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スライド ページ番号 1 

 

それでは，共通教育科目のガイダンスを始めます。 

 本日の履修ガイダンスで話す項目は，スライドのとおりです。本日説明する内容は，国

際基幹教育院の Web サイト上で公開されています。 

 

 

スライド ページ番号 2 

 

まず，携帯電話を持っている人は，携帯電話の電源を切ってください。 

 金沢大学 ID，配布資料と青い袋があるか確認ください。金沢大学 ID に，自分の名前が記

載されているかを確認してください。 

 

 

スライド ページ番号 3 

 

配布した金沢大学の青い袋の中に，共通教育科目履修案内と金沢大学学生便覧が入って

いますので，出してください。もしも入ってない人がいたら手を挙げてください。まず，

それらの冊子の裏表紙に名前を書いてください。 

履修案内は，卒業まで必要ですので，なくさないよう大事に持っていてください。この

履修案内と学類オリエンテーションで渡される学類のハンドブックなどをよく読んで，あ

らかじめ取りたい科目を決めて時間割表を作ることになります。時間割の作成方法につい

ては，これから共通教育科目の履修案内を中心に順番に説明します。  

 

 

スライド ページ番号 4 

 

まず，始めに，新型コロナウイルス感染症対策についてお話します。 

新型コロナウイルスの感染は次の３つの条件が重なった場合に高率に起こることが報告

されています。すなわち，換気の悪い密閉空間，多くの人が密集する状態，近距離で会話

や発生を行う密接状態です。 

授業開始にあたり，この３条件が同時に重なる場面を徹底的に避けることが重要です。 

 

 

スライド ページ番号 5 

 

３つの「密」を避けるためには，換気の徹底，教室の座席の間隔を２メートル程度あけ

る，授業方法を工夫することが必要です。 

授業方法の工夫は，eラーニングを導入する，学生の発言を 小限にする，アクティブラ

ーニング形式の授業を控える，自宅でできるレポートを多用するなどが挙げられます。 
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スライド ページ番号 6 

 

学生の皆さんに気をつけて頂きたいことは，手洗いの励行や不要不急の外出を控えるな

どの感染予防措置を取ると共に，体調管理をしっかり行ってください。 

講義のオンライン化に備えてください。 

アクティブラーニング形式の授業ではマスクを着用してください。 

風邪症状や体調不良の場合は欠席してください。大学は救済措置を用意します。 

本学のウェブサイトやアカンサスポータル等の 新情報を常に確認するようにしてくだ

さい。 

 

 

スライド ページ番号 7 

 

 では，履修案内 2 ページ，令和 2 年度共通教育科目学年暦を開いてください。第１クォ

ーター，第２クォーターについては，学年暦が変更されたため，本日配布した資料の中に

訂正版がありますので，そちらを見てください。 

学年暦は，平成 28 年度から授業期間を４つに分けて，クォーター制としています。第１

クォーターの授業開始日は，4 月 20 日月曜日です。第 2 クォーター以降についても，学年

暦で確認しておいてください。 

 また第1クォーターは，quarterの頭文字アルファベット大文字のQと数字の1をとって，

Q1 と省略されることがあります。なお，一部の科目は，セメスター，前期,後期で授業が行

われます。 

この学年暦で，特に注意が必要なのは，曜日振替日です。曜日振替日とは，実際の曜日

とは異なる曜日の時間割で講義が行われるものです。 

今年度は，第 1クォーターの 5月 7日木曜日が水曜扱いの講義日に，第 2クォーターの 7

月 21 日火曜日が木曜扱いの講義日に，第 3 クォーターの 11 月 5 日木曜日が月曜扱いの講

義日に，第 4クォーターの 12 月 8 日火曜日が月曜扱いの講義日に，1月 13 日水曜日が金曜

扱いの講義日になっています。 

 このような振替日は，授業をきちんと 7.5 回行えるようにするために取られている措置

です。 

 また，第３クォーターと第４クォーターの間にインターバルが設けられています。この

期間は休講日ですが，補講や集中講義が行われることがあります。 

 その他，2 月 15 日月曜日及び 16 日火曜日には，1 年生を対象とした TOEIC-IP テストが

行われます。 

 

なお，所属学類の専門教育科目では，この学年暦と若干異なる場合がありますので，学

類のオリエンテーションの時に注意して聞いてください。 
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スライド ページ番号 8 

 

 共通教育科目については，7ページから説明しています。 

7 ページの図にあるように，金沢大学のカリキュラムは，共通教育科目と専門教育科目で

構成されており，１年次には共通教育科目が中心に，学年が上がるにつれて専門教育科目

が多くなるように配置されています。 

 次に 7ページの４ 単位の項目をみてください。 

大学では単位制を採っています。単位制とは，教室の授業に加えて予習，復習などの自

習とを合わせて 45 時間分の学修内容を持つ科目を 1 単位としています。その授業を受け，

試験などに合格し，その授業に設定されている学修内容を修得したと認められると，単位

が学生に与えられるという制度です。 

 それから，共通教育科目には 1単位の科目だけでなく，0.5 単位や 2単位の科目もありま

す。 

 

 

スライド ページ番号 9 

 

 次に履修に関する注意については，9ページの９からです。 

 そのうち，（２）修得すべき共通教育科目と単位数について説明します。 

 それぞれの学類の学生が修得すべき共通教育科目の内訳が決められています。卒業のた

めには，内訳に示された各科目区分の単位修得の要件を満たし，さらに修得した共通教

育科目の単位数の合計が共通教育科目合計以上であることが必要です。 

  

 学類別の卒業要件については，履修案内の 61～82 ページにありますので，自分の学類の 

単位修得要件をみてください。 

 全学類共通してとらなければいけないのは，導入科目，GS 科目，GS 言語科目，自由履修

科目です。導入科目である大学・社会生活論，初学者ゼミⅠ，データサイエンス基礎，地

域概論は各 1 単位とらなければいけません。保健学類は，データサイエンス基礎に替えて

情報処理基礎 1単位です。GS 科目は，GS 科目 3A プレゼン・ディベート論（初学者ゼミⅡ）

を含み，各群から 3 単位 計 15 単位をとらなければいけません。各群の履修方法は 28 ペ

ージを参照してください。GS 言語科目は，TOEIC 準備コース 4 単位と EAP コース 4 単位を

とらなければいけません。自由履修科目として，3 単位以上が必要となります。合計 30 単

位が全学類共通で必要とされる単位です。 

 

 その他に，学校教育学類以外の人間社会学域では，初習言語科目が１言語 8 単位以上必

要です。共通教育科目全体で，38 単位以上とらなければ卒業できない，ということです。 

 また，理工学域，医薬保健学域では，学類ごとに指定された基礎科目の単位をとり，か

つ共通教育科目の合計単位数以上をとらなければなりません。 

 

次に 9ページの（３）自由履修枠についてです。数物科学類と物質化学類では,共通教育
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科目と専門教育科目のそれぞれの所定単位数を充たしても,卒業要件の総単位数には足り

ません。この単位数の不足分を共通教育科目と専門教育科目のどちらからでも自由に選択

して充たすことができる枠が自由履修枠です。自由履修科目と間違わないようにしてくだ

さい。 

共通教育科目及び専門教育科目の所定の単位数以上を修得すれば,その単位は自動的に

この枠に充当されますので,この枠に関しては特別な履修上の手続は必要ありません。 

 

続いて 10 ページ（４）履修に関するいろいろな制限について説明します。①履修登録単

位数（履修登録が許可される単位数）の制限についてです。履修登録単位数は，各クォー

ターにつき共通教育科目，専門教育科目合わせて，1 年次は 12 単位です。医学類について

は，共通教育科目のみで 12 単位です。ただし，10 ページにありますように，集中講義，い

しかわシティカレッジ，放送大学において開講する科目は，対象外となります。10 ページ

の（４）の②対象者による制限にあるとおり，授業科目によっては，対象者を制限してい

るものもありますので，よく読んでおいてください。 

 

 

スライド ページ番号 10 

 

続いて，Ｗeb 版シラバスについて説明します。 

 シラバスとは，授業実施要綱のことで，12 ページに Web 版シラバスの利用方法について

の説明があります。共通教育科目のシラバスはインターネットで検索して見ることができ

ます。授業計画，評価の方法，テキスト，受講者数の調整方法等重要な情報が載っていま

すので，履修したい科目のシラバスには目を通しておいてください。 

 

 

スライド ページ番号 11 

 

では，引き続き，共通教育科目の科目区分ごとの説明に入ります。 

 

 

スライド ページ番号 12 

 

初に導入科目の説明をします。 

履修案内の 20 ページを開いてください。 

導入科目とは，大学・社会生活論，初学者ゼミⅠ，データサイエンス基礎，保健学類は

情報処理基礎と地域概論の4つの科目をいい，多くの学類では１年第１クォーターに開講さ

れる必修科目です。 

導入科目については，開講する曜日時限が学類ごとに指定されています。開講時間帯は

履修案内 106 ページの時間帯表に示されていますので，自分の学類について確認してくだ

さい。 
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大学・社会生活論ではテキストを使用します。テキストは，生協で購入することができ

ますので，第 1回目が始まるまでに必ず購入しておいてください。 

 また，定期健康診断を受診することが，大学・社会生活論の単位を修得するための必須

要件となっていますので，必ず受診してください。 

 

データサイエンス基礎，保健学類は情報処理基礎では，本日配布した資料「データサイ

エンス基礎学生連絡掲示板の案内」をよく読んでください。 

 

講義室は，Web 授業時間割表で確認してください。 

Web 授業時間割表については,後ほど説明します。 

 

 

スライド ページ番号 43 

次に，GS 科目の説明をします。 

 

履修案内の 26 ページを開いてください。 

 GS 科目は，世界で活躍する金沢大学ブランド人材の育成のために設けられた本学独自の

教育方針である金沢大学グローバルスタンダード，略して KUGS に基づいて考案された授業

科目です。 

学士課程の KUGS は次の 5項目よりなっています。 

１ 自己の立ち位置を知る 

２ 自己を知り，自己を鍛える 

３ 考え，価値観を表現する 

４ 世界とつながる 

５ 未来の課題に取り組む 

この 5項目それぞれに６つの GS 科目が配置されています。 

各群から 3科目以上選択して履修すれば，目標とする５つの学修成果を達成できるように

設計されています。 

具体的な履修方法を示します。 

 

 

スライド ページ番号 54 

 

履修案内の 28 ページを見てください。 

まず第 1群です。 

Ⅰ類（1A から 1D）とⅡ類（1E と 1F）に分けられています。Ⅰ類から 1単位，Ⅱ類から 1

単位を含む 3単位を修得してください。ただし，1F 物理の世界及び化学の世界の 2科目の

単位を修得した場合は，１単位は GS 科目の修得すべき単位数に算入し，もう１単位は自由

履修科目に算入します。 
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スライド ページ番号 65 

 

次に第 2群です。 

これもⅠ類（2A から 2C）とⅡ類（2D と 2E）に分けられています。Ⅰ類から 1単位，Ⅱ

類から 1単位を含む 3単位を修得してください。2F エクササイズ＆スポーツ 実技は，教

職免許を取得するために必要な科目です。そのため，複数の種目を受講することができま

す。1単位までは GS 科目の修得すべき単位数に算入し，1単位を超える修得単位は，自由

履修科目に算入します。教職免許に関しては 85 ページを読んでください。 

 

 

スライド ページ番号 76 

 

次に第 3群です。 

3A プレゼン・ディベート論（初学者ゼミⅡ）は全員必修です。必ず各学類指定のクラス

を受講してください。その他に 2単位を修得する必要があります。3D 論理学から見る世界

及び数学的発想法の 2科目の単位を修得した場合は，１単位は GS 科目の修得すべき単位数

に算入し，もう１単位は自由履修科目に算入します。3F スポーツ科学も教職免許の対象科

目です。そのため異なる内容の授業を複数受講できます。1単位までを GS 科目の修得すべ

き単位数に算入し，1単位を超える修得単位は，自由履修科目に算入します。 

 

 

スライド ページ番号 87 

 

第 4 群は 6科目から 3科目 3単位を修得してください。4D 異文化体験は，留学期間等に

あわせて１単位から 大 8単位までの科目が開講されますが，1単位より多くの単位を修得

した場合は，1単位は GS 科目の修得すべき単位数に算入し，残りの単位数を自由履修科目

に算入します。 

 

 

スライド ページ番号 98 

 

後の第 5群もⅠ類（5A から 5C）とⅡ類（5D から 5F）に分けられています。Ⅰ類から 1

単位，Ⅱ類から 1単位を含む 3単位を修得してください。 

 

 

スライド ページ番号 109 

 

まとめますと，5群それぞれから 3単位，計 15 単位を修得しなければなりません。この

他に自由履修科目として修得が必要な 3単位に GS 科目を加えることができます。 

自由履修科目については，後で説明します。 
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 補足ですが，GS 科目の中には，時間割名に英語クラスと括弧書きで書かれているものが

あります。 授業の内容は，英語クラスではないものと原則的には同じですが，授業内で，

より多くの英語を用いるように設計されています。 皆さんの英語によるコミュニケーショ

ン能力を向上させることなどを意図しているものです。是非，積極的に履修してください。 

 また，GS 科目には適正人数の制限がありますので，時間割表やシラバスを良く検討し，

十分な計画を立てて履修登録してください。第 1 クォーターは，導入科目や GS 言語科目，

基礎科目や専門教育科目の必修科目により履修登録の上限単位数までほぼ埋まりますので，

ほとんど GS 科目の登録ができません。しかし，第 2 クォーター以降で履修できますので，

心配しないでください。 

 

 

スライド ページ番号 20 

 

国際基幹教育院の Web サイトから，取りたい科目のシラバスや GS 科目のテキストをみる

ことができます。テキストは，生協によって販売される科目もありますので確認して利用

してください。 

なお，GS 科目については，100 ページやシラバスに，KUGS については 6ページと 98 ペー

ジに詳しい説明があります。後程読んでおいてください。 

 

 

スライド ページ番号 21 

 

続いて，保健体育関連科目についてです。集中講義をのぞく実技型授業は，各クォータ

ーにおいて，２つの授業科目しか履修できません。また，実技型授業は同一曜日に１つし

か履修できませんので注意してください。 

詳しくは，履修案内 29 ページの（4）保健体育関連科目の履修のページをよく読んでく

ださい。 

 

以上で導入科目・GS 科目・保健体育関連科目の説明を終わります。 

 

 

スライド ページ番号 22 

 

続いて， GS 言語科目（英語）と初習言語科目の説明をします。 

 

 共通教育の英語科目には，全学類必修の GS 言語科目と，自由に履修できる英語セミナー

があります。ここでは主に GS 言語科目について説明します。履修案内の 31 ページを開い

てください。 

 1 年生が履修する GS 言語科目には TOEIC 準備と EAP の２つのコースがあり，それぞれの

コースには Iから IV の 4 つの授業科目があります。すべての学類で TOEIC 準備コース 4単
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位と EAP コース 4単位，計 8単位が必修です。 

 GS 言語科目は，事前にクラス分けされていて，あらかじめ履修登録されています。皆さ

んが履修する曜日・時間帯については，Web 上の履修登録画面で確認できますので，各自確

認してください。 

それぞれの科目の詳細は，Web 版シラバスを読んでください。 

 TOEIC 準備コースと EAP Ｉでは，教科書が指定されています。生協の教科書パックを購

入してください。第 1 クォーターの授業は第 1 週からオンラインで行います。履修ガイダ

ンスで配布される TOEIC 準備 と EAP に関する資料をよく読んで確認してください。第 2

クォーター以降の授業についても状況によってオンラインになる可能性があります。大学

からの通知に注意してください。 

 GS 言語科目の単位は，TOEIC や TOEFL などの外部試験の成績や，放送大学の授業で修得

した単位の読み替えによって満たすこともできます。詳細は，37 ページの外部試験による

成績評価制度や 39 ページの外部試験による単位認定制度，91 ページの放送大学の授業科目

の履修を確認してください。 

 GS 言語科目が不合格となった場合，TOEIC 準備と EAP で，単位の充足方法が違います。2

年次以降の単位充足方法は履修案内の 34 ページから 37 ページに書いてあります。 

 

 次に，GS 言語科目以外の英語科目について説明します。共通教育の英語科目には，自由

に履修できる英語セミナーという科目があります。英語セミナーは第 2 クォーター以降履

修できます。英語をさらに学びたいという人は，履修してください。英語セミナーはクラ

ス割り当てではなく，事前登録による抽選制です。シラバスを読んで学びたい内容のクラ

スを選びましょう。 

 

 以上で，英語科目の説明を終わります。 

 

 

スライド ページ番号 23 

 

次に，初習言語科目の説明をします。初習言語科目については，履修案内の 50 ページか

ら 59 ページに詳しい説明がありますので，ここでは必修単位の修得方法を中心に，重要な

ポイントだけお話します。 

 

 まず，初習言語科目が必修となっている学類の履修方法について説明します。人文学類，

法学類，経済学類，地域創造学類，国際学類と総合教育部文系です。 

履修案内の 50 ページを開いてください。初習言語科目は１科目１単位ですので，必修８

単位を修得するためには，同一の初習言語を８科目履修しなければなりません。 

 履修案内の 50 ページの初習言語が必修の学類の履修例の表を見てください。初習言語を

初めて学ぶ人は，１年次第１クォーターにＡ1-1 とＡ2-1，第２クォーターにＡ1-2 とＡ2-2，

第３クォーターにＡ3-1 とＡ4-1，第４クォーターにＡ3-2 とＡ4-2 を履修して，１言語必修

８単位を修得するのが標準的です。授業内容については，多くの初習言語科目で，第１ク
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ォーターのＡ1-1 と第２クォーターのＡ1-2 が連続しており，さらに，第３クォーターのＡ

3-1 と第４クォーターのＡ3-2 に連続しています。同様に，第１クォーターのＡ2-1 と第２

クォーターのＡ2-2 が内容的に連続しており，その続きが，第３クォーターのＡ4-1 と第４

クォーターのＡ4-2 となっています。 

開講の仕方には２種類あり，学類別に開講される科目と，全学生対象に開講される科目と

があります。学類別に開講される科目については，履修案内 106 ページの時間帯表に学類

ごとの開講時間帯が示されています。全学生対象に開講される科目については，履修案内

53 ページの全学生対象クラスの時間割を確認してください。なお，このページについては，

本日配布した資料に訂正版がありますので，そちらを確認してください。 

まず，学類別に開講される科目について説明します。ドイツ語，フランス語，中国語，

スペイン語がこれに該当しますが，学類ごとに開講時間帯に少し違いがあります。これら

の言語の履修に関して共通する注意事項は，Ａ1-1 とＡ2-1 の授業が，決まった組み合わせ

のセットで開講されるということです。このセット開講については，本日配布しました初

習言語科目ペア教員一覧を見てください。また，シラバスの授業概要またはその他履修上

の注意事項や学習上の助言の項目にも記載されていますから，あとで確認してください。 

ドイツ語，フランス語，中国語，スペイン語では，第１クォーターから継続して第２ク

ォーターにＡ1-2 とＡ2-2 を履修する場合には，第１クォーターと同じ教員の授業を受講し

てください。また第３・第４クォーターに継続して履修する場合も同様に，第１，第２ク

ォーターと同じ教員の授業を受講してください。このようにドイツ語，フランス語，中国

語，スペイン語では，第１クォーターに履修するＡ1-1 とＡ2-1 のどちらか一方が決まれば，

セットで開講されるもう一方も決まり，第２クォーター以降の，つまり一年間の履修計画

が完成します。履修登録の方法については，後半で説明があります。 

 

次に全学生対象に開講される初習言語科目について説明します。ロシア語，朝鮮語，ギ

リシア語，ラテン語がこれに該当します。これらの言語を履修する場合には，学類別に開

講されているセット開講とは異なり，クォーターごとに履修登録をしなくてはなりません。

ロシア語と朝鮮語は，クォーターごとに複数の授業が開講されます。ロシア語と朝鮮語は

Ａ1-1 とＡ2-1 がセットではありませんので，それぞれ履修登録をする必要があります。 

ギリシア語とラテン語は，１年第１クォーターにＡ1-1，第２クォーターにＡ1-2，第３

クォーターにＡ2-1，第４クォーターにＡ2-2 というように，他の初習言語とは全く異なる

履修になります。また，ギリシア語とラテン語を並行して履修して，あわせて西洋古典語

８単位で必修単位とすることも可能ですので，履修案内やシラバスで十分に確認してくだ

さい。 

また，ドイツ語，フランス語，中国語にも全学生対象クラスはあります。履修を希望す

る言語の抽選に落ちた場合には，全学生対象クラスの受講も考えると良いでしょう。 

 初習言語科目は積み上げ方式ですので，例えば第２クォーターのＡ1-2を履修して不可と

評価された人は，第３クォーターにＡ3-1を履修することができません。もう一度，Ａ1-2

を履修してください。 

 

 次に初習言語科目が必修ではない学類の履修について説明します。 
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学校教育学類，理工学域，医薬保健学域と総合教育部理系については，初習言語科目は必

修ではありませんが，自由履修科目としてカウントすることができます。履修案内の説明

を読み，時間に余裕があれば履修してください。ただし，各クォーターで履修登録単位数

の上限が定められていますので，第１クォーターに初習言語を履修することは難しいかも

しれません。履修を考えている人は,全学生対象クラスの時間割を確認し，慎重に検討した

うえで履修登録をしてください。 

フランス語では,履修上限に含まれない，いしかわシティカレッジの授業が開講されてい

ます。またドイツ語では，第３クォーターから初学者が学べる科目も開講されます。これ

らの科目の履修も検討してみてください。 

 

初習言語の選択にあたっては，本日配布した青い袋の中にある，初習言語ガイドブック

を参考にしてください。なお，初習言語の選択や履修登録にあたって質問がある人は，配

布資料「2020 年度共通教育科目初習言語履修相談について」に載っている各言語コーディ

ネーターの教員にメールで相談してください。 

 

 初習言語Ａはこれまでその言語を学んだことのない学生を対象としています。履修した

い初習言語を入学以前に学んでおり，初級クラスＡの途中から，または中級クラス，上級

クラスから履修することを希望する人は，本日中に，基幹教育学務係まで申し出てくださ

い。 

 

 以上で GS 言語科目，初習言語科目の説明を終わります。 

 

 

スライド ページ番号 24 

 

次に基礎科目の説明をします。 

履修案内の 43 ページを開いてください。 

 

基礎科目は学類ごとに必修などの指定があります。44 ページ，45 ページの基礎科目開講

一覧表を見てください。◎は必ず修得しなければならない科目です。★は選択必修科目で

す。○は選択科目で基礎科目としての卒業に必要な科目範囲を示し，必修，選択必修と合

わせて修得単位数の合計が所定単位数にならないと卒業できません。 

 

基礎科目の必要単位数は 低基準を示すものです。皆さんの今後の進路などを考慮し，

さらなる履修をすることが望まれます。基礎科目の必要単位数を超えた分は自由履修科目

または自由履修枠に算入できます。 

 

46 ページに基礎科目授業クラス編成一覧表が示されています。同一科目名の授業でも，

どの学類に開講されているかで，内容や重点の置き方が異なっている場合があります。所

属する学類等のクラスで受講しなれければなりません。異なる場合は授業担当教員に申し
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出て，了解を得る必要があります。 

 

教育職員免許状については，基礎科目の履修選択も関連している場合がありますので，

学類等オリエンテーションや共通教育科目履修案内の 61～82 ページの１３ 学類別の卒業

要件，85 ページの１５ 教育職員免許状の部分を参考に履修登録してください。 

 

基礎科目は必修が多いので，クラスの仲間がまとまって授業を受ける貴重な授業時間に

なっています。友達どうしで学びあい，理解を深める視点も大切です。 

 

単位保留は，開講学期中に単位修得が出来なかったときの救済制度で，46 ページに示さ

れています。日常的学習をしっかりして，この制度のお世話にならないようにしましょう。 

 

 以上で,基礎科目の説明を終わります。 

 

 

スライド ページ番号 25 

 

後に，自由履修科目の説明をします。自由履修科目には，２種類の意味があります。

科目区分としての自由履修科目と卒業要件充足としての自由履修科目です。 

まず，科目区分の自由履修科目として開講されるのは，例えば，地域超体験プログラム

や教職科目となる日本国憲法概説などです。 

次に，卒業要件充足としての自由履修科目とは，GS 科目，基礎科目および初習言語科目

において 低修得要件を超える単位を修得した場合に，自由履修科目として充当されると

いうことです。ただし，単位数の計算上の扱いで，どの科目が自由履修科目になるとは言

えません。成績通知の上では，本来の科目区分で表示されます。また，専門教育科目は，

要件を超えて修得しても共通教育科目における自由履修科目にはなりませんので，注意し

てください。 

 

  以上で，各授業科目全体の説明を終わります。 

  

スライド ページ番号 26 

 

履修案内の 106 ページを開いてください。106 ページには,共通教育科目の時間帯表があ

りますが,履修登録の際に必要な Web 授業時間割表の見方と共に説明します。 

ヤフーやグーグルの検索エンジンで金沢大学 国際基幹教育院と入力すると,金沢大学

国際基幹教育院のホームページを開くことができます。 

金沢大学 国際基幹教育院 Web サイトトップページ，新入生在学生の方へ，学年暦授業

時間割表の順にクリックすると,2020 年度 授業時間割表データがあります。 

授業時間割表には,CSV 版，Excel 版，html 版がありますが,ここでは，html 版を例にし

て説明します。 
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表を横に見ていくと,開講期,曜日,時限と項目が続いています。 

各授業科目には 5 桁の英数字が設定されています。同一科目が複数開講されている場合

は,小数点以下 大 3桁までの枝番号がついています。これが時間割番号です。 

 

講義室は A1,B1 などがあります。講義室の場所は履修案内 120 ページからの総合教育棟

平面図で確認できます。授業によっては適正人数が設定されています。この人数より多く

の学生が受講を希望した場合に抽選等により受講者数の調整が行われます。 

 

また，学年暦授業時間割表の授業時間割表データのページに操作方法等の注意書きが書

いてありますので,よく読んでください。 

 

 

スライド ページ番号 27 

 

 次に 116 ページの 5 パソコンとネットワークを開いてください。 

 金沢大学は，ノートパソコンが必携になっています。必ずしも毎日持ってくる必要はあ

りませんが，データサイエンス基礎，保健学類は情報処理基礎では第 1 回目の授業から使

用するほか，他の授業でも持ってくるように指示があったときには忘れないようにしてく

ださい。 

 もし，データサイエンス基礎，情報処理基礎の授業で忘れた場合には，教員に申し出て

ください。授業時間内のみ貸し出します。ただし，台数に限りがあることを念頭に置いて

ください。 

 パソコンの管理は各自の責任で行ってください。ただし，グラウンド，体育館等を使用

する保健体育関連科目に出席する場合や，野外実習に出る場合などは，Ｂ１０，Ｃ１０，

Ｄ１０講義室前に設置された専用ロッカーを使用できます。使用できるのは，あくまで授

業時間内だけです。授業終了後は，速やかに取り出してください。 

 また，ロッカーにはパソコン以外は入れないでください。貴重品は，基幹教育学務係に

預けてください。ロッカーの使用にあたっては，決して不正な使用をしないようにしてく

ださい。他大学では，せっかくロッカーを設置したのに，あまりに不正使用が多くなり，

結局，ロッカーを撤去したというケースが見られます。金沢大学でも同じ状態になれば，

撤去を考えなければならなくなりますので，自分一人ぐらいいいだろうという軽い気持ち

が全体への不利益をもたらすことがあるということを肝に銘じておいてください。 

 

 

スライド ページ番号 28 

 

 住所，電話番号等の連絡先が変わったら，必ずアカンサスポータルを使って届け出てく

ださい。大学からの連絡は通常は，掲示もしくはアカンサスポータルを使いますが，緊急

時や重要な連絡は直接連絡することもありますので忘れず届け出てください。 
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スライド ページ番号 29 

 

 皆さんの一番身近な窓口の学務係の場所については，履修案内の１ページを見ておいて

ください。 

 

 

スライド ページ番号 30 

 

 次に 8ページの６ 休講補講の項目をみてください。 

 授業は，一つのクォーターに 7.5 回行われるのが原則ですが，やむを得ない事情で休講

となることがあります。学会などであらかじめ分かっていて，事前に教員から指示がある

場合もありますし，病気などで急に休講になることもあります。こうした休講は，基幹教

育学務係の掲示板等でお知らせします。 

 休講のほか，補講や履修に関するさまざま情報，あるいは授業料免除，奨学金関係など

の学生への連絡も，すべて掲示により行います。掲示板を見ないことによって不利益を被

ることもありますので，必ず毎日掲示板を見るように習慣づけてください。掲示板などの

位置は，履修案内の 120 ページに載っている総合教育棟平面図で確認してください。 

 また，あとで述べるように，アカンサスポータルでも学生個々人に学務情報が伝えられ

ることになっていますが，すべての情報が送られるわけではありません。掲示が正規のも

のであり，また正確なものですので，大学に来たら掲示板を見ることを忘れないようにし

てください。 

 

 

スライド ページ番号 31 

 

 次に履修案内 87 ページ，１７ 成績評価を見てください。 

 初に（1）試験の注意事項がありますが，ここにカンニングなどの不正行為をした場合

は，懲戒処分のうえ，当該学期の全履修科目の単位がすべて無効になるなどの制裁が科さ

れることが書かれています。カンニングなどの不正行為は，学生の本分に反する も悪質

な行為です。大学としては断固たる対応を取りますので，このことはしっかり肝に銘じて

ください。 

 次には（2）単位保留制度について書かれていますので，よく読んでおいてください。 

 続いて，（3）成績の通知を見てください。成績通知の評語はＳＡＢＣ，不可，保留，放

棄及び合格，認定です。単位が与えられるのは，ＳＡＢＣと合格認定の評価を得た授業科

目だけです。 

保留と放棄も成績原簿の上は不可です。安易に履修した授業科目の放棄はしないように

してください。 
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スライド ページ番号 32 

 

 本日配布された袋には，学生便覧などが入っています。学生便覧には，授業料，奨学金，

学生教育研究災害傷害保険，就職関連，課外活動，証明書発行など，大切な事項が書かれ

ているので，あとで内容を確認してください。本日配布された冊子等には，目をとおして

おいてください。 

 クォーターの終わりに科目ごとに学生による授業アンケートを実施します。このアンケ

ートは，授業方法の改善等に役立てるためのもので，アカンサスポータルを使って Web 上

で行いますので，ご協力をお願いします。 

 

 

スライド ページ番号 33 

 

 履修案内 11 ページには開放科目，83 ページには基幹教育特設プログラム，89 ページに

いしかわシティカレッジ，90 ページには学都いしかわグローカルチャレンジプログラム，

91 ページには放送大学，114 ページハラスメント相談窓口，115 ページには学生が利用でき

る自習室について書かれていますので，よく読んでおいてください。 

 

 

スライドページ番号 34 

 

つづいて，履修登録について説明します。 

ここに表示されていることを順番に説明しますが，本学の履修登録は，インターネットを

使って行うことと，履修登録の日程について特に確認してください。 

 

 

スライドページ番号 35 

 

履修に関する注意でも説明しましたが，授業の履修にあたっては，卒業要件を満たすよ

うに単位を修得していく必要があります。 

また，単位を修得するためには，履修する科目を定められた期間に大学に願い出る必要

があります。この手続きを履修登録と言います。 

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ないので，注

意してください。 

 

 

スライドページ番号 36 

 

では，履修登録を始める前に確認しておくことを説明します。 

1 つ目は，先ほどからお話ししている卒業要件です。これを満たすように単位を修得して
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いかないと卒業することができません。履修案内の 61 ページから 82 ページに載っている

ので確認してください。 

 

2 つ目に，科目区分です。これも先ほどから説明してきたことですが，科目区分ごとに履

修方法のルールがあるので，履修案内の２０ページ以降にある各科目の履修，単位修得方

法を確認してください。 

3 つ目に，履修登録単位数の上限です。これは，1クォーターあたり１２単位です。集中

講義，いしかわシティカレッジ開講科目，放送大学科目は対象外です。医学類は共通教育

科目にのみ適用されます。また，総合教育部理系は，基礎科目で対象外の科目があります。 

 

 

スライドページ番号 37 

 

次に，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ので，

そのことについて説明します。 

システムへのログインには，次の 3点が必要です。 

１つ目は，パソコン，タブレット，スマホなどの情報機器です。 

2 つ目は，金沢大学ＩＤとパスワード。これは，本日配付したものです。 

3 つ目は，インターネットへの接続です。 

1 点目に関して確認ですが，パソコンなどを持っていない学生はいませんか？もし，持っ

ていない学生がいましたら，総合教育講義棟２階や図書館にある，学内の共用パソコンが

使えますので，利用してください。また，後で述べますが，ネットワーク接続相談カウン

ターにあるパソコンも利用できます。 

 

 

スライドページ番号 38 

 

システムへのログインに必要な 2 点目として挙げた，金沢大学ＩＤについてお話ししま

す。この金沢大学ＩＤは，生涯有効で変わらない，あなたに固有の番号です。あなたが卒

業後，本学の大学院に進学したり，教職員になったりしても変わりません。 

本学のポータルサイトや学務情報サービスへのログイン，証明書の発行，成績の閲覧な

どで使いますので，パスワードを人に教えてはいけません。学外のアプリなどで入力が求

められる場合も同様です。 

 

 

スライドページ番号 39 

 

先ほど，システムへのログインに必要なものの 3 点目としてお話しした，インターネッ

トへの接続についてお話しします。もちろん，インターネットを利用したシステムなので，

インターネット接続が必須です。 
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この中に，自宅など今日から４月 19 日頃まで住む場所で，インターネットを利用できな

い人はいませんか？ そういう皆さんには，金沢大学内からの履修登録をお勧めします。本

学のインターネット環境が利用できます。ただ，そのためには，自分でネットワークＩＤ

を取得する必要があります。 

 

このあと説明しますので，よく聞いてください。 

 

 

スライドページ番号 40 

 

自宅などからインターネットに接続できる皆さんも，4 月 17 日までは履修相談に応じる

教員や，職員が配置されていますので，是非学内から履修登録していってください。 

相談時間や場所は，本日の配布資料にある，なんでも相談室よるまっしで確認してくだ

さい。 

 

 

スライドページ番号 41 

 

先ほど，お話ししたネットワークＩＤについて説明します。 

ネットワークＩＤは，金沢大学の無線 LAN，有線 LAN への接続に使用するほか，共有パソ

コンの利用の際，使用します。 

また，金沢大学が提供するメールアドレスの一部になります。ここに書いてあるように，

アットマークより前が，ネットワーク ID になります。 

ネットワーク ID の取得にあたっては，学生がそれぞれ自分で行う必要があります。 

取得方法については，青い袋に入っているリーフレット，インフォ コア プレスと補足

資料リンク集を参照してください。 

ここには，大学推奨パソコンである Windows10 を例として書いてあります。これを見な

がら，やってみてください。 

先ほどお話ししたとおり，ネットワーク ID はメールアドレスの一部になるので，慎重に

決めてください。 

 

 

スライドページ番号 42 

 

次に，履修登録画面への具体的なアクセス方法について説明します。 

第 1 クォーターにおいては，履修登録画面へ，ここに示す２つのリンクからアクセスで

きます。 

第 2 クォーター以降は，データサイエンス基礎，保健学類は情報処理基礎の授業で説明

されるアカンサスポータルからアクセスしてください。 
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さて，アクセス方法の１つ目は，金沢大学公式ウェブサイトからです。Google や yahoo

などの検索ページ等から金沢大学公式ウェブサイトを開き，在学生のページを押します。 

 

 

スライドページ番号 43 

 

次に表示されるページの右側のサイドバーにリンクがあります。 

 

 

スライドページ番号 44 

 

アクセス方法の２つ目は，金沢大学国際基幹教育院のウェブサイトからです。同じく

Google や yahoo などの検索ページから国際基幹教育院のページを開き，トップページ右下

のバナーから入れます。 

 

 

スライドページ番号 45 

 

さて，いま紹介した２種類のリンクをクリックすると，このようなログインページが開

きますので，金沢大学 ID とパスワードを入力してください。正しく入力すると，ログイン

できます。アルファベットの大文字小文字に気を付けてください。また，全角で入力して

しまわないよう気を付けてください。 

 

 

スライドページ番号 46 

 

ログイン後には，このような画面が表示されます。メニューバーから，履修成績情報を

選択し，次に表示される履修登録ボタンをクリックしてください。 

 

スライドページ番号 47 

 

クリックすると，この画面が開きます。履修登録の入力画面です。 

お知らせ欄，定期開講科目登録欄，集中講義登録欄の３つの部分から構成されています。

お知らせ欄に記載があるときは，まずよく読んでください。 

その下に，定期開講科目の登録欄と，集中講義の登録欄があります。具体的な登録方法

はこの後説明しますが，どちらも操作方法は同じなので，以降の説明では定期開講科目欄

で説明します。集中講義についても忘れないようにしてください。 

 

この後は，履修登録日程について確認した後，各日程で作業する内容を，この入力画面

を示しながら説明していきます。 
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スライドページ番号 48 

 

それでは，履修登録日程についてお話しします。 

履修登録日程は，ここに示すように，大きく分けて，履修登録期間，システム抽選処理，

抽選結果公開，履修登録補正期間の４つの日程からなります。 

ここで重要なことは，システム抽選処理です。ＧＳ科目や初習言語科目，自由履修科目

等のシステム抽選対象科目は，この期間内にシステムにより抽選され，抽選結果公開開始

時からＷｅｂから確認できるようになります。 

さて，それぞれの日時はここに出ているとおりですが，システム上で処理するため，締

め切りを過ぎると作業できません。締め切りに特に注意してください。 

 

 

スライドページ番号 49 

 

履修登録期間は今日から４月 17 日（金）の１５時までですが，それまでにすることにつ

いて，説明します。 

履修登録期間では，希望する科目をすべて履修登録することとなりますが，具体的には

ここに表示されている５つの項目を行ってください。 

１つ目は，予め登録されている共通教育科目の必修科目が正しく登録されているか確認

することです。 

２つ目は，その科目の担当教員，教室等を確認することです。 

３つ目は，初習言語科目を登録することです。これは特に，初習言語科目が卒業要件と

なっている学類と，そのほかの学類で初習言語科目の履修を希望する学生が対象です。 

４つ目は，初習言語科目以外で履修を希望する科目を登録することです。 

５つ目は，登録した科目に優先指定をすることです。 

 

次のページから，順番に見ていきます。 

 

 

スライドページ番号 50 

 

履修登録期間中にすることの１つ目，予め登録されている共通教育科目の必修科目が正

しく登録されているかの確認についてです。 

共通教育科目の必修科目については，ここに表示されているように予め登録されていま

す。皆さんは，それが正しく登録されているか確認してください。 

確認にあたっては，履修案内 106 ページの時間帯表や，Web 授業時間割表，Web 版シラバ

スなどを使ってください。もし，間違っていた場合は，至急基幹教育学務係へ問い合わせ

てください。 

 なお，保健学類は１年次第１クォーターに限り，専門教育科目の必修科目も予め登録さ
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れています。また，人文学類と国際学類の初学者ゼミⅠは必修ですが，登録されていませ

んので，注意してください。 

 

 

スライドページ番号 51 

 

続きですが，ほかの大学で修得済みの単位や，TOEIC や TOEFL 等で所定のスコアがある場

合などに単位を認定する制度があります。 

その制度については，ここに表示しているとおり，履修案内に掲載されているので確認

して欲しいのですが，これらによって登録済み科目の履修登録が不要となることがありま

す。その場合は，基幹教育学務係で申請することで履修登録が削除できますので，早めに

申請してください。４月２４日（金）１７時が締切です。 

 

 

スライドページ番号 52 

 

次に，履修登録期間にすることの２つ目，必修科目の担当教員と教室等の確認について

です。確認しないと，学期が始まってからどこに行っていいか分からないので，必ず確認

してください。 

確認するには，登録されている科目の時間割番号をクリックします。すると，その科目

の Web 版シラバスが開きます。そのページのトップに書かれています。 

ここで調べた教室がどこにあるかについては，履修案内の巻末に地図が載せてあるので，

確認してください。 

また，Web 版シラバスには，授業の目標や概要，テキスト等についても書かれているので，

併せて確認してください。  

なお，ブラウザでポップアップブロックをしているとシラバスが開かないことがあるの

で，その場合は解除してください。 

 

 

スライドページ番号 53 

 

次に，履修登録期間にすることの３つ目，初習言語科目の登録についてです。 

これは主に，初習言語科目が卒業要件となっている学類と，そのほかの学類で履修を希望

する学生が対象です。それ以外の学生は登録する必要はありません。 

初習言語科目を履修する場合は，まず履修したい言語を選びます。このとき，抽選で落

選することも考え，希望する順位も決めて複数考えます。 
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スライドページ番号 54 

 

選んだ初習言語が，ドイツ語，フランス語，中国語，スペイン語の場合，学類別に開講

されるものはセット開講となっています。 

セット開講科目の履修を希望する場合は，履修登録画面にある初習言語希望登録をクリ

ックし，希望順位を登録します。希望しない言語については登録しなくて構いません。 

選んだ初習言語がロシア語，朝鮮語，ギリシア語，ラテン語の場合，および全学生対象

クラスのドイツ語，フランス語，中国語の場合は，初習言語希望登録は不要です。 

 

 

スライドページ番号 55 

 

次に，履修登録画面に戻り，希望する初習言語科目を登録します。 

登録するときは，履修を希望する曜日時限にある追加ボタンをクリックします。そこで開

講される授業が表示されるので，その中から希望科目を選び追加ボタンを押してください。 

セット開講科目については，セットとなっている科目を１つでも登録すると，自動的に

セットのすべてが登録されます。削除した場合も同じです。先ほどの，初習言語希望登録

への設定だけでは履修登録できていませんので，必ず登録してください。 

時間割検索ボタンを使って検索した上で登録することもできます。 

 

なお，セット開講科目は抽選時に１科目までの当選となります。 

 

 

スライドページ番号 56 

 

履修登録期間にすることの４つめ，その他の履修希望科目を登録する，についてです。 

これは，すべての学生が対象で，これまでにお話ししてきた，予め登録されている科目や

初習言語科目を除いたすべての科目が対象となります。 

具体的には，専門教育科目，ＧＳ科目，必修ではない基礎科目，自由履修科目等です。

医学類の専門教育科目は登録不要です。 

先ほど，初習言語科目の部分でもお話ししたとおり，履修したい科目のある曜日時限に

ある追加ボタンをクリックすると，そこで開講される授業が表示されるので，履修を希望

する授業を探して追加を押してください。 

登録する際に抽選対象とある科目は，システム抽選科目です。落選した時のために，同

じ曜日時限に抽選対象科目を５個まで登録できるので，できるだけたくさん登録しておい

てください。 

なお，時間割検索から授業を探して登録することもできるので，活用してください。 
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スライドページ番号 57 

 

登録にあたっては，抽選のことを考えると，ほかの学生の履修登録状況が気になると思

いますが，履修登録画面にある抽選科目登録状況で確認できるので，参照してください。 

また，専門教育科目を登録する時は，追加ボタンを押した後の画面で切替ができます。 

なお，Web 版シラバスや Web 授業時間割表の対象学生欄に，初心者限定，経験者限定，〇

〇学類優先等の記載があるものもあるので，登録にあたっては先に確認するようにしてく

ださい。対象学生に該当しない場合，システム上登録できたとしても後から履修登録が削

除されることがあるので，特に注意してください。 

優先とある場合，該当する学生は，同じ希望順位で登録した中で，抽選時に優先されま

す。 

 

 

スライドページ番号 58 

 

履修登録期間にすることの 後，優先指定についてです。 

システムの抽選にあたっては，システムが曜日時限をランダムに選んで抽選していきま

す。そのため，本当に履修したい授業があったとしても，そこに行きつくまでに履修登録

上限単位数に到達してしまい，履修できない可能性があります。そこで，どうしても履修

したい科目には，優先指定を設定することができます。優先指定した科目は， 初に抽選

されます。 

各クォーター３個まで登録できるので活用してください。ただし，優先指定した科目の

中での抽選される順番はランダムです。 

また，初習言語科目のセット科目については，１つまで優先指定できます。２つ以上設

定した場合，１つ以外は無効になります。 

 

 

スライドページ番号 59 

 

履修登録日程の２つ目，システム抽選処理についてお話ししますが，この期間に学生の

皆さんができることはありません。ここに表示されている順番で抽選処理を行っています

ので参考にしてください。 

簡単に説明すると，まず， 

 抽選対象外の科目を処理した後， 

 初習言語科目のうちセット開講科目の優先指定を抽選し， 

 次にセット開講科目の優先指定されていない科目の抽選， 

 さらにセット開講科目ではない抽選対象科目で優先指定されているものの抽選， 

 後にのこった科目の希望順， 

という順番で抽選しています。 

 学類など，所属ごとに優先と書かれていた科目の場合，対象の所属はそれぞれの中での
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抽選時に優先されます。 

このスライドは，国際基幹教育院の Web サイトに掲載しますので，気になる学生は閲覧

してください。 

 

 

スライドページ番号 60 

 

履修登録期間にすることの３つ目，抽選結果公開時にすることについてお話しします。 

４月１９日の日曜日，朝９時に抽選結果が公開されますので，履修登録時と同じ流れでシ

ステムにログインしてください。 

履修登録画面を開くと，ここに表示されているように，履修登録できた科目や，落選し

た科目が表示されています。 

落選した科目がある場合や，ほかに履修したい科目ができた場合等については，この後

の履修登録補正期間中に修正作業ができますので，予めどのように変更したいか考え，準

備しておいてください。特に，補正期間開始直後はアクセスが集中するので準備が大切で

す。 

 

 

スライドページ番号 61 

 

履修登録期間にすることの 後にある履修登録補正期間にすることについてです。 

この期間中も，これまでと同じ履修登録画面から，履修登録の取り消しと追加ができま

す。但し，抽選対象科目については，適正人数に達するまでシステムの受理した順番での

登録となるので，注意してください。 

特に，誤って抽選対象科目の履修登録を削除してしまった場合，再度登録しようとして

も，既に適正人数に達してしまっていた場合は登録できませんので注意してください。 

また，この期間中も抽選科目登録状況から，ほかの学生の登録状況を確認できるので，

参考にしてください。 

 

 

スライドページ番号 62 

 

履修登録の変更が終了したら，履修登録内容を PDF で保存し，登録は完了です。変更が

なかった場合も保存しておいてください。 

期間中には何度でも修正できます。授業開始後も補正期間は続きますが，１回目の授業

に出席していなかった場合，欠席となるので注意してください。 
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スライドページ番号 63 

 

ここで，初習言語科目のセット開講科目の登録について補足します。学類や学年によっ

て取り扱いが異なりますので注意してください。 

まず，学校教育学類を除く人間社会学域学生と総合教育部文系の学生についてです。 

１年生の第１クォーターは，すべてセットでの取り扱いとなります。 

セットで履修した場合は，第２クォーター以降は 初から履修登録されており，原則削除

できません。また，新規での登録もできません。 

 

 

スライドページ番号 64 

 

次に２年次以降の登録について説明します。 

専門教育科目等と開講時限が重複することがあるため，２年次以降はセット開講科目の

登録は推奨しませんが，セット科目を履修する場合は次の取り扱いとなります。 

第１クォーターにセットで登録されるのは１年次と同じですが，前の学期までに修得済

みとなった科目や保留となった科目がセットの中に有る場合は，セット科目を抽選より前

に登録することはできません。 

また，補正期間中にセット開講科目の当選を削除した場合，セットでの履修が解除とな

り，次のクォーター以降は自動で登録されなくなります。その代わり，セット開講科目の

中の科目を個別に登録することができます。 

第２クォーター以降も同様です。 

 

 

スライドページ番号 65 

 

次に学校教育学類，理工学域，医薬保健学域と総合教育部理系の学生についてです。 

専門教育科目と開講時限が重複することがあるため，セット開講科目の登録は推奨しま

せんが，セット科目を履修する場合は次の取り扱いとなります。 

第１クォーターの履修登録にあたっては，セットでの登録となります。 

抽選で当選した場合，次のクォーター以降も予め履修登録され，原則削除できません。第

２クォーター以降に，履修しなければならないほかの科目と曜日時限が重なっていないか

予め確認してから登録するようにしてください。 

補正期間中には，セット開講科目であっても，個別に登録できるようになります。但し，

セット開講科目の当選を削除した場合には，セットでの履修が解除されます。 

第２クォーター以降も，ここに書いているとおりですが，セットで履修登録した場合は

予め登録されていますが，セットの新規での登録や削除はできません。 

なお，学年によって処理は変わりません。 
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スライドページ番号 66 

 

注意点として，セメスターでの開講科目についてお話しします。科目の中には，前期や

後期といったクォーターでの開講ではない時間割があります。前期科目は，第１クォータ

ーと第２クォーター，後期科目は第３クォーターと第４クォーターに継続して開講される

授業です。 

そのため，これらについては，クォーターの科目のつもりで，授業の途中，第１クォー

ター終了時や第３クォーター終了時で出席をやめると放棄や不可という成績になるので，

気を付けてください。 

また，第 2 クォーター開講の必修科目があるにも関わらず，同じ曜日時限にセメスター

科目を履修登録していると，その必修科目を履修登録できなくなってしまうので，特に注

意が必要です。 

 

 

スライドページ番号 67 

 

これは，履修登録とは直接関係ありませんが，学籍番号と名列番号についてお話ししま

す。 

学籍番号とは，学生一人ずつに付番された１０桁の固有の番号で，所属学類等が変わら

ない限り基本的に卒業まで変わりません。各種申請時や試験時，掲示等で使用します。後

日，配付される学生証に記載されています。 

名列番号は，学類などの単位で学年ごとに付番されています。学類によって取り扱いが

異なりますが，年度ごとに変更されることがあります。 

学籍番号も名列番号も，今までお話ししてきた履修登録システムと同じ学務情報サービ

スから確認できるので，見ておいてください。 

 

 

スライド ページ番号 68 

 

 このスライドは国際基幹教育院の Web サイトに掲載していますので，再確認できます。 

大学のことでわからないことがあれば，まず，渡された各冊子をよく読んでみてください。

小冊子きぃつけまっしなどにも，学生生活に有益な情報がたくさん載っています。そうし

た冊子を読んでもどうしてもわからないということがあれば，学類の学務係や，基幹教育

学務係に問い合わせてください。 

 

 

スライド ページ番号 69 

 

 特に学内のインターネット回線への接続について困った場合は，ネットワーク接続相談

カウンターを利用してください。本日から 17 日金曜日まで総合教育講義棟Ｂ６講義室で，
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4月 20日から 4月 24日までは基幹教育学務係の隣にあるプレゼンテーション室で相談を受

け付けています。パソコンをまだ持っていない学生は，そこでパソコンを使用することも

できます。 

なお，本日配布した資料の中に金沢大学学生として満たすべきネットワーク利用【準備

編】がありますので，授業開始前までに行っておいてください。 

 

 これで，共通教育科目の履修ガイダンスを終わります。 


