
 2020年度 ○秋学期 

ERP(英語強化プログラム) 
 E n g l i s h  R e i n f o r c e m e n t  P r o g r a m  

募集案内 
 

ERP とは 

ERP（英語強化プログラム）は、ネイティブスピーカー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はもちろん、英語
力をさらに伸ばしたい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。 
 教授言語は英語 

授業は全て英語で実施されます。 
 少人数授業 
  1クラス 15名程度で、双方向の授業ときめ細かい指導。 

申し込み期間 
 
9 月 18 日（金） ～ 9 月 24 日（木） 24:00 専用ウェブサイトから申し込み 
 

受講可否発表 
9月 28日（月）中にメールで受講可否を通知 
※申し込み者全員に通知しますので、メールが未受信の場合はお問い合わせください。 

注意 
お申し込みになる前に、最後のページまで丁寧にお読みください。 
どの授業も双方向型です。参加にあたっては、英語力向上への強い意欲を持ち、毎回の
授業に出席し、授業内で積極的に発言しようとする姿勢で取り組んでください。 

ERP概要 

   授業期間 2020 年 9 月 18 日（金）～2021 年 1 月 18 日（月） 

   時 間 割 http://www.global.hosei.ac.jp/programs/oncampus/erp/ よりご覧ください。 

   シラバス https://syllabus.hosei.ac.jp より WEB シラバスをご覧ください。 

   実施形式 オンライン（ZOOM）にて実施 

   対象学生 全ての学部・学年の学部生および大学院生（専門職大学院生を含むが、研修生、研究生、科目等履修生、通教生を除く） 

   受講条件 ウェブ申し込み時に所定の英語資格証明書（スコア）の写しをオンライン提出できる者（過去 2 年間に取得したスコアのみ有効）。 

               ※但し、入学時に受験する新入生の英語能力測定テストスコアに限り、2 年以上前のスコアの利用も認めます。 

   単  位 単位認定は所属学部または研究科の定めに従うため、履修登録の可否は所属により異なります。 

  単位認定されなくても ERP の受講申し込みは可能であり、受講可否において不利になることはありません。 

   定  員 各クラス 15 名程度。受講希望者が定員を上回った場合、抽選があります。 

   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 科目から受講可。ただし、申し込みできる科目数は 2科目までです。 

 

2020年 9月 

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 
 

https://syllabus.hosei.ac.jp/


コースレベル CE 1 CE 2 CE 3 

担当窓口 各キャンパスＧラウンジ ・ 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 

受講資格 所属学部・研究科 全ての学部・大学院の通学生（専門職大学院を含む） 

TOEFL iBT® 45-51 52-60  61 以上 

TOEFL ITP® Level 1 450-469 470-499 500 以上 

TOEFL ITP® Level 2 450-469 470-499 500 

TOEIC®／TOEIC IP® 500-549 550-624 625 以上 

IELTS 5.0 5.5 6.0 以上 

英検® CSE2.0 
2 級合格かつ           

2200 以上 

準 1 級合格かつ

2304-2399 

準 1 級合格かつ        

2400 以上 

英語プレイスメントα 640-689 690-729 730 以上 

注意事項 自身の英語スコアに当てはまるレベルの科目のみ、申し込みできます。 

例えば、TOEFL ITP® 470 の証明書では、CE2 のみへの申し込みとなります。 

開講キャンパス 市ケ谷・多摩・小金井 

単位認定 
単位認定の可否は、所属学部の ERP 単位認定に関する定めによります。 

ERP の受講が許可されても、履修登録（単位修得）が可能とは限りません。 

単位数（単位認定が可能な場合） 各科目 1 単位 

開講科目 
レベルごとに開講科目が異なります。 

詳細は、4 ページ目または別紙の時間割を確認してください。 

1 科目の授業回数 14 回 

定員 各 15 名程度 

定員超過の場合の選考 抽選 

 
各学部の ERP（英語強化プログラム）単位認定の取り扱い（2020年度） 
  ERP科目の単位認定を行う学部 
  市ケ谷 法 法・国：1-4年、政：3-4年、文 哲・日・英・史：2-4年、地・心：1-4年、経営 1-4年、 

人間環境 1-4年、キャリアデザイン 1-4年、デザイン工 1年（入学年度に限る） 
  多 摩 経済 1-4年、社会 1-4年、現代福祉 1-4年、スポーツ健康 1-4年 
  小金井 情報科学 1-4年、理工 1-4年（2016年度以降入学者）、生命科学 1-4年 
 ※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。GIS、国際文化学部、大学院では単位認定はありません。 
 必ず http://www.global.hosei.ac.jp/programs/oncampus/erp/内の「ERP 各学部単位認定一覧」または所属学部窓口で詳細を確認してください。 
 
ERP（英語強化プログラム）の履修登録 

単位認定が可能で、履修登録をして ERPを受講したい方 ERP 受講申し込みをして受講許可を受け取ったのち、履修登録が必要で
す。 
履修登録期間に各学部指定の方法で履修申請を行ってください。但し、文
学部・経営学部・人間環境学部・キャリアデザイン学部・社会学部・ＩＧＥＳＳの
学生は、ウェブ履修登録となります。 

単位認定が可能だが、履修登録をせずに ERPを受講したい方 
 

ERP 受講申し込みをして受講許可を受け取れば、受講登録完了です。 
単位修得とは関係なく受講したい場合でも、必ず受講申し込みが必要で
す。 

単位認定が可能ではなく、履修登録をせずに ERPを受講したい方 
 

理工学部の 2016年度以降入学者と生命科学部の 1～4年生で、ERPを受講したい方 
（学部の決まりにより、ERPの受講許可を受け取った場合は必ず履修登録されます。） 

ERP 受講申し込みをして受講許可を受け取ったのち、自分で履修登録をする必要はあり
ません。所属学部の事務により履修登録されますので、履修登録確認をしてください。 

デザイン工学部生で、ERPを受講したい方 履修登録をする必要はありません。評価が A+～C の方にのみ成績発表後に事務から連
絡をします。単位認定を希望する方は単位認定申請書を学部に提出してください。 

  ここでは、「受講」とは単に授業に参加すること、「履修」とは単位修得のために履修登録をした上で授業に参加することを意味しています。 

  
これまでに修得した科目の履修 

一度履修し単位を修得した科目は、重複して履修することはできません。ただし、履修登録をせずに再度受講することは
可能です。 



受講申し込み期間 
 9 月 18 日（金）～ 9月 24日（木）24:00   学習支援システム（Ｈｏｐｐｉｉ）で仮登録し、授業内容を確認した上で申込し

てください。 
 
受講可否の発表 

9 月 28 日（月）中に、受講の可否に関わらず、受講申し込みの際に登録されたメールアドレスに結果を通知します。 
通知が届かない場合はお問い合わせください。また、通知は一斉送信のため、受信側のフィルタ等によっては迷惑メールフォル
ダに振り分けられる恐れがあります。global@hosei.ac.jp からのメールが届いていないか、ご確認の上、お問い合わせください。 

 
受講申し込み方法 

申し込み期間中に専用サイト https://system-op.com/erp/で手続きを完了してください。 
申し込みの際、以下（１）（２）のいずれかの英語資格証明書（画像か PDF）の添付が必要です。 
（１）過去 2 年間に取得し、受講資格を満たす英語試験スコア 
（2）（1）のスコアがない場合、本学入学時に実施された新入生の英語能力測定テスト（※2）で取得した受験資格を満たす

英語試験スコアであれば 2 年以上前でも可。但し、応募者多数で抽選となった場合、（１）のスコア保持者が優先され
ます。 

※1 申し込み締め切り後は、空き状況に関わらず、一切受け付けられません。 
※2 入学時に受験する TOEFL®ITP・TOEIC®IP・英語プレイスメントα（ELPA）のスコアを ERP の受講申し込み時に使用することができま

す。詳しくは、以下の英語スコアの照会手順をご確認ください。 
 

学内で受験した英語スコアを申し込みに利用する場合 
 
2020年度新入生の方入学時に実施された新入生の英語能力測定テストスコアを申し込みに利用したい場合 

    
【対象：ＥＲＰ申し込み迄に学部指定の新入生の英語能力測定テストが実施された学部の新入生の方】 
各自受験した英語試験のスコアの画面キャプチャ、写真画像を取得の上、申し込みの際に添付してください。 
入学時に受験した TOEFL ITP®、TOEIC IP®、または英語プレイスメントαのスコアは、ERP の受講申し込み時に使用する
ことができます。ERPの受講を希望し、上記のスコアの提出を希望する方は、以下の手順でスコアを照会してください。 
スコア照会手順 

(1) 学内で受験後、下記の照会期間内に、スコア照会用サイト https://system-op.com/erp/password 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）、生年月日を入力する。 

(2) 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し、   
スコアを確認する。   
※大学付与メールアドレス宛のメールは、https://gmail.hosei.ac.jp よりログインの上、ご確認ください。 

(3) ERP 受講申し込み用サイト https://system-op.com/erp/ にアクセスし受講申し込み手続き 
スコア照会時に発行されたパスワードを ERP 受講申し込み用サイトのトップ画面で入力すれば、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。 
スコア票は画面の印刷や画像保存などにより、保管しておくことをお勧めします。 

学部 ウェブ照会期間 テスト 
法・文・経営・国際文化・ｷｬ
ﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ・人間環境・経済・
理工・生命科学 

9月 10日（木）～9月 24日（木） 
入学時に受験した TOEFL ITP®、TOEIC 
IP®、英語プレイスメントαのいずれか 

 
2020年度新入生の方入学時に本学で新入生の英語能力測定テストを受験していない場合 

 
【対象：ＥＲＰ申し込み迄に新入生の英語能力測定テストが実施されていない学部の新入生の方】 

 ERP 申し込みを希望する方対象に、オンライン TOEIC-IPを実施しています。 
 受験を希望する方は、専用サイト https://system-op.com/erp/ の「新入生の英語能力測定テストが実施 

されていない新入生の方へ」よりご確認ください。 
学部 受験可能期間 テスト 

社会・ｽﾎﾟｰﾂ健康・現代福祉・
情報科学・デザイン工・GIS 

9月 14日（月）～9月 24日（木） オンライン TOEIC-IP 

 
2019年度以前入学の方入学時に実施された新入生の英語能力測定テストスコアを申し込みに利用したい場合 
 
入学時に学部指定で受験した TOEFL ITP®、TOEIC IP®、または英語プレイスメントαのスコアは、ERPの受講申し込み時
に使用することができます。ERPの受講を希望し、上記のスコアの提出を希望する方は、以下の手順でスコアを照会してく
ださい。 
スコア照会手順 ※2017年度以降のスコアの参照が可能です。 

(1) 学内で受験後、下記②の照会期間内に、スコア照会用サイト https://system-op.com/erp/password 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）、生年月日を入力する。 

(2) 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し、スコ
アを確認する。   
※大学付与メールアドレス宛のメールは、https://gmail.hosei.ac.jp よりログインの上、ご確認ください。 

(3)  ERP 受講申し込み用サイト https://system-op.com/erp/ にアクセスし受講申し込み手続き 

https://system-op.com/erp/
https://system-op.com/erp/password
https://gmail.hosei.ac.jp/
https://system-op.com/erp/
https://system-op.com/erp/
https://system-op.com/erp/password
https://system-op.com/erp/


スコア照会時に発行されたパスワードを ERP 受講申し込み用サイトのトップ画面で入力すれば、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。スコア票は画面の印刷や画像保存などにより、保管しておくこ
とをお勧めします。 
但し、応募者多数で抽選となった場合、2年以内のスコア保持者が優先されますのでご注意ください。 

TOEFL ITP® / TOEIC IP® / 英語プレイスメントαスコア ウェブ照会期間  
学部 ウェブ照会期間 テスト 

全学部 9月 10日（木）～9月 24日（木） 
入学時に受験した TOEFL ITP®、TOEIC 
IP®、英語プレイスメントαのいずれか 

 
入学時に実施された新入生の英語能力測定テスト以外で学内受験した英語試験スコアを利用したい場合 
 
照会には時間がかかる場合がありますので、余裕をもって手続きしてください。 
(1) http://www.global.hosei.ac.jp/programs/oncampus/erp/ にある「ERP 受講希望者スコア照会フォーム」に必要事項を記入し、 

照会したいテストを実施した部局の窓口（所属学部窓口またはグローバル教育センター）に原則メールで問い合わせ
をしてください。スコアが記入され、返却されます。ERP 申し込み締め切りに余裕を持って手続きをしてください。 

(2) 事務担当者によりスコアが記入された「ERP 受講希望者スコア照会フォーム」を、画像または PDF ファイル形式でウェ
ブ申し込み時に添付してください。ただし、このスコアについても過去 2 年以内のものに限り有効です。 

 

受講までの流れ 

①ガイダンスに出席 
       ↓ 
②時間割とシラバスを確認し、 
 受講したい科目を決める。 
       ↓ 
③第 1回の授業に出席し、希望 
 に合う授業かを確認する。 
       ↓ 

 ④ウェブで受講申し込み 
 申込確認メールを確認       
↓ 
⑤受講可否通知のメール 
 を確認する 
       ↓ 
⑥生協で教科書を購入 
       ↓ 

⑦学部で単位認定が可能で、履修登録を希望する
学生は、履修登録期間内に各学部の指定する方法
で履修登録の手続きを行う。 
       ↓ 
⑧第 2回以降の授業に出席 

一部の曜日では、第 2 回の授業が受講可否通知
前となります。その場合は受講可否通知前でも授
業に出席してください。

注意事項 ERP受講申し込みをした場合、以下の事項に同意したものとみなします。 
申し込みにあたって 
 学習支援システムで仮登録し、授業内容を確認した上で申し込みしてください。 
 申し込み時に証明する自身の英語スコアに当てはまるレベルの科目のみ、申し込みできます。 
 WEB シラバスを必ず確認し、無理なく受講できる科目数をお申し込みください。 
 同じ科目を別の時限や曜日に重複して申し込み・受講することはできません。 
 受講決定後のキャンセルはできません。キャンセルは、他の受講希望者や受講者に迷惑となることがあります。 
受講にあたって 
 ERP で使用する教科書は、各キャンパスの生協を通じて購入できます。受講確定後に必ず購入してください。 
 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、授業で指定するアドレスにメール連絡してください。 
 無断欠席した場合は、事情の確認のため、電話またはメールで連絡することがあります。 
 グローバル教育センターのホームページより授業実施日を確認してください。 
 ERP の受講許可があっても、履修登録（単位修得）可能とは限りません。履修登録は、学部、学科、学年により可

否や手続きが異なります。 
 ERP 修了者のうち希望者には、年度内に限り修了証を発行します。受付期間・方法は別途連絡します。 

ERPガイダンス日程 （2020年度 秋学期） 

  グローバル教育センターホームページで 9月 7日（月）以降に動画公開します。

https://hosei.study.jp/gec/class/18887-2 （表紙の QRコードもご利用ください） 

・上記のガイダンスの他、質問のある方は、メール（global@hosei.ac.jp）にてお問い合わせください。 

2020年度科目一覧        

科目名に「Ⅰ」「Ⅱ」がついている科目は連続した内容になっていますが、それぞれ単独での受講が可能です。曜日・時限は別紙時間割をご覧ください。 
レベル 春学期開講科目 単位  レベル 秋学期開講科目 単位 

CE1 
Oral Presentation & Discussion: Intermediate I 

1 

 
CE1 

Oral Presentation & Discussion: Intermediate II 

1 

Writing & Discussion: Intermediate I  Writing & Discussion: Intermediate II 

CE2 
Oral Presentation & Discussion: Higher-Intermediate I  

CE2 
Oral Presentation & Discussion: Higher-Intermediate II 

Writing & Discussion: Higher-Intermediate I  Writing & Discussion: Higher-Intermediate II 

CE3 
Oral Presentation & Discussion: Advanced I  

CE3 
Oral Presentation & Discussion: Advanced II 

Writing & Discussion: Advanced I  Writing & Discussion: Advanced II 

問い合わせ窓口 
取り扱い キャンパス 窓口 場所 開室日 開室時間 TEL／E-mail 

ERP 問い合わせ 
および 

欠席連絡先 

市ケ谷 市ケ谷Ｇラウンジ担当 大内山校舎２階 

月・火・木・金  

月-金     
9：00-11：30 
12：30-17：00 
 
土 
9：00-12：00 

03-3264-4502 
iglounge@ml.hosei.ac.jp 

多 摩 多 摩Ｇラウンジ担当 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ラウンジ担当 管理棟 4 階 
042-387-6281 
kglounge@ml.hosei.ac.jp 

問い合わせ全般 市ケ谷 
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 

大内山校舎２階 月～金・土 
03-3264-4088 
global@hosei.ac.jp 

TOEFL および TOEIC はエデュケーショナル・テスティング・サービス(ＥＴＳ)の登録商標です。この冊子はＥＴＳの検討を受けまたはその承認を得たものではありません。 
英検は公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。この冊子は公益財団法人日本英語検定協会の検討を受けまたはその承認を得たものではありません。 

Ｇラウンジは現在閉室しております。 

お問い合わせはメールにてお願いいたします

global@hosei.ac.jp 


