第2章

履修登録
②3 年次終了時に72単位以上修得しており、かつ、 3 年次終

1 ．履修登録について

了時の累積GPAが2.5以上の者は、 4 年次に42単位を超え

（1）履修登録とは

て履修することができます。

履修登録とは、定められた時期にその年度・期に履修しよう
とする科目を、本人の責任において、登録する手続きのことで

（2）クラス

す。履修する全ての科目をSophieにて登録します。登録されて

1 つの科目について複数の「クラス」が設けられている場合

いない科目は履修することができないので、登録事項に間違い

があります。カリキュラム上、 1 つの科目を複数のクラスに分

のないよう注意して登録を行ってください。

けて授業を行うので、この場合、履修できるクラスは 1 つに限
られます。

（2）履修登録準備
年度・期の初めにSophie上で、単位の修得状況を確認します。

（3）クラス指定科目

『履修要覧』により今年度の履修計画を立て、シラバスで授業

以下の科目は授業開始前にクラス分けが行われます。指定さ

内容を参考にしながら履修科目を選び、履修登録を行います。

れたクラスを履修登録してください。クラスの変更は原則受け

なお、冊子類の内容には変更が生じることがあるので、必ず毎

付けません。
・クラスが指定される科目…第一外国語、第二外国語など

日Sophieの掲示を確認してください。

・希望クラスの調査後にクラス指定される科目…体育運動学、
（3）履修登録の時期

基礎課程演習、情報活用演習、教職に関わる科目など
1 ～ 3 年次生

4 年次生

前期履修登録

通年科目・前期科目・
後期科目

通年科目・前期科目・
後期科目

後期履修登録

後期科目

なし ※

（4）自動登録科目
以下の科目は履修登録を希望する場合でも、履修登録期間前
までにあらかじめ履修画面に登録されている科目です。
・ 2 年日本語 1

※ 4 年次生の後期履修登録

・日本事情 1 ・ 2 （外国人留学生 1 年次生のみ）

前期の単位修得状況により、卒業、副専攻修了、資格取得の
ために後期科目をさらに履修登録する必要が生じた場合は、本

・Advanced Japanese Studies（帰国生、インターナショナ
ル出身生の 1 年次生のみ）
・日本語教育実習（実習資格試験合格者で所定の要件を満た

人の責任において後期履修登録が可能です。

した学生）
・博物館実習（ 4 年次「博物館実習」クラス分けガイダンス

2 ．履修登録単位数のルールと諸注意

に出席した学生）

（1）登録単位数の上限

・教育実習指導 1 〜 6 （教職課程所定の手続きをした学生）

無理のない学修計画を立てるよう、大学設置基準第27条の 2

・教育実習 1 〜 4 （教職課程所定の手続きをした学生）

に基づき、各年次の年間登録単位数の上限を以下のとおり定め

・教職実践演習（教職課程所定の手続きをした学生）

ています。

・保育実習指導Ⅰ・Ⅱ（初等教育学専攻幼児教育コースの学

年間登録単位数とは、その年度に履修登録したすべての単位
（修得できなかった科目の単位も含む）の合計です。自動登録
科目、資格関係科目の単位も含みます。なお、海外語学研修等
で認定された単位、卒業論文 8 単位は、登録単位数の上限には

・保育実習Ⅰ・Ⅱ（初等教育学専攻幼児教育コースの学生で
保育士養成課程所定の手続きをした学生）
・インターンシップ（グローバルリーダーシップ・プログラ
ム履修中の 3 年次のみ）

含みません。

年間登録単位数

生で保育士養成課程所定の手続きをした学生）

1 年次

2 年次

3 年次

4 年次

42

48

48

42

・卒業論文（ 4 年次生のうち「卒業論文」を未修得の学生）
・継続履修が認められた科目（前年度に継続履修の申請手続
きを行い、当年度前期に留学中の学生のみ）⇒p.36も参照

2019年度以降入学者は、次に該当する場合にのみ上表の年間
登録単位数の上限超過が特別に認められます。
①教職課程履修者は、最大12単位の年間登録単位超過が許可
されます。
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（5）人数制限科目
人数制限科目とは、授業内容等により授業開始前に選抜等を
行い、受講人数を制限する科目です。あらかじめ人数を制限す

る科目については、シラバスに記載されているので、Sophieの

（7）再履修

事前登録画面または研究室指定の手続きを経て申請してくださ

原則として、すでに修得済みの科目を履修することはできま

い。また、人数制限の欄に記載がない場合でも、教室等の利用

せん。ただし、『履修要覧』の各カリキュラムページに再履修

施設の定員数を超えた場合に選抜等が行われることがあります。

できる科目として掲載されている科目に限り履修が認められ、

履修を希望する科目については以下を徹底してください。

修得した単位は卒業所要単位に含めることができます。

①選抜等が行なわれるかどうかをシラバスおよびSophieで確
認する
②人数制限科目にエントリーする

（8）時間割重複
同一時間に複数科目を重複して履修することはできません。

 Sophieによる事前登録科目の場合 ：Sophie掲示記載の申し込み

また、集中講義の日程が重複して行われる場合（含、一部日程

期間中に、Sophieの事前登録画面から申し込み、事前登録

重複）、登録することはできません。

照会画面で申し込み状況を確認する。
 研究室による人数制限科目の場合 ：Sophie掲示記載の受付方法
に従い申し込む。
③初回授業に必ず出席する
＜後期科目について＞
・後期科目であっても前期の事前登録期間に人数制限のため
の選抜等が行われることがあります。選抜等が行われるか

（9）開講取止め
非常勤講師が担当する授業科目の履修登録者が 5 名未満の場
合、その科目は原則として開講取止めになります。ただし、必
修科目、選択必修科目、副専攻または資格取得要件科目は、開
講取止めになりません。また、学部生が履修できる大学院開講
科目は大学院学生の履修登録者数により開講取止めとなります。

どうかをシラバスおよびSophieで確認してください。
（6）履修年次
「年次指定科目」は必ず指定された年次に履修してください。
推奨される履修年次が、「標準履修年次」、「履修の目安」、「履
修モデル」として記されている場合がありますので参考にして
ください。またシラバスには「対象学年」として、履修できる
年次を示しています。科目の難易度や学修の習熟度に応じて決
められていますので、これに従い履修登録するようにしてくだ
さい。科目によっては指定された年次においてのみ履修できる
科目もありますので注意してください。
＜ 1 年次生が履修できる科目＞
1 年次生の履修ページ（pp.54-57）を参照してください。
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後期科目含む

3 ．履修登録のながれ

後期科目のみ

Sophieにログインし履修登録を行います。本登録期間

原則として 1 年間の履修登録を 4 月に行います。履修登録の
手続きは以下のとおりとなります。手続きはすべて学生自身の
責任において行われるものです。履修登録を行わなかった場合
は、その年度・期の履修は放棄したとみなされます。冊子類、

中は、登録内容を何度でも変更できます。登録内容の最
新状況はSophieの履修登録状況照会画面上で確認してく
ださい。履修本登録締め切り時刻までにすべての科目の
登録を完了します。
※Sophieでは登録できない科目があった場合は、履修本
登録期間中に教務課窓口での手続きが必要です。

Sophieによる登録関係の連絡事項に注意して、間違いのないよ
うに行ってください。
【前期】

履修本登録

＜履修登録の注意＞
・操作マニュアルはSophieのダウンロードセンターに掲

【後期】

3 月末～ 履
 修ガイダンス出席

前期成績確認

9 月上旬～

クラス指定科目・自動登録科目の確認
以下の科目がSophieの履修登録画面上に表示されてい

載するので熟読すること。
・人数制限科目の中には、後期の履修登録期間に登録を
行う科目もあります。
・履 修登録についての質問は教務課窓口で受け付けま
す。Sophieでの操作方法を含め、不明な点がある場合

るかを確認します。

にはわからないままにせず、教務課窓口でお尋ねくだ

・第一外国語

さい。ただし、電話およびメールでの問い合わせには

・第二外国語

応じられません。

・自動登録科目

・各自のパソコンや通信環境の障害を理由に登録できな

※クラスの変更は原則受け付けません。

い場合でも特別な措置はとりません。時間に余裕を持
って登録すること。

後期科目含む    人数制限のある科目の手続き    後期科目のみ

履修登録確認

人数制限のある科目を履修する場合は、履修本登録前
に手続きが必要です。シラバスおよびSophieの掲示板で

履修登録確認期間にSophieにログインし、登録内容を

人数制限があるかどうかを確認し、必要な手続きを期限

確認します。登録が許可された科目が時間割に表示され

内に行ってください。

ます。

Sophieによる人数制限（事前登録）科目と研究室に
よる人数制限科目で同じ曜日・時限に重複申請すること

Sophieの自己判定機能を利用し、進級要件または卒業
所要単位に対する履修単位数を確認してください。

のないよう注意してください。
Sophieによる人数制限 研究室による人数制限
（事前登録）
（初回授業抽選含む）
Sophieの事前登録から 研究室指定の方法による
申請する
※詳細はSophie掲示…
申請 ※詳細はSophieダウン （履修登録）参照
手続き
ロードセンター掲載
の履修登録マニュア
ル参照
申請
期間

事前登録期間
※詳細はSophie掲示…
（履修登録）参照

結果
発表

Sophieの事前登録照会 Sophieの掲示（履修登録）
※発表日はSophie掲示 ※発表日はSophie掲示
（履修登録）参照
（履修登録）参照

履修
登録

登録不要→当選の場合 登録必要（本登録期間中）
は自動で登録される
→各自で科目を登録する

履修
取消

取消不可

履修登録科目の修正
履修登録確認の結果、履修登録す
べき科目が登録されていない場合、時間割の空いている

時限に限り、履修登録確認期間に科目の追加を行うこと
ができます。
＜修正時の注意＞
・履修が許可されていない人数制限科目およびクラス指
定科目を追加することはできません。
・原則として、科目の削除・変更は認めていません。た
だし、以下の①～②について「特別削除願」が認めら

研究室指定の期間による
※詳細はSophie掲示…
（履修登録）参照

取消対象外科目
（⇒p.25）
でなければ取消可

＜人数制限科目手続き時の注意＞
・後期科目であっても前期に人数制限が行われ、後期に

れた場合は、科目を削除することができます。
①「年次指定科目」と記載されている科目（該当年次
のみ、ただし卒業に必要な単位を既に修得している
場合は除く）を履修本登録期間に登録し忘れ、当該
科目の曜日時限に他の科目を登録している場合（既
登録の科目を削除する）
②履修条件エラー等で教務課から登録の取り消しを求
められた場合
分野系列変更 学科の指示等により、分野系列を変更で
きる場合があります。変更を希望する場合は、履修登録

確認期間に教務課で手続きを行ってください。
履修登録確定

追加募集をしない場合があります。一方で、前期には
人数制限が行われず、後期のみ人数制限が実施される
場合があります。いずれにしてもSophie掲示（履修登
録）を参照し、指定された期間に申し込むこと。
・申請締め切り後の申し込み・申請内容の変更は原則と
して受け付けません。
・人数制限科目に申し込む前に、所属学科の必修科目や、
履修しなければならない科目と時間割が重なっていな
いかをよく確認してから申し込むようにしてください。
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登録内容が確定します。確定した登録内容は、Sophie
上で常に確認できます。履修登録確認期間に手続きをし
た場合は、Sophieにログインし、登録内容を確認してく
ださい。
6 月頃

履修取消

11月頃

手続き等については「 4 ．履修取消（p.25）
」を参照
してください。

4 ．履修取消
（1）履修取消とは
履修取消制度とは、授業を受けてみた結果授業内容が勉強し
たい内容と異なっていた、あるいは授業についていくだけの知

（3）申請方法
＜申請期間＞
前期： 6 月 1 日〜 7 日
前期、後期、通年科目の取り消しを申請する。
後期：11月 8 日〜 14日

識が不足していた等、そのままでは単位を修得することが難し

後期および通年科目の取り消しを申請する。 4 年次生

いと判断した場合、履修登録した科目の取り消しを申請するこ

は取り消し不可。F（OC）の評価がついた通年科目

とができます。ただし、 4 年次生のみ取り消しの申請は前期ま

も取り消し不可。

でとし、後期（11月）の取り消しはできません。

〔例外〕履修取消期間と学外実習（教育実習など）が重なる
学生の対応について

（2）取消対象外科目
以下のいずれかに該当する科目は、取り消すことができませ

申請期間と学外実習期間がすべて重なる場合のみ、
学外実習 1 週間前から申請手続きを受け付ける。
＜申請場所＞

ん。
①必修科目（全学必修分野、所属学科の専攻課程分野）
②以下の全学必修分野の選択必修科目のうち卒業所要単位が
未修得のもの

教務課窓口
＜申請方法＞
Sophieのダウンロードセンターにある申請書に、必要事項を

a．キリスト教学Ⅰ

入力する。入力済の申請書を印刷（プリントアウト）し、教務

b．キリスト教学Ⅱ

課窓口へ提出してください。

c．第二外国語
③以下の実習科目
a．教育実習

（4）履修取消の確認
履修取消確定後にSophieにログインし、履修登録照会画面上

b．保育実習Ⅰ・Ⅱ

で取り消し内容を確認してください。申請要件を満たしている

c．博物館実習

科目のみ取り消しが認められます。なお、申請期間後の申請内

d．日本語教育実習

容の変更、および、追加は認められません。

④履修取消の申請期間より前に成績が確定する科目（一部の
集中講義、通年科目で前期の中間評価が F （OC）となっ
た科目など）
⑤事前登録により履修が確定した人数制限科目
⑥卒業論文

（5）注意事項
・取り消した科目は成績通知書および成績証明書には記載さ
れません。
・取り消した科目の単位は登録単位数から減ずることができ
ます（単位の上限p.22）
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