 西尾　洋子 40

心理測定法Ⅰ
（臨床心理学科2017年度以前入学者のみ）

N1612 英語８（Listening） N0463 金・1 秋 ２ 松下　晴彦 40

心理学研究法
（臨床心理学科2018年度以降入学者のみ）

N1603 英語８（Listening） N0464 金・３ 秋 ２ 宮本　正治 40

心理測定法Ⅰ
（臨床心理学科2017年度以前入学者のみ）

N1613 英語８（Writing） N0465 金・1 秋 ２ 喜多　球美 25

英語８（Writing） N0466 金・２ 秋 ２ 喜多　球美 25

心理測定法
（臨床心理学科2018年度以降入学者のみ）

N1604

心理測定法Ⅱ
（臨床心理学科2017年度以前入学者のみ）

N1614 TOEIC １Ａ（初級）
（2018年度以降入学者のみ）

N0571

心理測定法
（臨床心理学科2018年度以降入学者のみ）

N1605 国際コミュニケーション(英語１Ａ)
（2017年度以前入学者のみ）

N0581

心理測定法Ⅱ
（臨床心理学科2017年度以前入学者のみ）

N1615 TOEIC １Ｂ（初級）
（2018年度以降入学者のみ）

N0572

国際コミュニケーション(英語１Ｂ)
（2017年度以前入学者のみ）

N0582

中国語１Ａ
（2018年度入学者のみ）

N0511 金・２ 春 １ 邱　奎福 30 TOEIC ２Ａ（中級）
（2018年度以降入学者のみ）

N0573

中国語１Ｂ
（2018年度入学者のみ）

N0512 金・２ 秋 １ 邱　奎福 30 国際コミュニケーション(英語２Ａ)
（2017年度以前入学者のみ）

N0583

中国語２Ａ
（2018年度入学者のみ）

N0513 水・２ 春 ２ 劉　紅 30 TOEIC ２Ｂ（中級）
（2018年度以降入学者のみ）

N0574

中国語２Ｂ
（2018年度入学者のみ）

N0514 水・２ 秋 ２ 劉　紅 30 国際コミュニケーション(英語２Ｂ)
（2017年度以前入学者のみ）

N0584

中国語３Ａ
（2018年度入学者のみ）

N0515 金・１ 春 ２ 邱　奎福 30 TOEIC ３Ａ（上級）
（2018年度以降入学者のみ）

N0575

中国語３Ｂ
（2018年度入学者のみ）

N0516 金・１ 秋 ２ 邱　奎福 30 国際コミュニケーション(英語３Ａ)
（2017年度以前入学者のみ）

N0585

TOEIC ３Ｂ（上級）
（2018年度以降入学者のみ）

N0576

N0611 火・４ 20 国際コミュニケーション(英語３Ｂ)
（2017年度以前入学者のみ）

N0586

N0612 水・４ 20

N0613 火・４ 20

N0614 水・４ 20

② 「多摩地域形成論」の抽選

◆web抽選実施日時

【抽選申請】　２０２０年４月１５日（水）１４：００～　４月１６日（木）２３：００

【抽選発表】　２０２０年４月１８日（土）　９：００ ※多摩４学部で７００名が受講可能です。

【注　　意】　「多摩地域形成論」も残席数の有無に関わらず再抽選は実施しません。受講希望の学生は必ず抽選申請を行ってください。

科目名 授業コード 配当年次 担当者 制限数

多摩地域形成論 N0026 水・４ 秋 １～４ 池田　寛二 700

以上

20髙取　康之１～４秋

日本手話１Ｂ（初級）
（2018年度入学者のみ）

秋 １～４ 宮本　一郎

火・２

日本手話１A・１Bは上記２クラスのうち，１クラスのみ履修可

心理測定法／心理測定法Ⅱは上記２クラスのうち，１クラスのみ履修可

日本手話１Ａ（初級）
（2018年度入学者のみ）

春 １～４ 宮本　一郎

金・４ 秋 ２～４ 腰冢　由子 50

春金・４

心理学研究法／心理測定法Ⅰは上記２クラスのうち，１クラスのみ履修可

金・３ 秋 ２～４ 腰冢　由子 50

津村　麻紀２～４

50腰冢　由子２～４

開講時限

中国語２A・２B・３A・３Bは中国語１A・１B修得者のみ履修可

スポーツ総合Ⅱ
（再履修希望者も含む）

スポーツ総合Ⅰ
（再履修希望者も含む）

◆web抽選実施日時

【抽選申請】　２０２０年４月１３日（月）１０：００～２６：００

　　　　　　　２０２０年４日14日（火）１０：００～２６：００

【抽選発表】　２０２０年４月１６日（木）１１：００

開講時限 開講時限

秋水・２

50腰冢　由子

木・２ 春 １～４ ステラ　山崎 20

20キャシー　バード１～４秋火・１

ステラ　山崎 20

火・２ 春 １～４ 髙取　康之 20

木・２ 秋 １～４

【注 　  意】　今年度は残席数に関わらず再抽選会は行いません。ただし，英語７・８・１０に落選した方で，

英語１０は上記７クラスのうち，１クラスのみ履修可

英語７は上記９クラスのうち，１クラスのみ履修可

英語８は上記９クラスのうち，１クラスのみ履修可

火・１ 春 １～４ キャシー　バード 20

　　進級・卒業に影響が出てしまう方のみ，現代福祉学部事務課までご連絡ください。

日本手話２A・２Bは日本手話１A・１B修得者のみ履修可

２～４春金・３

70

Ⅰ・Ⅱの科目はセットで履修すること

※注意※

「基礎数学Ⅰ」及び

「データの収集と分

析Ⅰ」の開講時限

が，システム上で

誤って表示されてお

ります。

正しくは，右表の開

講時限です。

抽選申請の際はご

注意ください。


