
１７．履修登録について

① はじめに
② 履修登録を始める前に確認しておくこと

・卒業要件 ・科⽬区分 ・履修登録単位数の上限
・学籍番号 ・名列番号

③ インターネットを利⽤した履修登録
・⾦沢⼤学ＩＤとパスワード ・インターネット接続
・ネットワークＩＤ ・履修登録画⾯へのリンク

④ 履修登録⽇程
・履修登録期間にすること：履修する科⽬をすべて登録
・履修登録補正期間にすること：抽選結果の確認・補正
・履修登録訂正期間にすること：訂正する

⑤ セメスター開講科⽬について
⑥ 相談室の案内

今年度の，皆さんの履修登録から制度が⼤幅に変わっています。
そのため，先輩の情報は正しくないことがありますので，注意してください。

⽬次
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１７．履修登録について
①はじめに

• 卒業要件を満たすように単位を修得していくことが必要

• 単位を修得するためには，定められた期間に，履修する
科⽬を⼤学に届け出る必要があります。

この⼿続きのことを「履修登録」と⾔います。
※注意 「履修登録」を⾏わないと，授業に出席し，試験に合格しても単位が認定されません。
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１７．履修登録について
②履修登録を始める前に確認しておくこと
１．卒業要件 履修案内p.56〜

・これを満たすように計画的に履修してください。
・満たさないと卒業できません。

２．科⽬区分 履修案内p.25〜
・卒業要件で科⽬区分ごとに修得単位数が決まっています。
・学類により，初習⾔語があったり，基礎に必修があったり
・科⽬区分により履修⽅法に制約があります（初習⾔語など）

３．履修登録単位数の上限 履修案内p.12, p.13
・１クォーターあたり１２単位まで
・上限対象外：集中講義，いしかわシティカレッジ開講科⽬，放送⼤学科⽬

４．学籍番号／名列番号（次のスライド）
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１７．履修登録について
②履修登録を始める前に確認しておくこと
• 学籍番号：⼀⼈に⼀つずつ振られた固有の番号（１０桁）。

基本的に卒業等まで同じ
各種申請，呼び出し等で使⽤
この後説明する”受講票”でも使⽤
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１７．履修登録について
②履修登録を始める前に確認しておくこと
• 学籍番号：以下のような規則で付番されている。
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１７．履修登録について
②履修登録を始める前に確認しておくこと

• 名列番号：学域学類学年ごとに振られた番号（３桁）
５０⾳順，所属によってはコース等も表す
学期当初に提⽰
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１７．履修登録について
③インターネットを利⽤した履修登録

• ⾦沢⼤学では，インターネットを利⽤したシステム上で
履修登録を⾏います。

• システムへのログインに必要な３項⽬
１．パソコン タブレット スマホ 等の情報機器
２．「⾦沢⼤学ＩＤ」とパスワード 本⽇配付
３．インターネット接続

※パソコン等を持っていない学⽣はいませんか？
学内の共⽤パソコンが使⽤可能
総合教育講義棟２階や本学図書館等にあります。
特に，4/5~4/8の間は総合教育講義棟２階フロアに多めに配置
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③インターネットを利⽤した履修登録
「⾦沢⼤学ＩＤ」とパスワード

• ⾦沢⼤学ＩＤとは？
– 机上配付の「⾦沢⼤学ＩＤ仮パスワード」に記載
– ⾦沢⼤学ＩＤは⽣涯有効で変わらない，あなたに固有の番号
（本学⼤学院への進学や教職員として就職しても変更ありません）

• 使⽤する場⾯
– 履修登録システムへのログイン
– 本学ポータルサイト（アカンサスポータル）へのログイン
– 証明書の⾃動発⾏，成績閲覧パスワードを⼈に教えないこと！

１回⽬の導⼊科⽬「情報処理基礎」で詳しく説明
「⾦沢⼤学ＩＤ」忘れずに持ってきてください。
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③インターネットを利⽤した履修登録
インターネット接続

• “インターネットを利⽤”した履修登録
インターネット接続が必須

[質問]
⾃宅等（今⽇から４⽉１０⽇頃まで住む場所）からインター
ネットを利⽤できない⼈はいませんか？⼿を挙げてください。

⾦沢⼤学内からの履修登録を勧めます。
そのためには，⾃分でネットワークＩＤを取得す
ることが必要です。
この後説明することを特によく聞いてください。
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③インターネットを利⽤した履修登録
インターネット接続

• “インターネットを利⽤”した履修登録
インターネット接続が必須

[質問]
⾃宅等（今⽇から４⽉１０⽇頃まで住む場所）からインター
ネットを利⽤できない⼈はいませんか？⼿を挙げてください。

⾃宅から接続できる学⽣も・・・
４⽉８⽇（⾦）までは，履修相談に応じる教員，
学⽣，職員が特に多数配置されています。
是⾮，学内から履修登録して帰ってください。

40 /58



③インターネットを利⽤した履修登録
ネットワークＩＤ

• ネットワークＩＤとは？
• ⾦沢⼤学の無線／有線ＬＡＮへの接続に必要なＩＤ
• 共有パソコンの利⽤でも使⽤
• ⾦沢⼤学が提供するメールアドレスの⼀部になる

[ネットワークＩＤ] ＠ stu.kanazawa-u.ac.jp

• ネットワークＩＤの取得
 ⾃分で取得する必要があります
⼊⼝で配布した「ネットワークＩＤを登録する」を参照
メールアドレスの⼀部になるので，
慎重にＩＤを決めてください。
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③インターネットを利⽤した履修登録
履修登録画⾯へのリンク（Q1版）

• ⾦沢⼤学公式Ｗｅｂサイト在学⽣右サイドバー
• ⾦沢⼤学国際基幹教育院サイト 右下バナー
• ⾦沢⼤学Web版シラバス 右下バナー
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③インターネットを利⽤した履修登録
履修登録画⾯へのリンク

• ⾦沢⼤学公式Ｗｅｂサイト在学⽣右サイドバー
• ⾦沢⼤学国際基幹教育院サイト 右下バナー
• ⾦沢⼤学Web版シラバス 右下バナー
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③インターネットを利⽤した履修登録
履修登録画⾯へのリンク

• ⾦沢⼤学公式Ｗｅｂサイト在学⽣右サイドバー
• ⾦沢⼤学国際基幹教育院サイト 右下バナー
• ⾦沢⼤学Web版シラバス 右下バナー
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③インターネットを利⽤した履修登録
ログイン画⾯

⾦沢⼤学ＩＤ⼊⼒
パスワード⼊⼒
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③インターネットを利⽤した履修登録
ログイン画⾯
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③インターネットを利⽤した履修登録
⼊⼒画⾯
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１７．履修登録について
④履修登録⽇程（Ｑ１）

• ガイダンス終了時 〜4/  8（⾦）18時 履修登録期間

• 4/8 （⾦）18時〜4/  9（⼟）07時 システム抽選処理

• 4/9 （⼟）07時〜4/10（⽇）24時 履修登録補正期間

• 4/11（⽉） 〜授業開始

• 4/12（⽕）〜授業科⽬履修許可表交付＠基幹教育学務係

• 4/12（⽕） 〜4/17（⽇）24時 履修登録訂正期間
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④履修登録⽇程
履修登録期間にすること（1/3）

履修登録画⾯
⼤きく３つのパーツ

• 履修登録期間〜4/8 18時
• システム抽選処理~4/9 7時
• 履修登録補正期間~4/10 24時

• 授業開始 4/11~

• 授業科⽬履修許可表配付
• 履修登録訂正期間~4/17

この期間には，希望するすべての科⽬を履修登録する
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④履修登録⽇程
履修登録期間にすること（2/3）

ＣＡＰ上限まで履修しない場合は登録

１．必修科⽬が予め登録されている
（共通教育科⽬）
正しく登録されているか確認
・履修案内時間帯表p.104 と
・授業時間割表 で確認

２．初習⾔語科⽬／ＧＳ⾔語（⽇本語）登録

・システムでは抽選されない
・１回⽬の授業で受講票提出抽選

３．専⾨教育科⽬も含め全科⽬登録
（必修と初習⾔語等を除く）

「システム抽選対象」が○
4/8~の抽選処理で抽選される
落選時に備え２〜３個希望する単位数

の少なくとも3倍登録（H28.Q3から）
「システム抽選対象」が空⽩
システムで抽選されない

[注意]ＣＡＰ及び履修希望単位数まで履修登録される
システム抽選では，上から順番に処理するた
め専門教育科目の必修/選択必修等は必ず最
上位から登録しておくこと。50 /58
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④履修登録⽇程
履修登録期間にすること（3/3）

以下の制度の利⽤により
履修登録削除を希望する
場合は，基幹教育学務係へ
・既修得単位の認定 p.81

・外部試験による認定p.37~

※申請書が必要です。
締切：4/15

「ＧＳ科⽬（⽇本語）」
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④履修登録⽇程
システム抽選処理期間

• この期間中は何もできません。

• ＣＡＰ⼜は履修希望単位数で指
定する単位数に達するまで希望
順に抽選されます

• 履修登録期間〜4/8 18時
• システム抽選処理~4/9 7時
• 履修登録補正期間~4/10 24時

• 授業開始 4/11~

• 授業科⽬履修許可表配付
• 履修登録訂正期間~4/17
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④履修登録⽇程
履修登録補正期間にすること

• 履修登録できた科⽬を確認する
• 抽選で落選した科⽬を中⼼に登録を補正する

– 履修登録画⾯から抽選結果が確認できる
すべての科⽬について履修登録の取消・追加が可能
（※当選した科⽬も修正可能）

– 適正⼈数に達するまで，早い順に登録可（抽選対象科⽬）

• 履修登録期間〜4/8 18時
• システム抽選処理~4/9 7時
• 履修登録補正期間~4/10 24時

• 授業開始 4/11~

• 授業科⽬履修許可表配付
• 履修登録訂正期間~4/17
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④履修登録⽇程
授業開始後にすること

• 履修登録した授業に出席

• 初習⾔語／ＧＳ⾔語（⽇本語）
科⽬ガイダンス（次のスライド）
受講票提出

– システムでは抽選を⾏いません
– １回⽬の授業において受講票提出

授業の説明ののち⼿動で抽選
– 抽選で落選した場合は他の科⽬へ
– 落選した科⽬の履修登録は⾃分で削除

削除しない場合予告なく削除されることがある

※受講票は履修案内の最終ページ
⾜りなくなったら基幹教育学務係へ

• 授業科⽬履修許可表を受け取り登録
を確認＠基幹教育学務係

（4/12(⽕)のみ：医学類，保健学類は学類学務係）

• 履修登録期間〜4/8 18時
• システム抽選処理~4/9 7時
• 履修登録補正期間~4/10 24時

• 授業開始 4/11~

• 授業科⽬履修許可表配付
• 履修登録訂正期間~4/17

初習⾔語科⽬相談会
場所：Ａ３講義室
時間：13時〜16時

ＧＳ⾔語（⽇本語）相談会
場所：Ａ２講義室
時間：12時〜13時

是⾮，利⽤を！
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④履修登録⽇程
科⽬ガイダンス

前半（40分）

•授業ガイダンス：授業内容などの説明

•受講票の提出：授業内容を聞き，受講を希望する場合は受講票を教員に提出

•（希望者が適正⼈数を超えた場合：抽選）受講票が受理されたら履修可.
（もし履修登録していない場合は，期間内に登録すること）

休憩・移動

（10分）

• 前半で受講票が受理されなかった場合，次の希望科⽬へ 移動す
る

後半（40分）

• 前半と同じく授業ガイダンス，受講票の提出を⾏う

• ※前半でその授業の適正⼈数を超えた場合

• 後半は科⽬ガイダンスを⾏わず，引き続き授業を⾏う場合もある。

初習⾔語科⽬とＧＳ⾔語科⽬（⽇本語）の第１週⽬の授業では，科⽬ガイ
ダンスと受講票の提出を⾏います。

※⼀部の⾃由履修科⽬でも実施しますが，２年⽣以上向けのため，１年⽣は関係ありません。

☆初習⾔語科⽬ですべて抽選に漏れた場合
4/15（⾦）14：45〜 Ａ２講義室で「最終履修指導」で調整
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④履修登録⽇程
履修登録訂正期間にすること

• 授業科⽬履修許可表を確認し，登録ミスを訂正する
– すべての科⽬について履修登録の取消・追加が可能
（※当選した科⽬も修正可能）

– 適正⼈数に達するまで，早い順に登録可（抽選対象科⽬）
• 4/19から訂正後の履修許可表交付＠基幹教育学務係
（4/19(⽕)のみ：医学類，保健学類は学類学務係）

• 履修登録期間〜4/8 18時
• システム抽選処理~4/9 7時
• 履修登録補正期間~4/10 24時

• 授業開始 4/11~

• 授業科⽬履修許可表配付
• 履修登録訂正期間~4/17
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１７．履修登録について
⑤セメスター開講科⽬について

• 科⽬の中には，クォーター開講ではない科
⽬があります
前期 or 後期 あるいは 通年 等

• これらの科⽬は，第１クォーター終了時や
第３クォーター終了時に出席をやめると，
「放棄」という成績となりますので注意し
てください。
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１８．閉会
相談室等の案内

• 履修登録相談会について
⽇程：４⽉５⽇（⽕）〜４⽉８⽇（⾦）
場所：総合教育講義棟
詳細な⽇程，場所は⼊⼝で配布
内容：履修登録に関すること全般
例）ネットワークへの接続⽅法

初習⾔語は何を選べばいい？
ＧＳ科⽬はどう選べばいい？

• 短期海外研修プログラム説明会
ＧＳ科⽬「４Ｄ 異⽂化体験」の単位となります
⽇時：４⽉５⽇（⽕）１２：１０-１２：５０総合教育講義棟Ａ１講義室

４⽉６⽇（⽔）１２：１０-１２：５０総合教育講義棟Ｃ１講義室
内容：タイ，マレーシアへの２週間程度の留学プログラムの紹介58 /58




