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－5－ 

研究科、専攻の教育研究上の目的 

 

本大学院の研究科、専攻の教育研究上の目的を以下のとおり定めています。 

 

商学研究科 

（１）商学研究科は、商学及び経営学の理論的分野と実践的分野の教育研究 

  を行い、豊かな学識を有する研究者及び現代社会の要請に専門知識をも 

  って対処しうる人材を養成することを目的とする。 

（２）商学専攻は、マーケティング、ビジネスエコノミーの幅広い商学分野 

  を多角的視点から学術研究及び実証分析し、専門知識と分析スキルを備 

  えた人材を養成することを目的とする。 

（３）経営学専攻は、経営、会計に関する高度な理論的・実践的視点からの 

  研究を行い、社会や企業が抱える諸問題に対処しうる専門知識を備えた 

  人材を養成することを目的とする。 

 

経済科学研究科 

（１）経済科学研究科は、現代経済の諸問題・諸現象を最新の経済理論およ 

  びシステム科学や情報科学等を駆使して分析し、これらの教育研究を通 

  じ、経済と情報に関する高度な学識を備え、社会発展に寄与できる研究 

  者や高度職業人を養成することを目的とする。 

（２）現代経済システム専攻は、現代経済の諸問題・諸現象を科学的かつ 

  実践的に分析し、これらの教育研究を通じ、経済社会に関する深い学識 

  を備え、優れた政策提言のできる研究者や経済の実務に能動的に対処で 

  きる高度職業人を養成することを目的とする。 

（３）経済情報専攻は、システム科学と情報科学の基礎・応用・発展を取り 

  扱い、これらの教育研究を通じ、情報社会と情報技術に関する深い学識 

  を備え、優れた制度設計のできる研究者や経済社会・情報社会を主導で 

  きる高度職業人を養成することを目的とする。 

 

人文科学研究科 

（１）人文科学研究科は、人文科学の諸領域における教授研究を通して、専 

  門的な職業に求められる高度な知識と技能を備えた人材を養成すること 

  を目的とする。 

（２）心理学専攻は、人間行動の科学的探究についての教育を通して、専門 

  領域と関連領域について最新の知見をもつ研究者を養成すると共に、高 

  度な専門知識をもち心理学的発想で問題解決のできる人材を養成するこ 

  とを目的とする。 
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（３）社会学専攻は、社会変動のなかで生起する諸問題・諸現象の理解を通 

  して、社会学の専門的な知識を修得し、現代社会に対応する社会学的応 

  用力を身につけ、社会の広範な分野で活躍することのできる人材を養成  

  することを目的とする。 

（４）教育学専攻は、人間の発達と形成に関する高度な研究と教育の機会を  

  提供することを通して、教育に関する専門的知識と実践的能力をもつ人 

  材を養成することを目的とする。 

（５）英文学専攻は、英米文学、英語学及び英語教育学の諸分野における専  

  門的研究者の養成を目的とすると共に、高度な学問的、文学的及び語学 

  的教養を身につけた人材を養成することを目的とする。 

 

法学研究科 

（１）法学研究科は、法学及び国際政治学の専攻分野における学術の理論及  

  び応用を教授研究し、高度の学識と専門能力を備えた人材を養成するこ 

  とを目的とする。 

（２）法律学専攻は、法学諸分野に関する理論及びその応用を教授研究し、  

  高度な専門的知識と法的思考に基づく応用能力を備えた人材を養成する 

  ことを目的とする。 

（３）国際政治学専攻は、地域に開かれた大学院として国際政治学と地域研  

  究の関連諸分野とともに政治学や行政学に関する理論及びその応用を教  

  授研究し、国際社会や地域社会に貢献する人材を養成することを目的と 

  する。 
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履修ガイド 

１．単位制について 

⑴ 大学院の学修は、授業時間（教室内）と学生の自主的勉学（教室外）とをあわせて成り立ってい

る。受講中に教えられたことを理解し覚えるということではなく、それらを叩き台にして、各人が

自ら確かめ・考え・判断し、独自の方法で理解を組み立て深めていくのが、大学院での学修のあり

方だからである。 

⑵ 大学院での学修は、すべて単位制である。すべての授業科目に一定の単位数が定められている。

学年始めに授業科目を履修登録し、授業を受け、かつ、試験等に合格した場合に、定められた単位

が与えられる。単位の合計が一定数を満たし、別に定める修了要件を満たした者には、修士の学位

を授与する。 

⑶ 単位計算 

各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成する

ことを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮

して、次の基準により計算するものとする。 

① 講義、研究指導等の授業科目は、15 時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める

授業科目については、30 時間の授業をもって１単位とする。 

② 実験研究及び実習の授業科目は、30 時間から 45 時間の授業をもって１単位とする。 

③ 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により

行う場合については、その組み合わせに応じ、前２号に規定する基準を考慮して別に定める時

間の授業をもって１単位とする。 
④ ただし、臨床心理学領域においては、日本臨床心理士資格認定協会の定める基準により計算

するものとする。 
 

２．授業について 

⑴ 授業時間 

原則として１日５時限までとする。 

 

 

 

夜間（商学研究科博士前期課程・経済科学研究科博士課程・人文科学研究科修士課程・法学研究

科修士課程） 

 

 

 

⑵ 授業 

授業日数は、通年授業では単位制度上年間 30 週を要する。半期で終了する授業は、前期または後

期でそれぞれ 15 週を要する。（学年暦参照） 

そこで授業が行われる期間によって、授業には次の種類がある。 

① 通年授業：週１回、１年間授業が行われる。 

② 隔週授業：原則として１週間おきに授業が行われる。（若干の講義科目） 

③ 半期授業：前期または後期に授業が行われる。 

④ 集中講義：一定期間にまとめて授業が行われる。 

時限 第１時限 第２時限 第３時限 第４時限 第５時限 

時刻 9:00～10:30 10:45～12:15 13:05～14:35 14:50～16:20 16:30～18:00

時限 第６時限 第７時限 

時刻 18:30～20:00 20:05～21:35
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なお、授業が行われる期間・教室等については時間割表（Web 上）及び教学システムのお知らせ等

で指示する。 

⑶ 休講 

その都度教学システムに掲載する。ただし、緊急の場合は、教学システムへの掲載が間に合わないこ

ともあるので、教学システムへの掲載がなく担当教員の教室への出講がない場合には、教学センターの

指示に従うこと。休講情報照会については「教学システム操作手順」を参照すること。 

⑷ 補講 

休講にともなう授業の不足を補うために行われる補講の時間割・教室等については、その都度教

学システムに掲載する。補講情報照会については「教学システム操作手順」を参照すること。 

⑸ 出欠席 

① 受講態度又は出席が極めて悪い者は、受講停止されることもある。 

② 授業を病気その他やむを得ない事由により欠席しようとする場合は、担当教員に届け出ること。 

（教学センター備え付けの欠席届を使用すること。ただし、約２週間以上にわたる場合には教学

センターまで相談にくること。） 

⑹ テキスト 

Web シラバスを参照すること。記載のないものについては担当教員の指示に従うこと。 

⑺ 天候不良等に伴う授業・試験の取り扱いについて 

① アストラムライン、広島電鉄バス高速４号線の両方で、天候不良等による全面的運行停止が午

前７時現在で続いている場合は、午前中（第２時限まで）の授業は休講とする。午前 10時の段階

で全面的運行停止が継続している場合は、午後（第３時限から）の授業も全て休講とする。 

② ＪＲ山陽本線の岩国－西条駅間で、天候不良等による全面的運航停止が午前７時現在で続いて

いる場合は、午前中（第２時限まで）の授業は休講とする。午前 10時の段階で全面的運行停止が

継続している場合は、午後（第３時限から）の授業も全て休講とする。 

③ 午前７時現在で、広島県南部のうち広島・呉地域または東広島・竹原地域に暴風警報または特

別警報（大雨）が発表されている場合は、午前中（第２時限まで）の授業は休講とする。午前 10

時の段階で警報が解除されていない場合は、午後（第３時限から）の授業も全て休講とする。 

④ 試験期間中の試験の取り扱いは、前記①、②、③の授業の取り扱いに準じて行うが、時間を変

更して試験を実施する場合もある。前記①、②、③の授業の取り扱いに準じる場合は、２ｂ時限

までを午前中とし、３ａ時限からを午後として取り扱う。 

  なお、時間を変更して実施する場合は Web サイト等により通知する。 

⑤ 緊急を要する場合には、別途の判断により、休講等の対応を行う。対応の内容については、Web

サイト等により通知する。 

 

３．履修について 

⑴ 履修登録の手続について 

①前期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学式 ガイダンス・オリエンテーション 
≺Campus Life、学修の手引き、履修届控等の配布≻ 

履修する授業科目の決定（学修の手引き・Web シラバ

ス、時間割等参照） 

決定した授業科目を履修届（控）に記入 

指導教員届・履修届を教学センターに提出 

履修登録確認 

４／１（土） 

４／１０（月） 

授業開始 

 

４月中旬 

 

４月中旬～下旬 

－11－ 

②後期 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※スケジュールの詳細については、ガイダンスや教学システムのお知らせ等で確認してください。 

 

４．成績について 

⑴ 単位修得の認定 

① 単位修得の認定は原則として試験を行うが、平常の学業成績またはレポート提出によって試験

に代える場合がある。 

② 試験の採点は 100 点満点にて採点され、60 点以上の成績があれば、その授業科目の所定の単位

の修得が認められる。 

③ 各授業科目につき一度修得した単位（成績）を取り消すことはできない。 

⑵ 学業成績の評価 

① 評価の基準 100～90 点 ＡＡ 

89～80 点 Ａ 

79～70 点 Ｂ 

69～60 点 Ｃ 

59 点以下 Ｄ    不合格 

② 履修登録をして受験しなかった授業科目は未受験とし、評価はＸとする。また、平常の学業成

績（出席や発表等）または数回にわたるレポート提出によって試験に代える授業科目は、出席・

レポート提出回数が少ないときはＸの評価となるときがある。 

これらの場合には当然単位の修得が認められない。 

⑶ 成績発表 

原則として、定期試験期間終了後の指定の期間に、成績通知書に評価を記載し成績発表をする。 

成績通知書は、次年度以降の履修計画及び既に単位を修得した授業科目の確認等に必要なので、

卒業まで大切に保管しておくこと。成績発表を受けるときは、次の事項に注意すること。 

① 学生証の提示がない場合は、成績発表を受けることができない。 

② 原則として、指定の期間以外には成績発表を受けることができない。 

⑷ 成績についての疑義 

① 次の事項に該当する疑義がある場合は、成績発表後３日以内に限って照会に応じるので教学セ

ンターに申し出ること。 

ａ．受験したにもかかわらず、成績通知書の評価欄が未記入の場合。 

ｂ．受験したにもかかわらず、成績通知書の評価欄がＸの場合。 

ｃ．履修登録を行っている授業科目が、成績通知書に記入されていない場合。 

ｄ．受験していないのに、成績通知書の評価欄にＸ印以外の評価が記入されている場合。 

② 評価の内容に関する問い合わせについて教学センターでは一切受け付けない。 

履修する授業科目の決定（学修の手引き・Web シラバ

ス、時間割等参照） 

決定した授業科目を履修届（控）に記入 

指導教員届・履修届を教学センターに提出 

履修登録確認 

９／２１（木） 

授業開始 

９月下旬 

９月下旬 

合格 

－ 10 －
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なお、授業が行われる期間・教室等については時間割表（Web 上）及び教学システムのお知らせ等

で指示する。 

⑶ 休講 

その都度教学システムに掲載する。ただし、緊急の場合は、教学システムへの掲載が間に合わないこ

ともあるので、教学システムへの掲載がなく担当教員の教室への出講がない場合には、教学センターの

指示に従うこと。休講情報照会については「教学システム操作手順」を参照すること。 

⑷ 補講 

休講にともなう授業の不足を補うために行われる補講の時間割・教室等については、その都度教

学システムに掲載する。補講情報照会については「教学システム操作手順」を参照すること。 

⑸ 出欠席 

① 受講態度又は出席が極めて悪い者は、受講停止されることもある。 

② 授業を病気その他やむを得ない事由により欠席しようとする場合は、担当教員に届け出ること。 

（教学センター備え付けの欠席届を使用すること。ただし、約２週間以上にわたる場合には教学

センターまで相談にくること。） 

⑹ テキスト 

Web シラバスを参照すること。記載のないものについては担当教員の指示に従うこと。 

⑺ 天候不良等に伴う授業・試験の取り扱いについて 

① アストラムライン、広島電鉄バス高速４号線の両方で、天候不良等による全面的運行停止が午

前７時現在で続いている場合は、午前中（第２時限まで）の授業は休講とする。午前 10時の段階

で全面的運行停止が継続している場合は、午後（第３時限から）の授業も全て休講とする。 

② ＪＲ山陽本線の岩国－西条駅間で、天候不良等による全面的運航停止が午前７時現在で続いて

いる場合は、午前中（第２時限まで）の授業は休講とする。午前 10時の段階で全面的運行停止が

継続している場合は、午後（第３時限から）の授業も全て休講とする。 

③ 午前７時現在で、広島県南部のうち広島・呉地域または東広島・竹原地域に暴風警報または特

別警報（大雨）が発表されている場合は、午前中（第２時限まで）の授業は休講とする。午前 10

時の段階で警報が解除されていない場合は、午後（第３時限から）の授業も全て休講とする。 

④ 試験期間中の試験の取り扱いは、前記①、②、③の授業の取り扱いに準じて行うが、時間を変

更して試験を実施する場合もある。前記①、②、③の授業の取り扱いに準じる場合は、２ｂ時限

までを午前中とし、３ａ時限からを午後として取り扱う。 

  なお、時間を変更して実施する場合は Web サイト等により通知する。 

⑤ 緊急を要する場合には、別途の判断により、休講等の対応を行う。対応の内容については、Web

サイト等により通知する。 

 

３．履修について 

⑴ 履修登録の手続について 

①前期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学式 ガイダンス・オリエンテーション 
≺Campus Life、学修の手引き、履修届控等の配布≻ 

履修する授業科目の決定（学修の手引き・Web シラバ

ス、時間割等参照） 

決定した授業科目を履修届（控）に記入 

指導教員届・履修届を教学センターに提出 

履修登録確認 

４／１（土） 

４／１０（月） 

授業開始 

 

４月中旬 

 

４月中旬～下旬 

－11－ 

②後期 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※スケジュールの詳細については、ガイダンスや教学システムのお知らせ等で確認してください。 

 

４．成績について 

⑴ 単位修得の認定 

① 単位修得の認定は原則として試験を行うが、平常の学業成績またはレポート提出によって試験

に代える場合がある。 

② 試験の採点は 100 点満点にて採点され、60 点以上の成績があれば、その授業科目の所定の単位

の修得が認められる。 

③ 各授業科目につき一度修得した単位（成績）を取り消すことはできない。 

⑵ 学業成績の評価 

① 評価の基準 100～90 点 ＡＡ 

89～80 点 Ａ 

79～70 点 Ｂ 

69～60 点 Ｃ 

59 点以下 Ｄ    不合格 

② 履修登録をして受験しなかった授業科目は未受験とし、評価はＸとする。また、平常の学業成

績（出席や発表等）または数回にわたるレポート提出によって試験に代える授業科目は、出席・

レポート提出回数が少ないときはＸの評価となるときがある。 

これらの場合には当然単位の修得が認められない。 

⑶ 成績発表 

原則として、定期試験期間終了後の指定の期間に、成績通知書に評価を記載し成績発表をする。 

成績通知書は、次年度以降の履修計画及び既に単位を修得した授業科目の確認等に必要なので、

卒業まで大切に保管しておくこと。成績発表を受けるときは、次の事項に注意すること。 

① 学生証の提示がない場合は、成績発表を受けることができない。 

② 原則として、指定の期間以外には成績発表を受けることができない。 

⑷ 成績についての疑義 

① 次の事項に該当する疑義がある場合は、成績発表後３日以内に限って照会に応じるので教学セ

ンターに申し出ること。 

ａ．受験したにもかかわらず、成績通知書の評価欄が未記入の場合。 

ｂ．受験したにもかかわらず、成績通知書の評価欄がＸの場合。 

ｃ．履修登録を行っている授業科目が、成績通知書に記入されていない場合。 

ｄ．受験していないのに、成績通知書の評価欄にＸ印以外の評価が記入されている場合。 

② 評価の内容に関する問い合わせについて教学センターでは一切受け付けない。 

履修する授業科目の決定（学修の手引き・Web シラバ

ス、時間割等参照） 

決定した授業科目を履修届（控）に記入 

指導教員届・履修届を教学センターに提出 

履修登録確認 

９／２１（木） 

授業開始 

９月下旬 

９月下旬 

合格 
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－12－ 

５．事務取扱について 

⑴ 窓口取扱い時間 

 

 

 

 

 

⑵ 注意事項 

① 11:15～12:15 は、事務取り扱いを停止する。 

② 夏季休暇、冬季休暇及び特別な場合についての事務取り扱いは、その都度教学システムのお知

らせ等により伝達する。 

 

６．教学システムのお知らせ等について 

学生への連絡事項は、教学システムから配信します。配信の内容には、毎日必ず確認するようにして

ください。教学システムのお知らせ等について不明な点がある時は、別途教学センターの各研究科カウ

ンターまでお問い合わせください。なお、電話による問い合わせは一切受け付けません。 

⑴ 教学システムのお知らせ等事項例 

① 履修登録に関する諸注意（他研究科・他専攻科目の履修、履修届提出日程、テキストの販売等） 

② 隔週講義、集中講義の日程等 

③ 教室変更 

④ レポート提出 

⑤ インターンシップ 

⑥ 資格（教職）課程 

⑦ 事務連絡のための学生呼び出し 

⑧ その他の教務関係事項 

 

７．各種証明書について 

各種証明書が必要な場合は、証明書等自動発行機により証明書発行申請書を発行し、教学センターに

提出して、後日証明書を受け取ること。ただし、「在学証明書」・「成績証明書」については、自動発行機

で各自直接発行すること。 

詳しくは、CAMPUS LIFE を参照のこと。 

 午   前 午   後 

平 日 

（月曜日～金曜日） 
8：45～11：15 12：15～16：45 

－13－ 

８．教学システム操作手順 

 

教学システム（Uniprove/AS）とは、授業・時間割照会や休講補講状況照会などを行う本学独自のシステムです。Webシ

ラバスも教学システムから閲覧できます。 

 

 

⑴ アクセス方法 

教学システムは、インターネットに接続できる環境であれば、アクセスすることができます。 

アクセス方法は、広島修道大学のホームページ    在学生の方    教学システム（学生用） で、ログイン

画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜ログイン画面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

教学システムを利用する際の推奨ブラウザは、 Internet Explorer 及び Firefox です。 

スマートフォン、タブレット等での利用は動作保証外となります。 

① 

 ユーザーIDとパスワードは、情報センターで

パソコンを使う場合と同じです。ユーザーIDと

パスワードを忘れた場合は、情報センターに

問い合わせてください。 

②

④ 

③
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５．事務取扱について 

⑴ 窓口取扱い時間 

 

 

 

 

 

⑵ 注意事項 

① 11:15～12:15 は、事務取り扱いを停止する。 

② 夏季休暇、冬季休暇及び特別な場合についての事務取り扱いは、その都度教学システムのお知

らせ等により伝達する。 

 

６．教学システムのお知らせ等について 

学生への連絡事項は、教学システムから配信します。配信の内容には、毎日必ず確認するようにして

ください。教学システムのお知らせ等について不明な点がある時は、別途教学センターの各研究科カウ

ンターまでお問い合わせください。なお、電話による問い合わせは一切受け付けません。 

⑴ 教学システムのお知らせ等事項例 

① 履修登録に関する諸注意（他研究科・他専攻科目の履修、履修届提出日程、テキストの販売等） 

② 隔週講義、集中講義の日程等 

③ 教室変更 

④ レポート提出 

⑤ インターンシップ 

⑥ 資格（教職）課程 

⑦ 事務連絡のための学生呼び出し 

⑧ その他の教務関係事項 

 

７．各種証明書について 

各種証明書が必要な場合は、証明書等自動発行機により証明書発行申請書を発行し、教学センターに

提出して、後日証明書を受け取ること。ただし、「在学証明書」・「成績証明書」については、自動発行機

で各自直接発行すること。 

詳しくは、CAMPUS LIFE を参照のこと。 

 午   前 午   後 

平 日 

（月曜日～金曜日） 
8：45～11：15 12：15～16：45 

－13－ 

８．教学システム操作手順 

 

教学システム（Uniprove/AS）とは、授業・時間割照会や休講補講状況照会などを行う本学独自のシステムです。Webシ

ラバスも教学システムから閲覧できます。 

 

 

⑴ アクセス方法 

教学システムは、インターネットに接続できる環境であれば、アクセスすることができます。 

アクセス方法は、広島修道大学のホームページ    在学生の方    教学システム（学生用） で、ログイン

画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜ログイン画面＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

教学システムを利用する際の推奨ブラウザは、 Internet Explorer 及び Firefox です。 

スマートフォン、タブレット等での利用は動作保証外となります。 

① 

 ユーザーIDとパスワードは、情報センターで

パソコンを使う場合と同じです。ユーザーIDと

パスワードを忘れた場合は、情報センターに

問い合わせてください。 

②

④ 

③
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⑵ 教学システムの利用登録について 

 ログインするとトップページが表示されます。初めて利用する場合は、メール通知設定でメールアドレスの登録をして

ください。 

 

 ※事前に迷惑メール設定で以下のドメインまたはアドレスを受信許可にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 メールアドレスの登録方法は以下のとおりです。 

① 「メール通知設定」をクリック 

 

② 「配信先１」または「配信先２」にメールアドレスを入力し、画面右下の「登録」をクリックしてください。 

  ※メールアドレスは２つまで登録できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メール通知設定を行わずに

教学システムにアクセスし

ようとしても、「この機能は

使用できません」と表示さ

れます。 

パソコンまたはスマートフ

ォンでいつも使用している

メールアドレスを登録して

ください。 

【ドメイン】：js.shudo-u.ac.jp 

【アドレス】：pt.kyogaku@js.shudo-u.ac.jp 

－15－ 

③ OKをクリックすると、登録したメールアドレス宛に仮登録メールが送信されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 登録したメールアドレス宛に以下の仮登録メールが届きます。 

 

⑤ メールを開き、本文中にある【PC用】又は【スマートフォン用】のURLをクリックしてください。 

 ※24時間以内にクリックしないとURLが無効になります。 

 ※仮登録メールを複数回、送信した場合は、最新のメールに記載されているURL以外は無効になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 再度、ユーザーIDとパスワードを入力してログインしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差出人 : "メール登録自動送信"<pt.kyogaku@js.shudo-u.ac.jp> 

宛先 ： 

CC : 

日時 ：   年  月  日 

 

教学システムにメールアドレスが仮登録されました。 

このメールを受信しただけでは、本登録されません。 

このメールアドレスを教学システムへ本登録するには、 

下記のURLをクリックしてログインしてください。 

------------------------------------------------------------------

---- 

【PC用】 

http://XXX.XX.XXX.XXX/XXX_XX/ 

 

【スマートフォン用】 

http://XXX.XX.XXX.XXX/XXX_XX/ 

 

※URLの有効期限は24時間です。
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http://XXX.XX.XXX.XXX/XXX_XX/ 

 

※URLの有効期限は24時間です。

－ 15 －



－16－ 

⑦ 登録完了のメッセージが出たら完了です。 

 「閉じる」をクリックしたらトップ画面に戻り、教学システムを利用できるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 この教学システムのトップ画面では、「お知らせ」の確認や、「アンケート」への回答をすることができます。また、「メ

ール通知設定」で登録したメールアドレス宛に教学センター等からの「お知らせメール」や「アンケートメール」が届く

ことがあります。なおメールアドレスを変更した場合は「メール通知設定」で新しいメールアドレスを登録しなおしてく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「教学システム（学生用）」から、履修登録

や休講補講の確認等ができます。 

詳細は次ページ以降を参照してください。 

「お知らせ」には学生への連絡事項等を掲載します。授業

の履修や成績に関すること等、卒業に関わる重要な連絡も

ありますので、毎日必ず確認するようにしてください。 

なお、トップ画面には全てのお知らせが表示されません

ので、右下の「お知らせ一覧へ」をクリックし、全てのお

知らせを確認してください。 

「アンケート」には学生へのアンケートを掲載します。

授業の履修希望調査等もありますので、毎日確認し、

必ず回答期日までに回答するようにしてください。 

なお、トップ画面には全てのお知らせが表示されませ

んので、右下の「アンケート一覧へ」をクリックし、

全てのアンケートを確認してください。 

－17－ 

⑶ 学生用メニュー、お知らせの確認 

 教学システム（学生用）をクリックしてログインすると学生メニューが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 授業・時間割照会 

履修確定後、自分が登録している授業の時間割が確認できます。（前期４月下旬頃、後期９月下旬頃） 

 

  

  をクリックすると授業・時間割情報が、

科目名をクリックすると、Webシラバスが

閲覧できます。 
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② 休講状況照会 

休講情報の確認ができます。ただし、緊急時には間に合わない場合もありますので、教学センター掲示板で確認してく

ださい。 

 

 

休講の取消は、お知らせの画面で表示されます。 

 

③ 補講状況照会 

補講情報の確認ができます。 

 

 

検索条件を指定して、

検索をクリック。 

検索条件を指定して、

検索をクリック。 

履修申請後は、出力対象で「対象授業のみ」

を選択すると、履修した授業の休講のみが

表示されます。 

履修申請後は、出力対象で「対象授業のみ」

を選択すると、履修した授業の補講のみが

表示されます。 

○○ ○○ 

○○ ○○ 

○○ ○○ 

○○ ○○ 

○○ ○○ 

○○ ○○ 

○○ ○○ 

○○ ○○ 

○○ ○○ 
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④ 時間割検索 

 自身が履修することのできる科目の時間割を確認することができます。毎年３月下旬に次年度の時間割を公開する予

定です。 

 
 

 時間割の検索方法や検索結果の見方等、利用方法の詳細は、教学システムのトップ画面下部にある 

「時間割検索利用マニュアル（学生用）」を確認してください。 

 

  

検索できる時間割の年度を表示しています。毎

年３月下旬に年度を切り替えるので、自身の検

索した年度の時間割かよく確認してください。 
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⑤ 学生情報登録申請 

住所等の確認・変更ができます。 

なお、新入生（新入の編入生を含む）については、入学時点では未登録です。４月中旬に初期登録されますので、初期

登録後に、正しく登録されていることを確認してください。（初期登録前に入力した内容は無効となります） 

 

⑤－１ 学生情報登録申請（一覧画面） 

 

 

⑤－２ 学生情報登録申請（申請画面） 

 

※変更を申請した学生情報は、学生センターで確認の後、変更が反映されます。 

※システムメンテナンスのため、午前６時から午前７時まではWeb上での変更はできません。 

 

登録されている住所等に変更がないかどう

か、確認すること。（新入生は、４月中旬

以降に確認すること） 

 

※携帯電話番号等が未登録の場合は、必ず

登録してください。 

・リセットをクリックすると、初期状態に戻ります。

・戻るをクリックすると、ひとつ前の画面に戻ります。

変更がある場合、必要事項入力後、申請をクリック。

メールアドレスを変更する場合は、「⑵教学システムの利用登録及び学習カ

ルテの利用について」に記載されている内容に従って修正してください。 
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