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ERP とは？  … English Reinforcement Program 

ERP（英語強化プログラム）はネイティブスピーカーを中心とした講師による 

英語スキルの養成とその統合を目的としたプログラムです。将来、海外留学や 

国際的な企業・機関への就職を検討している方に受講をおすすめします。 

 英語力の総合的な底上げ 
listening、speaking、reading、writing の 4 つの技能統合を重視した授業！ 

 留学準備・留学後のフォローアップ 
実用的な英語が身に付くので、留学前の準備や留学後の英語力維持に。 

 外国人講師 
ほとんどの授業は外国人講師が担当します。 

 少人数授業 
1 クラス 10 名程度で、双方向の授業ときめ細かい指導。 



 2015年度 春学期 ERP概要 
 

 授業期間 2015年 4月 7日（火）～7月 21日（火） 

 時間割 http://www.global.hosei.ac.jp より、ERPのページをご覧ください。 

 シラバス https://syllabus.hosei.ac.jp/ 

 実施校地 市ケ谷・多摩・小金井 

 対象学生 全学部・全学年の通学生、全大学院生（専門職大学院を含む） 

 受講条件 ①申込み時に TOEFL®、TOEIC®、IELTSの所定スコアを提示できる者（過去 2年間に取得したスコア） 

  ②ERP受講生は 2015年 7月 19日（日）に各キャンパスで実施するTOEFL®ITPを受験すること（ERP受講生は無料）。 

 単  位 所属学部の単位認定に関する定めに従う。 

 定  員 受講希望者が定員を上回った場合、選抜があります。 

 受 講 料 無料 （ただし、教材費が別途かかります） 

 受講クラス数 1 クラスから受講可  各レベルの全科目を受講する必要はありません。 

 

 
※1 CE 0 科目は 2015 年度より新たに開講する科目である。 

※2 小金井キャンパス所属生については、CE3 および GIS Pre-sessionalに上限スコアを設けない。 

※3  CE3 のみ、受講希望で有効スコアがない場合は、スピーキングによる判定試験を実施する。（「CE3 の受講資格判定テスト」参照） 

※4 「TOEFL(R) Preparation」は CE1～3 全レベルが対象で、定員を各 20 名程度とする。 

※5 小金井キャンパスでは 2015 年度より 「TOEIC(R) Preparation」 に替わり 「TOEFL(R) Preparation」 を開講する。 

 

コースレベル 

ERP 科目 ERP生向け GIS公開科目 

スキル科目 展開科目 展開科目 

CE0 

※1 

CE 1 

 

CE 2 

 

CE 3 

※2, 3 

GIS 

Pre-sessional 

Courses 

※2 

GIS 

100-level Introductory Courses 

200-level Intermediate Courses 

300-level Advanced Courses 

受

講

資

格 

所属学部・研究科 全学部・全学年の通学生・全大学院生（専門職大学院を含む） 
GIS を含む全学部生 

ただし、他学部生優先 

TOEFL iBT® 39-44 点 45-51 点 52-60 点 61-75 点 61-75 点 76 点以上 

TOEFL-ITP® Level 1 430-449 点 450-469 点 470-499 点 500-539 点 500-539 点 540 点以上 

TOEFL-ITP® Level 2 430-449 点 450-469 点 470-499 点 500 点 500 点 ― 

TOEIC®／TOEIC® IP 500-549 点 550-599 点 600-674 点 675-819 点 675-819 点 820 点以上 

IELTS 5.0 5.0 5.5 6.0 6.0 6.0 

英検 ― ― ― ― ― 準 1 級以上 

開講キャンパス 市ケ谷・多摩・小金井 市ケ谷のみ 市ケ谷のみ 

正課・非正課の別 

／単位認定 
所属学部の単位認定に関する定めによる 

公開科目/単位認定有 

※所属の学年/学部による 

開講科目数 

(カッコ内はコマ数) 

市ヶ谷 2(5) 

多摩  2(4) 

小金井 2(2) 

市ヶ谷 4(12) 

多摩  4(8) 

小金井 4(4) 

市ヶ谷 4(8) 

多摩  4(4) 

小金井 4(4) 

市ヶ谷 3(3) 

多摩  3(3) 

小金井 3(3) 

5 科目 

（6 コマ） 

100-level 4 科目 

200-level 5 科目 

300-level 2 科目 

1 科目の授業回数 15 回 15 回 

定員 各 10 名程度 ※4 
各 20 名 

程度 
各 25 名程度 

定員超過の場合の選抜 選抜の可能性あり 選抜の可能性あり 

受講申込み方法 
ERP 受講申込み専用サイト 

https://www.event-u.jp/erp/ で手続き 

WEB 履修登録 

初回授業の参加必須 

受講申込み期間 4月 7日（火）～ 4月 13日（月）24時 （4/13の夜） 正課科目の履修 

登録期間に従う 受講可否の発表 4月 15日（水）中にメールで受講可否を通知 

備考  

・受講資格のスコアは TOEFL®を推奨 

・200-level以上の科目については 

より高いスコアが要求される場合がある 

https://syllabus.hosei.ac.jp/
https://www.event-u.jp/erp/


 ERPガイダンス日程 （2015年度春学期） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 受講申込み期間 
 2015年 4月 7日（火）～ 4月 13日（月）24時 （4/13 の夜）  第一週目の授業は申込み前でも受講できます。 

 受講申込み方法 
申込み期間中に専用サイト（https://www.event-u.jp/erp/）で手続きを完了してください。 
申込みの際、過去 2年間に取得した TOEFL®、TOEIC®、IELTS証明書（画像か PDF）の添付が必要となります。 

※受講申込み専用サイトは申込み期間中のみアクセス可能です 
※2015年度新入生は入学時に受験する TOEFL®ITP・TOEIC®IP のスコアを ERP の受講申込み時に使用することができます。 
スコアの照会手順は「ERP 受講申込み時に必要な英語スコアの照会手順について 2015 年度新入生の方へ」をご確認ください。 

 受講可否の発表 
2015年 4月 15日（水）中に受講申込みの際、登録したメールアドレスに結果を通知します。 

 
 CE3の受講資格判定テスト（希望者のみ） 
 CE3を受講希望で有効なスコアがない方には、G ラウンジ英語学習アドバイザーによる 5分間程度の資格判定テスト 
 （スピーキング）を実施します。受験を希望する方は、以下のとおりお申込みください。 
 合格者にはその場で合格証を発行します。ウェブ申込の際、スコアの代わりに合格証（画像か PDF）を添付してください。 
 
 申込み方法： E メール 

 宛先 受験を希望するキャンパスのＧラウンジ宛。メールアドレスは「問合せ窓口」を参照。 
 件名 スピーキングテスト希望 
 本文 (1)学部 (2)学科 (3)学生番号 (4)氏名（漢字） (5)氏名（ローマ字） (6)メールアドレス (7)連絡先電話番号 

(8)CE3 レベルの受講希望クラス (例、Business English) (9)スピーキングテスト受験希望日時 
   ※希望日時は 4月 7日（火）～13日（月）11:30-13:20、14:30-15:20の中から第一希望～第三希望を記入してください。 

 
 各学部の ERP（英語強化プログラム）単位認定の取り扱い（2015年度） 
   ERP 科目の単位認定を行う学部 
  市ケ谷 法学部・文学部・国際文化学部・人間環境学部・キャリアデザイン学部・デザイン工学部 
  多 摩 経済学部・社会学部・現代福祉学部・スポーツ健康学部 
  小金井 生命科学部 
  学部・学科により対象レベル、年次、科目群、単位数の上限等が異なります。 

 詳細は http://www.global.hosei.ac.jp の ERP ページ内「ERP 各学部単位認定一覧」を確認するか、所属学部窓口で確認してください。 
  
 受講申込みにあたっての注意 重要 

 第一週目の授業は申込み前でも受講することができます。 
 各英語テストのスコアごとに設定されたレベルを選択してください。 （ERP概要の「受講資格」参照） 
 シラバスを確認のうえ、学期を通じて出席可能な科目のみ選択してください。 
 同じ科目を別の曜日に重複して受講することはできません。 
 他の授業が入る可能性のある時限は選択しないでください。 
 受講希望者が定員を上回った場合、選抜があります。 
 原則として受講決定後のキャンセルはできません。 

 
 受講にあたっての注意 重要 

 ERPで使用する教科書は生協で購入することができますので、受講確定後に必ず購入して下さい。 
 課題に取り組んだうえで毎回出席してください。 
 体調不良などやむを得ない理由で授業を欠席する場合は各 G ラウンジに連絡してください。 
 無断欠席した場合は受講意思確認のため電話またはメールで連絡することがあります。 
 各 G ラウンジで授業実施日を確認してください。 
 各授業の課題は G ラウンジで確認することができます。 
 単位認定のある学部の学生で、履修登録を希望する場合、ご自身でのウェブ履修登録はできませんので、受講決定後に学部窓口に申し出てください。 
 履修登録をする場合、各科目は、春学期と秋学期で年度を通して受講することを想定し、卒業までに二度まで単位修得できます。 

 

ERPガイダンス ＜入退室自由・食事持参可＞ 
市ヶ谷 4月 2日(木) 17:20～18:20 @ S205 
多摩 4月 6日(月) 12:00～13:00 @ 多摩 G ラウンジ 
小金井 4月 2日(木) 12:00～13:00 @ 管理棟 3階会議室 

 
ERP ミニガイダンス @ 各 G ラウンジ 
・4月 2日(木) & 6日(月)    ①10:30～11:00 ②13:30～14:00  ③15:30～16:00 

       ※多摩 4/6（月）②、小金井 4/2（木）②は実施しません 
・4月 7日（火）～10日（金）  12:50～13:20 (昼休み中)  

※ガイダンス・ミニガイダンスの内容は同じです 



 ERP受講申込み時に必要な英語スコアの照会手順について 2015年度新入生の方へ 
 
入学時に受験する TOEFL®ITP または TOEIC®IP のスコアは ERPの受講申込み時に使用することができます。 
ERPの受講を希望する方は以下の手順で TOEFL®ITP または TOEIC®IP のスコアを照会してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スコア照会時に発行されたパスワードを ERP受講申込み用サイトの TOP画面で入力すれば、 

基本情報の入力やスコア証明書の添付を省略することができます（2015年度新入生のみ） 
 

TOEFL®ITP / TOEIC®IP スコア ウェブ照会期間 
キャンパス 学部 ウェブ照会期間 テスト 

市ケ谷 

法学部 
2015年 4月 8日（水）～4月 30日（木） 
 
 

TOEFL®ITP 

文学部 
経営学部 
国際文化学部 
人間環境学部 
キャリアデザイン学部 
デザイン工学部 
GIS（グローバル教養学部） 

多 摩 

経済学部 2015年 4月 9日（木）～4月 30日（木） 
社会学部 2015年 4月 10日（金）～4月 30日（木） 
現代福祉学部 2015年 4月 8日（水）～4月 30日（木） 
スポーツ健康学部 2015年 4月 8日（水）～4月 30日（木） 

小金井 
情報科学部 

2015年 4月 7日（火）～4月 30日（木） TOEIC®IP 理工学部 
生命科学部 

 
ウェブ上でスコア照会ができなかった場合の問合せ先 

ERPの受講申込みをしない場合は 4月 14日（火）以降に各学部窓口でスコアを確認してください。 

 

ERP 受講申込期間中 
（4/13 まで） 

市ヶ谷：  グローバルラーニング課 （55年館 1階） 
多摩：   G ラウンジ 
小金井： G ラウンジ 
＊照会の受付時間 9:00-11:30 & 14:00-17:00 （4/13は午前中のみ） 

＊ERP受講申込希望者のみ対応します 

4月 14日（火）以降 所属学部の窓口 
 
 問合せ窓口 
 

取り扱い キャンパス 窓口 場所 TEL／E-mail 

ERP 問合せ 
および 

欠席連絡先 

市ケ谷 市ケ谷Ｇラウンジ 55年館 1階 
03-3264-4502 
iglounge@ml.hosei.ac.jp 

多 摩 多 摩Ｇラウンジ 
大教室 A棟 2階 
（総合棟地下 1階書籍 
購買部・タマえもん向かい） 

042-783-3018 
tglounge@ml.hosei.ac.jp 

小金井 小金井Ｇラウンジ 管理棟 4階 
042-387-6281 
kglounge@ml.hosei.ac.jp 

問合せ全般 
グローバル教育センター事務部 
グローバルラーニング課 

市ヶ谷キャンパス 
55年館 1階 

03-3264-4088 
global@hosei.ac.jp 

 

スコア票は個別に配付されませんので、

必ず各自で確認してください。 

スコア（点数）は画面を印刷するなど 

して、残しておくことをお勧めします。 

学内で受験後 1週間を目途に、スコア照会用サイト https://www.event-u.jp/pass/ にアクセスし、 

学生証番号 ・ 大学付与メールアドレス（・・・@stu.hosei.ac.jp） ・ 生年月日 を入力 

大学付与メールアドレスに送信される URLにアクセスし、同時に送信されるパスワードと学生証番号を入力 

ERP 受講申込み用サイト https://www.event-u.jp/erp/ にアクセスし受講申込み手続き 

https://www.event-u.jp/pass/
https://www.event-u.jp/erp/

