
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

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
・初習⾔語科⽬セット開講の補⾜

⑤ セメスター開講科⽬について

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
科⽬を⼤学に願い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.59〜（⾃分の学類部分）

・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.20〜
・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.10, p.11
・１クォーターあたり１２単位まで（医学類は共通教育科⽬のみ適⽤）
・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

（総合教育部（理系）は基礎科⽬の⼀部も）
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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．情報機器（パソコン，タブレット，スマホ等）
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。
使⽤の際には，後で説明する「ネットワークＩＤ」が必要34/65



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？
– 配付した「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
（本学⼤学院へ進学したり，教職員として就職しても変更ありません）

• 使⽤する場⾯
– 本学ポータルサイト（アカンサスポータル）へのログイン
– 学務情報サービスへのログイン
– 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

⾃宅等（今⽇から４⽉６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？

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。
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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

⾃宅等（今⽇から４⽉６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？

⾃宅から接続できる学⽣も・・・
４⽉５⽇（⾦）までは，「なんでも相談室」
等履修相談に応じる教員，職員が配置されて
います。是⾮，学内から履修登録して帰って
ください。 37/65



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（ログインするとき使います。）
• 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

「How to Register Your Network ID
ネットワークIDの登録⽅法」

を参照（→）
メールアドレスの⼀部になるので，
ＩＤは慎重に決めてください。
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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
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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
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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
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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
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
トップ画⾯
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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

画⾯は⼤きく分けて
１．「お知らせ」欄
２．「定期開講科⽬」登録欄
３．「集中講義」登録欄
の３つに分かれています。

登録⽅法の詳細は後で説明
（説明は「定期開講」欄で⾏うが，集中講義も忘れないこと）

お知らせ

定期開講科⽬
登録欄

集中講義
登録欄
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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/ 5（⾦）12時29分 履修登録期間

• 4/5 （⾦）12時30分〜4/ 6（⼟）9時 システム抽選処理

• 4/6 （⼟）9時〜 抽選結果公開

• 4/6 （⼟）12時30分〜 履修登録補正期間 開始

• 4/8（⽉） 授業開始

• 4/14（⽇）18時 履修登録補正期間 終了
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④履修登録⽇程
履修登録期間にすること（全体）

• 履修登録期間 〜4/5㈮ 12時29分
• システム抽選処理~4/6(⼟) 9時

• 抽選結果公開 4/6(⼟) 9時
• 履修登録補正期間開始

4/6(⼟) 12時30分
• 授業開始 4/8㈪~

• 履修登録補正期間終了
4/14㈰ 18時

①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

②必修科⽬の担当教員，教室等を確認する

③初習⾔語科⽬を登録する
（特に初習⾔語科⽬が卒業要件の学類）

④その他の履修希望科⽬を登録する

この期間には履修を希望する科⽬を基本的に
すべて登録する⼿順

⑤「優先指定」を設定する
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④履修登録⽇程
履修登録期間にすること（ 1/5 ）

共通教育科⽬の必修科⽬は予め登録されている。
（配当年次の１回のみ。落とした時は⾃分で登録。）

正しく登録されているか確認する。
・必要な科⽬が全てあるか？
・曜⽇時限は正しいか？
・科⽬ごとに指定されている所属は正しいか？
疑義がある場合は，⾄急基幹教育学務係へ
参考資料）
・「時間帯表」（履修案内p.104 ）
・「Web授業時間割表」
・「Web 版シラバス」（次ページ）
[注意]
・保健学類は１年次Ｑ１に限り，専⾨教育科⽬の
必修科⽬も予め登録されている。

・⼈⽂学類と国際学類の初学者ゼミⅠと３Ａプレゼン
ディベート 論（初学者ゼミⅡ）については必修だが
登録されない。学類からの指⽰に従って⾃分で登録
・留学⽣の⽇本語科⽬も⾃分で登録（指⽰があります。）

①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
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④履修登録⽇程
履修登録期間にすること（ 1/5 ）

＊削除したい時＊
登録されている必修科⽬を，以下の制度の利⽤により
削除したいときは基幹教育学務係へ

・既修得単位の認定 p.87
・外部試験による認定p.36~

※申請書が必要です。 締切：4/12（⾦）17時

①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
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④履修登録⽇程
履修登録期間にすること（ 2/5）

〇確認しないとどこに⾏っていいか分からない
ので，必ず確認（「Web授業時間割表」も参照）

・登録されている科⽬の時間割番号をクリック

その授業のシラバスが開く

「担当教員名」，「教室名」等を確認
※載っていない場合は，「Web授業時間割表」を参照

・講義棟内での教室配置は，履修案内の巻末に
掲載されている。

・シラバスには授業の⽬標や概要，テキスト等
も書かれているので，併せて確認

②必修科⽬の担当教員，教室等を確認する

✔クリック

※ポップアップブロックしている場合は解除49/65



④履修登録⽇程
履修登録期間にすること（3/5 ）

※初習⾔語科⽬が卒業要件となっている
⼈間社会学域（学校教育学類を除く）
及び，それらに進む可能性が⾼い

総合教育部（⽂系）
が主な対象（卒業要件でない場合は⾃由履修科⽬となる）

〇まず履修したい⾔語を決める

ドイツ語，フランス語，ロシア語，
中国語，朝鮮語，
ギリシア語，ラテン語，スペイン語

※システム抽選で落選するかもしれないので
順位を決めて複数決めておく

③初習⾔語科⽬を登録する（その１）
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④履修登録⽇程
履修登録期間にすること（ 3/5 ）

③初習⾔語科⽬を登録する（その２）

〇ドイツ語，フランス語，中国語，スペイン語
通常は「セット開講」科⽬を履修

・学類等毎に優先される時間帯がある。
⼊⼝で配布した資料を参照

・セット開講科⽬は１コマ決めると１年間
の時間割が決まる。

・まず「初習⾔語希望登録」を登録する。
この希望順で抽選され，１セットを限度
として当選

・希望しない⾔語は登録しなくて良い

〇ロシア語，朝鮮語，ギリシア語，ラテン語
⼜は

セット開講ではないドイツ語等
「初習⾔語希望登録」の登録は不要で次に
次に進む

✔クリック

※ポップアップブロックしている場合は解除
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④履修登録⽇程
履修登録期間にすること（ 3/5 ）

③初習⾔語科⽬を登録する（その３）

〇「追加」ボタンから希望科⽬を登録
〇「時間割検索」ボタンから検索登録も可
※「初習⾔語希望登録」の登録だけでは抽選さ
れないので注意

・セット開講科⽬を登録
セット内の時間割すべてが⾃動的に登録

（削除した場合も全て⼀緒に削除）
・複数セットの登録も可（当選は１つまで）✔クリック
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④履修登録⽇程
履修登録期間にすること（ 4/5 ）

④その他の履修希望科⽬を登録する

〇初習⾔語科⽬以外のすべての科⽬を登録
・専⾨教育科⽬（医学類は不要）
・ＧＳ科⽬
・基礎科⽬
・⾃由履修科⽬ 等

〇「追加」ボタンや「時間割検索」等から登録

〇備考欄に「抽選対象」とあるものはシステム
抽選の対象

（多くのＧＳ科⽬，初習⾔語科⽬等）

〇同⼀曜⽇時限に
第１~第５希望まで登録可

※落選した時のために
できるだけ多く登録すること。

✔クリック
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④履修登録⽇程
履修登録期間にすること（ 4/5 ）

④その他の履修希望科⽬を登録する

〇抽選においてはほかの学⽣の登録状況が重要
（希望の多い科⽬は当選しにくい。）
「抽選科⽬登録状況」で公開

〇専⾨教育科⽬等を登録する場合は，「追加」
ボタン後の画⾯で切替

〇シラバスや「Web授業時間割表」の対象学⽣
欄に，「初⼼者限定」や「経験者限定」＊
「〜学類優先」等の記載があるものがあるので
注意

＊該当しない場合，システム上登録できても履修登録が削除されることがあるので注意

✔クリック

✔クリック
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④履修登録⽇程
履修登録期間にすること（ 5/5 ）

〇システム抽選時の抽選の順番：ランダム
・・・本当に履修したい科⽬の抽選に⾏きつく前にCAPに

到達してしまう可能性が。。。

どうしても履修したい抽選科⽬は優先指定
[優先指定]
・どの曜⽇時限の第１希望科⽬より先に抽選

（但し，「優先指定」の中はランダムな順で抽選）

・⼀⼈各クォーター３つまで
・↑のうち初習⾔語科⽬のセット開講科⽬には
１つまで使⽤可（２つ以上も設定はできるが無効

セットに含まれるいずれかの科⽬に設定）
注）余っても持ちこせません。分け合えません。

・

✔クリック
⑤「優先指定」を設定する
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④履修登録⽇程
システム抽選処理期間

• 履修登録期間 〜4/5㈮ 12時29分
• システム抽選処理~4/6(⼟)9時

• 抽選結果公開 4/6(⼟) 9時
• 履修登録補正期間開始

4/6 (⼟) 12時30分
• 授業開始 4/8㈪~

• 履修登録補正期間終了
4/14㈰ 18時

学⽣の皆さんがシステム上できることはありません。
以下の順で抽選を⾏っています。

①初習⾔語科⽬「セット開講」科⽬で「優先指定」
されている科⽬の抽選（希望順位1=>2=>…）

②初習⾔語科⽬「セット開講」科⽬で「優先指定」
されていない科⽬の抽選（希望順位1=>2=>…）

③優先指定されている抽選科⽬
（優先指定科⽬内はランダムな順）

④優先指定されていない抽選科⽬
（第１希望=>第２希望=>…／曜⽇時限（集中講義含む）はランダムな順）

※セット開講科⽬は１つまで当選

※セットではない初習⾔語科⽬はここから抽選

※同時に複数履修することができな
い科⽬は，同時に複数当選しない

※同じ曜⽇時限に複数当選すること
はない

※シラバスや「Web授業時間割表」
で”優先”と書かれている所属等は
抽選時に優先される。

（同じ希望順位での抽選時）

※抽選の途中でCAPに達しても，CAP対象外科⽬
の登録が残っている場合，それらのみ抽選続⾏

※セット開講科⽬は１つまで当選

⓪抽選対象外科⽬の処理・確定
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④履修登録⽇程
抽選結果公開時にすること

〇履修登録時と同じ⽅法で履修登録画⾯を開き，
システム抽選の結果を確認する。

〇落選した科⽬がある・・・
ほかに取りたい科⽬ができた////

やっぱりやめたい科⽬が；；
登録を忘れていた（汗
履修登録補正期間開始後に作業
できるよう準備
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 57/65

• 履修登録期間 〜4/5㈮ 12時29分
• システム抽選処理~4/6(⼟)9時

• 抽選結果公開 4/6(⼟) 9時
• 履修登録補正期間開始

4/6 (⼟) 12時30分
• 授業開始 4/8㈪~

• 履修登録補正期間終了
4/14㈰ 18時



④履修登録⽇程
履修登録補正期間開始後にすること

〇履修登録画⾯を開き，履修登録を補正する
（画⾯を開きっぱなしの場合はリロード）

〇この期間には，
・履修登録の取消及び追加ができる。

（抽選で当選したものを含む）

・システム抽選対象科⽬は適正⼈数に達する
までシステム受理順で登録可（早いもの順）

ほかの学⽣の登録状況はここか
ら確認できる

※当選科⽬を間違って削除
適正⼈数に達してしまったら，
誰も戻せないので注意
（変更ログを取っているので分かります。）
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• 履修登録期間 〜4/5㈮ 12時29分
• システム抽選処理~4/6(⼟)9時

• 抽選結果公開 4/6(⼟) 9時
• 履修登録補正期間開始

4/6 (⼟) 12時30分
• 授業開始 4/8㈪~

• 履修登録補正期間終了
4/14㈰ 18時



④履修登録⽇程
履修登録補正期間開始後にすること

〇補正が完了ＰＤＦで保存
〇期間中は何度でも修正可

授業開始後も訂正可。但し，１回⽬に出席していない場合は基本的に
⽋席扱いとなるので注意

59/65

• 履修登録期間 〜4/5㈮ 12時29分
• システム抽選処理~4/6(⼟)9時

• 抽選結果公開 4/6(⼟) 9時
• 履修登録補正期間開始

4/6 (⼟) 12時30分
• 授業開始 4/8㈪~

• 履修登録補正期間終了
4/14㈰ 18時



１７．履修登録について
⑤初習⾔語「セット開講科⽬」の登録について

（補⾜1/3）
⼈社学域（学校教育を除く）＆総合教育部（⽂系）
 １年次第１クォーター
履修登録時 セットで登録
当 選 セットで当選
補正期間 セットで登録・削除可
１年次第２〜第４クォーター
履修登録開始時に予め登録されている（履修した場合）※

履修登録時 新規登録／削除 不可
補正期間 新規登録／削除 不可
※セット内の科⽬で不可・放棄となった場合，セットは解除され登録されなくなることがある。
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１７．履修登録について
⑤初習⾔語「セット開講科⽬」の登録について

（補⾜2/3）
⼈社学域（学校教育を除く）＆総合教育部（⽂系）
 ２年次以降第１クォーター
履修登録時 セットで登録※

当 選 セットで当選
補正期間 セット開講科⽬も個別に登録可。
※当選したセット開講を削除すると，セットに戻すことはできない。
※セット内に修得済や履修中（成績が「保留」となったもの含む）の科⽬がある場合は登録できない。

２年次以降第２〜第４クォーター
履修登録開始時に予め登録されている（セットで履修した場合） ※

履修登録時 新規登録／削除 不可
補正期間 セット開講科⽬も個別に登録可
※但し，セット内の科⽬で不可・放棄となった場合，セットは解除され，登録されなくなることがある。
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１７．履修登録について
⑤初習⾔語「セット開講科⽬」の登録について

（補⾜3/3）
学校教育学類・理⼯学域・医薬保健学域
総合教育部（理系）
 第１クォーター
 履修登録時 セットで登録※

 当 選 セットで当選
 補正期間 セット開講科⽬も個別に登録可

※当選したセット開講を削除すると，セットに戻すことはできない。
※セット内に修得済や履修中（成績が「保留」となったもの含む）の科⽬がある場合は登録できない。

第２〜第４クォーター
 履修登録開始時に予め登録されている（セットで履修した場合）※

 履修登録時 新規登録／削除 不可
 補正期間 セット開講科⽬も個別に登録可
※但し，セット内の科⽬で不可・放棄となった場合，セットは解除され，登録されなくなることがある。
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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」等の成績となり単位が認定されま
せんので注意してください。
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１８．学籍番号と名列番号
• 各学⽣に「学籍番号」と「名列番号」を付与

どちらも「学務情報サービス」「学籍情報」から確認可

学籍番号（１０桁）
• 基本的に卒業まで変わらない。⼀⼈に⼀つ振られた固有の番号

（下３桁はランダム）
• 各種申請，試験，掲⽰や呼び出しでも使⽤
• 学⽣証に記載されている

 名列番号（３桁）
• 学域学類等で学年ごとに付番
• 学類等により年度ごとに変更されることが
ある
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１９．閉会
相談室等の案内

• なんでも相談室について
⽇程：４⽉２⽇（⽕）〜４⽉５⽇（⾦）
場所：総合教育講義棟
詳細は，本⽇配付の⻘袋内のチラシで確認
内容：履修登録に関すること等
例）初習⾔語は何を選べばいい？ＧＳ科⽬は？

• ネットワーク接続⽀援について
⽇程：４⽉2⽇（⽕）〜４⽉５⽇（⾦）
場所：総合教育講義棟３階Ｂ６講義室
詳細な⽇程，場所は⼊⼝で配布
内容：学内のインターネット接続に関すること
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