
 

 

 

 

 
２０２１年度 

 

クラス指定科目・抽選科目・受講許可科目について 
 

★新型コロナウイルスの影響により、例年と手続き方法が異なる場合があります。ご注意ください。 

★入学年度によってページが異なります。自分の入学年度のページの内容を確認してください。 

 

 



【総合科目】

科目名 方法 備考

Basic English１-ⅠⅡ（新入生）
Web抽選

（情報システム）

抽選結果は情報システムで発表します。
必修科目のため、開講しているクラスのいずれかに必ず当選します。抽選結果によっては、第三希
望までにエントリーしていないクラスに当選することもあります。

Basic English２-ⅠⅡ（新２年生）
Web抽選

（情報システム）

抽選結果は情報システムで発表します。
必修科目のため、開講しているクラスのいずれかに必ず当選します。抽選結果によっては、第三希
望までにエントリーしていないクラスに当選することもあります。

Basic English１-ⅠⅡ（再履修者）
Web補講登録

（Googleフォーム）
詳細は履修登録に関するウェブページを確認してください。

Basic English２-ⅠⅡ（再履修者）
Web補講登録

（Googleフォーム）

詳細は履修登録に関するウェブページを確認してください。
※「Basic English２-ⅡⅠ」は３年生のみ履修可能。春学期に「Basic English２-Ⅱ」、秋学期に「Basic
English２-Ⅰ」を反転開講します。

諸外国語初級ＡＢ（新入生） クラス指定 「クラス早見表」で受講クラスを確認してください。

諸外国語初級ＡＢ（再履修者）

※諸外国語初級ＢＡ（反転）

スポーツ総合１‐ⅠⅡ（新入生） クラス指定 「クラス早見表」で受講クラスを確認してください。

スポーツ総合１‐ⅠⅡ（金３）（再履修者）
Web補講登録

（Googleフォーム）
詳細は履修登録に関するウェブページを確認してください。

スポーツ総合２‐ⅠⅡ
Web受講許可

（学習支援システム）
初回授業までに学習支援システムで「仮登録」を行い、担当教員の指示に従ってください。

基礎演習ⅠⅡ（新入生） クラス指定
「クラス早見表」で受講クラスを確認してください。
（新入生以外の未修得者で、再履修を希望する場合は社会学部事務課にお問い合わせください。）

コンピュータ入門（新入生）

プログラミング入門（新入生）

コンピュータ入門（春：金２）（再履修者）

プログラミング入門（秋：金２）（再履修者）

社会を変えるための実践論（秋）
Web抽選

（情報システム）
抽選結果は情報システムで発表します。

多摩地域形成論（秋）
Web抽選

（情報システム）
抽選結果は情報システムで発表します。

自然科学特講
（数学・地学・生命科学）

Web受講許可
（学習支援システム）

4/12（月）昼12：00までに学習支援システムで「仮登録」を行い、担当教員の指示に従ってください。

統計基礎実習

プログラミング初級

クラス指定科目・抽選科目・受講許可科目について

以下の科目は、あらかじめクラス指定されているか、受講クラスを決定するため抽選を実施、あるいは受講するために受講許可が必要となっています。
それぞれの科目で定めている所定の手続をしないと受講することができません。それぞれの科目の申し込み方法・期限等は掲示内容を必ず確認してくだ
さい。
なお、下記の科目については受講が決定した後で履修登録を取りやめる（キャンセルする）ことはできませんので、申し込みの際は注意してください。

Web補講登録
（Googleフォーム）

詳細は履修登録に関するウェブページを確認してください。
※Ⅰ群言語（ドイツ語・フランス語・中国語）のみ春学期に諸外国語初級Ｂ、秋学期に諸外国語初級
Ａを反転開講します。

Web抽選
（情報システム）

抽選結果は情報システムで発表します。
落選者のうち希望者はWeb二次抽選（Googleフォーム）に参加してください（詳細は履修登録に関す
るウェブページを確認してください）。

Web補講登録
（Googleフォーム）

詳細は履修登録に関するウェブページを確認してください。

Web受講許可
（学習支援システム）

初回授業までに学習支援システムで「仮登録」を行い、担当教員の指示に従ってください。

【履修登録に関する注意】
下記の各科目は、自動登録科目を除き、履修申請画面に一律に科目名が表示されます。クラス指定、抽選結果、受講許可の結果をよく確認して、各自で履修登録
してください。また、クラス指定外の授業や、抽選・受講許可等の手続きを経ることなく画面上のみで履修申請し、履修申請が完了しても、実際の授業を履修す
ることはできません。また、それを理由とした履修登録の変更は、履修登録変更期間を除いては、認められません。

【Web抽選】
「法政大学情報システム」を利用して行います。操作方法は「情報システムWeb履修登録操作手順書」を参照してください。抽選結果は情報システムで発表し
ます。

【秋学期科目の履修】
クラス指定科目・抽選科目・受講許可科目については、秋学期科目のみを履修する場合であっても、春学期初回授業までに学習支援システムで「仮登録」を行い、
担当教員の指示に従ってください。
受講許可が必要な科目の場合は、以下の表の「備考」欄を参照の上、受講許可を得てください。
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科目名 方法 備考

社会学入門AB（新入生） クラス指定 「クラス早見表」で受講クラスを確認してください。

外書講読（各学科）
Web受講許可

（学習支援システム）
初回授業までに学習支援システムで「仮登録」を行い、担当教員の指示に従ってください。

社会調査実習 ガイダンス参加 該当のガイダンスに出席して担当教員の指示を受けてください。

政策データ分析実習

政策フィールドワーク実習

消費者行動モデリング※

ウェブ・プログラミングB

システム・プログラミングB

メデイアプログラミング実習

ウェブ・プログラミングA

システム・プログラミングA

プログラミングと論理的思考

クリエイティブ・ライティング

映像制作技法※

メディア分析技法※

都市空間分析※

マーケティング実践※

物語シミュレーション※

ソーシャルメディア実習※

意思決定論※

デジタル情報環境実習※

映像制作実習※

広告制作実習※

ニュース・ライティング※

メディア分析実践※

メディアコンテンツ分析※

メディアテクノロジーと社会実習※

メディア社会学特講（表現）※

メディア社会学特講（分析）※

メディア社会学特講（設計）※

Advanced English Program（AEP）
Web受講許可

（学習支援システム）
初回授業までに学習支援システムで「仮登録」を行い、担当教員の指示に従ってください。

ガイダンス参加 該当のガイダンスに出席して担当教員の指示を受けてください。

【専門科目】

Web受講許可
（学習支援システム）

初回授業までに学習支援システムで「仮登録」を行い、担当教員の指示に従ってください。
希望者多数の場合は抽選・選考を行う場合があるので注意してください。
※印の科目は、「学科優先科目」です。学科優先科目に関する注意事項も必ず確認してください。

Web受講許可
（Googleフォーム、

学習支援システム）

3/31（水）17：00までに指定のGoogleフォームから希望科目を提出してください。
受講許可の結果は、Web掲示板にて発表します。
なお、追加募集については受講許可の結果発表後、各自、学習支援システムで希望科目の「仮登
録」を行い、担当教員の指示に従ってください。
※印の科目は、「学科優先科目」です。学科優先科目に関する注意事項も必ず確認してください。

Web受講許可
（学習支援システム）

初回授業までに学習支援システムで「仮登録」を行い、担当教員の指示に従ってください。
希望者多数の場合は抽選・選考を行う場合があるので注意してください。
※印の科目は、「学科優先科目」です。学科優先科目に関する注意事項も必ず確認してください。



■履修上の注意（自動登録科目について）

科目名

基礎演習ⅠⅡ

Basic English１（新入生）

Basic English２（新２年生）

Basic English１（新入生以外）
Basic English２（新２年生以外）

諸外国語初級Ａ・Ｂ（新入生）

諸外国語初級Ａ・Ｂ（新入生以外）

スポーツ総合１（新入生）

スポーツ総合１（新入生以外）

コンピュータ入門（新入生）
プログラミング入門（新入生）

コンピュータ入門（新入生以外）
プログラミング入門（新入生以外）

社会を変えるための実践論

多摩地域形成論

ドイツ語海外研修
フランス語海外研修

教育実習事前指導
教職実践演習（中・高）

教育実習（中・高）・教育実習（高）

※抽選や補講登録に参加していない学生は自動登録されません。

新入生全員（留学生を除く）

以下の科目は抽選結果・受講許可結果を予め社会学部事務課で登録しています。履修登録申請の画面上で確認してください。削除や変更はできません。
また、該当科目に間違いがある場合は社会学部事務課窓口に申し出てください。なお、自動登録科目と各自で履修したい科目の合計が上限単位数を超えな
いよう注意してください。

備考

新入生全員（※履修しない場合は、各自で履修削除してください）

Web抽選当選者・単位認定試験合格者

Web補講登録によるクラス決定者のみ

Web抽選当選者・単位認定試験合格者

Web補講登録によるクラス決定者のみ

Web補講登録者のみ

対象者のみ

新入生全員
（※体育会入部者で体育会登録をする学生は、別途掲示を参照の上、各自で登録内容を修正してください。）

Web補講登録者のみ

Web抽選当選者のみ

Web抽選当選者のみ

単位認定対象者のみ

対象者のみ

Web抽選当選者のみ



【専門科目】

科目名 科目主催学科 配当年次 方法 備考

映像制作技法 メディア社会学科 ２～４年

消費者行動モデリング メディア社会学科 ２～４年

メディア分析技法 メディア社会学科 ２～４年

映像制作実習 メディア社会学科 ３～４年

広告制作実習 メディア社会学科 ３～４年

物語シミュレーション メディア社会学科 ３～４年

ニュース・ライティング メディア社会学科 ３～４年

マーケティング実践 メディア社会学科 ３～４年

都市空間分析 メディア社会学科 ３～４年

メディア分析実践 メディア社会学科 ３～４年

メディアコンテンツ分析 メディア社会学科 ３～４年

メディアテクノロジーと社会実習 メディア社会学科 ３～４年

意思決定論 メディア社会学科 ３～４年

デジタル情報環境実習 メディア社会学科 ３～４年

ソーシャルメディア実習 メディア社会学科 ３～４年

メディア社会学特講（表現） メディア社会学科 ４年

メディア社会学特講（分析） メディア社会学科 ４年

メディア社会学特講（設計） メディア社会学科 ４年

Web受講許可
（学習支援システム）

初回授業までに学習支援システムで「仮登録」を行い、担当教員の指示に従ってく
ださい。
希望者多数の場合は抽選・選考を行う場合があるので注意してください。

学科優先科目について

卒業機会を保証するために、以下の科目の受講許可は、科目主催学科に所属する学生に優先的に与えられます。受講人数に余裕があれば、他学科所属の学生も
履修できます。

3/31（水）17：00までに指定のGoogleフォームから希望科目を提出してください。
受講許可の結果は、Web掲示板にて発表します。
なお、追加募集については受講許可の結果発表後、各自、学習支援システムで希
望科目の「仮登録」を行い、担当教員の指示に従ってください。

Web受講許可
（Googleフォーム、
学習支援システム）

初回授業までに学習支援システムで「仮登録」を行い、担当教員の指示に従ってく
ださい。
希望者多数の場合は抽選・選考を行う場合があるので注意してください。

Web受講許可
（学習支援システム）

【履修登録に関する注意】
下記の各科目は、自動登録科目を除き、履修申請画面に一律に科目名が表示されます。クラス指定、抽選結果、受講許可の結果をよく確認して、各自で履修登録し
てください。また、クラス指定外の授業や、抽選・受講許可等の手続きを経ることなく画面上のみで履修申請し、履修申請が完了しても、実際の授業を履修するこ
とはできません。また、それを理由とした履修登録の変更は、履修登録変更期間を除いては、認められません。

【秋学期科目の履修】
クラス指定科目・抽選科目・受講許可科目については、秋学期科目のみを履修する場合であっても、春学期初回授業までに学習支援システムで「仮登録」を行い、
担当教員の指示に従ってください。
受講許可が必要な科目の場合は、以下の表の「備考」欄を参照の上、受講許可を得てください。
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【共通基礎科目】

科目名 方法 備考

Basic English２-ⅠⅡ（新２年生のみ）
Web抽選

（情報システム）

抽選結果は情報システムで発表します。
必修科目のため、開講しているクラスのいずれかに必ず当選します。抽選結果によって
は、第三希望までにエントリーしていないクラスに当選することもあります。

Basic English１-ⅠⅡ（再履修者）
Web補講登録

（Googleフォーム）
詳細は履修登録に関するウェブページを確認してください。

Basic English２-ⅠⅡ（再履修者）
Web補講登録

（Googleフォーム）

詳細は履修登録に関するウェブページを確認してください。
※「Basic English２-ⅡⅠ」は３年生のみ履修可能。春学期に「Basic English２-Ⅱ」、秋学
期に「Basic English２-Ⅰ」を反転開講します。

諸外国語初級ＡＢ（再履修者）

※諸外国語初級ＢＡ（反転）

スポーツ総合１‐ⅠⅡ（金３）（再履修者）
Web補講登録

（Googleフォーム）
詳細は履修登録に関するウェブページを確認してください。

スポーツ総合２‐ⅠⅡ
Web受講許可

（学習支援システム）
初回授業までに学習支援システムで「仮登録」を行い、担当教員の指示に従ってください。

基礎演習ⅠⅡ（再履修者） - 未修得者で、再履修を希望する場合は社会学部事務課にお問い合わせください。

コンピュータ入門（春：金２）（再履修者）

プログラミング入門（秋：金２）（再履修者）

社会を変えるための実践論（秋）
Web抽選

（情報システム）
抽選結果は情報システムで発表します。

多摩地域形成論Ⅰ（秋）
Web抽選

（情報システム）
抽選結果は情報システムで発表します。

自然科学特講
（数学・地学・生命科学）

Web受講許可
（学習支援システム）

4/12（月）昼12：00までに学習支援システムで「仮登録」を行い、担当教員の指示に従って
ください。

クラス指定科目・抽選科目・受講許可科目について

以下の科目は、あらかじめクラス指定されているか、受講クラスを決定するため抽選を実施、あるいは受講するために受講許可が必要と
なっています。それぞれの科目で定めている所定の手続をしないと受講することができません。それぞれの科目の申し込み方法・期限等
は掲示内容を必ず確認してください。
なお、下記の科目については受講が決定した後で履修登録を取りやめる（キャンセルする）ことはできませんので、申し込みの際は注意
してください。
※２０１３年度以前入学者は科目名称などが一部異なる場合があります。

Web補講登録
（Googleフォーム）

詳細は履修登録に関するウェブページを確認してください。
※Ⅰ群言語（ドイツ語・フランス語・中国語）のみ春学期に諸外国語初級Ｂ、秋学期に諸外
国語初級Ａを反転開講します。

Web補講登録
（Googleフォーム）

詳細は履修登録に関するウェブページを確認してください。

【履修登録に関する注意】
下記の各科目は、自動登録科目を除き、履修申請画面に一律に科目名が表示されます。クラス指定、抽選結果、受講許可の結果をよく確認して、
各自で履修登録してください。また、クラス指定外の授業や、抽選・受講許可等の手続きを経ることなく画面上のみで履修申請し、履修申請が
完了しても、実際の授業を履修することはできません。また、それを理由とした履修登録の変更は、履修登録変更期間を除いては、認められま
せん。

【Web抽選】
「法政大学情報システム」を利用して行います。操作方法は「情報システムWeb履修登録操作手順書」を参照してください。抽選結果は情報
システムで発表します。

【秋学期科目の履修】
クラス指定科目・抽選科目・受講許可科目については、秋学期科目のみを履修する場合であっても、春学期初回授業までに学習支援システムで
「仮登録」を行い、担当教員の指示に従ってください。
受講許可が必要な科目の場合は、以下の表の「備考」欄を参照の上、受講許可を得てください。

2017年度以前入学生



【専門科目】

科目名 方法 備考

特講（外書講読（各学科））
Web受講許可

（学習支援システム）
初回授業までに学習支援システムで「仮登録」を行い、担当教員の指示に従ってください。

社会調査実習 ガイダンス参加 該当のガイダンスに出席して担当教員の指示を受けてください。

政策データ分析実習 ガイダンス参加 該当のガイダンスに出席して担当教員の指示を受けてください。

統計基礎実習Ⅰ

プログラミング初級

プログラミング中級Ａ/Ｂ/Ｃ/Ｄ

表現プログラミング実習

ＵＮＩＸシステム実習

プログラミングと論理的思考

クリエイティブ・ライティング

ウェブ・ジャーナリズム実習

意思決定論

ソーシャル・シミュレーション

物語シミュレーション

ニュース・ライティング

特講（映像制作実習）

特講（メディア分析実践）

特講（広告制作実習）

特講（デジタル情報環境実習）

特講（メディア社会学（表現））

特講（メディア社会学（分析））

特講（メディア社会学（設計））

Advanced English Program〔AEP〕
Web受講許可

（学習支援システム）
初回授業までに学習支援システムで「仮登録」を行い、担当教員の指示に従ってください。

■履修上の注意（自動登録科目について）

科目名

Basic English１・２

スポーツ総合１

諸外国語初級Ａ・Ｂ

コンピュータ入門
プログラミング入門

社会を変えるための実践論

多摩地域形成論Ⅰ

諸外国語中級８

教育実習事前指導
教職実践演習（中・高）

教育実習（中・高）・教育実習（高）

※抽選や補講登録に参加していない学生は自動登録されません。

対象者のみ

対象者のみ

Web補講登録によるクラス決定者のみ

Web補講登録によるクラス決定者のみ

Web補講登録者のみ

Web抽選当選者のみ

Web抽選当選者のみ

前年度合格者のみ

Web補講登録者のみ

備考

以下の科目は抽選結果・受講許可結果を予め社会学部事務課で登録しています。履修登録申請の画面上で確認してください。削除や変更は
できません。
また、該当科目に間違いがある場合は社会学部事務課窓口に申し出てください。なお、自動登録科目と各自で履修したい科目の合計が上限
単位数を超えないよう注意してください。

初回授業までに学習支援システムで「仮登録」を行い、担当教員の指示に従ってください。
希望者多数の場合は抽選・選考を行う場合があるので注意してください。

Web受講許可
（学習支援システム）

Web受講許可
（学習支援システム）

初回授業までに学習支援システムで「仮登録」を行い、担当教員の指示に従ってください。

Web受講許可
（Googleフォーム、
学習支援システム）

3/31（水）17：00までに指定のGoogleフォームから希望科目を提出してください。
受講許可の結果は、Web掲示板にて発表します。
なお、追加募集については受講許可の結果発表後、各自、学習支援システムで希望科目
の「仮登録」を行い、担当教員の指示に従ってください。


