
２０２１年度 政策学部 新入生学習指導要領
「新入生のみなさんへ」

２０２１．４．２

この資料では
・政策学部履修要項、政策学部登録要領などの見方
・政策学部を卒業するために必要な要件とは
・２０２１年度春学期の登録手続き

などについて説明します。
各種手続きを始める前に熟読（理解）してください。



資料確認

◆最初に配布資料の確認をしましょう

政策学部履修要項
政策学部登録要領
政策学部時間割表
の３点が封入されていることを
確認しましょう。

その他の資料については、
新入生オリエンテーション終了後
（帰宅後）に左図の一覧表と照合し、
不足資料があった場合は
政策学部事務室に申し出てください。
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はじめに

●科目登録とは

・大学では、開講されている多くの科目からご自身の興味・関心等により
履修する科目を自ら選択して学修していくことになります

・ご自身が選択した科目を大学へ届け出ることが「科目登録」です

・一方で、卒業するためには政策学部が定めた要件を満たすように科目
を登録して、それらの科目の合格点を得なければなりません

・これらの要件を理解し、その上で科目を登録することがみなさんに
求められます

→次のスライドから科目登録の流れ等を説明します
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主な資料

●科目登録に向けて

利用する冊子類を紹介します
上から順に

１）政策学部履修要項

２）政策学部登録要領

３）政策学部授業時間割表（新入生用）
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主な資料

●科目登録に向けて
４）シラバス（同志社大学ＨＰ上で調べる）
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まずは政策学部履修要項を見てみましょう

●学年暦とは

今年度の開講期間、試験期間、
祝日に授業がある日、
成績通知日（次学期の登録手続き開始日）

などが記載されています

※ここでは最低限の説明しかしませんので
必ずご自身で冊子を読み込み、理解に努めてください。
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まずは政策学部履修要項を見てみましょう

履修要項の冒頭の数ページは特に大切！

●履修要領について（P.1～）
・単位制、セメスター制、授業について
・卒業・学士学位授与について
・履修校地について
・免許・資格課程について
・単位認定制度について

●カリキュラムについて（P.4～）
●成績評価（ＧＰＡ制度）について（P.7）
●各科目群の取り扱い（P.8）
●年次別登録単位数について（P.8）

などが記載されています
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まずは政策学部履修要項を見てみましょう

●政策学部の卒業必要単位数、履修体系について（P.9）
※国際専修コースは（P.10）

特に重要！
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まずは政策学部履修要項を見てみましょう

政策学部が設置している科目

履修要項（P.9）に科目群が示されています
各科目群の具体的な科目は、履修要項P.19以降を参照すること
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まずは政策学部履修要項を見てみましょう

●年次別の登録単位数

履修要項P.8

学期および年間で登録できる最高単位数と
登録しなければならない最低単位数が定められている
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まずは政策学部履修要項を見てみましょう

◆履修要項の「開講科目一覧」（P.19～）を、しっかりチェックしてください！

【配当年次欄】とは？

・「１」または「１～」→１年次生が登録できる科目
「１」 ：１年次生のみが登録できる
「１～」：１年次生以上が登録できる

つまり

「２～」：２年次生以上が登録できる科目
→１年次生は登録できません
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まずは政策学部履修要項を見てみましょう

◆履修要項の「開講科目一覧」（P.19～）を、しっかりチェックしてください！

【備考欄】とは？

●「大学で登録済」「クラス指定」
→みなさんによる登録手続は不要です
（１年次に必ず履修してほしい科目）
「大学で登録済」科目の指定クラスは、
学修支援システムＤＵＥＴで確認できます

●「先行登録」「詳細は『政策学部登録要領』を参照のこと」
→この２つは『政策学部登録要領』の該当ページで確認が必要です
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時間割作成にあたって

●時間割私案作りメモ作業用紙（政策学部登録要領 P.138）

ＦＹＥは月曜3講時、水曜2講時、木曜2講時のいずれかの指定となる。
自分がどの曜日講時に指定されているかはＤＵＥＴで確認すること！
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時間割作成にあたって

●２０２１年度 政策学部 春学期 授業時間割表（新入生用）

※２年次生以上の配当科目は掲載していません
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時間割作成にあたって

●政策学部履修要項 P.42

大学で登録済の
「コミュニカティブ・イングリッシュ１・２」
「アナリティカル・リーディング１・２」

「コミュニカティブ・イングリッシュ１・２」は
プレイスメントテストの結果でクラス指定。
４月６日（火）０：００にＤＵＥＴでクラス発
表。

「アナリティカル・リーディング１・２」は、
すでにＤＵＥＴで確認可能です。
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登録済科目の割合

年間登録単位数（最高４０単位まで）※

ＦＹＥ

政策学入門

コミュニカティブ・イングリッシュ１・２

アナリティカル・リーディング１・２

大学で登録済の科目は、学生の
みなさんによる登録手続き不要

※必ずしも年間最高登録単位数まで登録
しなくてはならない、という意味では
ありません。４年間で計画的に単位を
修得してください。

●●語入門Ⅰ・Ⅱ
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時間割作成にあたって

●政策学部履修要項 P.42

登録すべき先行登録科目

「●●語入門Ⅰ・Ⅱ」
（ドイツ、フランス、
中国、スペイン、ロシア、
コリアの６ヵ国語のいずれか）

注意：
「●●語インテンシヴⅠ・Ⅱ」は
外国語教育科目Ｃ群の単位に
ならないので、注意すること。
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登録すべき先行登録科目

年間登録単位数（最高４０単位まで）※

ＦＹＥ

政策学入門

コミュニカティブ・イングリッシュ１・２

アナリティカル・リーディング１・２

●●語入門Ⅰ・Ⅱは、
４月３日（土）１７：００まで
にＤＵＥＴで先行登録すること

※以降のスケジュールは
政策学部登録要領を参照

●●語入門Ⅰ・Ⅱ
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時間割作成にあたって

政策学部履修要項（P.21～22）に掲載されている

基礎能力養成科目
「アカデミック・スキル１」（通称、アカ・スキ）

・政策学部で専門的に学ぶための技能を養う科目

・演習Ⅰ（２年次秋学期から始まる演習形式の科目。いわゆるゼミ）の選考資料となる
→演習登録申込書にアカデミック・スキル１、２の登録有無、
そこで身につけた知識と技能を記入する

・秋学期に先行登録（春学期には登録できません）

「秋学期開始前にアカデミック・スキル１を先行登録！」
（手帳、スマートフォンなどにメモしておくことをオススメします）
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時間割作成にあたって

政策学部履修要項（P.23～24）

基礎科目
政策学部生としてすべての学生に履修してもらいたいと考える科目です

「政策思想」、「政治学入門」、「現代日本政治」、
「法学入門」、「現代経済入門」、「経済学入門」、
「組織論入門」、「統計学入門」

８科目（１６単位）から
６科目（１２単位）以上を履修して
単位を修得することが、卒業に必要な要件です
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各自の興味関心で登録する科目

年間登録単位数（最高４０単位まで）※

ＦＹＥ

政策学入門

コミュニカティブ・イングリッシュ１・２

アナリティカル・リーディング１・２

※
＜先行登録科目＞はＤＵＥＴま
たは窓口受付等で申し込みま
す。
詳細は登録要領等を参照して、
指定の日時に決められた方法で
登録すること。

＜一般登録科目＞はＤＵＥＴで
のみ申し込みます。
４月４日（日）１０：００～
４月６日（火）１７：００

●●語入門Ⅰ・Ⅱ

＜一般登録科目＞
【基礎科目（12～16単位）】
政策思想、政治学入門、
現代日本政治、法学入門、
現代経済入門、経済学入門、
組織論入門、統計学入門

【導入科目】
【その他】

＜先行登録科目＞※
アカデミック・スキル１

（９月に先行登録）
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時間割作成にあたって

●原則として春学期科目・秋学期科目の両方を
春学期の履修登録期間に登録すること。（アカ・スキを除く）

●春学期に一般登録した秋学期開講科目は、
秋学期登録変更期間に「変更」できます。

●春学期に先行登録した秋学期開講科目は、
秋学期登録変更期間に「削除」できます。
ただし、削除した後に同じ科目の他クラスを
登録できる保証はありません。
※同じ科目の場合、削除せずに他クラスを
先行登録することはできません。
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時間割作成にあたって

◆他の履修希望科目を時間割私案作りメモ作業用紙に書き込んで
いきましょう。その際、開講期間（春ｏｒ秋）をしっかり確認！

１．履修要項 ２．授業時間割表

３．時間割私案作りメモ作業用紙

木曜日／５講時／秋学期
の欄に書き込む
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時間割作成にあたって

【重要】
年間登録単位数が４０単位以下となるよう、
春学期の時点で、秋学期に登録する予定の
「アカデミック・スキル１」（２単位）分
を残して３８単位以下にすること。
また、各学期の登録単位数は３０単位以下
となるようにすること。

※必ずしも年間最高登録単位数まで登録
しなくてはならない、という意味では
ありません。４年間で計画的に単位を
修得してください。
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免許資格関係科目

●免許資格関係科目の登録について

・教職課程
・博物館学芸員課程
・図書館司書課程
・学校図書館司書教諭課程
（詳細は免許資格関係履修要項を参照）

・ＤＵＥＴの登録種別欄に「Ｍ」を入力して登録
（詳細は登録要領「４．登録にあたっての注意」参照

・Ｍを付けて免許資格関係科目として登録する場合、
年間上限の４０単位を超えて登録することが可能です。

・ただし、これらの「課程」を登録する意思表示の
手続き（課程登録といいます）が事前に必要
→「免許・資格関係 履修要項」で確認
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その他、注意すべき科目

●自由科目や免許資格関係科目の登録

・免許資格を取得しない人でも履修可能な
科目があります

しかし…

・卒業に必要な単位数には含まれないので注意！
（政策学部履修要項 P.48～P.53）
・自由科目や免許資格関係科目が卒業単位に参入
されると勘違いし、卒業不可（留年）となる
ケースがあります。要注意！！
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時間割を決めたら

●時間割を決めたら

＜一般登録科目＞ ※ＤＵＥＴのみ
４月４日（日）１０：００～４月６日（火）１７：００

＜先行登録科目＞ ※ＤＵＥＴまたは窓口受付等
４月２日（金）～

各種登録要領を参照し、指定の日時に定められた方法で
登録すること。終了時刻の直前はアクセス集中により、
ＤＵＥＴのレスポンスが極端に悪くなることがあります。

→早めに登録手続きを終えること！！
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ＤＵＥＴとは

●学修支援システムＤＵＥＴ（デュエット）について

同志社大学／在学生のページ
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ＤＵＥＴとは

ユーザーIDとパスワードを入力して
LOGINをクリック
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ＤＵＥＴとは

あなたの名前がここに表示されます
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ＤＵＥＴとは

登録は「履修手続」から行います
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ＤＵＥＴとは

先行登録科目の申請はここをクリック
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ＤＵＥＴとは

一般登録科目の申請はここをクリック
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ＤＵＥＴとは

詳しい操作方法はマニュアルをご覧ください！
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ＤＵＥＴ利用上の注意

◆本日、みなさんに配布した「WEB先行登録システム 利用上の注意」
「WEBによる履修科目登録 利用上の注意（一般登録用）」の２点も必ず確認してください。

WEB先行登録システム 利用上の注意
WEBによる履修科目登録

利用上の注意（一般登録用）
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４月７日（水）以降の登録に関する日程

●登録確認について【必ず行うこと】
４月１２日（月）～１４日（水）１７：００
登録科目確認（各自、ＤＵＥＴからダウンロード）とエラー修正

35



４月７日（水）以降の登録に関する日程

●登録確認について【必ず行うこと】

Ｑ．登録科目確認表を確認しないと？

自分では登録したつもり！（でも実際にはできていなかった）

Ａ．期末試験を受けたのに、受験後に無効と言われてしまった…
ということが起きてしまいます！！

エラー科目を放置しておくと、４月中旬に強制削除します。
例えば、時間割重複エラーなら重複している２科目とも削除されます。
→それまで授業を受けていたとしても、当該科目は受講できなくなります。

エラーが出ていたら、必ず、自分自身で修正を行うこと！
→その場合は、どちらか１科目の削除でエラーは解消できます。
「どうせ削除されるのだから放っておいてもいい」はＮＧです！
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履修相談

◆履修相談を活用しましょう
政策学部の教員が、個別にアドバイスします。

○相談する相手について

・教員へ相談
→授業の内容や、将来こういうことをしたいがどのような科目を
履修したらよいか、等の内容が適します。

・事務室へ相談
→登録手続き等に関する内容が適します。

４月４日（日）１０：００～１１：３０
４月５日（月）１０：００～１１：３０、１３：００～１５：００

会場はいずれも臨光館３０５番（Ｒ３０５）教室です
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教科書など

●教科書（テキスト）について

教科書や参考書は、シラバスに記載されています。
必要と記載されている場合は、購入等により授業
を受けるための準備を進めること。
多くの教科書は、同志社生協で取り扱っています。

明徳館食堂に教科書販売の特別ブースが設けられる他、
宅配での受け取りも可能です。
詳しくは、下記をご覧ください。
https://www.doshisha-coop.com/service/book/textbook/028227.html
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登録スケジュール

●主なスケジュール

政策学部履修要項の裏表紙

主な科目登録スケジュールを確認

この前ページ（巻末・内側）には
外国語科目の日程表があります。

さらに前のページには、免許資格
関係科目の日程表があります。

★新型コロナウイルスの影響で
変更が生じた場合は、適宜、
大学ＨＰや政策学部ＨＰで案内
しますので、定期的に確認を！
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講義開始

●講義開始に向けて

・一般登録の手続きを終えたら、時間割表示を行って
画面を印刷するかスクリーンショットを取って保存
またはメモをとること。

アクセス集中やシステム障害によりＤＵＥＴが使用
できない場合、自分が登録した科目の「科目名・
担当者名・教室」等を把握しておかないと、授業に
出られなくなる恐れがあるためです。

●この資料は政策学部ＨＰにも掲載しています。
普段から、ＨＰをチェックするクセをつけてください。
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その他、重要事項（困ったときに、どこにアクセスすればよいか知ることも大切です）

●受講の手引き
対面授業とネット配信授業の「受講の手引き」を確認のうえ、授業に臨んでください。

https://www.doshisha.ac.jp/news/2021/0322/news-detail-8160.html

●学生教育研究災害傷害保険、学研災付帯賠償責任保険について
ケガをした、させてしまった等の際に、一定の条件を満たせば補償の対象になります。
授業が始まるまでに、各自確認しておいてください。

同志社大学ホーム＞在学生＞学生教育研究災害傷害保険
https://www.doshisha.ac.jp/students/l_support/insurance.html

●奨学金について
「高等教育の修学支援制度」（授業料減免／日本学生支援機構給付奨学金）をはじめ、
各種奨学金の案内については、「学生生活課」ＨＰでご案内しています。

https://www.doshisha.ac.jp/scholarships/
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その他、重要事項（困ったときに、どこにアクセスすればよいか知ることも大切です）

●学生生活における注意事項、自転車運転マナー講習、課外活動紹介、
オリエンテーション等の学生支援センターからのお知らせをご覧ください。

https://www.doshisha.ac.jp/students/schedule/orientation/overview.html

●外国人留学生入学試験以外で入学・編入し在留資格「留学」を持つ方へ
奨学金、授業料減免奨学金の対象となる可能性がありますので、下記をご確認ください。

https://ois.doshisha.ac.jp/news/2021/0309/news-detail-1205.html

最後に
あらためまして、同志社大学政策学部へようこそ！
これからの４年間がみなさんにとって、かけがえのないものになることを願ってやみません。
困った時は、政策学部の教職員にいつでも相談してください。 教職員一同

同志社大学政策学部事務室 MAIL：ji-seijm@mail.doshisha.ac.jp
TEL ：075-251-3107
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