２０２０年度秋学期

履修手続きに関する注意事項
インターネットに接続されていれば，どこからでも履修手続きができます。

履修手続き日程
１．Webによる『履修登録』入力期間
１）９月時点で学部１年次の学生の入力期間
２０２０年９月１４日（月）９時 ～ ２０２０年９月２４日（木）1３時
２）上記１）以外の学生の入力期間
２０２０年９月1４日（月）１４時 ～ ２０２０年９月2４日（木）18時
２．Webによる『履修科目の確認』（第１回目）
２０２０年9月2９日（火）9時 ～ ２０２０年10月１２日（月）18時
３．Webによる『履修登録修正（追加・削除）』入力期間
２０２０年１０月２日（金）9時 ～ ２０２０年１０月１５日（木）18時30分
◎授業担当教員にメールで受講の許可を得た後，Web登録を必ず行ってください。
担当教員のメールアドレスは以下の箇所から参照ください。
名大ポータル → 教養教育院 → 教養教育院・学生向けメニュー
→ 全学教育科目担当教員連絡先一覧（一般プログラム）
４．Webによる『履修科目の確認』（第２回目）
２０２０年１０月２８日（水）9時 ～ ２０２０年１０月２９日（木）18時

所定の期日に遅れた場合は，登録できません！！

最終日は混雑し，つながりにくくなります。締め切り前日までに入力を完了しましょう！
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
履修手続き URL：

https://portal.nagoya-u.ac.jp/

操作マニュアル URL：名古屋大学ポータル→学務→履修・成績（登録日程・保守期間等）
→学務メニュー（学生向け）→教務システムマニュアル
名古屋大学 ID に関する照会：情報メディア事務室＜回答に２日要する＞ e-office@media.nagoya-u.ac.jp
Ｗｅｂシステムの操作に関する照会：教育推進部教育企画課 gakumu-support@adm.nagoya-u.ac.jp
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履修に関する相談窓口
●時間割コードが「００」から始まるもの：（全学教育科目）
→可能な限りメール（kyoikuin@adm.nagoya-u.ac.jp）もしくは
Zoom 窓口（右記 QR コード参照）でお問合せください。
（直接の問合せ）教養教育院事務室(窓口業務時間：平日の８：30 ～ 17：00)
・１０月１日以前：昼休み時間（12：00 ～ 13：00）は対応できません。
・１０月２日以降：昼休み時間も対応します。
●時間割コードが「００」以外で始まるもの：（学部科目）
→各学部教務学生係（文・教育・法・経済学部は文系教務課教務グループ 各学部担当，
工学部は教務課教務係，医学部医学科は学務係）

関係 Web サイト一覧
Web サイト名及び URL
名古屋大学ポータル

QR

※教務システム（Web）はこちらから。

https://portal.nagoya-u.ac.jp/

教務システム学生用マニュアル
名古屋大学ポータル→学務→履修・成績（登録日程・保守期間等）
→学務メニュー（学生向け）→教務システムマニュアル
新入生情報セキュリティ研修受講手順
https://ist.nagoya-u.ac.jp/access/content/group/f69278d1-3b6b4762-b30e-8e30edf6ecba/ispa2013j.pdf
年次情報セキュリティチェック実施方法
http://www.icts.nagoya-u.ac.jp/ja/security/annual-check.html

問い合わせ先一覧
新入生情報セキュリティ研修・年次情報セキュリティチェックに関する照会
ＩＴヘルプデスク
it-helpdesk@icts.nagoya-u.ac.jp
名古屋大学ＩＤに関する照会＜回答に２日要する＞
情報メディア事務室
e-office@media.nagoya-u.ac.jp
Web システムの操作に関する照会
教育推進部教育企画課
gakumu-support@adm.nagoya-u.ac.jp
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本冊子以外にも下記冊子等を参照して，履修登録手続きを行ってください。
「全学教育科目授業要覧 SYLLABUS ２０２０」
「全学教育科目履修の手引 STUDENTS’GUIDE」
「全学教育科目授業時間割表 COURSE TIMETABLE ２０２０」
「学生便覧」
【注意】教職科目の授業内容等は「教職課程の手引」で確認してください。
「教職課程の手引」は名古屋大学ポータルから閲覧できます。
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Ⅰ．履修手続きについて
履修手続きは，名古屋大学ポータル（https://portal.nagoya-u.ac.jp/）ログイン後の教務システ
ム（Web）から行います。名古屋大学ポータルは，学内，学外を問わずネットワークに接続されてい
るパソコンから，名古屋大学ＩＤにより認証を受けてアクセスします。
各授業の履修登録については，科目毎の指示に従ってください。

１．シラバス（授業要覧）の閲覧
全学教育科目のシラバス（授業要覧）については，電子シラバスを閲覧して最新情報を確認するよ
うにしてください。
インターネットに接続されているパソコンからアクセスし，以下の箇所で閲覧できます。
・教養教育院 Web サイト（http://www.ilas.nagoya-u.ac.jp/）→「シラバス」

２．アクセスポイントについて
教養教育院では PC 端末が利用可能な「全学教育棟本館 CALL」と Wi-Fi 利用
可能なオープンスペース「服部国際奨学財団ホール」を開設しています。
利用方法につきましては，以下ページをご確認ください。
https://office.ilas.nagoya-u.ac.jp/access-point/

３．『履修登録』入力期間について
今年度秋学期の『履修登録』入力期間は，表紙の日程表のとおりです。
名古屋大学ポータルにアクセスし，「授業・研修」→「学務」→「履修・成績」から教務システ
ムへ入って，各自入力をしてください。決められた期間以外は入力できませんので，十分注意して
ください。
また，登録時の画面をプリントアウトして控えを作成し，
「履修科目の確認」画面の内容と照合・
確認するようにしてください。

【注意】
『履修登録』，『履修登録修正（追加・削除）』は，指定期間内であれば保守時間（4:00
～5:00,18:00～19:00※)を除き，終日（0:00～23:59）入力できます。
※通常は 18：00～19：00 も入力できますが，システムの作業が必要な場合に入力が
できなくなりますので，ご了承ください。

４．『履修登録修正（追加・削除）』について
Ｗｅｂの履修登録エラー等により履修希望科目の登録が完了していない場合及び単位補充クラス等
の履修科目の修正期間に履修登録を行う科目を受講する場合は，授業担当教員の許可を得る必要が
あります。※一度決定した授業からの変更はできません。
履修登録修正期間：１０月２日（金）９時 ～ １０月１５日（木）１８時３０分
・授業担当教員の許可を得るには，①学生番号②氏名③科目名④時間割コードを本文に記載の上，
全学メールアドレスから担当教員あてメールを発信してください。「履修科目の修正」期間に履
修登録を行う科目以外の科目については，「空きクラス一覧」に掲載されているクラスのみ追加
履修が可能です。「空きクラス一覧」及び「授業担当教員のメールアドレス」は名大ポータル内
-4-

「教養教育院」ページに掲載されます。（「空きクラス一覧」は１０月２日（金）以降掲載予定。）
・担当教員から受講の許可を受けた科目については，履修登録修正期間にＷｅｂ登録を必ず行っ
てください。また，担当教員によりＮＵＣＴ上にて当該授業サイトの参加者として登録が行わ
れると，授業サイトへの参加が可能となります。ＮＵＣＴ右上の「講義サイト一覧」に当該授
業サイトが追加されているかご確認ください。

※指定内・指定外について
「全学教育科目授業時間割表 COURSE TIMETABLE ２０２０」
（Ｂ表）の「対象学部・
クラス」の欄に，自分の所属学部・学科・クラス等が記載されている授業は，
「指定内授業」とい
い，その対象学生を「指定内学生」と呼びます。
また，
「対象学部・クラス」の欄に，自分の所属学部・学科・クラス等以外が記載されている授
業は，
「指定外授業」といい，その学生を「指定外学生」と呼びます。
なお，２０１６年度以前入学者の情報文化学部及び工学部学生の「指定内」は，以下を参照に
してください。
２０１６年度以前入学者 所属学部・学科名
情報文化学部 自然情報学科
〃
社会システム情報学科
工学部 化学・生物工学科
〃
物理工学科
〃
電気電子・情報工学科
〃
機械・航空工学科
〃
環境土木・建築学科

指定内学部・クラス
情報学部 自然情報学科
〃
人間・社会情報学科
工学部 化学生命工学科 / マテリアル工学科
〃
物理工学科 / エネルギー理工学科
〃
電気電子情報工学科
〃
機械・航空宇宙工学科
〃
環境土木・建築学科

５．ＧＰＡ制度と成績評価（
「Ｗ(欠席)」と「Ｆ」
）の扱いについ
て
本学では，A+，A，B，C，C-，Ｆの 6 段階評価（２０１９年度以前入学生については SABCF
の五段階評価）に基づく GPA 制度を導入しています。GPA 制度のもとでは，
「F」は GPA 算出
の際に０点として算入され，GPA の数値を低下させますが，
「Ｗ（２０１９年度以前入学生につい
ては欠席）
」は GPA には算入されず，影響はありません。したがって，GPA の観点からは，成績
評価が「F」であるか「Ｗ（欠席）
」であるかは，大きな違いとなります。
そのため，本学では履修取り下げ制度を導入していますが，これらの詳細については，
「全学教育
科目履修の手引 STUDENTS’GUIDE」を参照してください。
なお，全学教育科目の履修取り下げについては，ＮＵＣＴのメッセージ機能により授業担当教員
へ届け出てください。提出期間は，１０月１６日（金）～11 月末ですが，授業の事情により異な
る場合がありますので，必ず担当教員に提出期間を確認してください。

-5-

Ⅱ．履修登録の流れ
学 生

システム

教 員

修得単位を基に
履修の計画を立てる
「履修科目の登録」，
「受講調整科目の登録」
９/1４(月)～2４(木)
入学年度により入力可能時間が異なる
ため要確認のこと（表紙参照）

履修申請
受け取り

決

「履修科目の確認」
（第１回目）
９/2９(火)～10/１２(月)

定

データ取り込み
及び
受講調整

決
定

仮受講者名簿により
受講者を把握する

《全学教育科目》授業開始 10 月２日（金）１時限～
追加履修の希望申請
10/２(金)～１５(木)

メールにて受講の許可
を得る

※

９/2９～の「履修科目の確認」に
記載された科目以外の履修 ※

受講許可する場合，
履修登録手続きの指示

「履修科目の修正（追加・削除）
」
10/２(金)～１５(木)

「履修科目の確認」
（第２回目）
10/2８(水)～10/２９(木)

追加履修の
許可・不許可の判断
10/２(金)～１５(木)

追加履修の許可・不許可
Web チェック
10/1９(月)～２３(金)

追加履修申請
受け取り

決

決
データ取り込み

定

定

確定受講者名簿により
受講者を把握する

確認の結果，誤りがある場合は，
早急に事務室へ申し出る

※授業開始前に受講者の人数を調整せず，メールにて受講許可を得る必要のある科目があります。
★履修登録が正常に完了していない場合，履修しても成績評価されません。
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Ⅲ．履修登録方法
１．各科目の目安とする１クラス当たりの受講学生数について
科

目

区

分

１クラス当たりの
受講学生数※

全学基礎科目 基礎セミナー

原則として，12名

全学基礎科目 言語文化Ⅰ 英語（サバイバル），英語（基礎），

原則として，40名

英語（中級），英語（上級リーディング）
全学基礎科目 言語文化Ⅰ 英語（コミュニケーション），英語（上級）

原則として，20名

英語（セミナー）

原則として，25名

全学基礎科目 言語文化Ⅰ 英語以外の外国語

原則として，30名

全学基礎科目 言語文化Ⅱ 英語

原則として，20名

全学基礎科目 言語文化Ⅱ 英語以外の外国語

原則として，30名

全学基礎科目 健康・スポーツ科学実習

原則として，50名

文系基礎科目

110～120名

理系基礎科目［数学系］

70～80名

理系基礎科目［物理学系，化学系，生物学系，地球科学系］講義

100～110名

文系向け理系基礎科目［各入門］

100～110名

文系向け理系基礎科目［情報リテラシー（文系）］

原則として，95名

文系教養科目

110～120名

理系教養科目

110～120名
担当教員の希望に応じて
設定する（上限200名）
※決定後，名大ポータル内

全学教養科目

教養教育院のページに掲示
します

※受講学生数は目安であり，教室の収容人数により制限されることがあります。
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２．ログイン
操作マニュアルに従って操作をするとともに，名古屋大学ＩＤ及びそのパスワードにより個人の
情報が守られていますので，各自で適切な管理をしてください。
インターネットブラウザで，名古屋大学ポータル（ https://portal.nagoya-u.ac.jp/ ）に名古
屋大学ＩＤでログインします。
名大ポータルログイン画面

名大ポータルログイン後の「学務」タブ画面

情報メディアセンターラボに接続されたＰＣ（端末室，サ
ブラボ等）を利用する場合は，利用前に情報メディアセン
ターラボのシステムへログインする必要があります。

「教務システム」は，
「授業・研修」→
「学務」→「履修・成績」からアクセスす
ることができます。

３．教務システムマニュアル
教務システムのマニュアルは以下のページで閲覧できます。
名大ポータル → 学務 → 履修・成績（登録日程・保守期間等） →
学務メニュー（学生向け） → 教務システムマニュアル

４．履修科目の確認
履修科目の確認については，名大ポータル→「学務」→「履修・成績」→「履修確認」から行っ
てください。
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Ⅳ．各科目の受講申請手続きについて
◇履修手続きメニューの項目と対応する科目一覧
受講を希望する場合は，下表の区分に従って申請してください。
区分を誤ると，画面上入力を完了していても登録は無効ですので，十分注意してください。
「★」印の科目・・・指定外の学生は，⑥の方法でのみ申請できます。
「▼」印の科目・・・指定内でも２年生以上は，⑥の方法でしか申請できません。
履修手続きメニューの項目名

対応する科目

全
学
教
育
科
目

① 履修登録

（別表）
入力期間

文系基礎科目 ★
理系基礎科目 ★
文系教養科目 ★
理系教養科目 ★
全学教養科目 ★ (一部科目を除く)

学部専門科目（詳細は学部の指示に従うこと） １）学生番号上から3・4桁目が
「２０」の学生
教職科目
９月１４日（月）９時～
９月２４日（木）１３時
② 履修登録
集中講義形式で開講されている科目
（言語文化Ⅲを除く）
(「集中講義選択」メニュー）
３）１）以外の学生
③ 履修登録（基礎セミナー） 基礎セミナーＢ ▼
９月１４日（月）１４時～
９月２４日（木）１８時
Ⅱ期 言語文化Ⅰ 英語（中級）
④ 履修登録（英語科目）

英語（コミュニケーション）
Ⅳ期 言語文化Ⅰ 英語（セミナー）
英語（上級リーディング）２

⑤ 履修登録（情報リテラシー
情報リテラシー（文系）▼
（文系）
）
⑥ 履修登録

※１

全
学
教
育
科
目

Ⅱ期（学部指定曜日時限以外）言語文化Ⅰ
英語の単位補充クラス
英語以外の外国語（５限目）
Ⅳ期 言語文化Ⅱ
中級（ドイツ語／フランス語）２
秋学期 言語文化Ⅱ/言語文化Ⅲ
初級・中級・上級の英語以外の外国語
全学教養科目の一部，開放科目

※２

登録ミス等によって追加，修正する科目
（全学教育科目，学部専門科目等を問わず）

10月２日（金）９時
～10月１５日（木）18時30分

学部専門科目（詳細は学部の指示に従うこと）
⑦ 履修登録
(「集中講義選択」メニュー）
⑧ 履修登録（特別履修科目）

・②の登録ミス等によって修正する科目
全学教育科目は該当科目なし

※１ メールにて受講調整を行います。４ページの４を参照の上，授業担当教員に受講の許可を得て，Web 登
録してください。
※２ 申請できる科目には制限があります。次ページ以降をよく読んでください。
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全学基礎科目 基礎セミナーＢ（秋学期）

指定内の１年生
【１】
文系のみ
火４，木４

【２】
文理融合
月５，木５

【４】２年生以上の学生

【３】
医・医
月５

詳細は
P.１参照
Ⅰ期の基礎セミナーA と
時間割コードの下４桁が
同じものを受講する

『履修登録』期間
「履修登録（基礎セミナー）
」
希望の曜日時限で
最大第６希望まで登録

自動登録のため

登録を
怠った場合

Web 登録は不要

「履修科目の確認」
（第１回目）
９／２９ ～１０／１２

授業の
変更不可

10／２ ～「空きクラス一覧」
（名大ポータル→教養教育院に掲示）

登録を
失敗した場合

を確認し，申請するクラスを選択
※ 掲示に無いクラスは履修不可

メールにて担当教員に受講の許可を得る

10／２ ～ １５
「履修登録」
該当の曜日時限のブックマークないし鉛筆マークを

登録画面を
印刷！！

クリックし，登録する

「履修科目の確認」
（第２回目） 10／2８ ～２９

完 了

登録を失敗した場合：至急！！教養教育院事務室へ
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基礎セミナーＢ
※一度決定した授業からの変更はできません。
「全学教育科目履修の手引 STUDENTS’GUIDE ２０２０」のⅧ-１-（１）を参照してください。

◎指定内の１年生
【１】文系のみ（火曜４限，木曜４限）クラス
１）Ⅰ期に文系のみクラスの基礎セミナーＡを受講していた学生のみが受講できます。
２）自動登録のため Web 登録はしないでください。
３）履修科目の確認（第１回目）で受講するクラスを確認し，その授業を履修してください。
４）履修科目の確認（第２回目）でも必ず確認してください。
※基礎セミナーＡとＢの担当教員は，異なる場合もあります。

【２】文理融合（月曜５限，木曜５限）クラス
１）Ⅰ期に文理融合クラス又は理系のみクラスを受講した学生，あるいは，基礎セミナーＡを受講
していなかった学生が受講できます。
２）同じ曜日時限の授業に集中しないように選択してください。
３）希望順位をもとに，定員 12 名（原則，文系学部６名と理系学部６名）を遵守して受講調整
を行います。第６希望まででも調整できなかった場合には，希望外の授業に割り振られること
があります。
※ただし，受講を希望する教職科目と同一の曜日時限に，希望外の授業が割り振られた場合は，
教養教育院事務室へ申し出てください。
４）履修科目の確認（第１回目）で受講するクラスを確認し，その授業を履修してください。
５）履修科目の確認（第２回目）でも必ず確認してください。

【３】医学部医学科（月曜５限）クラス
１）希望順位をもとに定員１２名を遵守して受講調整を行います。第６希望まででも調整できな
かった場合には，希望外の授業に割り振られることがあります。
２）履修科目の確認（第１回目）で受講するクラスを確認し，その授業を履修してください。
３）履修科目の確認（第２回目）でも必ず確認してください。

◎２年生以上
【４】２年生以上
１）単位補充の学生は，指定内授業を履修申請してください。
２）空きクラスのみ履修申請できます。
３）メールにて授業担当教員に受講の許可を得て，履修登録修正期間内に「履修登録」から科目の
登録を行ってください。
４）履修科目の確認（第２回目）で登録されているか必ず確認してください。
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全学基礎科目 言語文化Ⅰ ―英 語―

（英語（サバイバル）を除く）

英語（中級）
・英語（コミュニケーション）
英語（セミナー）
・英語（上級リーディング）２
指定学年の指定内学生
単位補充の２年生以上（指定外も可）
登録画面を
印刷！！

《１》
『履修登録』期間 （P.１参照）
「履修登録（英語科目）
」
希望の曜日時限で，
最大第６希望まで登録

授業の
変更不可
「履修科目の確認」
（第１回目）
９／2９～10／１２

《２》
登録を
怠った場合

《２》

10／２ ～「空きクラス一覧」

登録を
失敗した場合

（名大ポータル→教養教育院に掲示）

を確認し，申請するクラスを選択
※ 掲示に無いクラスは履修不可

登録画面を
印刷！！

担当教員に「履修登録状況確認のスクリーンショット」をメールに
て提出して受講の許可を得る

登録画面を
印刷！！

10／2 ～ １５
「履修登録」
該当の曜日時限のブックマークないし鉛筆マークを
クリックし，登録する

「履修科目の確認」
（第２回目） 10／2８ ～２９

完 了

登録を失敗した場合：至急！！教養教育院事務室へ
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言語文化Ⅰ－英語－
※一度決定した授業からの変更はできません。
※英語検定試験による単位認定を申請する学生以外は，履修取り下げを認めません。
※授業を 5 回以上欠席した場合，成績が「Ｗ（欠席）
」となり，次の期に開講される当該科目の単位
補充クラスのみ受講資格を失います。
※追加で履修登録をする場合は，担当教員に「履修登録状況確認のスクリーンショット」をメールに
て提出して受講の許可を得てください。また，履修科目の修正期間にクラスが決定しない場合，今
学期は履修できません。
※「英語（サバイバル）
」に合格していない学生は，２年次開講の英語授業を履修することはできませ
ん。
※各期に受講できる単位数を超えて履修登録することはできません。
※同一科目を同じ期に複数履修登録することはできません。また，過去に修得したことのある科目を
再度，履修登録することはできません。

各自，入学年度の「全学教育科目履修の手引 STUDENTS’GUIDE」を参照してください。

＜Ⅱ期＞英語（中級）
・英語（コミュニケーション）
＜Ⅳ期＞英語（セミナー）
・英語（上級リーディング）２
指定学年の指定内学生，単位補充の 2 年生以上

指定学年の指定内学生は，
所属学部・科・クラス向け授業を
履修登録すること！

《１》
『履修登録』期間に登録を行う

１）一つの曜日時限で第１希望から第６希望まで（開講されている授業が６つ以下の場合は，開講数
分）入力してください。
２）希望順位をもとに受講調整を行い，各授業の受講者を決定します。ただし，各授業の指定学年の
学生が優先されます。第６希望まででも調整できなかった場合には，同一曜日時限の希望外の授
業に割り振られることがあります。
３）単位補充の２年生以上は，指定外授業でも申請できます。
４）履修科目の確認（第１回目）で受講するクラスを確認し，その授業を履修してください。
５）履修科目の確認（第２回目）でも必ず確認してください。
《２》
『履修登録』期間に登録を怠った，又は，登録をしたが失敗した場合
１）空きクラスのみ履修申請できます。
２）指定内の学生は，指定内授業の空きクラスを履修申請してください。空きクラス一覧に指定内授
業が無い場合は，教養教育院事務室に申し出てください。
３）授業担当教員に「履修登録状況確認のスクリーンショット」をメールにて提出して受講の許可を
得た後，履修登録修正期間内に「履修登録」から履修登録を行ってください。
４）履修科目の確認（第２回目）で登録されているか必ず確認してください。
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全学基礎科目 言語文化Ⅰ ―英 語― 英語（サバイバル）

英語（サバイバル）

履修希望者

メールにて担当教員に受講の許可を得る。
①学生番号②氏名③科目名④時間割コードを本文に記載の上，
全学メールアドレスから担当教員あてメールを発信してください。

登録画面を
印刷！！

10／2 ～ １５
「履修登録」
該当の曜日時限のブックマークないし鉛筆マークをクリックし，登録する

「履修科目の確認」
（第２回目） 10／2８ ～ ２９

完 了

登録を失敗した場合：至急！！教養教育院事務室へ
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言語文化Ⅰ －英語－
英語(サバイバル)
※英語（サバイバル）は，各期に１科目しか履修登録できません。
※Ｃコースの学生で，英語（サバイバル）に合格していない学生は，２年次開講の英語授業を履修する
ことはできません。

◎履修希望者
(１) メールにて担当教員に受講の許可を得た上で， Web 登録してください。
(２) 「履修科目の確認」
（第 2 回目）
（１０/２８～２９）で登録されているか必ず確認してください。
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全学基礎科目 言語文化Ⅰ ―英 語―単位補充クラス
英語（基礎）
・英語（上級）
今期の単位補充クラスでの受講を希望する学生は，メールにて担当教員に受講許可を受けてから，
追加登録期間に Web 登録してください。
単位補充学生
※2020 年度秋学期に限り，
「英語（基礎）
」及び「英
語（上級）
」における 2020 年度春学期の成績が「Ｗ
（欠席）
」であっても，当該科目の単位補充クラスの
受講資格を失いません。
（受講できます）

受講を希望する授業の担当教員に許可を得る
メールにて授業担当教員に履修を希望する旨伝え，受講の許可を得る。
①学生番号②氏名③科目名④時間割コードを本文に記載の上，
全学メールアドレスから担当教員あてメールを発信してください。

10/２～10/１５
「履修登録」
該当の曜日時限のブックマークないし鉛筆マークをクリックし，
登録する

「履修科目の確認」
（第 2 回目） 10/2８～２９

完 了

登録を失敗した場合
至急！！教養教育院事務室へ
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言語文化Ⅰ－英語［単位補充クラス］－
＜Ⅱ期＞英語（基礎） ＜Ⅳ期＞英語（上級）
※対象学年以上の学部生が履修できます。
ただし，
「英語（サバイバル）
」に合格していない学生は，２年次開講の英語授業を履修することは
できません。
※一度決定した授業からの変更はできません。
※同一科目を同じ期に複数履修登録することはできません。
※単位補充クラスについて，同一科目を複数履修登録した場合，いずれの登録も削除され，履修不可と
なります。
※英語検定試験による単位認定を申請する学生以外は，履修取り下げを認めません。
※2020 年度秋学期に限り，
「英語（基礎）
」及び「英語（上級）
」における 2020 年度春学期の成績が
「Ｗ（欠席）
」であっても，当該科目の単位補充クラスの受講資格を失いません。
（受講できます）
１） 授業担当教員に，メールにて履修を希望する旨伝えてください。
２） 受講を許可された者は履修登録修正期間内に「履修登録」から登録を行ってください。
受講資格がない者が履修登録を行っても履修登録は削除されます。
３） 履修科目の確認（第２回目）で登録されているか必ず確認してください。
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全学基礎科目 言語文化Ⅱ －特別英語セミナー－
全学部対象の授業（春学期開講）
特別英語セミナー（ライティング，リーディング，プレゼンテーション，資格試験英語）

履修希望者

９／１４ ～ ９／２４ １７時
件名を「特別英語セミナー履修希望」とし，学生番号，氏名及び受講を希望する
特別英語セミナーの科目名・時間割コード・教員名をメール本文に記載の上，
「受
講基準を満たしている英語検定試験の得点証明書全体を撮影した画像」を添付し
て以下教養教育院メールアドレス宛てメールを送信する。
kyoikuin@adm.nagoya-u.ac.jp

空きクラス一覧を１０／２に掲示します。

９／２９
名大ポータル「教養教育院」ページに掲示される
自動登録のため
受講調整結果を確認
Web 登録は禁止
調整の結果不許可となった場合，もしくは
やむを得ない理由により９/２４ １７時までに
メール送信できなかった場合

１０／２ ～ １０／８ １７時
空きクラスを確認し，学生番号，氏名及び受講を希望する特別英語セミナーの
科目名・時間割コード・教員名をメール本文に記載の上，
「受講基準を満たして
いる英語検定試験の得点証明書全体を撮影した画像」を添付して「特別英語セ
ミナー履修希望」の件名で上記教養教育院メールアドレス宛てメールを送信す
る。※空きクラス一覧にないクラスは希望不可

１０／１２
名大ポータル「教養教育院」ページ及び全学教育棟学生ホール
に掲示される受講調整結果を確認
自動登録のため

「 履 修 科 目 の 確 認 」 １１／１０ ～

完 了
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Web 登録は禁止

言語文化Ⅱ
－特別英語セミナー（ライティング，リーディング，プレゼンテーション，資格試験英語）－

（学部指定曜日時限以外・全学部対象）
※一度決定した授業からの変更はできません。
※全ての学年，学部の学生が履修できます。
※特別英語セミナーは授業の種類にかかわらず，各期に１コマしか履修登録できません。
※履修可能な科目であっても，学部によっては卒業単位として認められない場合がありますから，
注意してください。
※受講する本人が申請してください。家族・友人などの代理申請は認めません。
１）９/１４～９/２４ １７時に教養教育院メールアドレスに受講希望をメールにて連絡しなかった
学生は，受講できません。
２）次の基準を満たしていない場合は申請できません。
名称

申請基準点

TOEFL ITP
515 以上
TOEFL iBT
67 以上
TOEIC
630 以上
IELTS
5.5 以上
※いずれの検定試験も正規の公開試験の結果のみを基準とします（TOEFL ITP は，入学時の
英語プレイスメント・テスト及び１２月の実力判別試験のスコア表にて申請できます）
。
※有効期限は試験日から２年間とします。
３）受講申請手順は，次のとおりです。
(1) ９/１４～９/２４ １７時の期間中に教養教育院メールアドレス宛て，学生番号，氏名及び受講
を希望する特別英語セミナーの科目名・時間割コード・教員名をメール本文に記載し，
「受講基
準を満たしている英語検定試験の得点証明書全体を撮影した画像」を添付したメールを，件名
を「特別英語セミナー履修希望」とした上で送付する。
(2) ９/２９に名大ポータル「教養教育院」ページに掲示される受講調整結果を確認する。
(3) 自動登録のため，Web 登録はしないでください。
《９/２９に掲示される受講調整の結果不許可となった場合及びやむを得ない理由により
９/２４ １７時までにメール送信できなかった場合》
(1) １０/２～１０/８ １７時の期間中に教養教育院メールアドレス宛て，学生番号，氏名及び受講
を希望する特別英語セミナーの科目名・時間割コード・教員名をメール本文に記載し，
「受講基
準を満たしている英語検定試験の得点証明書全体を撮影した画像」を添付したメールを，件名
を「特別英語セミナー履修希望」とした上で送付する。
（１０/２に発表される空きクラス一覧にないクラスは希望不可）
(2) １０/１２に名大ポータル「教養教育院」ページ及び全学教育棟学生ホールに掲示される受講調
整結果を確認する。
(3) 自動登録のため，Web 登録はしないでください。
４）履修科目の確認（第１回目及び第２回目）には反映されません。
１１/１０以降，
「履修科目の確認」で登録がされているか必ず確認してください。
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全学基礎科目 言語文化Ⅰ －英語以外の外国語－
ドイツ語／フランス語／ロシア語／中国語／スペイン語／朝鮮・韓国語／日本語
学部指定の授業（Ⅱ期開講）

全学部対象の授業（Ⅱ・Ⅳ期 ５限開講）

【１】

【２】

【３】

【４】

２０２０年度入学

２０１９年度以前

言語変更を希望する学生

単位補充学生

生

入学生

春学期と同じクラス名の

変更前と変更後の
各言語の履修相談※
担当教員へ相談

授業を受講する

Web 登録は不要

授業の
変更不可

承認

「履修科目の確認」
（第１回目）

９／2９ ～１０／１２

メールにて担当教員に受講の許可を得る

登録画面を
印刷！！

10／2 ～ １５
「履修科目の修正」
該当の曜日時限のブックマークないし鉛筆マークをクリックし，登録する

「履修科目の確認」
（第２回目） 10／2８ ～２９

完 了

登録を失敗した場合：至急！！教養教育院事務室へ

※学部毎の卒業・進級要件に関する質問については，各学部の教務学生係へ問い合わせてください。
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言語文化Ⅰ－英語以外の外国語－
（ドイツ語/フランス語/ロシア語/中国語/スペイン語/朝鮮・韓国語/日本語）

※一度決定した授業からの変更はできません。
「全学教育科目履修の手引 STUDENTS’GUIDE 2020」のⅧ-１-（２）
「２．英語以外の外国語」
を参照してください。

英語以外の外国語３，４，日本語（口頭表現 / 文章表現）２（Ⅱ期）
【１】２０２０年度入学生
１）自動登録のため Web 登録はしないでください。
２）履修科目の確認（第１回目）で受講するクラスを確認し，その授業を履修してください。なお，
「全学教育科目授業時間割表 COURSE TIMETABLE ２０２０（Ｂ表）」の「対象学部・ク
ラス」の欄にクラス名（例：工Ｄ１＜学部・言語の種類・クラス番号＞）が記載されています。
春学期と同じクラス名の授業を受講することになりますので，確認してください。
３）履修科目の確認（第２回目）でも必ず確認してください。

【２】２０１９年度以前入学生
１）２０１９年度以前入学生は，指定内授業を履修申請してください。ただし，やむを得ない場合
は，指定外授業でも申請できます。
２）メールにて授業担当教員に受講の許可を得て，履修登録修正期間内に「履修登録」から登録を
行ってください。
３）履修科目の確認（第２回目）で登録されているか必ず確認してください。

英語以外の外国語１，２（Ⅱ期 火５・金５ 開講）
日本語（文章表現）１（Ⅳ期 月５ 開講）
※全ての学年，学部の学生が履修できます。（ただし，日本語は留学生のみ）

【３】言語の変更を希望する学生
１）受け入れの優先順位は，①→② のとおりです。
①言語の変更を希望する学生
②単位補充学生
２）各言語の履修相談教員※の教員名・連絡先等は，｢全学教育科目履修の手引 STUDENTS’
GUIDE ２０２０」の９４・９６ページを参照してください。
※学部毎の卒業・進級要件に関する質問については，各学部の教務学生係へ問い合わせて
ください。
３）メールにて授業担当教員に受講の許可を得て，履修登録修正期間内に「履修登録」から登録を
行ってください。
４）履修科目の確認（第２回目）で登録されているか必ず確認してください。

【４】単位補充学生
１）受け入れの優先順位は，①→② のとおりです。
①言語の変更を希望する学生
②単位補充学生
２）メールにて授業担当教員に受講の許可を得て，履修登録修正期間内に「履修登録」から登録を
行ってください。
３）履修科目の確認（第２回目）で登録されているか必ず確認してください。
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全学基礎科目 言語文化Ⅱ －英語以外の外国語－
学部 指定の授業 （Ⅳ期開講 ）
中級〔ロシア語／中国語／
中級ドイツ語２

スペイン語／朝鮮・韓国語〕２

中級フランス語２

上級日本語（文章表現）２
【１】

【２】

【３】

【４】

指定内の２年生以上

指定内の２年生以上

２０１８年度以前

２０１９年度入学

（単位補充学生を含む）

（単位補充学生を含む）

入学生

生

メールにて担当教員に
受講の許可を得る

フランス語小部会 HP に記
載の要領（メール宛先・件

メールにて担当教員に

名・本文）
で，
９月２３日
（水）

受講の許可を得る

Web 登録は
不要

～９月２８日（月）に希望ク
ラスを連絡すること。結果は
９月３０日（水）以降，上記
決まらなかった

ホームページにて発表。

場合

承
認
「履修科目の確認」
（第１回目）
9／2９～10／１２

「空きクラス一覧
表」には掲載されな
いため，いずれのク
ラスでも受講の許可
が得られなかった場
合は教養教育院事務
室までご連絡くださ
い。

授業の
変更不可

登録画面を
印刷！！

１０／2 ～ １５ 「 履 修 科 目 の 修 正 」
該当の曜日時限のブックマークないし鉛筆マークをクリックし，登録する

「履修科目の確認」
（第２回目）

完 了

10／2８ ～２９

登録を失敗した場合：至急！！教養教育院事務室へ
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言語文化Ⅱ－英語以外の外国語－（Ⅳ期・学部指定曜日時限内）
中級（ドイツ語/フランス語/ロシア語/中国語/スペイン語/朝鮮・韓国語），上級日本語

※一度決定した授業からの変更はできません。
「全学教育科目履修の手引 STUDENTS’GUIDE 2020」のⅧ-１-（２）
「２．英語以外の外国語」
を参照してください。

中級ドイツ語２
【１】指定内の２年生以上（単位補充学生を含む）
１）単位補充の学生は，指定内授業を履修申請してください。ただし，やむを得ない場合は，指定
外授業でも申請できます。
２）メールにて担当教員に受講の許可を得てください。調整に漏れた学生は，随時，履修を希望す
る他の授業担当教員に，メールにて受講申請してください。
なお，受講調整は先着順ではありませんが，授業開始以前に申請してください。
３）授業担当教員に受講の許可を得た後，履修登録修正期間内に「履修登録」から登録を行ってく
ださい。

中級フランス語２
【２】指定内の２年生以上（単位補充学生を含む）
１）単位補充の学生は，指定内授業を履修申請してください。ただし，やむを得ない場合は，指定
外授業でも申請できます。
２）
「2020 年度シラバス」で「中級フランス語２」２クラスの内容を参照の上，フランス語小部
会ホームページ http://french.ilas.nagoya-u.ac.jp/ に記載の要領（メール宛先・件名・本
文）で，９月２３日（水）～９月２８日（月）に希望クラスを連絡すること。
３）調整結果は９月３０日以降，上記フランス語小部会ホームページにて発表します。
４）Web 登録をしてください。

中級〔ロシア語/中国語/スペイン語/朝鮮・韓国語〕２，上級日本語（文章表現）２
【３】２０１８年度以前入学生
１）２０１８年度以前入学生は，指定内授業を履修申請してください。ただし，やむを得ない場合
は，指定外授業でも申請できます。
２）メールにて授業担当教員に受講の許可を得て，履修登録修正期間内に「履修登録」から登録を
行ってください。

【４】２０１９年度入学生
１）自動登録のため，Web 登録はしないでください。
２）履修科目の確認（第１回目）で受講するクラスを確認し，その授業を履修してください。
３）履修科目の確認（第２回目）でも必ず確認してください。
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全学基礎科目 言語文化Ⅱ－英語以外の外国語－／
言語文化Ⅲ／開放科目
全学年・全学部対象の授業（秋学期開講）
時間割コード「008＊＊＊＊」
初級・中級 英語以外の外国語／文化事情／開放科目
【１】以下の科目の履修希望者
「初級・中級 英語以外の外国語」
，
「開放科目」
， 「文化事情（フランス）１」

メールにて担当教員に受講の許可を得る

登録画面を
印刷！！

10／2 ～ １５
「履修登録」
該当の曜日時限のブックマークないし鉛筆マークをクリックし，登録する

「履修科目の確認」
（第２回目） 10／2８ ～ ２９

完 了

登録を失敗した場合：至急！！教養教育院事務室へ
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言語文化Ⅱ－英語以外の外国語－（秋学期・学部指定曜日時限以外）
初級イタリア語，初級ポルトガル語，
中級（ロシア語/中国語/ドイツ語/フランス語/スペイン語/朝鮮・韓国語）
※一度決定した授業からの変更はできません。
※全ての学年，学部の学生が履修できます。
※開講の有無，開講期は「全学教育科目履修の手引 STUDENTS’GUIDE 2020」にて確認すること。
「全学教育科目履修の手引 STUDENTS’GUIDE 2020」のⅧ-１-（２）
「２．英語以外の外国語」
を参照してください。

【１】履修希望者
１）メールにて授業担当教員に受講の許可を得て，履修登録修正期間内に「履修登録」から登録を
行ってください。
２）履修科目の確認（第２回目）で登録されているか必ず確認してください。

言語文化Ⅲ（秋学期・学部指定曜日時限以外）
※一度決定した授業からの変更はできません。
※全ての学年，学部の学生が履修できます。
「全学教育科目履修の手引 STUDENTS’GUIDE 2020」のⅧ-１-（２）
「２．英語以外の外国語」
を参照してください。

【１】「文化事情（フランス）１」履修希望者
メールにて担当教員に受講許可を得て，履修登録修正期間内に「履修登録」から登録を行って
ください。
【２】「文化事情（フランス）２」履修希望者
履修登録方法に関する詳細は，後日掲示します。

開放科目（秋学期・学部指定曜日時限以外）
※一度決定した授業からの変更はできません。
※開講学部以外の全ての学年，学部の学生が履修できます。
「全学教育科目履修の手引 STUDENTS’GUIDE 2020」のⅧ-１-（９）を参照してください。
●「開放科目」（時間割コード：008＊＊＊＊）と「専門科目」は，同一の授業科目名ですが卒業要
件の科目区分が異なります。時間割コードに十分注意して登録してください。
●全学教育科目のシラバスで，「開講時期」に複数の曜日時限が表示されている場合は，その全ての曜
日時限に授業が開講されています。
一部の曜日時限のみの履修はできませんので，
注意してください。

【１】履修希望者
１）メールにて授業担当教員に受講の許可を得て，履修登録修正期間内に「履修登録」から登録を
行ってください。
２）履修科目の確認（第２回目）で登録されているか必ず確認してください。
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全学基礎科目 健康・スポーツ科学
健康・スポーツ科学 実習Ⅱ

９/２４ １８時まで

以下の URL または QR コードから Web にアクセスし，
該当する各学部学科リンクから，必要事項および希望す
る実習種目を送信する。

http://www.htc.nagoya-u.ac.jp/edu-fall/

送信を
怠った場合

９/２９ 9 時～
名大ポータル「教
養教育院」ページ
に掲載される受講
調整結果を確認。

登録忘れに
注意!!

名大ポータル「教養教
育院」ページに掲示さ
れる空きクラス一覧
を確認し，授業担当教
員にメールで受講の
許可を得る。

１０/２ ～ １０/１５
「履修登録」
該当の曜日時限のブックマークないし鉛筆マークをクリックし，登録する

「履修科目の確認」
（第２回目） 10／2８ ～ ２９

完 了

登録を失敗した場合：至急！！教養教育院事務室へ
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健康・スポーツ科学
※一度決定した授業からの変更はできません。
「全学教育科目履修の手引 STUDENTS’GUIDE 2020」のⅧ-１-（３）を参照してください。

健康・スポーツ科学実習Ⅱ
１）前ページの URL または QR コードから Web にアクセスし，該当する各学部学科リンクから，
必要事項および希望する実習種目を９/２４（木）18 時までに送信する。
２）
９/２９に名大ポータル内
「教養教育院」
ページに掲示される受講調整結果を確認してください。
３）受講するクラス（種目）が決定した後，必ず履修登録修正期間内に「履修登録」から登録を行
ってください。
４）履修科目の確認（第２回目）で登録されているか必ず確認してください。
５）履修取り下げ制度を採用します。
履修取り下げ申請期限は第 4 回目の授業終了時点です。
※雨天等による健康・スポーツ科学実習の実施場所変更等については，名古屋大学教養教育院の
Twitter（@NagoyaUniv_ilas）でもお知らせしています。
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文系基礎科目／理系基礎科目（情報リテラシー（文系）を除く）
／文系教養科目／理系教養科目／全学教養科目

【２】指定外の学生（単位補充学生）

【１】指定内学生（単位補充学生を含む）

登録画面を
印刷！！

『履修登録』期間 （P.1 参照）
「履修登録」
登録を
怠った場合

希望の曜日時限で，
最大第３希望まで登録

「履修科目の確認」
（第１回目）
９／2９ ～１０／１２

登録を
失敗した
場合

授業の
変更不可

10／2 ～
「空きクラス一覧」
（名大ポータル→教養教育院に掲示）

を確認し，申請するクラスを選択
※ 掲示に無いクラスは履修不可

メールにて担当教員に受講の許可を得る
登録画面を
印刷！！

10／2 ～ １５
「履修登録」
該当の曜日時限のブックマークないし鉛筆マークをクリックし，登録する

「履修科目の確認」
（第２回目） 10／2８ ～ ２９

完 了

登録を失敗した場合：至急！！教養教育院事務室へ

※特別講義（アジア現代事情・米国現代事情・欧州現代事情）の履修登録手続きについては，参加者向
け説明会にてご確認ください。
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文系基礎科目／理系基礎科目（情報リテラシー（文系）を除く）／
文系教養科目／理系教養科目／全学教養科目
※一度決定した授業からの変更はできません。
「全学教育科目履修の手引 STUDENTS’GUIDE 2020」のⅧ-１-（４）～（８）を参照してく
ださい。
●物理学・化学・生物学の各実験科目については，グループ分けを行う科目もあるため，必ず第１回目
の授業に出席してください。
●全学教養科目の受講学生数は，担当教員の希望に応じて設定します。受講学生数の決定後，名大ポー
タル→教養教育院に掲示しますので確認してください。
●Ⅱ期水曜 6 限の理系基礎科目「数学特別講義（機械学習のための数学）
」は，卒業要件として認めら
れません。
※数学系科目の再試験は，2020 年度開講分まで実施されます。2021 年度以降開講の数学系科目
については，再試験は行われません。

【１】指定内の学生（単位補充学生を含む）
１）希望外の授業に割り振られることはありませんが，希望する全ての授業が調整の結果，不許可
となり登録失敗となることがあります。希望する授業が３つに満たない場合は，第３希望まで全
て入力する必要はありません。
２）同じ科目名の授業を複数申請しないようにしてください。両方同じ科目名の授業に決まってし
まった場合，片方しか卒業要件に認められません。
（例）火曜 1 限の第３希望に｢文学」を入力し，木曜１限の第２希望に｢文学」を入力する → ×
３）履修科目の確認（第１回目）で受講するクラスを確認し，その授業を履修してください。
４）履修科目の確認（第２回目）でも必ず確認してください。

【２】指定外の学生（単位補充学生）
１）空きクラスのみ履修申請できます。
２）各理系学部，医学部及び情報学部のみ指定の理系基礎科目は，
「空きクラス一覧」には掲示さ
れません。授業時に，担当教員に空き状況を確認してください。
また，各理系学部，医学部及び情報学部のみ指定の理系基礎科目は，指定学部以外の学生は受
講できない場合があります。授業担当教員に指定外でも問題ないか確認した上で，受講の許可を
得てください。
３）学部によっては，卒業要件として認められない場合もあります。「全学教育科目履修の手引」
や所属学部の「学生便覧」等で確認してください。
４）メールにて授業担当教員に受講の許可を得て，履修登録修正期間内に「履修登録」から登録を
行ってください。
５）履修科目の確認（第２回目）で登録されているか必ず確認してください。
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理系基礎科目 情報リテラシー（文系）

【１】指定内の１年生

【２】２年生以上

登録画面を
印刷！！

《１》
『履修登録』期間 （P.１参照）
「履修登録（情報リテラシー（文系）
）
」

登録を
怠った場合

授業の
変更不可

「履修科目の確認」
（第１回目）
９／2９ ～１０／１２

《２》
10／2 ～「空きクラス一覧」
（名大ポータル→教養教育院に掲示）

登録を
失敗した場合

を確認し，申請するクラスを選択
※ 掲示に無いクラスは履修不可

メールにて担当教員に受講の許可を得る

10／2 ～ １５
「履修登録」

登録画面を
印刷！！

木曜２限のブックマークないし鉛筆マークをクリックし，登録する

「履修科目の確認」
（第２回目） 10／2８ ～ ２９

完 了

登録を失敗した場合：至急！！教養教育院事務室へ
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情報リテラシー（文系）
※一度決定した授業からの変更はできません。
「全学教育科目履修の手引 STUDENTS’GUIDE 2020」のⅧ-１-（５）を参照してください。

【１】指定内の１年生
《１》『履修登録』期間に登録を行う
１）情報リテラシー（文系）の登録を行う場合，情報リテラシー（文系）が開講されている
曜日時限（木曜２限）に，他の理系基礎科目を履修登録することはできません。
（例）情報リテラシー（文系）の登録で木曜２限「情報リテラシー（文系）
」を登録し，
履修科目の登録で木曜２限に「数学入門」を登録・・・×（木曜２限の授業は全て登録失敗となる）
〃
木曜２限に何も記入しない・・・・・○
※ただし，受講調整の結果，情報リテラシー（文系）が登録されなかった場合には，
空きクラスの他の理系基礎科目を追加申請できます。
２）履修科目の確認（第１回目）で受講するクラスを確認し，その授業を履修してください。
３）履修科目の確認（第２回目）でも必ず確認してください。
《２》『履修登録』期間に登録を怠った，又は，登録をしたが失敗した場合
１）空きクラス一覧に掲載されていることを確認してください。
２）メールにて授業担当教員に受講の許可を得て，履修登録修正期間内に「履修登録」から登録を
行ってください。
３）履修科目の確認（第２回目）で登録されているか必ず確認してください。

【２】２年生以上
【１】の《２》の注意事項をよく読んで，履修登録の手続きを行ってください。
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教職科目

履修希望者
登録画面を
印刷！！

《１》

《２》
『履修登録』期間 （P.１参照）
「履修科目の登録」※
指定内授業を登録

登録を
怠った場合

一度決まった授業からの
変更は不可

「履修科目の確認」
（第１回目）
９／２９ ～ １０／１２

《２》
登録を
失敗した場合

メールにて担当教員に受講の許可を得る

登録画面を
印刷！！

１０／2 ～ １５
「履修登録」
該当の曜日時限のブックマークないし鉛筆マークをクリックし，登録する

「履修科目の確認」
（ 第 ２ 回 目 ） 10／2８ ～ ２９

完 了

登録を失敗した場合：至急！！教養教育院事務室へ

※文系（文・教・法・経）
・情報 1 年対象の「教育原理」及び２年対象の「特別活動・総合的な学習
の時間の指導法」は，集中講義のため「履修登録」→「集中講義選択」から履修登録を行ってください。
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教職科目
※ 一度決定した授業からの変更はできません。
※ 教職科目の授業内容等は「教職課程の手引」で確認してください。
「教職課程の手引」は名古屋大学ポータルから閲覧できます。

《１》『履修登録』期間に登録を行う
１) 指定内授業を履修申請してください。やむを得ない場合は，指定外授業でも申請できます。
２) 履修科目の確認（第１回目）で受講するクラスを確認し，その授業を履修してください。
３) 履修科目の確認（第２回目）でも必ず確認してください。
同一の学期・曜日時限に２コマ開講される理系/理・農学生対象の以下の科目につ
いては，
「教職課程の手引」に掲載のシラバスを参照するなどし，希望する方の時間
割コードを履修登録してください。
これらの科目については受講者数が概ね平均化するよう調整を行いますので，調整
結果を「履修科目の確認」で必ず確認してください。希望しない方の授業となる場合
がありますが，一度決定した授業からの変更はできません。

◎秋学期該当科目： 教育相談論

《２》『履修登録』期間に登録を怠った，又は，登録をしたが失敗した場合
１) 指定内授業を履修申請してください。やむを得ない場合は，指定外授業でも申請できます。
２) 「空きクラス一覧」には掲示されません。授業時に担当教員に空き状況を確認してください。
３) メールにて担当教員に受講の許可を得て，履修登録修正期間内に「履修登録」から登録を行っ
てください。
４) 履修科目の確認（第２回目）で必ず確認してください。

※教職科目の履修登録をしたにも関わらず，教職科目と同一の曜日時限に希望外の基礎セミナーが割り
振られた場合は，教養教育院事務室へ申し出てください。
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Ⅴ．履修科目の確認と修正について
１．確認について
教務システム→「履修・成績」→「履修確認」にて，履修登録科目の確認を行ってください。
また，「履修・成績」→「履修登録状況確認」の右端「エラー情報」行にエラーまたは注意が表
示されている科目がある場合，次ページを参照し，内容を確認してください。修正が必要な科目に
ついては，所定の期間内に対応してください。
確認期間

表示内容

第１回目
９月2９日(火)９時～
10月１２日(月)18時

授業開始前に履修登録した科目

第２回目
10月2８日(水)９時～
10月２９日(木)18時

10／2～１５に履修登録した
科目を加えた全ての科目

確認方法

インターネットに接続できる
パソコン等※
名古屋大学ＩＤとパスワードが必要

※インターネットに接続できるパソコン等について
名古屋大学ポータル（https://portal.nagoya-u.ac.jp/）にアクセスし，名古屋大学ＩＤを使っ
てログインしてください。
（P.8 参照）
ログイン後，
「学務」→「履修・成績」→（Campusmate 上）
「履修・成績」→「履修確認」に
て確認することができます。

＜注意事項＞
１．「履修確認」は，Web 登録を電算処理したものです。履修登録したすべての授業について，
科目名，教員名及び単位が記載されています。
２．「履修確認」に掲載されていない授業は，履修することができません。また，その試験を受け
る資格も与えられません。なお，「履修確認」に掲載されている授業であっても受講の許可が必
要な科目については，担当教員の許可を得ていない限り，履修も，試験を受ける資格も与えられ
ません。
３．「履修確認」に掲載されている授業については，Web 登録時の画面をプリントアウトしたも
のを十分に活用して，照合・確認するようにしてください。
４．「履修確認」の掲載内容に一部でも誤りがある場合には，所定の期日までに修正を申し出てく
ださい。なお，「履修登録状況確認」に掲載してある「エラー科目」及び「注意科目」に該当す
る科目があり，
確認しても不明な点がある場合は，
全学教育科目については教養教育院事務室に，
学部科目については各学部の教務学生係（文・教育・法・経済学部は文系教務課 教務グループ各
学部担当，工学部は教務課教務係，医学部医学科は学務係）に必ず申し出てください。

学期末試験前に履修登録内容の間違いに気付いて
も手遅れです。
「履修確認」で，科目名・教員名を
念入りに確認してください。
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２．「履修登録状況確認」エラー表示と修正方法について
「エラーの原因」及び「修正方法」の一例を以下に示します。エラー及び注意の詳細な一覧につ
いては，次ページの「履修登録状況確認」エラー及び注意一覧を参照してください。
【修正方法】 ※ただし，一度決定した授業からの変更は認められません！
◇「Ｗ－〇」エラーが記載された科目を修正する
履修科目の修正期間に「履修登録」から，該当する科目の曜日時限に表示されているブックマー
クないし鉛筆マークをクリックし，当該科目を消去。
実際に受講している他の科目があれば，当該科目を登録。
◇「Ｅ－〇」エラーが記載された科目を修正する
登録されていないので，データを消去する必要はない。
実際に受講している科目があれば，履修科目の修正期間に「履修登録」から，当該科目の曜日時
限に表示されているブックマークないし鉛筆マークをクリックし，当該科目を登録。
◇次ページのエラーを修正する場合（例）
１．曜日×時限欄に表示されているエラー（警告）の例
① Ｗ－５ 注意！単位不認定（木曜１限）
エラーの原因 卒業単位に認められない科目を登録している。火曜３限と同一の科目を同時期に
申請しているため，警告している。
修正方法
誤って申請し，登録されていた場合は，登録科目の削除が必要。
② Ｗ－５ 注意！単位不認定（火曜５限）
エラーの原因 教職科目である「教育制度論」は，卒業単位にならないので警告している。
修正方法
教職科目については，履修登録の修正は不要。そのまま履修してください。
③ Ｗ－７ 注意！受講単位数（金曜２限）
エラーの原因 英語の受講単位数が月曜３限，木曜４限及び金曜２限の５単位となり，Ⅱ期の受講
上限単位数（４単位）を超えるため，いずれかを削除するよう警告している。
修正方法
英語３科目のうち，英語（コミュニケーション）のいずれか１科目の削除申請が必要。
指定内授業を履修するのが原則なので，指定外の科目を削除する。
２．履修エラー欄に表示されているエラーの例
④ Ｅ－３ 週複数開講エラー（月曜４限）
エラーの原因 週複数開講科目（「物理学実験」は，月曜４・５限の連続授業）の月曜５限を
履修登録しなかったため，エラーとなった。
修正方法
月曜４・５限について，追加登録が必要。
⑤ 調整の結果不許可（水曜３限）
エラーの原因 受講調整科目で，調整の結果，受講希望者が集中したため，履修不許可となった。
修正方法
「空きクラス一覧」の中から科目を選択し，担当教員に許可を得て追加登録する。
⑥ Ｅ－Ｉ 履修不許可（木曜３限）
エラーの原因 追加申請を担当教員が不許可にしたため，エラーとなった。
修正方法
担当教員に受講の許可を得たにもかかわらず，履修が却下されていた場合は，
教養教育院事務室に相談する。
⑦ Ｅ－Ｋ 受講対象エラー（金曜４限）
エラーの原因 指定外授業を『履修登録』から登録した，あるいは，指定内授業を申請した
つもりが，指定外授業を登録してしまったため，エラーとなった。
修正方法
⑤と同様の修正方法で手続きをする。
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