
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本冊子に記載されている登録内容等は、変更になる可能性があります。 

最新の情報は、経済学部ＨＰや掲示板で適宜確認してください。 

 
 
 
 
 
 

【注意】 

科目の登録・履修は、卒業要件に留意して計画的に行うこと。 

  卒業要件についての詳細は、履修要項を参照すること。 

先行登録科目
登録受付

一般登録科目
登録受付

（ＷＥＢ）

登録科目
確認表通知

登録エラー
修正受付

履修科目
確認

履修中止受付
（ＷＥＢ）

４月１２日（水）９：３０ ～  ４月１４日（金）１７：００

※登録エラー修正受付期間にエラーを修正しない場合、
エラー関連科目は全て強制削除される。
※エラー修正は、窓口開室時間のみ受付を行う。

※登録に関する質問は、学生証を持参の上、教務センター（経済学部）まで
  来室すること。
　電話やメールでの問い合わせには一切応じない。

※登録期間を過ぎての科目登録はいかなる理由においても一切行なわない。
　履修要項（別冊）および本冊子を参照の上、登録期間には十分注意すること。
※科目登録に関する変更情報は随時掲示板や経済学部ＨＰに掲載されるので、
　あわせて参照すること。

 ■全年度生
 　４月４日（火）１０：００　～ ４月６日（木）１７：００

日程は経済学部ＨＰを参照

２０２３年度  経済学部  科目登録日程
 ■２０２３年度生
　　４月　１日（土）10：00 ～ ４月　 ３日（月）15：00

 ■２０２２年度以前生
　　３月２４日（金）10：00 ～ ３月２７日（月）15：00

　※科目によって日程が異なるので、本冊子で該当箇所を確認すること。

４月１９日（水）～ ４月２０日（木）

※学修支援システム（ＤＵＥＴ）から各自「履修科目時間割」を確認すること。

４月１２日（水）～ ４月１４日（金）

※登録科目確認表はエラーの有無に関わらず、全員学修支援システム
（ＤＵＥＴ）よりダウンロードすること。
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右上につづく →



 

１．登録完了までの流れ 

最終学年の学生は、卒業に必要な科目を全て登録していない場合、「卒業見込証明書」の発行が

できないので注意すること。 

①「経済学部履修要項」「登録要領」「シラバス」を確認 

・「経済学部履修要項」（別冊）…履修体系・各科目の概要と履修方法・開講科目一覧など 

※科目によって、履修条件が設定されていたり、同一科目でも学年によって単位数が異なったり、卒業単位に算

入されない場合があるので必ず「経済学部履修要項」で確認すること。 

・「登録要領」（本冊子）…登録方法、登録日程など 

・「シラバス」（ＷＥＢ）…各科目・クラスごとの授業内容・成績評価の方法、使用テキストなど 

※その他、不明な点があれば、「外国語科目説明会」や経済学部が実施する「登録・履修相談」等に積極的に参加

し、指導を受けること。 

② 時間割を作成する 

以下の登録はエラーになるので注意すること 

（※ネット配信授業においても曜日講時が記載されている場合は、同様のエラーになる。） 

×同じ学期の同じ曜日講時に２科目以上重複して登録。 

×両校地の科目を連続した講時に登録。（例：４講時 京田辺・５講時 今出川） 

×履修条件を無視した登録。 

×クラス指定のある科目において、指定クラス以外を登録。 

×一度合格した科目を再度登録。 

→クラス、担当者、開講期間が異なっていても、同一科目コードの場合は再度登録することはできない。 

→下記科目は除く。 
（２０１９年度以前生） 
「エコノミクス・ワークショップ２」「応用展開科目１・２」「企業分析１」「科学と技術」 
（２０２０年度以降生） 
「エコノミクス・ワークショップ・プライマリ２」「エコノミクス・ワークショップ・アドバンスト」「科学と技術」 

×キャンパスプラザ京都への移動時間が確保できない登録。（今出川：２０分 京田辺：５０分） 

×最低登録単位数を満たさない登録。（学期：２単位 年間：４単位） 

×年間最高登録単位数をオーバーする登録。 

③ 先 行 登 録 を 行 う 

・「先行登録」とは 

→定員が設定されていたり、履修条件が課されていたりするために選考や抽選を行う科目の登録。 

先行登録は一般登録に先駆けて行い、科目登録時には先行登録科目が一般登録科目よりも優先される。 

→先行登録には、窓口受付のものとＤＵＥＴを利用したＷＥＢ受付のものがあるため、確認すること。 

ＷＥＢ登録期間を過ぎた後は、科目の追加を一切認めない。 
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④  一 般 登 録 を 行 う 

・「一般登録」とは 

→先行登録科目以外の科目について講義開始前までにＤＵＥＴを利用してＷＥＢから行う登録。 

ＷＥＢ登録期間を過ぎた後は、履修中止期間での履修中止を除き、当該登録期間・開講期間中は追加・変更を

認めないので、よく考えて履修登録を行うこと。 

  

 

◆ 一般登録日程 ◆ 

対象年度 ＤＵＥＴ受付時間 

全年度生 

４月４日（火）10：00 

～ ４月６日（木）17：00 

 

 

⑤ 講 義 開 始 ４月８日（土） 

 

⑥ 「登録科目確認表」確認・登録修正受付 
※「登録科目確認表」は各自ＤＵＥＴよりダウンロードすること。 

・４月１２日（水）～１４日（金）  ９：３０～１１：３０、１２：３０～１７：００ 

・時間割重複等の登録科目エラーがないか等を確認し、登録科目エラーがある場合は上記期間内に必ず 

修正すること。受付方法は対象者に DUET メッセージで通知をするので必ず確認すること。 

エラー修正期間に修正を行わない場合、意図しない科目が強制的に削除されることがある。 

 

⑦ 履修科目確認 

・各自「学修支援システムＤＵＥＴ」にて「履修科目時間割」を確認すること。 

※時間割を確認した画面を、各自印刷し、保存しておくこと。 

 

⑧ 履 修 中 止 

・授業開始後１か月程度受講し、望ましい評価が得られないと判断した科目については、定められた期間中に限り、

登録科目の中止が認められる。（登録指定科目を含む一部の科目は除く） 

 

 

 

２．登録変更・修正について 
・一般登録受付期間終了後の、登録科目の変更は一切認められない。 

→登録エラーが生じた場合、そのエラーの原因となっている科目についてのみ登録科目修正を認める。 

間接的なエラー修正（玉突きでの科目変更）は認めない。また、科目によって優先度等が決められており、それ

に基づいた修正のみ認める。（科目の優先度については、P.4 を参照。） 

・秋学期授業開始前の所定の期間に秋学期開講科目の登録変更が可能となる。 

→受付期間については、大学ＨＰにて後日公開。 

・春学期と秋学期でセット登録の科目（例：オフィスＩＣＴスキルズⅠ・Ⅱなど）が春学期に不合格の場合、秋学期

科目は自動的に登録が取り消しされる。取り消しされた単位分を秋学期に登録することはできる。その他、科目に

よって条件が設定されているものがあるので履修要項、登録要領を熟読すること。 

・春秋連結科目の登録追加・削除等の変更は秋学期にはできない。 

・春学期に不合格（Ｆ評価）になった科目の単位数分を秋学期に追加登録することはできない。 

 

●科目登録者超過によるクラス変更について 
一般登録科目において、科目登録者数が教室定員を大幅に超過した場合、適切な授業運営が行えないと判断し
た場合、やむを得ずクラス分割を行う事があり、時間割が強制的に変更となる。変更された曜日・講時での受
講が難しい場合、違う科目への登録変更を認めるが、元のクラスへ戻ることは認められない。 

 
◆登録･履修相談会について 
科目登録および履修に関して不明な点がある場合は、教務センター窓口での相談も含め、積極的に活用すること。

※電話・メールでの相談受付はしていない。 

１． 登録・履修相談会は主に新１年次生を対象としています。（ただし、新２年次生以上も参加可） 

２． 本相談会は参加必須ではありませんが、科目登録や履修に関して不明な点がある方は積極的に活用してください。 

３． 経済学部ＨＰに掲載済みの「学部紹介・学習指導」のスライドを事前に視聴し、カリキュラムや科目登録方法を確認してく

ださい。スライドの内容や履修要項・登録要領の内容について疑問等がある場合は、原則４月３日（月）の相談会に参加し

てください。 

４． 登録・履修相談の時間は短いため、質問事項はあらかじめ準備しておいてください。 

５． 新型コロナウイルス感染対策として、４月３日（月）は学生ＩＤごとに時間、教室を区切って実施します。 希望者は下記

を参照し、指定された時間・教室での相談会に参加してください。 

６． ４月６日（木）以降の各種相談は、今出川校地教務センター（経済学部）へ来てください。 

 
（ＲＹ：今出川校地 良心館） 

４月３日（月） 

時間 学生ＩＤ 相談室 時間 学生ＩＤ 相談室 

10：00～11：30 
0001～0240 RY101 

12：30～14：00 
0481～0720 RY101 

0241～0480 RY102 0721～終 RY102 

 

4 月４日（火） 

時間 相談室 

10：00～11：30 ＲＹ101 
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●エラー修正ついて【重要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録エラーを定められた登録修正期間に修正せずに放置しておくと、登録エラーに関す

る科目を強制的に削除・変更される。各自が責任をもって、登録科目確認表を指定期間に

ＤＵＥＴよりダウンロードし、登録エラーがないか確認しなければならない。 

登録エラーがある場合は必ず下記期間に修正手続きをすること。 

 

 

 

 

 

《エラーを放置した際の強制削除について》 

⚫ 時間割が重複している場合 

⚫ 同一曜日に異なる校地の連続した講時の科目を登録している場合（２・３講時の連続も含む） 

⚫ クラス違いの同科目を重複登録している場合 

→科目優先度等の基準に沿って削除する。 

⚫ 登録単位数オーバーの場合 

→科目優先度等の基準に沿って、オーバーしている単位分科目を削除する。 

登録者が意図しない科目が削除される可能性がある。 

⚫ 条件となっている科目を未履修・未登録の場合 

→該当する登録科目を削除する。（条件となっている科目の追加登録は認めない。） 

⚫ 指定されているクラスを登録していない場合 

→該当する登録科目を削除する。ただし、登録指定科目の場合は指定クラスに変更する。 

 

 

※科目優先度について 

優先度 科目分類 

 
高 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低 

演習（卒業研究、３年次演習１・２、２年次演習） 

演習関連科目（所属ゼミの科目）〔登録必須ゼミ〕 

先行登録科目 

経済学部 基礎科目 

一般登録科目 

 

登録科目確認・エラー修正受付 

 ４月１２日（水）～４月１４日（金） 

 ９：３０～１１：３０、１２：３０～１７：００ 

※詳細は後日発表、大学 HP・DUET メッセージ等を確認すること。 

 

 

 

 

 

３．インターネット授業について 
                                    ○：春学期、△：秋学期 

科目コード 
科   目   名 担 当 者 

２０１９年度以前生 ２０２０年度以降生 

10407004－501 10403004－501 ○ＩＴ基礎論１－５０１ 宮崎  耕 

10407004－502 10403004－502 △ＩＴ基礎論１－５０２ 宮崎  耕 

10407057－501 10403061－501 △ＩＴ基礎論２－５０１ 宮崎  耕 

10407057－502 10403061－502 ○ＩＴ基礎論２－５０２ 宮崎  耕 

時間割に「NETI」「NETT」と記載されている科目は以下説明の対象ではありません。 

上記科目・クラスは「インターネット授業」である。「インターネット授業」は、通常の授業や「テレビ講義」のよ

うに教室で受講する授業ではなく、同志社大学からインターネットに配信される授業をパソコンで視聴して受講する

授業である。教室での授業は一切行われない。質疑応答・添削指導等には電子メールおよび「e-class」内のコミュニ

ケーションツールが使用される。 

「インターネット授業」は、インターネットとウェブブラウザを利用できるパソコンがあれば、学内に設置されて

いるパソコンはもちろん、自宅や外出先など、国内外のあらゆる場所で受講することができる。 

授業は、映像、音声、文字、図表、写真を組み合わせたビデオデータとして配信され、１回の授業は１０～４０分

間程度のブロックを複数組み合わせて構成されている（１回の授業の配信時間は合計６０～９０分間）。各科目の授業

回数は最大１５回で、配信される内容は原則として１週間で差し替えられる。配信期間内であれば、２４時間いつで

も、何度でも授業を受けることができる。 

授業配信スケジュールと受講上の注意事項の詳細が「インターネット授業のホームページ」 → 

（https://e-learn.doshisha.ac.jp/）に掲載されているので、履修登録前に必ず確認すること。 

授業配信ページへは「e-class」（https://eclass.doshisha.ac.jp/）を通じてアクセスしなけ 

ればならない。e-class にログインするにはユーザＩＤ・パスワードの入力が必要となる 

（情報教室やメール等の利用のために大学から発行されたものを使用する）。 

◆受講上の注意【重要】 
「インターネット授業」を履修する場合は、必ず履修登録の前に、受講に使用する予定のパソコンで「インターネ

ット授業 視聴テスト」（https://www1.doshisha.ac.jp/~media/inet/02setting/03_test.html）にアクセスし、

授業のサンプルビデオを映像・音声とも良好に視聴できることを確認すること。 

上記科目は、授業コンテンツの構成上、スマートフォンでの受講には対応していないので注意すること。 

インターネット授業はその特性上、ネットワークの混雑やトラブルなどのために受講不能となる場合や、配信され

るビデオの画質や音質が不十分で授業内容を理解することが困難となる場合も想定される。また、曜日や時間帯によ

って状況が大きく変動することもある。特に学外で受講しようとする場合は、この点にくれぐれも留意すること。不

調な場合、学内や別の日時に改めて受講できるよう、授業はなるべく配信期間の前半に受講すること。学外での受講

については、受講生が良好な受講環境を整えることを基本としている。所定の配信期間を過ぎた授業の再配信は行わ

れない。 

授業内で特に指示された場合を除き、「インターネット授業」の全部または一部を、いかなる形式、手段でも複製・

改変・配布することは禁じられている。 

学内で「インターネット授業」を受講する場合は、音声を聴取するためのヘッドフォンが装備された次表の情報教

室のパソコンを利用すること。DoKoDeMoPC（学内ネットワークに接続して利用する貸し出し用ノートパソコン）で

の受講は推奨しない。 
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登録者が意図しない科目が削除される可能性がある。 

⚫ 条件となっている科目を未履修・未登録の場合 

→該当する登録科目を削除する。（条件となっている科目の追加登録は認めない。） 

⚫ 指定されているクラスを登録していない場合 

→該当する登録科目を削除する。ただし、登録指定科目の場合は指定クラスに変更する。 

 

 

※科目優先度について 

優先度 科目分類 

 
高 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低 

演習（卒業研究、３年次演習１・２、２年次演習） 

演習関連科目（所属ゼミの科目）〔登録必須ゼミ〕 

先行登録科目 

経済学部 基礎科目 

一般登録科目 

 

登録科目確認・エラー修正受付 

 ４月１２日（水）～４月１４日（金） 

 ９：３０～１１：３０、１２：３０～１７：００ 

※詳細は後日発表、大学 HP・DUET メッセージ等を確認すること。 

 

 

 

 

 

３．インターネット授業について 
                                    ○：春学期、△：秋学期 

科目コード 
科   目   名 担 当 者 

２０１９年度以前生 ２０２０年度以降生 

10407004－501 10403004－501 ○ＩＴ基礎論１－５０１ 宮崎  耕 

10407004－502 10403004－502 △ＩＴ基礎論１－５０２ 宮崎  耕 

10407057－501 10403061－501 △ＩＴ基礎論２－５０１ 宮崎  耕 

10407057－502 10403061－502 ○ＩＴ基礎論２－５０２ 宮崎  耕 

時間割に「NETI」「NETT」と記載されている科目は以下説明の対象ではありません。 

上記科目・クラスは「インターネット授業」である。「インターネット授業」は、通常の授業や「テレビ講義」のよ

うに教室で受講する授業ではなく、同志社大学からインターネットに配信される授業をパソコンで視聴して受講する

授業である。教室での授業は一切行われない。質疑応答・添削指導等には電子メールおよび「e-class」内のコミュニ

ケーションツールが使用される。 

「インターネット授業」は、インターネットとウェブブラウザを利用できるパソコンがあれば、学内に設置されて

いるパソコンはもちろん、自宅や外出先など、国内外のあらゆる場所で受講することができる。 

授業は、映像、音声、文字、図表、写真を組み合わせたビデオデータとして配信され、１回の授業は１０～４０分

間程度のブロックを複数組み合わせて構成されている（１回の授業の配信時間は合計６０～９０分間）。各科目の授業

回数は最大１５回で、配信される内容は原則として１週間で差し替えられる。配信期間内であれば、２４時間いつで

も、何度でも授業を受けることができる。 

授業配信スケジュールと受講上の注意事項の詳細が「インターネット授業のホームページ」 → 

（https://e-learn.doshisha.ac.jp/）に掲載されているので、履修登録前に必ず確認すること。 

授業配信ページへは「e-class」（https://eclass.doshisha.ac.jp/）を通じてアクセスしなけ 

ればならない。e-class にログインするにはユーザＩＤ・パスワードの入力が必要となる 

（情報教室やメール等の利用のために大学から発行されたものを使用する）。 

◆受講上の注意【重要】 
「インターネット授業」を履修する場合は、必ず履修登録の前に、受講に使用する予定のパソコンで「インターネ

ット授業 視聴テスト」（https://www1.doshisha.ac.jp/~media/inet/02setting/03_test.html）にアクセスし、

授業のサンプルビデオを映像・音声とも良好に視聴できることを確認すること。 

上記科目は、授業コンテンツの構成上、スマートフォンでの受講には対応していないので注意すること。 

インターネット授業はその特性上、ネットワークの混雑やトラブルなどのために受講不能となる場合や、配信され

るビデオの画質や音質が不十分で授業内容を理解することが困難となる場合も想定される。また、曜日や時間帯によ

って状況が大きく変動することもある。特に学外で受講しようとする場合は、この点にくれぐれも留意すること。不

調な場合、学内や別の日時に改めて受講できるよう、授業はなるべく配信期間の前半に受講すること。学外での受講

については、受講生が良好な受講環境を整えることを基本としている。所定の配信期間を過ぎた授業の再配信は行わ

れない。 

授業内で特に指示された場合を除き、「インターネット授業」の全部または一部を、いかなる形式、手段でも複製・

改変・配布することは禁じられている。 

学内で「インターネット授業」を受講する場合は、音声を聴取するためのヘッドフォンが装備された次表の情報教

室のパソコンを利用すること。DoKoDeMoPC（学内ネットワークに接続して利用する貸し出し用ノートパソコン）で

の受講は推奨しない。 
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＜学内・インターネット授業受講推奨教室一覧＞ 

 

今出川キャンパス 

良心館（ＲＹ）307～315 

弘風館（Ｋ）21，22，25 

新町キャンパス 

臨光館（Ｒ）303，304 

烏丸キャンパス 

志高館（ＳＫ）地下１，地下９ 

京田辺キャンパス 

情報メディア館（ＪＭ）201～206，301～306，402～406 

頌真館（ＴＳ）101，102，202 

◆期末試験の受験について 

通常時は、期末試験は定められた日時・教室での筆記試験となる。今年は新型コロナウイルスの影響で当該科目の期

末試験は実施されないが、代替のオンラインクイズなどの詳細をシラバスで必ず確認すること。 

 

４．ユーザＩＤについて 
学内のパソコンの利用や学修支援システム DUET など本学が提供する各種ネットワークサービスを利用するためには

ユーザ ID とパスワードが必要となる。 

ユーザ ID とパスワード（初期値）は、入学前サポートサイトにて通知される。 

 

ネットワーク利用資格認定試験に合格しないと、一定の期日（4 月末の予定）をもって、「学内 LAN を利用したイン

ターネット接続」「Office 365（メール、OneDrive、Teams 等）」等のサービスの利用ができなくなる。授業によっ

ては、インターネット接続や Office 365（メール、OneDrive、Teams 等）の利用が履修条件となっている場合もあ

るので注意すること。 

 

 

※入学前サポートサイトの利用期間は 4 月 18 日（火）17：00 まで。 

 これ以降は、ユーザ ID・パスワード（初期値）を閲覧することができなくなる。 

※ユーザＩＤは卒業するまで有効である。取得したパスワードの管理は利用者個人に委ねられるので、定期的にパスワ

ードを変更するなど、その取り扱いには十分気を付けること。 

※パスワードを忘れた場合、学生証を持参の上、ＩＴサポートオフィス（今出川キャンパス：良心館Ｂ１Ｆ、京田辺

キャンパス：情報メディア館１Ｆ）にてパスワードの再設定手続を行うこと。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 
１．すべての登録手続には学生証が必要となる。常に携帯すること。 
 
２．登録期間中は手続の確認等で問合せを行うことがあるので、必ず連絡が取れるように

しておくこと。 
 
３．ＤＵＥＴによる各種申請手続（先行登録、一般登録、履修中止など）は万全の体制を

整えて準備しているが、予測不能なネットワーク障害やシステムのハード障害等が発
生し、ＷＥＢによる手続きが行えなくなる可能性もある。申請手続期間中に大学側の
システムに重大なトラブルが発生し、手続が正常に行えなかった場合には、受付時間
の延長や教室での受付に変更（ネットワークやシステムの復旧に時間を要する場合）
することもあるので、予め注意しておくこと。なお、これらの臨時の対応については、
ＤＵＥＴの「大学からのお知らせ」にて案内するが、ＤＵＥＴが障害により稼動して
いない場合は、大学ホームページの「在学生の方」にある「重要なお知らせ」にて案
内する。 

 
１ 類 （ 専 門 科 目 ） 
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