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2021年度 履修登録注意事項 
文学部 新 2～4回生対象版 

★ 『履修登録』とは 

各年度当初の定められた時に、その年度に履修しようとする科目をすべて登録するものです。「指

定された期間に登録・訂正・確認ができなかった」など、登録事項に間違いがあった場合、本人がその

責を負います。また、登録していない科目の履修はできません。 

『履修の手引き』の<第 3 章 履修登録>のページをはじめ、必要事項をしっかり読んでから、履修

登録の作業に臨んでください。 

 

★ 履修登録に必要なもの 

・履修登録注意事項（本紙） 

・履修の手引き（2018 年度生までは冊子版、2019 年度生以降は大学ウェブサイト版） 

・シラバス（ポータルサイト＞タブ「シラバス照会」） 

・時間割（※「曜日別時間割表」と「個別日程」をポータルサイトに掲載します。） 

・履修登録動画マニュアル（履修の手引き 「第3 章 履修登録」からアクセス） 

・2020 年度成績通知書（後期の成績が反映されたもの） 

・履修ガイダンス等での配布資料 

◆2021 年度からポータルサイトが「Campusmate」から「UNIVERSAL PASSPORT」に新し

くなります。ついては、2021 年度履修登録から使用します。操作マニュアル等の詳細については、

3 月 4 日までに現ポータルサイト（Campusmate）にて配信します。 

 

1 履修登録関連スケジュール 

日程 内容 

2 月 5 日 『シラバス』『時間割』ＷＥＢ公開 

3 月 1 日 ２０20 年度後期成績通知 

3 月 5 日 9:00 ～ 9 日 13:00 事前抽選科目登録期間 

3 月 12 日 事前抽選結果ポータルサイト配信 

3 月 15 日 9：00～18 日 13：00 履修登録期間（文・国際英語・発達教育学部） 

3 月 16 日 9：00～19 日 13：00 履修登録期間（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ・看護・健康科学部） 

3 月 24 日 抽選結果ポータルサイト配信 

4 月 8 日 授業開始 

4 月 8 日 9:00 ～ 14 日 13:00 履修登録訂正期間 

4 月 19 日 抽選結果ポータルサイト配信 

4 月 22 日 ～ 26 日 学生時間割表確認期間 

9 月 13 日 ～ 27 日 後期履修登録訂正期間 

10 月 2 日 ～ 8 日 学生時間割表確認期間 



2 

 

  

２ スケジュールに関する注意事項 

１) 履修登録全般に関して 

・ポータルサイトにある「履修登録マニュアル」を必ず確認してから、履修登録を行ってください。 

・クラスアドバイザーや各学科教務委員、教務部職員の指導も参考にしてください。 

 

２) 事前抽選科目登録期間 

・申請者多数のため抽選が予測される授業について、履修登録期間に先立って履修登録の申請を受け付

けます。履修を希望する授業が事前抽選対象の科目である場合は、定められた期間に申請してくださ

い。なお、事前抽選で当選した授業の登録を削除（辞退）することはできません。また、事前抽選に

漏れた場合は登録ができません。 

 

３) 履修登録期間 

・後期科目についても、前期の事前抽選科目登録期間および履修登録期間に一括して登録しなければい

けません。後期の科目を後期履修登録訂正期間に登録しようとしても、定員到達や抽選のため、登録

できないことがあります。年間をとおした履修計画をしっかり立てるようにしましょう。 

 

４) 登録訂正期間 

・後期の履修登録訂正期間では、通年科目・秋期集中科目の追加・削除はできません。また、定員到達

や抽選のため、登録できないことがあります。 

・定員に達した科目や、履修者数が極めて多い科目の追加登録はできません。なお、対象科目はその都

度お知らせをします。 

・期間中に訂正した内容は、『学生時間割表』およびポータルサイトに反映されますが、抽選対象とな

る科目もあり、最終確定版ではありませんので注意してください。 

 

５) 抽選結果ポータルサイト配信・掲示 

・抽選後、ポータルサイトまたは『学生時間割表』を必ず確認してください。 

・ここで表示される教室は仮配置です。授業開始前に最新の『学生時間割表』で確認してください。 

・先の事前抽選科目登録期間において、申請者が定員に満たなかった授業は、追加登録を受け付けるこ

とがあります。申請者が履修登録期間に定員を超えた場合は、追加登録者を対象に改めて抽選を行い

ます。 

 

６) 授業の教室について 

・ポータルサイトや『学生時間割表』で、各科目の教室を再確認してください。登録期間中に設定され

ていた教室から変更になっていることがあります。 

 

７) 学生時間割表確認期間 

・自身がどのような科目を登録したかを確認するための期間です。この期間を経て、履修登録内容が確

定します。確認は『学生時間割表』または、ポータルサイトでおこないます。 

・登録データ処理の中で万が一のデータ欠落等がないかを、確認してください。万が一気づいた点など

がありましたら、必ず期間内に教務部までお知らせください。 

・履修登録期間に登録した内容は、ポータルサイトおよび『学生時間割表』に随時反映されますが、抽

選対象となる科目もあり、最終確定版ではありません。ご注意ください。 
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３ 履修登録上における科目の種類と説明 

１) 随意科目 

主に他学科・他コースの開設科目や資格課程の科目です。卒業要件単位には数えません。 

 

２) 履修指定科目 

必修科目ではありませんが、所属学科の方針や将来のキャリアデザインのために履修が強く推奨され、

あらかじめ登録されている科目です。原則として削除することはできません。 

 

３) クラス指定科目 

必修科目や履修指定科目などであらかじめクラスが指定されている場合は、原則的にクラスの変更は

できません。 

 

４) 抽選実施科目 

科目によっては定員を設定しており、その場合はシラバスに定員数を記載しています。登録申請者が

定員を超えた場合は教務部で抽選を行い、履修者を決定します。抽選にもれた場合は登録が削除されま

すので、必要に応じて履修登録訂正期間に訂正を行ってください。また、当選した科目の登録を削除（辞

退）することはできません。 

 

５) 定員到達科目 

定員に到達した科目は、訂正期間中にその科目を追加で登録することができません。教務部からの連

絡をよく確認するようにしてください。 

 

4 注意事項 

１) 重複履修 

・すでに単位を修得済みの科目を、もう一度登録することはできません。 

・集中講義を複数登録する際は、授業日程に重複がないか、自身でよく確認を行ってください。 

・教務部での日程重複のチェックは行いません。重複する科目の履修登録を行った場合、一方の科目に

出席できなくなり、単位を修得できません。 

 

２) 他学部・他学科科目の履修 

・資格取得などの関係により、所属する学部以外の科目を、随意科目(要卒単位以外)として履修できる

ことがあります。希望する場合は、履修登録期間中に教務部へ申し出てください。 

 

３) 秋期集中科目、通年集中科目の登録・削除 

・８月下旬～９月中旬の間に行われる『秋期集中科目』と、前後期通して不定期に行われる『通年集中

科目』は、９月の後期登録訂正期間での登録・削除を認めていません。前期の登録訂正期間までに登

録・削除を行ってください。 

・集中科目や個別に日程が決められている科目については、「個別日程表」で授業日程を確認できます。

個別日程表はポータルサイトで配信します。 

 

４) 前提科目の合否と履修制限 

・科目によっては、『Ａ科目の単位を修得済みでないとＢ科目を履修登録できない』というように、前

提科目の合否による履修制限があります。『履修の手引き』でよく確認してください。 

 

５) 履修登録上限 

・学年ごとに定められた単位数を超えて登録することはできません。 
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・入学前に他大学等で修得した単位で認定された単位、技能審査・検定等に合格した場合に認定する単

位および、大学コンソーシアム京都単位互換履修科目は、上限の対象外とします。 

 

６) 登録に関する質問 

・履修登録に関する質問は、問い合わせフォームから受け付けます。 

各種資料を読んでも分からない場合は、「履修登録に関する質問フォーム」から、申請してください。 

   下記の URL を入力するか、二次元コードを読み取ってください。 

   ○ URL（https://bit.ly/tourokuQ2021） 

     

 

〈履修登録に関する質問フォーム〉 

                  

 

 

 

5 各学科の注意事項 

１) 日本語日本文学科 

(１) 全回生共通 

・日本語日本文学科の必修科目は、すべてクラス指定科目です。再履修者もあらかじめクラスが指定

されています。履修登録時にクラスが指定されていない場合は、教務部まで申し出てください。 

・下表の科目は、クラス指定科目です。クラスが指定されていない場合は、教務委員の先生または、

教務部まで申し出てください。 

回生 コース 科目 

新 2 回生 

日本語日本文学 
基礎演習Ⅰ・Ⅱ 

言語文化総合演習Ⅴ～Ⅷ 

書道 
漢字古典研究Ⅰ・Ⅱ 

かな古典研究Ⅰ・Ⅱ 

新 3 回生 
日本語日本文学 日本語日本文学演習Ⅰ・Ⅱ 

書道 書法Ⅴ～Ⅷ 

新 4 回生 
日本語日本文学 日本語日本文学演習Ⅲ・Ⅳ 

書道 作品研究Ⅰ～Ⅳ 

 

(２) 新４回生 

・卒業に必要な単位の登録漏れがないか、十分に確認してください。 

・卒業回生で必修科目（日本語日本文学演習Ⅲ・Ⅳ、作品研究Ⅰ～Ⅳ、卒業研究等）のみの履修であ

っても、ポータルサイト上にて「登録」が必要です。画面上に最初から表示されている科目のみの

履修であっても、必ず自分で登録申請をクリックしてください。 

 

https://bit.ly/tourokuQ2021
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２) 歴史学科 

(１) 全回生共通 

・歴史学科の必修科目は、「歴史学入門講義」「日本史講読Ⅰ」・「同Ⅱ」および「世界史講読Ⅰ」・「同

Ⅱ」を除き、すべてクラス指定科目です。再履修者もあらかじめクラスが指定されています。履修

登録時にクラスが指定されていない場合は、教務部まで申し出てください。「歴史学入門講義」「日

本史講読Ⅰ」・「同Ⅱ」および「世界史講読Ⅰ」・「同Ⅱ」の再履修については、各自で登録してくだ

さい。 

・下表の科目は、新 2 回生以上のクラス指定科目です。クラスが指定されていない場合は学科の教務

委員の先生または教務部まで申し出てください。 

 

回生 コース 科目 

新 2 回生 
日本史コース 

日本史基礎ゼミⅠ・Ⅱ 

古文書学 AⅠ・AⅡ 

古文書学 BⅠ・BⅡ 

世界史コース 世界史基礎ゼミⅠ・Ⅱ 

新 3 回生 
日本史コース 日本史演習Ⅰ・Ⅱ 

世界史コース 世界史演習Ⅰ・Ⅱ 

新 4 回生 
日本史コース 日本史演習Ⅲ・Ⅳ 

世界史コース 世界史演習Ⅲ・Ⅳ 

 

(２) 新４回生 

・卒業に必要な単位の登録漏れがないか、十分に確認してください。 

・卒業回生で必修科目（日本史演習Ⅲ・Ⅳ、世界史演習Ⅲ・Ⅳ、卒業研究等）のみの履修であっても、

ポータルサイト上にて「申請」が必要です。画面上に最初から表示されている科目のみの履修であ

っても、必ず自分で登録申請をクリックしてください。 

 

３) 歴史遺産学科 

(１) 全回生共通 

・歴史遺産学科の必修科目は、すべてクラス指定科目です。再履修者もあらかじめクラスが指定され

ています。履修登録時にクラスが指定されていない場合は、教務部まで申し出てください。 

・以下の科目は、新 2 回生以上のクラス指定科目です。クラスが指定されていない場合は学科の教務

委員の先生または教務部まで申し出てください。 

回生 科目 

新 2 回生 
歴史遺産学基礎ゼミⅠ・Ⅱ 

歴史遺産学実習Ⅰ・Ⅱ 

新 3 回生 
歴史遺産学演習Ⅰ・Ⅱ 

歴史遺産学実習Ⅲ・Ⅳ 

新 4 回生 歴史遺産学演習Ⅲ・Ⅳ 

※３回生より<美術工芸史コース>、<歴史遺産コース>、<考古学コース>の 3 コースに分かれます。 

 

(２) 新４回生 

・卒業に必要な単位の登録漏れがないか、十分に確認してください。 

・卒業回生で必修科目（歴史遺産学演習Ⅲ・Ⅳ、卒業研究等）のみの履修であっても、ポータルサイ

ト上にて「申請」が必要です。画面上に最初から表示されている科目のみの履修であっても、必ず

自分で登録申請をクリックしてください。 
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６ 資格に関する注意事項 

１) 教職課程科目について（教員免許状取得希望者対象） 

(１)  教職課程の履修にあたり、【教職課程履修希望票】の提出が必要です。未提出者で履修を希望す

る場合もしくは提出者で教職課程を辞退する場合は、履修登録期間開始前または履修登録期間中に学

務第２課へ相談に来てください。 

 

(２) ３回生から、教職に関する科目に履修資格基準が設定されますので、『履修の手引き』で必ず確認

してください。基準を満たしていない場合、3 回生配当の以下の科目は履修できません。 

取得希望免許の教科教育法、教育実習Ⅱ（３回生配当）、生徒・進路指導 

 

(３) ３回生の履修登録時には以下の基準を必ず満たすようにしてください。 

2018 年度以前入学生の場合 

①「教育実習Ⅰ」、「教育実習Ⅱ（4 回生配当）」および、「教職実践演習」以外の教職に関する科目

のうち、必修科目および選択必修科目のすべてを 3 回生終了時までに修得済み、あるいは実習年

度に履修中であること。ただし、履修中科目は 2 単位までを上限とし、各教科教育法については

修得済みであること。 

②実習に必要な教科教育法をすべて修得済みであること。 

２０１９年度以降入学生の場合 

①4 回生配当以外の教育の基礎的理解に関する科目等のすべての科目を、3 回生終了時までに修得

済み、あるいは実習年度に履修中であること。ただし、履修中科目は 3 科目までを上限とする。 

②実習に必要な教科教育法をすべて修得済みであること。 

 

(４) 「教育実習Ⅱ」の授業実施日（事前事後指導日程）は「個別日程表」で確認すること。 

 

(５) 4 回生は履修の手引きを確認のうえ、取得希望の免許状に必要となる科目が本学基準どおりに登

録されているか、必ず確認すること。 

 

(６) 「教職・保育職教養講義」は教員採用試験対策および、卒業後に教員・講師として教壇に立つた

めの実践的な対策講座です。３・４回生で進路希望が教職の学生は必ず履修してください。中等教職

課程用、初等教職課程用、また回生によって開講クラスが異なるので、履修登録時に必ず確認をして

ください。 

【中等教職課程・３回生用】 

教職・保育職教養講義Ⅰ＜中等＞（前期） 

教職・保育職教養講義Ⅱ＜中等＞（後期） 

【中等教職課程・４回生用】 

教職・保育職教養講義Ⅲ＜中等＞（前期） 

教職・保育職教養講義Ⅳ＜中等＞（後期） 

※教職・保育職教養講義ⅠとⅡ、ⅢとⅣはセット履修が基本です。いすれも必ず履修してください。 

※介護等体験の申し込みやこれまでの教職ガイダンス欠席者など、履修に必要な諸手続きが不備の場

合は登録ができないことがあります。 

 

2) 司書課程科目について 

(１) 各回生は『履修の手引き』の<免許・資格>に記載の科目表を確認しながら登録してください。 

 

(２) 本資格科目を登録する際は、下表の科目を事前に履修済みであることが望ましいです。 
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未修得科目 履修済みであることが望ましい科目 

情報資源組織演習Ⅰ・Ⅱ 情報資源組織論 

情報サービス演習Ⅰ・Ⅱ 情報サービス論 

図書館施設論 
図書館概論 

図書館サービス概論 

図書館情報資源特論 児童サービス論 

 

(３) 「図書館実習」は、履修条件が設定されています。履修を希望する場合は、必ず『履修の手引き』

を確認してください。 

 

3) 博物館学芸員資格課程科目について 

(１) 各回生は『履修の手引き』の<免許・資格>に記載の科目表を確認しながら登録してください。 

 

(２) 以下の科目には履修条件がありますので、計画的に履修登録をしてください。 

科目名 履修条件 

博物館実習Ⅰ・Ⅱ 
2 回生終了時の累計 GPA が 2.3 以上（3 回生

時に履修する場合） 

博物館実習Ⅲ 
3 回生終了時までに「博物館実習Ⅲ」以外の全て

の課程必修科目を履修済み 

  ※低回生の配当科目は早期に履修してください。履修年を繰り延べることにより、時間割上、在学中

の資格取得が難しくなることがあります。 

 

4) 社会教育主事課程科目について 

(１) 各回生は『履修の手引き』の<免許・資格>に記載の科目表を確認しながら登録してください。 

 

(2) 2020 年度入学生より「社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令」が施行され教育課程が

変更となっています。2019 年度以前入学生については自分の入学年度の「履修の手引き」記載の養

成課程が適用されます。社会教育主事養成課程の取得を目指す場合には、卒業までに資格要件科目全

てを修得してください。 

なお、在学中の取得が難しい場合には個別にご相談ください。 

 

５) 学校図書館司書教諭課程科目について 

(１)司書教諭課程に関する科目は、２回生から履修できます。ただし、司書教諭課程履修者は、同時に 

教職課程履修者でなければなりません。(教育職員免許状を取得済の場合を除く)。 

 

(２)学校図書館司書教諭となる資格を得るためには、小学校、中学校および高等学校いずれかの教育職 

員免許状を取得し、本学の学校図書館司書教諭課程の必修５科目を修得することが必要です。 

 

(３)必修５科目を修得後、別途資格申請手続きが必要です。 

 

(４)教員採用試験において、受験する自治体によっては、学校図書館司書教諭の資格を取得済、あるい 

は取得見込みであることにより、加算を受けることができる場合があります。受験予定の自治体の募 

集要項を早期に確認し、学校図書館司書教諭課程の履修を検討してください。  
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【履修登録ＷＥＢ申請時チェックリスト】 

★履修登録申請時に、以下のことを必ずチェックしてください。 

 

□ 必修科目はすべて、最初から時間割表に登録が入っていた 

 ⇒万が一入っていない科目があれば、教務部へ連絡 

 

□ 再履修しなければならない科目を登録した 

 

□ 各科目の授業内容、成績評価の方法などをシラバスで確認した 

 

□ 集中・不定期講義日程科目の授業日を個別日程表で確認し、重複がないことを確認した 

 

□ 秋期集中科目は後期登録訂正期間の追加・削除ができないことを理解している 

 

□ 秋期集中科目の成績は後期科目と同じ日程で通知されることを理解している 

 

□ 登録したい科目をすべて選択した状態で右上にある【最終確認へ】ボタンを押して、 

さらに【見込判定へ】ボタンを押して、【提出】ボタンを押した 

 

□ 【提出】後、改めて『時間割 → 学生時間割表』画面に入り、登録する科目がすべて時間割表に 

入っていることを確認した 
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2021年度 履修登録注意事項 
国際英語学部 新 2～4回生対象版 

★ 『履修登録』とは 

各年度当初の定められた時に、その年度に履修しようとする科目をすべて登録するものです。「指

定された期間に登録・訂正・確認ができなかった」など、登録事項に間違いがあった場合、本人がその

責を負います。また、登録していない科目の履修はできません。 

『履修の手引き』の<第 3 章 履修登録>のページをはじめ、必要事項をしっかり読んでから、履修

登録の作業に臨んでください。 

 

★ 履修登録に必要なもの 

・履修登録注意事項（本紙） 

・履修の手引き（2018 年度生までは冊子版、2019 年度生以降は大学ウェブサイト版） 

・シラバス（ポータルサイト＞タブ「シラバス照会」） 

・時間割（※「曜日別時間割表」と「個別日程」をポータルサイトに掲載します。） 

・履修登録動画マニュアル（履修の手引き 「第3 章 履修登録」からアクセス） 

・2020 年度成績通知書（後期の成績が反映されたもの） 

・履修ガイダンス等での配布資料 

◆2021 年度からポータルサイトが「Campusmate」から「UNIVERSAL PASSPORT」に新し

くなります。ついては、2021 年度履修登録から使用します。操作マニュアル等の詳細については、

3 月 4 日までに現ポータルサイト（Campusmate）にて配信します。 

 

1 履修登録関連スケジュール 

日程 内容 

2 月 5 日 『シラバス』『時間割』ＷＥＢ公開 

3 月 1 日 ２０20 年度後期成績通知 

3 月 5 日 9:00 ～ 9 日 13:00 事前抽選科目登録期間 

3 月 12 日 事前抽選結果ポータルサイト配信 

3 月 15 日 9：00～18 日 13：00 履修登録期間（文・国際英語・発達教育学部） 

3 月 16 日 9：00～19 日 13：00 履修登録期間（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ・看護・健康科学部） 

3 月 24 日 抽選結果ポータルサイト配信 

4 月 8 日 授業開始 

4 月 8 日 9:00 ～ 14 日 13:00 履修登録訂正期間 

4 月 19 日 抽選結果ポータルサイト配信 

4 月 22 日 ～ 26 日 学生時間割表確認期間 

9 月 13 日 ～ 27 日 後期履修登録訂正期間 

10 月 2 日 ～ 8 日 学生時間割表確認期間 
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２ スケジュールに関する注意事項 

１) 履修登録全般に関して 

・ポータルサイトにある「履修登録マニュアル」を必ず確認してから、履修登録を行ってください。 

・クラスアドバイザーや各学科教務委員、教務部職員の指導も参考にしてください。 

 

２) 事前抽選科目登録期間 

・申請者多数のため抽選が予測される授業について、履修登録期間に先立って履修登録の申請を受け付

けます。履修を希望する授業が事前抽選対象の科目である場合は、定められた期間に申請してくださ

い。なお、事前抽選で当選した授業の登録を削除（辞退）することはできません。また、事前抽選に

漏れた場合は登録ができません。 

 

３) 履修登録期間 

・後期科目についても、前期の事前抽選科目登録期間および履修登録期間に一括して登録しなければい

けません。後期の科目を後期履修登録訂正期間に登録しようとしても、定員到達や抽選のため、登録

できないことがあります。年間をとおした履修計画をしっかり立てるようにしましょう。 

 

４) 登録訂正期間 

・後期の履修登録訂正期間では、通年科目・秋期集中科目の追加・削除はできません。また、定員到達

や抽選のため、登録できないことがあります。 

・定員に達した科目や、履修者数が極めて多い科目の追加登録はできません。なお、対象科目はその都

度お知らせをします。 

・期間中に訂正した内容は、『学生時間割表』およびポータルサイトに反映されますが、抽選対象とな

る科目もあり、最終確定版ではありませんので注意してください。 

 

５) 抽選結果ポータルサイト配信・掲示 

・抽選後、ポータルサイトまたは『学生時間割表』を必ず確認してください。 

・ここで表示される教室は仮配置です。授業開始前に最新の『学生時間割表』で確認してください。 

・先の事前抽選科目登録期間において、申請者が定員に満たなかった授業は、追加登録を受け付けるこ

とがあります。申請者が履修登録期間に定員を超えた場合は、追加登録者を対象に改めて抽選を行い

ます。 

 

６) 授業の教室について 

・ポータルサイトや『学生時間割表』で、各科目の教室を再確認してください。登録期間中に設定され

ていた教室から変更になっていることがあります。 

 

７) 学生時間割表確認期間 

・自身がどのような科目を登録したかを確認するための期間です。この期間を経て、履修登録内容が確

定します。確認は『学生時間割表』または、ポータルサイトでおこないます。 

・登録データ処理の中で万が一のデータ欠落等がないかを、確認してください。万が一気づいた点など

がありましたら、必ず期間内に教務部までお知らせください。 

・履修登録期間に登録した内容は、ポータルサイトおよび『学生時間割表』に随時反映されますが、抽

選対象となる科目もあり、最終確定版ではありません。ご注意ください。 
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３ 履修登録上における科目の種類と説明 

１) 随意科目 

主に他学科・他コースの開設科目や資格課程の科目です。卒業要件単位には数えません。 

 

２) 履修指定科目 

必修科目ではありませんが、所属学科の方針や将来のキャリアデザインのために履修が強く推奨され、

あらかじめ登録されている科目です。原則として削除することはできません。 

 

３) クラス指定科目 

必修科目や履修指定科目などであらかじめクラスが指定されている場合は、原則的にクラスの変更は

できません。 

 

４) 抽選実施科目 

科目によっては定員を設定しており、その場合はシラバスに定員数を記載しています。登録申請者が

定員を超えた場合は教務部で抽選を行い、履修者を決定します。抽選にもれた場合は登録が削除されま

すので、必要に応じて履修登録訂正期間に訂正を行ってください。また、当選した科目の登録を削除（辞

退）することはできません。 

 

５) 定員到達科目 

定員に到達した科目は、訂正期間中にその科目を追加で登録することができません。教務部からの連

絡をよく確認するようにしてください。 

 

4 注意事項 

１) 重複履修 

・すでに単位を修得済みの科目を、もう一度登録することはできません。 

・集中講義を複数登録する際は、授業日程に重複がないか、自身でよく確認を行ってください。 

・教務部での日程重複のチェックは行いません。重複する科目の履修登録を行った場合、一方の科目に

出席できなくなり、単位を修得できません。 

 

２) 他学部・他学科科目の履修 

・資格取得などの関係により、所属する学部以外の科目を、随意科目(要卒単位以外)として履修できる

ことがあります。希望する場合は、履修登録期間中に教務部へ申し出てください。 

 

３) 秋期集中科目、通年集中科目の登録・削除 

・８月下旬～９月中旬の間に行われる『秋期集中科目』と、前後期通して不定期に行われる『通年集中

科目』は、９月の後期登録訂正期間での登録・削除を認めていません。前期の登録訂正期間までに登

録・削除を行ってください。 

・集中科目や個別に日程が決められている科目については、「個別日程表」で授業日程を確認できます。

個別日程表はポータルサイトで配信します。 

 

４) 前提科目の合否と履修制限 

・科目によっては、『Ａ科目の単位を修得済みでないとＢ科目を履修登録できない』というように、前

提科目の合否による履修制限があります。『履修の手引き』でよく確認してください。 

 

５) 履修登録上限 

・学年ごとに定められた単位数を超えて登録することはできません。 
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・入学前に他大学等で修得した単位で認定された単位、技能審査・検定等に合格した場合に認定する単

位および、大学コンソーシアム京都単位互換履修科目は、上限の対象外とします。 

 

６) 登録に関する質問 

・履修登録に関する質問は、問い合わせフォームから受け付けます。 

各種資料を読んでも分からない場合は、「履修登録に関する質問フォーム」から、申請してください。 

   下記の URL を入力するか、二次元コードを読み取ってください。 

   ○ URL（https://bit.ly/tourokuQ2021） 

     

 

〈履修登録に関する質問フォーム〉 

                  

 

 

5 国際英語学科生の注意事項 

１) 学科必修科目の履修について＜全回生共通＞ 

学科の必修科目はすべてクラス指定されており、変更はできません。再履修者も指定されたクラ 

    スを履修してください。クラス指定がされていない場合は、必ず総合教育課へ申し出てください。 

 

２) 新２回生 

(１) クラス指定科目について 

前期の必修科目のうち、以下の科目はあらかじめ履修登録画面に登録されています。自身のクラ

スを確認してください。クラスの変更はできません。 

 留学プログラム演習 

 Career English Ⅲ 

 EAP Ⅲ 

 

(２) 「留学プログラム演習」について 

・ 行先希望調査により、あらかじめ登録されます。時間割は、全クラス火曜 2 限です。履修登録開

始時には全員<A>クラスに登録されていますが、実際の履修クラスが決まり次第、大学側で登録し

直します。 

 

(３) 2 回生後期科目について 

・ 前期の履修登録の際、2 回生後期開講科目の履修登録はできません。また、秋期集中など集中講

義の登録もできません。 

夏期集中講義は、派遣大学によっては出発と重なる可能性もありますので、履修をお勧めしませ

ん。 

・ 前期の履修登録上限単位は、30 単位（年間 48-留学の単位認定 18＝30）に設定されています。 

https://bit.ly/tourokuQ2021
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(４) SAP の認定科目について 

・ 留学先で習得した科目は、カリキュラム記載の科目として、2 回生後期分は 16 単位（学修内容

により最大 18 単位）を認定します。 対象科目は以下のとおりです。 

Language Studies A 2 単位 海外フィールドワーク A 2 単位 

Language Studies B 2 単位 海外フィールドワーク B 2 単位 

Area Studies A 2 単位 English for Business A 2 単位 

Area Studies B 2 単位 English for Business B 2 単位 

  

(５) 再履修科目の登録について 

・ 「基礎・教養・キャリア教育科目群」の「地域課題研究」「時事問題研究」と、「専門科目教育科

目群」の必修科目が“再履修”の学生は、大学側で事前に登録しています。 

※2 回生必修科目と時間割が重複する場合は、必ず総合教育課に申し出てください。 

・ 「基礎教育・教養教育科目群」の「情報処理演習Ⅰ・Ⅱ」「教養入門」「日本語表現Ⅰ・Ⅱ」「キャ

リアデザイン入門」は、該当ページをよく読み、各自で登録してください。ただし、新入生の履

修者数により、履修できない時間帯もあります。 

 

３) 新３回生 

(１) 全員 

・ 「English WorkshopⅠ（後期）」は必修科目です。GTEC 等のスコアにより、4 クラスに配置さ

れます。全員、授業が入る可能性がある全ての枠に仮登録されています。後期開始前に、大学側

で実際のクラスに登録し直しますので、後期訂正期間に、空いた枠に自由に選択科目を登録でき

ます。英語試験のスコアにより、成績評価をします。シラバスも必ず確認しておいてください。 

・ 「専門演習Ⅰ（後期）」はクラス名称を<仮>で登録していますが、全クラス、木曜 3 限です。 

ゼミの申し込みは指示に従って行ってください。後期開始前に、大学側で実際のクラスに登録を

し直します。なお、別途配信するラーニングコース毎の履修内容を参考に、その他の履修登録を

してください。 

・ J-SHINE について：自由科目  

     京都橘大学は小学校英語指導者認定協議会（略称：J-SHINE）からの認定を受けているため、 

本学の開講する科目を修得することで「指導者養成講座」終了したことが認められます。 

     開講科目（すべて必修）および履修順序については、下記のとおりです。ただし、要卒単位には 

     含まれませんので、注意してください。また、各自で登録は出来ませんので、学務第 2 課に履修 

希望を申し出てください。 

      

 

 

 

 

 

 

    ※上記は、当初留学を想定したカリキュラムであったため、履修順序が他学科とは異なっています。 

     今回、留学が取りやめになったため、3 回生前期から順に履修が可能ですが、下記「Advanced  

English Communication」の授業とバッティングした場合は、「Advanced English  

Communication」を履修し、後期の児童英語教材研究から履修をしてください。その場合は、 

後期の履修登録訂正期間に学務第 2 課に申し出てください。 

 

 

科目名 単位 配当回生 開講期 

英語教育論  2  2～ 前期 

児童英語教育研究  2  3～ 前期  ※履修順序② 

児童英語教材研究  2  3～ 後期  ※履修順序① 

児童英語指導演習Ⅰ  2  4 前期  ※履修順序② 

児童英語指導演習Ⅱ  2  4 後期  ※履修順序③ 



6 

 

(2) 3 回生の履修登録について 

・ 通常、3 回生の登録可能単位数は前期と後期を通算して 48 単位ですが、春休み中のオンライン

学修によって①～④の8 単位が認定されますので、登録可能単位数は40 単位となります。また、

3回生前期に開講される⑤～⑧の8単位に加え、「専門演習Ⅰ(後期)」(2単位)、「English Workshop

Ⅰ」(2 単位)は大学側で登録を行います。残り 28 単位は各自で選択し、登録してください。 

① English Communication A 2 単位 ⑤Advanced English Communication A 2 単位 

② English Communication B 2 単位 ⑥Advanced English Communication B 2 単位 

③ Cultural Studies A 2 単位 ⑦Advanced English Communication C 2 単位 

④ Cultural Studies B 2 単位 ⑧Advanced English Communication D 2 単位 

・ 秋期集中科目の登録は前期の履修登録期間中に行ってください。※秋期集中は 8 月～9 月を指し

ます。後期が始まる前に学習を再開することを推奨しますので、個別日程を必ず確認し、積極的

に履修をしましょう。  

なお、秋期集中科目は「英語圏文学 B」「英語圏文学論 B」「国際協力論」の 3 科目です。 

 

(3) 再履修科目の登録について 

・ 学科の専門科目および、「基礎教育・教養教育科目群」の「地域課題研究」「時事問題研究」は、

大学側で事前に登録をしています。必ず履修してください。３回生必修科目と時間割が重複する

場合は、総合教育課に申し出てください。 

・ 「基礎教育・教養教育科目群」の「情報処理演習Ⅰ・Ⅱ」「教養入門」「日本語表現Ⅰ・Ⅱ」「キ

ャリアデザイン入門」は該当ページをよく読み各自で登録してください（基礎・教養・キャリア

科目の履修登録注意事項参照）。ただし、1・2 回生の履修者数により履修できない時間帯もあり

ます。 

・  

４) 新４回生 

(１) 卒業に必要な科目の登録漏れがないか、十分に確認してください。要卒合計単位数だけでなく、

各分野の必要単位数が満たされているかどうかも確認が必要です。なるべく、後期は「専門演習Ⅲ」

の履修と卒業研究のみで済むよう、計画的に履修を進めて下さい。 

 

(２) 希望する資格取得に必要な科目の登録漏れがないか、各自の責任で確認してください。（「成績通

知書」右下にある「免許・資格等判定」欄で、判定が「×」になっている場合、また、取得予定の資

格名が表示されていない場合などは、必要な科目が登録漏れとなっている可能性があります）。 

 

(３) 卒業回生の必修科目（English WorkshopⅡ、専門演習Ⅱ、卒業研究）が、Web 登録画面上に最

初からすべて表示されている場合であっても、自分で登録申請をクリックしないと登録が完了しませ

ん。必ず「登録」の操作をしてください。 

 

(４)  English WorkshopⅡについて 

・ 必修科目です。3 回生後期のスコアによりクラス指定がされています。クラス変更は不可です。 

・ TOEIC スコアによる単位認定を希望する学生は、10/21 にポータルサイトにて案内した資料に

従って、前期の訂正期間最終日までに必ず総合教育課で単位認定申請書を記入・提出してくださ

い。 

 

(５) 再履修科目の登録について 

・ 学科の専門科目および、「基礎教育・教養教育科目群」の「地域課題研究」「時事問題研究」は、

大学側で事前に登録をしています。必ず履修してください。4 回生必修科目と時間割が重複する

場合は、総合教育課に申し出てください。 



7 

 

・ 「基礎教育・教養教育科目群」の「情報処理演習Ⅰ・Ⅱ」「教養入門」「日本語表現Ⅰ・Ⅱ」「キ

ャリアデザイン入門」は各自で登録してください（基礎・教養・キャリア科目の履修登録注意事

項参照）。ただし、1・2 回生の履修者数により履修できない時間帯もあります。 

 

６ 資格に関する注意事項 

１) 教職課程科目について（教員免許状取得希望者対象） 

(１)  教職課程の履修にあたり、【教職課程履修希望票】の提出が必要です。未提出者で履修を希望す

る場合もしくは提出者で教職課程を辞退する場合は、履修登録期間開始前または履修登録期間中に学

務第２課へ相談に来てください。 

 

(２) ３回生から教職に関する科目に履修資格基準が設定されますので、『履修の手引き』で必ず確認し

てください。基準を満たしていない場合、3 回生配当の下記科目は履修できません。 

英語科教育法Ⅰ～Ⅳ、教育実習Ⅱ（３回生配当）、生徒・進路指導 

 

(３)  ３回生の履修登録時には以下の基準を必ず満たすようにしてください。 

2018 年度以前入学生の場合 

①「教育実習Ⅰ」、「教育実習Ⅱ（4 回生配当）」および、「教職実践演習」以外の教職に関する科目

のうち、必修科目および選択必修科目のすべてを 3 回生終了時までに修得済み、あるいは実習年

度に履修中であること。ただし、履修中科目は 2 単位までを上限とし、各教科教育法については

修得済みであること。 

②実習に必要な教科教育法をすべて修得済みであること。 

 

２０１９年度以降入学生の場合 

①4 回生配当以外の教育の基礎的理解に関する科目等のすべての科目を、3 回生終了時までに修得

済み、あるいは実習年度に履修中であること。ただし、履修中科目は 3 科目までを上限とする。 

②実習に必要な教科教育法をすべて修得済みであること。 

 

(４) 「教育実習Ⅱ」の授業実施日（事前事後指導日程）は「個別日程表」で確認すること。 

 

(５) 4 回生は履修の手引きを確認のうえ、取得希望の免許状に必要となる科目が本学基準どおりに登

録されているか、必ず確認すること。 

 

(６) 「教職・保育職教養講義」は教員採用試験対策および、卒業後に教員・講師として教壇に立つた

めの実践的な対策講座です。３・４回生で進路希望が教職の学生は必ず履修してください。中等教職

課程用、初等教職課程用、また回生によって開講クラスが異なるので、履修登録時に必ず確認をして

ください。 

【中等教職課程・３回生用】 

教職・保育職教養講義Ⅰ＜中等＞（前期） 

教職・保育職教養講義Ⅱ＜中等＞（後期） 

【中等教職課程・４回生用】 

教職・保育職教養講義Ⅲ＜中等＞（前期） 

教職・保育職教養講義Ⅳ＜中等＞（後期） 

※教職・保育職教養講義ⅠとⅡ、ⅢとⅣはセット履修が基本です。いすれも必ず履修してください。 

※介護等体験の申し込みやこれまでの教職ガイダンス欠席者など、履修に必要な諸手続きが不備の場

合は登録ができないことがあります。 
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2) 司書課程科目について ※留学のため、在学４年間のうちに取得することが難しい場合があります。 

(１) 各回生は『履修の手引き』の<免許・資格>に記載の科目表を確認しながら登録してください。 

 

(２) 本資格科目を登録する際は、下表の科目を事前に履修済みであることが望ましいです。 

未修得科目 履修済みであることが望ましい科目 

情報資源組織演習Ⅰ・Ⅱ 情報資源組織論 

情報サービス演習Ⅰ・Ⅱ 情報サービス論 

図書館施設論 
図書館概論 

図書館サービス概論 

図書館情報資源特論 児童サービス論 

 

(３) 「図書館実習」は、履修条件が設定されています。履修を希望する場合は、必ず『履修の手引き』

を確認してください。 

 

4) 学校図書館司書教諭課程科目について 

(１)司書教諭課程に関する科目は、２回生から履修できます。ただし、司書教諭課程履修者は、同時に 

教職課程履修者でなければなりません。(教育職員免許状を取得済の場合を除く)。 

 

(２)学校図書館司書教諭となる資格を得るためには、小学校、中学校および高等学校いずれかの教育職 

員免許状を取得し、本学の学校図書館司書教諭課程の必修５科目を修得することが必要です。 

 

(３)必修５科目を修得後、別途資格申請手続きが必要です。 

 

(４)教員採用試験において、受験する自治体によっては、学校図書館司書教諭の資格を取得済、あるい 

は取得見込みであることにより、加算を受けることができる場合があります。受験予定の自治体の募 

集要項を早期に確認し、学校図書館司書教諭課程の履修を検討してください。 

 

【履修登録ＷＥＢ申請時チェックリスト】 

★履修登録申請時に、以下のことを必ずチェックしてください。 

 

□ 必修科目はすべて、最初から時間割表に登録が入っていた 

 ⇒万が一入っていない科目があれば、教務部へ連絡 

□ 再履修しなければならない科目を登録した 

□ 各科目の授業内容、成績評価の方法などをシラバスで確認した 

□ 集中・不定期講義日程科目の授業日を個別日程表で確認し、重複がないことを確認した 

□ 秋期集中科目は後期登録訂正期間の追加・削除ができないことを理解している 

□ 秋期集中科目の成績は後期科目と同じ日程で通知されることを理解している 

□ 登録したい科目をすべて選択した状態で右上にある【最終確認へ】ボタンを押して、 

さらに【見込判定へ】ボタンを押して、【提出】ボタンを押した 

□ 【提出】後、改めて『時間割 → 学生時間割表』画面に入り、登録する科目がすべて時間割表に 

入っていることを確認した 
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2021年度 履修登録注意事項 
発達教育学部 新 2～4回生対象版 

★ 『履修登録』とは 

各年度当初の定められた時に、その年度に履修しようとする科目をすべて登録するものです。「指

定された期間に登録・訂正・確認ができなかった」など、登録事項に間違いがあった場合、本人がその

責を負います。また、登録していない科目の履修はできません。 

『履修の手引き』の<第 3 章 履修登録>のページをはじめ、必要事項をしっかり読んでから、履修

登録の作業に臨んでください。 

 

★ 履修登録に必要なもの 

・履修登録注意事項（本紙） 

・履修の手引き（2018 年度生までは冊子版、2019 年度生以降は大学ウェブサイト版） 

・シラバス（ポータルサイト＞タブ「シラバス照会」） 

・時間割（※「曜日別時間割表」と「個別日程」をポータルサイトに掲載します。） 

・履修登録動画マニュアル（履修の手引き 「第3 章 履修登録」からアクセス） 

・2020 年度成績通知書（後期の成績が反映されたもの） 

・履修ガイダンス等での配布資料 

◆2021 年度からポータルサイトが「Campusmate」から「UNIVERSAL PASSPORT」に新し

くなります。ついては、2021 年度履修登録から使用します。操作マニュアル等の詳細については、

3 月 4 日までに現ポータルサイト（Campusmate）にて配信します。 

 

1 履修登録関連スケジュール 

日程 内容 

2 月 5 日 『シラバス』『時間割』ＷＥＢ公開 

3 月 1 日 ２０20 年度後期成績通知 

3 月 5 日 9:00 ～ 9 日 13:00 事前抽選科目登録期間 

3 月 12 日 事前抽選結果ポータルサイト配信 

3 月 15 日 9：00～18 日 13：00 履修登録期間（文・国際英語・発達教育学部） 

3 月 16 日 9：00～19 日 13：00 履修登録期間（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ・看護・健康科学部） 

3 月 24 日 抽選結果ポータルサイト配信 

4 月 8 日 授業開始 

4 月 8 日 9:00 ～ 14 日 13:00 履修登録訂正期間 

4 月 19 日 抽選結果ポータルサイト配信 

4 月 22 日 ～ 26 日 学生時間割表確認期間 

9 月 13 日 ～ 27 日 後期履修登録訂正期間 

10 月 2 日 ～ 8 日 学生時間割表確認期間 
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２ スケジュールに関する注意事項 

１) 履修登録全般に関して 

・ポータルサイトにある「履修登録マニュアル」を必ず確認してから、履修登録を行ってください。 

・クラスアドバイザーや各学科教務委員、教務部職員の指導も参考にしてください。 

 

２) 事前抽選科目登録期間 

・申請者多数のため抽選が予測される授業について、履修登録期間に先立って履修登録の申請を受け付

けます。履修を希望する授業が事前抽選対象の科目である場合は、定められた期間に申請してくださ

い。なお、事前抽選で当選した授業の登録を削除（辞退）することはできません。また、事前抽選に

漏れた場合は登録ができません。 

 

３) 履修登録期間 

・後期科目についても、前期の事前抽選科目登録期間および履修登録期間に一括して登録しなければい

けません。後期の科目を後期履修登録訂正期間に登録しようとしても、定員到達や抽選のため、登録

できないことがあります。年間をとおした履修計画をしっかり立てるようにしましょう。 

 

４) 登録訂正期間 

・後期の履修登録訂正期間では、通年科目・秋期集中科目の追加・削除はできません。また、定員到達

や抽選のため、登録できないことがあります。 

・定員に達した科目や、履修者数が極めて多い科目の追加登録はできません。なお、対象科目はその都

度お知らせをします。 

・期間中に訂正した内容は、『学生時間割表』およびポータルサイトに反映されますが、抽選対象とな

る科目もあり、最終確定版ではありませんので注意してください。 

 

５) 抽選結果ポータルサイト配信・掲示 

・抽選後、ポータルサイトまたは『学生時間割表』を必ず確認してください。 

・ここで表示される教室は仮配置です。授業開始前に最新の『学生時間割表』で確認してください。 

・先の事前抽選科目登録期間において、申請者が定員に満たなかった授業は、追加登録を受け付けるこ

とがあります。申請者が履修登録期間に定員を超えた場合は、追加登録者を対象に改めて抽選を行い

ます。 

 

６) 授業の教室について 

・ポータルサイトや『学生時間割表』で、各科目の教室を再確認してください。登録期間中に設定され

ていた教室から変更になっていることがあります。 

 

７) 学生時間割表確認期間 

・自身がどのような科目を登録したかを確認するための期間です。この期間を経て、履修登録内容が確

定します。確認は『学生時間割表』または、ポータルサイトでおこないます。 

・登録データ処理の中で万が一のデータ欠落等がないかを、確認してください。万が一気づいた点など

がありましたら、必ず期間内に教務部までお知らせください。 

・履修登録期間に登録した内容は、ポータルサイトおよび『学生時間割表』に随時反映されますが、抽

選対象となる科目もあり、最終確定版ではありません。ご注意ください。 
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３ 履修登録上における科目の種類と説明 

１) 随意科目 

主に他学科・他コースの開設科目や資格課程の科目です。卒業要件単位には数えません。 

 

２) 履修指定科目 

必修科目ではありませんが、所属学科の方針や将来のキャリアデザインのために履修が強く推奨され、

あらかじめ登録されている科目です。原則として削除することはできません。 

 

３) クラス指定科目 

必修科目や履修指定科目などであらかじめクラスが指定されている場合は、原則的にクラスの変更は

できません。 

 

４) 抽選実施科目 

科目によっては定員を設定しており、その場合はシラバスに定員数を記載しています。登録申請者が

定員を超えた場合は教務部で抽選を行い、履修者を決定します。抽選にもれた場合は登録が削除されま

すので、必要に応じて履修登録訂正期間に訂正を行ってください。また、当選した科目の登録を削除（辞

退）することはできません。 

 

５) 定員到達科目 

定員に到達した科目は、訂正期間中にその科目を追加で登録することができません。教務部からの連

絡をよく確認するようにしてください。 

 

4 注意事項 

１) 重複履修 

・すでに単位を修得済みの科目を、もう一度登録することはできません。 

・集中講義を複数登録する際は、授業日程に重複がないか、自身でよく確認を行ってください。 

・教務部での日程重複のチェックは行いません。重複する科目の履修登録を行った場合、一方の科目に

出席できなくなり、単位を修得できません。 

 

２) 他学部・他学科科目の履修 

・資格取得などの関係により、所属する学部以外の科目を、随意科目(要卒単位以外)として履修できる

ことがあります。希望する場合は、履修登録期間中に教務部へ申し出てください。 

 

３) 秋期集中科目、通年集中科目の登録・削除 

・８月下旬～９月中旬の間に行われる『秋期集中科目』と、前後期通して不定期に行われる『通年集中

科目』は、９月の後期登録訂正期間での登録・削除を認めていません。前期の登録訂正期間までに登

録・削除を行ってください。 

・集中科目や個別に日程が決められている科目については、「個別日程表」で授業日程を確認できます。

個別日程表はポータルサイトで配信します。 

 

４) 前提科目の合否と履修制限 

・科目によっては、『Ａ科目の単位を修得済みでないとＢ科目を履修登録できない』というように、前

提科目の合否による履修制限があります。『履修の手引き』でよく確認してください。 

 

５) 履修登録上限 

・学年ごとに定められた単位数を超えて登録することはできません。 



4 

 

・入学前に他大学等で修得した単位で認定された単位、技能審査・検定等に合格した場合に認定する単

位および、大学コンソーシアム京都単位互換履修科目は、上限の対象外とします。 

 

６) 登録に関する質問 

・履修登録に関する質問は、問い合わせフォームから受け付けます。 

各種資料を読んでも分からない場合は、「履修登録に関する質問フォーム」から、申請してください。 

   下記の URL を入力するか、二次元コードを読み取ってください。 

   ○ URL（https://bit.ly/tourokuQ2021） 

     

 

〈履修登録に関する質問フォーム〉 

                  

 

 

5 児童教育学科の注意事項 

１) 全回生共通 

(１) 学科必修科目の履修について 

学科の必修科目や履修指定科目は、すべてクラス指定されています。変更はできません。再履修者も

指定されたクラスを履修してください。クラス指定がなされていない場合や、再履修科目の関係で不

都合がある場合は、学務第２課まで申し出てください。 

 

(２) (初等）表記の科目について 

以下の科目は、中等教職課程（中学・高校免許）と同名の科目を履修しないように注意してください 

=児童教育学科の学生は、科目名の後に「（初等）」と表記のある科目を履修してください。 

 

(初等）表記の

科目 

「教育課程論」、「道徳教育の理論と方法」、「特別活動論」、「教育方法論」、 

「生徒・進路指導」、「教育相談」、「教育制度論」 

※2019 年度・2020 年度生「特別支援教育論」、「総合的な学習の時間の指導法」 

※1 回生配当 

「教育原論」、「教職入門」、「教育心理学」 

 

２) 新２回生 

(１) 児童教育コース 

・「音楽演習Ⅱ」は履修指定科目です。「（児 a）」または「（児 b）」に、それぞれクラス分けされてい

ます。 

・【教養・キャリア教育科目群】の選択必修科目のうち、「数学演習Ⅰ」「数学演習Ⅱ」は履修指定科目

のため、あらかじめ登録されています。 

https://bit.ly/tourokuQ2021
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(２) 幼児教育コース 

・「保育実習指導Ⅰ－１・Ⅱ」は後期に開講しますが、４月の履修登録時は、全員「ａ」クラスに仮で

登録されています。クラス決定後に、学務第２課で実際のクラスに登録変更を行います。 

・「音楽演習Ⅱ」は、履修指定科目です。「幼 A～幼C」の 3 つにそれぞれクラス分けされます。 

・【教養・キャリア教育科目群】の選択必修科目のうち、「キャリア開発講座Ⅲ」「キャリア開発講座Ⅳ」

は履修指定科目のため、あらかじめ登録されています。初回授業でクラス分けテストがありますの

で、全員仮クラ 

 

３) 新３回生 

(１) 【児童教育コース】・【幼児教育コース】共通 

・資格取得に必要な科目は、指定された回生で履修し、登録漏れがないよう十分に注意してください。

所定の科目が未履修の場合は、実習に行けないことがあります。詳細は、『履修の手引き』で確認し

てください。 

・「音楽演習Ⅲ」の履修を希望する学生は、3 月の登録期間に必ず登録してください。3 月の履修登

録期間終了後、履修希望人数が定員（50 人）よりも多かった場合は、抽選を実施します。 

 

(２) 児童教育コース 

・「教職・保育職教養講義」は、教員採用試験に向けた実践的な授業講座です。次年度に採用試験を受

験予定の学生は必ず履修してください。 

◆「教職・保育職教養講義Ⅰ＜初等＞」（前期） 

◆「教職・保育職教養講義Ⅱ＜初等＞」（後期） 

※登録時に同科目名の中等用がありますので注意してください。必ず「＜初等＞」と記載のある方

を登録してください。 

※教職・保育職教養講義ⅠとⅡのセット履修が基本であり、原則、片方のみの履修はできません。 

 

(３) 幼児教育コース 

・「教職・保育職教養講義Ⅰ＜幼＞」は履修指定科目のため、あらかじめ登録されています。 

前期は、「保育実習指導」の事前指導・事後指導および、「保育実習Ⅰ-２」の実習期間を除く金曜２

講時に開講します。（実習期間は学生により異なります。） 

後期は、「教育実習」の事前指導・事後指導および、「教育実習」の期間以外の金曜２講時に開講し

ます。詳細は、「保育実習指導Ⅰ-２」の初回授業日に説明します。 

・「子どもの保健Ⅱ」、「保育の心理学」は、１単位の科目ですが１５回の授業がおこなわれます。 

・「小学校１種」の教員免許状取得を希望する場合は、事前に学務第２課まで申し出てください。申し

出がない場合、必要科目の登録が各自ではできません。 

 

４) 新４回生 

(１) 【児童教育コース】・【幼児教育コース】共通 

・卒業に必要な科目の登録漏れがないか、必ず確認をしてください。 

・希望する資格取得に必要な科目の登録漏れがないか、各自の責任で確認してください。（「成績通知

書」右下にある「免許・資格等判定」欄で、判定が「×」になっている場合、また、取得予定の資

格名が表示されていない場合などは、必要な科目が登録漏れの可能性があります）。 

・必修科目（教育演習Ⅲ・Ⅳ、卒業研究等）のみを残し、Web 登録画面上に最初から科目が表示され

ている場合であっても、自分で登録申請をクリックしないと登録が完了しません。必ず「登録」の

操作をしてください。 

・「教養・キャリア科目群」を残している場合は、ギリギリではなく少し多めに登録をし、なるべく前

期のうちに卒業見込みが立つようにしましょう。 
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(２) 児童教育コース 

・教員採用試験対策および、４月から教員・講師として教壇に立つための準備として、「教職・保育職

教養講義Ⅲ・Ⅳ」を開講します。教職に就く予定の学生は、必ず登録をしてください。 

◆「教職・保育職教養講義Ⅲ＜初等＞」（前期） 

◆「教職・保育職教養講義Ⅳ＜初等＞」（後期） 

※登録時に同科目名の中等用がありますので注意してください。必ず「＜初等＞」と記載のある方

を登録してください。 

※教職・保育職教養講義ⅢとⅣのセット履修が基本です。いずれも必ず履修してください。 

 

６ 資格に関する注意事項 

１) 保育士課程科目について 

(１)保育士資格の申請のために以下４回の実習に参加します。 

①「保育実習Ⅰ-1」（２回生後期） 

②「保育実習Ⅰ－２」（３回生前期） 

③「保育実習Ⅱ」もしくは「保育実習Ⅲ」（３回生 9 月） 

④「教育実習（幼稚園）」（３回生後期） 

 

(２)各実習に参加するには、以下の条件を満たす必要があります。 

２０１８年度以前入学生の場合 

・「保育実習Ⅰ－１」「保育実習Ⅰ－２」の履修条件 

以下の６科目のうち、原則として４科目以上を修得済みであること。 

 「社会福祉」「保育原理」「教職入門」「教育原論」「発達心理学」「こどもの保健Ⅰ－１」 

※太字の科目は、時間割で科目名の後ろに（初等）と表記されている科目を履修すること。 

・「保育実習Ⅱ」「保育実習Ⅲ」の履修条件 

以下の①・②の要件を満たすこと。 

    ①「保育実習Ⅰ－１」「保育実習Ⅰ－２」および「保育実習指導Ⅰ－１」「保育実習指導Ⅰ－２」 

を原則として履修済みであること。 

     ②以下の 15 科目のうち、原則として８科目以上を修得済みであること。 

      「保育の心理学」「相談援助」「保育相談支援」「児童家庭福祉」「社会的養護」「障害児保育」「こ 

どもの保健Ⅰ－２」「こどもの保健Ⅱ」「こどもの食と栄養」「保育内容演習（環境）Ⅰ」「保育

内容演習（表現）Ⅰ」「保育内容演習（人間関係）Ⅰ」「保育内容演習（健康）Ⅰ」「乳児保育」

「社会的養護内容」 

 

２０１９年度以降入学生の場合 

・「保育実習 Ⅰ－1」・「保育実習 Ⅰ－2」の履修条件 

以下の 6 科目のうち、原則として 4 科目以上を修得済みであること。 

「社会福祉」「保育原理」「教職入門」「教育原論」「保育の心理学」「子どもの保健」 

※太字の科目は、時間割で科目名の後ろに（初等）と表記されている科目を履修すること。 

・「保育実習 Ⅱ」・「保育実習 Ⅲ」の履修条件 

以下の①、②の要件を満たすこと。 

①「保育実習 Ⅰ－1」「保育実習 Ⅰ－2」および「保育実習指導 Ⅰ－1」「保育実習指導 Ⅰ－2」

「保育実習指導 Ⅱ」を原則として履修済みであること。 

② 以下の 15 科目のうち８科目以上を原則として修得済みであること。 

「子ども家庭支援の心理学」「子どもの理解と援助」「子育て支援」「子ども家庭福祉」「社会的養護 Ⅰ」

「障害児保育」「子どもの健康と安全」「子どもの食と栄養」「保育内容演習（環境）Ⅰ」「保育内容 

演習（表現）Ⅰ」「保育内容演習（人間関係）Ⅰ」「保育内容演習（健康）Ⅰ」「幼児体育指導法

Ⅰ」「乳児保育 Ⅰ」「社会的養護 Ⅱ」 
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２) 教職課程科目について(幼稚園教諭１種免許状・小学校教諭１種免許状の課程) 

(１) 1 回生時に提出した【教職課程履修希望票】から、取得希望の免許種に変更がある場合は、その 

都度学務第２課に申し出てください。 

 

(２) 「教育実習」「教育実習指導」を履修するには以下の条件を満たす必要があります。 

≪幼稚園教諭１種免許状取得希望の場合≫ 

・以下に掲げる 15 科目から原則として 8 科目以上を修得済みであること。 

「保育内容演習（健康）Ⅰ・Ⅱ」「保育内容演習（人間関係）Ⅰ・Ⅱ」「保育内容演習（環境）Ⅰ・

Ⅱ」「保育内容演習（表現）Ⅰ・Ⅱ」「幼児体育指導法Ⅰ・Ⅱ」「教育原論」「教職入門」「教育制

度論」「教育心理学」「こども理解 Ⅰ（幼児）」 

※太字の科目は、科目名の後ろに（初等）と表記されている科目を履修すること。 

 

≪小学校教諭１種免許状取得希望の場合≫ 

 ・2018 年度以前入学生 

以下の 18 科目のうち、原則として 13 科目以上を修得済みであること。 

 「教職入門」「教育原論」「教育心理学」「教育制度論」「教育課程論」「教科教育法（国語）」「教

科教育法（社会）」「教科教育法（算数）」「教科教育法（理科）」「教科教育法（生活）」「教科教育

法（音楽）」「教科教育法（図画工作）」「教科教育法（家庭）」「教科教育法（体育）」「道徳教育の

理論と方法」「特別活動論」「教育方法論」「生徒・進路指導」 

※太字の科目は、時間割で、科目名の後ろに（初等）と表記されている科目を履修してください。 

 

・２０１９年度以降入学生 

以下の 19 科目から原則として 13 科目以上を修得済みであること。 

「教科教育法（国語）」「教科教育法（社会）」「教科教育法（算数）」「教科教育法（理科）」「教科

教育法（生活）」「教科教育法（音楽）」「教科教育法（図画工作）」「教科教育法（家庭）」「教科教

育法（体育）」「教科教育法（英語）」「教育原論」「教職入門」「教育制度論」「教育心理学」「教育

課程論」「道徳教育の理論と方法」「特別活動論」「教育方法論」「生徒・進路指導」 

※太字の科目は、時間割で、科目名の後ろに（初等）と表記されている科目を履修してください。 

 

(３) 4 回生は履修の手引きを確認のうえ、取得希望の免許状に必要となる科目について、本学基準を 

満たすように登録されているか、必ず確認してください。 

※例年「教職実践演習」の登録漏れが散見されます。必ず登録してください。 

 

３) 司書課程科目について 

(１) 各回生は『履修の手引き』の<免許・資格>に記載の科目表を確認しながら登録してください。 

 

(２) 本資格科目を登録する際は、下表の科目を事前に履修済みであることが望ましいです。 

未修得科目 履修済みであることが望ましい科目 

情報資源組織演習Ⅰ・Ⅱ 情報資源組織論 

情報サービス演習Ⅰ・Ⅱ 情報サービス論 

図書館施設論 
図書館概論 

図書館サービス概論 

図書館情報資源特論 児童サービス論 

 

(３) 「図書館実習」は、履修条件が設定されています。履修を希望する場合は、必ず『履修の手引き』

を確認してください。 
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４) 博物館学芸員資格課程科目について 

(１) 各回生は『履修の手引き』の<免許・資格>に記載の科目表を確認しながら登録してください。 

 

(２) 以下の科目には履修条件がありますので、計画的に履修登録をしてください。 

科目名 履修条件 

博物館実習Ⅰ・Ⅱ 
2 回生終了時の累計 GPA が 2.3 以上（3 回生

時に履修する場合） 

博物館実習Ⅲ 
3 回生終了時までに「博物館実習Ⅲ」以外の全て

の課程必修科目を履修済み 

※低回生の配当科目は早期に履修してください。履修年を繰り延べることにより、時間割上、在学中 

の資格取得が難しくなることがあります。 

 

５) 社会教育主事課程科目について 

(１) 各回生は『履修の手引き』の<免許・資格>に記載の科目表を確認しながら登録してください。 

 

(2) 2020 年度入学生より「社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令」が施行され教育課程が

変更となっています。2019 年度以前入学生については自分の入学年度の「履修の手引き」記載の養

成課程が適用されます。社会教育主事養成課程の取得を目指す場合には、卒業までに資格要件科目全

てを修得してください。 

なお、在学中の取得が難しい場合には個別にご相談ください。 

 

６) 学校図書館司書教諭課程科目について 

(１)司書教諭課程に関する科目は、２回生から履修できます。ただし、司書教諭課程履修者は、同時に 

教職課程履修者でなければなりません。(教育職員免許状を取得済の場合を除く)。 

 

(２)学校図書館司書教諭となる資格を得るためには、小学校、中学校および高等学校いずれかの教育職 

員免許状を取得し、本学の学校図書館司書教諭課程の必修５科目を修得することが必要です。 

 

(３)必修５科目を修得後、別途資格申請手続きが必要です。 

 

(４)教員採用試験において、受験する自治体によっては、学校図書館司書教諭の資格を取得済、あるい 

は取得見込みであることにより、加算を受けることができる場合があります。受験予定の自治体の募 

集要項を早期に確認し、学校図書館司書教諭課程の履修を検討してください。 

 

【履修登録ＷＥＢ申請時チェックリスト】 

★履修登録申請時に、以下のことを必ずチェックしてください。 

□ 必修科目はすべて、最初から時間割表に登録が入っていた 

 ⇒万が一入っていない科目があれば、教務部へ連絡 

□ 再履修しなければならない科目を登録した 

□ 各科目の授業内容、成績評価の方法などをシラバスで確認した 

□ 集中・不定期講義日程科目の授業日を個別日程表で確認し、重複がないことを確認した 

□ 秋期集中科目は後期登録訂正期間の追加・削除ができないことを理解している 

□ 秋期集中科目の成績は後期科目と同じ日程で通知されることを理解している 

□ 登録したい科目をすべて選択した状態で右上にある【最終確認へ】ボタンを押して、 

さらに【見込判定へ】ボタンを押して、【提出】ボタンを押した 

□ 【提出】後、改めて『時間割 → 学生時間割表』画面に入り、登録する科目がすべて時間割表に 

入っていることを確認した 
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2021年度 履修登録注意事項 
現代ビジネス学部 新 2～4回生対象版 

★ 『履修登録』とは 

各年度当初の定められた時に、その年度に履修しようとする科目をすべて登録するものです。「指

定された期間に登録・訂正・確認ができなかった」など、登録事項に間違いがあった場合、本人がその

責を負います。また、登録していない科目の履修はできません。 

『履修の手引き』の<第 3 章 履修登録>のページをはじめ、必要事項をしっかり読んでから、履修

登録の作業に臨んでください。 

 

★ 履修登録に必要なもの 

・履修登録注意事項（本紙） 

・履修の手引き（2018 年度生までは冊子版、2019 年度生以降は大学ウェブサイト版） 

・シラバス（ポータルサイト＞タブ「シラバス照会」） 

・時間割（※「曜日別時間割表」と「個別日程」をポータルサイトに掲載します。） 

・履修登録動画マニュアル（履修の手引き 「第3 章 履修登録」からアクセス） 

・2020 年度成績通知書（後期の成績が反映されたもの） 

・履修ガイダンス等での配布資料 

◆2021 年度からポータルサイトが「Campusmate」から「UNIVERSAL PASSPORT」に新し

くなります。ついては、2021 年度履修登録から使用します。操作マニュアル等の詳細については、

3 月 4 日までに現ポータルサイト（Campusmate）にて配信します。 

 

1 履修登録関連スケジュール 

日程 内容 

2 月 5 日 『シラバス』『時間割』ＷＥＢ公開 

3 月 1 日 ２０20 年度後期成績通知 

3 月 5 日 9:00 ～ 9 日 13:00 事前抽選科目登録期間 

3 月 12 日 事前抽選結果ポータルサイト配信 

3 月 15 日 9：00～18 日 13：00 履修登録期間（文・国際英語・発達教育学部） 

3 月 16 日 9：00～19 日 13：00 履修登録期間（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ・看護・健康科学部） 

3 月 24 日 抽選結果ポータルサイト配信 

4 月 8 日 授業開始 

4 月 8 日 9:00 ～ 14 日 13:00 履修登録訂正期間 

4 月 19 日 抽選結果ポータルサイト配信 

4 月 22 日 ～ 26 日 学生時間割表確認期間 

9 月 13 日 ～ 27 日 後期履修登録訂正期間 

10 月 2 日 ～ 8 日 学生時間割表確認期間 
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２ スケジュールに関する注意事項 

１) 履修登録全般に関して 

・ポータルサイトにある「履修登録マニュアル」を必ず確認してから、履修登録を行ってください。 

・クラスアドバイザーや各学科教務委員、教務部職員の指導も参考にしてください。 

 

２) 事前抽選科目登録期間 

・申請者多数のため抽選が予測される授業について、履修登録期間に先立って履修登録の申請を受け付

けます。履修を希望する授業が事前抽選対象の科目である場合は、定められた期間に申請してくださ

い。なお、事前抽選で当選した授業の登録を削除（辞退）することはできません。また、事前抽選に

漏れた場合は登録ができません。 

 

３) 履修登録期間 

・後期科目についても、前期の事前抽選科目登録期間および履修登録期間に一括して登録しなければい

けません。後期の科目を後期履修登録訂正期間に登録しようとしても、定員到達や抽選のため、登録

できないことがあります。年間をとおした履修計画をしっかり立てるようにしましょう。 

 

４) 登録訂正期間 

・後期の履修登録訂正期間では、通年科目・秋期集中科目の追加・削除はできません。また、定員到達

や抽選のため、登録できないことがあります。 

・定員に達した科目や、履修者数が極めて多い科目の追加登録はできません。なお、対象科目はその都

度お知らせをします。 

・期間中に訂正した内容は、『学生時間割表』およびポータルサイトに反映されますが、抽選対象とな

る科目もあり、最終確定版ではありませんので注意してください。 

 

５) 抽選結果ポータルサイト配信・掲示 

・抽選後、ポータルサイトまたは『学生時間割表』を必ず確認してください。 

・ここで表示される教室は仮配置です。授業開始前に最新の『学生時間割表』で確認してください。 

・先の事前抽選科目登録期間において、申請者が定員に満たなかった授業は、追加登録を受け付けるこ

とがあります。申請者が履修登録期間に定員を超えた場合は、追加登録者を対象に改めて抽選を行い

ます。 

 

６) 授業の教室について 

・ポータルサイトや『学生時間割表』で、各科目の教室を再確認してください。登録期間中に設定され

ていた教室から変更になっていることがあります。 

 

７) 学生時間割表確認期間 

・自身がどのような科目を登録したかを確認するための期間です。この期間を経て、履修登録内容が確

定します。確認は『学生時間割表』または、ポータルサイトでおこないます。 

・登録データ処理の中で万が一のデータ欠落等がないかを、確認してください。万が一気づいた点など

がありましたら、必ず期間内に教務部までお知らせください。 

・履修登録期間に登録した内容は、ポータルサイトおよび『学生時間割表』に随時反映されますが、抽

選対象となる科目もあり、最終確定版ではありません。ご注意ください。 
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３ 履修登録上における科目の種類と説明 

１) 随意科目 

主に他学科・他コースの開設科目や資格課程の科目です。卒業要件単位には数えません。 

 

２) 履修指定科目 

必修科目ではありませんが、所属学科の方針や将来のキャリアデザインのために履修が強く推奨され、

あらかじめ登録されている科目です。原則として削除することはできません。 

 

３) クラス指定科目 

必修科目や履修指定科目などであらかじめクラスが指定されている場合は、原則的にクラスの変更は

できません。 

 

４) 抽選実施科目 

科目によっては定員を設定しており、その場合はシラバスに定員数を記載しています。登録申請者が

定員を超えた場合は教務部で抽選を行い、履修者を決定します。抽選にもれた場合は登録が削除されま

すので、必要に応じて履修登録訂正期間に訂正を行ってください。また、当選した科目の登録を削除（辞

退）することはできません。 

 

５) 定員到達科目 

定員に到達した科目は、訂正期間中にその科目を追加で登録することができません。教務部からの連

絡をよく確認するようにしてください。 

 

4 注意事項 

１) 重複履修 

・すでに単位を修得済みの科目を、もう一度登録することはできません。 

・集中講義を複数登録する際は、授業日程に重複がないか、自身でよく確認を行ってください。 

・教務部での日程重複のチェックは行いません。重複する科目の履修登録を行った場合、一方の科目に

出席できなくなり、単位を修得できません。 

 

２) 他学部・他学科科目の履修 

・資格取得などの関係により、所属する学部以外の科目を、随意科目(要卒単位以外)として履修できる

ことがあります。希望する場合は、履修登録期間中に教務部へ申し出てください。 

 

３) 秋期集中科目、通年集中科目の登録・削除 

・８月下旬～９月中旬の間に行われる『秋期集中科目』と、前後期通して不定期に行われる『通年集中

科目』は、９月の後期登録訂正期間での登録・削除を認めていません。前期の登録訂正期間までに登

録・削除を行ってください。 

・集中科目や個別に日程が決められている科目については、「個別日程表」で授業日程を確認できます。

個別日程表はポータルサイトで配信します。 

 

４) 前提科目の合否と履修制限 

・科目によっては、『Ａ科目の単位を修得済みでないとＢ科目を履修登録できない』というように、前

提科目の合否による履修制限があります。『履修の手引き』でよく確認してください。 

 

５) 履修登録上限 

・学年ごとに定められた単位数を超えて登録することはできません。 
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・入学前に他大学等で修得した単位で認定された単位、技能審査・検定等に合格した場合に認定する単

位および、大学コンソーシアム京都単位互換履修科目は、上限の対象外とします。 

 

６) 登録に関する質問 

・履修登録に関する質問は、問い合わせフォームから受け付けます。 

各種資料を読んでも分からない場合は、「履修登録に関する質問フォーム」から、申請してください。 

   下記の URL を入力するか、二次元コードを読み取ってください。 

   ○ URL（https://bit.ly/tourokuQ2021） 

     

 

〈履修登録に関する質問フォーム〉 

                  

 

 

 

 

5 各学科の注意事項 

１) 経営学科 

(１) 全回生共通 

・経営学科の必修科目のうち「基礎演習Ⅰ～Ⅳ」「専門基礎演習」「専門演習Ⅰ～Ⅳ」は、クラス指定

科目です。再履修者は指定されたクラスを確認してください。クラスが指定されていない場合は、

学科の教務委員の先生または教務部まで申し出てください。 

・上記以外の必修科目の再履修は時間割より選び、各自で登録してください。 

 

(２) 新２回生 

・「専門基礎演習」は、前期末に希望調査をおこなうため、すべての学生にＡクラスを仮配置していま

す。正式なクラスは、前期末にお知らせします。 

 

(３) 新４回生 

・卒業に必要な単位の登録漏れがないか、十分に確認してください。 

・卒業回生で必修科目のみ（専門演習Ⅲ・Ⅳ、卒業研究等）の履修であっても、Web 上にて「申請」

が必要です。画面上に最初から表示されている科目のみの履修であっても、必ず自分で登録申請を

クリックしてください。 

 

(４) その他 

・「簿記演習Ⅰ」および「簿記演習Ⅱ」の両科目を通じて資格試験の範囲を学びます。ⅠとⅡは同じク

ラスを登録してください。 

 

https://bit.ly/tourokuQ2021
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２) 都市環境デザイン学科 

(１) 全回生共通 

・都市環境デザイン学科の必修科目のうち「基礎演習Ⅰ～Ⅳ」「専門演習Ⅰ～Ⅳ」は、クラス指定科目

です。再履修者は指定されたクラスを確認してください。クラスが指定されていない場合は、学科

の教務委員の先生または教務部まで申し出てください。 

・上記以外の必修科目の再履修は時間割より選び、各自で登録してください。 

 

(２) 新２回生 

・都市環境デザイン学科のラーニングコース「観光ビジネスコース」の学生向けに、「英語ⅢAB・Ⅳ

AB」に観光英語を学ぶクラスが開講されます。福井先生ゼミおよび平井先生ゼミの皆さんは観光

英語クラスの履修が履修指定となっています。そのため、「英語ⅢAB・ⅣAB」の＜ｇ＞クラス（観

光英語クラス）にあらかじめ登録されています。別紙、【新 2 回生】英語科目について、の注意事

項も確認してください。 

 

(３) 新４回生 

・卒業に必要な単位の登録漏れがないか、十分に確認してください。 

・卒業回生で必修科目のみ（演習Ⅲ・Ⅳ、卒業研究等）の履修であっても、Web 上にて「申請」が必

要です。画面上に最初から表示されている科目のみの履修であっても、必ず自分で登録申請をクリ

ックしてください。 

 

６ 資格に関する注意事項 

１) 教職課程科目について（教員免許状取得希望者対象） 

(１)  教職課程の履修にあたり、【教職課程履修希望票】の提出が必要です。未提出者で履修を希望す

る場合もしくは提出者で教職課程を辞退する場合は、履修登録期間開始前または履修登録期間中に学

務第２課へ相談に来てください。 

 

(２) ３回生から、教職に関する科目に履修資格基準が設定されますので、『履修の手引き』で必ず確認

してください。基準を満たしていない場合、3 回生配当の以下の科目は履修できません。 

取得希望免許の教科教育法、教育実習Ⅱ（３回生配当）、生徒・進路指導 

 

(３) ３回生の履修登録時には以下の基準を必ず満たすようにしてください。 

2018 年度以前入学生の場合 

①「教育実習Ⅰ」、「教育実習Ⅱ（4 回生配当）」および、「教職実践演習」以外の教職に関する科目

のうち、必修科目および選択必修科目のすべてを 3 回生終了時までに修得済み、あるいは実習年

度に履修中であること。ただし、履修中科目は 2 単位までを上限とし、各教科教育法については

修得済みであること。 

②実習に必要な教科教育法をすべて修得済みであること。 

２０１９年度以降入学生の場合 

①4 回生配当以外の教育の基礎的理解に関する科目等のすべての科目を、3 回生終了時までに修得

済み、あるいは実習年度に履修中であること。ただし、履修中科目は 3 科目までを上限とする。 

②実習に必要な教科教育法をすべて修得済みであること。 

 

(４) 「教育実習Ⅱ」の授業実施日（事前事後指導日程）は「個別日程表」で確認すること。 
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(５)  4 回生は履修の手引きを確認のうえ、取得希望の免許状に必要となる科目が本学基準どおりに登

録されているか、必ず確認すること。 

 

(６)  「教職・保育職教養講義」は教員採用試験対策および、卒業後に教員・講師として教壇に立つた

めの実践的な対策講座です。３・４回生で進路希望が教職の学生は必ず履修してください。中等教職

課程用、初等教職課程用、また回生によって開講クラスが異なるので、履修登録時に必ず確認をして

ください。 

【中等教職課程・３回生用】 

教職・保育職教養講義Ⅰ＜中等＞（前期） 

教職・保育職教養講義Ⅱ＜中等＞（後期） 

【中等教職課程・４回生用】 

教職・保育職教養講義Ⅲ＜中等＞（前期） 

教職・保育職教養講義Ⅳ＜中等＞（後期） 

※教職・保育職教養講義ⅠとⅡ、ⅢとⅣはセット履修が基本です。いすれも必ず履修してください。 

※介護等体験の申し込みやこれまでの教職ガイダンス欠席者など、履修に必要な諸手続きが不備の場

合は登録ができないことがあります。 

 

2) 司書課程科目について 

(１) 各回生は『履修の手引き』の<免許・資格>に記載の科目表を確認しながら登録してください。 

 

(２) 本資格科目を登録する際は、下表の科目を事前に履修済みであることが望ましいです。 

未修得科目 履修済みであることが望ましい科目 

情報資源組織演習Ⅰ・Ⅱ 情報資源組織論 

情報サービス演習Ⅰ・Ⅱ 情報サービス論 

図書館施設論 
図書館概論 

図書館サービス概論 

図書館情報資源特論 児童サービス論 

 

(３) 「図書館実習」は、履修条件が設定されています。履修を希望する場合は、必ず『履修の手引き』

を確認してください。 

 

3) 博物館学芸員資格課程科目について 

(１) 各回生は『履修の手引き』の<免許・資格>に記載の科目表を確認しながら登録してください。 

 

(２) 以下の科目には履修条件がありますので、計画的に履修登録をしてください。 

科目名 履修条件 

博物館実習Ⅰ・Ⅱ 
2 回生終了時の累計 GPA が 2.3 以上（3 回生

時に履修する場合） 

博物館実習Ⅲ 
3 回生終了時までに「博物館実習Ⅲ」以外の全て

の課程必修科目を履修済み 

※低回生の配当科目は早期に履修してください。履修年を繰り延べることにより、時間割上、在学中

の資格取得が難しくなることがあります。 
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4) 社会教育主事課程科目について 

(１) 各回生は『履修の手引き』の<免許・資格>に記載の科目表を確認しながら登録してください。 

 

(2) 2020 年度入学生より「社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令」が施行され教育課程が

変更となっています。2019 年度以前入学生については自分の入学年度の「履修の手引き」記載の養

成課程が適用されます。社会教育主事養成課程の取得を目指す場合には、卒業までに資格要件科目全

てを修得してください。 

なお、在学中の取得が難しい場合には個別にご相談ください。 

 

5) 診療情報管理士資格課程科目について（経営学科のみ） 

・1 回生のときに「医療概論」「解剖生理学」「医療統計学」「医療管理論Ⅰ」の4 科目を履修した学生

および 2 回生で今後も診療情報管理士資格課程の履修を希望する学生に対して、次年度から履修でき

る診療情報管理士資格課程の科目すべてを履修指定科目として登録します。 

・もし、次年度から診療情報管理士資格課程の履修を希望しない場合は、履修登録期間または履修登録

訂正期間に学務第 2 課まで申し出てください。 

・これまで「生物学基礎」を履修していない学生は、次年度に履修することをお勧めします。 

 

６）学校図書館司書教諭課程科目について 

(１)司書教諭課程に関する科目は、２回生から履修できます。ただし、司書教諭課程履修者は、同時に 

教職課程履修者でなければなりません。(教育職員免許状を取得済の場合を除く)。 

 

(２)学校図書館司書教諭となる資格を得るためには、小学校、中学校および高等学校いずれかの教育職 

員免許状を取得し、本学の学校図書館司書教諭課程の必修５科目を修得することが必要です。 

 

(３)必修５科目を修得後、別途資格申請手続きが必要です。 

 

(４)教員採用試験において、受験する自治体によっては、学校図書館司書教諭の資格を取得済、あるい 

は取得見込みであることにより、加算を受けることができる場合があります。受験予定の自治体の募

集要項を早期に確認し、学校図書館司書教諭課程の履修を検討してください。 
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【履修登録ＷＥＢ申請時チェックリスト】 

★履修登録申請時に、以下のことを必ずチェックしてください。 

 

□ 必修科目はすべて、最初から時間割表に登録が入っていた 

 ⇒万が一入っていない科目があれば、教務部へ連絡 

 

□ 再履修しなければならない科目を登録した 

 

□ 各科目の授業内容、成績評価の方法などをシラバスで確認した 

 

□ 集中・不定期講義日程科目の授業日を個別日程表で確認し、重複がないことを確認した 

 

□ 秋期集中科目は後期登録訂正期間の追加・削除ができないことを理解している 

 

□ 秋期集中科目の成績は後期科目と同じ日程で通知されることを理解している 

 

□ 登録したい科目をすべて選択した状態で右上にある【最終確認へ】ボタンを押して、 

さらに【見込判定へ】ボタンを押して、【提出】ボタンを押した 

 

□ 【提出】後、改めて『時間割 → 学生時間割表』画面に入り、登録する科目がすべて時間割表に 

入っていることを確認した 
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2021年度 履修登録注意事項 
看護学部 新 2～4回生対象版 

★ 『履修登録』とは 

各年度当初の定められた時に、その年度に履修しようとする科目をすべて登録するものです。「指

定された期間に登録・訂正・確認ができなかった」など、登録事項に間違いがあった場合、本人がその

責を負います。また、登録していない科目の履修はできません。 

『履修の手引き』の<第 3 章 履修登録>のページをはじめ、必要事項をしっかり読んでから、履修

登録の作業に臨んでください。 

 

★ 履修登録に必要なもの 

・履修登録注意事項（本紙） 

・履修の手引き（2018 年度生までは冊子版、2019 年度生以降は大学ウェブサイト版） 

・シラバス（ポータルサイト＞タブ「シラバス照会」） 

・時間割（※「曜日別時間割表」と「個別日程」をポータルサイトに掲載します。） 

・履修登録動画マニュアル（履修の手引き 「第3 章 履修登録」からアクセス） 

・2020 年度成績通知書（後期の成績が反映されたもの） 

・履修ガイダンス等での配布資料 

◆2021 年度からポータルサイトが「Campusmate」から「UNIVERSAL PASSPORT」に新し

くなります。ついては、2021 年度履修登録から使用します。操作マニュアル等の詳細については、

3 月 4 日までに現ポータルサイト（Campusmate）にて配信します。 

 

1 履修登録関連スケジュール 

日程 内容 

2 月 5 日 『シラバス』『時間割』ＷＥＢ公開 

3 月 1 日 ２０20 年度後期成績通知 

3 月 5 日 9:00 ～ 9 日 13:00 事前抽選科目登録期間 

3 月 12 日 事前抽選結果ポータルサイト配信 

3 月 15 日 9：00～18 日 13：00 履修登録期間（文・国際英語・発達教育学部） 

3 月 16 日 9：00～19 日 13：00 履修登録期間（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ・看護・健康科学部） 

3 月 24 日 抽選結果ポータルサイト配信 

4 月 8 日 授業開始 

4 月 8 日 9:00 ～ 14 日 13:00 履修登録訂正期間 

4 月 19 日 抽選結果ポータルサイト配信 

4 月 22 日 ～ 26 日 学生時間割表確認期間 

9 月 13 日 ～ 27 日 後期履修登録訂正期間 

10 月 2 日 ～ 8 日 学生時間割表確認期間 
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２ スケジュールに関する注意事項 

１) 履修登録全般に関して 

・ポータルサイトにある「履修登録マニュアル」を必ず確認してから、履修登録を行ってください。 

・クラスアドバイザーや各学科教務委員、教務部職員の指導も参考にしてください。 

 

２) 事前抽選科目登録期間 

・申請者多数のため抽選が予測される授業について、履修登録期間に先立って履修登録の申請を受け付

けます。履修を希望する授業が事前抽選対象の科目である場合は、定められた期間に申請してくださ

い。なお、事前抽選で当選した授業の登録を削除（辞退）することはできません。また、事前抽選に

漏れた場合は登録ができません。 

 

３) 履修登録期間 

・後期科目についても、前期の事前抽選科目登録期間および履修登録期間に一括して登録しなければい

けません。後期の科目を後期履修登録訂正期間に登録しようとしても、定員到達や抽選のため、登録

できないことがあります。年間をとおした履修計画をしっかり立てるようにしましょう。 

 

４) 登録訂正期間 

・後期の履修登録訂正期間では、通年科目・秋期集中科目の追加・削除はできません。また、定員到達

や抽選のため、登録できないことがあります。 

・定員に達した科目や、履修者数が極めて多い科目の追加登録はできません。なお、対象科目はその都

度お知らせをします。 

・期間中に訂正した内容は、『学生時間割表』およびポータルサイトに反映されますが、抽選対象とな

る科目もあり、最終確定版ではありませんので注意してください。 

 

５) 抽選結果ポータルサイト配信・掲示 

・抽選後、ポータルサイトまたは『学生時間割表』を必ず確認してください。 

・ここで表示される教室は仮配置です。授業開始前に最新の『学生時間割表』で確認してください。 

・先の事前抽選科目登録期間において、申請者が定員に満たなかった授業は、追加登録を受け付けるこ

とがあります。申請者が履修登録期間に定員を超えた場合は、追加登録者を対象に改めて抽選を行い

ます。 

 

６) 授業の教室について 

・ポータルサイトや『学生時間割表』で、各科目の教室を再確認してください。登録期間中に設定され

ていた教室から変更になっていることがあります。 

 

７) 学生時間割表確認期間 

・自身がどのような科目を登録したかを確認するための期間です。この期間を経て、履修登録内容が確

定します。確認は『学生時間割表』または、ポータルサイトでおこないます。 

・登録データ処理の中で万が一のデータ欠落等がないかを、確認してください。万が一気づいた点など

がありましたら、必ず期間内に教務部までお知らせください。 

・履修登録期間に登録した内容は、ポータルサイトおよび『学生時間割表』に随時反映されますが、抽

選対象となる科目もあり、最終確定版ではありません。ご注意ください。 
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３ 履修登録上における科目の種類と説明 

１) 随意科目 

主に他学科・他コースの開設科目や資格課程の科目です。卒業要件単位には数えません。 

 

２) 履修指定科目 

必修科目ではありませんが、所属学科の方針や将来のキャリアデザインのために履修が強く推奨され、

あらかじめ登録されている科目です。原則として削除することはできません。 

 

３) クラス指定科目 

必修科目や履修指定科目などであらかじめクラスが指定されている場合は、原則的にクラスの変更は

できません。 

 

４) 抽選実施科目 

科目によっては定員を設定しており、その場合はシラバスに定員数を記載しています。登録申請者が

定員を超えた場合は教務部で抽選を行い、履修者を決定します。抽選にもれた場合は登録が削除されま

すので、必要に応じて履修登録訂正期間に訂正を行ってください。また、当選した科目の登録を削除（辞

退）することはできません。 

 

５) 定員到達科目 

定員に到達した科目は、訂正期間中にその科目を追加で登録することができません。教務部からの連

絡をよく確認するようにしてください。 

 

4 注意事項 

１) 重複履修 

・すでに単位を修得済みの科目を、もう一度登録することはできません。 

・集中講義を複数登録する際は、授業日程に重複がないか、自身でよく確認を行ってください。 

・教務部での日程重複のチェックは行いません。重複する科目の履修登録を行った場合、一方の科目に

出席できなくなり、単位を修得できません。 

 

２) 他学部・他学科科目の履修 

・資格取得などの関係により、所属する学部以外の科目を、随意科目(要卒単位以外)として履修できる

ことがあります。希望する場合は、履修登録期間中に教務部へ申し出てください。 

 

３) 秋期集中科目、通年集中科目の登録・削除 

・８月下旬～９月中旬の間に行われる『秋期集中科目』と、前後期通して不定期に行われる『通年集中

科目』は、９月の後期登録訂正期間での登録・削除を認めていません。前期の登録訂正期間までに登

録・削除を行ってください。 

・集中科目や個別に日程が決められている科目については、「個別日程表」で授業日程を確認できます。

個別日程表はポータルサイトで配信します。 

 

４) 前提科目の合否と履修制限 

・科目によっては、『Ａ科目の単位を修得済みでないとＢ科目を履修登録できない』というように、前

提科目の合否による履修制限があります。『履修の手引き』でよく確認してください。 

 

５) 履修登録上限 

・学年ごとに定められた単位数を超えて登録することはできません。 
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・入学前に他大学等で修得した単位で認定された単位、技能審査・検定等に合格した場合に認定する単

位および、大学コンソーシアム京都単位互換履修科目は、上限の対象外とします。 

 

６) 登録に関する質問 

・履修登録に関する質問は、問い合わせフォームから受け付けます。 

各種資料を読んでも分からない場合は、「履修登録に関する質問フォーム」から、申請してください。 

   下記の URL を入力するか、二次元コードを読み取ってください。 

   ○ URL（https://bit.ly/tourokuQ2021） 

     

 

〈履修登録に関する質問フォーム〉 

                  

 

 

5 看護学科生の注意事項 

1) 履修条件について 

 

＜2018 年度以前入学者＞ 

・看護学部のカリキュラムは系統的に構成されていますので、履修条件を満たさなければ、履修でき

ない科目があります。（以下、履修の手引きの「履修条件」抜粋） 

・各回生においては、前期の区分１～３の必修科目が全て修得できていない場合は、後期の区分１～

３の必修科目が履修できません。 

・新しい回生の必修科目を履修するためには、前回生の必修科目を全て修得できていなければなりま

せん。 

・履修登録をした科目でも、当該期の他の科目の修得状況によっては、履修が認められないことがあ

ります（詳しくはガイダンス等で案内をします）。 

・以下に示す科目については、特定の科目を履修している事が条件となります。 

 科目 配当年次 履修条件 

必修科目 生命・医療倫理 2 
「哲学概論」、「倫理学概論」、「道徳教育の理論と方法」の

中から２単位以上修得済み 

自由 

選択科目 

災害看護学Ⅱ 2 「災害看護学Ⅰ」を修得済み 

ヘルスケアシステムⅢ 4 「ヘルスケアシステムⅠ」「ヘルスケアシステムⅡ」を修得済み 

看護管理学Ⅱ 4 「看護倫理Ⅰ」を修得済み 

助産学実習 4 
「助産診断学」を修得済み、「助産技術学」、「看護管理学Ⅱ

Ｂ」を修得予定 

プライマリケア実習Ⅳ 4 「ヘルスケアシステムⅢ」を修得予定 

 

https://bit.ly/tourokuQ2021
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＜2019 年度以降入学者＞ 

 ・看護学部のカリキュラムは系統的に構成されていますので、履修条件を満たさなければ、履修でき

ない科目があります。（以下、履修の手引きの「履修条件」抜粋） 

・各回生において、後期区分 1〜9 の必修科目を履修するには、前期区分 1〜9 の必修科目を修得し

ていることを履修条件とします。 

・新回生の必修科目を履修するには、前回生の必修科目を全て修得していることを履修条件とする 

・別表 1 のとおり、履修条件として記載している科目の履修状況によっては、記載の実習科目を履修

できないことがあります。 

・別表 2 のとおり、履修条件に記載の科目を修得または履修していない場合は、記載の自由科目を履

修できない。 

 

【別表１】 

科  目 配当年次 履修条件 

生涯健やか看護学実習Ⅱ-2（老健） 2 

「健康回復看護学Ⅰ」「健康回復看護学演習Ⅰ」 

「プライマリヘスルケアⅢ」 

「プライマリヘルスケア演習」 

生涯健やか看護学実習Ⅱ-3（包括） 

健康回復看護学実習Ⅰ（病院）  
2 

「健康回復看護学Ⅱ」 

「健康回復看護学演習Ⅱ」 

 

 

 

【別表２】 

科  目 配当年次 履修条件 

災害看護学Ⅱ 2 「災害看護学Ⅰ」を修得済み 

生涯健やか事業構想論 ４ 希望する自由科目以外の区分 7 の全ての科目を修得済み 

看護倫理Ⅱ ４ 「看護倫理Ⅰ」を修得済み 

助産学実習 ４ 
「助産診断学」を修得済み、 

「助産技術学」「看護管理学ⅡB」を履修していること 

生涯健やか事業展開論実習 ４ 「生涯健やか事業構想論」を履修していること 

★2021 年度に３回生科目を履修する学生で、助産師資格取得を考えている学生は、３回生後期科目

「助産診断学」を必ず履修登録すること 

 

２) 履修登録を制限している曜日・講時について 

履修登録において、制限を設けている曜日・講時があります。以下に記載の曜日・講時は、学生自身

で履修登録をすることはできません。どうしても履修登録したい科目がある場合は、登録期間内に教務

部まで申し出てください。 

＜履修登録制限している曜日・講時＞ 

回生 開講期 曜日 時間 理由 

新2回生 

前期 月 

水 

木 

３ 

終日 

3～５ 

健康回復看護学Ⅰ・健康回復看護学演習Ⅰ 

生涯健やか看護学実習Ⅱ-1（デイケア） 

健康回復看護学Ⅰ・健康回復看護学演習Ⅰ 

後期 月・木 3～４ 健康回復看護学Ⅱ・健康回復看護学演習Ⅱ 

新3回生 

前期 火・金 1～5 ヘルスクライシス疾病論、健康回復看護学Ⅲ、 

生涯健やか看護学、健康回復看護学演習Ⅲ、 

生涯健やか看護学演習 
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後期 月～金 終日 生涯健やか看護学実習Ⅲ-1（訪看）、 

生涯健やか看護学実習Ⅲ-2（訪看）、 

生涯健やか看護学実習Ⅲ-3（母性）、 

健康回復看護学実習Ⅱ-1、 

健康回復看護学実習Ⅱ-2（こども）、 

健康回復看護学実習Ⅱ-3（こころ） 

新４回生 通年 水 終日 国試対策（国試対策プログラムや自習に活用） 

※上記の時間割は若干の変更を生じる場合があります。その場合はポータル配信にて連絡します。 

 

６ 資格に関する注意事項   

１) 教職課程科目について（教員免許状取得希望者対象） 

(１) 教職課程の履修にあたり、【教職課程履修希望票】の提出が必要です。未提出者で履修を希望する

場合もしくは提出者で教職課程を辞退する場合は、履修登録期間開始前または履修登録期間中に学務

第２課へ相談に来てください。 

(２)教職課程履修者には、履修条件があります。『履修の手引き』を確認のうえ、必要科目を必ず登録す

るようにしてください。 

２０１８年度以前入学生 

以下の教職に関する科目の必修科目（「教職実践演習」と「養護実習」以外）を履修済であること。 

「教職入門」「教育原論」「教育心理学」「教育制度論」「教育課程論」「道徳教育の理論と方法」「特

別活動論」「教育方法論」「生徒指導論」「教育相談」 

 

2019 年度以降入学生 

4 回生配当以外の教育の基礎的理解に関する科目等のすべての科目を、3 回生終了時までに修得済 

であること。 

 

・「養護実習」は３回生枠（「事前指導」対象）と４回生枠（「養護実習および事後指導」対象）があり、

授業実施日程は「個別日程表」で確認できます。各自、履修登録を行ったうえで、授業実施日程を確

認し、養護実習に必要な指導を受けてください。 
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【履修登録ＷＥＢ申請時チェックリスト】 

★履修登録申請時に、以下のことを必ずチェックしてください。 

 

□ 必修科目はすべて、最初から時間割表に登録が入っていた 

 ⇒万が一入っていない科目があれば、教務部へ連絡 

 

□ 再履修しなければならない科目を登録した 

 

□ 各科目の授業内容、成績評価の方法などをシラバスで確認した 

 

□ 集中・不定期講義日程科目の授業日を個別日程表で確認し、重複がないことを確認した 

 

□ 秋期集中科目は後期登録訂正期間の追加・削除ができないことを理解している 

 

□ 秋期集中科目の成績は後期科目と同じ日程で通知されることを理解している 

 

□ 登録したい科目をすべて選択した状態で右上にある【最終確認へ】ボタンを押して、 

さらに【見込判定へ】ボタンを押して、【提出】ボタンを押した 

 

□ 【提出】後、改めて『時間割 → 学生時間割表』画面に入り、登録する科目がすべて時間割表に 

入っていることを確認した 
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2021 年度 履修登録注意事項 

心理学科 新 2～4 回生対象版 

★ 『履修登録』とは 

各年度当初の定められた時に、その年度に履修しようとする科目をすべて登録するものです。「指

定された期間に登録・訂正・確認ができなかった」など、登録事項に間違いがあった場合、本人がその

責を負います。また、登録していない科目の履修はできません。 

『履修の手引き』の<第 3 章 履修登録>のページをはじめ、必要事項をしっかり読んでから、履修

登録の作業に臨んでください。 

 

★ 履修登録に必要なもの 

・履修登録注意事項（本紙） 

・履修の手引き（2018 年度生までは冊子版、2019 年度生以降は大学ウェブサイト版） 

・シラバス（ポータルサイト＞タブ「シラバス照会」） 

・時間割（※「曜日別時間割表」と「個別日程」をポータルサイトに掲載します。） 

・履修登録動画マニュアル（履修の手引き 「第 3 章 履修登録」からアクセス） 

・2020 年度成績通知書（後期の成績が反映されたもの） 

・履修ガイダンス等での配布資料 

◆2021 年度からポータルサイトが「Campusmate」から「UNIVERSAL PASSPORT」に新し

くなります。ついては、2021 年度履修登録から使用します。操作マニュアル等の詳細については、

3 月 4 日までに現ポータルサイト（Campusmate）にて配信します。 

 

1 履修登録関連スケジュール 

日程 内容 

2 月 5 日 『シラバス』『時間割』ＷＥＢ公開 

3 月 1 日 ２０20 年度後期成績通知 

3 月 5 日 9:00 ～ 9 日 13:00 事前抽選科目登録期間 

3 月 12 日 事前抽選結果ポータルサイト配信 

3 月 15 日 9：00～18 日 13：00 履修登録期間（文・国際英語・発達教育学部） 

3 月 16 日 9：00～19 日 13：00 履修登録期間（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ・看護・健康科学部） 

3 月 24 日 抽選結果ポータルサイト配信 

4 月 8 日 授業開始 

4 月 8 日 9:00 ～ 14 日 13:00 履修登録訂正期間 

4 月 19 日 抽選結果ポータルサイト配信 

4 月 22 日 ～ 26 日 学生時間割表確認期間 

9 月 13 日 ～ 27 日 後期履修登録訂正期間 

10 月 2 日 ～ 8 日 学生時間割表確認期間 
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２ スケジュールに関する注意事項 

１) 履修登録全般に関して 

・ポータルサイトにある「履修登録マニュアル」を必ず確認してから、履修登録を行ってください。 

・クラスアドバイザーや各学科教務委員、教務部職員の指導も参考にしてください。 

 

２) 事前抽選科目登録期間 

・申請者多数のため抽選が予測される授業について、履修登録期間に先立って履修登録の申請を受け付

けます。履修を希望する授業が事前抽選対象の科目である場合は、定められた期間に申請してくださ

い。なお、事前抽選で当選した授業の登録を削除（辞退）することはできません。また、事前抽選に

漏れた場合は登録ができません。 

 

３) 履修登録期間 

・後期科目についても、前期の事前抽選科目登録期間および履修登録期間に一括して登録しなければい

けません。後期の科目を後期履修登録訂正期間に登録しようとしても、定員到達や抽選のため、登録

できないことがあります。年間をとおした履修計画をしっかり立てるようにしましょう。 

 

４) 登録訂正期間 

・後期の履修登録訂正期間では、通年科目・秋期集中科目の追加・削除はできません。また、定員到達

や抽選のため、登録できないことがあります。 

・定員に達した科目や、履修者数が極めて多い科目の追加登録はできません。なお、対象科目はその都

度お知らせをします。 

・期間中に訂正した内容は、『学生時間割表』およびポータルサイトに反映されますが、抽選対象とな

る科目もあり、最終確定版ではありませんので注意してください。 

 

５) 抽選結果ポータルサイト配信・掲示 

・抽選後、ポータルサイトまたは『学生時間割表』を必ず確認してください。 

・ここで表示される教室は仮配置です。授業開始前に最新の『学生時間割表』で確認してください。 

・先の事前抽選科目登録期間において、申請者が定員に満たなかった授業は、追加登録を受け付けるこ

とがあります。申請者が履修登録期間に定員を超えた場合は、追加登録者を対象に改めて抽選を行い

ます。 

 

６) 授業の教室について 

・ポータルサイトや『学生時間割表』で、各科目の教室を再確認してください。登録期間中に設定され

ていた教室から変更になっていることがあります。 

 

７) 学生時間割表確認期間 

・自身がどのような科目を登録したかを確認するための期間です。この期間を経て、履修登録内容が確

定します。確認は『学生時間割表』または、ポータルサイトでおこないます。 

・登録データ処理の中で万が一のデータ欠落等がないかを、確認してください。万が一気づいた点など

がありましたら、必ず期間内に教務部までお知らせください。 

・履修登録期間に登録した内容は、ポータルサイトおよび『学生時間割表』に随時反映されますが、抽

選対象となる科目もあり、最終確定版ではありません。ご注意ください。 
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３ 履修登録上における科目の種類と説明 

１) 随意科目 

主に他学科・他コースの開設科目や資格課程の科目です。卒業要件単位には数えません。 

 

２) 履修指定科目 

必修科目ではありませんが、所属学科の方針や将来のキャリアデザインのために履修が強く推奨され、

あらかじめ登録されている科目です。原則として削除することはできません。 

 

３) クラス指定科目 

必修科目や履修指定科目などであらかじめクラスが指定されている場合は、原則的にクラスの変更は

できません。 

 

４) 抽選実施科目 

科目によっては定員を設定しており、その場合はシラバスに定員数を記載しています。登録申請者が

定員を超えた場合は教務部で抽選を行い、履修者を決定します。抽選にもれた場合は登録が削除されま

すので、必要に応じて履修登録訂正期間に訂正を行ってください。また、当選した科目の登録を削除（辞

退）することはできません。 

 

５) 定員到達科目 

定員に到達した科目は、訂正期間中にその科目を追加で登録することができません。教務部からの連

絡をよく確認するようにしてください。 

 

4 注意事項 

１) 重複履修 

・すでに単位を修得済みの科目を、もう一度登録することはできません。 

・集中講義を複数登録する際は、授業日程に重複がないか、自身でよく確認を行ってください。 

・教務部での日程重複のチェックは行いません。重複する科目の履修登録を行った場合、一方の科目に

出席できなくなり、単位を修得できません。 

 

２) 他学部・他学科科目の履修 

・資格取得などの関係により、所属する学部以外の科目を、随意科目(要卒単位以外)として履修できる

ことがあります。希望する場合は、履修登録期間中に教務部へ申し出てください。 

 

３) 秋期集中科目、通年集中科目の登録・削除 

・８月下旬～９月中旬の間に行われる『秋期集中科目』と、前後期通して不定期に行われる『通年集中

科目』は、９月の後期登録訂正期間での登録・削除を認めていません。前期の登録訂正期間までに登

録・削除を行ってください。 

・集中科目や個別に日程が決められている科目については、「個別日程表」で授業日程を確認できます。

個別日程表はポータルサイトで配信します。 

 

４) 前提科目の合否と履修制限 

・科目によっては、『Ａ科目の単位を修得済みでないとＢ科目を履修登録できない』というように、前

提科目の合否による履修制限があります。『履修の手引き』でよく確認してください。 

 

５) 履修登録上限 

・学年ごとに定められた単位数を超えて登録することはできません。 
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・入学前に他大学等で修得した単位で認定された単位、技能審査・検定等に合格した場合に認定する単

位および、大学コンソーシアム京都単位互換履修科目は、上限の対象外とします。 

 

６) 登録に関する質問 

・履修登録に関する質問は、問い合わせフォームから受け付けます。 

各種資料を読んでも分からない場合は、「履修登録に関する質問フォーム」から、申請してください。 

   下記の URL を入力するか、二次元コードを読み取ってください。 

   ○ URL（https://bit.ly/tourokuQ2021） 

     

 

〈履修登録に関する質問フォーム〉 

                  

 

 

5 心理学科生の注意事項 

１) 新 2 回生 

・新 2 回生の皆さんには、必修科目以外に、以下の科目を初期登録しています。 

科目種別 科目名 

準必修科目 心理学特殊講義、心理学データ解析 

 

２) 新 3 回生 

・「心理的アセスメントⅡ」は、クラス指定の科目ですが、履修登録時には全員<a>クラスを登録してく

ださい。後日、振分け後のクラスを連絡します。(<a>クラス以外のクラスは、登録画面上に表示され

ません。) 

・「社会心理学実験演習Ⅰ・Ⅱ」は必ずⅠとⅡを同時に登録してください。 

 

６ 資格に関する注意事項 

１) 教職課程科目について（教員免許状取得希望者対象） 

(１)  教職課程の履修にあたり、【教職課程履修希望票】の提出が必要です。未提出者で履修を希望す

る場合もしくは提出者で教職課程を辞退する場合は、履修登録期間開始前または履修登録期間中に学

務第２課へ相談に来てください。 

 

 (２) ３回生から教職に関する科目に履修資格基準が設定されますので、『履修の手引き』で必ず確認

してください。基準を満たしていない場合、3 回生配当の以下の科目は履修できません。 

取得希望の免許の教科教育法、教育実習Ⅱ（３回生配当）、生徒・進路指導 

 

 

https://bit.ly/tourokuQ2021
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(３) 3 回生の履修登録時には以下の基準を必ず満たすようにしてください。 

2018 年度以前入学生の場合 

①「教育実習Ⅰ」、「教育実習Ⅱ（4 回生配当）」および、「教職実践演習」以外の教職に関する科目

のうち、必修科目および選択必修科目のすべてを 3 回生終了時までに修得済み、あるいは実習年

度に履修中であること。ただし、履修中科目は 2 単位までを上限とし、各教科教育法については

修得済みであること。 

②実習に必要な教科教育法をすべて修得済みであること。 

２０１９年度以降入学生の場合 

①4 回生配当以外の教育の基礎的理解に関する科目等のすべての科目を、3 回生終了時までに修得

済み、あるいは実習年度に履修中であること。ただし、履修中科目は 3 科目までを上限とする。 

②実習に必要な教科教育法をすべて修得済みであること。 

 

(４) 「教育実習Ⅱ」の授業実施日（事前事後指導日程）は「個別日程表」で確認してください。 

 

(５) 4 回生は履修の手引きを確認のうえ、取得希望の免許状に必要となる科目が本学基準どおりに登

録されているか、必ず確認すること。 

 

(６)  「教職・保育職教養講義」は教員採用試験対策および、卒業後に教員・講師として教壇に立つた

めの実践的な対策講座です。３・４回生で進路希望が教職の学生は必ず履修してください。中等教職

課程用、初等教職課程用、また回生によって開講クラスが異なるので、履修登録時に必ず確認をして

ください。 

【中等教職課程・３回生用】 

教職・保育職教養講義Ⅰ＜中等＞（前期） 

教職・保育職教養講義Ⅱ＜中等＞（後期） 

【中等教職課程・４回生用】 

教職・保育職教養講義Ⅲ＜中等＞（前期） 

教職・保育職教養講義Ⅳ＜中等＞（後期） 

※教職・保育職教養講義ⅠとⅡ、ⅢとⅣはセット履修が基本です。いすれも必ず履修してください。 

※介護等体験の申し込みやこれまでの教職ガイダンス欠席者など、履修に必要な諸手続きが不備の場

合は登録ができないことがあります。 

 

2) 司書課程科目について 

(１) 各回生は『履修の手引き』の<免許・資格>に記載の科目表を確認しながら登録してください。 

 

(２) 本資格科目を登録する際は、下表の科目を事前に履修済みであることが望ましいです。 

未修得科目 履修済みであることが望ましい科目 

情報資源組織演習Ⅰ・Ⅱ 情報資源組織論 

情報サービス演習Ⅰ・Ⅱ 情報サービス論 

図書館施設論 
図書館概論 

図書館サービス概論 

図書館情報資源特論 児童サービス論 

 

(３) 「図書館実習」は、履修条件が設定されています。履修を希望する場合は、必ず『履修の手引き』

を確認してください。 
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３) 学校図書館司書教諭課程科目について 

(１)司書教諭課程に関する科目は、２回生から履修できます。ただし、司書教諭課程履修者は、同時に 

教職課程履修者でなければなりません。(教育職員免許状を取得済の場合を除く)。 

 

(２)学校図書館司書教諭となる資格を得るためには、小学校、中学校および高等学校いずれかの教育職 

員免許状を取得し、本学の学校図書館司書教諭課程の必修５科目を修得することが必要です。 

 

(３)必修５科目を修得後、別途資格申請手続きが必要です。 

 

(４)教員採用試験において、受験する自治体によっては、学校図書館司書教諭の資格を取得済、あるい 

は取得見込みであることにより、加算を受けることができる場合があります。受験予定の自治体の募 

集要項を早期に確認し、学校図書館司書教諭課程の履修を検討してください。 

  

 

【履修登録ＷＥＢ申請時チェックリスト】 

★履修登録申請時に、以下のことを必ずチェックしてください。 

 

□ 必修科目はすべて、最初から時間割表に登録が入っていた 

 ⇒万が一入っていない科目があれば、教務部へ連絡 

 

□ 再履修しなければならない科目を登録した 

 

□ 各科目の授業内容、成績評価の方法などをシラバスで確認した 

 

□ 集中・不定期講義日程科目の授業日を個別日程表で確認し、重複がないことを確認した 

 

□ 秋期集中科目は後期登録訂正期間の追加・削除ができないことを理解している 

 

□ 秋期集中科目の成績は後期科目と同じ日程で通知されることを理解している 

 

□ 登録したい科目をすべて選択した状態で右上にある【最終確認へ】ボタンを押して、 

さらに【見込判定へ】ボタンを押して、【提出】ボタンを押した 

 

□ 【提出】後、改めて『時間割 → 学生時間割表』画面に入り、登録する科目がすべて時間割表に 

入っていることを確認した 
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2021年度 履修登録注意事項 
理学療法学科 新 2～4回生対象版 

★ 『履修登録』とは 

各年度当初の定められた時に、その年度に履修しようとする科目をすべて登録するものです。「指

定された期間に登録・訂正・確認ができなかった」など、登録事項に間違いがあった場合、本人がその

責を負います。また、登録していない科目の履修はできません。 

『履修の手引き』の<第 3 章 履修登録>のページをはじめ、必要事項をしっかり読んでから、履修

登録の作業に臨んでください。 

 

★ 履修登録に必要なもの 

・履修登録注意事項（本紙） 

・履修の手引き（2018 年度生までは冊子版、2019 年度生以降は大学ウェブサイト版） 

・シラバス（ポータルサイト＞タブ「シラバス照会」） 

・時間割（※「曜日別時間割表」と「個別日程」をポータルサイトに掲載します。） 

・履修登録動画マニュアル（履修の手引き 「第3 章 履修登録」からアクセス） 

・2020 年度成績通知書（後期の成績が反映されたもの） 

・履修ガイダンス等での配布資料 

◆2021 年度からポータルサイトが「Campusmate」から「UNIVERSAL PASSPORT」に新し

くなります。ついては、2021 年度履修登録から使用します。操作マニュアル等の詳細については、

3 月 4 日までに現ポータルサイト（Campusmate）にて配信します。 

 

1 履修登録関連スケジュール 

日程 内容 

2 月 5 日 『シラバス』『時間割』ＷＥＢ公開 

3 月 1 日 ２０20 年度後期成績通知 

3 月 5 日 9:00 ～ 9 日 13:00 事前抽選科目登録期間 

3 月 12 日 事前抽選結果ポータルサイト配信 

3 月 15 日 9：00～18 日 13：00 履修登録期間（文・国際英語・発達教育学部） 

3 月 16 日 9：00～19 日 13：00 履修登録期間（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ・看護・健康科学部） 

3 月 24 日 抽選結果ポータルサイト配信 

4 月 8 日 授業開始 

4 月 8 日 9:00 ～ 14 日 13:00 履修登録訂正期間 

4 月 19 日 抽選結果ポータルサイト配信 

4 月 22 日 ～ 26 日 学生時間割表確認期間 

9 月 13 日 ～ 27 日 後期履修登録訂正期間 

10 月 2 日 ～ 8 日 学生時間割表確認期間 
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２ スケジュールに関する注意事項 

１) 履修登録全般に関して 

・ポータルサイトにある「履修登録マニュアル」を必ず確認してから、履修登録を行ってください。 

・クラスアドバイザーや各学科教務委員、教務部職員の指導も参考にしてください。 

 

２) 事前抽選科目登録期間 

・申請者多数のため抽選が予測される授業について、履修登録期間に先立って履修登録の申請を受け付

けます。履修を希望する授業が事前抽選対象の科目である場合は、定められた期間に申請してくださ

い。なお、事前抽選で当選した授業の登録を削除（辞退）することはできません。また、事前抽選に

漏れた場合は登録ができません。 

 

３) 履修登録期間 

・後期科目についても、前期の事前抽選科目登録期間および履修登録期間に一括して登録しなければい

けません。後期の科目を後期履修登録訂正期間に登録しようとしても、定員到達や抽選のため、登録

できないことがあります。年間をとおした履修計画をしっかり立てるようにしましょう。 

 

４) 登録訂正期間 

・後期の履修登録訂正期間では、通年科目・秋期集中科目の追加・削除はできません。また、定員到達

や抽選のため、登録できないことがあります。 

・定員に達した科目や、履修者数が極めて多い科目の追加登録はできません。なお、対象科目はその都

度お知らせをします。 

・期間中に訂正した内容は、『学生時間割表』およびポータルサイトに反映されますが、抽選対象とな

る科目もあり、最終確定版ではありませんので注意してください。 

 

５) 抽選結果ポータルサイト配信・掲示 

・抽選後、ポータルサイトまたは『学生時間割表』を必ず確認してください。 

・ここで表示される教室は仮配置です。授業開始前に最新の『学生時間割表』で確認してください。 

・先の事前抽選科目登録期間において、申請者が定員に満たなかった授業は、追加登録を受け付けるこ

とがあります。申請者が履修登録期間に定員を超えた場合は、追加登録者を対象に改めて抽選を行い

ます。 

 

６) 授業の教室について 

・ポータルサイトや『学生時間割表』で、各科目の教室を再確認してください。登録期間中に設定され

ていた教室から変更になっていることがあります。 

 

７) 学生時間割表確認期間 

・自身がどのような科目を登録したかを確認するための期間です。この期間を経て、履修登録内容が確

定します。確認は『学生時間割表』または、ポータルサイトでおこないます。 

・登録データ処理の中で万が一のデータ欠落等がないかを、確認してください。万が一気づいた点など

がありましたら、必ず期間内に教務部までお知らせください。 

・履修登録期間に登録した内容は、ポータルサイトおよび『学生時間割表』に随時反映されますが、抽

選対象となる科目もあり、最終確定版ではありません。ご注意ください。 
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３ 履修登録上における科目の種類と説明 

１) 随意科目 

主に他学科・他コースの開設科目や資格課程の科目です。卒業要件単位には数えません。 

 

２) 履修指定科目 

必修科目ではありませんが、所属学科の方針や将来のキャリアデザインのために履修が強く推奨され、

あらかじめ登録されている科目です。原則として削除することはできません。 

 

３) クラス指定科目 

必修科目や履修指定科目などであらかじめクラスが指定されている場合は、原則的にクラスの変更は

できません。 

 

４) 抽選実施科目 

科目によっては定員を設定しており、その場合はシラバスに定員数を記載しています。登録申請者が

定員を超えた場合は教務部で抽選を行い、履修者を決定します。抽選にもれた場合は登録が削除されま

すので、必要に応じて履修登録訂正期間に訂正を行ってください。また、当選した科目の登録を削除（辞

退）することはできません。 

 

５) 定員到達科目 

定員に到達した科目は、訂正期間中にその科目を追加で登録することができません。教務部からの連

絡をよく確認するようにしてください。 

 

4 注意事項 

１) 重複履修 

・すでに単位を修得済みの科目を、もう一度登録することはできません。 

・集中講義を複数登録する際は、授業日程に重複がないか、自身でよく確認を行ってください。 

・教務部での日程重複のチェックは行いません。重複する科目の履修登録を行った場合、一方の科目に

出席できなくなり、単位を修得できません。 

 

２) 他学部・他学科科目の履修 

・資格取得などの関係により、所属する学部以外の科目を、随意科目(要卒単位以外)として履修できる

ことがあります。希望する場合は、履修登録期間中に教務部へ申し出てください。 

 

３) 秋期集中科目、通年集中科目の登録・削除 

・８月下旬～９月中旬の間に行われる『秋期集中科目』と、前後期通して不定期に行われる『通年集中

科目』は、９月の後期登録訂正期間での登録・削除を認めていません。前期の登録訂正期間までに登

録・削除を行ってください。 

・集中科目や個別に日程が決められている科目については、「個別日程表」で授業日程を確認できます。

個別日程表はポータルサイトで配信します。 

 

４) 前提科目の合否と履修制限 

・科目によっては、『Ａ科目の単位を修得済みでないとＢ科目を履修登録できない』というように、前

提科目の合否による履修制限があります。『履修の手引き』でよく確認してください。 

 

５) 履修登録上限 

・学年ごとに定められた単位数を超えて登録することはできません。 
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・入学前に他大学等で修得した単位で認定された単位、技能審査・検定等に合格した場合に認定する単

位および、大学コンソーシアム京都単位互換履修科目は、上限の対象外とします。 

 

６) 登録に関する質問 

・履修登録に関する質問は、問い合わせフォームから受け付けます。 

各種資料を読んでも分からない場合は、「履修登録に関する質問フォーム」から、申請してください。 

   下記の URL を入力するか、二次元コードを読み取ってください。 

   ○ URL（https://bit.ly/tourokuQ2021） 

     

 

〈履修登録に関する質問フォーム〉 

                  

 

 

5 理学療法学科生の注意事項 

(１) 全回生共通 

・不規則な日程で授業が行われる科目について、ポータルサイトに掲載される『個別日程表』で、日程

を確認してください。 

・実習の手引きに記載の履修条件一覧表をよく確認のうえ、くれぐれも必要な単位を落とさないように

してください。 

・前年度に修得できなかった必修科目は、初期登録されていません。必ず自分で履修登録を行ってくだ

さい。 

・基礎分野 選択必修科目の「公衆衛生学」は隔年開講となりました。本科目は臨床現場で要求される

知識や技能に関係した科目です。特にヘルスプロモーションコースを希望している学生は積極的に履

修してください。他のコースも臨床研究を行うにあたって背景となる素養を身につけることが出来る

でしょう。※隔年開講となるため 2021 年度は開講がございません。 

 

(２) 新２回生 

・『専門基礎分野 選択必修科目』科目については、「老年期障害基礎論」「画像評価学」「スポーツ障害

論」から選択し、履修登録してください。 

 

(3) 新３回生 

・後期科目について、1 月から「臨床評価実習」に入るため、各授業は 12 月中までに終了するように

計画されています。そのため、15 回授業科目は 2 コマ分の時間割を確保しています。 

・新３回生からは３つの専門コースに分かれての学習になりますが、コースごとに下表の科目は履修登

録してください。 

・「老年期障害理学療法学演習」は福祉住環境コーディネーターの試験対策も兼ねていますので、資格

に興味のある学生は積極的に履修して下さい。 

https://bit.ly/tourokuQ2021
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コース名 科目名 

ヘルスプロモーションコース 

内部障害系理学療法学応用演習 

老年期障害理学療法学演習 

ヘルスプロモーション理学療法学応用演習 

地域理学療法学演習 

理学療法技術学Ⅲ（内部障害） 

スポーツ・運動器障害コース 

運動器障害系理学療法学応用演習 

スポーツ障害系理学療法学応用演習 

理学療法技術学Ⅰ（運動器障害） 

理学療法技術学Ⅳ（スポーツ障害） 

脳・神経障害コース 

中枢神経障害系理学療法学応用演習 

神経・筋疾患理学療法学応用演習 

発達障害系理学療法学応用演習 

理学療法技術学Ⅱ（神経障害） 

理学療法技術学Ⅴ（発達障害） 

 

 

【履修登録ＷＥＢ申請時チェックリスト】 

★履修登録申請時に、以下のことを必ずチェックしてください。 

 

□ 必修科目はすべて、最初から時間割表に登録が入っていた 

 ⇒万が一入っていない科目があれば、教務部へ連絡 

 

□ 再履修しなければならない科目を登録した 

 

□ 各科目の授業内容、成績評価の方法などをシラバスで確認した 

 

□ 集中・不定期講義日程科目の授業日を個別日程表で確認し、重複がないことを確認した 

 

□ 秋期集中科目は後期登録訂正期間の追加・削除ができないことを理解している 

 

□ 秋期集中科目の成績は後期科目と同じ日程で通知されることを理解している 

 

□ 登録したい科目をすべて選択した状態で右上にある【最終確認へ】ボタンを押して、 

さらに【見込判定へ】ボタンを押して、【提出】ボタンを押した 

 

□ 【提出】後、改めて『時間割 → 学生時間割表』画面に入り、登録する科目がすべて時間割表に 

入っていることを確認した 
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2021年度 履修登録注意事項 
作業療法学科 新 2～4回生対象版 

★ 『履修登録』とは 

各年度当初の定められた時に、その年度に履修しようとする科目をすべて登録するものです。「指

定された期間に登録・訂正・確認ができなかった」など、登録事項に間違いがあった場合、本人がその

責を負います。また、登録していない科目の履修はできません。 

『履修の手引き』の<第 3 章 履修登録>のページをはじめ、必要事項をしっかり読んでから、履修

登録の作業に臨んでください。 

 

★ 履修登録に必要なもの 

・履修登録注意事項（本紙） 

・履修の手引き（2018 年度生までは冊子版、2019 年度生以降は大学ウェブサイト版） 

・シラバス（ポータルサイト＞タブ「シラバス照会」） 

・時間割（※「曜日別時間割表」と「個別日程」をポータルサイトに掲載します。） 

・履修登録動画マニュアル（履修の手引き 「第3 章 履修登録」からアクセス） 

・2020 年度成績通知書（後期の成績が反映されたもの） 

・履修ガイダンス等での配布資料 

◆2021 年度からポータルサイトが「Campusmate」から「UNIVERSAL PASSPORT」に新し

くなります。ついては、2021 年度履修登録から使用します。操作マニュアル等の詳細については、

3 月 4 日までに現ポータルサイト（Campusmate）にて配信します。 

 

1 履修登録関連スケジュール 

日程 内容 

2 月 5 日 『シラバス』『時間割』ＷＥＢ公開 

3 月 1 日 ２０20 年度後期成績通知 

3 月 5 日 9:00 ～ 9 日 13:00 事前抽選科目登録期間 

3 月 12 日 事前抽選結果ポータルサイト配信 

3 月 15 日 9：00～18 日 13：00 履修登録期間（文・国際英語・発達教育学部） 

3 月 16 日 9：00～19 日 13：00 履修登録期間（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ・看護・健康科学部） 

3 月 24 日 抽選結果ポータルサイト配信 

4 月 8 日 授業開始 

4 月 8 日 9:00 ～ 14 日 13:00 履修登録訂正期間 

4 月 19 日 抽選結果ポータルサイト配信 

4 月 22 日 ～ 26 日 学生時間割表確認期間 

9 月 13 日 ～ 27 日 後期履修登録訂正期間 

10 月 2 日 ～ 8 日 学生時間割表確認期間 
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２ スケジュールに関する注意事項 

１) 履修登録全般に関して 

・ポータルサイトにある「履修登録マニュアル」を必ず確認してから、履修登録を行ってください。 

・クラスアドバイザーや各学科教務委員、教務部職員の指導も参考にしてください。 

 

２) 事前抽選科目登録期間 

・申請者多数のため抽選が予測される授業について、履修登録期間に先立って履修登録の申請を受け付

けます。履修を希望する授業が事前抽選対象の科目である場合は、定められた期間に申請してくださ

い。なお、事前抽選で当選した授業の登録を削除（辞退）することはできません。また、事前抽選に

漏れた場合は登録ができません。 

 

３) 履修登録期間 

・後期科目についても、前期の事前抽選科目登録期間および履修登録期間に一括して登録しなければい

けません。後期の科目を後期履修登録訂正期間に登録しようとしても、定員到達や抽選のため、登録

できないことがあります。年間をとおした履修計画をしっかり立てるようにしましょう。 

 

４) 登録訂正期間 

・後期の履修登録訂正期間では、通年科目・秋期集中科目の追加・削除はできません。また、定員到達

や抽選のため、登録できないことがあります。 

・定員に達した科目や、履修者数が極めて多い科目の追加登録はできません。なお、対象科目はその都

度お知らせをします。 

・期間中に訂正した内容は、『学生時間割表』およびポータルサイトに反映されますが、抽選対象とな

る科目もあり、最終確定版ではありませんので注意してください。 

 

５) 抽選結果ポータルサイト配信・掲示 

・抽選後、ポータルサイトまたは『学生時間割表』を必ず確認してください。 

・ここで表示される教室は仮配置です。授業開始前に最新の『学生時間割表』で確認してください。 

・先の事前抽選科目登録期間において、申請者が定員に満たなかった授業は、追加登録を受け付けるこ

とがあります。申請者が履修登録期間に定員を超えた場合は、追加登録者を対象に改めて抽選を行い

ます。 

 

６) 授業の教室について 

・ポータルサイトや『学生時間割表』で、各科目の教室を再確認してください。登録期間中に設定され

ていた教室から変更になっていることがあります。 

 

７) 学生時間割表確認期間 

・自身がどのような科目を登録したかを確認するための期間です。この期間を経て、履修登録内容が確

定します。確認は『学生時間割表』または、ポータルサイトでおこないます。 

・登録データ処理の中で万が一のデータ欠落等がないかを、確認してください。万が一気づいた点など

がありましたら、必ず期間内に教務部までお知らせください。 

・履修登録期間に登録した内容は、ポータルサイトおよび『学生時間割表』に随時反映されますが、抽

選対象となる科目もあり、最終確定版ではありません。ご注意ください。 
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３ 履修登録上における科目の種類と説明 

１) 随意科目 

主に他学科・他コースの開設科目や資格課程の科目です。卒業要件単位には数えません。 

 

２) 履修指定科目 

必修科目ではありませんが、所属学科の方針や将来のキャリアデザインのために履修が強く推奨され、

あらかじめ登録されている科目です。原則として削除することはできません。 

 

３) クラス指定科目 

必修科目や履修指定科目などであらかじめクラスが指定されている場合は、原則的にクラスの変更は

できません。 

 

４) 抽選実施科目 

科目によっては定員を設定しており、その場合はシラバスに定員数を記載しています。登録申請者が

定員を超えた場合は教務部で抽選を行い、履修者を決定します。抽選にもれた場合は登録が削除されま

すので、必要に応じて履修登録訂正期間に訂正を行ってください。また、当選した科目の登録を削除（辞

退）することはできません。 

 

５) 定員到達科目 

定員に到達した科目は、訂正期間中にその科目を追加で登録することができません。教務部からの連

絡をよく確認するようにしてください。 

 

4 注意事項 

１) 重複履修 

・すでに単位を修得済みの科目を、もう一度登録することはできません。 

・集中講義を複数登録する際は、授業日程に重複がないか、自身でよく確認を行ってください。 

・教務部での日程重複のチェックは行いません。重複する科目の履修登録を行った場合、一方の科目に

出席できなくなり、単位を修得できません。 

 

２) 他学部・他学科科目の履修 

・資格取得などの関係により、所属する学部以外の科目を、随意科目(要卒単位以外)として履修できる

ことがあります。希望する場合は、履修登録期間中に教務部へ申し出てください。 

 

３) 秋期集中科目、通年集中科目の登録・削除 

・８月下旬～９月中旬の間に行われる『秋期集中科目』と、前後期通して不定期に行われる『通年集中

科目』は、９月の後期登録訂正期間での登録・削除を認めていません。前期の登録訂正期間までに登

録・削除を行ってください。 

・集中科目や個別に日程が決められている科目については、「個別日程表」で授業日程を確認できます。

個別日程表はポータルサイトで配信します。 

 

４) 前提科目の合否と履修制限 

・科目によっては、『Ａ科目の単位を修得済みでないとＢ科目を履修登録できない』というように、前

提科目の合否による履修制限があります。『履修の手引き』でよく確認してください。 

 

５) 履修登録上限 

・学年ごとに定められた単位数を超えて登録することはできません。 
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・入学前に他大学等で修得した単位で認定された単位、技能審査・検定等に合格した場合に認定する単

位および、大学コンソーシアム京都単位互換履修科目は、上限の対象外とします。 

 

６) 登録に関する質問 

・履修登録に関する質問は、問い合わせフォームから受け付けます。 

各種資料を読んでも分からない場合は、「履修登録に関する質問フォーム」から、申請してください。 

   下記の URL を入力するか、二次元コードを読み取ってください。 

   ○ URL（https://bit.ly/tourokuQ2021） 

     

 

〈履修登録に関する質問フォーム〉 

                  

 

 

 

 

5 作業療法学科生の注意事項 

(１) 全回生共通 

・不規則な日程で授業が行われる科目について、ポータルサイトに掲載される『個別日程表』で、日程

を確認してください。 

・実習の手引きに記載の履修条件一覧表をよく確認のうえ、くれぐれも必要な単位を落とさないように

してください。 

・１～４回生の各実習科目「臨床基礎実習Ⅰ・Ⅱ」「臨床評価実習」「総合臨床実習Ⅰ・Ⅱ」には、履修

条件（履修の手引き参照）が設定されています。履修条件を満たせないと、履修登録していても実習

に参加することができません。 

 

【学科必修科目の再履修について】 

・専門分野必修科目の再履修科目については、あらかじめ教務部で履修登録をしています。登録されて

いない科目があれば、教務委員の先生または、教務部まで申し出てください。 

※他の必修科目と時間割重複している場合は、再履修科目の登録はされていません。次年度以降に履

修してください。 

・専門分野科目以外の必修科目の再履修は、各自で登録してください。登録漏れのないよう、注意しま

しょう。 

 

(２) 新２回生 

・専門分野 選択必修科目について、「リハビリテーション工学」「言語聴覚療法」の 2 科目が設定され

ていますので、履修したい科目を自分で履修登録してください。 

 

https://bit.ly/tourokuQ2021
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(3) 新３回生 

・専門分野 選択必修科目について、「感覚統合療法」「認知症作業療法学」の 2 科目が設定されていま

すので、履修したい科目を自分で履修登録してください。 

・新３回生からは２つの専門コースに分かれての学習になりますが、コースごとに下表の科目は履修登

録してください。 

コース名 科目名 

地域の医療と福祉コース 作業療法技術学Ⅰ（地域の医療と福祉） 

こころと子どもの支援コース 作業療法技術学Ⅱ（こころと子どもの支援） 

  

 

【履修登録ＷＥＢ申請時チェックリスト】 

★履修登録申請時に、以下のことを必ずチェックしてください。 

 

□ 必修科目はすべて、最初から時間割表に登録が入っていた 

 ⇒万が一入っていない科目があれば、教務部へ連絡 

 

□ 再履修しなければならない科目を登録した 

 

□ 各科目の授業内容、成績評価の方法などをシラバスで確認した 

 

□ 集中・不定期講義日程科目の授業日を個別日程表で確認し、重複がないことを確認した 

 

□ 秋期集中科目は後期登録訂正期間の追加・削除ができないことを理解している 

 

□ 秋期集中科目の成績は後期科目と同じ日程で通知されることを理解している 

 

□ 登録したい科目をすべて選択した状態で右上にある【最終確認へ】ボタンを押して、 

さらに【見込判定へ】ボタンを押して、【提出】ボタンを押した 

 

□ 【提出】後、改めて『時間割 → 学生時間割表』画面に入り、登録する科目がすべて時間割表に 

入っていることを確認した 
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2021年度 履修登録注意事項 
救急救命学科 新 2～4回生対象版 

★ 『履修登録』とは 

各年度当初の定められた時に、その年度に履修しようとする科目をすべて登録するものです。「指

定された期間に登録・訂正・確認ができなかった」など、登録事項に間違いがあった場合、本人がその

責を負います。また、登録していない科目の履修はできません。 

『履修の手引き』の<第 3 章 履修登録>のページをはじめ、必要事項をしっかり読んでから、履修

登録の作業に臨んでください。 

 

★ 履修登録に必要なもの 

・履修登録注意事項（本紙） 

・履修の手引き（2018 年度生までは冊子版、2019 年度生以降は大学ウェブサイト版） 

・シラバス（ポータルサイト＞タブ「シラバス照会」） 

・時間割（※「曜日別時間割表」と「個別日程」をポータルサイトに掲載します。） 

・履修登録動画マニュアル（履修の手引き 「第3 章 履修登録」からアクセス） 

・2020 年度成績通知書（後期の成績が反映されたもの） 

・履修ガイダンス等での配布資料 

◆2021 年度からポータルサイトが「Campusmate」から「UNIVERSAL PASSPORT」に新し

くなります。ついては、2021 年度履修登録から使用します。操作マニュアル等の詳細については、

3 月 4 日までに現ポータルサイト（Campusmate）にて配信します。 

 

1 履修登録関連スケジュール 

日程 内容 

2 月 5 日 『シラバス』『時間割』ＷＥＢ公開 

3 月 1 日 ２０20 年度後期成績通知 

3 月 5 日 9:00 ～ 9 日 13:00 事前抽選科目登録期間 

3 月 12 日 事前抽選結果ポータルサイト配信 

3 月 15 日 9：00～18 日 13：00 履修登録期間（文・国際英語・発達教育学部） 

3 月 16 日 9：00～19 日 13：00 履修登録期間（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ・看護・健康科学部） 

3 月 24 日 抽選結果ポータルサイト配信 

4 月 8 日 授業開始 

4 月 8 日 9:00 ～ 14 日 13:00 履修登録訂正期間 

4 月 19 日 抽選結果ポータルサイト配信 

4 月 22 日 ～ 26 日 学生時間割表確認期間 

9 月 13 日 ～ 27 日 後期履修登録訂正期間 

10 月 2 日 ～ 8 日 学生時間割表確認期間 
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２ スケジュールに関する注意事項 

１) 履修登録全般に関して 

・ポータルサイトにある「履修登録マニュアル」を必ず確認してから、履修登録を行ってください。 

・クラスアドバイザーや各学科教務委員、教務部職員の指導も参考にしてください。 

 

２) 事前抽選科目登録期間 

・申請者多数のため抽選が予測される授業について、履修登録期間に先立って履修登録の申請を受け付

けます。履修を希望する授業が事前抽選対象の科目である場合は、定められた期間に申請してくださ

い。なお、事前抽選で当選した授業の登録を削除（辞退）することはできません。また、事前抽選に

漏れた場合は登録ができません。 

 

３) 履修登録期間 

・後期科目についても、前期の事前抽選科目登録期間および履修登録期間に一括して登録しなければい

けません。後期の科目を後期履修登録訂正期間に登録しようとしても、定員到達や抽選のため、登録

できないことがあります。年間をとおした履修計画をしっかり立てるようにしましょう。 

 

４) 登録訂正期間 

・後期の履修登録訂正期間では、通年科目・秋期集中科目の追加・削除はできません。また、定員到達

や抽選のため、登録できないことがあります。 

・定員に達した科目や、履修者数が極めて多い科目の追加登録はできません。なお、対象科目はその都

度お知らせをします。 

・期間中に訂正した内容は、『学生時間割表』およびポータルサイトに反映されますが、抽選対象とな

る科目もあり、最終確定版ではありませんので注意してください。 

 

５) 抽選結果ポータルサイト配信・掲示 

・抽選後、ポータルサイトまたは『学生時間割表』を必ず確認してください。 

・ここで表示される教室は仮配置です。授業開始前に最新の『学生時間割表』で確認してください。 

・先の事前抽選科目登録期間において、申請者が定員に満たなかった授業は、追加登録を受け付けるこ

とがあります。申請者が履修登録期間に定員を超えた場合は、追加登録者を対象に改めて抽選を行い

ます。 

 

６) 授業の教室について 

・ポータルサイトや『学生時間割表』で、各科目の教室を再確認してください。登録期間中に設定され

ていた教室から変更になっていることがあります。 

 

７) 学生時間割表確認期間 

・自身がどのような科目を登録したかを確認するための期間です。この期間を経て、履修登録内容が確

定します。確認は『学生時間割表』または、ポータルサイトでおこないます。 

・登録データ処理の中で万が一のデータ欠落等がないかを、確認してください。万が一気づいた点など

がありましたら、必ず期間内に教務部までお知らせください。 

・履修登録期間に登録した内容は、ポータルサイトおよび『学生時間割表』に随時反映されますが、抽

選対象となる科目もあり、最終確定版ではありません。ご注意ください。 
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３ 履修登録上における科目の種類と説明 

１) 随意科目 

主に他学科・他コースの開設科目や資格課程の科目です。卒業要件単位には数えません。 

 

２) 履修指定科目 

必修科目ではありませんが、所属学科の方針や将来のキャリアデザインのために履修が強く推奨され、

あらかじめ登録されている科目です。原則として削除することはできません。 

 

３) クラス指定科目 

必修科目や履修指定科目などであらかじめクラスが指定されている場合は、原則的にクラスの変更は

できません。 

 

４) 抽選実施科目 

科目によっては定員を設定しており、その場合はシラバスに定員数を記載しています。登録申請者が

定員を超えた場合は教務部で抽選を行い、履修者を決定します。抽選にもれた場合は登録が削除されま

すので、必要に応じて履修登録訂正期間に訂正を行ってください。また、当選した科目の登録を削除（辞

退）することはできません。 

 

５) 定員到達科目 

定員に到達した科目は、訂正期間中にその科目を追加で登録することができません。教務部からの連

絡をよく確認するようにしてください。 

 

4 注意事項 

１) 重複履修 

・すでに単位を修得済みの科目を、もう一度登録することはできません。 

・集中講義を複数登録する際は、授業日程に重複がないか、自身でよく確認を行ってください。 

・教務部での日程重複のチェックは行いません。重複する科目の履修登録を行った場合、一方の科目に

出席できなくなり、単位を修得できません。 

 

２) 他学部・他学科科目の履修 

・資格取得などの関係により、所属する学部以外の科目を、随意科目(要卒単位以外)として履修できる

ことがあります。希望する場合は、履修登録期間中に教務部へ申し出てください。 

 

３) 秋期集中科目、通年集中科目の登録・削除 

・８月下旬～９月中旬の間に行われる『秋期集中科目』と、前後期通して不定期に行われる『通年集中

科目』は、９月の後期登録訂正期間での登録・削除を認めていません。前期の登録訂正期間までに登

録・削除を行ってください。 

・集中科目や個別に日程が決められている科目については、「個別日程表」で授業日程を確認できます。

個別日程表はポータルサイトで配信します。 

 

４) 前提科目の合否と履修制限 

・科目によっては、『Ａ科目の単位を修得済みでないとＢ科目を履修登録できない』というように、前

提科目の合否による履修制限があります。『履修の手引き』でよく確認してください。 

 

５) 履修登録上限 

・学年ごとに定められた単位数を超えて登録することはできません。 
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・入学前に他大学等で修得した単位で認定された単位、技能審査・検定等に合格した場合に認定する単

位および、大学コンソーシアム京都単位互換履修科目は、上限の対象外とします。 

 

６) 登録に関する質問 

・履修登録に関する質問は、問い合わせフォームから受け付けます。 

各種資料を読んでも分からない場合は、「履修登録に関する質問フォーム」から、申請してください。 

   下記の URL を入力するか、二次元コードを読み取ってください。 

   ○ URL（https://bit.ly/tourokuQ2021） 

     

 

〈履修登録に関する質問フォーム〉 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/tourokuQ2021
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5 専門科目の注意事項 

１) 学科必修科目の再履修について＜全回生共通＞ 

・専門分野必修科目の再履修科目については、あらかじめ教務部で履修登録をしています。登録されて

いない科目があれば、教務委員の先生または、教務部まで申し出てください。 

※他の必修科目と時間割重複している場合は、再履修科目の登録はされていません。次年度以降に履

修してください。 

・専門分野科目以外の必修科目の再履修は、各自で登録してください。登録漏れのないよう、注意しま

しょう。 

・以下の科目は、クラス指定科目です。指定されたクラスを確認してください。クラスが指定されてい

ない場合は教務委員の先生または教務部まで申し出てください。 

 

回生 科目 

新２回生 アカデミックスキルズⅡ 

 

２) 新２回生 

・月曜６講時および水曜５・６講時は、公務員試験対策講座が実施されます。公務員試験対策講座を履

修する場合は、他の授業を履修登録しないよう注意してください。 

・「海外実習」を希望する場合は、下表のとおり、履修登録をしてください。 

 

実習名 科目 定員 実施時期（予定） 

海外実習 

（アメリカ ロサンゼルス） 
救急救命海外実習 30 名 

2022 年 3 月 15 日～3 月 19

日または3月21日～3月25日 

 

※「救急救命海外実習」は、履修希望者が定員を超えた場合は抽選を行います。抽選にもれた学生は

登録が削除され、履修することができません。 

※履修登録者が１０名未満の場合は閉講となり実施されません。 

※「救急救命海外実習」は、履修登録が確定した後に自己都合により参加を辞退した場合、キャンセ

ル料が発生する場合もあります。必ず参加することを前提として履修登録してください。 

 

３) 新３回生 

・木曜５・６講時および金曜１・２講時は公務員試験対策講座が実施されます。公務員試験対策講座を

履修する場合は、他の授業を履修登録しないよう注意してください。 

・「海実習」または「海外実習」を希望する場合は、下表のとおり、履修登録をしてください。例年、

科目名を間違えて登録するケースが発生しています。登録間違いのないよう、十分に科目名を確認し

て履修登録を行ってください。 

 

実習名 科目 定員 実施時期（予定） 

海実習 

（沖縄県 渡嘉敷島） 
救急救命特別実習Ⅰ  30 名 

2021 年 7 月 17 日 

～7 月 21 日 

海外実習 

（アメリカ ロサンゼルス） 
救急救命特別実習Ⅱ  30 名 

2022 年 3 月 15 日～3 月 19

日または3月21日～3月25日 

 

※「救急救命特別実習Ⅰ（海実習）」および「救急救命特別実習Ⅱ（海外実習）」とも、履修希望者が

定員を超えた場合は抽選を行います。抽選にもれた学生は登録が削除され、履修することができま

せん。 

※いずれのクラスについても、履修登録者が１０名未満の場合は閉講となり実施されません。 

※「救急救命実習Ⅰ」（海実習）および「救急救命特別実習Ⅱ」（海外実習）は、履修登録が確定した
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後に自己都合により参加を辞退した場合、キャンセル料が発生する場合もあります。必ず参加する

ことを前提として履修登録してください。 

 

 

４) 新４回生 

・卒業に必要な単位の登録漏れがないか、十分に確認してください。 

・「救急救命実習Ⅳ」は、３回生「救急救命実習（病院）」「救急救命実習（同乗）」を合格した学生のみ

履修できます。「救急救命実習（病院）」「救急救命実習（同乗）」の成績確定後、合格者は「救急救命

実習Ⅳ」が登録されますので、前期金曜日１・２・３講時には何も履修登録しないでください。 

・卒業回生で必修科目（実習Ⅳ、卒業研究等）のみの履修であっても、Web 上にて「登録」が必要で

す。画面上に最初から表示されている科目のみの履修であっても、必ず自分で登録申請をクリックし

てください。  
 

【履修登録ＷＥＢ申請時チェックリスト】 

★履修登録申請時に、以下のことを必ずチェックしてください。 

 

□ 必修科目はすべて、最初から時間割表に登録が入っていた 

 ⇒万が一入っていない科目があれば、教務部へ連絡 

 

□ 再履修しなければならない科目を登録した 

 

□ 各科目の授業内容、成績評価の方法などをシラバスで確認した 

 

□ 集中・不定期講義日程科目の授業日を個別日程表で確認し、重複がないことを確認した 

 

□ 秋期集中科目は後期登録訂正期間の追加・削除ができないことを理解している 

 

□ 秋期集中科目の成績は後期科目と同じ日程で通知されることを理解している 

 

□ 登録したい科目をすべて選択した状態で右上にある【最終確認へ】ボタンを押して、 

さらに【見込判定へ】ボタンを押して、【提出】ボタンを押した 

 

□ 【提出】後、改めて『時間割 → 学生時間割表』画面に入り、登録する科目がすべて時間割表に 

入っていることを確認した 
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2021年度 履修登録注意事項 
臨床検査学科 新 2～4回生対象版 

★ 『履修登録』とは 

各年度当初の定められた時に、その年度に履修しようとする科目をすべて登録するものです。「指

定された期間に登録・訂正・確認ができなかった」など、登録事項に間違いがあった場合、本人がその

責を負います。また、登録していない科目の履修はできません。 

『履修の手引き』の<第 3 章 履修登録>のページをはじめ、必要事項をしっかり読んでから、履修

登録の作業に臨んでください。 

 

★ 履修登録に必要なもの 

・履修登録注意事項（本紙） 

・履修の手引き（2018 年度生までは冊子版、2019 年度生以降は大学ウェブサイト版） 

・シラバス（ポータルサイト＞タブ「シラバス照会」） 

・時間割（※「曜日別時間割表」と「個別日程」をポータルサイトに掲載します。） 

・履修登録動画マニュアル（履修の手引き 「第3 章 履修登録」からアクセス） 

・2020 年度成績通知書（後期の成績が反映されたもの） 

・履修ガイダンス等での配布資料 

◆2021 年度からポータルサイトが「Campusmate」から「UNIVERSAL PASSPORT」に新し

くなります。ついては、2021 年度履修登録から使用します。操作マニュアル等の詳細については、

3 月 4 日までに現ポータルサイト（Campusmate）にて配信します。 

 

1 履修登録関連スケジュール 

日程 内容 

2 月 5 日 『シラバス』『時間割』ＷＥＢ公開 

3 月 1 日 ２０20 年度後期成績通知 

3 月 5 日 9:00 ～ 9 日 13:00 事前抽選科目登録期間 

3 月 12 日 事前抽選結果ポータルサイト配信 

3 月 15 日 9：00～18 日 13：00 履修登録期間（文・国際英語・発達教育学部） 

3 月 16 日 9：00～19 日 13：00 履修登録期間（現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ・看護・健康科学部） 

3 月 24 日 抽選結果ポータルサイト配信 

4 月 8 日 授業開始 

4 月 8 日 9:00 ～ 14 日 13:00 履修登録訂正期間 

4 月 19 日 抽選結果ポータルサイト配信 

4 月 22 日 ～ 26 日 学生時間割表確認期間 

9 月 13 日 ～ 27 日 後期履修登録訂正期間 

10 月 2 日 ～ 8 日 学生時間割表確認期間 
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２ スケジュールに関する注意事項 

１) 履修登録全般に関して 

・ポータルサイトにある「履修登録マニュアル」を必ず確認してから、履修登録を行ってください。 

・クラスアドバイザーや各学科教務委員、教務部職員の指導も参考にしてください。 

 

２) 事前抽選科目登録期間 

・申請者多数のため抽選が予測される授業について、履修登録期間に先立って履修登録の申請を受け付

けます。履修を希望する授業が事前抽選対象の科目である場合は、定められた期間に申請してくださ

い。なお、事前抽選で当選した授業の登録を削除（辞退）することはできません。また、事前抽選に

漏れた場合は登録ができません。 

 

３) 履修登録期間 

・後期科目についても、前期の事前抽選科目登録期間および履修登録期間に一括して登録しなければい

けません。後期の科目を後期履修登録訂正期間に登録しようとしても、定員到達や抽選のため、登録

できないことがあります。年間をとおした履修計画をしっかり立てるようにしましょう。 

 

４) 登録訂正期間 

・後期の履修登録訂正期間では、通年科目・秋期集中科目の追加・削除はできません。また、定員到達

や抽選のため、登録できないことがあります。 

・定員に達した科目や、履修者数が極めて多い科目の追加登録はできません。なお、対象科目はその都

度お知らせをします。 

・期間中に訂正した内容は、『学生時間割表』およびポータルサイトに反映されますが、抽選対象とな

る科目もあり、最終確定版ではありませんので注意してください。 

 

５) 抽選結果ポータルサイト配信・掲示 

・抽選後、ポータルサイトまたは『学生時間割表』を必ず確認してください。 

・ここで表示される教室は仮配置です。授業開始前に最新の『学生時間割表』で確認してください。 

・先の事前抽選科目登録期間において、申請者が定員に満たなかった授業は、追加登録を受け付けるこ

とがあります。申請者が履修登録期間に定員を超えた場合は、追加登録者を対象に改めて抽選を行い

ます。 

 

６) 授業の教室について 

・ポータルサイトや『学生時間割表』で、各科目の教室を再確認してください。登録期間中に設定され

ていた教室から変更になっていることがあります。 

 

７) 学生時間割表確認期間 

・自身がどのような科目を登録したかを確認するための期間です。この期間を経て、履修登録内容が確

定します。確認は『学生時間割表』または、ポータルサイトでおこないます。 

・登録データ処理の中で万が一のデータ欠落等がないかを、確認してください。万が一気づいた点など

がありましたら、必ず期間内に教務部までお知らせください。 

・履修登録期間に登録した内容は、ポータルサイトおよび『学生時間割表』に随時反映されますが、抽

選対象となる科目もあり、最終確定版ではありません。ご注意ください。 
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３ 履修登録上における科目の種類と説明 

１) 随意科目 

主に他学科・他コースの開設科目や資格課程の科目です。卒業要件単位には数えません。 

 

２) 履修指定科目 

必修科目ではありませんが、所属学科の方針や将来のキャリアデザインのために履修が強く推奨され、

あらかじめ登録されている科目です。原則として削除することはできません。 

 

３) クラス指定科目 

必修科目や履修指定科目などであらかじめクラスが指定されている場合は、原則的にクラスの変更は

できません。 

 

４) 抽選実施科目 

科目によっては定員を設定しており、その場合はシラバスに定員数を記載しています。登録申請者が

定員を超えた場合は教務部で抽選を行い、履修者を決定します。抽選にもれた場合は登録が削除されま

すので、必要に応じて履修登録訂正期間に訂正を行ってください。また、当選した科目の登録を削除（辞

退）することはできません。 

 

５) 定員到達科目 

定員に到達した科目は、訂正期間中にその科目を追加で登録することができません。教務部からの連

絡をよく確認するようにしてください。 

 

4 注意事項 

１) 重複履修 

・すでに単位を修得済みの科目を、もう一度登録することはできません。 

・集中講義を複数登録する際は、授業日程に重複がないか、自身でよく確認を行ってください。 

・教務部での日程重複のチェックは行いません。重複する科目の履修登録を行った場合、一方の科目に

出席できなくなり、単位を修得できません。 

 

２) 他学部・他学科科目の履修 

・資格取得などの関係により、所属する学部以外の科目を、随意科目(要卒単位以外)として履修できる

ことがあります。希望する場合は、履修登録期間中に教務部へ申し出てください。 

 

３) 秋期集中科目、通年集中科目の登録・削除 

・８月下旬～９月中旬の間に行われる『秋期集中科目』と、前後期通して不定期に行われる『通年集中

科目』は、９月の後期登録訂正期間での登録・削除を認めていません。前期の登録訂正期間までに登

録・削除を行ってください。 

・集中科目や個別に日程が決められている科目については、「個別日程表」で授業日程を確認できます。

個別日程表はポータルサイトで配信します。 

 

４) 前提科目の合否と履修制限 

・科目によっては、『Ａ科目の単位を修得済みでないとＢ科目を履修登録できない』というように、前

提科目の合否による履修制限があります。『履修の手引き』でよく確認してください。 

 

５) 履修登録上限 

・学年ごとに定められた単位数を超えて登録することはできません。 
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・入学前に他大学等で修得した単位で認定された単位、技能審査・検定等に合格した場合に認定する単

位および、大学コンソーシアム京都単位互換履修科目は、上限の対象外とします。 

 

６) 登録に関する質問 

・履修登録に関する質問は、問い合わせフォームから受け付けます。 

各種資料を読んでも分からない場合は、「履修登録に関する質問フォーム」から、申請してください。 

   下記の URL を入力するか、二次元コードを読み取ってください。 

   ○ URL（https://bit.ly/tourokuQ2021） 

     

 

〈履修登録に関する質問フォーム〉 

                  

 

 

 

5 臨床検査学科生の注意事項 

1) 全回生共通 

・不規則な日程で授業が行われる科目について、ポータルサイトに掲載される『個別日程表』で、日程

を確認してください。 

・実習の手引きに記載の履修条件一覧表をよく確認のうえ、くれぐれも必要な単位を落とさないように

してください。 

・前年度に修得できなかった必修科目は、初期登録されていません。必ず自分で履修登録を行ってくだ

さい。 

 

2) 新 2 回生 

・前期・後期ともに、水曜日を除く午後（３～５講時）は「一般検査学（実習を含む）」や「微生物検

査学実習」などの学内実習科目を複雑な日程で行うため、他の科目の履修登録は行なわないでくださ

い。 

・専門基礎分野選択必修科目である「栄養学」か「薬理学」のうち、少なくとも１科目は必ず履修して

ください。 

・４回生にて細胞検査士コースの履修を希望する学生は「臨床細胞学総論Ⅱ・Ⅲ」を履修してください。 

・２回生以降は、ほぼ全ての科目が必修科目となります。出席、授業中態度、提出期日など一層気を引

き締めて取り組んでください。 

 

3) 新 3 回生 

・前期・後期ともに、水曜日を除く午後（３～５講時）は「生理機能検査学実習Ⅰ・Ⅱ」や「輸血・移

植検査学実習」などの学内実習科目を複雑な日程で行うため、他の科目の履修登録は行なわないでく

ださい。 

https://bit.ly/tourokuQ2021
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・４回生にて細胞検査士コースの履修を希望する学生は「臨床細胞学演習Ⅰ・Ⅱ」を履修してください。 

・「臨地実習」を履修するには、履修条件があります。履修条件が満たない場合は、「臨地実習」へ参加

できません。 

・「臨地実習」は 1 月から実施のため、後期については選択科目の登録をしないで下さい。履修された

としても、選択科目の 1 月の授業、試験は受けることができません。 

・「臨地実習」は 1 月から実施のため、後期の専門分野の必修科目については、12 月中に終了するよ

うに実施します。日程については、個別日程表を必ず確認して下さい。 

・2 回生に引き続き 3 回生も、ほぼ全ての科目が必修科目となります。出席、授業中態度、提出期日な

ど一層気を引き締めて取り組んでください。 

 

4) 新 4 回生 

・領域別演習科目（自由科目）の 4 科目「形態検査学演習」「生物化学分析検査学演習」「生理機能検査

学演習」「病因・生体防御検査学演習」は、学科指定科目として学務にて履修登録いたします。 

・「臨床検査総合演習 A/B」「卒業研究 A/B」は、クラス指定の上、学務にて履修登録いたします。 

・細胞検査士履修者は、細胞検査士コース履修科目を学務にて履修登録いたします。 

・上記のとおり、学務にて履修登録をいたしますが、履修登録状況については必ず自身の責任のもと確

認してください。また、Web 上にて「登録」が必要です。画面上に最初から表示されている科目の

みの履修であっても、必ず自分で登録申請をクリックしてください。 

 

 

【履修登録ＷＥＢ申請時チェックリスト】 

★履修登録申請時に、以下のことを必ずチェックしてください。 

 

□ 必修科目はすべて、最初から時間割表に登録が入っていた 

 ⇒万が一入っていない科目があれば、教務部へ連絡 

 

□ 再履修しなければならない科目を登録した 

 

□ 各科目の授業内容、成績評価の方法などをシラバスで確認した 

 

□ 集中・不定期講義日程科目の授業日を個別日程表で確認し、重複がないことを確認した 

 

□ 秋期集中科目は後期登録訂正期間の追加・削除ができないことを理解している 

 

□ 秋期集中科目の成績は後期科目と同じ日程で通知されることを理解している 

 

□ 登録したい科目をすべて選択した状態で右上にある【最終確認へ】ボタンを押して、 

さらに【見込判定へ】ボタンを押して、【提出】ボタンを押した 

 

□ 【提出】後、改めて『時間割 → 学生時間割表』画面に入り、登録する科目がすべて時間割表に 

入っていることを確認した 
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【全学部 新 2～4回生版】2021年度 履修登録注意事項 

(基礎・教養・キャリア教育科目) 
 

目次 

1. はじめに 【対象】全学部 

 

2. 全学キャリア科目  
【対象】文学部、国際英語学部、発達教育学部、現代ビジネス学部、心理学科、救急救命学科 
（1）キャリア開発プログラムについて 

（2）インターンシップ（国内））について 

 

3. 教養・キャリア科目（必修科目）の再履修について 【対象】全学部 2回生以上 
（1）各科目の再履修について 

（2）英語科目の再履修について 

 

4. 英語科目について 【対象】全学部 
（1）2021年度 全学英語テスト日程について 

（2）各学科 2回生配当の英語科目について（国際英語除く） 

  

 1. はじめに 

全学の教養・キャリア科目（看護学部：区分 1の教養教育科目群、健康科学部：「基礎分野」）の窓口は、 

【総合教育課】です。ただし、以下の科目は担当課が異なりますので注意してください。 

・各学科の「地域課題研究」 → 【各学務課】 

  ・文学部の「キャリアゼミ」 → 【学務第 2課】 

 ・看護学部・健康科学部（心理学科除く）の「キャリア・・・」と「医療と心理」分野 → 【学務第 3課】   

  ・心理学科「教養科目」分野 → 【学務第 3課】   

 

2. 全学キャリア科目  

（1）キャリア開発プログラムについて 
京都橘大学では、授業（単位取得をめざします）として、次の学部・学科を対象に、様々なキャリア 

教育科目を 2回生から開講しています。2回生前期には、将来に向けての「キャリアデザイン」を描く 

力をつける「キャリアデザイン入門」を必修科目として配置しており、2回生後期以降は、卒業後の進 

路にあわせた学びを始めるため、次の 4つのキャリア開発プログラムに沿って学修をおこないます。 

●主な対象学部・学科 

文学部：日本語日本文学科、歴史学科、歴史遺産学科  

国際英語学部：国際英語学科  

発達教育学部：児童教育学科(※一部対象となる科目があります) 

現代ビジネス学部：経営学科、都市環境デザイン学科 

健康科学部：心理学科(※一部対象となる科目があります)、救急救命学科（※一部対象となる科目があります） 
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●4つのキャリア開発プログラム 

1） 地域密着型の一般企業志望者    

2） 大手企業志望者   

3） 公務員行政職志望者        

4） 公務員公安職（警察官・消防官）志望者 

5） 教員（幼稚園含む）、保育士、その他  ※履修科目は、基本的に 1)と同じになります。 

 

 進路希望調査（第 1志望）の回答により「履修指定科目」として履修クラスを指定し、あらかじめ登録され

ている科目も多くあります。自分の将来を見据え、授業を通じて力をつけていきましょう。 

なお、教員志望者も、2回生までは履修指定科目も履修しなければなりません。様々な考え方を身につけ、

視野と選択肢を広げることを期待しています。 

●主なキャリア科目（2回生配当） 
   「履修指定」には、次の 2つの種類があります。 

    ★★各学科の指定により登録。学科指定科目の登録の削除はできません。 

★希望する進路実現のための科目：新 2・3回生いずれも、1月に実施した「進路希望調査」での 

第 1志望の回答により登録。 

 

 

科目名 

キャリア 

デザイン 

入門 

キャリア 

開発演習 

Ⅲ 

キャリア 

開発演習 

Ⅰ 

キャリア 

コミュニケー

ションⅠ・Ⅱ 

キャリア 

開発演習Ⅳ 

キャリア開発

講座Ⅲ・Ⅳ 

 
前期 後期 前・後期 

<Ga>通年 

<Gb>後期 
前・後期 

日本語 

日本文学 

★★必修 

★履修指定 

★「公務員 

行政職志望

者」履修指定 

→演習Ⅰ or Ⅲ 

いずれかの履修

必須 

（選択） 

★「大手企業    

  志望者」 

 履修指定 

（選択） 歴史 

歴史遺産 

国際英語 （留学中のため履修不可） （前期のみ可） 
（留学中のため

履修不可） 
（前期のみ可） 

児童教育 - （選択） （選択） （選択） P3-4 参照 

★幼児教育 

コースのみ 

履修指定 

経営 

★★必修 ★履修指定 

★「公務員 

行政職志望

者」履修指定 

→演習Ⅰ or Ⅲ 

いずれかの履修

必須 

★★必修 

★「大手企業 

  志望者」 

 履修指定 

（選択） 
都市環境 

デザイン 

心理 （選択） （選択） （選択） （選択） P3-4 参照 （選択） 

救急救命 - - - ★履修指定 - - 
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1）地域密着型の一般企業就職志望者 および 5）教員、その他 

★★印：必修科目 ＝ 卒業要件となる科目。 

★印：履修指定科目 ＝ 各学科の指定または希望する進路実現のための科目。 

新 2・3回生いずれも、1月に実施した「進路希望調査」での第 1志望の 

回答により配置。学科指定科目の登録の削除はできません。 

自己分析 

業界分析 

企業分析 

2回生 

前期 
キャリアデザイン入門 

★★必修：日本語日本文学、歴史、歴史遺産、国際英語、経営、都市環境デザイン 

後期 
キャリア開発演習Ⅲ 

★履修指定：日本語日本文学、歴史、歴史遺産、経営、都市環境デザイン 

 

筆記・面接試験 

対策 

 

2回生 

前期 
・ 
後期 

キャリアコミュニケーションⅠ（前期）・Ⅱ（後期） 
★★必修：経営、都市環境デザイン    
★履修指定：救急救命 

前期 キャリア開発講座Ⅲ 
※前・後期の連続履修が原則ですが、 

時間割都合による片方のみ履修も可。  

※前期・後期共に、初回授業でプレテストを 

実施し、2週目からクラス毎に履修。 

★履修指定：幼児教育コース 
後期 キャリア開発講座Ⅳ 

通年 
（課外） 

単位認定無し 

公務員試験対策講座 ※先行受付期間1月27日(水)から3月5日(金)まで 

・民間就職試験（SPI）や教員採用試験対策にも有効な講座です。 

1月実施のガイダンスに参加できない場合は、アーカイブを視聴するか4月に実施

する説明会に参加してください。ガイダンスに関する連絡はポータル配信します。 

・それまでに質問等があれば【公務員試験支援センター】へ（管理・特別教室棟3F）。 

3回生 後期 

キャリア開発研究Ⅰ  
・就職活動に積極的に取り組んでいる学生を対象とした演習形式の授業です。 

・エントリーシートの作成や面接対策などを実践的におこなうため、定員は 40名

です。定員を超えた場合は、選抜します。 

・2回生科目「キャリア開発演習Ⅳ<Ga・Gb>（P4参照）」は、大手企業を第 1志望とする学生の履修指定科目

（心理学科を除く）ですが、他の進路希望の学生も履修可能です。  

 → 履修を希望する場合、前期の履修登録期間または訂正期間内に【総合教育課】へ申し出てください。 

     ※Gaクラスは通年開講のため、後期からの履修はできません。※ 

心理学科生も、履修可能です。同期間内に総合教育課へ申し出てください。 

・3回生科目「キャリア開発研究Ⅲ・Ⅳ <Ga・Gb>（P5参照）」は、2回生科目である「キャリア開発講座 

Ⅲ・Ⅳ」応用編の授業で、基本的には大手企業を第 1志望とする学生対象です。 

→ 一般企業志望者も履修可能ですが、「キャリア開発講座Ⅲ・Ⅳ」未履修の場合、「キャリア開発講座 

Ⅲ・Ⅳ」を履修する or同時履修を推奨します。各自で登録できます。 

・同じく 3回生科目「キャリア開発研究Ⅱ<Ga・Gb>」は大手企業志望者向けの科目ですが、その他の進路を希

望している学生も履修可能です。 

→ 履修を希望する場合、前期の履修登録期間または訂正期間内に【総合教育課】へ申し出てください。 

心理学科生も履修可能です。同期間内に総合教育課へ申し出てください。 

 

 

 

 

◎春休み・夏休み中のインターンシップへの参加を強く推奨。（詳細はP7～参照） 

 例）長期の場合：インターンシップⅡ/キャリア開発演習Ⅱ<インターンシップ>、コンソーシアム

京都主催インターンシップ 

短期の場合：公募型、自治体主催 など      

○その他、海外体験企画、海外インターンシップへの参加も推奨。 

※海外インターンシップなどの海外派遣は、新型コロナウイルスの状況により、 

中止になることも想定されます。詳細は追って案内します。 
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2）大手企業就職志望者 

★★印：必修科目 ＝ 卒業要件となる科目。 

★印：履修指定科目 ＝ 各学科の指定または希望する進路実現のための科目。 

新 2・3回生いずれも、1月に実施した「進路希望調査」での第 1志望の 

回答により配置。学科指定科目の登録の削除はできません。 

自己分析 

業界分析 

企業分析 

2回生 

前期 
キャリアデザイン入門 

★★必修：日本語日本文学、歴史、歴史遺産、国際英語、経営、都市環境デザイン 

後期 
キャリア開発演習Ⅲ 

★履修指定：日本語日本文学、歴史、歴史遺産、経営、都市環境デザイン 

業種別 

キャリア開発 

2回生 

〈Ga〉 

通年 

・ 

〈Gb〉 
後期 

★キャリア開発演習Ⅳ <Ga> / <Gb> 
・〈Ga〉について 

目的：グループワークやプレゼンのスキルを強化。マイナビ主催のビジネス 

   コンテスト（キャリアインカレ）に挑戦します。別途、配信内容を確認 

してください。通年、木曜 4限で開講（個別日程参照）。 

・<Gb>について 

目的：留学生との交流を通し、異文化理解を強化。最大 25名まで。  

※現在は全員<Ga>に登録されています。<Gb>に変更を希望する場合、別途配信 

内容に従って、前期中登録期間または訂正期間内に【総合教育課】へ申請し 

てください。（<Ga>が通年科目であり、後期に変更不可のため。） 

 ※新型コロナウイルスの影響による留学生の受入状況によっては、開講されない

こともあります。 

・学科の科目を優先する目的で、これらの科目の履修を希望しない場合 

→ 必ず前期の登録期間または訂正期間内に各自で削除してください。 

（ <Ga>は通年科目のため、後期に入ってからの削除はできません。） 

3回生 前期 

★キャリア開発研究Ⅱ<Ga>（定員：30名） 

・目的：グループワークやプレゼンスキルの強化を中心とした授業です。 

・2020年度「キャリア開発演習Ⅳ<Ga>」合格者は、履修指定。 

学科の科目と重複して履修できない場合、【総合教育課】に前期登録期間または

訂正期間内に申し出てください。後述<Gb>を履修したい場合も、同期間中に 

【総合教育課】へ申し出てください。 

・その他の進路希望の学生で履修を希望する場合、【総合教育課】へ前期登録期間 

または訂正期間内に申し出てください。 

 

★キャリア開発研究Ⅱ<Gb>（定員：15名） 

・目的：留学生との交流科目（異文化理解）です。 

※新型コロナウイルスの影響により留学生の受入を中止しているため休講 

学科の科目と重複して履修できない場合、【総合教育課】に前期登録期間または

訂正期間内に申し出てください。前述<Ga>を履修したい場合も、同期間中に 

【総合教育課】へ申し出てください。 

・その他の進路希望の学生で履修を希望する場合、【総合教育課】に前期登録期間 

または訂正期間内に申し出てください。 

進路希望調査で「大手企業」を選択した学生は<Ga>または<Gb>いずれかの

履修を強く推奨します。各自で登録してください。 
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筆記・面接試験 

対策 

2回生 

前期 
・ 

後期 

キャリアコミュニケーションⅠ（前期）・Ⅱ（後期） 
★★必修：経営、都市環境デザイン    

★履修指定：救急救命 

前期 キャリア開発講座Ⅲ 
※原則、前・後期の連続履修が条件ですが、 

時間割都合による片方のみ履修も可。  

※前期・後期共に、初回授業でプレテスト 

 を実施し、2週目からクラス毎に履修。 

★履修指定：幼児教育コース 
後期 キャリア開発講座Ⅳ 

前期 
・ 
後期 

英語ⅢA・ⅢB  / ⅣA・ⅣB  ※詳細はP10～参照 
 ★★必修：歴史、児童教育 

  ★履修指定：都市環境デザインの福井ゼミ＆平井ゼミは観光英語クラス指定 

        それ以外の学科の大手企業就職志望者  

English Communication Ⅲ /  LiteracyⅢ（心理） 

通年 
（課外） 

単位認定無し 

公務員試験対策講座 ※先行受付期間は1月27日(水)から3月5日(金)まで 

・民間就職試験（SPI）や教員採用試験対策にも有効な講座です。 

1 月実施のガイダンスに参加できない場合は、アーカイブを視聴するか 4 月に実施

する説明会に参加してください。ガイダンスに関する連絡はポータル配信します。 

・それまでに質問等があれば【公務員試験支援センター】へ（管理・特別教室棟3F）。 

3回生 

前期 キャリア開発研究Ⅲ<G> 
※前・後期の連続履修が原則ですが、 

時間割都合による片方のみの履修も可。 

※2回生科目「キャリア開発講座Ⅲ・Ⅳ」の

“応用編”の授業です。開発講座を未履修 

 の場合、開発講座を履修するor同時履修 

を推奨します。 
後期 キャリア開発研究Ⅳ<G> 

後期 

キャリア開発研究Ⅰ  
・就職活動に積極的に取り組んでいる学生を対象とした演習形式の授業です。 

・エントリーシートの作成や面接対策などを実践的におこなうため、定員は40名です。 

定員を超えた場合は、選抜します。 

 

 

◎強く推奨 

 ・春休みや夏休み中のインターンシップへの参加（詳細はP7～参照） 

例）長期の場合：インターンシップⅡ/キャリア開発演習Ⅱ<インターンシップ>、コンソーシアム京都主催

インターンシップ 

短期の場合：公募型、自治体主催 など  

・海外インターンシップや語学研修、留学生と交流企画への参加 

  海外インターンシップに参加する場合は、TOEICスコアによって派遣先が決まります。スコアが 

高いほど、自分の希望する業種に派遣される可能性も高まります。4月中旬頃実施までの公開テストを 

各自で申し込み、受験をしておいてください。 

 ※現在、新型コロナウイルスの影響により公開テストは抽選方式となっているため、受験日程には注意してく

ださい。 

○推奨 

・春休みや夏休み中の長期インターンシップへの参加 

・海外体験企画への参加 

※海外インターンシップなどの海外派遣は、新型コロナウイルスの状況により中止になることも 

想定されます。詳細は追って案内します。 
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3）公務員行政職志望者 

★★印：必修科目 ＝ 卒業要件となる科目。 

★印：履修指定科目 ＝ 各学科の指定または希望する進路実現のための科目。 

新 2・3回生いずれも、1月に実施した「進路希望調査」での第 1志望の 

回答により配置。学科指定科目の登録の削除はできません。 

自己分析 

業界分析 
2回生 前期 

キャリアデザイン入門 

★★必修：日本語日本文学、歴史、歴史遺産、国際英語、経営、都市環境デザイン 

業種別 

キャリア開発 
2回生 後期 

★キャリア開発演習Ⅰ 

★キャリア開発演習Ⅲ 
・演習Ⅰは主に公務員志望者向け、演習Ⅲは民間企業志望者向けの授業です。 

民間企業と公務員の併願を考えているor迷っている場合、同時履修推奨。 

・現在、どちらも登録されています。どちらか一方の削除を希望する場合は、登録 

期間中または訂正期間中に【総合教育課】へ申し出ること。 

筆記・面接

試験対策 

2回生 
前期 
・ 
後期 

キャリアコミュニケーションⅠ（前期）・Ⅱ（後期） 
★★必修学科：経営、都市環境デザイン 

  ★履修指定学科：救急救命 

2回生 

～ 

4回生 

通年 
（課外） 

単位認定無し 

公務員試験対策講座 ※先行受付期間1月27日(水)から3月5日(金）まで 

・公務員試験支援センターが主催する「公務員試験対策講座」を履修します。 

公務員試験対策の専門予備校と本学が共同して実施する合格対策プログラムです。 

・1月実施のガイダンスに参加できない場合は、アーカイブを視聴するか4月に実施

する説明会に参加してください。ガイダンスに関する連絡はポータル配信します。 

・それまでに質問等があれば【公務員試験支援センター】へ（管理・特別教室棟3F）。 

 

 

4）公務員公安職（警察官・消防官）志望者 

★★印：必修科目 ＝ 卒業要件となる科目。 

★印：履修指定科目 ＝ 各学科の指定または希望する進路実現のための科目。 

新 2・3回生いずれも、1月に実施した「進路希望調査」での第 1志望の 

回答により配置。学科指定科目の登録の削除はできません。 

自己分析 

業界分析 
2回生 前期 

キャリアデザイン入門 

★★必修：日本語日本文学、歴史、歴史遺産、国際、経営、都市環境デザイン 

業種別 

キャリア開発 
2回生 後期 

キャリア開発演習Ⅲ 

★履修指定：日本語日本文学、歴史、歴史遺産、経営、都市環境デザイン 

筆記・面接

試験対策 
2回生 

前期 
・ 
後期 

キャリアコミュニケーションⅠ（前期）・Ⅱ（後期） 
★★必修：経営、都市環境デザイン 

  ★履修指定：救急救命 

どちらか一方は必ず履修 

◎自治体でのインターンシップへの参加を強く推奨 
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2回生 

～ 

4回生 

通年 
（課外） 

単位認定無し 

公務員試験対策講座 ※先行受付期間1月27日(水)から3月5日(金）まで 

・公務員試験支援センターが主催する「公務員試験対策講座」を履修します。 

公務員試験対策の専門予備校と本学が共同して実施する合格対策プログラムです。 

・1月実施のガイダンスに参加できない場合は、アーカイブを視聴するか4月に実施

する説明会に参加してください。ガイダンスに関する連絡はポータル配信します。 

・それまでに質問が等あれば【公務員試験支援センター】へ（管理・特別教室棟3F）。 

（2）インターンシップ（国内）について 

1）インターンシップ(国内)の種類 

  【長期】（単位認定あり）インターンシップⅡ/キャリア開発演習Ⅱ <インターンシップ>  

※学科により科目名称が異なる 

コンソーシアム京都主催インターンシップ 

（単位認定なし）公募型 

   【短期】(単位認定なし)公募型、自治体主催など 

2）「インターンシップⅡ/キャリア開発演習Ⅱ<インターンシップ>」について ※学科により科目名称が異なる 

・2回生配当科目、特に 2回生での履修を強く推奨 

・希望に合わせて「就業型」「課題解決型」のコースを選択することができる 

    ・就業型インターンシップは、実働 5日間以上の実習、課題解決型インターンシップは、実働 5日間以上の 

実習および課題解決に取り組む 

    ・大企業、地元優良企業、Uターン企業など多数の受け入れがある 

教育目標（到達目標） 

・就業体験を通して、「働くこと」を自分なりの言葉で意味づけられること 

・社会で働く上で求められる能力や姿勢を学び、学習意欲を高め、キャリア形成に関する今の自分の課題を

見出すこと 

・多様な人と協働できる力(親和力・協働力)、物事をやり遂げる自信を創出する力(自信創出力)、主体的に

動き何事にも前向きに一歩が踏み出せる力(行動持続力)をのばすこと 

履修方法について 

  以下の流れに沿って、履修登録をします。 

期  間 内  容 

1/27(水) 13：00～14：00 

1/28(木) 12：00～13：00 

インターンシップ履修ガイダンス 【両日程 D201にて実施】 

※同時間にオンライン配信をしますので、Web視聴も可能です。 

 オンデマンド配信ではありませんのでご注意ください。 

 両時間、同じ説明をしますので、履修を希望する学生は、いずれ

かのガイダンスに必ず参加してください。授業スケジュールや履

修登録方法を説明します。 

授業に関する書類は、1/26（火）にポータルで配信します。 

履修を考える学生は必ずガイダンスに出席してください。 

 

【Zoom ID】 

1/27(水) ID：971 2366 9396  パスコード：ktcareer 

1/28(木) ID：987 1577 4303  パスコード：ktcareer 

対面での参加を希望する際は Formsから申し込みをしてください。 

2/1(月)9：00～3/19(金)13：00

【時間厳守】 
Formsにて志望理由書の提出 

インターンシップに関する問い合わせは 

【キャリアセンター】 まで 
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○文・国際英語・発達教育学部 

3/15(月)9：00～3/18(木)13：00 

○現代ビジネス・健康科学部 

 3/16(火)9：00～3/19(金)13：00 

 

※登録科目名を間違わないように注

意してください。 

各自でポータルサイトより履修登録 

※学科・コースにより登録科目名が異なります。 

【文・現代ビジネス・健康科学部】 

・インターンシップⅡ【就業型】 

・インターンシップⅡ【課題解決型（N-NiT）】 

【国際英語・発達教育学部】 

・キャリア開発演習Ⅱ〈インターンシップ〉【就業型】 

・キャリア開発演習Ⅱ〈インターンシップ〉【課題解決型（N-NiT）】 

4/7(水)までに発表 履修許可者発表 

※履修登録と志望理由書の提出をもって、登録完了とします。履修人数を超えて応募があった場合は、ＧＰＡ 

で選考を行います。 

単位認定科目について 

回生 対象 科目 

新 2回生 

（2020年度入学生） 

新 3回生 

（2019年度入学生） 

文学部・心理学科 インターンシップⅡ（キャリア教育科目群） 

国際英語学部・発達教育学部 キャリア開発演習Ⅱ（キャリア教育科目群） 

現代ビジネス学部 インターンシップⅡ（専門教育科目群） 

現代ビジネス学部 
キャリア開発演習Ⅱ（キャリア教育科目群）または 

現代ビジネス演習Ⅳ（専門教育科目群）を選択 

 

3）「コンソーシアム京都主催インターンシップ」の履修方法について 

    履修登録はせず、すべてのプログラム修了後に申請により単位認定を行います。 

大学コンソーシアム京都主催インターンシップは、ビジネス・パブリックコースと長期プロジェクトコー 

スがあります。それぞれ以下の日程でオンライン説明会が実施されます。 

ビジネス・パブリックコース プログラム事前説明会・相談会：4/17（土）18：00～20：00 

長期プロジェクトコース プログラム事前説明会・相談会：4/22（木）18：00～20：00 

 

説明会、出願・面接などの申込方法は、大学コンソーシアム京都主催インターンシップのポータルサイ 

  トで案内されます。下記 URLにアクセスし、確認してください。詳細は 3月に公開される予定です。 

https://consortiumkyoto-internship.jp/ 

 

4）「公募型」「自治体主催」について 

・民間企業に関しては、「マイナビ 2023」「リクナビ 2023」をはじめとするナビサイトに登録し、掲載企業 

にエントリーします。一部の民間企業では、ホームページからマイページと呼ばれるインターンシップ 

専用サイトに登録し、エントリーします。実習内容は、各企業によって様々です。また実習日程も半日 

開催のものから、1ヵ月開催の長期に渡るものまであります。実習が 2日間以上のプログラムに関して 

回答QR 
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は、事前にエントリーシートの提出や筆記試験の受験が求められ、選考に通過した学生だけが参加でき 

ることになります。 

・公務員(行政職)に関しては、ナビサイトに掲載されているケースもありますが、主には各自治体のホー 

ムページから情報を入手してください。 

・大学に届くインターンシップ情報は、キャリアセンターの掲示板に貼りだしていますので、各自確認し 

てください。 

  ・企業や自治体主催のインターンシップに参加する際に加入保険の証明が必要な場合、キャリアセンター 

にご相談ください。 

 

3. 教養・キャリア科目（必修科目）の再履修について 

※目次部分【 1.はじめに 】に記載のとおり、全学の教養・キャリア科目（看護学部：区分 1の教養教育 

科目群、健康科学部：「基礎分野」）の窓口は、【総合教育課】です。ただし、以下の科目は担当課が異な 

りますので注意してください。 

・各学科の「地域課題研究」 → 【各学務課】 

  ・文学部の「キャリアゼミ」「キャリアデザイン入門」 → 【学務第 2課】 

 ・看護学部・健康科学部（心理学科除く）の「キャリア・・・」と「医療と心理」分野 → 【学務第 3課】   

  ・心理学科「教養科目」分野 → 【学務第 3課】   

 

（1）各科目の再履修について 
・次の①～➄の科目については、自分自身で登録が必要です。ただし、本来の配当回生の履修者数により、 

履修できない時間帯やクラスもあります。どの科目も 4月の授業開始前にクラス振り分けをおこないま 

すので、必ず 3月中に履修登録を済ませてください。 

・この期間に登録を忘れていた場合、大学側で、履修者数の余裕があるクラスに強制的に登録をおこない 

ます。訂正期間に必ず時間割を確認してください。この場合、本来の配当回生の履修者数により、訂正 

期間での時間割希望には答えられない場合があります。 

① 教養入門（1回生配当） 

・時間割は月曜 1限遠隔授業です。登録と同時にクラスが指定されます。 

・初回授業日は 4/12（月）です。 

②情報処理演習Ⅰ・Ⅱ（1回生配当） 

・最初から登録されています。集中講義に表示されます。 

・初回授業日はクラスによりますが、前期授業初日は 4/8（木）です。 

③日本語表現Ⅰ・Ⅱ / アカデミックライティング・教養ゼミ（1回生配当） 

   ・学科により科目名が異なります。 

・時間割は水曜 3限または水曜 4限です。いずれか都合の良い方を登録画面から選んでください。 

登録と同時にクラスが指定されます。 

・初回授業日は 4/14(水)です。 

④キャリアデザイン入門（2回生配当）※文学部以外 

・月曜 3、4限で開講していますので、各自で希望時間帯の登録をしてください。 

・初回授業日は 4/12（月）です。 

➄キャリアコミュニケーションⅠ・Ⅱ（2回生配当） 

・月曜 3～5限で開講していますので、各自で希望時間帯の登録をしてください。 

・初回授業日は 4/12（月）です。 
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（2）英語科目の再履修について 
・大学側で再履修クラスに登録済みです。 

・登録されていない場合は、【総合教育課】まで申し出てください。 

4. 英語科目について 

（1）2021年度 全学英語テスト日程について 
・前期末英語テスト（TOEIC-IP、GTEC） 

【日程】7/10（土）   

〈TOEIC-IP〉 

【対象】国際英語学部以外の 1回生・2回生で TOEICクラスを履修している者 

      ※対象者以外の学生で任意受験を希望する場合、6月上旬頃（予定）にポータル配信される 

内容をよく読み、各自で申し込みが必要です。 

   〈GTEC〉 

   【対象】国際英語学部 1回生・2回生・3回生 

 

  ・後期末英語テスト（TOEIC-IP、ACE Placement、GTEC） 

【日程】12/11（土） 

〈TOEIC-IP〉 

【対象】国際英語学部以外の 1回生・2回生で TOEICクラスを履修している者 

      ※対象者以外の学生で任意受験を希望する場合、11月上旬頃（予定）にポータル配信される 

内容をよく読み、各自で申し込みが必要です。 

       ※国英 3回生は English WorkshopⅠの成績の 50％を TOEICが占めるため受験を推奨します。 

   〈ACE Placement〉 

   【対象】総合英語クラスを履修している 1回生全員 

英語ⅡA or 英語ⅡB／English CommunicationⅡ or LiteracyⅡの再履修者 

   〈GTEC〉 

   【対象】国際英語学部 1回生 

 

 

（2）各学科 2回生配当の英語科目について（国際英語のぞく） 
※英語Ⅲ・Ⅳが必修でない学科の 3回生以上で（心理学科含む）、英語科目履修を希望する場合は 3月の 

履修登録期間内に【総合教育課】へ申し出るようにしてください。初回授業が 4/9（金）で、授業開始 

前にクラス分けの必要があるためです。 

1）必修学科（歴史、児童教育、看護） 
①履修条件 

・2020年度にⅠA・ⅡAいずれも不合格だった学生：ⅢA・ⅣAのいずれも履修できません。 

・同様に、ⅠB・ⅡBいずれも不合格だった学生は、ⅢB・ⅣBのいずれも履修できません。 

・ただし、2020年度前期科目に合格した場合の後期科目履修は可能です。その場合、前期の成績を大学

側で確認後、後期開始前に大学側で登録します。 

    例）前期にⅠA再履修クラスを履修 → 合格 → 後期にⅡA（1回生科目）とⅣA（2回生科目）を 

履修可能。 

②履修登録方法 

     ・2020年 12月実施の後期末英語テスト(TOEIC または ACE）の到達度別でクラス分けをしますので、 

クラスの変更はできません。※看護学科は、1学科のみの単独開講（3クラスあり）。 

    ★歴史学科、児童教育学科  

履修登録方法 

①履修登録開始時には既に前期・後期ともに火曜・金曜に仮のクラス名称 

<TOEIC>または<GEN>が表示されています。 

②実際の履修クラス名が 4月に入ってから再登録されます。初回授業前日の 4/8

前期・後期いずれも時間は未定です。 

対象者は終日空けておいてください。 
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（木）までに必ず履修クラスを確認し、テキストを準備してください。 

クラス種類と編成 

①TOEIC対策クラス：履修登録画面の表記 <TOEIC> 

A・B（火・金）とも日本人講師が担当し、TOEIC試験対策を行います。 

②総合英語クラス：履修登録画面の表記 <GEN> 

  時事問題・異文化理解クラスやプロジェクト型クラスなどがあります。クラス 

配置確定後、必ずシラバスで授業内容を確認してください。クラス変更はでき 

ません。 

※上記②に編成された学生で TOEIC対策クラス履修を希望する場合、次の方法で申し出てください。 

ただし、既に TOEIC対策クラス履修者数が定員を超過している場合や、履修登録期間外は認められ 

ません。 

    【受付】3/15（月）～ 19（金）の履修登録期間（平日のみ 8：45～17：15  ※11：10-12：10のぞく） 

【方法】返却された 12月の後期末テスト（ACE）のスコアレポートのコピーを【総合教育課】に 

提出。その際、簡単な説明と意志確認をします（10分程度）。 

★看護学科 

履修登録方法 

①履修登録開始時には既に前期・後期ともに、火曜・金曜の 4限にクラス名称が

表示されています。 

②履修クラスを各自必ず再確認した後にテキストを準備してください。 

クラス種類と編成 

・全員、火曜日または金曜日の一方で、看護英語（看護学科生が将来必要となる

医療現場での英語）を学びます。 

・もう一方の曜日では、習熟度により、TOEIC対策もしくは一般的な Readingの 

クラスのいずれかで学びます。必ずシラバスで授業内容を確認してください。 

2）履修指定学科 

   ・日本語日本文学科、歴史遺産学科、経営学科、都市環境デザイン学科（福井ゼミ・平井ゼミ以外）で 

「大手企業」を第 1志望とする学生 

   ・都市環境デザイン学科の福井ゼミ・平井ゼミ 

★大手企業志望者 

    授業の位置づけ 

・2021年 1月に実施した「進路希望調査」の回答により、英語Ⅲ・Ⅳが履修指定となります。 

・所属学科に関わらず、TOEIC対策クラスやプロジェクト型クラス等、指定されたクラスで履修します。 

・2020年 12月実施の後期末英語テスト(TOEIC または ACE）の到達度別でクラス分けを行いますので、 

クラスの変更はできません。 

・開講曜日は【前期】ⅢA（火）・ⅢB（金） / 【後期】ⅣA（火）・ⅣB（金）です。 
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履修登録 

方法 

①履修登録開始時には既に前期・後期ともに火曜・金曜に、仮のクラス名称 <TOEIC> 

または<GEN>が表示されています。 

②学科の授業との重複や単位数の関係等でどうしても履修出来ない場合、履修登録期間

または訂正期間内に必ず【総合教育課】へ申し出てください。 

③実際の履修クラス名が 4月に入ってから再登録されます。初回授業前日の 4/8（木） 

までに必ず履修クラスを確認し、テキストを準備してください。 

クラス種類と

編成 

①TOEIC対策クラス：履修登録画面の表記 <TOEIC> 

・基準：12月の後期末テストで TOEIC390点以上 / ACE180点以上 

基準を満たす学生のみ履修可能です。スコアにより、適切なレベルのクラスに編成さ 

れます。 

・A・B（火・金）とも日本人講師が担当し、TOEIC試験対策を行います。 

・Ⅲ（前期）・Ⅳ（後期）ともに、火曜･金曜の両方をセットで履修しなければなりま 

せん。ただし、前期のみ or後期のみの履修は可能です。 

②総合英語クラス：履修登録画面の表記 <GEN> 

 様々なテーマに関して自ら調査し、まとめ、プレゼンテーションなどの形で発表 

するプロジェクト型クラスと、コミュニケーション英語を学ぶクラス等で週 2回 

履修し、いずれの力も伸ばすことを目的とします。クラス確定後、必ずシラバスで 

授業内容を確認してください。 

Ⅲ（前期）Ⅳ（後期）ともに、火曜･金曜の両方をセットで履修しなければなりませ 

ん。ただし、前期のみ or後期のみの履修は可能です。 

※上記②に編成された学生で TOEIC対策クラス履修を希望する場合、次の方法で申し出てください。 

ただし、既に TOEIC対策クラス履修者数が定員を超過している場合や、履修登録期間外は認められ 

ません。 

【受付】3/15（月）～ 19（金）の履修登録期間（平日のみ 8：45～17：15  ※11：10-12：10のぞく）

【方法】返却された 12月の後期末テスト（ACE）のスコアレポートのコピーを【総合教育課】に 

提出。その際、簡単な説明と意志確認をします（10分程度）。 

★都市環境デザイン学科の福井ゼミ＆平井ゼミ 

履修登録方法 

①履修登録開始時には既に前期・後期ともに、火曜・金曜の 3限にクラス名 

<g>が表示されています。 

②履修取り消しを希望する場合、各ゼミ担当教員の許可を得る必要があります。 

まずは、3/15（月）～ 19（金）までに【総合教育課】に申し出てください。 
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クラス種類と編成 

・日本人教員とネイティブ・スピーカー教員の各クラスで、観光英語を学び 

ます。 

・観光英語でなく TOEIC対策クラスを希望する場合、下記条件で受け付けます。 

【基準】12月実施の後期末テストで TOEIC390点以上または ACE180点以上 

【条件】・TOEIC対策クラスに変更する場合も、前期・後期ともに火曜･金曜の 

両方を履修しなければなりません。 

    ・既に TOEIC対策クラス履修者数が定員を超過している場合や、履修 

登録期間外は認められません。 

 【方法】3/15（月）～ 19（金）の履修登録期間（平日のみ 8：45～17：15  

※11：10-12：10のぞく）に【総合教育課】へ来課。 

     返却された 12月後期末英語テスト（ACE）スコアレポートのコピーを 

必ず持参してください。その際、簡単な説明と意志確認をします（10 

分程度）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）選択履修学科 

 ・日本語日本文学科、歴史遺産学科、経営学科、都市環境デザイン学科の「大手企業志望」以外の学生と 

 理学療法学科、作業療法学科、救急救命学科、臨床検査学科  

 ・心理学科 

★日本語日本文学科、歴史遺産学科、経営学科、都市環境デザイン学科の「大手企業志望」以外の学生と 

 理学療法学科、作業療法学科、救急救命学科、臨床検査学科 

 ・開講曜日は【前期】ⅢA（火）・ⅢB（金） / 【後期】ⅣA（火）・ⅣB（金）です。 ※4限は看護のみ 

  ・2020年 12月実施の後期末英語テスト(TOEIC または ACE）の到達度別で、履修できるクラスを指定して 

いますので、クラスの変更はできません。<TOEIC> または<GEN>で表示されます。 

履修登録 

方法 

①履修登録時に、表示されたクラス（<TOEIC> または<GEN>）を選び、自分で登録して 

ください。ただし TOEICクラスに登録できるのは、12月実施の後期末テストで基準 

スコアを満たした学生のみです（下記参照）。 

※初回授業が 4/9（金）のため、履修希望者は 3月の登録期間内に登録を済ませて 

おいてください。訂正期間内に追加登録した場合は、クラス分けが初回授業に間 

に合わない可能性があります。 

②実際の履修クラス名が 4月に入ってから再登録されます。初回授業前日の 4/8（木）

までに必ず履修クラスを確認し、テキストを準備してください。 

※クラス振り分け後は各自での削除操作ができなくなります。削除を希望する場 

合、訂正期間内に【総合教育課】に申し出て下さい。 
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クラス種類と 

編成 

①TOEIC対策クラス：履修登録画面の表記 <TOEIC> 

・基準：12月後期末テストで TOEIC390点以上 / ACE180点以上 

基準スコアを満たす学生のみ履修可能です。スコアにより、適切なレベル 

のクラスに編成されます。 

・A・B（火・金）とも日本人講師が担当し、TOEIC試験対策を行います。 

・Ⅲ（前期）・Ⅳ（後期）ともに、火曜･金曜の両方をセットで履修しなければなりま 

せん。ただし、前期のみ or後期のみの履修は可能です。 

②総合英語クラス：履修登録画面の表記 <GEN> 

・ⅢA・ⅢB・ⅣA・ⅣB全てを選択する必要はありません。1つのみの履修も可。 

・12月実施の後期末テスト（TOEICまたは ACE）のスコアにより、適切なレベル 

のクラスに編成されます。内容は、時事問題・異文化理解クラスやコミュニケー 

ション英語のクラスなどがあります。クラス確定後、必ずシラバスで授業内容を 

確認してください。 

※上記②に編成された学生で TOEIC対策クラス履修を希望する場合、次の方法で申し出てください。 

ただし、既に TOEIC対策クラス履修者数が定員を超過している場合や、履修登録期間外は認められ 

ません。 

【受付】3/15（月）～ 19（金）の履修登録期間（平日のみ 8：45～17：15  ※11：10-12：10のぞく） 

【方法】返却された 12月後期末テスト（ACE）のスコアレポートのコピーを【総合教育課】に 

提出。その際、簡単な説明と意志確認をします（10分程度）。 

★心理学科 

・他学科 2回生配当「英語Ⅲ・Ⅳ」の総合クラスとの共通クラスです。 2020年 12月実施の後期末英語 

テスト（ACE）の成績により、適切なレベルのクラスに編成されます。 

・内容は時事問題・異文化理解クラスなどです。クラス確定後、必ずシラバスで内容を確認してください。 

履修登録方法 

①履修登録時に、English LiteracyⅢ<GEN> / CommunicationⅢ<GEN> を自分で登録

してください。時間割は前期・後期いずれも火曜 3限・金曜 3限です。ただし以下

の開講となります。 

【火曜 3限】English LiteracyⅢ  /  【金曜 3限】English Communication 

※初回授業が 4/9（金）のため、履修希望者は 3月の登録期間内に登録を済ませて

おいてください。訂正期間内に追加登録した場合は、クラス分けが初回授業に間に

合わない可能性があります。 

②実際の履修クラス名が 4月に入ってから再登録されます。初回授業前日の 4/8（木） 

までに必ず履修クラスを確認し、テキストを準備してください。 

※クラス振り分け後は各自での削除操作ができなくなります。削除を希望する場 

合、訂正期間内に【総合教育課】へ申し出て下さい。 

 


	★　『履修登録』とは
	各年度当初の定められた時に、その年度に履修しようとする科目をすべて登録するものです。「指定された期間に登録・訂正・確認ができなかった」など、登録事項に間違いがあった場合、本人がその責を負います。また、登録していない科目の履修はできません。
	『履修の手引き』の<第3章 履修登録>のページをはじめ、必要事項をしっかり読んでから、履修登録の作業に臨んでください。

	★　履修登録に必要なもの
	・履修登録注意事項（本紙）
	・履修の手引き（2018年度生までは冊子版、2019年度生以降は大学ウェブサイト版）
	・シラバス（ポータルサイト＞タブ「シラバス照会」）
	・時間割（※「曜日別時間割表」と「個別日程」をポータルサイトに掲載します。）
	・履修登録動画マニュアル（履修の手引き　「第3章　履修登録」からアクセス）
	・2020年度成績通知書（後期の成績が反映されたもの）
	・履修ガイダンス等での配布資料
	◆2021年度からポータルサイトが「Campusmate」から「UNIVERSAL PASSPORT」に新しくなります。ついては、2021年度履修登録から使用します。操作マニュアル等の詳細については、3月4日までに現ポータルサイト（Campusmate）にて配信します。

	1　履修登録関連スケジュール
	２　スケジュールに関する注意事項
	１)　履修登録全般に関して
	・ポータルサイトにある「履修登録マニュアル」を必ず確認してから、履修登録を行ってください。
	・クラスアドバイザーや各学科教務委員、教務部職員の指導も参考にしてください。
	２)　事前抽選科目登録期間
	・申請者多数のため抽選が予測される授業について、履修登録期間に先立って履修登録の申請を受け付けます。履修を希望する授業が事前抽選対象の科目である場合は、定められた期間に申請してください。なお、事前抽選で当選した授業の登録を削除（辞退）することはできません。また、事前抽選に漏れた場合は登録ができません。

	３)　履修登録期間
	・後期科目についても、前期の事前抽選科目登録期間および履修登録期間に一括して登録しなければいけません。後期の科目を後期履修登録訂正期間に登録しようとしても、定員到達や抽選のため、登録できないことがあります。年間をとおした履修計画をしっかり立てるようにしましょう。

	４)　登録訂正期間
	・後期の履修登録訂正期間では、通年科目・秋期集中科目の追加・削除はできません。また、定員到達や抽選のため、登録できないことがあります。
	・定員に達した科目や、履修者数が極めて多い科目の追加登録はできません。なお、対象科目はその都度お知らせをします。
	・期間中に訂正した内容は、『学生時間割表』およびポータルサイトに反映されますが、抽選対象となる科目もあり、最終確定版ではありませんので注意してください。

	５)　抽選結果ポータルサイト配信・掲示
	・抽選後、ポータルサイトまたは『学生時間割表』を必ず確認してください。
	・ここで表示される教室は仮配置です。授業開始前に最新の『学生時間割表』で確認してください。
	・先の事前抽選科目登録期間において、申請者が定員に満たなかった授業は、追加登録を受け付けることがあります。申請者が履修登録期間に定員を超えた場合は、追加登録者を対象に改めて抽選を行います。

	６)　授業の教室について
	・ポータルサイトや『学生時間割表』で、各科目の教室を再確認してください。登録期間中に設定されていた教室から変更になっていることがあります。

	７)　学生時間割表確認期間
	・自身がどのような科目を登録したかを確認するための期間です。この期間を経て、履修登録内容が確定します。確認は『学生時間割表』または、ポータルサイトでおこないます。
	・登録データ処理の中で万が一のデータ欠落等がないかを、確認してください。万が一気づいた点などがありましたら、必ず期間内に教務部までお知らせください。
	・履修登録期間に登録した内容は、ポータルサイトおよび『学生時間割表』に随時反映されますが、抽選対象となる科目もあり、最終確定版ではありません。ご注意ください。


	３　履修登録上における科目の種類と説明
	１)　随意科目
	主に他学科・他コースの開設科目や資格課程の科目です。卒業要件単位には数えません。

	２)　履修指定科目
	必修科目ではありませんが、所属学科の方針や将来のキャリアデザインのために履修が強く推奨され、あらかじめ登録されている科目です。原則として削除することはできません。

	３)　クラス指定科目
	必修科目や履修指定科目などであらかじめクラスが指定されている場合は、原則的にクラスの変更はできません。

	４)　抽選実施科目
	科目によっては定員を設定しており、その場合はシラバスに定員数を記載しています。登録申請者が定員を超えた場合は教務部で抽選を行い、履修者を決定します。抽選にもれた場合は登録が削除されますので、必要に応じて履修登録訂正期間に訂正を行ってください。また、当選した科目の登録を削除（辞退）することはできません。

	５)　定員到達科目
	定員に到達した科目は、訂正期間中にその科目を追加で登録することができません。教務部からの連絡をよく確認するようにしてください。


	4　注意事項
	１)　重複履修
	・すでに単位を修得済みの科目を、もう一度登録することはできません。
	・集中講義を複数登録する際は、授業日程に重複がないか、自身でよく確認を行ってください。
	・教務部での日程重複のチェックは行いません。重複する科目の履修登録を行った場合、一方の科目に出席できなくなり、単位を修得できません。

	２)　他学部・他学科科目の履修
	・資格取得などの関係により、所属する学部以外の科目を、随意科目(要卒単位以外)として履修できることがあります。希望する場合は、履修登録期間中に教務部へ申し出てください。

	３)　秋期集中科目、通年集中科目の登録・削除
	・８月下旬～９月中旬の間に行われる『秋期集中科目』と、前後期通して不定期に行われる『通年集中科目』は、９月の後期登録訂正期間での登録・削除を認めていません。前期の登録訂正期間までに登録・削除を行ってください。
	・集中科目や個別に日程が決められている科目については、「個別日程表」で授業日程を確認できます。個別日程表はポータルサイトで配信します。

	４)　前提科目の合否と履修制限
	・科目によっては、『Ａ科目の単位を修得済みでないとＢ科目を履修登録できない』というように、前提科目の合否による履修制限があります。『履修の手引き』でよく確認してください。

	５)　履修登録上限
	・学年ごとに定められた単位数を超えて登録することはできません。
	・入学前に他大学等で修得した単位で認定された単位、技能審査・検定等に合格した場合に認定する単位および、大学コンソーシアム京都単位互換履修科目は、上限の対象外とします。

	６)　登録に関する質問
	・履修登録に関する質問は、問い合わせフォームから受け付けます。
	各種資料を読んでも分からない場合は、「履修登録に関する質問フォーム」から、申請してください。
	下記のURLを入力するか、二次元コードを読み取ってください。


	5　各学科の注意事項
	１)　日本語日本文学科
	(１)　全回生共通
	・日本語日本文学科の必修科目は、すべてクラス指定科目です。再履修者もあらかじめクラスが指定されています。履修登録時にクラスが指定されていない場合は、教務部まで申し出てください。
	・下表の科目は、クラス指定科目です。クラスが指定されていない場合は、教務委員の先生または、教務部まで申し出てください。

	(２)　新４回生
	・卒業に必要な単位の登録漏れがないか、十分に確認してください。
	・卒業回生で必修科目（日本語日本文学演習Ⅲ・Ⅳ、作品研究Ⅰ～Ⅳ、卒業研究等）のみの履修であっても、ポータルサイト上にて「登録」が必要です。画面上に最初から表示されている科目のみの履修であっても、必ず自分で登録申請をクリックしてください。


	２)　歴史学科
	(１)　全回生共通
	・歴史学科の必修科目は、「歴史学入門講義」「日本史講読Ⅰ」・「同Ⅱ」および「世界史講読Ⅰ」・「同Ⅱ」を除き、すべてクラス指定科目です。再履修者もあらかじめクラスが指定されています。履修登録時にクラスが指定されていない場合は、教務部まで申し出てください。「歴史学入門講義」「日本史講読Ⅰ」・「同Ⅱ」および「世界史講読Ⅰ」・「同Ⅱ」の再履修については、各自で登録してください。
	・下表の科目は、新2回生以上のクラス指定科目です。クラスが指定されていない場合は学科の教務委員の先生または教務部まで申し出てください。

	(２)　新４回生
	・卒業に必要な単位の登録漏れがないか、十分に確認してください。
	・卒業回生で必修科目（日本史演習Ⅲ・Ⅳ、世界史演習Ⅲ・Ⅳ、卒業研究等）のみの履修であっても、ポータルサイト上にて「申請」が必要です。画面上に最初から表示されている科目のみの履修であっても、必ず自分で登録申請をクリックしてください。


	３)　歴史遺産学科
	(１)　全回生共通
	・歴史遺産学科の必修科目は、すべてクラス指定科目です。再履修者もあらかじめクラスが指定されています。履修登録時にクラスが指定されていない場合は、教務部まで申し出てください。
	・以下の科目は、新2回生以上のクラス指定科目です。クラスが指定されていない場合は学科の教務委員の先生または教務部まで申し出てください。
	※３回生より<美術工芸史コース>、<歴史遺産コース>、<考古学コース>の3コースに分かれます。

	(２)　新４回生
	・卒業に必要な単位の登録漏れがないか、十分に確認してください。
	・卒業回生で必修科目（歴史遺産学演習Ⅲ・Ⅳ、卒業研究等）のみの履修であっても、ポータルサイト上にて「申請」が必要です。画面上に最初から表示されている科目のみの履修であっても、必ず自分で登録申請をクリックしてください。



	６　資格に関する注意事項
	１)　教職課程科目について（教員免許状取得希望者対象）
	(１)　 教職課程の履修にあたり、【教職課程履修希望票】の提出が必要です。未提出者で履修を希望する場合もしくは提出者で教職課程を辞退する場合は、履修登録期間開始前または履修登録期間中に学務第２課へ相談に来てください。
	(２)　３回生から、教職に関する科目に履修資格基準が設定されますので、『履修の手引き』で必ず確認してください。基準を満たしていない場合、3回生配当の以下の科目は履修できません。
	取得希望免許の教科教育法、教育実習Ⅱ（３回生配当）、生徒・進路指導

	(３)　３回生の履修登録時には以下の基準を必ず満たすようにしてください。
	2018年度以前入学生の場合
	①「教育実習Ⅰ」、「教育実習Ⅱ（4回生配当）」および、「教職実践演習」以外の教職に関する科目のうち、必修科目および選択必修科目のすべてを3回生終了時までに修得済み、あるいは実習年度に履修中であること。ただし、履修中科目は2単位までを上限とし、各教科教育法については修得済みであること。
	②実習に必要な教科教育法をすべて修得済みであること。
	２０１９年度以降入学生の場合
	①4回生配当以外の教育の基礎的理解に関する科目等のすべての科目を、3回生終了時までに修得済み、あるいは実習年度に履修中であること。ただし、履修中科目は3科目までを上限とする。
	②実習に必要な教科教育法をすべて修得済みであること。

	(４)　「教育実習Ⅱ」の授業実施日（事前事後指導日程）は「個別日程表」で確認すること。
	(５)　4回生は履修の手引きを確認のうえ、取得希望の免許状に必要となる科目が本学基準どおりに登録されているか、必ず確認すること。
	(６)　「教職・保育職教養講義」は教員採用試験対策および、卒業後に教員・講師として教壇に立つための実践的な対策講座です。３・４回生で進路希望が教職の学生は必ず履修してください。中等教職課程用、初等教職課程用、また回生によって開講クラスが異なるので、履修登録時に必ず確認をしてください。
	【中等教職課程・３回生用】
	教職・保育職教養講義Ⅰ＜中等＞（前期）
	教職・保育職教養講義Ⅱ＜中等＞（後期）
	【中等教職課程・４回生用】
	教職・保育職教養講義Ⅲ＜中等＞（前期）
	教職・保育職教養講義Ⅳ＜中等＞（後期）
	※教職・保育職教養講義ⅠとⅡ、ⅢとⅣはセット履修が基本です。いすれも必ず履修してください。
	※介護等体験の申し込みやこれまでの教職ガイダンス欠席者など、履修に必要な諸手続きが不備の場合は登録ができないことがあります。

	2)　司書課程科目について
	(１)　各回生は『履修の手引き』の<免許・資格>に記載の科目表を確認しながら登録してください。
	(２)　本資格科目を登録する際は、下表の科目を事前に履修済みであることが望ましいです。
	(３)　「図書館実習」は、履修条件が設定されています。履修を希望する場合は、必ず『履修の手引き』を確認してください。

	3)　博物館学芸員資格課程科目について
	(１)　各回生は『履修の手引き』の<免許・資格>に記載の科目表を確認しながら登録してください。
	(２)　以下の科目には履修条件がありますので、計画的に履修登録をしてください。

	※低回生の配当科目は早期に履修してください。履修年を繰り延べることにより、時間割上、在学中の資格取得が難しくなることがあります。
	4)　社会教育主事課程科目について
	(１)　各回生は『履修の手引き』の<免許・資格>に記載の科目表を確認しながら登録してください。
	(2)　2020年度入学生より「社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令」が施行され教育課程が変更となっています。2019年度以前入学生については自分の入学年度の「履修の手引き」記載の養成課程が適用されます。社会教育主事養成課程の取得を目指す場合には、卒業までに資格要件科目全てを修得してください。
	なお、在学中の取得が難しい場合には個別にご相談ください。
	５)　学校図書館司書教諭課程科目について
	(１)司書教諭課程に関する科目は、２回生から履修できます。ただし、司書教諭課程履修者は、同時に
	教職課程履修者でなければなりません。(教育職員免許状を取得済の場合を除く)。
	(２)学校図書館司書教諭となる資格を得るためには、小学校、中学校および高等学校いずれかの教育職
	員免許状を取得し、本学の学校図書館司書教諭課程の必修５科目を修得することが必要です。
	(３)必修５科目を修得後、別途資格申請手続きが必要です。
	(４)教員採用試験において、受験する自治体によっては、学校図書館司書教諭の資格を取得済、あるい
	は取得見込みであることにより、加算を受けることができる場合があります。受験予定の自治体の募
	集要項を早期に確認し、学校図書館司書教諭課程の履修を検討してください。


	【履修登録ＷＥＢ申請時チェックリスト】
	★履修登録申請時に、以下のことを必ずチェックしてください。
	□ 必修科目はすべて、最初から時間割表に登録が入っていた
	⇒万が一入っていない科目があれば、教務部へ連絡
	□ 再履修しなければならない科目を登録した
	□ 各科目の授業内容、成績評価の方法などをシラバスで確認した
	□ 集中・不定期講義日程科目の授業日を個別日程表で確認し、重複がないことを確認した
	□ 秋期集中科目は後期登録訂正期間の追加・削除ができないことを理解している
	□ 秋期集中科目の成績は後期科目と同じ日程で通知されることを理解している
	□ 登録したい科目をすべて選択した状態で右上にある【最終確認へ】ボタンを押して、
	さらに【見込判定へ】ボタンを押して、【提出】ボタンを押した
	□ 【提出】後、改めて『時間割 → 学生時間割表』画面に入り、登録する科目がすべて時間割表に
	入っていることを確認した


	★　『履修登録』とは
	各年度当初の定められた時に、その年度に履修しようとする科目をすべて登録するものです。「指定された期間に登録・訂正・確認ができなかった」など、登録事項に間違いがあった場合、本人がその責を負います。また、登録していない科目の履修はできません。
	『履修の手引き』の<第3章 履修登録>のページをはじめ、必要事項をしっかり読んでから、履修登録の作業に臨んでください。

	★　履修登録に必要なもの
	・履修登録注意事項（本紙）
	・履修の手引き（2018年度生までは冊子版、2019年度生以降は大学ウェブサイト版）
	・シラバス（ポータルサイト＞タブ「シラバス照会」）
	・時間割（※「曜日別時間割表」と「個別日程」をポータルサイトに掲載します。）
	・履修登録動画マニュアル（履修の手引き　「第3章　履修登録」からアクセス）
	・2020年度成績通知書（後期の成績が反映されたもの）
	・履修ガイダンス等での配布資料
	◆2021年度からポータルサイトが「Campusmate」から「UNIVERSAL PASSPORT」に新しくなります。ついては、2021年度履修登録から使用します。操作マニュアル等の詳細については、3月4日までに現ポータルサイト（Campusmate）にて配信します。

	1　履修登録関連スケジュール
	２　スケジュールに関する注意事項
	１)　履修登録全般に関して
	・ポータルサイトにある「履修登録マニュアル」を必ず確認してから、履修登録を行ってください。
	・クラスアドバイザーや各学科教務委員、教務部職員の指導も参考にしてください。
	２)　事前抽選科目登録期間
	・申請者多数のため抽選が予測される授業について、履修登録期間に先立って履修登録の申請を受け付けます。履修を希望する授業が事前抽選対象の科目である場合は、定められた期間に申請してください。なお、事前抽選で当選した授業の登録を削除（辞退）することはできません。また、事前抽選に漏れた場合は登録ができません。

	３)　履修登録期間
	・後期科目についても、前期の事前抽選科目登録期間および履修登録期間に一括して登録しなければいけません。後期の科目を後期履修登録訂正期間に登録しようとしても、定員到達や抽選のため、登録できないことがあります。年間をとおした履修計画をしっかり立てるようにしましょう。

	４)　登録訂正期間
	・後期の履修登録訂正期間では、通年科目・秋期集中科目の追加・削除はできません。また、定員到達や抽選のため、登録できないことがあります。
	・定員に達した科目や、履修者数が極めて多い科目の追加登録はできません。なお、対象科目はその都度お知らせをします。
	・期間中に訂正した内容は、『学生時間割表』およびポータルサイトに反映されますが、抽選対象となる科目もあり、最終確定版ではありませんので注意してください。

	５)　抽選結果ポータルサイト配信・掲示
	・抽選後、ポータルサイトまたは『学生時間割表』を必ず確認してください。
	・ここで表示される教室は仮配置です。授業開始前に最新の『学生時間割表』で確認してください。
	・先の事前抽選科目登録期間において、申請者が定員に満たなかった授業は、追加登録を受け付けることがあります。申請者が履修登録期間に定員を超えた場合は、追加登録者を対象に改めて抽選を行います。

	６)　授業の教室について
	・ポータルサイトや『学生時間割表』で、各科目の教室を再確認してください。登録期間中に設定されていた教室から変更になっていることがあります。

	７)　学生時間割表確認期間
	・自身がどのような科目を登録したかを確認するための期間です。この期間を経て、履修登録内容が確定します。確認は『学生時間割表』または、ポータルサイトでおこないます。
	・登録データ処理の中で万が一のデータ欠落等がないかを、確認してください。万が一気づいた点などがありましたら、必ず期間内に教務部までお知らせください。
	・履修登録期間に登録した内容は、ポータルサイトおよび『学生時間割表』に随時反映されますが、抽選対象となる科目もあり、最終確定版ではありません。ご注意ください。


	３　履修登録上における科目の種類と説明
	１)　随意科目
	主に他学科・他コースの開設科目や資格課程の科目です。卒業要件単位には数えません。

	２)　履修指定科目
	必修科目ではありませんが、所属学科の方針や将来のキャリアデザインのために履修が強く推奨され、あらかじめ登録されている科目です。原則として削除することはできません。

	３)　クラス指定科目
	必修科目や履修指定科目などであらかじめクラスが指定されている場合は、原則的にクラスの変更はできません。

	４)　抽選実施科目
	科目によっては定員を設定しており、その場合はシラバスに定員数を記載しています。登録申請者が定員を超えた場合は教務部で抽選を行い、履修者を決定します。抽選にもれた場合は登録が削除されますので、必要に応じて履修登録訂正期間に訂正を行ってください。また、当選した科目の登録を削除（辞退）することはできません。

	５)　定員到達科目
	定員に到達した科目は、訂正期間中にその科目を追加で登録することができません。教務部からの連絡をよく確認するようにしてください。


	4　注意事項
	１)　重複履修
	・すでに単位を修得済みの科目を、もう一度登録することはできません。
	・集中講義を複数登録する際は、授業日程に重複がないか、自身でよく確認を行ってください。
	・教務部での日程重複のチェックは行いません。重複する科目の履修登録を行った場合、一方の科目に出席できなくなり、単位を修得できません。

	２)　他学部・他学科科目の履修
	・資格取得などの関係により、所属する学部以外の科目を、随意科目(要卒単位以外)として履修できることがあります。希望する場合は、履修登録期間中に教務部へ申し出てください。

	３)　秋期集中科目、通年集中科目の登録・削除
	・８月下旬～９月中旬の間に行われる『秋期集中科目』と、前後期通して不定期に行われる『通年集中科目』は、９月の後期登録訂正期間での登録・削除を認めていません。前期の登録訂正期間までに登録・削除を行ってください。
	・集中科目や個別に日程が決められている科目については、「個別日程表」で授業日程を確認できます。個別日程表はポータルサイトで配信します。

	４)　前提科目の合否と履修制限
	・科目によっては、『Ａ科目の単位を修得済みでないとＢ科目を履修登録できない』というように、前提科目の合否による履修制限があります。『履修の手引き』でよく確認してください。

	５)　履修登録上限
	・学年ごとに定められた単位数を超えて登録することはできません。
	・入学前に他大学等で修得した単位で認定された単位、技能審査・検定等に合格した場合に認定する単位および、大学コンソーシアム京都単位互換履修科目は、上限の対象外とします。

	６)　登録に関する質問
	・履修登録に関する質問は、問い合わせフォームから受け付けます。
	各種資料を読んでも分からない場合は、「履修登録に関する質問フォーム」から、申請してください。
	下記のURLを入力するか、二次元コードを読み取ってください。
	2018年度以前入学生の場合
	①「教育実習Ⅰ」、「教育実習Ⅱ（4回生配当）」および、「教職実践演習」以外の教職に関する科目のうち、必修科目および選択必修科目のすべてを3回生終了時までに修得済み、あるいは実習年度に履修中であること。ただし、履修中科目は2単位までを上限とし、各教科教育法については修得済みであること。
	②実習に必要な教科教育法をすべて修得済みであること。
	２０１９年度以降入学生の場合
	①4回生配当以外の教育の基礎的理解に関する科目等のすべての科目を、3回生終了時までに修得済み、あるいは実習年度に履修中であること。ただし、履修中科目は3科目までを上限とする。
	②実習に必要な教科教育法をすべて修得済みであること。

	(４)　「教育実習Ⅱ」の授業実施日（事前事後指導日程）は「個別日程表」で確認すること。
	(５)　4回生は履修の手引きを確認のうえ、取得希望の免許状に必要となる科目が本学基準どおりに登録されているか、必ず確認すること。
	(６)　「教職・保育職教養講義」は教員採用試験対策および、卒業後に教員・講師として教壇に立つための実践的な対策講座です。３・４回生で進路希望が教職の学生は必ず履修してください。中等教職課程用、初等教職課程用、また回生によって開講クラスが異なるので、履修登録時に必ず確認をしてください。
	【中等教職課程・３回生用】
	教職・保育職教養講義Ⅰ＜中等＞（前期）
	教職・保育職教養講義Ⅱ＜中等＞（後期）
	【中等教職課程・４回生用】
	教職・保育職教養講義Ⅲ＜中等＞（前期）
	教職・保育職教養講義Ⅳ＜中等＞（後期）
	※教職・保育職教養講義ⅠとⅡ、ⅢとⅣはセット履修が基本です。いすれも必ず履修してください。
	※介護等体験の申し込みやこれまでの教職ガイダンス欠席者など、履修に必要な諸手続きが不備の場合は登録ができないことがあります。

	2)　司書課程科目について　※留学のため、在学４年間のうちに取得することが難しい場合があります。
	(１)　各回生は『履修の手引き』の<免許・資格>に記載の科目表を確認しながら登録してください。
	4)　学校図書館司書教諭課程科目について
	(１)司書教諭課程に関する科目は、２回生から履修できます。ただし、司書教諭課程履修者は、同時に
	教職課程履修者でなければなりません。(教育職員免許状を取得済の場合を除く)。
	(２)学校図書館司書教諭となる資格を得るためには、小学校、中学校および高等学校いずれかの教育職
	員免許状を取得し、本学の学校図書館司書教諭課程の必修５科目を修得することが必要です。
	(３)必修５科目を修得後、別途資格申請手続きが必要です。
	(４)教員採用試験において、受験する自治体によっては、学校図書館司書教諭の資格を取得済、あるい
	は取得見込みであることにより、加算を受けることができる場合があります。受験予定の自治体の募

	★履修登録申請時に、以下のことを必ずチェックしてください。
	□ 必修科目はすべて、最初から時間割表に登録が入っていた
	⇒万が一入っていない科目があれば、教務部へ連絡
	□ 再履修しなければならない科目を登録した
	□ 各科目の授業内容、成績評価の方法などをシラバスで確認した
	□ 集中・不定期講義日程科目の授業日を個別日程表で確認し、重複がないことを確認した
	□ 秋期集中科目は後期登録訂正期間の追加・削除ができないことを理解している
	□ 秋期集中科目の成績は後期科目と同じ日程で通知されることを理解している
	□ 登録したい科目をすべて選択した状態で右上にある【最終確認へ】ボタンを押して、
	さらに【見込判定へ】ボタンを押して、【提出】ボタンを押した
	□ 【提出】後、改めて『時間割 → 学生時間割表』画面に入り、登録する科目がすべて時間割表に
	入っていることを確認した


	★　『履修登録』とは
	各年度当初の定められた時に、その年度に履修しようとする科目をすべて登録するものです。「指定された期間に登録・訂正・確認ができなかった」など、登録事項に間違いがあった場合、本人がその責を負います。また、登録していない科目の履修はできません。
	『履修の手引き』の<第3章 履修登録>のページをはじめ、必要事項をしっかり読んでから、履修登録の作業に臨んでください。

	★　履修登録に必要なもの
	・履修登録注意事項（本紙）
	・履修の手引き（2018年度生までは冊子版、2019年度生以降は大学ウェブサイト版）
	・シラバス（ポータルサイト＞タブ「シラバス照会」）
	・時間割（※「曜日別時間割表」と「個別日程」をポータルサイトに掲載します。）
	・履修登録動画マニュアル（履修の手引き　「第3章　履修登録」からアクセス）
	・2020年度成績通知書（後期の成績が反映されたもの）
	・履修ガイダンス等での配布資料
	◆2021年度からポータルサイトが「Campusmate」から「UNIVERSAL PASSPORT」に新しくなります。ついては、2021年度履修登録から使用します。操作マニュアル等の詳細については、3月4日までに現ポータルサイト（Campusmate）にて配信します。

	1　履修登録関連スケジュール
	２　スケジュールに関する注意事項
	１)　履修登録全般に関して
	・ポータルサイトにある「履修登録マニュアル」を必ず確認してから、履修登録を行ってください。
	・クラスアドバイザーや各学科教務委員、教務部職員の指導も参考にしてください。
	２)　事前抽選科目登録期間
	・申請者多数のため抽選が予測される授業について、履修登録期間に先立って履修登録の申請を受け付けます。履修を希望する授業が事前抽選対象の科目である場合は、定められた期間に申請してください。なお、事前抽選で当選した授業の登録を削除（辞退）することはできません。また、事前抽選に漏れた場合は登録ができません。

	３)　履修登録期間
	・後期科目についても、前期の事前抽選科目登録期間および履修登録期間に一括して登録しなければいけません。後期の科目を後期履修登録訂正期間に登録しようとしても、定員到達や抽選のため、登録できないことがあります。年間をとおした履修計画をしっかり立てるようにしましょう。

	４)　登録訂正期間
	・後期の履修登録訂正期間では、通年科目・秋期集中科目の追加・削除はできません。また、定員到達や抽選のため、登録できないことがあります。
	・定員に達した科目や、履修者数が極めて多い科目の追加登録はできません。なお、対象科目はその都度お知らせをします。
	・期間中に訂正した内容は、『学生時間割表』およびポータルサイトに反映されますが、抽選対象となる科目もあり、最終確定版ではありませんので注意してください。

	５)　抽選結果ポータルサイト配信・掲示
	・抽選後、ポータルサイトまたは『学生時間割表』を必ず確認してください。
	・ここで表示される教室は仮配置です。授業開始前に最新の『学生時間割表』で確認してください。
	・先の事前抽選科目登録期間において、申請者が定員に満たなかった授業は、追加登録を受け付けることがあります。申請者が履修登録期間に定員を超えた場合は、追加登録者を対象に改めて抽選を行います。

	６)　授業の教室について
	・ポータルサイトや『学生時間割表』で、各科目の教室を再確認してください。登録期間中に設定されていた教室から変更になっていることがあります。

	７)　学生時間割表確認期間
	・自身がどのような科目を登録したかを確認するための期間です。この期間を経て、履修登録内容が確定します。確認は『学生時間割表』または、ポータルサイトでおこないます。
	・登録データ処理の中で万が一のデータ欠落等がないかを、確認してください。万が一気づいた点などがありましたら、必ず期間内に教務部までお知らせください。
	・履修登録期間に登録した内容は、ポータルサイトおよび『学生時間割表』に随時反映されますが、抽選対象となる科目もあり、最終確定版ではありません。ご注意ください。


	３　履修登録上における科目の種類と説明
	１)　随意科目
	主に他学科・他コースの開設科目や資格課程の科目です。卒業要件単位には数えません。

	２)　履修指定科目
	必修科目ではありませんが、所属学科の方針や将来のキャリアデザインのために履修が強く推奨され、あらかじめ登録されている科目です。原則として削除することはできません。

	３)　クラス指定科目
	必修科目や履修指定科目などであらかじめクラスが指定されている場合は、原則的にクラスの変更はできません。

	４)　抽選実施科目
	科目によっては定員を設定しており、その場合はシラバスに定員数を記載しています。登録申請者が定員を超えた場合は教務部で抽選を行い、履修者を決定します。抽選にもれた場合は登録が削除されますので、必要に応じて履修登録訂正期間に訂正を行ってください。また、当選した科目の登録を削除（辞退）することはできません。

	５)　定員到達科目
	定員に到達した科目は、訂正期間中にその科目を追加で登録することができません。教務部からの連絡をよく確認するようにしてください。


	4　注意事項
	１)　重複履修
	・すでに単位を修得済みの科目を、もう一度登録することはできません。
	・集中講義を複数登録する際は、授業日程に重複がないか、自身でよく確認を行ってください。
	・教務部での日程重複のチェックは行いません。重複する科目の履修登録を行った場合、一方の科目に出席できなくなり、単位を修得できません。

	２)　他学部・他学科科目の履修
	・資格取得などの関係により、所属する学部以外の科目を、随意科目(要卒単位以外)として履修できることがあります。希望する場合は、履修登録期間中に教務部へ申し出てください。

	３)　秋期集中科目、通年集中科目の登録・削除
	・８月下旬～９月中旬の間に行われる『秋期集中科目』と、前後期通して不定期に行われる『通年集中科目』は、９月の後期登録訂正期間での登録・削除を認めていません。前期の登録訂正期間までに登録・削除を行ってください。
	・集中科目や個別に日程が決められている科目については、「個別日程表」で授業日程を確認できます。個別日程表はポータルサイトで配信します。

	４)　前提科目の合否と履修制限
	・科目によっては、『Ａ科目の単位を修得済みでないとＢ科目を履修登録できない』というように、前提科目の合否による履修制限があります。『履修の手引き』でよく確認してください。

	５)　履修登録上限
	・学年ごとに定められた単位数を超えて登録することはできません。
	・入学前に他大学等で修得した単位で認定された単位、技能審査・検定等に合格した場合に認定する単位および、大学コンソーシアム京都単位互換履修科目は、上限の対象外とします。

	６)　登録に関する質問
	・履修登録に関する質問は、問い合わせフォームから受け付けます。
	各種資料を読んでも分からない場合は、「履修登録に関する質問フォーム」から、申請してください。
	下記のURLを入力するか、二次元コードを読み取ってください。
	(１)　1回生時に提出した【教職課程履修希望票】から、取得希望の免許種に変更がある場合は、その
	都度学務第２課に申し出てください。
	(２)　「教育実習」「教育実習指導」を履修するには以下の条件を満たす必要があります。
	≪幼稚園教諭１種免許状取得希望の場合≫
	・以下に掲げる15科目から原則として8科目以上を修得済みであること。
	「保育内容演習（健康）Ⅰ・Ⅱ」「保育内容演習（人間関係）Ⅰ・Ⅱ」「保育内容演習（環境）Ⅰ・Ⅱ」「保育内容演習（表現）Ⅰ・Ⅱ」「幼児体育指導法Ⅰ・Ⅱ」「教育原論」「教職入門」「教育制度論」「教育心理学」「こども理解 Ⅰ（幼児）」
	※太字の科目は、科目名の後ろに（初等）と表記されている科目を履修すること。
	≪小学校教諭１種免許状取得希望の場合≫
	・2018年度以前入学生
	以下の18科目のうち、原則として13科目以上を修得済みであること。
	「教職入門」「教育原論」「教育心理学」「教育制度論」「教育課程論」「教科教育法（国語）」「教科教育法（社会）」「教科教育法（算数）」「教科教育法（理科）」「教科教育法（生活）」「教科教育法（音楽）」「教科教育法（図画工作）」「教科教育法（家庭）」「教科教育法（体育）」「道徳教育の理論と方法」「特別活動論」「教育方法論」「生徒・進路指導」

	※太字の科目は、時間割で、科目名の後ろに（初等）と表記されている科目を履修してください。
	・２０１９年度以降入学生
	以下の19科目から原則として13科目以上を修得済みであること。
	「教科教育法（国語）」「教科教育法（社会）」「教科教育法（算数）」「教科教育法（理科）」「教科教育法（生活）」「教科教育法（音楽）」「教科教育法（図画工作）」「教科教育法（家庭）」「教科教育法（体育）」「教科教育法（英語）」「教育原論」「教職入門」「教育制度論」「教育心理学」「教育課程論」「道徳教育の理論と方法」「特別活動論」「教育方法論」「生徒・進路指導」

	※太字の科目は、時間割で、科目名の後ろに（初等）と表記されている科目を履修してください。
	(３)　4回生は履修の手引きを確認のうえ、取得希望の免許状に必要となる科目について、本学基準を
	満たすように登録されているか、必ず確認してください。
	※例年「教職実践演習」の登録漏れが散見されます。必ず登録してください。

	※低回生の配当科目は早期に履修してください。履修年を繰り延べることにより、時間割上、在学中
	の資格取得が難しくなることがあります。
	５)　社会教育主事課程科目について
	(１)　各回生は『履修の手引き』の<免許・資格>に記載の科目表を確認しながら登録してください。
	(2)　2020年度入学生より「社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令」が施行され教育課程が変更となっています。2019年度以前入学生については自分の入学年度の「履修の手引き」記載の養成課程が適用されます。社会教育主事養成課程の取得を目指す場合には、卒業までに資格要件科目全てを修得してください。
	なお、在学中の取得が難しい場合には個別にご相談ください。
	６)　学校図書館司書教諭課程科目について
	(１)司書教諭課程に関する科目は、２回生から履修できます。ただし、司書教諭課程履修者は、同時に
	教職課程履修者でなければなりません。(教育職員免許状を取得済の場合を除く)。
	(２)学校図書館司書教諭となる資格を得るためには、小学校、中学校および高等学校いずれかの教育職
	員免許状を取得し、本学の学校図書館司書教諭課程の必修５科目を修得することが必要です。
	(３)必修５科目を修得後、別途資格申請手続きが必要です。
	(４)教員採用試験において、受験する自治体によっては、学校図書館司書教諭の資格を取得済、あるい
	は取得見込みであることにより、加算を受けることができる場合があります。受験予定の自治体の募
	集要項を早期に確認し、学校図書館司書教諭課程の履修を検討してください。


	【履修登録ＷＥＢ申請時チェックリスト】
	★履修登録申請時に、以下のことを必ずチェックしてください。
	□ 必修科目はすべて、最初から時間割表に登録が入っていた
	⇒万が一入っていない科目があれば、教務部へ連絡
	□ 再履修しなければならない科目を登録した
	□ 各科目の授業内容、成績評価の方法などをシラバスで確認した
	□ 集中・不定期講義日程科目の授業日を個別日程表で確認し、重複がないことを確認した
	□ 秋期集中科目は後期登録訂正期間の追加・削除ができないことを理解している
	□ 秋期集中科目の成績は後期科目と同じ日程で通知されることを理解している
	□ 登録したい科目をすべて選択した状態で右上にある【最終確認へ】ボタンを押して、
	さらに【見込判定へ】ボタンを押して、【提出】ボタンを押した
	□ 【提出】後、改めて『時間割 → 学生時間割表』画面に入り、登録する科目がすべて時間割表に
	入っていることを確認した


	★　『履修登録』とは
	各年度当初の定められた時に、その年度に履修しようとする科目をすべて登録するものです。「指定された期間に登録・訂正・確認ができなかった」など、登録事項に間違いがあった場合、本人がその責を負います。また、登録していない科目の履修はできません。
	『履修の手引き』の<第3章 履修登録>のページをはじめ、必要事項をしっかり読んでから、履修登録の作業に臨んでください。

	★　履修登録に必要なもの
	・履修登録注意事項（本紙）
	・履修の手引き（2018年度生までは冊子版、2019年度生以降は大学ウェブサイト版）
	・シラバス（ポータルサイト＞タブ「シラバス照会」）
	・時間割（※「曜日別時間割表」と「個別日程」をポータルサイトに掲載します。）
	・履修登録動画マニュアル（履修の手引き　「第3章　履修登録」からアクセス）
	・2020年度成績通知書（後期の成績が反映されたもの）
	・履修ガイダンス等での配布資料
	◆2021年度からポータルサイトが「Campusmate」から「UNIVERSAL PASSPORT」に新しくなります。ついては、2021年度履修登録から使用します。操作マニュアル等の詳細については、3月4日までに現ポータルサイト（Campusmate）にて配信します。

	1　履修登録関連スケジュール
	２　スケジュールに関する注意事項
	１)　履修登録全般に関して
	・ポータルサイトにある「履修登録マニュアル」を必ず確認してから、履修登録を行ってください。
	・クラスアドバイザーや各学科教務委員、教務部職員の指導も参考にしてください。
	２)　事前抽選科目登録期間
	・申請者多数のため抽選が予測される授業について、履修登録期間に先立って履修登録の申請を受け付けます。履修を希望する授業が事前抽選対象の科目である場合は、定められた期間に申請してください。なお、事前抽選で当選した授業の登録を削除（辞退）することはできません。また、事前抽選に漏れた場合は登録ができません。

	３)　履修登録期間
	・後期科目についても、前期の事前抽選科目登録期間および履修登録期間に一括して登録しなければいけません。後期の科目を後期履修登録訂正期間に登録しようとしても、定員到達や抽選のため、登録できないことがあります。年間をとおした履修計画をしっかり立てるようにしましょう。

	４)　登録訂正期間
	・後期の履修登録訂正期間では、通年科目・秋期集中科目の追加・削除はできません。また、定員到達や抽選のため、登録できないことがあります。
	・定員に達した科目や、履修者数が極めて多い科目の追加登録はできません。なお、対象科目はその都度お知らせをします。
	・期間中に訂正した内容は、『学生時間割表』およびポータルサイトに反映されますが、抽選対象となる科目もあり、最終確定版ではありませんので注意してください。

	５)　抽選結果ポータルサイト配信・掲示
	・抽選後、ポータルサイトまたは『学生時間割表』を必ず確認してください。
	・ここで表示される教室は仮配置です。授業開始前に最新の『学生時間割表』で確認してください。
	・先の事前抽選科目登録期間において、申請者が定員に満たなかった授業は、追加登録を受け付けることがあります。申請者が履修登録期間に定員を超えた場合は、追加登録者を対象に改めて抽選を行います。

	６)　授業の教室について
	・ポータルサイトや『学生時間割表』で、各科目の教室を再確認してください。登録期間中に設定されていた教室から変更になっていることがあります。

	７)　学生時間割表確認期間
	・自身がどのような科目を登録したかを確認するための期間です。この期間を経て、履修登録内容が確定します。確認は『学生時間割表』または、ポータルサイトでおこないます。
	・登録データ処理の中で万が一のデータ欠落等がないかを、確認してください。万が一気づいた点などがありましたら、必ず期間内に教務部までお知らせください。
	・履修登録期間に登録した内容は、ポータルサイトおよび『学生時間割表』に随時反映されますが、抽選対象となる科目もあり、最終確定版ではありません。ご注意ください。


	３　履修登録上における科目の種類と説明
	１)　随意科目
	主に他学科・他コースの開設科目や資格課程の科目です。卒業要件単位には数えません。

	２)　履修指定科目
	必修科目ではありませんが、所属学科の方針や将来のキャリアデザインのために履修が強く推奨され、あらかじめ登録されている科目です。原則として削除することはできません。

	３)　クラス指定科目
	必修科目や履修指定科目などであらかじめクラスが指定されている場合は、原則的にクラスの変更はできません。

	４)　抽選実施科目
	科目によっては定員を設定しており、その場合はシラバスに定員数を記載しています。登録申請者が定員を超えた場合は教務部で抽選を行い、履修者を決定します。抽選にもれた場合は登録が削除されますので、必要に応じて履修登録訂正期間に訂正を行ってください。また、当選した科目の登録を削除（辞退）することはできません。

	５)　定員到達科目
	定員に到達した科目は、訂正期間中にその科目を追加で登録することができません。教務部からの連絡をよく確認するようにしてください。


	4　注意事項
	１)　重複履修
	・すでに単位を修得済みの科目を、もう一度登録することはできません。
	・集中講義を複数登録する際は、授業日程に重複がないか、自身でよく確認を行ってください。
	・教務部での日程重複のチェックは行いません。重複する科目の履修登録を行った場合、一方の科目に出席できなくなり、単位を修得できません。

	２)　他学部・他学科科目の履修
	・資格取得などの関係により、所属する学部以外の科目を、随意科目(要卒単位以外)として履修できることがあります。希望する場合は、履修登録期間中に教務部へ申し出てください。

	３)　秋期集中科目、通年集中科目の登録・削除
	・８月下旬～９月中旬の間に行われる『秋期集中科目』と、前後期通して不定期に行われる『通年集中科目』は、９月の後期登録訂正期間での登録・削除を認めていません。前期の登録訂正期間までに登録・削除を行ってください。
	・集中科目や個別に日程が決められている科目については、「個別日程表」で授業日程を確認できます。個別日程表はポータルサイトで配信します。

	４)　前提科目の合否と履修制限
	・科目によっては、『Ａ科目の単位を修得済みでないとＢ科目を履修登録できない』というように、前提科目の合否による履修制限があります。『履修の手引き』でよく確認してください。

	５)　履修登録上限
	・学年ごとに定められた単位数を超えて登録することはできません。
	・入学前に他大学等で修得した単位で認定された単位、技能審査・検定等に合格した場合に認定する単位および、大学コンソーシアム京都単位互換履修科目は、上限の対象外とします。

	６)　登録に関する質問
	・履修登録に関する質問は、問い合わせフォームから受け付けます。
	各種資料を読んでも分からない場合は、「履修登録に関する質問フォーム」から、申請してください。
	下記のURLを入力するか、二次元コードを読み取ってください。


	5　各学科の注意事項
	１)　経営学科
	(１)　全回生共通
	・経営学科の必修科目のうち「基礎演習Ⅰ～Ⅳ」「専門基礎演習」「専門演習Ⅰ～Ⅳ」は、クラス指定科目です。再履修者は指定されたクラスを確認してください。クラスが指定されていない場合は、学科の教務委員の先生または教務部まで申し出てください。
	・上記以外の必修科目の再履修は時間割より選び、各自で登録してください。

	(２)　新２回生
	・「専門基礎演習」は、前期末に希望調査をおこなうため、すべての学生にＡクラスを仮配置しています。正式なクラスは、前期末にお知らせします。

	(３)　新４回生
	・卒業に必要な単位の登録漏れがないか、十分に確認してください。
	・卒業回生で必修科目のみ（専門演習Ⅲ・Ⅳ、卒業研究等）の履修であっても、Web上にて「申請」が必要です。画面上に最初から表示されている科目のみの履修であっても、必ず自分で登録申請をクリックしてください。

	(４)　その他
	・「簿記演習Ⅰ」および「簿記演習Ⅱ」の両科目を通じて資格試験の範囲を学びます。ⅠとⅡは同じクラスを登録してください。

	２)　都市環境デザイン学科
	(１)　全回生共通
	・都市環境デザイン学科の必修科目のうち「基礎演習Ⅰ～Ⅳ」「専門演習Ⅰ～Ⅳ」は、クラス指定科目です。再履修者は指定されたクラスを確認してください。クラスが指定されていない場合は、学科の教務委員の先生または教務部まで申し出てください。
	・上記以外の必修科目の再履修は時間割より選び、各自で登録してください。

	(２)　新２回生
	・都市環境デザイン学科のラーニングコース「観光ビジネスコース」の学生向けに、「英語ⅢAB・ⅣAB」に観光英語を学ぶクラスが開講されます。福井先生ゼミおよび平井先生ゼミの皆さんは観光英語クラスの履修が履修指定となっています。そのため、「英語ⅢAB・ⅣAB」の＜ｇ＞クラス（観光英語クラス）にあらかじめ登録されています。別紙、【新2回生】英語科目について、の注意事項も確認してください。

	(３)　新４回生
	・卒業に必要な単位の登録漏れがないか、十分に確認してください。
	・卒業回生で必修科目のみ（演習Ⅲ・Ⅳ、卒業研究等）の履修であっても、Web上にて「申請」が必要です。画面上に最初から表示されている科目のみの履修であっても、必ず自分で登録申請をクリックしてください。


	６　資格に関する注意事項
	１)　教職課程科目について（教員免許状取得希望者対象）
	(１)　 教職課程の履修にあたり、【教職課程履修希望票】の提出が必要です。未提出者で履修を希望する場合もしくは提出者で教職課程を辞退する場合は、履修登録期間開始前または履修登録期間中に学務第２課へ相談に来てください。
	(２)　３回生から、教職に関する科目に履修資格基準が設定されますので、『履修の手引き』で必ず確認してください。基準を満たしていない場合、3回生配当の以下の科目は履修できません。
	取得希望免許の教科教育法、教育実習Ⅱ（３回生配当）、生徒・進路指導

	(３)　３回生の履修登録時には以下の基準を必ず満たすようにしてください。
	2018年度以前入学生の場合
	①「教育実習Ⅰ」、「教育実習Ⅱ（4回生配当）」および、「教職実践演習」以外の教職に関する科目のうち、必修科目および選択必修科目のすべてを3回生終了時までに修得済み、あるいは実習年度に履修中であること。ただし、履修中科目は2単位までを上限とし、各教科教育法については修得済みであること。
	②実習に必要な教科教育法をすべて修得済みであること。
	２０１９年度以降入学生の場合
	①4回生配当以外の教育の基礎的理解に関する科目等のすべての科目を、3回生終了時までに修得済み、あるいは実習年度に履修中であること。ただし、履修中科目は3科目までを上限とする。
	②実習に必要な教科教育法をすべて修得済みであること。

	(４) 「教育実習Ⅱ」の授業実施日（事前事後指導日程）は「個別日程表」で確認すること。
	(５)　 4回生は履修の手引きを確認のうえ、取得希望の免許状に必要となる科目が本学基準どおりに登録されているか、必ず確認すること。
	(６)　 「教職・保育職教養講義」は教員採用試験対策および、卒業後に教員・講師として教壇に立つための実践的な対策講座です。３・４回生で進路希望が教職の学生は必ず履修してください。中等教職課程用、初等教職課程用、また回生によって開講クラスが異なるので、履修登録時に必ず確認をしてください。
	【中等教職課程・３回生用】
	教職・保育職教養講義Ⅰ＜中等＞（前期）
	教職・保育職教養講義Ⅱ＜中等＞（後期）
	【中等教職課程・４回生用】
	教職・保育職教養講義Ⅲ＜中等＞（前期）
	教職・保育職教養講義Ⅳ＜中等＞（後期）
	※教職・保育職教養講義ⅠとⅡ、ⅢとⅣはセット履修が基本です。いすれも必ず履修してください。
	※介護等体験の申し込みやこれまでの教職ガイダンス欠席者など、履修に必要な諸手続きが不備の場合は登録ができないことがあります。

	2)　司書課程科目について
	(１)　各回生は『履修の手引き』の<免許・資格>に記載の科目表を確認しながら登録してください。
	(２)　本資格科目を登録する際は、下表の科目を事前に履修済みであることが望ましいです。
	(３)　「図書館実習」は、履修条件が設定されています。履修を希望する場合は、必ず『履修の手引き』を確認してください。

	3)　博物館学芸員資格課程科目について
	(１)　各回生は『履修の手引き』の<免許・資格>に記載の科目表を確認しながら登録してください。
	(２)　以下の科目には履修条件がありますので、計画的に履修登録をしてください。

	※低回生の配当科目は早期に履修してください。履修年を繰り延べることにより、時間割上、在学中の資格取得が難しくなることがあります。
	4)　社会教育主事課程科目について
	(１)　各回生は『履修の手引き』の<免許・資格>に記載の科目表を確認しながら登録してください。
	(2)　2020年度入学生より「社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令」が施行され教育課程が変更となっています。2019年度以前入学生については自分の入学年度の「履修の手引き」記載の養成課程が適用されます。社会教育主事養成課程の取得を目指す場合には、卒業までに資格要件科目全てを修得してください。
	なお、在学中の取得が難しい場合には個別にご相談ください。


	5)　診療情報管理士資格課程科目について（経営学科のみ）
	・1回生のときに「医療概論」「解剖生理学」「医療統計学」「医療管理論Ⅰ」の4科目を履修した学生および2回生で今後も診療情報管理士資格課程の履修を希望する学生に対して、次年度から履修できる診療情報管理士資格課程の科目すべてを履修指定科目として登録します。
	・もし、次年度から診療情報管理士資格課程の履修を希望しない場合は、履修登録期間または履修登録訂正期間に学務第2課まで申し出てください。
	・これまで「生物学基礎」を履修していない学生は、次年度に履修することをお勧めします。
	６）学校図書館司書教諭課程科目について
	(１)司書教諭課程に関する科目は、２回生から履修できます。ただし、司書教諭課程履修者は、同時に
	教職課程履修者でなければなりません。(教育職員免許状を取得済の場合を除く)。
	(２)学校図書館司書教諭となる資格を得るためには、小学校、中学校および高等学校いずれかの教育職
	員免許状を取得し、本学の学校図書館司書教諭課程の必修５科目を修得することが必要です。
	(３)必修５科目を修得後、別途資格申請手続きが必要です。
	(４)教員採用試験において、受験する自治体によっては、学校図書館司書教諭の資格を取得済、あるい
	は取得見込みであることにより、加算を受けることができる場合があります。受験予定の自治体の募集要項を早期に確認し、学校図書館司書教諭課程の履修を検討してください。


	【履修登録ＷＥＢ申請時チェックリスト】
	★履修登録申請時に、以下のことを必ずチェックしてください。
	□ 必修科目はすべて、最初から時間割表に登録が入っていた
	⇒万が一入っていない科目があれば、教務部へ連絡
	□ 再履修しなければならない科目を登録した
	□ 各科目の授業内容、成績評価の方法などをシラバスで確認した
	□ 集中・不定期講義日程科目の授業日を個別日程表で確認し、重複がないことを確認した
	□ 秋期集中科目は後期登録訂正期間の追加・削除ができないことを理解している
	□ 秋期集中科目の成績は後期科目と同じ日程で通知されることを理解している
	□ 登録したい科目をすべて選択した状態で右上にある【最終確認へ】ボタンを押して、
	さらに【見込判定へ】ボタンを押して、【提出】ボタンを押した
	□ 【提出】後、改めて『時間割 → 学生時間割表』画面に入り、登録する科目がすべて時間割表に
	入っていることを確認した


	★　『履修登録』とは
	各年度当初の定められた時に、その年度に履修しようとする科目をすべて登録するものです。「指定された期間に登録・訂正・確認ができなかった」など、登録事項に間違いがあった場合、本人がその責を負います。また、登録していない科目の履修はできません。
	『履修の手引き』の<第3章 履修登録>のページをはじめ、必要事項をしっかり読んでから、履修登録の作業に臨んでください。

	★　履修登録に必要なもの
	・履修登録注意事項（本紙）
	・履修の手引き（2018年度生までは冊子版、2019年度生以降は大学ウェブサイト版）
	・シラバス（ポータルサイト＞タブ「シラバス照会」）
	・時間割（※「曜日別時間割表」と「個別日程」をポータルサイトに掲載します。）
	・履修登録動画マニュアル（履修の手引き　「第3章　履修登録」からアクセス）
	・2020年度成績通知書（後期の成績が反映されたもの）
	・履修ガイダンス等での配布資料
	◆2021年度からポータルサイトが「Campusmate」から「UNIVERSAL PASSPORT」に新しくなります。ついては、2021年度履修登録から使用します。操作マニュアル等の詳細については、3月4日までに現ポータルサイト（Campusmate）にて配信します。

	1　履修登録関連スケジュール
	２　スケジュールに関する注意事項
	１)　履修登録全般に関して
	・ポータルサイトにある「履修登録マニュアル」を必ず確認してから、履修登録を行ってください。
	・クラスアドバイザーや各学科教務委員、教務部職員の指導も参考にしてください。
	２)　事前抽選科目登録期間
	・申請者多数のため抽選が予測される授業について、履修登録期間に先立って履修登録の申請を受け付けます。履修を希望する授業が事前抽選対象の科目である場合は、定められた期間に申請してください。なお、事前抽選で当選した授業の登録を削除（辞退）することはできません。また、事前抽選に漏れた場合は登録ができません。

	３)　履修登録期間
	・後期科目についても、前期の事前抽選科目登録期間および履修登録期間に一括して登録しなければいけません。後期の科目を後期履修登録訂正期間に登録しようとしても、定員到達や抽選のため、登録できないことがあります。年間をとおした履修計画をしっかり立てるようにしましょう。

	４)　登録訂正期間
	・後期の履修登録訂正期間では、通年科目・秋期集中科目の追加・削除はできません。また、定員到達や抽選のため、登録できないことがあります。
	・定員に達した科目や、履修者数が極めて多い科目の追加登録はできません。なお、対象科目はその都度お知らせをします。
	・期間中に訂正した内容は、『学生時間割表』およびポータルサイトに反映されますが、抽選対象となる科目もあり、最終確定版ではありませんので注意してください。

	５)　抽選結果ポータルサイト配信・掲示
	・抽選後、ポータルサイトまたは『学生時間割表』を必ず確認してください。
	・ここで表示される教室は仮配置です。授業開始前に最新の『学生時間割表』で確認してください。
	・先の事前抽選科目登録期間において、申請者が定員に満たなかった授業は、追加登録を受け付けることがあります。申請者が履修登録期間に定員を超えた場合は、追加登録者を対象に改めて抽選を行います。

	６)　授業の教室について
	・ポータルサイトや『学生時間割表』で、各科目の教室を再確認してください。登録期間中に設定されていた教室から変更になっていることがあります。

	７)　学生時間割表確認期間
	・自身がどのような科目を登録したかを確認するための期間です。この期間を経て、履修登録内容が確定します。確認は『学生時間割表』または、ポータルサイトでおこないます。
	・登録データ処理の中で万が一のデータ欠落等がないかを、確認してください。万が一気づいた点などがありましたら、必ず期間内に教務部までお知らせください。
	・履修登録期間に登録した内容は、ポータルサイトおよび『学生時間割表』に随時反映されますが、抽選対象となる科目もあり、最終確定版ではありません。ご注意ください。


	３　履修登録上における科目の種類と説明
	１)　随意科目
	主に他学科・他コースの開設科目や資格課程の科目です。卒業要件単位には数えません。

	２)　履修指定科目
	必修科目ではありませんが、所属学科の方針や将来のキャリアデザインのために履修が強く推奨され、あらかじめ登録されている科目です。原則として削除することはできません。

	３)　クラス指定科目
	必修科目や履修指定科目などであらかじめクラスが指定されている場合は、原則的にクラスの変更はできません。

	４)　抽選実施科目
	科目によっては定員を設定しており、その場合はシラバスに定員数を記載しています。登録申請者が定員を超えた場合は教務部で抽選を行い、履修者を決定します。抽選にもれた場合は登録が削除されますので、必要に応じて履修登録訂正期間に訂正を行ってください。また、当選した科目の登録を削除（辞退）することはできません。

	５)　定員到達科目
	定員に到達した科目は、訂正期間中にその科目を追加で登録することができません。教務部からの連絡をよく確認するようにしてください。


	4　注意事項
	１)　重複履修
	・すでに単位を修得済みの科目を、もう一度登録することはできません。
	・集中講義を複数登録する際は、授業日程に重複がないか、自身でよく確認を行ってください。
	・教務部での日程重複のチェックは行いません。重複する科目の履修登録を行った場合、一方の科目に出席できなくなり、単位を修得できません。

	２)　他学部・他学科科目の履修
	・資格取得などの関係により、所属する学部以外の科目を、随意科目(要卒単位以外)として履修できることがあります。希望する場合は、履修登録期間中に教務部へ申し出てください。

	３)　秋期集中科目、通年集中科目の登録・削除
	・８月下旬～９月中旬の間に行われる『秋期集中科目』と、前後期通して不定期に行われる『通年集中科目』は、９月の後期登録訂正期間での登録・削除を認めていません。前期の登録訂正期間までに登録・削除を行ってください。
	・集中科目や個別に日程が決められている科目については、「個別日程表」で授業日程を確認できます。個別日程表はポータルサイトで配信します。

	４)　前提科目の合否と履修制限
	・科目によっては、『Ａ科目の単位を修得済みでないとＢ科目を履修登録できない』というように、前提科目の合否による履修制限があります。『履修の手引き』でよく確認してください。

	５)　履修登録上限
	・学年ごとに定められた単位数を超えて登録することはできません。
	・入学前に他大学等で修得した単位で認定された単位、技能審査・検定等に合格した場合に認定する単位および、大学コンソーシアム京都単位互換履修科目は、上限の対象外とします。

	６)　登録に関する質問
	・履修登録に関する質問は、問い合わせフォームから受け付けます。
	各種資料を読んでも分からない場合は、「履修登録に関する質問フォーム」から、申請してください。
	下記のURLを入力するか、二次元コードを読み取ってください。


	5　看護学科生の注意事項
	1)　履修条件について
	＜2018年度以前入学者＞
	・看護学部のカリキュラムは系統的に構成されていますので、履修条件を満たさなければ、履修できない科目があります。（以下、履修の手引きの「履修条件」抜粋）
	・各回生においては、前期の区分１～３の必修科目が全て修得できていない場合は、後期の区分１～３の必修科目が履修できません。
	・新しい回生の必修科目を履修するためには、前回生の必修科目を全て修得できていなければなりません。
	・履修登録をした科目でも、当該期の他の科目の修得状況によっては、履修が認められないことがあります（詳しくはガイダンス等で案内をします）。
	・以下に示す科目については、特定の科目を履修している事が条件となります。
	＜2019年度以降入学者＞
	・看護学部のカリキュラムは系統的に構成されていますので、履修条件を満たさなければ、履修できない科目があります。（以下、履修の手引きの「履修条件」抜粋）
	・各回生において、後期区分1〜9の必修科目を履修するには、前期区分1〜9の必修科目を修得していることを履修条件とします。
	・新回生の必修科目を履修するには、前回生の必修科目を全て修得していることを履修条件とする
	・別表1のとおり、履修条件として記載している科目の履修状況によっては、記載の実習科目を履修できないことがあります。
	・別表2のとおり、履修条件に記載の科目を修得または履修していない場合は、記載の自由科目を履修できない。
	【別表１】
	【別表２】
	★2021年度に３回生科目を履修する学生で、助産師資格取得を考えている学生は、３回生後期科目「助産診断学」を必ず履修登録すること

	２)　履修登録を制限している曜日・講時について
	履修登録において、制限を設けている曜日・講時があります。以下に記載の曜日・講時は、学生自身で履修登録をすることはできません。どうしても履修登録したい科目がある場合は、登録期間内に教務部まで申し出てください。
	＜履修登録制限している曜日・講時＞


	※上記の時間割は若干の変更を生じる場合があります。その場合はポータル配信にて連絡します。
	６　資格に関する注意事項
	１)　教職課程科目について（教員免許状取得希望者対象）
	(１) 教職課程の履修にあたり、【教職課程履修希望票】の提出が必要です。未提出者で履修を希望する場合もしくは提出者で教職課程を辞退する場合は、履修登録期間開始前または履修登録期間中に学務第２課へ相談に来てください。
	(２)教職課程履修者には、履修条件があります。『履修の手引き』を確認のうえ、必要科目を必ず登録するようにしてください。
	２０１８年度以前入学生
	以下の教職に関する科目の必修科目（「教職実践演習」と「養護実習」以外）を履修済であること。
	「教職入門」「教育原論」「教育心理学」「教育制度論」「教育課程論」「道徳教育の理論と方法」「特別活動論」「教育方法論」「生徒指導論」「教育相談」
	2019年度以降入学生
	4回生配当以外の教育の基礎的理解に関する科目等のすべての科目を、3回生終了時までに修得済
	であること。
	・「養護実習」は３回生枠（「事前指導」対象）と４回生枠（「養護実習および事後指導」対象）があり、授業実施日程は「個別日程表」で確認できます。各自、履修登録を行ったうえで、授業実施日程を確認し、養護実習に必要な指導を受けてください。


	【履修登録ＷＥＢ申請時チェックリスト】
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	□ 各科目の授業内容、成績評価の方法などをシラバスで確認した
	□ 集中・不定期講義日程科目の授業日を個別日程表で確認し、重複がないことを確認した
	□ 秋期集中科目は後期登録訂正期間の追加・削除ができないことを理解している
	□ 秋期集中科目の成績は後期科目と同じ日程で通知されることを理解している
	□ 登録したい科目をすべて選択した状態で右上にある【最終確認へ】ボタンを押して、
	さらに【見込判定へ】ボタンを押して、【提出】ボタンを押した
	□ 【提出】後、改めて『時間割 → 学生時間割表』画面に入り、登録する科目がすべて時間割表に
	入っていることを確認した
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	各年度当初の定められた時に、その年度に履修しようとする科目をすべて登録するものです。「指定された期間に登録・訂正・確認ができなかった」など、登録事項に間違いがあった場合、本人がその責を負います。また、登録していない科目の履修はできません。
	『履修の手引き』の<第3章 履修登録>のページをはじめ、必要事項をしっかり読んでから、履修登録の作業に臨んでください。
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	・シラバス（ポータルサイト＞タブ「シラバス照会」）
	・時間割（※「曜日別時間割表」と「個別日程」をポータルサイトに掲載します。）
	・履修登録動画マニュアル（履修の手引き　「第3章　履修登録」からアクセス）
	・2020年度成績通知書（後期の成績が反映されたもの）
	・履修ガイダンス等での配布資料
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	６)　授業の教室について
	・ポータルサイトや『学生時間割表』で、各科目の教室を再確認してください。登録期間中に設定されていた教室から変更になっていることがあります。

	７)　学生時間割表確認期間
	・自身がどのような科目を登録したかを確認するための期間です。この期間を経て、履修登録内容が確定します。確認は『学生時間割表』または、ポータルサイトでおこないます。
	・登録データ処理の中で万が一のデータ欠落等がないかを、確認してください。万が一気づいた点などがありましたら、必ず期間内に教務部までお知らせください。
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	３　履修登録上における科目の種類と説明
	１)　随意科目
	主に他学科・他コースの開設科目や資格課程の科目です。卒業要件単位には数えません。

	２)　履修指定科目
	必修科目ではありませんが、所属学科の方針や将来のキャリアデザインのために履修が強く推奨され、あらかじめ登録されている科目です。原則として削除することはできません。

	３)　クラス指定科目
	必修科目や履修指定科目などであらかじめクラスが指定されている場合は、原則的にクラスの変更はできません。

	４)　抽選実施科目
	科目によっては定員を設定しており、その場合はシラバスに定員数を記載しています。登録申請者が定員を超えた場合は教務部で抽選を行い、履修者を決定します。抽選にもれた場合は登録が削除されますので、必要に応じて履修登録訂正期間に訂正を行ってください。また、当選した科目の登録を削除（辞退）することはできません。

	５)　定員到達科目
	定員に到達した科目は、訂正期間中にその科目を追加で登録することができません。教務部からの連絡をよく確認するようにしてください。


	4　注意事項
	１)　重複履修
	・すでに単位を修得済みの科目を、もう一度登録することはできません。
	・集中講義を複数登録する際は、授業日程に重複がないか、自身でよく確認を行ってください。
	・教務部での日程重複のチェックは行いません。重複する科目の履修登録を行った場合、一方の科目に出席できなくなり、単位を修得できません。

	２)　他学部・他学科科目の履修
	・資格取得などの関係により、所属する学部以外の科目を、随意科目(要卒単位以外)として履修できることがあります。希望する場合は、履修登録期間中に教務部へ申し出てください。

	３)　秋期集中科目、通年集中科目の登録・削除
	・８月下旬～９月中旬の間に行われる『秋期集中科目』と、前後期通して不定期に行われる『通年集中科目』は、９月の後期登録訂正期間での登録・削除を認めていません。前期の登録訂正期間までに登録・削除を行ってください。
	・集中科目や個別に日程が決められている科目については、「個別日程表」で授業日程を確認できます。個別日程表はポータルサイトで配信します。

	４)　前提科目の合否と履修制限
	・科目によっては、『Ａ科目の単位を修得済みでないとＢ科目を履修登録できない』というように、前提科目の合否による履修制限があります。『履修の手引き』でよく確認してください。

	５)　履修登録上限
	・学年ごとに定められた単位数を超えて登録することはできません。
	・入学前に他大学等で修得した単位で認定された単位、技能審査・検定等に合格した場合に認定する単位および、大学コンソーシアム京都単位互換履修科目は、上限の対象外とします。

	６)　登録に関する質問
	・履修登録に関する質問は、問い合わせフォームから受け付けます。
	各種資料を読んでも分からない場合は、「履修登録に関する質問フォーム」から、申請してください。
	下記のURLを入力するか、二次元コードを読み取ってください。


	5　理学療法学科生の注意事項
	(１)　全回生共通
	・不規則な日程で授業が行われる科目について、ポータルサイトに掲載される『個別日程表』で、日程を確認してください。
	・実習の手引きに記載の履修条件一覧表をよく確認のうえ、くれぐれも必要な単位を落とさないようにしてください。
	・前年度に修得できなかった必修科目は、初期登録されていません。必ず自分で履修登録を行ってください。
	・基礎分野　選択必修科目の「公衆衛生学」は隔年開講となりました。本科目は臨床現場で要求される知識や技能に関係した科目です。特にヘルスプロモーションコースを希望している学生は積極的に履修してください。他のコースも臨床研究を行うにあたって背景となる素養を身につけることが出来るでしょう。※隔年開講となるため2021年度は開講がございません。

	(２)　新２回生
	・『専門基礎分野　選択必修科目』科目については、「老年期障害基礎論」「画像評価学」「スポーツ障害論」から選択し、履修登録してください。

	(3)　新３回生
	・後期科目について、1月から「臨床評価実習」に入るため、各授業は12月中までに終了するように計画されています。そのため、15回授業科目は2コマ分の時間割を確保しています。
	・新３回生からは３つの専門コースに分かれての学習になりますが、コースごとに下表の科目は履修登録してください。
	・「老年期障害理学療法学演習」は福祉住環境コーディネーターの試験対策も兼ねていますので、資格に興味のある学生は積極的に履修して下さい。

	【履修登録ＷＥＢ申請時チェックリスト】
	★履修登録申請時に、以下のことを必ずチェックしてください。
	□ 必修科目はすべて、最初から時間割表に登録が入っていた
	⇒万が一入っていない科目があれば、教務部へ連絡
	□ 再履修しなければならない科目を登録した
	□ 各科目の授業内容、成績評価の方法などをシラバスで確認した
	□ 集中・不定期講義日程科目の授業日を個別日程表で確認し、重複がないことを確認した
	□ 秋期集中科目は後期登録訂正期間の追加・削除ができないことを理解している
	□ 秋期集中科目の成績は後期科目と同じ日程で通知されることを理解している
	□ 登録したい科目をすべて選択した状態で右上にある【最終確認へ】ボタンを押して、
	さらに【見込判定へ】ボタンを押して、【提出】ボタンを押した
	□ 【提出】後、改めて『時間割 → 学生時間割表』画面に入り、登録する科目がすべて時間割表に
	入っていることを確認した


	★　『履修登録』とは
	各年度当初の定められた時に、その年度に履修しようとする科目をすべて登録するものです。「指定された期間に登録・訂正・確認ができなかった」など、登録事項に間違いがあった場合、本人がその責を負います。また、登録していない科目の履修はできません。
	『履修の手引き』の<第3章 履修登録>のページをはじめ、必要事項をしっかり読んでから、履修登録の作業に臨んでください。

	★　履修登録に必要なもの
	・履修登録注意事項（本紙）
	・履修の手引き（2018年度生までは冊子版、2019年度生以降は大学ウェブサイト版）
	・シラバス（ポータルサイト＞タブ「シラバス照会」）
	・時間割（※「曜日別時間割表」と「個別日程」をポータルサイトに掲載します。）
	・履修登録動画マニュアル（履修の手引き　「第3章　履修登録」からアクセス）
	・2020年度成績通知書（後期の成績が反映されたもの）
	・履修ガイダンス等での配布資料
	◆2021年度からポータルサイトが「Campusmate」から「UNIVERSAL PASSPORT」に新しくなります。ついては、2021年度履修登録から使用します。操作マニュアル等の詳細については、3月4日までに現ポータルサイト（Campusmate）にて配信します。

	1　履修登録関連スケジュール
	２　スケジュールに関する注意事項
	１)　履修登録全般に関して
	・ポータルサイトにある「履修登録マニュアル」を必ず確認してから、履修登録を行ってください。
	・クラスアドバイザーや各学科教務委員、教務部職員の指導も参考にしてください。
	２)　事前抽選科目登録期間
	・申請者多数のため抽選が予測される授業について、履修登録期間に先立って履修登録の申請を受け付けます。履修を希望する授業が事前抽選対象の科目である場合は、定められた期間に申請してください。なお、事前抽選で当選した授業の登録を削除（辞退）することはできません。また、事前抽選に漏れた場合は登録ができません。

	３)　履修登録期間
	・後期科目についても、前期の事前抽選科目登録期間および履修登録期間に一括して登録しなければいけません。後期の科目を後期履修登録訂正期間に登録しようとしても、定員到達や抽選のため、登録できないことがあります。年間をとおした履修計画をしっかり立てるようにしましょう。

	４)　登録訂正期間
	・後期の履修登録訂正期間では、通年科目・秋期集中科目の追加・削除はできません。また、定員到達や抽選のため、登録できないことがあります。
	・定員に達した科目や、履修者数が極めて多い科目の追加登録はできません。なお、対象科目はその都度お知らせをします。
	・期間中に訂正した内容は、『学生時間割表』およびポータルサイトに反映されますが、抽選対象となる科目もあり、最終確定版ではありませんので注意してください。

	５)　抽選結果ポータルサイト配信・掲示
	・抽選後、ポータルサイトまたは『学生時間割表』を必ず確認してください。
	・ここで表示される教室は仮配置です。授業開始前に最新の『学生時間割表』で確認してください。
	・先の事前抽選科目登録期間において、申請者が定員に満たなかった授業は、追加登録を受け付けることがあります。申請者が履修登録期間に定員を超えた場合は、追加登録者を対象に改めて抽選を行います。

	６)　授業の教室について
	・ポータルサイトや『学生時間割表』で、各科目の教室を再確認してください。登録期間中に設定されていた教室から変更になっていることがあります。

	７)　学生時間割表確認期間
	・自身がどのような科目を登録したかを確認するための期間です。この期間を経て、履修登録内容が確定します。確認は『学生時間割表』または、ポータルサイトでおこないます。
	・登録データ処理の中で万が一のデータ欠落等がないかを、確認してください。万が一気づいた点などがありましたら、必ず期間内に教務部までお知らせください。
	・履修登録期間に登録した内容は、ポータルサイトおよび『学生時間割表』に随時反映されますが、抽選対象となる科目もあり、最終確定版ではありません。ご注意ください。


	３　履修登録上における科目の種類と説明
	１)　随意科目
	主に他学科・他コースの開設科目や資格課程の科目です。卒業要件単位には数えません。

	２)　履修指定科目
	必修科目ではありませんが、所属学科の方針や将来のキャリアデザインのために履修が強く推奨され、あらかじめ登録されている科目です。原則として削除することはできません。

	３)　クラス指定科目
	必修科目や履修指定科目などであらかじめクラスが指定されている場合は、原則的にクラスの変更はできません。

	４)　抽選実施科目
	科目によっては定員を設定しており、その場合はシラバスに定員数を記載しています。登録申請者が定員を超えた場合は教務部で抽選を行い、履修者を決定します。抽選にもれた場合は登録が削除されますので、必要に応じて履修登録訂正期間に訂正を行ってください。また、当選した科目の登録を削除（辞退）することはできません。

	５)　定員到達科目
	定員に到達した科目は、訂正期間中にその科目を追加で登録することができません。教務部からの連絡をよく確認するようにしてください。


	4　注意事項
	１)　重複履修
	・すでに単位を修得済みの科目を、もう一度登録することはできません。
	・集中講義を複数登録する際は、授業日程に重複がないか、自身でよく確認を行ってください。
	・教務部での日程重複のチェックは行いません。重複する科目の履修登録を行った場合、一方の科目に出席できなくなり、単位を修得できません。

	２)　他学部・他学科科目の履修
	・資格取得などの関係により、所属する学部以外の科目を、随意科目(要卒単位以外)として履修できることがあります。希望する場合は、履修登録期間中に教務部へ申し出てください。

	３)　秋期集中科目、通年集中科目の登録・削除
	・８月下旬～９月中旬の間に行われる『秋期集中科目』と、前後期通して不定期に行われる『通年集中科目』は、９月の後期登録訂正期間での登録・削除を認めていません。前期の登録訂正期間までに登録・削除を行ってください。
	・集中科目や個別に日程が決められている科目については、「個別日程表」で授業日程を確認できます。個別日程表はポータルサイトで配信します。

	４)　前提科目の合否と履修制限
	・科目によっては、『Ａ科目の単位を修得済みでないとＢ科目を履修登録できない』というように、前提科目の合否による履修制限があります。『履修の手引き』でよく確認してください。

	５)　履修登録上限
	・学年ごとに定められた単位数を超えて登録することはできません。
	・入学前に他大学等で修得した単位で認定された単位、技能審査・検定等に合格した場合に認定する単位および、大学コンソーシアム京都単位互換履修科目は、上限の対象外とします。

	６)　登録に関する質問
	・履修登録に関する質問は、問い合わせフォームから受け付けます。
	各種資料を読んでも分からない場合は、「履修登録に関する質問フォーム」から、申請してください。
	下記のURLを入力するか、二次元コードを読み取ってください。


	5　作業療法学科生の注意事項
	(１)　全回生共通
	・不規則な日程で授業が行われる科目について、ポータルサイトに掲載される『個別日程表』で、日程を確認してください。
	・実習の手引きに記載の履修条件一覧表をよく確認のうえ、くれぐれも必要な単位を落とさないようにしてください。
	・１～４回生の各実習科目「臨床基礎実習Ⅰ・Ⅱ」「臨床評価実習」「総合臨床実習Ⅰ・Ⅱ」には、履修条件（履修の手引き参照）が設定されています。履修条件を満たせないと、履修登録していても実習に参加することができません。
	【学科必修科目の再履修について】
	・専門分野必修科目の再履修科目については、あらかじめ教務部で履修登録をしています。登録されていない科目があれば、教務委員の先生または、教務部まで申し出てください。
	※他の必修科目と時間割重複している場合は、再履修科目の登録はされていません。次年度以降に履修してください。
	・専門分野科目以外の必修科目の再履修は、各自で登録してください。登録漏れのないよう、注意しましょう。

	(２)　新２回生
	・専門分野 選択必修科目について、「リハビリテーション工学」「言語聴覚療法」の2科目が設定されていますので、履修したい科目を自分で履修登録してください。

	(3)　新３回生
	・専門分野 選択必修科目について、「感覚統合療法」「認知症作業療法学」の2科目が設定されていますので、履修したい科目を自分で履修登録してください。
	・新３回生からは２つの専門コースに分かれての学習になりますが、コースごとに下表の科目は履修登録してください。


	【履修登録ＷＥＢ申請時チェックリスト】
	★履修登録申請時に、以下のことを必ずチェックしてください。
	□ 必修科目はすべて、最初から時間割表に登録が入っていた
	⇒万が一入っていない科目があれば、教務部へ連絡
	□ 再履修しなければならない科目を登録した
	□ 各科目の授業内容、成績評価の方法などをシラバスで確認した
	□ 集中・不定期講義日程科目の授業日を個別日程表で確認し、重複がないことを確認した
	□ 秋期集中科目は後期登録訂正期間の追加・削除ができないことを理解している
	□ 秋期集中科目の成績は後期科目と同じ日程で通知されることを理解している
	□ 登録したい科目をすべて選択した状態で右上にある【最終確認へ】ボタンを押して、
	さらに【見込判定へ】ボタンを押して、【提出】ボタンを押した
	□ 【提出】後、改めて『時間割 → 学生時間割表』画面に入り、登録する科目がすべて時間割表に
	入っていることを確認した


	★　『履修登録』とは
	各年度当初の定められた時に、その年度に履修しようとする科目をすべて登録するものです。「指定された期間に登録・訂正・確認ができなかった」など、登録事項に間違いがあった場合、本人がその責を負います。また、登録していない科目の履修はできません。
	『履修の手引き』の<第3章 履修登録>のページをはじめ、必要事項をしっかり読んでから、履修登録の作業に臨んでください。

	★　履修登録に必要なもの
	・履修登録注意事項（本紙）
	・履修の手引き（2018年度生までは冊子版、2019年度生以降は大学ウェブサイト版）
	・シラバス（ポータルサイト＞タブ「シラバス照会」）
	・時間割（※「曜日別時間割表」と「個別日程」をポータルサイトに掲載します。）
	・履修登録動画マニュアル（履修の手引き　「第3章　履修登録」からアクセス）
	・2020年度成績通知書（後期の成績が反映されたもの）
	・履修ガイダンス等での配布資料
	◆2021年度からポータルサイトが「Campusmate」から「UNIVERSAL PASSPORT」に新しくなります。ついては、2021年度履修登録から使用します。操作マニュアル等の詳細については、3月4日までに現ポータルサイト（Campusmate）にて配信します。

	1　履修登録関連スケジュール
	２　スケジュールに関する注意事項
	１)　履修登録全般に関して
	・ポータルサイトにある「履修登録マニュアル」を必ず確認してから、履修登録を行ってください。
	・クラスアドバイザーや各学科教務委員、教務部職員の指導も参考にしてください。
	２)　事前抽選科目登録期間
	・申請者多数のため抽選が予測される授業について、履修登録期間に先立って履修登録の申請を受け付けます。履修を希望する授業が事前抽選対象の科目である場合は、定められた期間に申請してください。なお、事前抽選で当選した授業の登録を削除（辞退）することはできません。また、事前抽選に漏れた場合は登録ができません。

	３)　履修登録期間
	・後期科目についても、前期の事前抽選科目登録期間および履修登録期間に一括して登録しなければいけません。後期の科目を後期履修登録訂正期間に登録しようとしても、定員到達や抽選のため、登録できないことがあります。年間をとおした履修計画をしっかり立てるようにしましょう。

	４)　登録訂正期間
	・後期の履修登録訂正期間では、通年科目・秋期集中科目の追加・削除はできません。また、定員到達や抽選のため、登録できないことがあります。
	・定員に達した科目や、履修者数が極めて多い科目の追加登録はできません。なお、対象科目はその都度お知らせをします。
	・期間中に訂正した内容は、『学生時間割表』およびポータルサイトに反映されますが、抽選対象となる科目もあり、最終確定版ではありませんので注意してください。

	５)　抽選結果ポータルサイト配信・掲示
	・抽選後、ポータルサイトまたは『学生時間割表』を必ず確認してください。
	・ここで表示される教室は仮配置です。授業開始前に最新の『学生時間割表』で確認してください。
	・先の事前抽選科目登録期間において、申請者が定員に満たなかった授業は、追加登録を受け付けることがあります。申請者が履修登録期間に定員を超えた場合は、追加登録者を対象に改めて抽選を行います。

	６)　授業の教室について
	・ポータルサイトや『学生時間割表』で、各科目の教室を再確認してください。登録期間中に設定されていた教室から変更になっていることがあります。

	７)　学生時間割表確認期間
	・自身がどのような科目を登録したかを確認するための期間です。この期間を経て、履修登録内容が確定します。確認は『学生時間割表』または、ポータルサイトでおこないます。
	・登録データ処理の中で万が一のデータ欠落等がないかを、確認してください。万が一気づいた点などがありましたら、必ず期間内に教務部までお知らせください。
	・履修登録期間に登録した内容は、ポータルサイトおよび『学生時間割表』に随時反映されますが、抽選対象となる科目もあり、最終確定版ではありません。ご注意ください。


	３　履修登録上における科目の種類と説明
	１)　随意科目
	主に他学科・他コースの開設科目や資格課程の科目です。卒業要件単位には数えません。

	２)　履修指定科目
	必修科目ではありませんが、所属学科の方針や将来のキャリアデザインのために履修が強く推奨され、あらかじめ登録されている科目です。原則として削除することはできません。

	３)　クラス指定科目
	必修科目や履修指定科目などであらかじめクラスが指定されている場合は、原則的にクラスの変更はできません。

	４)　抽選実施科目
	科目によっては定員を設定しており、その場合はシラバスに定員数を記載しています。登録申請者が定員を超えた場合は教務部で抽選を行い、履修者を決定します。抽選にもれた場合は登録が削除されますので、必要に応じて履修登録訂正期間に訂正を行ってください。また、当選した科目の登録を削除（辞退）することはできません。

	５)　定員到達科目
	定員に到達した科目は、訂正期間中にその科目を追加で登録することができません。教務部からの連絡をよく確認するようにしてください。


	4　注意事項
	１)　重複履修
	・すでに単位を修得済みの科目を、もう一度登録することはできません。
	・集中講義を複数登録する際は、授業日程に重複がないか、自身でよく確認を行ってください。
	・教務部での日程重複のチェックは行いません。重複する科目の履修登録を行った場合、一方の科目に出席できなくなり、単位を修得できません。

	２)　他学部・他学科科目の履修
	・資格取得などの関係により、所属する学部以外の科目を、随意科目(要卒単位以外)として履修できることがあります。希望する場合は、履修登録期間中に教務部へ申し出てください。

	３)　秋期集中科目、通年集中科目の登録・削除
	・８月下旬～９月中旬の間に行われる『秋期集中科目』と、前後期通して不定期に行われる『通年集中科目』は、９月の後期登録訂正期間での登録・削除を認めていません。前期の登録訂正期間までに登録・削除を行ってください。
	・集中科目や個別に日程が決められている科目については、「個別日程表」で授業日程を確認できます。個別日程表はポータルサイトで配信します。

	４)　前提科目の合否と履修制限
	・科目によっては、『Ａ科目の単位を修得済みでないとＢ科目を履修登録できない』というように、前提科目の合否による履修制限があります。『履修の手引き』でよく確認してください。

	５)　履修登録上限
	・学年ごとに定められた単位数を超えて登録することはできません。
	・入学前に他大学等で修得した単位で認定された単位、技能審査・検定等に合格した場合に認定する単位および、大学コンソーシアム京都単位互換履修科目は、上限の対象外とします。

	６)　登録に関する質問
	・履修登録に関する質問は、問い合わせフォームから受け付けます。
	各種資料を読んでも分からない場合は、「履修登録に関する質問フォーム」から、申請してください。
	下記のURLを入力するか、二次元コードを読み取ってください。


	5　専門科目の注意事項
	１)　学科必修科目の再履修について＜全回生共通＞
	・専門分野必修科目の再履修科目については、あらかじめ教務部で履修登録をしています。登録されていない科目があれば、教務委員の先生または、教務部まで申し出てください。
	※他の必修科目と時間割重複している場合は、再履修科目の登録はされていません。次年度以降に履修してください。
	・専門分野科目以外の必修科目の再履修は、各自で登録してください。登録漏れのないよう、注意しましょう。
	・以下の科目は、クラス指定科目です。指定されたクラスを確認してください。クラスが指定されていない場合は教務委員の先生または教務部まで申し出てください。

	２)　新２回生
	・月曜６講時および水曜５・６講時は、公務員試験対策講座が実施されます。公務員試験対策講座を履修する場合は、他の授業を履修登録しないよう注意してください。
	・「海外実習」を希望する場合は、下表のとおり、履修登録をしてください。
	※「救急救命海外実習」は、履修希望者が定員を超えた場合は抽選を行います。抽選にもれた学生は登録が削除され、履修することができません。
	※履修登録者が１０名未満の場合は閉講となり実施されません。
	※「救急救命海外実習」は、履修登録が確定した後に自己都合により参加を辞退した場合、キャンセル料が発生する場合もあります。必ず参加することを前提として履修登録してください。

	３)　新３回生
	・木曜５・６講時および金曜１・２講時は公務員試験対策講座が実施されます。公務員試験対策講座を履修する場合は、他の授業を履修登録しないよう注意してください。
	・「海実習」または「海外実習」を希望する場合は、下表のとおり、履修登録をしてください。例年、科目名を間違えて登録するケースが発生しています。登録間違いのないよう、十分に科目名を確認して履修登録を行ってください。
	※「救急救命特別実習Ⅰ（海実習）」および「救急救命特別実習Ⅱ（海外実習）」とも、履修希望者が定員を超えた場合は抽選を行います。抽選にもれた学生は登録が削除され、履修することができません。
	※いずれのクラスについても、履修登録者が１０名未満の場合は閉講となり実施されません。
	※「救急救命実習Ⅰ」（海実習）および「救急救命特別実習Ⅱ」（海外実習）は、履修登録が確定した後に自己都合により参加を辞退した場合、キャンセル料が発生する場合もあります。必ず参加することを前提として履修登録してください。

	４)　新４回生
	・卒業に必要な単位の登録漏れがないか、十分に確認してください。
	・「救急救命実習Ⅳ」は、３回生「救急救命実習（病院）」「救急救命実習（同乗）」を合格した学生のみ履修できます。「救急救命実習（病院）」「救急救命実習（同乗）」の成績確定後、合格者は「救急救命実習Ⅳ」が登録されますので、前期金曜日１・２・３講時には何も履修登録しないでください。


	・卒業回生で必修科目（実習Ⅳ、卒業研究等）のみの履修であっても、Web上にて「登録」が必要です。画面上に最初から表示されている科目のみの履修であっても、必ず自分で登録申請をクリックしてください。
	【履修登録ＷＥＢ申請時チェックリスト】
	★履修登録申請時に、以下のことを必ずチェックしてください。
	□ 必修科目はすべて、最初から時間割表に登録が入っていた
	⇒万が一入っていない科目があれば、教務部へ連絡
	□ 再履修しなければならない科目を登録した
	□ 各科目の授業内容、成績評価の方法などをシラバスで確認した
	□ 集中・不定期講義日程科目の授業日を個別日程表で確認し、重複がないことを確認した
	□ 秋期集中科目は後期登録訂正期間の追加・削除ができないことを理解している
	□ 秋期集中科目の成績は後期科目と同じ日程で通知されることを理解している
	□ 登録したい科目をすべて選択した状態で右上にある【最終確認へ】ボタンを押して、
	さらに【見込判定へ】ボタンを押して、【提出】ボタンを押した
	□ 【提出】後、改めて『時間割 → 学生時間割表』画面に入り、登録する科目がすべて時間割表に
	入っていることを確認した


	★　『履修登録』とは
	各年度当初の定められた時に、その年度に履修しようとする科目をすべて登録するものです。「指定された期間に登録・訂正・確認ができなかった」など、登録事項に間違いがあった場合、本人がその責を負います。また、登録していない科目の履修はできません。
	『履修の手引き』の<第3章 履修登録>のページをはじめ、必要事項をしっかり読んでから、履修登録の作業に臨んでください。

	★　履修登録に必要なもの
	・履修登録注意事項（本紙）
	・履修の手引き（2018年度生までは冊子版、2019年度生以降は大学ウェブサイト版）
	・シラバス（ポータルサイト＞タブ「シラバス照会」）
	・時間割（※「曜日別時間割表」と「個別日程」をポータルサイトに掲載します。）
	・履修登録動画マニュアル（履修の手引き　「第3章　履修登録」からアクセス）
	・2020年度成績通知書（後期の成績が反映されたもの）
	・履修ガイダンス等での配布資料
	◆2021年度からポータルサイトが「Campusmate」から「UNIVERSAL PASSPORT」に新しくなります。ついては、2021年度履修登録から使用します。操作マニュアル等の詳細については、3月4日までに現ポータルサイト（Campusmate）にて配信します。

	1　履修登録関連スケジュール
	２　スケジュールに関する注意事項
	１)　履修登録全般に関して
	・ポータルサイトにある「履修登録マニュアル」を必ず確認してから、履修登録を行ってください。
	・クラスアドバイザーや各学科教務委員、教務部職員の指導も参考にしてください。
	２)　事前抽選科目登録期間
	・申請者多数のため抽選が予測される授業について、履修登録期間に先立って履修登録の申請を受け付けます。履修を希望する授業が事前抽選対象の科目である場合は、定められた期間に申請してください。なお、事前抽選で当選した授業の登録を削除（辞退）することはできません。また、事前抽選に漏れた場合は登録ができません。

	３)　履修登録期間
	・後期科目についても、前期の事前抽選科目登録期間および履修登録期間に一括して登録しなければいけません。後期の科目を後期履修登録訂正期間に登録しようとしても、定員到達や抽選のため、登録できないことがあります。年間をとおした履修計画をしっかり立てるようにしましょう。

	４)　登録訂正期間
	・後期の履修登録訂正期間では、通年科目・秋期集中科目の追加・削除はできません。また、定員到達や抽選のため、登録できないことがあります。
	・定員に達した科目や、履修者数が極めて多い科目の追加登録はできません。なお、対象科目はその都度お知らせをします。
	・期間中に訂正した内容は、『学生時間割表』およびポータルサイトに反映されますが、抽選対象となる科目もあり、最終確定版ではありませんので注意してください。

	５)　抽選結果ポータルサイト配信・掲示
	・抽選後、ポータルサイトまたは『学生時間割表』を必ず確認してください。
	・ここで表示される教室は仮配置です。授業開始前に最新の『学生時間割表』で確認してください。
	・先の事前抽選科目登録期間において、申請者が定員に満たなかった授業は、追加登録を受け付けることがあります。申請者が履修登録期間に定員を超えた場合は、追加登録者を対象に改めて抽選を行います。

	６)　授業の教室について
	・ポータルサイトや『学生時間割表』で、各科目の教室を再確認してください。登録期間中に設定されていた教室から変更になっていることがあります。

	７)　学生時間割表確認期間
	・自身がどのような科目を登録したかを確認するための期間です。この期間を経て、履修登録内容が確定します。確認は『学生時間割表』または、ポータルサイトでおこないます。
	・登録データ処理の中で万が一のデータ欠落等がないかを、確認してください。万が一気づいた点などがありましたら、必ず期間内に教務部までお知らせください。
	・履修登録期間に登録した内容は、ポータルサイトおよび『学生時間割表』に随時反映されますが、抽選対象となる科目もあり、最終確定版ではありません。ご注意ください。


	３　履修登録上における科目の種類と説明
	１)　随意科目
	主に他学科・他コースの開設科目や資格課程の科目です。卒業要件単位には数えません。

	２)　履修指定科目
	必修科目ではありませんが、所属学科の方針や将来のキャリアデザインのために履修が強く推奨され、あらかじめ登録されている科目です。原則として削除することはできません。

	３)　クラス指定科目
	必修科目や履修指定科目などであらかじめクラスが指定されている場合は、原則的にクラスの変更はできません。

	４)　抽選実施科目
	科目によっては定員を設定しており、その場合はシラバスに定員数を記載しています。登録申請者が定員を超えた場合は教務部で抽選を行い、履修者を決定します。抽選にもれた場合は登録が削除されますので、必要に応じて履修登録訂正期間に訂正を行ってください。また、当選した科目の登録を削除（辞退）することはできません。

	５)　定員到達科目
	定員に到達した科目は、訂正期間中にその科目を追加で登録することができません。教務部からの連絡をよく確認するようにしてください。


	4　注意事項
	１)　重複履修
	・すでに単位を修得済みの科目を、もう一度登録することはできません。
	・集中講義を複数登録する際は、授業日程に重複がないか、自身でよく確認を行ってください。
	・教務部での日程重複のチェックは行いません。重複する科目の履修登録を行った場合、一方の科目に出席できなくなり、単位を修得できません。

	２)　他学部・他学科科目の履修
	・資格取得などの関係により、所属する学部以外の科目を、随意科目(要卒単位以外)として履修できることがあります。希望する場合は、履修登録期間中に教務部へ申し出てください。

	３)　秋期集中科目、通年集中科目の登録・削除
	・８月下旬～９月中旬の間に行われる『秋期集中科目』と、前後期通して不定期に行われる『通年集中科目』は、９月の後期登録訂正期間での登録・削除を認めていません。前期の登録訂正期間までに登録・削除を行ってください。
	・集中科目や個別に日程が決められている科目については、「個別日程表」で授業日程を確認できます。個別日程表はポータルサイトで配信します。

	４)　前提科目の合否と履修制限
	・科目によっては、『Ａ科目の単位を修得済みでないとＢ科目を履修登録できない』というように、前提科目の合否による履修制限があります。『履修の手引き』でよく確認してください。

	５)　履修登録上限
	・学年ごとに定められた単位数を超えて登録することはできません。
	・入学前に他大学等で修得した単位で認定された単位、技能審査・検定等に合格した場合に認定する単位および、大学コンソーシアム京都単位互換履修科目は、上限の対象外とします。

	６)　登録に関する質問
	・履修登録に関する質問は、問い合わせフォームから受け付けます。
	各種資料を読んでも分からない場合は、「履修登録に関する質問フォーム」から、申請してください。
	下記のURLを入力するか、二次元コードを読み取ってください。


	5　臨床検査学科生の注意事項
	1)　全回生共通
	・不規則な日程で授業が行われる科目について、ポータルサイトに掲載される『個別日程表』で、日程を確認してください。
	・実習の手引きに記載の履修条件一覧表をよく確認のうえ、くれぐれも必要な単位を落とさないようにしてください。
	・前年度に修得できなかった必修科目は、初期登録されていません。必ず自分で履修登録を行ってください。

	2)　新2回生
	・前期・後期ともに、水曜日を除く午後（３～５講時）は「一般検査学（実習を含む）」や「微生物検査学実習」などの学内実習科目を複雑な日程で行うため、他の科目の履修登録は行なわないでください。
	・専門基礎分野選択必修科目である「栄養学」か「薬理学」のうち、少なくとも１科目は必ず履修してください。
	・４回生にて細胞検査士コースの履修を希望する学生は「臨床細胞学総論Ⅱ・Ⅲ」を履修してください。
	・２回生以降は、ほぼ全ての科目が必修科目となります。出席、授業中態度、提出期日など一層気を引き締めて取り組んでください。

	3)　新3回生
	・前期・後期ともに、水曜日を除く午後（３～５講時）は「生理機能検査学実習Ⅰ・Ⅱ」や「輸血・移植検査学実習」などの学内実習科目を複雑な日程で行うため、他の科目の履修登録は行なわないでください。
	・４回生にて細胞検査士コースの履修を希望する学生は「臨床細胞学演習Ⅰ・Ⅱ」を履修してください。
	・「臨地実習」を履修するには、履修条件があります。履修条件が満たない場合は、「臨地実習」へ参加できません。
	・「臨地実習」は1月から実施のため、後期については選択科目の登録をしないで下さい。履修されたとしても、選択科目の1月の授業、試験は受けることができません。
	・「臨地実習」は1月から実施のため、後期の専門分野の必修科目については、12月中に終了するように実施します。日程については、個別日程表を必ず確認して下さい。
	・2回生に引き続き3回生も、ほぼ全ての科目が必修科目となります。出席、授業中態度、提出期日など一層気を引き締めて取り組んでください。

	4)　新4回生
	・領域別演習科目（自由科目）の4科目「形態検査学演習」「生物化学分析検査学演習」「生理機能検査学演習」「病因・生体防御検査学演習」は、学科指定科目として学務にて履修登録いたします。
	・「臨床検査総合演習A/B」「卒業研究A/B」は、クラス指定の上、学務にて履修登録いたします。
	・細胞検査士履修者は、細胞検査士コース履修科目を学務にて履修登録いたします。
	・上記のとおり、学務にて履修登録をいたしますが、履修登録状況については必ず自身の責任のもと確認してください。また、Web上にて「登録」が必要です。画面上に最初から表示されている科目のみの履修であっても、必ず自分で登録申請をクリックしてください。


	【履修登録ＷＥＢ申請時チェックリスト】
	★履修登録申請時に、以下のことを必ずチェックしてください。
	□ 必修科目はすべて、最初から時間割表に登録が入っていた
	⇒万が一入っていない科目があれば、教務部へ連絡
	□ 再履修しなければならない科目を登録した
	□ 各科目の授業内容、成績評価の方法などをシラバスで確認した
	□ 集中・不定期講義日程科目の授業日を個別日程表で確認し、重複がないことを確認した
	□ 秋期集中科目は後期登録訂正期間の追加・削除ができないことを理解している
	□ 秋期集中科目の成績は後期科目と同じ日程で通知されることを理解している
	□ 登録したい科目をすべて選択した状態で右上にある【最終確認へ】ボタンを押して、
	さらに【見込判定へ】ボタンを押して、【提出】ボタンを押した
	□ 【提出】後、改めて『時間割 → 学生時間割表』画面に入り、登録する科目がすべて時間割表に
	入っていることを確認した



