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2018年度前期(第1学期・第2学期)授業科目の履修登録について 
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1. 履修登録に関する日程 

項目 日程 手続き方法 備考 

履

修

計

画 

履修計画 
通年 
（※更新期間を除く） 

履修計画システム 
※単位修得状況に基づいて履修計画が自動

更新されます。更新期間中は履修計画システ

ムを操作できません。システム更新後、履修

登録の前に必ず履修計画を最終確定させて

ください 

履修計画 

最終確定 

3 月 1 日(木) 9:00～ 

3 月 2 日(金) 23:00 
履修計画システム 

履

修

登

録 

履修登録 
3 月 6 日(火) 9:00～ 

3 月 8 日(木) 23:00 
履修計画システム 

課外プロジェクトも他の科目と同様に履修計

画システムから履修登録してください。 

（履修調整） 3 月 9 日(金)～16 日(金) 
（対象者には 
メールで通知） 

定員を超える履修希望者があった場合、履修

削除やクラス変更等の調整を行います。（対

象者には調整結果を E メールで通知しま

す。） 

履修調整 

対象者の 

履修変更 

3 月 19 日(月)～20 日(火) 

（各日 9：00～15:00） 
学生課教務係の

窓口 

履修科目の変更・追加の手続きは、学生課教

務係窓口でのみ受付けます。やむを得ない

事情により来課できない場合は、事前に教務

係に問合せてください。(E メール：

sad-aas@u-aizu.ac.jp) 
全学生対象

の履修科目 

追加 

3 月 26 日(月)～27 日(火) 

（各日 9:00～15:00） 

履

修

取

消 

履修登録 

科目取消し 

(1)Q1 科目及び前期科目 

4 月 9 日(月)～20 日(金) 

（各日 8:30～17:00） 

(2)Q2 科目  

6月13日(水)～26日(火) 

（各日 8:30～17:00） 

学生課教務係の

窓口 

履修取消期間は、学期開始から 2週間（授業

日 10 日間）です。 

ただし、集中講義の履修取消は、授業初日の

17:00 までとします。 
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2. 履修登録に関する留意事項＜全学年共通＞ 
 

(1) 履修登録の上限単位数について 

・履修登録が可能な単位数の上限は半期28単位（1年間56単位）です。下記の「時間割」「シラバス」

を参考にして履修科目を選択してください。 

・ただし、次の科目は上限単位数に含まれないため、28単位を超えて履修することができます。 

⇒「教職に関する科目」、「自由科目（課外プロジェクト等）」、「学期授業期間外に集中講義

として開講される科目」、「卒業論文」 

<時 間 割> http://www.u-aizu.ac.jp/current/classschedule/  

<シラバス> http://www.u-aizu.ac.jp/curriculum/syllabusint/  

 

(2) クラス等について 

標準配当年次で履修する科目については、必ず自分の所属しているクラス等の授業を履修登録して

ください。他の科目を再履修するために、標準配当年次の科目のクラス等を変更して履修すること

はできません。なお、自分の所属以外のクラス等で履修登録した科目については、履修削除の対象

となる場合がありますので注意してください。 

また、科目によっては再履修者用のクラスを開講しています。再履修者は原則として該当する再履

修者用クラスを選択して履修登録してください。 

 

(3) 履修規程の改正について 

2018年度より科目の一部が改正されます。詳細は別紙の「履修規程別表」を確認してください。 

 

(4) 英語一般科目（ＥＬ科目）の履修について 

[A] 履修調整について 

・英語一般科目（ＥＬ科目）は、履修計画システムでは半期（第１学期または第２学期のいずれか）

に１科目のみ履修登録が可能です。 

・履修可能な人数が限られているため、定員超過の場合には、担当教員の方針に従い履修者の調整（履

修削除）を行います。 

・履修調整の結果、履修削除となった対象者は、『履修調整対象者の履修変更期間(日程参照)』に学

生課の窓口で、定員に空きのある他のＥＬ科目に履修変更することができます。 

 

[B] 複数科目の履修について 

・複数（２科目）のＥＬ科目の履修希望する場合には、履修計画システムでは履修登録できませんの

で、『履修科目追加期間(日程参照)』に学生課教務係窓口で定員の空き状況を確認し、追加の手続

きを行ってください。（２科目の履修登録は定員に空きがある場合のみ受付けます。） 

 

[C] １・２年生が履修する場合について 

・TOEICで500点以上を取得した１、２年生は、ＥＬ科目を履修することができます（定員に空きがあ

る場合にのみ）。『履修科目追加期間(日程参照)』に学生課教務係窓口で定員の空き状況を確認の

うえ、必要書類を提出してください。 

【提出書類】「英語一般科目履修願」（学生課教務係の窓口で配付します） 

      ※書類には授業担当教員の署名・押印が必要です。 

 [D] その他 

・ＥＬ科目の名称変更があった場合でも、科目コード（ＥＬ○○○）が同一の場合には、同一科目と

して取り扱われます。単位修得済みの科目は、再び履修することはできません。 

 

(5) 上位学年科目の履修について 

上位学年科目の履修を希望する場合は、定員に空きがある場合のみ申請を受付けます。『履修科目

追加期間(日程参照)』に学生課教務係窓口で定員の空き状況を確認のうえ、必要書類を提出してく

ださい。 

【提出書類】「上位学年開講科目履修願」（学生課教務係の窓口で配付します） 

      ※書類には授業担当教員の押印が必要です。 

 

http://www.u-aizu.ac.jp/current/classschedule/
http://www.u-aizu.ac.jp/curriculum/syllabusint/
http://web-int.u-aizu.ac.jp/official/students/sad/stsa03-1-2016notes_separate.pdf
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 (6) 先修条件の廃止について 

2018年度より先修条件を満たしていない科目も履修登録することができますが、先行する科目の知

識を前提として授業が進められるため、先行する科目の単位を修得していることが望ましいです。

具体的にはシラバス等により確認してください。 

 

(7) 履修登録科目の取消しについて 

授業開始後に単位修得を断念した授業科目については、『履修登録科目取消し期間(日程参照)』に

手続きをすれば、履修登録を取消すことができます。 

【提出書類】「履修登録科目取消届」（学生課教務係の窓口に設置してあります） 

【提 出 先】学生課教務係の窓口 
※この履修登録取消しの手続きを怠ったまま、自ら授業を放棄すると、成績評価が「F」となりGPAが低下します。

就職活動における成績評価、奨学金申請・授業料免除申請に不利になることがありますので注意してください。 
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3. 履修登録に関する留意事項＜３年生＞＜４年生＞＜教職課程履修者（２年生）＞ 
 

(1) 履修調整について＜３年生以上＞ 

・定員を超える履修希望者があった科目については、履修計画の有無や所属トラック等を考慮し履修

者の調整を行います。 

・履修調整の結果、履修削除となった対象者は、『履修調整対象者の履修変更期間(日程参照)』に、

学生課の窓口で、定員に空きのある他の科目に履修変更することができます。 

 

(2) 履修登録を行う必要のない科目＜４年生＞ 

・以下の科目は、学生課教務係が履修登録処理を代行しますので、学生による履修登録の手続きは必

要ありません。 

「GT01 卒業論文」、「TE16 教育実習1」、「TE17 教育実習2」 

 

(3) 教職課程科目の履修について＜教職課程履修者（２年生）＞ 

・２年次前期から「教職課程」が開始します。教職課程を履修しようとする２年生は、下記URLのペ

ージから必要な単位数等について確認し、忘れずに履修登録してください。 

・なお、４年次に教育実習を実施することになりますが、教育実習の実施には、原則として２年次終

了時に「教職に関する科目」を５科目１０単位以上修得済みであることが条件となっていますので、

注意してください。 

 ＜教職課程＞ 

■履修科目について http://www.u-aizu.ac.jp/curriculum/guide/teaching2.html 

■教育職員免許状について http://www.u-aizu.ac.jp/curriculum/guide/teaching1.html 

 

4. 相談・問い合わせ先 
履修等に関して不明な点や相談等は下記に連絡してください。（メールアドレスには@u-aizu.ac.jp

を付けてください。） 

 (1) 履修・成績・単位等について … 学生課教務係（sad-aas） 

 (2) 各システムの技術的なサポート … 情報処理センター (crps-help) 

 (3) 履修アドバイザー 

  [トータルアドバイザー] 

    宮崎 敏明（miyazaki）、杉山 雅英（sugiyama）、趙 強福（qf-zhao） 

  [フィールド別アドバイザー] 

    CS 渡邊 曜大（yodai）、森 和好（k-mori） 

    SY 齋藤 寛（hiroshis）、小平 行秀（kohira） 

    CN 黒川 弘国（aiguo）、荊 雷（leijing） 

    IT 成瀬 継太郎（naruse）、西村 憲（nisim）、陳 文西（wenxi） 

    SE 吉岡 廉太郎（rentaro） 

 (4) 教職課程履修アドバイザー  

    菊地 則行（n-kikuti）、苅間澤 勇人(karima) 

  

http://www.u-aizu.ac.jp/curriculum/guide/teaching2.html
http://www.u-aizu.ac.jp/curriculum/guide/teaching1.html
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5. 履修計画システム・学務システムについて 
 

【履修計画システム】 http://www.u-aizu.ac.jp/current/course-planning/  

【学務システム】 http://www.u-aizu.ac.jp/current/administration-system/  

 

(1) 履修計画について［通年（更新期間等を除く）］ 

履修計画及び履修登録は、履修計画システムを利用して履修計画を行います。卒業へ向けて自分が

どのように履修を進めていくのかを計画し、この計画をもとに履修登録を行います。（※履修計画

を行わないと、クラスの定員を超過した場合などに履修取消の対象となる可能性が高くなります。） 

 

(2) 履修計画最終確定について 

学期末に単位修得状況に応じて履修計画が自動更新された後、前期（第１学期及び第２学期）の履

修計画の確認・見直しを行い、最終確定させてください。確認・見直しが終了したら、忘れずに【保

存】ボタンを押してください。 

・単位修得できなかった科目は、翌年度に履修するものとして自動的に繰り越されますので、今後

履修する意志のない科目については、履修計画から外してください。 

 

(3) 履修登録について 

履修計画システムを利用して履修登録を行います。履修計画や授業時間割をもとに前期（第１学期及

び第２学期）の履修登録を行ってください（『履修登録期間(日程参照)』の間は何度でも更新が可能

です）。履修登録のシステム利用時には下記の点に留意してください。２年生（２０１８年度新３

年生）以上は指導教員の承認により履修登録が完了するため、履修が確定したら指導教員に連絡し

てください。 

 

(4) 履修登録内容の確認方法について 

履修登録期間終了後一定の期間が過ぎると、履修計画システムから履修登録内容を確認することがで

きなくなるため、学務システムから確認するようにしてください。 

 

(5) 単位修得状況の確認方法について 

単位修得状況を下記の方法で確認することができます。履修登録の際には必ず確認してください。 
【履修計画システム】 ログイン > オプション > 科目・単位集計 

【学 務 システム】 ログイン > 履修申請 > 履修状況表示(時間割) > ページ下部の「卒業要件集計欄」 

ログイン > 学生情報 > 学生カルテ参照 > 成績情報 > ページ下部の「卒業要件集計欄」 

 

6. その他 

その他履修登録上の注意点等については、履修計画システムのページに掲載し、随時更新しますので、

履修計画や履修登録をする際に参照するようにしてください。 

http://www.u-aizu.ac.jp/current/course-planning/
http://www.u-aizu.ac.jp/current/administration-system/

