
共通教育プログラム 英語科目の 「飛び級」 について 

英語教育センター 

 

「英語」科目には、「英語Ⅰ」から「英語Ⅴ」まであり、「英語Ⅰ」と「英語Ⅱ」

は、リーディングとライティング(RW)およびリスニングとスピーキング(LS)のように技

能別に構成されており、英語の基礎的な力の養成を主な目的としていますが、より上位

の「英語Ⅲ～Ⅴ」では、「英字新聞を読む」といったように、設定されたテーマに基づ

いて授業が構成されています。１年前期については、あらかじめ「英語Ⅰ」が履修登録

されており、所属するクラスも事前に指定されていますが、英語の学力や学習目標に

は、個々に違いがあることを考慮して、裏面に示されている基準を満たす場合には、指

定された「英語Ⅰ」にかわって、または、「英語Ⅰ」に加えて、「英語Ⅲ～Ⅴ」を履修

することが推奨されています(これ以降、これを「飛び級」と言います)。飛び級を希望す

る場合には、下記の要領に従って、英語教育センターに申請する必要があります。 

 
※申請は入学前にお送りした書類に記載したとおり、3月末までとなっておりますが、
前期授業において追加申請期間を設ける場合はK-SMAPYⅡにて改めてお知らせし、申
請方法を以下のとおりとします 

 
 

 
【申請方法】 

 

☆英語教育センターにメールを送る。 

アドレス：CELE@kokugakuin.ac.jp 

件    名：飛び級希望 

本    文： 

(1)学部学科 

(2)漢字またはカタカナ氏名 

(3)英字氏名(‘Kokugakuin,Hanako’のように名字を先に） 

(4)飛び級を希望する理由(簡潔に) 
 

例1：TOEIC L&Rなどのスコアが基準点を超えている(または基準点に近い） 

※個人情報にあたりますので具体的な点数は記載する必要はありません。 

例2：スコアはないが、高校で常に英語力が上位であった。 

例3：英語圏の国に住んで現地の学校の授業を英語で受けていた。 

 

※メールを受領した旨の連絡はいたしません。申込をしたのにもかかわらず数日経っても連

絡がなかった場合は、教育開発推進機構事務課(英語教育センター)までご連絡ください。 

 

 

「飛び級」の諾否は、数日以内にメールでお知らせします。「飛び級」が認められた場

合には、上位の授業を履修するための申請書類を併せてお送りしますので、下記「飛び

級」対象となる上位授業の一覧から、時間割に合わせて、履修したい授業を選び、申請書

類に記入の上、教育開発推進機構事務課(百周年記念館1階)またはたまプラーザ事務課に提



出してください。この申請書類を提出してはじめて、上位の授業を受けることができるよ

うになり、申請書類を提出しない場合には、最初に指定されたクラスの授業を履修する必

要があります。 

申請書類の提出期限は4月17日(土)ですので、1回目の授業を指定されたクラスで受講し

てから申請書類を提出するか否かを決めることも可能ですが、「飛び級」対象の授業には

定員があり、先着順となります。早めの提出を心がけてください。 

「飛び級」を難しく考える必要はありません。あくまでも、「英語」について、学力と

意欲に応じた学修ができるように用意された仕組みです。しかし、不安や疑問がある場合

には、遠慮なく、英語教育センターに相談してください。メールでの相談を希望する場合

には、既述のアドレス(CELE@kokugakuin.ac.jp）に、件名「飛び級の相談」としてお送

りください。対面またはオンラインでの相談を希望する場合には、まず、希望日時と方法

をメールでお知らせください。 

なお、後期の飛び級については、別途後期履修登録期間前にK-SMAPYⅡにてお知らせし

ます。 

【飛び級の基準】 

下表の①～④のいずれかを満たすこと。なお、下表のTOEICおよびTOEFLのスコアは、およ

そのものです。自身のスコアが下表の基準よりもわずかに低い場合には、英語教育センター

に、相談してください。 

 

【履修上の注意】 

同一学期に履修できる「英語」科目は、Ⅰ～Ⅴの違いにかかわらず、2科目までです。したが

って、前期中に、指定された授業1科目と飛び級の授業1科目(例えば「英語Ⅰ(RW)」と「英語Ⅲ

(英字新聞を読む)」)を履修することは、合計2科目ですので可能ですが、指定クラス2科目に加

えて飛び級1科目(例えば「英語Ⅰ(RW)」および「英語Ⅰ(LS)」と「英語Ⅲ(英字新聞を読む)」)

を履修することは、合計が3科目となるため、認められません。 

  

英語Ⅲ ①TOEIC L&R(IP) 340以上  

②TOEFL ITP422以上  

③英検準2級以上  

④スコアに関わりなく「英語Ⅲ」を履修する意欲がある。 

英語Ⅳ ①TOEIC L&R(IP) 470以上  

②TOEFL ITP452以上  

③英検2級以上  

④スコアに関わりなく「英語Ⅳ」を履修する意欲がある。 

 
英語Ⅴ ①TOEIC L&R(IP) 550以上  

②TOEFL ITP470以上  

③英検準1級以上  

④スコアに関わりなく「英語Ⅴ」を履修する意欲がある。 

 



「英語」飛び級対象授業一覧 

【前期】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【後期】※参考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

                                                 教育開発推進機構事務課 (英語教育センター) 

                        渋谷キャンパス 百周年記念館1階 

TEL:03-5466-6744 (平日10時～17時) 

MAIL:CELE@kokugakuin.ac.jp 

 

授業レベル 場所 授業名 担当教員 曜日 時限 開講 授業形式

英語Ⅲ(プレゼンテーション) 増山栄一エリック 月 1 前期 対面授業

英語Ⅲ(CALL) 土肥　充 月 4 前期 対面授業

英語Ⅲ(日本文化を英語で読む) 中村　美奈子 火 2 前期 遠隔授業(オンデマンド型)

英語Ⅲ(検定試験対策) 新堀　司 水 1 前期 遠隔授業(オンデマンド型)

英語Ⅲ(検定試験対策) 阿部　恵美佳 木 2 前期 対面授業

英語Ⅲ(英字新聞を読む) ムルター、ニアル 木 4 前期 対面授業

英語Ⅲ(英字新聞を読む) ムルター、ニアル 木 5 前期 対面授業

英語Ⅲ(検定試験対策) 生越　秀子 金 3 前期 遠隔授業(オンデマンド型)

英語Ⅲ(CALLによる留学準備) 土肥　充 金 4 前期 対面授業

英語Ⅲ(検定試験対策) 大西　章夫 金 7 前期 遠隔授業(オンデマンド型)

たま 英語Ⅲ(英字新聞を読む) 高橋　実紗子 水 2 前期 対面授業

英語Ⅳ 渋谷 英語Ⅳ(プレゼンテーション) 増山栄一エリック 月 2 前期 対面授業

渋谷
英語Ⅲ

授業レベル 場所 授業名 担当教員 曜日 時限 開講 授業形式

渋谷 英語Ⅲ(日本語の文章を英語で表現する) 小野　雅子 月 4 後期 対面授業

渋谷 英語Ⅲ(CALL) 土肥　充 月 4 後期 対面授業

渋谷 英語Ⅲ(日本文化を英語で読む) 中村　美奈子 火 2 後期 遠隔授業(オンデマンド型)

渋谷 英語Ⅲ(日本文化を英語で読む) 小山　智子 火 3 後期 遠隔授業(オンデマンド型)

渋谷 英語Ⅲ(英字新聞を読む) 塚田　雅也 火 4 後期 遠隔授業(オンデマンド型)

渋谷 英語Ⅲ(英字新聞を読む) 宮澤　信彦 火 6 後期 遠隔授業(オンデマンド型)

渋谷 英語Ⅲ(検定試験対策) 新堀　司 水 1 後期 遠隔授業(オンデマンド型)

渋谷 英語Ⅲ(検定試験対策) 阿部　恵美佳 木 2 後期 対面授業

渋谷 英語Ⅲ(英語文学を読む) 山木　聖史 木 4 後期 遠隔授業(オンデマンド型)

渋谷 英語Ⅲ(プレゼンテーション) ムルター、ニアル 木 5 後期 対面授業

渋谷 英語Ⅲ(英語文学を読む) 山木　聖史 木 5 後期 遠隔授業(オンデマンド型)

渋谷 英語Ⅲ(検定試験対策) 生越　秀子 金 3 後期 遠隔授業(オンデマンド型)

渋谷 英語Ⅲ(CALLによる留学準備) 土肥　充 金 4 後期 対面授業

渋谷 英語Ⅲ(検定試験対策) 大西　章夫 金 7 後期 遠隔授業(オンデマンド型)

渋谷 英語Ⅲ(日本文化を英語で発信する) 平野　裕美 土 3 後期 遠隔授業(オンデマンド型)

たま 英語Ⅲ(英字新聞を読む) 高橋　実紗子 水 1 後期 対面授業

英語Ⅴ 渋谷 英語Ⅴ(プレゼンテーション) ムルター、ニアル 木 4 後期 対面授業

英語Ⅲ


