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履修登録とは…

大学側への大学側 の
「自分の時間割の提出」

正しく評価を受けるために
確実に履修登録することが必要！確実に履修登録することが必要！



履修登録の前に…

【１単位の学修量】

⇒ ４５時間の学修を必要とする内容⇒ ４５時間の学修を必要とする内容

【１単位中の授業量】

⇒ 講義・演習科目は１５時間の授業⇒ 講義 演習科目は１５時間の授業

標準 時 時 時標準４５時間－１５時間＝３０時間

予習 １５時間 授業 １５時間 復習１５時間予習 １５時間 授業 １５時間 復習１５時間



履修登録 上限 単位＜履修登録の上限２４単位について＞

１日の学修量（時間）１日の学修量（時間）

⇒１５週分（１学期分）学修量

⇒履修登録の上限２４単位



＜履修登録とＧＰＡ制度＞＜履修登録とＧＰＡ制度＞

ＧＰＡ “Grade Point Average” 制度ＧＰＡ Grade Point Average  制度
「単位数」＝学修の量だけではなく、

「成績評価」＝質を重んじた学修をしてもらおうという制度成績評価」 質を重んじた学修をしてもらおうと う制度

１ 成績評価とＧＰ “Ｇｒａｄｅ Ｐｏｉｎｔ”１．成績評価とＧＰ Ｇｒａｄｅ Ｐｏｉｎｔ
各評価毎のＧＰ ： Ｓ＝４ Ａ＝３ Ｂ＝２ Ｃ＝１ Ｄ・Ｅ（不合格）＝０

※評価が合格・認定の科目、卒業単位に含まれない科目は、

ＧＰＡ算出の対象外とします。

２．ＧＰＡの計算方法
( A科目GP×A科目単位数 ) + ( B科目GP×B科目単位数 ) + …

= ＧＰＡ
登録科目総単位数

= ＧＰＡ



＜履修登録とＧＰＡ制度＞＜履修登録とＧＰＡ制度＞

【注意すべき と 】【注意すべきこと！】

不合格科目が増えると、ＧＰＡの値が低くなる。不合格科目が増えると、ＧＰＡの値が低くなる。

【 修 】【履修登録の原則！】

① 履修をやめた科目は「取消」をする。① 履修をやめた科目は「取消」をする。

② 履修登録した科目は、最後まであきらめないこ
とが大切とが大切。



１ Ｗｅｂ履修登録の流れ１．Ｗｅｂ履修登録の流れ

①事前に行うこと

パスワードが必要

ガ ダ

①事前に行うこと

「教学ガイダンス」（４月２日）でパスワードの

生成終了。生成終了。

教学ガイダンスに欠席の学生は下記パス

ワード忘れと同様5号館2階「総合情報セン

ター」へタ 」へ。

パスワードを忘れた学生は、５号館２階
「総合情報センター」にて再発行



②履修登録期間②履修登録期間

４月５日（月）～１７日（土）の間に履修登録履 録

利用時間帯には学部指定時間帯とオープン時間帯がある



②履修登録期間②履修登録期間
５日（月） ６日（火） ７日（水） ８日（木） ９日（金） １０日（土） １１日（日）

文学部

観光学部

9:00～
9:00～17：30 9:00～17：30 9:00～17：30

9:00～
翌朝3:00

18:00～
翌朝3:00

9:00～

観光学部

政治経済学部

法学部

教養学部
翌朝3:00

9:00～17：30 9:00～17：30 9:00～17：30
翌朝3:00

教養学部

理学部

18:00～
翌朝3:00

9:00～
翌朝3:00

情報理工学部

工学部工学部

体育学部

１２日（月） １３日（火） １４日（水） １５日（木） １６日（金） １７日（土）

文学部文学部

9:00～
翌朝3:00

18:00～
翌朝3:00

9:00～
翌朝3:00

18:00～
翌朝3:00

9:00～
翌朝3:00

18:00～
翌朝3:00

観光学部

政治経済学部

法学部

教養学部

理学部

18:00～ 9:00～ 18:00～ 9:00～ 18:00～ 9:00～情報理工学部

翌朝3:00 翌朝3:00 翌朝3:00 翌朝3:00 翌朝3:00 翌朝3:00工学部

体育学部



③履修登録追加取消期間③履修登録追加取消期間

履修登録期間の後に、履修を修正することができる期間履修登録期間の後に、履修を修正することができる期間

修正がない場合も、必ず確認すること



③履修登録追加取消期間③履修登録追加取消期間

学部 日程・時間帯（照会時間も同様）学部 日程 時間帯（照会時間も同様）

４月２３日（金） ２４日（土）

湘南校舎

４月２３日（金） ２４日（土）
２６日（月） ２７日（火）

日（水） 日（木）
湘南校舎
全学部 ２８日（水） ３０日（木）

各日９：００ ～ 翌朝３：００



２ Ｗｅｂ履修登録の注意点２．Ｗｅｂ履修登録の注意点

自宅から登録する場合は、事前に接続できるか、
必ず確認し おく必ず確認しておく！

分からない事は 必ず教務課の各分室で相談！分からない事は、必ず教務課の各分室で相談！

履修登録の内容を、必ず確認する！履修登録の内容を、必ず確認する

履修登録スケジュールをよく確認し、余裕をもっ
て登録する！

授業要覧の総説やカリキュラムを良く理解してください



最終確認 ＜履修登録追加取消期間にすること…＞

① 修正がある場合は、履修を登録し直す

② 修正がない場合でも、登録内容を確認する
（時間割等変更により、エラーが発生している場合がある）

③ 履修をとりやめた科目は 必ず削除する③ 履修をとりやめた科目は、必ず削除する



＜授業・履修についての相談・質問＞

先ずは先生に相談（質問）をする

＜授業・履修についての相談・質問＞

先ずは先生に相談（質問）をする

（履修相談日を利用しましょう！）（履修相談日を利用しましょう！）

他にも他にも

・指導教員 に相談する

・オフィスアワー で調べる

・学科事務室 センター事務室・学科事務室、センター事務室

・教務課各分室窓口、4号館教務課窓口
で相談する



授業 履修 相談 質問＜授業・履修についての相談・質問＞

※ 問合せは窓口で行ってください。
電話やメ ルでの相談はできません電話やメールでの相談はできません。

文学部・政治経済学部・法学部（大学院含む） ： 湘南教務課 第一分室
教養学部（大学院含む） ： 湘南教務課 第ニ分室
理学部・体育学部（大学院含む） ： 湘南教務課 第三分室理学部・体育学部（大学院含む） ： 湘南教務課 第三分室
観光学部・情報理工学部･工学部 (大学院含む) ： 湘南教務課 第四分室

窓口利用時間 平日 ９：００～１７：００
土曜日 ９：００～１５：３０土曜日 ９：００～１５：３０



現在地

第二分室

第一分室

湘南教務課湘南教務課

第三分室

第四分室



＜接続方法等についての相談・質問＞＜接続方法等に いての相談 質問＞

◆ インターネットの設定等◆ インタ ネットの設定等

◆ パスワードについて

総合情報センター

◆ パスワ ドについて

総合情報センタ

３号館１階窓口

５号館２階窓口

１２号館３階窓口１２号館３階窓口



現在地

総合情報センター
3号館1階窓口

総合情報センター
5号館3階窓口5号館3階窓口

総合情報センター
12号館3階窓口12号館3階窓口







































Ｗ ｂ履修登録Q＆A を利用しよう！Ｗｅｂ履修登録Q＆A を利用しよう！



Ｗ ｂ履修登録操作説明書 を見よう！Ｗｅｂ履修登録操作説明書 を見よう！



＜ 履修登録 ＞＜Ｗｅｂ履修登録のコツ！＞

① 時間割表を見て、登録番号を直接入力

② 科目名から検索し、入力する

③ ②でダメな場合は、他の検索方法を試す③ ②でダメな場合は、他の検索方法を試す

上記方法で登録出来ないときは 教務課各分室へ！上記方法で登録出来ないときは、教務課各分室へ！



授業 履修 相談 質問＜授業・履修についての相談・質問＞

※ 問合せは窓口で行ってください。
電話やメ ルでの相談はできません電話やメールでの相談はできません。

文学部・政治経済学部・法学部（大学院含） ： 湘南教務課 第一分室

教養学部（大学院含） ： 湘南教務課 第ニ分室教養学部（大学院含） ： 湘南教務課 第ニ分室

理学部・体育学部（大学院含） ： 湘南教務課 第三分室

観光学部・情報理工学部･工学部 (大学院含) ： 湘南教務課 第四分室


