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履 修 登 録 上 の 注 意 
※ 情 報 シ ス テ ム に 関 す る 注 意 事 項 は 「 情 報 シ ス テ ム ユ ー ザ サ ポ ー ト サ イ ト 」

（https://www.hosei.ac.jp/as/student）や、現代福祉学部ホームページに掲載する「操作ガイド」

を参照してください。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【履修登録申請期間】   ４月１３日（土）～１９日（金）各日１０：００～２６：００ 

【履修登録取消・確認期間】 ４月２５日（木）～２７日（土）各日１０：００～２６：００ 

上記期間以外での登録・取消は一切認めません。必ず期間内に登録・取消を

行ってください。 

（「履修登録科目確認通知書」を必ずプリントし，紙で確認・保存！） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

＜時間割表の見方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙で配布する時間割について 

以下の時間割は，現代福祉学部事務室にて配布します。履修を検討する学生は現代福祉学部事務課で受

け取って下さい。 

■教職・資格課程時間割（多摩・市ケ谷） 

■スポーツ種目Ⅰ・Ⅱ時間割 

■他学部公開科目時間割 

 

 

 

●曜日 

  福コ 臨心 科目名 分類 年次 期 担当者 教室 

●時限 

◎ ◎ フィールドスタディ入門 共 1 秋 水野 雅男 B202 

 必修 心理検査法Ⅰ（NOPQRSクラス） 幹 1 春 小野 純平 心理実 

各学科の表示について 

○ ・・・開講学科を表します。 

必修・・・必修科目 

★ ・・・受講者制限科目 

☆ ・・・受講有資格者科目 

科目名 

科目名の（ ）内はクラス名です。原則、指定されたクラスで受講すること。 授業期間 
履修対象年次 

担当教員氏名 

教室名称 
詳しくは後述「教

室について」を参

照のこと。 

受講者数等の都合

により、教室の変

更が発生すること

があります。 

分類について 

視・・・視野形成科目 

言・・・言語コミュニケーション科目 

情・・・情報・調査系科目 

礎・・・専門基礎科目 

幹・・・専門基幹科目 

共・・・学部共通科目 

展・・・専門展開科目 

演・・・演習・実習科目 

教・・・教職課程科目 

資・・・資格課程科目 
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１．受講制限のある科目について（③・⑤は履修登録時に予め登録されています） 

①受講クラス指定科目・・ 「英語１・３」「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」「心理学基礎実験Ⅰ・Ⅱ」「心理検査法Ⅰ・

Ⅱ」「心理データ解析Ⅰ・Ⅱ」 

②習熟度別クラス  ・・・ １年次「英語２・４・５」は４/１(月)のＴＯＥＩＣテストの結果を基にした習熟度

別のクラスです。クラスの発表は４/４(木)に掲示板、学部ホームページで

発表します。 

２年次「英語６・９」は２年生ガイダンス（３/３０（土））でクラスを発表します。 

③抽選科目・・・・・・・・・・ 対象科目・申請期間は別紙「受講者制限科目の申請について」で確認して

ください。申請は情報システム（ＷＥＢ）で受け付けます。申請方法は「操作

ガイド」を参照してください。 

④インテンシヴ・イングリッシュ・・・ 「インテンシヴ・イングリッシュ１～４」は、４/１（月）ＴＯＥＩＣテストの

結果により受講許可者を決定します（初回授業は４/９（火)です）。 

「インテンシヴ・イングリッシュ５～８」は１年次にインテンシヴ・イングリッシ

ュを受講した学生が継続して履修できます（初回授業は４/９(火)です）。 

⑤教職課程関連科目・・・ 「教育実習事前指導」（３年次）は指定クラスで受講します。「教育実習ガイ

ダンス（４/４（木））」に必ず出席し、クラス分けアンケートを提出すること

（結果は後日掲示で発表）。 

「教育実習」（４年次）は単位数を必ず確認すること（中学５単位、高校３単

位）。「教職実践演習」（４年次）は教育実習事前指導の担当教員のクラス

で履修します。 

⑥各実習関連科目・・・  「ソーシャルワーク実習」「コミュニティスタディ実習」「臨床心理実習」など

各種実習を予定している学生は「４．セット履修について」を参照のこと。

なお，３年次に行うすべての実習については、２年次の６月中旬～下旬

に「実習ガイダンス」を実施します。詳細は後日、掲示されますので、２

年生は必ず出席してください。 

 

２．時間割表中の「教室」について 

授業期間中教室が変更になる場合があります。掲示板（ラウンジ内）をこまめに確認してください。時間割

表中の略号は以下の通りです。 

略号 教室の所在  略号 教室の所在 

福 現代福祉学部棟  コン実 現代福祉学部棟ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ実習室（２階） 

社 社会学部棟  総遠隔 遠隔講義室（総合棟３階） 

経 経済学部棟  総情実 情報実習室（総合棟３階） 

Ｂ Ｂ棟大教室  セラピ プレイセラピー室（現福棟２階） 

総 総合棟  心理実 心理学実験室（現福棟３階） 

院 大学院演習室（総合棟４階南側）  CAＬＬ CAＬＬ教室（総合棟２階北側） 

   体育 体育棟掲示板参照 

 

３．集中授業について 

以下の科目は、集中授業期間内（３日間）に集中して（１時限～５時限）授業を行います。 登録は、「集中・

その他」欄から選択してください。 

※教室については受講者数によって変更となる可能性がありますので，日程が近づきましたら，掲示板での

確認をしてください。 

期間 科目名 配当年次 担当者 授業期間 教室 

サマー 

セッション 
家族福祉論 ２・３・４ 新藤 こずえ ８月５日（月）・６日（火）・７日（水） Ｂ２０２ 

オータム 

セッション 
地域経済論 ２・３・４ 西原 是良 ９月１７日（火）・１８日（水）・１９（木） 福３０１ 
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４．セット履修科目について 
下記の一覧に指定された科目は，複数の科目をセットで履修申請する必要があります。一覧表および時間割表を元に，

時限・担当教員を確認の上，正しく登録して下さい（１つでも足りずに申請するとエラーとなり，申請している全ての科

目が登録完了できません）。 

 

主な対象 科目 

福祉コミュニティ・臨床心理 １年 基礎演習Ⅰ，基礎演習Ⅱ                         ※合計２科目 

福祉コミュニティ・臨床心理 ２年 専門演習ⅠＡ，専門演習ⅠＢ                       ※合計２科目 

福祉コミュニティ・臨床心理 ３年 専門演習ⅡＡ，専門演習ⅡＢ                       ※合計２科目 

福祉コミュニティ・臨床心理 ４年 専門演習ⅢＡ，専門演習ⅢＢ                       ※合計２科目 

福祉コミュニティ ３年 

（２０１９年度ソーシャルワーク実習 

実施学生） 

ソーシャルワーク演習Ⅱ・Ⅴ（春・秋：月曜５時限） 

ソーシャルワーク演習Ⅲ・Ⅳ（春：水曜４・５時限） 

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ・Ⅲ（春・秋：月曜４時限） 

ソーシャルワーク実習（通年：集中・その他）              ※合計７科目 

福祉コミュニティ ３年 

（２０１９年度コミュニティスタディ 

実習実施学生） 

コミュニティスタディ実習指導Ⅰ・Ⅱ（春・秋：木曜５時限） 

コミュニティスタディ実習（通年：集中・その他）             ※合計３科目 

臨床心理 ３年 

（２０１９年度臨床心理実習 

実施学生） 

臨床心理実習指導Ⅰ・Ⅱ（春・秋：月曜５時限） 

臨床心理実習（通年：集中・その他）                   ※合計３科目 

福祉コミュニティ ４年 

（２０１９年度精神保健 

ソーシャルワーク実習実施学生） 

精神保健ソーシャルワーク演習Ⅰ・Ⅱ（春・秋：月曜４時限） 

精神保健ソーシャルワーク実習指導Ⅱ・Ⅲ（春・秋：月曜５時限） 

精神保健ソーシャルワーク実習（通年：集中・その他）        ※合計５科目 

福祉コミュニティ ４年 

（２０１９年度スクールソーシャル 

ワーク実習実施学生） 

スクールソーシャルワーク演習（春：火曜３時限） 

スクールソーシャルワーク実習指導Ⅰ・Ⅱ（春・秋：水曜２時限） 

スクールソーシャルワーク実習（通年：集中・その他）         ※合計４科目 

 

５．「スポーツ総合Ⅰ・Ⅱ」の登録について 

（１）全学年共通 

「スポーツ総合Ⅰ・Ⅱ」の登録は４月４～５日の履修抽選申請が必要です。残席がある場合には再抽選会（４月６日）

に必ず出席して下さい。再抽選会以降の追加申込は履修不可であるため，注意して下さい。 

（２）２０１７年度入学生 

２０１７年度入学生の「スポーツ総合Ⅰ・Ⅱ」は選択科目ですが，教員免許状取得には必修ですので，注意して下さい。 

 

６．スポーツ種目Ⅰ・Ⅱについて 

Ⅰ（春学期）の初回授業に参加し、担当教員から許可を得た学生のみ受講できます。受講の詳細および時間割につい

ては掲示で確認してください。スポーツ種目はⅠ・Ⅱのセットで受講することが望ましいです。 

 

７．自由科目内「他学部公開科目」の登録について ※２０１９年度より２年生も受講できるようになりました。 

２～４年次には各年次８単位、合計２０単位を上限に他学部の公開科目が履修できます。修得した単位は、現代福祉

学部の専門教育科目の卒業所要単位として算入されます。 

公開科目の時間割表は現代福祉学部事務室で配布しており、シラバスは Web シラバスか事務室にある「講義概要」の

冊子で閲覧してください。 

 

注意：同じ曜日に複数キャンパスで科目を履修する場合は以下の点に注意してください。 

・キャンパス間を移動する時間が必要なため、連続した時限で履修登録することはできません。 

・定期試験の実施時限は授業時限と異なる場合があることからキャンパス間の移動が困難になる 

場合があります。そのため、シラバス等で定期試験の有無を必ず確認してください。 

・履修を希望する場合は、必ず事務課窓口にて相談してください。 

 

<訂正>履修登録上の注意（2014～17 年度入学者対象） 
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８．「資格課程科目」の履修登録について 

資格課程科目（学校図書館司書教諭・図書館司書・社会教育主事・博物館学芸員）の履修登録は、Web 履修登録した上

で，登録科目分の受講料を後日納入して頂きます。詳細は，教職・資格掲示板を確認して下さい。 

なお，博物館学芸員課程については，市ケ谷キャンパスで行われます。市ケ谷での「資格課程科目」の時間割は現代福

祉学部事務室にて配布します。 

 

注意：同じ曜日に複数キャンパスで科目を履修する場合は以下の点に注意してください。  

・キャンパス間を移動する時間が必要なため、連続した時限で履修登録することはできません。 

・定期試験の実施時限は授業時限と異なる場合があることからキャンパス間の移動が困難になる 

場合があります。そのため、シラバス等で定期試験の有無を必ず確認してください。 

・履修を希望する場合は、必ず事務課窓口にて相談してください 

 

９．福祉コミュニティ学科のみ 秋学期登録科目について 

２０２０年度に実習を行う学生を対象とした実習系科目については、秋学期開始時に事務課で履修登録を行います。従

って，学生自身での登録作業は発生しません。秋学期に追加で履修登録を行う関係で，春学期に履修登録をする際に

は，４６単位を上限として設定しています。詳細は，下記の各実習項目および『履修の手引き（Ｐ３０）』にて確認して下さ

い。 

 

（１）ソーシャルワーク実習（主に福祉コミュニティ学科２年生） 

２０２０年度に「ソーシャルワーク実習」を希望する学生は、２０１９年６月下旬に行うソーシャルワーク実習の申請を

行い、認められた場合に秋学期授業開始後、「ソーシャルワーク演習Ⅰ」（秋学期：水曜４時限）および「ソーシャルワ

ーク実習指導Ⅰ」（秋学期：水曜５時限）が登録されます。クラス分けは、学生からの申請に基づき行います。クラス

分けなど、この科目の履修登録に関する詳細は、後日ガイダンスおよび掲示でお知らせします。 

※６月以降、クラスが決定次第となりますので、秋学期の水曜４・５時限は履修申請をしないで空けておいてください。 

 

（２）コミュニティスタディ実習（主に福祉コミュニティ学科２年生） 

２０２０年度に「コミュニティスタディ実習」を希望する学生は、２０１９年６月下旬に行うコミュニティスタディ実習の申

請を行い、認められた場合に秋学期授業開始後「コミュニティスタディ演習」（秋学期：木曜１・２時限連続）が登録さ

れます。クラス分けなど、この科目の履修登録に関する詳細は後日ガイダンスおよび掲示でお知らせします。 

※６月以降、クラスが決定次第となりますので、秋学期の木曜１･２時限は履修申請をしないで空けておいてください。 

 

（３）精神保健ソーシャルワーク実習（主に福祉コミュニティ学科３年生） 

２０２０年度に「精神保健ソーシャルワーク実習」を希望する学生は、２０１９年６月下旬に行う精神保健ソーシャルワ

ーク実習の申請を行い、認められた場合に秋学期授業開始後、「精神保健ソーシャルワーク実習指導Ⅰ」（秋学期：

木曜２時限）が登録されます。クラス分けなど、この科目の履修登録に関する詳細は、後日ガイダンスおよび掲示で

お知らせします。 

 

１０．体育会在籍の学生のみ「スポーツ総合Ⅰ・Ⅱ」の体育会登録について 

体育会に在籍する学生は，１年次「スポーツ総合Ⅰ・Ⅱ」を体育会登録として振り替える（通常の授業には出席しない）

ことが可能です。体育会登録で「スポーツ総合Ⅰ・Ⅱ」を振替希望する学生（入部が正式に決まっていない学生を含む）

は４月１３日（土）～４月１９日（金）の履修登録期間に現代福祉学部事務課へ必ず申し出て下さい。申請に基づき，事

務課にて登録します。 

注意：体育会登録の画面はｗｅｂ履修画面上には表示されません。 

 


