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2019 年 3 月  

武蔵野学務室 

武蔵野 BASIS 科目の再履修について 

2 年生以上で、武蔵野 BASIS 科目の再履修が必要な学生は、確認をしてください。 

※原級留年による再履修については、本案内の対象外です。  

 

１.仏教概説 

履修登録：履修登録期間中に、各自 MUSCATから行うこと。 

クラス ：下表のとおり、所属学科に応じてクラスを選択すること。 

注意事項：時間割上、自学科のクラスを履修することができない場合や窓口登録対象者は、他学科

クラスを選択することが可能です。履修登録期間中に学務課・武蔵野学務室の窓口で履

修登録を行うこと。 

曜日 時限 クラス名 対象学科 

月 2 限 m1 
薬学科、データサイエンス学科 

月 2 限 m2 

月 3 限 m3 
社会福祉学科 

月 3 限 m4 

月 4 限 m5 日本語コミュニケーション学科 

月 4 限 m6 数理工学科 

火 3 限 m7 
経営学科 

火 3 限 m8 

火 4 限 m9 
看護学科 

火 4 限 m10 

水 3 限 m11 教育学科 

水 3 限 m12 こども発達学科 

水 4 限 m13 環境システム学科、環境学科環境学専攻 

水 4 限 m14 会計ガバナンス学科 

木 2 限 m15 建築デザイン学科、環境学科都市環境専攻 

木 2 限 m16 政治学科、政治経済学科 

木 3 限 m17 
日本文学文化学科 

木 3 限 m18 

木 4 限 m19 
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

木 4 限 m20 

金 3 限 m22 
経済学科、政治経済学科 

金 3 限 m23 

金 4 限 m24 
法律学科、政治経済学科 

金 4 限 m25 

金 5 限 m26 
人間科学科 

金 5限 m27 
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２.健康体育 1 ※2016 年度以前入学生（グローバル学部を除く） 

履修登録：「健康体育 1（再履修クラス）」を事前に履修登録済み。 

履修削除：今年度履修しない場合は、履修登録期間中に MUSCATより削除すること。 

注意事項：履修する場合には再履修者用のガイダンスに出席すること。 

 ・武蔵野キャンパス：3月 26日（火）11：30～12：30 第一体育館 

     ・有 明キャンパス：3月 26日（火）15：00～16：00 3-301教室 

ガイダンスの説明をもとに、出席する科目、開講期、種目を決定します。欠席する場合は武

蔵野キャンパス体育センターまで連絡すること。 

 

３.自己の探求 

履修登録：「自己の探求」を事前に履修登録済み。 

履修削除：今年度履修しない場合は、履修登録期間中に MUSCATより削除すること。 

授業日程：以下、シラバス記載のとおり。「武蔵野 BASIS基礎」と合同授業。 

6月 15日（土）／6月 22日（土）／6月 29日（土）／7月 6日（土） 

各日程 3・4時限 武蔵野キャンパス 6408教室 

 

４.武蔵野 BASIS基礎 ※2012年度以前入学生 

履修登録：「武蔵野 BASIS基礎」を事前に履修登録済み 

履修削除：今年度履修しない場合は、履修登録期間中に MUSCATより削除すること。 

授業日程：以下、シラバス記載のとおり。「自己の探求」と合同授業。 

6月 15日（土）／6月 22日（土）／6月 29日（土）／7月 6日（土） 

各日程 3・4時限 武蔵野キャンパス 6408教室 

 

５.フィールド・スタディーズ ※2016 年度以降入学生 

※看護学科学生は 2017年度以降入学生が対象 

履修登録：「フィールド・スタディーズ」を事前に履修登録済み。 

履修削除：今年度履修しない場合は、履修登録期間中に MUSCATより削除すること。 

注意事項：各プログラムに参加するためには別途プログラムへの申し込みが必須。 

詳細は後日 MUSCAT掲示にて指示があるため、必ず確認すること。 

 

６.人生の歩き方を考える（ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ） ※2016年度以降入学生 

※看護学科学生は 2017年度以降入学生が対象 

履修登録：人生の歩き方を考える（キャリアデザイン）」再履修クラスを事前に履修登録済み。 

履修削除：今年度履修しない場合は、2学期訂正登録期間までに MUSCATより削除すること。 

授業日程： 6月頃に MUSCAT に掲示予定。 
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７.「キャリアデザイン（人生の歩き方）」 ※2015 年度以前入学生 

※看護学科学生は 2016年度以前入学生が対象 

2015年度以前の入学生※で「キャリアデザイン（人生の歩き方）」（必修 2単位）の履修が必要な学生は、

「人生の歩き方を考える（キャリアデザイン）」（必修１単位）と「フィールド・スタディーズ」（必修１

単位）の両方を、同一年度に履修することが必要です。 

 

履修登録：「人生の歩き方を考える（キャリアデザイン）」「フィールド・スタディーズ」を事前に履修

登録済み。 

履修削除：今年度履修しない場合は、履修登録期間中に MUSCATより両科目を削除すること。 

 注意事項：「人生の歩き方を考える（キャリアデザイン）」と「フィールド・スタディーズ」を履修す 

る際の注意事項は５.及び６.を確認すること。 

 

８. 日本語 1A～1D、2A～2D 

履修登録：必要な科目を事前に履修登録済み。 

履修削除：今年度履修しない場合は、履修登録期間中に MUSCATより削除すること。 

 

９. 英語 2A / 英語 2B / 英語 2C / 英語 2D ※3年生以上の学生が対象 

 履修登録：学務課・武蔵野学務室の窓口で申請すること。 

 クラス ：別途対象者へ MUSCATに掲示される「2019年度 武蔵野 BASIS英語科目再履修クラスについ

て」で自身のクラスを確認すること。 

注意事項：指定されている曜日時限に履修できない場合、履修登録期間中に窓口で相談すること。 

 

１０. 中国語/韓国語/フランス語/スペイン語/ドイツ語の 2A～2D 

※3 年生以上の学生が対象 

 履修登録：学務課・武蔵野学務室の窓口で申請すること。 

注意事項：クラス名の頭が「sec-」のクラスは第二外国語のクラスのため、第一外国語の再履修を目

的として履修することはできません。  

 

１１. 政治経済学部の学生の必修英語科目について 

履修登録：必要な科目を事前に履修登録済み。 

履修削除：今年度履修しない場合は、履修登録期間中に MUSCATより削除すること。 
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１２. 英語 3A / 英語 3B ※4年生以上の学生が対象 

履修登録：履修登録期間中に、各自 MUSCATから行うこと。 

クラス ：下表のクラスから各自履修を希望するクラスを選択すること。 

 

  

 

 

 

以上 

科目名 クラス トピック キャンパス 開講期 曜日時限 

英語 3A Af-1 Mr Bean and Mr Chaplin 有明 前期 火曜日 2限 

英語 3A Af-2 Entrepreneurship 有明 前期 火曜日 2限 

英語 3A Af-3 Complex Characters in History 有明 前期 火曜日 2限 

英語 3A Af-4 南東欧諸国現代史 有明 前期 火曜日 2限 

英語 3A Af-6 映画を通して学ぶ近代史 有明 前期 火曜日 2限 

英語 3A Af-8 人類の未来と向き合う 有明 前期 火曜日 2限 

英語 3A Ag-1 English and the Media 有明 前期 水曜日 1限 

英語 3A Ag-2 Entrepreneurship 有明 前期 水曜日 1限 

英語 3A Ag-3 Digital Media 有明 前期 水曜日 1限 

英語 3A Ag-4 Black Culture and English Communication 有明 前期 水曜日 1限 

英語 3B Af-1 World War III 有明 後期 火曜日 2限 

英語 3B Af-2 Entrepreneurship 有明 後期 火曜日 2限 

英語 3B Af-3 Complex Characters in History 有明 後期 火曜日 2限 

英語 3B Af-4 南東欧諸国現代史 有明 後期 火曜日 2限 

英語 3B Af-6 映画を通して学ぶ近代史 有明 後期 火曜日 2限 

英語 3B Af-7 世界哲学を概観する 有明 後期 火曜日 2限 

英語 3B Ag-1 Life science 有明 後期 水曜日 1限 

英語 3B Ag-2 Entrepreneurship 有明 後期 水曜日 1限 

英語 3B Ag-3 Digital Media 有明 後期 水曜日 1限 

英語 3B Ag-4 Black Culture and English Communication 有明 後期 水曜日 1限 


