
2022 年度 1 年⽣⽤ 

英語科⽬についての説明 

1 年生から履修できる英語科目 開講時期 必修・選択 単位数 注意点 履修登録 

英語Ⅰ 前期 必修 1 クラス指定あり 教務課が登録 

英語Ⅱ 後期 必修 1 クラス指定あり 教務課が登録 

英語Ⅰ（再） 後期 必修 1 英語Ⅰを不合格・失格になった人のみ 各自で WEB 登録 

TOEIC 入門 前期・後期 選択 1 クラス指定あり 各自で WEB 登録 

イングリッシュワークショップ 後期 選択 1 要申し込み（先着 20名） 教務課が登録 

 
英語Ⅰ・英語Ⅱ 
卒業に必要な必修科⽬です。習熟度別にクラスを指定します。英語Ⅰ・英語Ⅱを通して、同じ曜⽇・

時限・教員のクラスになります。 
クラス分け表は、4 ⽉ 5 ⽇ 9 時以降、UNIPA の掲⽰板と学内掲⽰板に発表します。⾃分がどのクラ

スになったのかを確認してから受講してください。英語Ⅰ・英語Ⅱで指定された曜⽇・時限に、他の
科⽬を⼊れないでください。履修登録は教務課が 4 ⽉ 7 ⽇以降に⾏います。 
【経済学部のみ】2022 年度⼊学・編⼊の留学⽣は 2023 年度以降にしか履修できません。 

 
英語Ⅰ（再） 
英語Ⅰを不合格もしくは失格になった⼈は、後期の履修修正登録期間(9 ⽉ 12 ⽇・13 ⽇)に、⾃分

で英語Ⅰ（再）を Web 登録してください。⽉曜５限と⽊曜５限のうち、⾃分の好きな⽅を選べます。 
英語Ⅰの単位を取れていなくても英語Ⅱは受講できるので、英語Ⅱは指定されたクラスで受講して

ください。 
＊英語Ⅱを不合格もしくは失格になった⼈のための英語Ⅱ（再）は、次年度前期に開講されます。 

 
TOEIC ⼊⾨ 
TOEIC の受験対策を⾏う初⼼者向けの授業です。授業の⼀部として「TOEIC Bridge IP テスト」と

「TOEIC IP テスト」という２つの模擬試験を実施するので、それらの受験が必須です。受験料(合
計 5,330 円)は個⼈負担となる点を了承した上で、⾃分で Web 登録してください。 
初回の授業でプレイスメントテストを⾏い、習熟度別にクラスを指定します。クラス分け表は、

UNIPA の授業資料欄と学内掲⽰板に発表します(前期：4 ⽉ 14 ⽇以降、後期：9 ⽉ 22 ⽇以降）。⾃
分がどのクラスになったのかを確認してから受講してください。⾃分が登録したクラスと異なるク
ラスに指定された場合は、履修修正期間(前期:4 ⽉ 19 ⽇・20 ⽇、後期:9 ⽉ 29 ⽇・30 ⽇)に、指定さ
れたクラスに⾃分で変更してください。 
 
(裏⾯あり) 
 



イングリッシュワークショップ 
英語によるコミュニケーション⼒の向上を⽬指すため、授業は全て英語で⾏われます。4 ⽉ 4 ⽇〜

6 ⽇の期間に、⿊⽊先⽣(kurogi@kyukyo-u.ac.jp)までメールで申し込んでください。ただし、受付
は先着順で、定員 20名に達し次第受付を終了します。受け付けられた⼈のみ、教務課が履修登録
を⾏います。詳細は、ガイダンス配布資料を参照してください。 
 



2022 年度２年⽣⽤ 

英語科⽬についての説明 

2 年生で履修できる英語科目 開講時期 必修・選択 単位数 注意点 履修登録 

英語コミュニケーションⅠ 前期 選択(教免必修) 1 クラス指定あり 教務課が登録 

英語コミュニケーションⅡ 後期 選択(教免必修) 1 クラス指定あり 教務課が登録 

英語Ⅱ（再） 前期 必修 1 英語Ⅱを不合格・失格になった人のみ 各自で WEB 登録 

英語Ⅰ（再） 後期 必修 1 英語Ⅰを不合格・失格になった人のみ 各自で WEB 登録 

英語Ⅰ 前期 必修 1 履修登録もしたことがない人のみ 教務課が登録 

英語Ⅱ 後期 必修 1 履修登録もしたことがない人のみ 教務課が登録 

TOEIC 入門 前期・後期 選択 1 クラス指定あり 各自で WEB 登録 

スキルアップ講座 B(TOEICⅠ) 前期 選択 1 クラス指定あり 各自で WEB 登録 

スキルアップ講座 C(TOEICⅡ) 後期 選択 1 クラス指定あり 各自で WEB 登録 

イングリッシュワークショップ 後期 選択 1 要申し込み（先着 20名） 教務課が登録 

 
英語コミュニケーションⅠ・英語コミュニケーションⅡ 
選択科⽬ですが、教員免許をとる場合は必修科⽬となります。3 年⽣終了時までに単位を取得して

いないと、教育実習に⾏けなくなります。 
1 ⽉ 19 ⽇〜3 ⽉ 18 ⽇まで⾏われていた履修希望調査アンケートに基づき、習熟度別にクラスを指

定します。英語コミュニケーションⅠ・英語コミュニケーションⅡの両⽅を履修する場合は、どちら
とも同じ曜⽇・時限・教員のクラスになります。 
クラス分け表は、4 ⽉ 4 ⽇ 9 時以降、UNIPA の掲⽰板と学内掲⽰板に発表します。それまでに教務

課によってプレ登録が⾏われています。⾃分がどのクラスになったのかを確認してから受講してく
ださい。履修を取りやめたい場合は、Web 履修登録期間中に削除することができます。 
履修希望調査アンケートに未回答で履修を希望する場合は、4 ⽉ 5 ⽇・6 ⽇の履修相談会（共通教

育）にきて相談してください。 
希望者が多すぎた場合、クラス分け発表以後の追加は受け付けないこともあります。その場合は次

年度以降に履修希望を出してください。 
【経済学部のみ】2022 年度⼊学・編⼊の留学⽣は 2023 年度以降にしか履修できません。 
【スポーツ学部のみ】同じ時間帯の別の科⽬を履修したいという理由でのクラス変更はできません。 
 
英語Ⅱ(再)・英語Ⅰ(再) 
英語Ⅱを不合格もしくは失格になった⼈は前期開講の英語Ⅱ(再)を、英語Ⅰを不合格もしくは失格

になった⼈は後期開講の英語Ⅰ(再)を、4 ⽉の Web 履修登録期間に各⾃で Web 登録してください。
⽉曜５限と⽊曜５限のうち、⾃分の好きな⽅を選べます。1 年⽣のクラスでは受講できません。 
 
（裏⾯あり） 
 



英語Ⅰ・英語Ⅱ 
これまでに英語Ⅰまたは英語Ⅱを履修登録もしたことがない⼈は、4 ⽉ 5 ⽇・6 ⽇の履修相談会（共

通教育）にきて相談してください。履修登録は教務課が⾏います。 
【経済学部のみ】2021 年度以前に⼊学・編⼊学の留学⽣で履修を希望する場合も、4 ⽉ 5 ⽇・6 ⽇

の履修相談会（共通教育）にきて相談してください。履修登録は教務課が⾏います。 
 
TOEIC ⼊⾨ （初⼼者向け、⾔語異⽂化理解科⽬） 
スキルアップ講座 B・スキルアップ講座 C（中級者向け、キャリア教育科⽬） 
いずれも TOEIC の受験対策を⾏う授業です。TOEIC ⼊⾨は初⼼者向けで⾔語・異⽂化理解科⽬で

すが、スキルアップ講座 B・C は中級者向けでキャリア教育科⽬です。どちらも、授業の⼀部として
「TOEIC Bridge IPテスト」と「TOEIC IPテスト」という２つの模擬試験を実施するので、それら
の受験が必須です。受験料(合計 5,330円)は個⼈負担となる点を了承した上で、⾃分で Web 登録し
てください。 
初回の授業でプレイスメントテストを⾏い、習熟度別にクラスを指定します。クラス分け表は、

UNIPA の授業資料欄と学内掲⽰板に発表します(前期：4 ⽉ 14 ⽇以降、後期：9 ⽉ 22 ⽇以降）。⾃
分がどのクラスになったのかを確認してから受講してください。⾃分が登録したクラスと異なるク
ラスに指定された場合は、履修修正期間(前期:4 ⽉ 19 ⽇・20 ⽇、後期:9 ⽉ 29 ⽇・30 ⽇)に、指定さ
れたクラスに⾃分で変更してください。 
 
イングリッシュワークショップ 
英語によるコミュニケーション⼒の向上を⽬指すため、授業は全て英語で⾏われます。4 ⽉ 4 ⽇〜

6 ⽇の期間に、⿊⽊先⽣(kurogi@kyukyo-u.ac.jp)までメールで申し込んでください。ただし、受付
は先着順で、定員 20名に達し次第受付を終了します。受け付けられた⼈のみ、教務課が履修登録
を⾏います。詳細は、⼤学ホームページ掲載のガイダンス資料を参照してください。 
 



2022 年度 3 年⽣⽤ 

英語科⽬についての説明 
3 年生で履修できる英語科目 開講時期 必修・選択 単位数 注意点 履修登録 

英語コミュニケーションⅠ 前期 選択(教免必修) 1 クラス指定あり 教務課が登録 

英語コミュニケーションⅡ 後期 選択(教免必修) 1 クラス指定あり 教務課が登録 

英語Ⅱ（再） 前期 必修 1 英語Ⅱを不合格・失格になった人のみ 各自で WEB 登録 

英語Ⅰ（再） 後期 必修 1 英語Ⅰを不合格・失格になった人のみ 各自で WEB 登録 

英語Ⅰ 前期 必修 1 履修登録もしたことがない人のみ 教務課が登録 

英語Ⅱ 後期 必修 1 履修登録もしたことがない人のみ 教務課が登録 

TOEIC 入門 前期・後期 選択 1 クラス指定あり 各自で WEB 登録 

スキルアップ講座 B(TOEIC Ⅰ) 前期 選択 1 クラス指定あり 各自で WEB 登録 

スキルアップ講座 C(TOEIC Ⅱ) 後期 選択 1 クラス指定あり 各自で WEB 登録 

スキルアップ講座 R(TOEIC Ⅲ) 前期 選択 1 クラス指定なし 各自で WEB 登録 

スキルアップ講座 S(TOEIC Ⅳ) 後期 選択 1 クラス指定なし 各自で WEB 登録 

イングリッシュワークショップ 後期 選択 1 要申し込み（先着 20名） 教務課が登録 

 
英語コミュニケーションⅠ・英語コミュニケーションⅡ 
選択科⽬ですが、教員免許をとる場合は必修科⽬となります。3 年⽣終了時までに単位を取得して

いないと、教育実習に⾏けなくなります。 
1 ⽉ 19 ⽇〜3 ⽉ 18 ⽇まで⾏われていた履修希望調査アンケートに基づき、習熟度別にクラスを指

定します。英語コミュニケーションⅠ・英語コミュニケーションⅡの両⽅を履修する場合は、どちら
とも同じ曜⽇・時限・教員のクラスになります。 
クラス分け表は、4 ⽉ 4 ⽇ 9 時以降、UNIPA の掲⽰板と学内掲⽰板に発表します。それまでに教務

課によってプレ登録が⾏われています。⾃分がどのクラスになったのかを確認してから受講してく
ださい。履修を取りやめたい場合は、Web 履修登録期間中に削除することができます。 
履修希望調査アンケートに未回答で履修を希望する場合は、4 ⽉ 5 ⽇・6 ⽇の履修相談会(共通教育)

にきて相談してください。 
希望者が多すぎた場合、クラス分け発表以後の追加は受け付けないこともあります。その場合は次

年度以降に履修希望を出してください。 
【経済学部のみ】2022 年度⼊学・編⼊の留学⽣は 2023 年度以降にしか履修できません。 
【スポーツ学部のみ】同じ時間帯の別の科⽬を履修したいという理由でのクラス変更はできません。 
 
英語Ⅱ(再)・英語Ⅰ(再) 
英語Ⅱを不合格もしくは失格になった⼈は前期開講の英語Ⅱ(再)を、英語Ⅰを不合格もしくは失格

になった⼈は後期開講の英語Ⅰ(再)を、4 ⽉の Web 履修登録期間に各⾃で Web 登録してください。
⽉曜５限と⽊曜５限のうち、⾃分の好きな⽅を選べます。1 年⽣のクラスでは受講できません。 
 
(裏⾯あり) 



英語Ⅰ・英語Ⅱ 
これまでに英語Ⅰまたは英語Ⅱを履修登録もしたことがない⼈は、4 ⽉ 5 ⽇・6 ⽇の履修相談会（共

通教育）にきて相談してください。履修登録は教務課が⾏います。 
【経済学部のみ】2021 年度以前に⼊学・編⼊学の留学⽣で履修を希望する場合も、4 ⽉ 5 ⽇・6 ⽇

の履修相談会（共通教育）にきて相談してください。履修登録は教務課が⾏います。 
 
TOEIC ⼊⾨ （初⼼者向け、⾔語異⽂化理解科⽬） 
スキルアップ講座 B・スキルアップ講座 C（中級者向け、キャリア教育科⽬） 
いずれも TOEIC の受験対策を⾏う授業です。TOEIC ⼊⾨は初⼼者向けで⾔語・異⽂化理解科⽬で

すが、スキルアップ講座 B・C は中級者向けでキャリア教育科⽬です。いずれも、授業の⼀部として
「TOEIC Bridge IPテスト」と「TOEIC IPテスト」という２つの模擬試験を実施するので、それら
の受験が必須です。受験料(合計 5,330円)は個⼈負担となる点を了承した上で、⾃分で Web 登録し
てください。 
初回の授業でプレイスメントテストを⾏い、習熟度別にクラスを指定します。クラス分け表は、

UNIPA の授業資料欄と学内掲⽰板に発表します(前期：4 ⽉ 14 ⽇以降、後期：9 ⽉ 22 ⽇以降）。⾃
分がどのクラスになったのかを確認してから受講してください。⾃分が登録したクラスと異なるク
ラスに指定された場合は、履修修正期間(前期:4 ⽉ 19 ⽇・20 ⽇、後期:9 ⽉ 29 ⽇・30 ⽇)に、指定さ
れたクラスに⾃分で変更してください。 
 

スキルアップ講座 R・スキルアップ講座 S（上級者向け、キャリア教育科⽬） 
TOEIC の受験対策を⾏う授業で、上級者向けのキャリア教育科⽬です。授業の⼀部として「TOEIC 

IPテスト(オンライン版)」と「TOEIC IPテスト」という２つの模擬試験を実施するので、それらの
受験が必須です。受験料(合計 6,260円)は個⼈負担となる点を了承した上で、⾃分で Web 登録して
ください。クラス指定はありません。 
 
イングリッシュワークショップ 
英語によるコミュニケーション⼒の向上を⽬指すため、授業は全て英語で⾏われます。4 ⽉ 4 ⽇〜

6 ⽇の期間に、⿊⽊先⽣(kurogi@kyukyo-u.ac.jp)までメールで申し込んでください。ただし、受付
は先着順で、定員 20名に達し次第受付を終了します。受け付けられた⼈のみ、教務課が履修登録
を⾏います。詳細は、⼤学ホームページ掲載のガイダンス資料を参照してください。 
 



2022 年度 4 年⽣⽤ 

英語科⽬についての説明 
4 年生で履修できる英語科目 開講時期 必修・選択 単位数 注意点 履修登録 

英語コミュニケーションⅠ 前期 選択(教免必修) 1 クラス指定あり 教務課が登録 

英語コミュニケーションⅡ 後期 選択(教免必修) 1 クラス指定あり 教務課が登録 

英語Ⅲ 前期 選択 1 15A〜18A の学生のみ、クラス指定あり 教務課が登録 

英語Ⅳ 後期 選択 1 15A〜18A の学生のみ、クラス指定あり 教務課が登録 

英語Ⅱ（再） 前期 必修 1 英語Ⅱを不合格・失格になった人のみ 各自で WEB 登録 

英語Ⅰ（再） 後期 必修 1 英語Ⅰを不合格・失格になった人のみ 各自で WEB 登録 

英語Ⅰ 前期 必修 1 履修登録もしたことがない人のみ 教務課が登録 

英語Ⅱ 後期 必修 1 履修登録もしたことがない人のみ 教務課が登録 

TOEIC 入門 前期・後期 選択 1 クラス指定あり 各自で WEB 登録 

スキルアップ講座 B(TOEIC Ⅰ) 前期 選択 1 クラス指定あり 各自で WEB 登録 

スキルアップ講座 C(TOEIC Ⅱ) 後期 選択 1 クラス指定あり 各自で WEB 登録 

スキルアップ講座 R(TOEIC Ⅲ) 前期 選択 1 クラス指定なし 各自で WEB 登録 

スキルアップ講座 S(TOEIC Ⅳ) 後期 選択 1 クラス指定なし 各自で WEB 登録 

イングリッシュワークショップ 後期 選択 1 要申し込み（先着 20名） 教務課が登録 

 
英語コミュニケーションⅠ・英語コミュニケーションⅡ 
選択科⽬ですが、教員免許をとる場合は必修科⽬となります。3 年⽣終了時までに単位を取得して

いないと、教育実習に⾏けなくなります。 
1 ⽉ 19 ⽇〜3 ⽉ 18 ⽇まで⾏われていた履修希望調査アンケートに基づき、習熟度別にクラスを指

定します。英語コミュニケーションⅠ・英語コミュニケーションⅡの両⽅を履修する場合は、どちら
とも同じ曜⽇・時限・教員のクラスになります。 
クラス分け表は、4 ⽉ 4 ⽇ 9 時以降、UNIPA の掲⽰板と学内掲⽰板に発表します。それまでに教務

課によってプレ登録が⾏われています。⾃分がどのクラスになったのかを確認してから受講してく
ださい。履修を取りやめたい場合は、Web 履修登録期間中に削除することができます。 
履修希望調査アンケートに未回答で履修を希望する場合は、4 ⽉ 5 ⽇・6 ⽇の履修相談会(共通教育)

にきて相談してください。 
希望者が多すぎた場合、クラス分け発表以後の追加は受け付けないこともあります。その場合は次

年度以降に履修希望を出してください。 
【経済学部のみ】2022 年度⼊学・編⼊の留学⽣は 2023 年度以降にしか履修できません。 
【スポーツ学部のみ】同じ時間帯の別の科⽬を履修したいという理由でのクラス変更はできません。 
 
英語Ⅲ・英語Ⅳ 
学籍番号が 15A~18A で始まる学⽣のみ履修できます。クラス指定があるので履修を希望する場合

は、4 ⽉ 5 ⽇・6 ⽇の履修相談会(共通教育)にきて相談してください。履修登録は教務課が⾏います。 
(裏⾯あり) 



英語Ⅱ(再)・英語Ⅰ(再) 
英語Ⅱを不合格もしくは失格になった⼈は前期開講の英語Ⅱ(再)を、英語Ⅰを不合格もしくは失格

になった⼈は後期開講の英語Ⅰ(再)を、4 ⽉の Web 履修登録期間に各⾃で Web 登録してください。
⽉曜５限と⽊曜５限のうち、⾃分の好きな⽅を選べます。1 年⽣のクラスでは受講できません。 
 
英語Ⅰ・英語Ⅱ 

これまでに英語Ⅰまたは英語Ⅱを履修登録もしたことがない⼈は、4 ⽉ 5 ⽇・6 ⽇の履修相談会（共
通教育）にきて相談してください。履修登録は教務課が⾏います。 

【経済学部のみ】2021 年度以前に⼊学・編⼊学の留学⽣で履修を希望する場合も、4 ⽉ 5 ⽇・6 ⽇
の履修相談会（共通教育）にきて相談してください。履修登録は教務課が⾏います。 
 
TOEIC ⼊⾨ （初⼼者向け、⾔語異⽂化理解科⽬） 
スキルアップ講座B・スキルアップ講座 C（中級者向け、キャリア教育科⽬） 
いずれも TOEIC の受験対策を⾏う授業です。TOEIC ⼊⾨は初⼼者向けで⾔語・異⽂化理解科⽬で

すが、スキルアップ講座B・C は中級者向けでキャリア教育科⽬です。いずれも、授業の⼀部として
「TOEIC Bridge IPテスト」と「TOEIC IPテスト」という２つの模擬試験を実施するので、それら
の受験が必須です。受験料(合計 5,330円)は個⼈負担となる点を了承した上で、⾃分で Web 登録し
てください。 
初回の授業でプレイスメントテストを⾏い、習熟度別にクラスを指定します。クラス分け表は、

UNIPA の授業資料欄と学内掲⽰板に発表します(前期：4 ⽉ 14 ⽇以降、後期：9 ⽉ 22 ⽇以降）。⾃
分がどのクラスになったのかを確認してから受講してください。⾃分が登録したクラスと異なるク
ラスに指定された場合は、履修修正期間(前期:4 ⽉ 19 ⽇・20 ⽇、後期:9 ⽉ 29 ⽇・30 ⽇)に、指定さ
れたクラスに⾃分で変更してください。 
 

スキルアップ講座R・スキルアップ講座S（上級者向け、キャリア教育科⽬） 
TOEIC の受験対策を⾏う授業で、上級者向けのキャリア教育科⽬です。授業の⼀部として「TOEIC 

IPテスト(オンライン版)」と「TOEIC IPテスト」という２つの模擬試験を実施するので、それらの
受験が必須です。受験料(合計 6,260円)は個⼈負担となる点を了承した上で、⾃分で Web 登録して
ください。クラス指定はありません。 
 
イングリッシュワークショップ 
英語によるコミュニケーション⼒の向上を⽬指すため、授業は全て英語で⾏われます。4 ⽉ 4 ⽇〜

6 ⽇の期間に、⿊⽊先⽣(kurogi@kyukyo-u.ac.jp)までメールで申し込んでください。ただし、受付
は先着順で、定員 20名に達し次第受付を終了します。受け付けられた⼈のみ、教務課が履修登録
を⾏います。詳細は、⼤学ホームページ掲載のガイダンス資料を参照してください。 
 


