
 

法（法・政治）・文・経営学部 4群（外国語科目）の履修について 【2016年度以前入学生】 

（１）一般学生（留学生入試以外で入学した学生） 

 ａ． 履修パターンについて 

外国語については、次の①～③のいずれかの方法で単位を修得することになります。なお、入学

時に選択した諸外国語は、途中から他の外国語に変更することはできません。 

①クラス授業のみで全単位を修得する。 

②クラス授業＋クラス授業以外の授業で単位を修得する。 

③クラス授業以外の授業のみで単位を修得する。 

 また、外国語の履修パターン（英語と諸外国語のどちらに重点を置くかの組合せ）は以下の３通りが

あり、入学時に選択した履修パターンは変更することはできません。 

 

 パターン① パターン② パターン③ 

1年 2年 合計 1年 2年 合計 1年 2年 合計 

英 語 4単位 0単位 4単位 2単位 0単位 2単位 0単位 0単位 0単位 

諸外国語 4単位 2単位 6単位 4単位 4単位 8単位 4単位 6単位 10単位 

合 計 8単位 2単位 10単位 6単位 4単位 10単位 4単位 6単位 10単位 

 

ｂ． 履修方法について 

 １年次   

＜パターン①＞ 

英 語 

English１Ⅰ/Ⅱ 
クラス指定があります。 

入学前に実施する ELPA 英語プレイスメントテストαのスコアによりクラ

ス分けを行います。 

クラス分けは、春学期の履修登録期間前に、市ヶ谷リベラルアーツセ

ンターWEB 掲示板「市ヶ谷基礎科目の『再履修 』について」

（https://hosei-keiji.jp/ilac/sairishu2022/）で発表します。 

English２Ⅰ/Ⅱ 

諸外国語 

諸外国語１Ⅰ/Ⅱ クラス指定があります。 

「ＩＬＡＣ科目時間割表」より、自分の学部・クラス名の該当科目を探し

履修してください。 諸外国語２Ⅰ/Ⅱ 

 

＜パターン②＞ 

英 語 

English１Ⅰ 

クラス指定があります。 

入学前に実施する ELPA 英語プレイスメントテストαのスコアによりクラ

ス分けを行います。 

クラス分けは、春学期の履修登録期間前に市ヶ谷リベラルアーツセン

ターWEB 掲示板 「市 ヶ谷基礎科目の 『再履修 』について 」

（https://hosei-keiji.jp/ilac/sairishu2022/）で発表します。 

※春学期のみ、英語を2科目履修します。上記以外の科目で履修する

ことはできません。 

English２Ⅰ 

https://hosei-keiji.jp/ilac/sairishu2022/
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諸外国語 

諸外国語１Ⅰ/Ⅱ クラス指定があります。 

「ＩＬＡＣ科目時間割表」より、自分の学部・クラス名の該当科目を探し

履修してください。 諸外国語２Ⅰ/Ⅱ 

 

＜パターン③＞ 

英 語 
必修科目はありま

せん。 
選択科目は履修できます。 

諸外国語 

諸外国語１Ⅰ/Ⅱ クラス指定があります。 

「ＩＬＡＣ科目時間割表」より、自分の学部・クラス名の該当科目を探し

履修してください。 諸外国語２Ⅰ/Ⅱ 

「ＩＬＡＣ科目時間割表」はこちら（https://hosei-keiji.jp/ilac/timeschedule2022/） 

 

 ２年次  パターンにより履修方法が異なりますので、以下を確認し履修登録してください。 

＜パターン①＞ 

英語 
必修科目はありま

せん。 
選択科目は履修できます。 

諸外国語 

 

諸外国語３Ⅰ/Ⅱ 

（クラス指定のあ

る授業） 

クラス指定があります。 

「ＩＬＡＣ科目時間割表」より、自分の学部・クラス名の該当科目を探し

履修してください。 

※（注）「諸外国語 3・Ⅰ／Ⅱ重点」 は履修できません 

＜パターン②③＞ 

英

語 
必修科目はありません。 選択科目は履修できます。 

諸
外
国
語 

諸外国３Ⅰ/Ⅱ 

（パターン②③） 

フランス語 「ILAC科目時間割表」より、諸外国語3Ⅰ／Ⅱ重点を探して

受講してください。 朝鮮語 

ドイツ語 

「ILAC科目時間割表」より、自分の学部・クラス名の「諸外

国語３Ⅰ/Ⅱ」を探して受講してください。 

ロシア語 

中国語 

スペイン語 

諸外国語４Ⅰ/Ⅱ 

（パターン②③） 

「ILAC科目時間割表」より、諸外国語４Ⅰ/Ⅱ重点を探して

受講してください。 

諸外国語５Ⅰ/Ⅱ 

（パターン③のみ） 

「ILAC科目時間割表」より、諸外国語５Ⅰ/Ⅱ重点を探して
受講してください。 
 
※「ドイツ・中国・スペイン・朝鮮語5Ⅰ/Ⅱ」は下記の「クラス
授業以外で外国語必修単位を修得する場合」の方法で
履修してください。登録は、「ドイツ・中国・スペイン・朝鮮
語5Ⅰ/Ⅱ」の登録番号で行ってください。 

「ＩＬＡＣ科目時間割表」はこちら（https://hosei-keiji.jp/ilac/timeschedule2022/） 
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ｃ．クラス授業以外で外国語必修単位を修得する場合 

諸外国語の必修科目は、『クラス授業以外で履修できる4群科目』で代替することができます。 

履修可能な科目・代替可能な科目についての詳細は、ILAC掲示板「2016年以前入学生向け履

修の手引き（科目一覧／4群履修上の注意）」（https://hosei-keiji.jp/ilac/2016tebiki/）を参照してく

ださい。以下は注意事項です。 

 

①まず春学期の第1回目の授業時に出席し担当教員から受講許可を得てください。選抜を行う場

合もあります。受講が許可された場合のみ履修登録が可能です。許可がなく登録した場合、無

効となります。 

選抜があった場合、選抜結果は、学習支援システムの各授業ページにて担当教員より発表しま

す。 

 ※選抜の詳細については、市ヶ谷リベラルアーツセンターWEB掲示板「ILAC/市ヶ谷基礎科目・

総合科目の選抜について」（https://hosei-keiji.jp/ilac/senbatu2022/）を確認してください。 

②『クラス授業以外で履修できる4群科目』は春学期、秋学期を合わせて通年で履修することが原

則となります。春学期のみ、秋学期のみを履修する場合は、必ず春学期の第1回目の授業で教

員にその旨を申し出て受講の許可を得てください。 

③受講が許可された場合、クラス授業は履修登録せず、受講が許可された授業を登録してくださ

い。市ヶ谷リベラルアーツセンターWEB掲示板( https://hosei-keiji.jp/ilac/timeschedule2022/ ）

にて登録番号をお知らせしますので、必ずその番号で登録してください。登録番号に誤りがある

と、進級・卒業に大きな影響を及ぼす場合があります。十分に注意してください。 

④春学期科目（～Ⅰ）に代替する場合は春学期科目を、秋学期科目（～Ⅱ）に代替する場合は秋

学期科目を履修してください。 

 

 

（２）留学生（留学生入試で入学した学生） 

 ａ． 履修パターンについて 

留学生入試で入学した留学生は以下のパターンで履修します。 

英語を母国語とする国からの留学生は「留学生パターン②」で履修してください。 

 

 留学生パターン① 

＜留学生非英語圏＞ 

  留学生パターン② 

＜留学生英語圏＞ 

1年 2年 合計 1年 2年 合計 

英 語 2単位 0単位 2単位 諸外国語 2単位 0単位 2単位 

日本語 4単位 4単位 8単位 日本語 4単位 4単位 8単位 

合 計 6単位 4単位 10単位 合 計 6単位 4単位 10単位 
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ｂ． 履修方法について 

 １年次   

＜留学生パターン① 留学生非英語圏＞ 

英 語 

English１Ⅰ 

クラス指定があります。 

入学前に実施する ELPA 英語プレイスメントテストαのスコアによりクラ

ス分けを行います。 

クラス分けは、春学期の履修登録期間前に市ヶ谷リベラルアーツセン

ターWEB 掲示板（https://hosei-keiji.jp/ilac/eigoclass2022/ ）で発表

します。 

※春学期のみ、英語を2科目履修します。左記以外の科目で履修する

ことはできません。 

English２Ⅰ 

日本語 

日本語１Ⅰ/Ⅱ クラス指定があります。 

「ＩＬＡＣ科目時間割表」より、自分の学部・クラス名の該当科目を探し

履修してください。 日本語２Ⅰ/Ⅱ 

 

＜留学生パターン② 留学生英語圏＞ 

諸外国語 
諸外国語１Ⅰ 

クラス指定があります。 

「ＩＬＡＣ科目時間割表」より、自分の学部・クラス名の該当科目を探し

履修してください。 

※春学期のみ、諸外国語を2科目履修します。左記以外の科目で履修

することはできません。 諸外国語２Ⅰ 

日本語 

日本語１Ⅰ/Ⅱ クラス指定があります。 

「ＩＬＡＣ科目時間割表」より、自分の学部・クラス名の該当科目を探し

履修してください。 日本語２Ⅰ/Ⅱ 

 

 ２年次   

＜留学生パターン①②＞ 

英 語 必修科目はありません。 選択科目は履修できます。 

日本語 

日本語３Ⅰ/Ⅱ クラス指定があります。 

「ＩＬＡＣ科目時間割表」より、自分の学部が指定されてい

る該当科目を探し履修してください。 日本語４Ⅰ/Ⅱ 

「ＩＬＡＣ科目時間割表」はこちら（ https://hosei-keiji.jp/ilac/timeschedule2022/ ） 
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