
Study Abroad Preparation (TOEFL TEST) 1・2、Study Abroad Preparation (IELTS) 1・2 

の登録について（今出川校地開講クラス・京田辺校地開講クラス） 

 Study Abroad Preparation (TOEFL TEST) 1・2、Study Abroad Preparation (IELTS) 1・2 は、全年次生を対象とし

た週2 回型の英語による科目である。定員は25 名。 

 

1.登録資格 下記のレベルに該当するものを対象とした科目である。 

科目名 登録資格 

Study Abroad Preparation (TOEFL TEST) 1 

Study Abroad Preparation (IELTS) 1 
CASEC 550 点以上 679 点以下 

Study Abroad Preparation (TOEFL TEST) 2 

Study Abroad Preparation (IELTS) 2 
CASEC 680 点以上 

 

2．登録に関する注意点 

・2021 年度以前生で、Intensive Courses for TOEFL（Practice）、Intensive Courses for TOEFL（Tutorial）ともに

合格評価を得ている場合は、Study Abroad Preparation (TOEFL TEST) 1 を履修することができない。 

・修得済みの科目を再度登録することは出来ない。 

・学部により卒業単位や外国語単位への算入が異なるため、以下の表を参照すること。 

＊2015～2023年度生対象の科目（両校地履修可)

類・群 備考

神 ○ 選択科目2類 卒業必要単位に算入 ○

英文学科 ○ 選択科目Ⅱ 卒業必要単位に算入 ※5

哲学科 ○ 選択科目Ⅲ 卒業必要単位に算入 ○

美学芸術学科

文化史学科

国文学科 ○ 選択科目Ⅲ 卒業必要単位に算入 ○

教育文化学科
2017年度以前生

○ 選択科目ⅢＢ群 卒業必要単位に算入

上記以外 ○ 選択科目Ⅲ 卒業必要単位に算入

法 ○ 6類Ａ群 7類に算入 ○

2019年度以前生 ○ 2類Ｂ群 2類だが卒業要件に注意　　※1 卒業必要単位に算入 ×削除不可

2020年度以降生 ○ 2類 卒業必要単位に算入 ○

商 ○ 10類外国語科目 卒業必要単位に算入 ○

政策 ○ 外国語教育科目Ａ群 卒業必要単位に算入 ○

文化情報 ○ 選択科目ⅡＥ群 卒業必要単位に算入 ○

理工 ○ 選択科目Ｂ群Ⅰ類 卒業必要単位に算入 ○

2021年度以前生 ○ 選択科目Ｂ群Ⅰ類 Ｂ群Ⅰ類だが卒業要件に注意　※2 卒業必要単位に算入 ×削除不可

2022年度以降生 ○ 選択科目Ｂ群Ⅰ類 Ｂ群Ⅰ類だが卒業要件に注意　※3 卒業必要単位に算入 ×削除不可

スポーツ健康科 ○ 選択科目Ｆ群（英語） 卒業必要単位に算入 ○

心理 ○ 選択科目Ⅲ 卒業必要単位に算入 ○

英語/中国語ｺｰｽ ※5

日本語ｺｰｽ ○

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ地域文化 ○ 選択必修科目C群 卒業必要単位に算入 ○

※1：2類のうち、卒業必要条件であるＡ群の英語8単位には算入されない。

※2：外国語教育科目は、ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ1・2、ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ1・2、ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ｾﾐﾅｰ1・2または3、ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ1・2または3を修得する必要がある。

※3：外国語教育科目は、Basic English (LS/RW) 1・2、Core English (LS/RW) - Pre-Intermediate 1・2、Core English (LS/RW) - Intermediate 1・2、 

  　　General Academic English (LS/RW) - Pre-Intermediate、General Academic English (LS/RW) - Intermediate、Intensive Advanced English 1・2、

  　　English for Professional Purposes 1・2の中から8単位を修得すること。

※4：合格した場合、登録削除を認める対象科目は以下①～⑮の通り。

　　 ①Basic English (LS) 1・2　②Basic English (RW) 1・2　③Core English (LS) - Pre-Intermediate 1・2　④Core English (RW) - Pre-Intermediate 1・2　

　　 ⑤Core English (LS) -Intermediate 1・2　⑥Core English (RW) - Intermediate 1・2　⑦Intensive Advanced English 1・2

　　 ⑧General Academic English (LS) - Pre-Intermediate　⑨General Academic English (RW) - Pre-Intermediate　

　　 ⑩General Academic English (LS) - Intermediate　⑪General Academic English (RW) - Intermediate

　　 ⑫ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ1・2　⑬ｱﾅﾘﾃｨｶﾙ・ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ1・2　⑭ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ｾﾐﾅｰ1・2または3　⑮ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ1・2または3

※5：文学部英文学科、グローバル・コミュニケーション学部英語コース、中国語コースは※4の①～⑮の科目を登録できない。

経済

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

学部
外国語単位としての算入可否

所定の科目群で
必要単位数を

超えて修得した場合

○ 選択科目Ⅲ 卒業必要単位に算入

社会

生命医科

○

合格時における他の英
語科目の登録削除可否

※4

文
○ 選択科目Ⅱ 卒業必要単位に算入 ○



3．選考 

(1)登録希望者は下記の募集期間中に、学修支援システムＤＵＥＴの先行登録申請で申請すること。申請締切後、1.の登

録資格をみたす学生を対象に選考を行う。CASEC のスコアは各募集期間終了日から２年以内に大学で受験した最新のス

コアを利用する。学修支援システムＤＵＥＴのメッセージで CASEC のスコア確認方法を送信しているので、最新のスコ

アを確認すること。対象となる CASEC スコアを保有しない場合は、全学共通教養教育センター事務室から DUET メッ

セージを送付している（タイトル：「CASEC 試験の事前申込みについて」）ので、内容を確認し、期日までに必要な手続

きを行うこと。ただし、個人的に受験した選考に利用したい CASEC のスコアがある場合は各募集期間終了までに(3)の

要領で、CASEC Official Score Report の写真（PDF でも可）（※）をメールに添付し送信すること。写真はスマートフ

ォン等で撮影したものでよいが、「試験名・スコア・受験日・氏名等」が鮮明で、全ての内容が読み取れるものでなけれ

ばならない。 

（※）登録資格証明書類の写真を iPhone で撮影する場合は、後述の「9.iPhone での撮影方法について」で設定を変更

の上、撮影すること。 

【募集期間】 

・１次募集 3 月24 日（金）10：00～4 月 3 日（月）17：00 

・最終募集 4 月5 日（水）10：00～15：00  ※定員に空きのあるクラスのみ募集 

(2)いずれの開講校地のクラスにも申請することができるので、申請する際は注意すること。決定したクラスの変更は一

切認めない。 

(3)メールでのスコア送付先等は次のとおり。申請締切日時までに登録資格証明書受け取りの返信がない場合、今出川キ

ャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：075-251-3325）に問い合わせること。 

送付先： ji-kyoyo@mail.doshisha.ac.jp 

   件 名： 「Study Abroad Preparation (TOEFL TEST) 1（→登録希望科目を記入）」の登録資格証明書 

   本 文： 学生 ID・氏名・連絡先 

   添 付： 登録資格証明書の写真等 ※ファイル名は「学生 ID_氏名」とすること 

 

4．選考結果発表 

日時：1 次募集 4 月 4 日（火）0：00 

最終募集 4 月 6 日（木）0：00 

場所：学修支援システムＤＵＥＴ「登録科目一覧」 

※選考合格者に、合格した科目・クラスを表示する。 

 

5．他の英語科目の登録削除（2 の表中、「合格時における他の英語科目の登録削除可否※3」の欄を参照のこと） 

選考に合格し、他の英語科目の登録削除を希望する者は、学修支援システムＤＵＥＴで送信されるメッセージ「Study 

Abroad Preparation (TOEFL TEST) 1・2、Study Abroad Preparation (IELTS) 1・2 の選考合格に伴う登録削除に

ついて」を確認の上、1 次募集合格者は4 月 4 日（火）0：00～14：00 までに、最終募集合格者は 4 月 6 日（木）0：

00～14：00 までに手続きすること。 

※ただし、ＷＥＢ先行登録の募集締切前の科目については、その科目の登録期間内にＤＵＥＴから登録希望申請を取り 

下げること。 

※受付日時以外での削除は一切認めない。 

※春学期・秋学期セットで登録している者は、春学期・秋学期セットで削除される。 

 

6. 問い合わせ先 

今出川キャンパス教務センター（外国語教育科目窓口：075-251-3325） 

※手続きに関して不明な点があれば、それぞれの締切日時までに問合せること。 

今出川校地開講クラス・京田辺校地開講クラス 



 

7. クラス・担当者（各クラス定員：25 名） 

各募集期間中に学修支援システム DUET で確認すること。各クラスの授業内容については、シラバスを参照すること。 

 

8.iPhone での撮影方法について 

iPhone7 以後の iPhone で撮影した場合、設定によって写真が heic という拡張子で保存される場合があります。以下の（１）

～（４）の設定により「互換性優先」の設定を行ってから撮影すると、写真が jpeg という拡張子で保存されるので、そち

らを送付すること。 

 

（１）「設定」をタップ 

（２）「カメラ」をタップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「フォーマット」をタップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）「互換性優先」をタップ 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 


