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共通教育科目 時間割作成注意事項（令和3年度以降入学者） 

【重要】 各自の入学年度の『履修要綱』の記載内容と開講講座表を照らし合わせて、履修してください。 
 

國學院科目群 

1．神道と文化 

【文学部・法学部・経済学部・人間開発学部・観光まちづくり学部】 

1 年生は、「神道と文化」が指定科目のため、すでに登録されています。K-SMAPYⅡ『学生時間割表』で曜日・時限・

担当教員を確認し、受講してください。未修得の学生は、再履修用の「神道と文化」をK-SMAPYⅡから事前登録して

ください。 

【神道文化学部】 

神道文化学部の学生は「神道と文化」を履修することはできません。 

2．「日本文化を知る（将棋と日本文化）」について (渋谷開講) 

「日本文化を知る（将棋と日本文化）」は、実際に将棋を指しながら、日本文化と将棋について学びを深める授業です。

本科目の履修希望者は、下記の要領で、事前に選考を受けてください。選考の合格者のみ正式に履修登録となり、4月

9 日（土）12：50 にK-SMAPYⅡに当該科目が自動登録されます。 

 

【申請方法】K-SMAPY Ⅱのアンケート機能を用いて、申請してください。アンケートに回答された内容に従って選

考されます。 

●テーマ：「将棋の授業に期待すること（なぜ「将棋」の授業を選択しようと思ったのか？）」 

●字数：400 字程度(A4 で 1 ページ程度) 

●提出方法：K-SMAPYⅡ アンケート機能 

 

【申請期間】4 月 1 日（金）12：00から 4 月 6 日（水）12：50 まで 

※受講希望者が多数の場合、初心者を優先します。 

 

 

言語スキル科目群 

1．英語（1年次必修外国語）  

【文学部・法学部・経済学部・神道文化学部・人間開発学部】  

1 年次必修の英語科目は入学時学力診断の結果によるクラス指定のため、すでに登録されています。K-SMAPYⅡ『学

生時間割表』で曜日・時限・担当教員を確認し、受講してください。担当教員については、別途 K-SMAPYⅡでお知ら

せします。なお、一定の条件を満たしていれば、指定クラスを離れて、あるいは指定クラスに追加して、「英語Ⅲ」以上

を受講することのできる「飛び級」制度があります。「飛び級」についてはこちらをご覧ください。ただし、1 年生が履

修登録できる英語科目の総数は、前期で２科目まで、後期で２科目までです。 

【観光まちづくり学部】  

1 年次必修の英語科目は入学時学力診断の結果によるクラス指定のため、すでに登録されています。K-SMAPYⅡ『学

生時間割表』で曜日・時限・担当教員を確認し、受講してください。担当教員については、別途 K-SMAPYⅡでお知ら

せします。なお、「飛び級」制度は観光まちづくり学部には適用されません。 

 

 

https://www.kokugakuin.ac.jp/assets/uploads/2022/03/ed69ed1571cb2e7667b208e007e1147c.pdf
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2．英語（2年次必修外国語）  

【人間開発学部】  

2 年次必修の「英語」科目は入学時学力診断の結果によるクラス指定のため、すでに登録されています。K-SMAPY

Ⅱ『学生時間割表』で曜日・時限・担当教員を確認し、受講してください。なお、担当教員については 4月 7 日（木）

20：00予定にK-SMAPYⅡでお知らせします。  

3．必修外国語（英語）の再履修  

【文学部・法学部・経済学部・神道文化学部・人間開発学部】  

１年生が履修登録できる英語科目の総数は、前期、後期それぞれ 2 科目までです。そのため、指定クラスが週に２回

ある学部学科の１年生で未修得の単位がある者は、その未修得の単位を、２年次になってから、「英語Ⅲ」「英語Ⅳ」「英

語Ⅴ」のいずれかで充足してください（以下の項目「４」にあるように、各科目には履修の要件があります）。ただし、

中国文学科、外国語文化学科、人間開発学部は、１年次後期に指定クラスがないか、あるいは１科目のみであるため、

履修登録上限の２科目の範囲で、１年次後期に「英語Ⅲ」以上の科目で未修得単位を充足することができます。１年次

後期に未修得単位を充足するための申請はK-SMAPY II「抽選（希望登録）」にて行います。この申請は上記２学科１学

部以外の学生には許可されません。  

なお、同一教員による同一教科書を使用した英語は、同じ学年の内はもちろん学年をまたいだ場合でも、重複して履

修することはできません。 

【観光まちづくり学部】 

   再履修科目である「英語（再）」を履修して、必要単位分を修得する必要があります。履修要綱で確認してください。

また、登録はK-SMAPYⅡ「抽選（希望登録）」にて行います。なお、同一教員による同一教科書を使用した再履修科目

は、同じ学年の内はもちろん学年をまたいだ場合でも、重複して履修することはできません。 

４．英語Ⅲ・Ⅳ・Ⅴの履修要件 

英語Ⅲ・Ⅳ・Ⅴの履修には以下の要件があります。 

【英語Ⅲ】（1）英語Ⅰ／英語Ⅱを計 4 単位以上修得した者、（2）TOEIC L&R (IP) 340 程度以上、TOEFL ITP 422

程度以上、または英検準 2 級以上を取得した者、（3）その他、英語Ⅲを履修する意欲のある者、のいずれか。 

【英語Ⅳ】（1）英語Ⅲを 2 単位以上修得した者、（2）TOEIC L&R (IP) 470 程度以上、TOEFL ITP 452程度以上、

または英検 2 級以上を取得した者、(3) その他、英語Ⅳを履修する意欲のある者、のいずれか。 

【英語Ⅴ】（1）英語Ⅳを 2 単位以上修得した者、（2）TOEIC L&R (IP) 550 程度以上、TOEFL ITP 470程度以上、

または英検準 1 級以上を取得した者、(3) その他、英語Ⅴを履修する意欲のある者、のいずれか。 

5．外国語（文学部・観光まちづくり学部・選択外国語）  

【1 年次必修外国語】 

日本文学科・外国語文化学科・史学科・哲学科・観光まちづくり学部の選択必修外国語科目は、入学手続き時にUCARO

で選択した言語によるクラス指定のため、すでに登録されています。K-SMAPYⅡ『学生時間割表』で曜日・時限・担

当教員を確認し、受講してください。 

中国文学科学生の選択必修科目「中国語Ⅰ」、「中国語Ⅱ」はクラス指定のため、すでに登録されています。K-SMAPY

Ⅱ『学生時間割表』で曜日・時限・担当教員を確認し、受講してください。 

【再履修について】 

選択必修外国語科目を未修得の学生は、大学HP内のWEB 時間割『共通教育科目・教養総合-開講講座表』を確認の

うえ、K-SMAPYⅡから履修登録してください。※一部、学科指定のない言語もあります。 

【選択外国語】 

選択必修外国語科目以外の外国語科目は、選択外国語科目として全学部・学科で履修が可能です。 

 

 



 

－ 3 － 

STEM系科目群 

1．文学部・法学部・神道文化学部 

たまプラーザキャンパスで開講する「コンピュータと情報Ⅱ」は履修できません。所属による履修登録制限のある科

目があるので注意してください。 

2．経済学部 

【「コンピュータと情報Ⅰ」】 

経済学部の学生の必修科目「コンピュータと情報Ⅰ」はクラス指定のため、すでに登録されています。K-SMAPYⅡ

『学生時間割表』で曜日・時限・担当教員を確認し、受講してください。未修得の学生は、大学HP 内のWEB 時間割

『共通教育科目・教養総合科目-開講講座表』を確認のうえ、K-SMAPYⅡから履修登録してください。 

 

【「数的推論Ⅰ」「コンピュータと情報Ⅱ」「データ・リテラシー」】 

必修科目の「数的推論Ⅰ」、選択必修科目の「コンピュータと情報Ⅱ」「データ・リテラシー」は大学HP 内のWEB

時間割『共通教育科目・教養総合科目-開講講座表』を確認のうえ、K-SMAPYⅡから履修登録してください。なお、た

まプラーザキャンパスで開講される（ ）付の「コンピュータと情報Ⅱ」は人間開発学部の学生のみ履修登録が可能で

す。 

3．人間開発学部 

人間開発学部では STEM 系科目群またはシチズンシップ科目群の中から 4 単位以上を修得する選択科目ですが、教職

課程を履修する場合は、「コンピュータと情報Ⅰ」もしくは「コンピュータと情報Ⅱ」のうち 1 科目 2単位を必ず修得

してください。たまプラーザキャンパスで開講される（ ）付の「コンピュータと情報Ⅱ」は人間開発学部の学生のみ

履修登録が可能となりますが、大学HP 内のWEB時間割『共通教育科目・教養総合科目-開講講座表』を確認のうえ、

注意して履修登録してください。また、「コンピュータと情報Ⅱ」の（ ）内のテーマが異なれば同一の授業科目でも複

数履修が可能です。なお、子ども支援学科 1 年生のみ、サマーセッション科目の「コンピュータと情報Ⅰ」が指定登録

されていますので、1年前期開講の「コンピュータと情報Ⅰ」の科目は選択できません。 

4．観光まちづくり学部 

観光まちづくり学部では STEM 系科目群の中から 2 単位以上を修得してください。なお、観光まちづくり学部の学生

は「まちづくり基礎」を履修することはできません。 

 

シチズンシップ科目群 

1．文学部・経済学部・神道文化学部 

シチズンシップ科目群から 2 単位以上修得してください。 

2．法学部 

法学部の学生については、「法学（日本国憲法）」・「政治と社会参加」・「法と社会参加」・「行政と市民生活」の 4 科目

をシチズンシップ科目群の単位に算入することはできませんが、専門教育科目として算入することが可能です。 

3．人間開発学部 

 STEM 系科目群またはシチズンシップ科目群の中から 4 単位選択して修得してください。 
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専門教養科目群 

1．文学部・法学部・経済学部・神道文化学部（フレックスB〈昼間主〉コース） 

履修要綱を確認の上、定められた方法で、専門教養科目と全学オープン科目から構成される６つのパッケージのうち

1 つ以上のパッケージから 8 単位以上を必ず修得してください。選択するパッケージによって、区分ごとの必要単位数

が異なりますので、履修要綱で要件を必ず確認してください。なお、選択したパッケージ以外の科目を履修することも

可能です。 

パッケージの選択は前期履修登録期間中にK-SMAPYⅡのアンケート機能で行います。 

2．神道文化学部（フレックス A〈夜間主〉コース） 

履修要綱を確認のうえ、専門教養科目と全学オープン科目から構成される６つのパッケージの全科目から 8 単位以上

修得してください。なお、パッケージの選択をする必要はありません。 

3．人間開発学部・観光まちづくり学部 

人間開発学部・観光まちづくり学部では専門教養科目は共通教育科目の選択科目となります。 

 

ライフデザイン科目群 

1．導入科目（人間開発学部のみ） 

「導入基礎演習」（1 年次・前期）はクラス指定のため、すでに登録されています。K-SMAPYⅡ『学生時間割表』で

曜日・時限・担当教員を確認し、受講してください。 

2．スポーツ科学（「スポーツ実技 A・B」／「スポーツ科学論」） 

【必修科目の指定登録】※人間開発学部 

以下の科目はクラス指定のため、すでに登録されています。「スポーツ実技A」および「スポーツ実技 B」に関しては、

K-SMAPYⅡのアンケートにて希望の種目を回答してください。アンケート結果をもって、希望の種目・教員が決定と

なりますので、必ずアンケートを回答するようにしてください。 

「スポーツ実技 A」／「スポーツ実技 B」（初等教育、健康体育学科のみ指定）／ 

「スポーツ科学論」（子ども支援学科のみ指定） 

【必修科目の再履修】※人間開発学部 

①「スポーツ実技 A」既に科目が登録されておりますが、K-SMAPYⅡのアンケートにて希望の種目を回答してくださ

い。アンケート結果をもって、希望の種目・教員が決定となりますので、必ずアンケートを回答するようにしてくださ

い。 

■たまプラーザキャンパス開講科目 

第一週目の授業時は、K-SMAPYⅡにて授業実施場所を確認し、授業に参加してください。後期開講科目について

も、同様に確認してください。 

②「スポーツ科学論」は、K-SMAPYⅡから一般登録を行います。 

【選択履修者の登録】※文・法・経済・神道文化・観光まちづくり学部 

 （文・法・経済・神道文化学部） 

「スポーツ実技 A」（教職課程履修者のみ履修可能）・「スポーツ科学論」を文学部・法学部・経済学部・神道文化学部

の学生が履修する場合は、渋谷キャンパス開講科目のみ履修することが可能です。履修登録にあたってはK-SMAPYⅡ

から「スポーツ実技 A」は事前登録、「スポーツ科学論」は一般登録で登録してください。「スポーツ実技 A」は、第一

週目の授業を教室で行うため、K-SMAPYⅡより授業教室を確認してください。なお、後期開講科目は後期履修登録期

間にK-SMAPYⅡから事前登録を行いますので、受講に際しては前期科目と同様に確認をしてください。 

（観光まちづくり学部） 
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「スポーツ実技 A」・「スポーツ実技 B」・「スポーツ科学論」を観光まちづくり学部の学生が履修する場合は、たまプ

ラーザキャンパス開講科目のみ履修することが可能です。履修登録にあたってはK-SMAPYⅡから「スポーツ実技 A」・

「スポーツ実技B」は事前登録、「スポーツ科学論」は一般登録で登録してください。第一週目の授業は教室で行うため、

K-SMAPYⅡより授業教室を確認してください。なお、後期開講科目は後期履修登録期間に K-SMAPYⅡから事前登録

を行いますので、受講に際しては前期科目と同様に確認をしてください。 

3．スポーツ科学（「生涯スポーツ実技」） 

「生涯スポーツ実技」はK-SMAPYⅡから事前登録を行います。第一週目の授業は教室で行うため、渋谷キャンパス開講

科目はK-SMAPYⅡ、たまプラーザキャンパス開講科目は K-SMAPYⅡまたは SPORTS SQUARE1（旧体育館）入口の掲示

板にて授業教室を確認してください。なお、後期開講科目は後期履修登録期間にK-SMAPYⅡから事前登録を行いますので、

受講に際しては前期科目と同様に確認をしてください。 

4．キャリア形成支援 

「ライフデザインⅠ（スタートアップ）」は経済学部 1年生（留学生・社会人入学者を除く）については義務履修のため、

すでに登録されています。K-SMAPYⅡ『学生時間割表』で曜日・時限・担当教員を確認し、受講してください。 

なお、法律専攻および政治専攻の学生は、専門教育科目「キャリア・プランニング」が同様の内容の科目であるため、「ラ

イフデザインⅠ（スタートアップ）」を履修することはできません。 

5．PCAP科目 

 PCAP 選択者のみ履修可能となります。各コースに登録できる学年と登録期間については下記の通りです。なお、詳細に

ついては、時間割作成注意事項の【教職課程・資格課程・副専攻プログラム・PCAP に関する注意事項】をご確認ください。 

 

【コース登録学年・登録時期】 

パブリックサービスキャリア・コース 1・2年生 

 前期：履修登録・修正期間に K-SMAPYⅡより登録 

 後期：履修登録・修正期間に教育開発推進機構事務課窓口（渋谷キャンパス）または、たまプラーザ事務課窓口（たま

プラーザキャンパス）へ申し込み。 

 

グローバルキャリア・コー ス 2 年生（1 年次 3 月に募集予定） 

 前期のみ：コース条件を満たした学生は、前期に K-SMAPYⅡ「学生時間割表」・「希望資格」に登録されます。 

      ※コース条件は 1年次後期（11月予定）に開催するコース説明会でお伝えします。 


