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2021年 3月 22日 

社会学部生各位 

社会学部事務課 

（新入生以外）諸外国語初級 補講登録について 

 

「諸外国語初級 A・B」未修得者で、2021 年度に「諸外国語初級 A・B」を再履修する学生は、以下

の URL（Google フォーム）から、諸外国語初級の補講登録を行ってください。 

 なお、学内での補講登録は行いません。 

 

【諸外国語補講登録（Google フォーム）】 

●申請期間  

  3月 31日（水） 9：00 ～ 4月 6日（火） 9：00 

  ※上記期間後も申請を受け付けます。 

ただし、授業開始後の登録は、担当教員からの許可が得られない場合がございますので予めご了

承ください。 

 

●申請方法 

 以下の順に手続きを行ってください。 

①Googleで法政大学専用 Gmailにログインする。 

②Google フォーム「諸外国語初級補講登録フォーム」にアクセスし、回答を送信する。 

③法政大学専用 Gmailの個人アドレスに送信される「回答のコピー」を確認する。 

 

 

 

 

 URL：https://gmail.hosei.ac.jp/  

 

●注意事項 

・Google フォームの利用にあたっては、別途掲示「Google フォームでの各種届出の注意事項」を

確認してください。 

 

●履修登録について 

 諸外国語初級補講登録フォームの回答内容に応じて、社会学部事務課にて情報システ

ムへの履修登録を行います。登録は、4月 6日までに申請した方は 4月 7日 9:00までに、

4月 7日以降に申請した方は随時行いますので、各自「履修登録科目確認通知書」にて登

録内容を確認してください。また、確認後、当該科目を学習支援システムに登録してください。 
  

＜②Googleフォーム＞ ＜①法政大学専用 Gmail＞ 

URL: https://forms.gle/YpZgFpgNiPEfMya1A  

https://gmail.hosei.ac.jp/
https://forms.gle/YpZgFpgNiPEfMya1A
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●受講クラスについて 

 受講クラスは、選択言語・未修得科目によって異なります。 

（１）Ⅰ群言語（ドイツ語・フランス語・中国語）選択者 

 ①「諸外国語初級Ａ」を未修得の場合 （Ⅰ群言語に必修諸外国語を変更した場合（※１）も含む） 

   …ドイツ語・フランス語： クラス指定で「諸外国語初級Ａ・Ｂ」を受講する。 

     中国語： 補講クラスで「諸外国語初級Ａ・Ｂ」を受講する。 

 

 ②「諸外国語初級Ａ」を修得済みで「諸外国語初級Ｂ」の再履修が必要な場合 

   …春学期（水２・金４）に開講される「諸外国語初級Ｂ」（反転クラス）を受講する。 

 

（２）Ⅱ群言語（ロシア語・スペイン語・朝鮮語） 選択者 

 ①「諸外国語初級Ａ」を未修得の場合 （Ⅱ群言語に必修諸外国語を変更した場合（※１）も含む） 

   …クラス指定で「諸外国語初級Ａ・Ｂ」を受講する。 

 

 ②「諸外国語初級Ａ」を修得済みで「諸外国語初級Ｂ」の再履修が必要な場合 

   …クラス指定で秋学期開講の「諸外国語初級Ｂ」を受講する。 

ただし、秋学期のみ履修する場合も、指定されたクラスの春学期初回の授業に必ず参加し、担当教員か

ら指示を受けること。 

 

＜注意＞ 

※１ 必修諸外国語を変更する場合は、別途掲示「必修諸外国語変更届について」を確認のうえ、必修諸外国語変更

届（Google フォーム）を提出してください。 

   なお、必修諸外国語変更届の提出期間は、諸外国語補講登録の申請期間とは異なりますので注意してください。 

※２ スポーツ総合１の再履修（金曜３限）を受講する学生は、諸外国語初級は水２・金４クラスが履修登録されます。 

※３ スポーツ総合１の再履修（金曜３限）を受講する学生で、ロシア語 A・B の補講登録を希望する学生は、社会学

部事務課に申し出てください。 

 

●２０２１年度 諸外国語初級  再履修クラス・授業コード一覧 （次ページ） 

 



水曜日　1限 金曜日　3限 水曜日　2限 金曜日　4限
対象クラス 授業コード 科  目 期間 担当 担当 対象クラス 授業コード 科  目 期間 担当 担当

L0331 ドイツ語初級Ａ 春学期 L0335 ドイツ語初級Ａ 春学期

L0332 ドイツ語初級Ｂ 秋学期 L0336 ドイツ語初級Ｂ 秋学期

L0333 ドイツ語初級Ａ 春学期 L0337 ドイツ語初級Ａ 春学期

L0334 ドイツ語初級Ｂ 秋学期 L0338 ドイツ語初級Ｂ 秋学期

L0351 フランス語初級Ａ 春学期 L0355 フランス語初級Ａ 春学期

L0352 フランス語初級Ｂ 秋学期 L0356 フランス語初級Ｂ 秋学期

L0353 フランス語初級Ａ 春学期 L0357 フランス語初級Ａ 春学期

L0354 フランス語初級Ｂ 秋学期 L0358 フランス語初級Ｂ 秋学期

L0411 スペイン語初級Ａ 春学期 L0389 中国語初級Ａ 春学期

L0412 スペイン語初級Ｂ 秋学期 L0390 中国語初級Ｂ 秋学期

L0413 スペイン語初級Ａ 春学期 L0415 スペイン語初級Ａ 春学期

L0414 スペイン語初級Ｂ 秋学期 L0416 スペイン語初級Ｂ 秋学期

L0421 朝鮮語初級Ａ 春学期 L0417 スペイン語初級Ａ 春学期

L0422 朝鮮語初級Ｂ 秋学期 L0418 スペイン語初級Ｂ 秋学期

L0401 ロシア語初級Ａ 春学期 L0423 朝鮮語初級Ａ 春学期

L0402 ロシア語初級Ｂ 秋学期 L0424 朝鮮語初級Ｂ 秋学期

 

水曜日　2限 金曜日　4限
対象クラス 授業コード 科  目 期間 担当 担当

L0339 ドイツ語初級Ｂ 春学期 脇田　淳 濱中　春

L0359 フランス語初級Ｂ 春学期 美頭　千不美 髙橋　愛

L0392 中国語初級Ｂ 春学期 渡辺　浩司 大﨑　雄二

水曜日　2限 金曜日　4限
対象クラス 授業コード 科  目 期間 担当 担当

L0340 ドイツ語初級Ａ 秋学期 脇田　淳 濱中　春

L0360 フランス語初級Ａ 秋学期 美頭　千不美 髙橋　愛

L0393 中国語初級Ａ 秋学期 渡辺　浩司 大﨑　雄二

春学期未修得者

諸外国語初級B【春学期開講反転科目】

２０２１年度　諸外国語　　再履修クラス・授業コード一覧

水曜日・金曜日：諸外国語初級Ａ／Ｂ

Ｇ～Ｋ 本田　博之 布川　恭子

Ａ～Ｆ 齋藤　萌 武藤　陽子

Ｒ～Ｖ 布川　恭子

Ｌ～Ｑ 齋藤　萌 武藤　陽子

村上　由美

Ｌ～Ｑ 高橋　久美 佐藤　久仁子

Ｒ～Ｖ 大澤　瑞綺Ｇ～Ｋ 大澤　瑞綺 村上　由美

Ａ～Ｆ 高橋　久美 佐藤　久仁子

本田　博之

Ｇ～Ｋ 松井　賢治 杉守　慶太

Ｒ～Ｖ

篠田　幸夫 杜　瑶琳

松井　賢治 杉守　慶太

Ａ～Ｆ 乾　隆政 増山　久美
補講クラス

（新入生以外）

Ｌ～Ｑ 乾　隆政 増山　久美

荻野　優子 李　相旭

未修得者

諸外国語初級Ａ【秋学期開講反転科目】

Ａ～Ｋ 荻野　優子 李　相旭

Ａ～Ｖ 佐藤　裕子 中堀　正洋 Ｌ～Ｖ

前年度秋学期までに、「○○語初級A」 を修得済みであるが、
「○○語初級B」 が未修得の場合、以下の３言語に限り、春学期に履修が可能。

春学期終了時点で、「○○語初級Ａ」を未修得の場合、以下の３言語に限り、 秋
学期に履修が可能（履修登録申請は秋学期に実施）。
詳細は、春学期終了後に掲示板等で登録期日を確認すること。

中国語以外は、再履修の場合もクラス指定。 中国語以外は、再履修の場合もクラス指定。


