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本 日 の 流 れ

（１）新入学生サポーターの紹介（5分）

（２）基幹教育に関する説明（40分）

まずは大学や基幹教育，授業のことなどについて説明します。

（３）基幹教育課からの説明（5分）

（４）休憩＋アンケート（10分）

（５）時間割作成演習（60分）

実際に１年次の大まかな時間割を組んでみます。

基幹教育ガイダンス
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★本日使用するスライドは，基幹教育ホームページで後から確認できます。

九州大学トップページ ＞ 基幹教育院 (http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/)



まず名前を書きましょう
持って来ていない人は周りの人に見せてもらおう

基幹教育ガイダンス
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持参資料の確認

1. 基幹教育 履修要項(平成28年度入学者用)

2. 基幹教育科目 時間割

■「履修要項」は卒業まで保存すること → →

■これから紹介するページにはマークをつけましょう

※付箋を貼る or 隅を折り曲げておく等

※赤ペンで印を付ける

☞あとで見返すときに便利です。



アクティブ・ラーナーへ

基幹教育カリキュラム

九州大学 基幹教育院



トーク動画(約５分)
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基幹教育ガイダンス



基幹教育の概要
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基幹教育ガイダンス

アクティブ・ラーナー
を育成する



基幹教育と専攻教育

「基幹教育」は、大学

での学びの<基>となり

<幹>となる「ものの見方・

考え方・学び方」を培う

九州大学独自のシステム。

2年次以降の「専攻教育」

と決して分離するものでは

なく、むしろ密接に関係する。

☞ 2年次以降も基幹教育は

専攻教育と連動する
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基幹教育科目の構成

・基幹教育セミナー

・課題協学科目

・言語文化科目

・文系ディシプリン科目

・理系ディシプリン科目

・健康・スポーツ科目

・総合科目(フロンティア科目、オープン科目)
・高年次基幹教育科目

基幹教育ガイダンス
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履修要項
・p.84～：開講一覧



基幹教育科目

１年次 前期必修科目 1単位

・学部混成、２０人程度のセミナー形式

・自らの「大学における学び」を他者に説明する。
・他者の「大学における学び」に耳を傾ける。
・「自らの学び」も相対化させ、省察する。

☞目的：変化や多様性の中で、生涯、他者の意見に
耳を傾け、柔軟に適応しながら、自律的に学ぶ
<基幹>を育成する。

・クラス指定があるので注意

・初回の授業は合同クラス
→時間割には教室が記載されていないので、掲示を確認

基幹教育セミナー 履修要項
・p.92～：基幹教育セミナー



基幹教育科目

１年次 前期・後期必修科目 各2.5単位

・文系・理系学部の混成、講義+演習形式

・あるテーマに対して文理様々な方法論でアプローチ

・グループで議論し、現状を把握し、自ら問題点を見
いだし、情報を集め、他者と協力し、問題解決の道
筋を創造して、実践していく。

☞ 目的：同一テーマに対する複数の学問的アプローチ

を体感する。他者との協力により思考能力を高め、
自主的に学習を進めることができる姿勢を獲得。

・初回に、クラスの抽選があるので注意

課題協学科目 履修要項
・p.94～：課題協学科目



課題協学科目1週目の注意事項

 13時までに椎木講堂に集合

 この科目では 初に学生自身によるテーマ選択をもと
にしたクラス分けを実施します。

 遅刻すると希望クラス分けの受付が 後になります。

 食堂はかなり混雑するので、余裕を持って早めに行動
すること！

 椎木講堂内は「飲食禁止」です。
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基幹教育科目

・第一外国語(主として英語)と第二外国語を選択する

・異文化の理解および自文化や母語の相対化を学ぶ

・学術目的の英語学習の基礎を修得

・その他

・学術英語認定科目(ケンブリッジ大学夏期研修など)

言語文化自由選択科目(第三外国語の選択やｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語、ｲﾀﾘｱ語、ｵﾗﾝﾀﾞ語、ｴｽﾍﾟﾗﾝﾄなど)

言語文化古典語科目(ギリシア語とラテン語)

☞ 特徴：自らの興味に応じて自律的な学習プログラムを作り上
げることができるよう、多様な内容の科目が提供されている。

・1年次はクラス指定があるので注意

・2年次以降は学部ごとに異なるので履修要項96・98 頁を参照

言語文化科目 履修要項
・p.96～：言語文化科目



基幹教育科目

全学生を対象に英語力の測定を在学期間中３回

行います。

実施テスト：TOEFL-ITP
実施時期：1年次4月、2年次開始時、3年次開始時

平成28年4月10日(日)  １年生全員

＊平成28年4月16日(土)  追試験（予備日）

言語文化科目の補足

英語力診断テストの実施



基幹教育科目 文系・理系ディシプリン科目

ディシプリンとは？

➔ 学術研究をするための訓練

（基礎知識＋考え方・表現法を学ぶ）



基幹教育科目

・文系の多くの学問分野のディシプリンを体得可能

・講義形式

・専門の学生 = 専門基礎科目

・非専門の学生 = 将来的な思考の礎

☞ 目的：自身の専門が深まったときに、他の学問分野

の方法、視点、ものの見方により、幅広い視点から
思考できる。

文系ディシプリン科目 履修要項
・p.119～：文系ディシプリン



基幹教育科目

・学習者のニーズに応じて３つの科目群に分かれる

・教養系・・・自らの生活や取り巻く環境との関わり

・専門基礎系・・・理系分野の系統的な積み上げ

・リメディアル系・・・基礎的知識の補充

・講義形式／演習形式／実験形式

☞ 目的：興味と問題意識を持ち、自ら考えることで、

知っているだけではない、本当に使える知識、ある
いは、知識を使える力を育てる。

・ほとんどの専門基礎系でクラス指定があるので注意

理系ディシプリン科目 履修要項
・p.122～：理系ディシプリン科目



基幹教育科目

・「健康・スポーツ科学演習」(1単位)は全学部必修科目

※教育職員免許状の取得を希望する場合

➔身体運動科学実習Ⅰ～Ⅳのいずれか１科目を必ず修得

・講義形式・実習形式

講義では、生理学・心理学・社会学的な観点から多彩な
テーマが取り上げられる。

☞ 目的：心身ともに健康な人材の育成を目的とし、自律的

な健康行動に結びつくような運動スキルあるいはライフス
キルの更なる向上を図る。

健康・スポーツ科目 履修要項
・p.134～：健康・スポーツ科目



基幹教育科目

・総合科目

・「フロンティア科目」と「オープン科目」

総合大学としての強みを活かしたバラエティに富んだ科目群

・高年次基幹教育科目

・「知の連携」と「知の深化」

専門性を広げ，深める科目。２年次以降に２単位以上必修！

・ほかにも
・学士課程国際コース（IUPE）開講科目・QREC提供科目・

JTW(Japan in Today’s World)・ ATW(Asia in Today’s World)・
A s TW(ASEAN in Today’s World)・ 交換留学・日韓米国際共同教育プログラム

☞ 詳細は冊子とWebで！

総合科目・高年次基幹教育科目など
履修要項
・p.135～：総合科目・高年次科目



アクセシビリティリーダー育成プログラム
障害のある学生や教職員にとって、

学びやすい、働きやすいキャンパスづくり
【総合科目（フロンティア科目）】

■バリアフリー支援入門（前期集中・実習）

■ユニバーサルデザイン研究（前期集中・演習）

■アクセシビリティ入門（後期集中・実習）

【高年次基幹教育科目】２年生以降開講

■アクセシビリティマネジメント研究（後期集中・演習）

平成27年度「バリアフリー支援
入門」受講学生が作成したロゴ

アクセシビリティリーダー認定資格を取得すると・・・
• 産官学連携で開催する研修合宿への参加（マイクロソ

フト、富士通、日本学生支援機構、広島大学、富山大
学ほか）

• 九州大学でのピア・サポーター活動への参加（講義で
の情報保障、バリアフリーマップ作成プロジェクトなど）

障害のみかたが
変わる

スイッチオン！



アクティブ・ラーナーへの第一歩
～基幹教育攻略ガイド～

新入生PC講習会の際にBookLooperでダウンロード済。

基幹教育に取り組む上で役立つ情報をまとめた冊子。

1章：誰もが知っておいて欲しい学び方

2章：授業を充実させよう

• 基幹教育セミナー

• 課題協学科目

• 自然科学総合実験

3章：レポート課題徹底攻略

4章：プレゼンテーション徹底攻略

まずは授業開始までに1章を中心に目を通し，授業が始まっ
てからも必要に応じて適宜参照してください。
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大学の仕組み1



各学部ごとに必要

な単位数は異なる

ので、各自で確認

すること

1. 時間割作成

2. 履修登録

3. 授業履修

4. 試験の受験

5. 単位認定

の繰り返し → 進級/卒業

基幹教育ガイダンス
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進級要件/卒業要件九 州 大 学
履修要項
・p.21～：履修細目



基幹教育ガイダンス
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単位について九 州 大 学

授業科目にはそれぞれ「単位数」が設定されており、
合格した場合に単位が与えられる

単位とは？

１単位 ＝ 授業時間に事前事後の学習を合わせて４５時間の学修を
必要とする内容をもって構成することが標準

ポイント①：単位数は科目により異なる
科目によって１単位，２単位など様々

➔履修要項p.21～「各学部・学科の履修細目」などで確認

ポイント②：単位は事前事後の学習を合わせて認定される
授業に出席するだけでは不十分

履修要項
・ p.6：単位
・p.21～：履修細目
・p.84～：科目一覧



成 績

• 成績は，授業科目ごとに示す成績評価基準により評価され，基準

に達し合格と認められた場合に，所定の単位が与えられます。

・基幹教育セミナーは、合格、不合格で評価し、合格をＲ、不合格をＦと表示

・成績は「学生用Webシステム」で確認

・成績はＧＰＡ（ＧＰの平均値）で表される。

基幹教育ガイダンス
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九 州 大 学

評語 成績の区分 ＧＰ

Ａ Excellent 基準を大きく超えて優秀である ４

Ｂ Good 基準を超えて優秀である ３

Ｃ Satisfactory 望ましい基準に達している ２

Ｄ Pass
単位を認める最低限の基準には
達している

１

Ｆ Fail 基準を大きく下回る ０

合

格

不合格

履修要項
・ p.12：成績
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大学の仕組み2



九 州 大 学

• 前 期
• 4月1日から9月30日まで

• クォーター科目は注意

• 前期前半 (8回) 4/12(火)-6/10(金)
• 前期後半 (8回) 6/13(月)-8/8(月)

• 後 期
• 10月1日から3月31日まで

• クォーター科目は注意

• 後期前半 (8回) 10/3(月)-12/2(金)
• 後期後半 (8回) 12/5(月)-2/13(月)

学 期

基幹教育ガイダンス
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曜日を振り替えて授業を行う日を要チェック！！

履修要項
・ p.168～：基幹教育授業日程



九 州 大 学

•授業期間が学期の半分

•対象科目：理系ディシプリンの教養系科目の一部など
• 社会と数理科学、身の回りの化学、生命の科学A・B、

地球と宇宙の科学、図と理論、情報を科学する

クォーター科目

基幹教育ガイダンス

26

注意事項

※ 履修登録の仕方が他の授業とは異なる！！

➔ 履修登録は前半・後半ともに学期の始め(4月、10月)に行う

➔ 学生用Webシステムで履修登録期間中に登録し、

希望者多数のため受講を許可されなかった場合は、

必ず自分で登録を削除すること



九 州 大 学

• １時限 ８時４０分 ～ １０時１０分

• ２時限 １０時３０分 ～ １２時００分

• 昼休み １２時００分 ～ １３時００分

• ３時限 １３時００分 ～ １４時３０分

• ４時限 １４時５０分 ～ １６時２０分

• ５時限 １６時４０分 ～ １８時１０分

授 業 時 間

基幹教育ガイダンス
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九 州 大 学 学生生活，修学等の相談窓口

• 学生相談/ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ支援相談

（伊都地区センター１号館１階）

・健康相談

（伊都地区ビッグさんど２階）

学生による

・ 生活上の相談

（新入学生サポーター（４月から））

・学習相談

（学習サポーター（５月から））

（伊都地区センター２号館２１０２室）

基幹教育ガイダンス
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学生生活支援 経済的支援（奨学金）

・奨学金➢給付型（返還義務なし）と貸与型（返還義務あり）の２種類

・奨学生の大半を占めるのは，「日本学生支援機構奨学制度」
⇒「貸与型」(条件により月額３万円～１２万円)（返還義務あり）

・他にも，学内の奨学金 や 民間・地方公共団体の奨学金がある。
⇒「貸与型」と「給付型」

⇒ 応募条件・募集人数等は，奨学金の種類によって異なる。

★ 詳しくは，九州大学のHP を参照

基幹教育ガイダンス
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基幹教育ガイダンス

重要！



学生ポータルシステム
休講・補講・臨時の教室変更などの情報のほか、講義ごとの連絡事項などが
確認できます。大学から発行されたメールアドレス宛てに情報が届きます。

各種お知らせの入手方法

公用掲示板
まずはココ!!
大事なお知らせが
たくさん載ります
両方ともこまめに
チェック!! 

バス停から1号館
2号館

基幹教育ガイダンス
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九 州 大 学



学生番号・所属クラス・学生証

・学生番号・所属クラスは覚えてください。

・学生番号は、末尾のアルファベット１文字まで正確に！

・所属クラスは、入学式で配布された「新入生オリエンテーショ
ン」の冊子で確認！

基幹教育ガイダンス
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学生証は、常に携帯してください！

（様々な場面で必要になります）



学生基本メール

【学生番号@s.kyushu-u.ac.jp】

・・・学生番号で始まるメールアドレス（学生全員に提供される）

基幹教育ガイダンス
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このメールは日常的に確認すること！

授業に関する連絡などは、このアドレスに送信されます

学生基本メール
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基幹教育ガイダンス
(基幹教育課からのお知らせ)

2016年度版



学生への連絡

学生への連絡は、

①掲示

②学生基本メール

③電話連絡

・大学（伊都地区）からの電話は

092-802-・・・・の局番 から連絡します。

大学からの電話はとってください！！

大事な用件がある場合に電話連絡します。
基幹教育ガイダンス
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時間割・教室について

・時間割には未定（「※※」と記載）の箇所や、今後、変更や
訂正がある場合があります。

・教室は、履修要項165ページの教室配置図で確認してください。

基幹教育ガイダンス
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➔ 掲示で確認を！！

履修要項
・ p.165：教室等配置図



授業に関する連絡事項

・パソコン必携・・・貸出は出来ないため，必ず持参すること

・以下のシステムのマニュアル(新入生PC講習会で配布済み)を見て、
使い方を修得しておくこと。

・ 「情報を科学する」・「情報科学」・「プログラミング演習」

パソコンを自宅で充電の上、各講義の初回から必ず持参すること

・基幹教育e-LearningシステムMoodle

・eポートフォリオシステムMahara

・デジタル教材配信システムBookLooper

・ 「健康・スポーツ科学演習」

１回目の授業時は伊都地区総合体育館に集合

テキストおよび別冊を購入して持参すること

着替えは不要、体育館用シューズを準備できれば持参すること

基幹教育ガイダンス
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授業に関する連絡事項２

・「学術英語１・リーディング・リスニングＡ」

１回目の授業は、合同クラスで実施

➔ 集合場所は掲示で確認すること

指定されたテキストを持参すること

基幹教育ガイダンス
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授業に関する連絡事項３

基幹教育ガイダンス
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授業第１・２週目の休講・時間
割変更等の確認方法

授業の休講・補講等を確認すること
ができる「学生ポータルシステム」
では、
「自分に関連のある時間割のみ(＝履
修登録をしている科目の情報のみ)を
表示する」
が初期設定となっています。

よって、まだすべての

履修登録が済んでいない第１・２週目
においては、右記の方法ですべて

の休講情報等を表示させるようにし
て、見落としのないよう注意してくださ
い。

ログイン後、
「講義のお知らせ」内の
「全てを見る」をクリック

「掲示条件」の、
「自分に関連のある時間
割のみを表示する」の
チェックをはずして検索

①

②

③



基幹教育の授業アンケートはWebで実施します。
実施期間中の授業時間内に行いますので、期
間中は必ず、PC（もしくはインターネットを使用
できるスマートフォン/タブレット）を携帯して
ください。

Home画面 → ナビゲーションからマイコースをクリック
→ 該当年度学期の基幹教育授業アンケートを選択
→ アンケート回答をクリックし、対象の科目を選択

アンケート回答後は「送信する」をクリック

アンケート実施期間
前半クォーター科目
第８週目（前期：６月初旬，後期：１１月中旬）
後半クォーター科目及びその他の科目
第１４～第１５週目
（前期：７月中旬～下旬，後期：１月中旬～２月上旬）
学術英語1・CALL-A/B
第１７週目の定期試験期間（前期：８月初旬，後期：２月初旬）

九州大学基幹教育e-Learning システム(Moodle)

URL (https://moodle.artsci.kyushu-u.ac.jp)
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授業アンケートについて

Moodleにログイン後、以下のとおりアンケートに回答してください



九 州 大 学

伊都地区センターゾーン

基幹教育教務係

基幹教育科目の履修，授業に関する窓口

（センター１号館２階 学務部事務室内）

窓口時間（土・日・祝日除く）

月～金 原則 ８：３０～１７：１５

（４月は18:15まで）

※昼休みも対応します。

基幹教育ガイダンス
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※専攻教育科目に関することは各学部の学生係へ
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基幹教育ガイダンス
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基幹教育ガイダンス

アンケート （１０分間）
（新入生の学習に対する姿勢と意識に関する調査）

目的：新入生の学習に対する姿勢と意識を把握し、本学の教育改善
に役立てる

※本調査の回答は、成績評価とは関係ありません
Moodleにアクセスし、アンケート→「2016年度新入生の学習に対

する姿勢と意識に関する調査」をクリックしてください
– * Moodleをブックマークにいれていない方は下記URLをアドレスバーに入

力してください

https://moodle.artsci.kyushu-u.ac.jp/login/index.php
MoodleにログインするためにはSSO-KIDが必要です（学生証の裏

に”SSO-KID”の横にある10桁の数字）
– SSO-KIDを”Username”に、Passwordは大学から渡されたものを入力して

ください

ご協力をお願いします
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基幹教育ガイダンス

アドレスバー
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基幹教育ガイダンス
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基幹教育ガイダンス
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基幹教育ガイダンス

パスワード再設定情報を登録していない学生
（入学前・PC講習会時に実施しているはずですが）

情報統括本部へ問い合わせて下さい
（学生証を持参すること）
センター1号館5階 1510 iCubeサポートデスク

パスワード再設定後、

ず回答をすること

パスワード再設定後、
このアンケートには必
ず回答をすること



基幹教育ガイダンス (2．演習編)
--時間割作成演習

2016年度版
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基幹教育ガイダンス



時間割の組み方（１）必要なもの

★大学では、各自で時間割を作成しなければならない。

必要なもの

①【基幹教育 履修要項】 （p.21～）

「各学部・学科の履修細目」の見開きの２ページ

②【基幹教育科目 授業時間割】

③【WEBシラバス】

基幹教育ガイダンス
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！！重要！！
時間割について何か困ったときには、基幹教育院の教員や基幹教育
教務係の事務職員に質問し、確実な情報を得るようにしてください。

基幹教育科目
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基幹教育ガイダンス

時間割の組み方（２）適切な履修登録単位数基幹教育科目

１年次：基幹教育科目 標準36単位

（専攻教育科目は除く）

【１年次における適切な履修登録単位数】

１年次（１年間）：基幹教育科目４２単位以内

１年前期：基幹教育科目２３単位以内

１年後期：４２単位と１年前期の修得単位数の差

※ただし、例外あり

多く履修しすぎると事前事後の学習がおろそかになり，
結果として身につかない。

履修要項
・ p.7～：履修計画の立て方



基幹教育科目 時間割の組み方（３）カリキュラムを理解する

履修要項の履修細目一覧を見る

卒業(進級)要件

必要な単位数

修得すべき科目
等を把握

科目区分ごとに
何単位必要か
確認する

※１年生はクラス
毎に割り当てられ
た科目のみ履修で
きます。

基幹教育ガイダンス
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履修要項
・ p.21～：履修細目



時間割の組み方（4）用語解説

必修科目 ・・・卒業まで（※）に必ず修得しなければならない科目

選択必修科目・・・科目群の中から選択して、指定された単位数以上
を修得しなければならない科目

推 奨 科 目 ・・・各学部が履修を推奨する科目

選 択 科 目 ・・・必修科目や選択必修科目以外の科目から選択して
履修する科目

（※）卒業要件であると同時に、進級(あるいはコース選択の際）の要件となって
いる場合があるので注意すること

基幹教育ガイダンス
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基幹教育科目



基幹教育科目 時間割の組み方（5）時間割を見る

授業時間割は自分のクラスを横に見ていきます。

時間割は両面あり、表が前期で、裏が後期です。

基幹教育ガイダンス
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たとえば文系9組なら
ここを横に見ていく

(1)まずは、履修細目
を見ながら必修科目に
○印を付けましょう。
（前期・後期とも）

(2)それ以外に
１年次にどの科目区分を
何単位履修しなければ
ならないか、履修細目で
確認しましょう



基幹教育ガイダンス
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注意事項１
初修外国語は，週２回同じ科目名・同じ講義コードのものを履
修してください。
（講義コードとは，教員名の前にある赤色の２桁の数字です。）

受講クラスは，公用掲示板で発表されるので，割り当てられた
クラスで受講してください。

割り当てられた枠内に複数のクラス
があり，どのクラスで受講すべきか
時間割上では判別できない科目は，
別途公用掲示板でクラス割が発表
されます。
掲示に従って正しいクラスで受講し
てください。

時間割表の空欄は，１年次では原則
として履修できないことを示します。

空いた時間をうまく活用して授業の
予習・復習をしましょう。

健康・スポーツ科学演習アダプテッ
ドコースは，病気などの理由により
通常の授業を受講することが困難
な学生のための特別クラスです。

原則として，自分のクラスの「健康・
スポーツ科学演習」を履修してくださ
い。

色が付いている枠は，縦方
向に見て同じ科目区分が書
いてある場合は，その中から
選択して履修することができ
ます。

履修要項p.8



注意事項２

基幹教育科目開講一覧の履修上の注意を確認

科目ごとの履修上の注意
事項が「基幹教育科目開
講一覧」の備考欄に記載
されている。

「○○」という科目を履
修した場合は「△△」と
いう科目は履修できない
とか、「□□」という科
目を修得していなければ
「◇◇」という科目は履
修できない等の条件も記
載されているので、確認
すること。

※１年生はクラス
毎に割り当てられ
た科目のみ履修で
きます。

基幹教育ガイダンス
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履修要項p.84～



基幹教育科目 時間割の組み方（6）授業内容を知る

時間割だけをみる（どの科目を履修できるのか）のではなく、
「何を学びたいか」を自分でよく考えながら確認

基幹教育ガイダンス
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授業の情報は、履修要項やＷＥＢシラバスに掲載
されています。

ＷＥＢシラバスには
授業概要、到達目標、
授業計画、テキスト、
参考書、成績評価方法、
学習相談の方法などが
掲載されます。
必ず授業前に確認を!!



・教室定員及び設備等のため、受講を制限することがあります。

・必ず、初回の授業に出席し、授業担当教員に受講許可を受けてく
ださい。初回に出席しない場合、受講できない場合があります。

・必修科目として指定されている学部・学科の学生を優先して許可

・受講許可を受けた科目については、必ず期間内に「学生用Ｗｅｂシス
テムにより、自分で履修登録を行うこと。

・2週目以降の空き状況は掲示板にて確認すること。

・受講許可されなかった科目は、 終確認期間までに履修登録を削
除すること。(残しておくと「F(不合格)」となりGPA値に反映)
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基幹教育ガイダンス

時間割の組み方（7）受講制限基幹教育科目

※以下の科目は初回の授業で受講申込みを受け付けます。

文系ディシプリン科目、理系ディシプリン科目

（教養系、リメディアル系の一部） 履修要項 p.162の一覧にある科目

履修要項p.9
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基幹教育ガイダンス
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基幹教育ガイダンス

登録期間がある

Webで登録

履修登録に関する注意

学生ポータル
（https://ku-portal.kyushu-u.ac.jp/campusweb/top.do）から，
アクセスできます。

基幹教育科目

ここからアクセスしてください
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基幹教育ガイダンス

学務情報システム利用の手引き

Ｗｅｂ履修登録の方法は
入学前に送付された

「学務情報システム利用
の手引き」を参照

基幹教育科目



基幹教育科目 履 修 の 手 続 き その１

学生用Webシステム
による履修登録

 不正アクセスの防止のため
ID(SSO-KID)とパスワードの管理
には厳重に注意してください。

 原則として、授業時間割で自分の
クラスに割り当てられた科目を履修
してください。

 曜日・時限・科目名・教員名の全て
に登録ミスがないよう十分注意して
ください。

 受講制限により不許可になったとき
は，登録を削除すること

基幹教育ガイダンス
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登録後ログアウトし、再度ログインして
間違いなく登録されていることを必ず
確認すること！!

履修申請ボタン



基幹教育科目 履 修 の 手 続 き その２

履修科目を
Ｗebで登録

履修登録完了
これ以降は変更不可

履修登録内容の
確認・訂正期間

訂正期間を過ぎると，登録
内容が確定し，訂正するこ
とが出来ないので，期間を
守るよう注意してください。

基幹教育ガイダンス
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履修要項の167ページを参照のこと
必ず、該当ページを折るなどして印をつけておくこと

平成２８年度前期の

履修登録期間（授業第１週目）

４月1２日(火)～４月１９日
(火)

※受講が決まった科目はその都度

登録すること！

※学期後半開講のクォーター科目も

この期間に登録！



履修登録の注意事項

基幹教育ガイダンス
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同じ科目名のものは同じ学期に一つしか
履修することができません
（クォーター科目も同様）

【例外】
初修外国語（ドイツ語・フランス語など）は同じ
科目名を二つ登録しなければならないので
注意！



基幹教育セミナー・課題協学科目の履修登録

・以下の科目は、基幹教育教務係で一括して履修登録を

行うため、学生用Ｗｅｂシステムによる登録は不要です。

● 基幹教育セミナー(１単位)：前期のみ

● 課題協学Ａ，課題協学Ｂ(各２．５単位)：前期・後期

基幹教育ガイダンス
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前期の基幹教育科目は、基幹教育セミナーと課題協学
科目を除いた１９．５単位の範囲内でＷｅｂ履修登録して
ください！
（専攻教育科目がある場合は、これに加えて登録する。）



最後に確認事項 １

・授業開始は4月12日（火）からです！

・朝は交通混雑が予想されます。時間に余裕を持って行動を！

・掲示板には重要な情報が掲示されます。登下校時などに

チェックする習慣をつけましょう！

・履修登録は必ず決められた期間内に！

・自然災害等による休講措置についてルールを確認しましょう！
【履修要項】p.19

基幹教育ガイダンス
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※伊都センターゾーンで履修するのは基本的には１年間です。
再履修が難しくなる科目もありますので、どの科目も１回で
合格できるようしっかり取り組みましょう！



最後に確認事項２

基幹教育院の教員が履修に関する相談に応じます。
自分で時間割を組んでみて，不安や疑問がある場合は
参加してください。

■ ４月１１日（月）

１０：００～１２：００，１４：００～１６：００

文系学部・２１プロ：２３０３教室

理系学部 ：２３０４教室

■ ４月１２日（火）～１３日（水）

昼休み，４限終了後の１時間

センター２号館１階 ２１０７教室
基幹教育ガイダンス
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履修相談について



再度 確認！

履修計画は前期・後期の履修バランスを考慮

後期の必修・選択科目等の状況も考えて、計画的に履修
することが求められる。
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基幹教育ガイダンス

1年次の履修登録単位数
【標準３６単位、４２単位以内】-（前期の修得単位数）

＝（後期の登録単位数）

1. カリキュラムを確認し、必要単位数を確認
2. 時間割、シラバスを確認し、前期の授業を選択する
（→後期の授業も考えておく）



時間割作成演習
実際にMY時間割を埋めてみよう
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基幹教育ガイダンス
質問がある人は挙手を！！

履修細目で必修、選択必修などを確認

授業時間割で曜日・時限を確認
まずは必修科目を書き入れる
➔単位数を計算

選択必修科目・選択科目について
どの科目を履修するか考える
➔単位数を計算

・・・の繰り返し

履修要項p.163
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