
【教務関係】　よくある質問Ｑ＆Ａ

項番 項目 質問 回答

1 全体・その他 履修心得を読んでも分かりません。何を履修したらいいのでしょうか？
履修心得のP.48-49に各学科の履修モデルがあります。参考にしてください。また、担任の先生と相談するのが
良いと思います。新入生オリエンテーションでの説明を思い出して、不明な点を明確にしたうえで、相談に行くよ
うにしましょう。

2 全体・その他
掲示を見てもどれが自分に関係するのか分からないのですが、どうすればいいです
か？

必要な情報を自分で取得できるようになりましょう。今後の学生生活では、このような情報収集力が必要になりま
すので、早いうちに慣れるようにしてください。掲示されている内容で不明な点があれば、事務室などに確認して
ください。

3 全体・その他 教科書は買わなければいけませんか？１回目の講義から必要ですか？

必修科目については、1回目から購入することをお勧めします。
履修するかどうか迷っている場合などについては、よく考えて決めてください。
シラバスにも教科書や講義の進め方が記載されていますので、参考にしてください。
※2020年度春学期はコロナウィルスの影響もあり、大学生協が「宅配による教科書購入」に対応してくれます。詳
細は本学 大学生協のHPにて確認してください。

4 全体・その他
なぜクラス指定があるのですか？変更できませんか？
同じ名称の科目でも1クラスは履修できるのに、2クラスは履修できなかったりします。

教室設備の関係や授業内容の調整のため、分けています。
そのため、原則、クラス変更はできません。

5 全体・その他
今年履修できない科目が来年必修と重なって、また履修できないということはないの
ですか？

可能性はあります。特に教職関連の科目については、その傾向が強いので、履修できるタイミングに注意してく
ださい。時間割も1年毎に変更されます。去年も今年も必修と重なっているなど、どうしても履修できない場合は、
事務室に相談してください。

6 全体・その他 就職活動は何年生からするのが普通ですか？
新入生のガイダンスでも説明があります。就職活動は、みんなと同じように普通にしていればどうにかなるもので
はありません。従って、事前準備なども含めると１年生からでも関連した活動は可能です。詳細は、キャリアセン
ターでアドバイスを受けてください。

7 全体・その他 授業のない曜日は大学に来なくていいのですか？
大学は高校までと違って、自分で履修計画を立て、自分で学ぶところです。必要がないと感じるのであれば大学
に来なくても良いです。アルバイトをしたり、課外活動をする学生も多くいます。

8 全体・その他 卒業には128単位必要ですが、4年間で全部取り終えないといけないのですか？
そうです。科目によっては先修条件というものがあり、それを満たさないと履修できない科目もあります。よって、
128単位を単に集めればいい訳ではなく、計画的に履修する必要があります。詳細は履修心得の巻末にある教
育課程表で確認してください。

9 全体・その他 教育課程表の一番左にある数字はバラバラですが、何の意味がありますか？
履修心得にも記載がありますが、「科目ナンバリング」と呼ばれるもので、学習の段階や順序等を教育課程の中
で示すものです。主には1年生の科目が100、2年生が200、3年生が300、4年生が400となっていますが、それ以
外もあります。

10 全体・その他
入学式で担任一覧が配られていましたが、自分の学科の分が入っていませんでし
た。どうしたら良いですか？

4/3(金)に教学Webにて、担任一覧をお知らせ配信していますので、確認してください。

11 全体・その他 LUNAのポートフォリオが見つかりません。どこにありますか？
LUNAトップページの上段にあります。LUNAサポートと記載のある箇所を押下したらLUNAの操作マニュアルも
でてきます。

12 履修
履修登録をするかどうか、迷っている講義があります。履修登録をする前でも講義に
出た方がいいですか？

出てください。語学などの科目によっては、初回から出席回数をカウントします。履修登録最終確定まで期間が
ありますので、履修の可能性のある講義には全て出席し、登録するかどうかよく考えてください。

13 履修
体育方法学演習Ｃ・体育方法学講義Ｃの抽選申込で、間違って上ケ原キャンパス開
講のクラスを申し込んで当選してしまいました。取り消すことはできますか。

申込制科目の取消は原則できません。必修科目と重複しているなど特別な事情がある場合でも取消は難しい可
能性が高いですが、その際は事務室に相談してください。

14 履修
専門教育科目と体育方法学演習Ｃのコマが重複しています。どちらを優先するべき
でしょうか？

一概には言えませんが、多くの場合、専門科目を優先すべき事例が多いです。履修心得を熟読し、自分の学科
のカリキュラムを熟知した上で、優先順位を自分で考えて判断して下さい。

15 履修
教員免許状の取得に必要な体育方法学演習Ｃの抽選に落ちました。卒業までに取
れないことがありますか？

今のところ、卒業するまでに履修できなかったケースはありません。３年生時には、教職課程を取っている学生は
優先申込が可能ですので、履修心得を確認してください。

16 履修
履修登録が完了したというメールが届きません。履修登録が正常に完了していない
ということですか？

履修登録を完了させるためには、履修科目を選択し、「履修科目チェック」ボタンを押して、エラーがないことを確
認した後に、「申請」ボタンを押す必要があります。「申請」ボタンを押さないと履修登録は完了しません。履修登
録が完了していないと、成績が付かず単位も取得できないため、必ず「申請」ボタンを押してください。

17 履修
心理学（理工）と心理学概論（総政）、社会学（理工）と社会学（総政）、地誌学（理
工）と地誌学（総政）、西洋史（理工）と西洋史概説（総政）は理工と総政の両方を履
修できると聞いたのですが、履修登録画面に出てきません。どうしてですか？

それぞれの科目において、どちらか一方を履修・修得すると、もう一方は履修できません。

18 履修
総合政策学部で開講されている科目を履修しようとしても、履修登録の画面に表示
されません。なぜですか？

履修登録画面の時間割コマにある「＋」を押すと、そのコマに開講されている科目一覧が表示されますが、デ
フォルトで自学部の科目一覧が表示されています。他学部や全学科目のタブをクリックすることで表示を切り替
えられます。なお、他学部の時間割表で✝印が付いている科目は、その学部以外の学生は履修ができません。
そのような科目は、履修登録画面には表示されません。

19 履修 兵庫医大の先生の「連携講座（医学入門）」はどこにカウントされるんですか？
連携講座は共通教育センターという部署が開講しています。理工学部以外の部署が開講している科目は、総合
教育科目の総合選択科目に入ります。

20 履修
教育課程表や時間割の「1年生」のところに記載がある科目は、「2年生以上」のところ
には記載がありません。これは「2年生以上」は履修できないということなのですか？

教育課程表や時間割にある「1年生」というのは「履修基準年度」です。よって、「1年生」のところに記載があるも
のは「1年生以上」であれば履修ができるという意味ですので、「2年生以上」でも履修ができます。

21 履修
履修基準年度が「1年生」になっているものを「2年生」の時に履修したら「1年生」と一
緒に受講することになりますか？

その通りです。学年構成はバラバラになります。

22 履修 「キャリアデザイン論」を取ったらどこに単位が入りますか？
情報と人シスは必修、それ以外は専門選択科目にカウントされます。詳細は履修心得の巻末にある教育課程表
で確認してください。

23 履修
「キリスト教学」はいつのタイミングで履修登録をしたら良いですか？」
※2年生以上の再履組を想定（1年生はクラス指定し、事務で強制登録しています）

通常の履修登録期間中に履修登録してください。1年生と違い、クラスの指定はありません。
※2020年度履修登録期間：4月22日（水）～24日（金）

24 履修
自学部の日本国憲法が時間割の重複で履修できません。他学部の日本国憲法を履
修しても良いのでしょうか？

法学部の日本国憲法のみ、他学部の履修制限をかけているので、登録できません。それ以外の学部であれば
登録できます。

25 履修
体育の科目等。教職を取るために必要な科目と必修科目の履修とが重なります。今
回履修できなければ2年生で履修したら良いですか？

春学期は難しくても秋学期に履修可能な場合もありますし、秋学期も無理な場合、2年生になったら履修可能な
場合もあると思います。3年生になれば優先申込みもあるので、焦らず、自分の履修計画に従って履修してくださ
い。

26 履修
体育の科目は複数クラス開講していると思うのですが、希望はどこまで入れたらいい
のですか？クラス指定はありますか？

選択できる最大のの希望数を入れても良いし、第一希望のみでも大丈夫です。誤って上ケ原キャンパス開講科
目を履修しないように注意してください。「当選したら困る」と思う時間帯には絶対に希望を入れないでください。
体育はクラス指定がありませんので、複数クラスの中から自分の空いているコマを考えて申請してください。

27 履修 予備登録とは何のことでしょうか？やり方もわかりません。

申込（抽選）制科目のことです。教学Webから登録をします。履修心得の14ページを参照し、教学Webの「申込
（抽選）制科目登録」から登録してください。。デフォルトが理工学部開講の予備登録科目になっていますので、
スポーツの科目等、理工学部以外の部署が開講する科目は「開講部署」のタブで切り替えてください。なお、新
入生であれば、4/1の学科別オリテンで配付した「クラス分け指定一覧表（A3サイズ1枚）」の3/3に、予備登録科
目一覧の記載があります。

28 履修 予備登録の科目を誤って登録してしまいましたが、削除はできますか？
予備登録の科目は原則、履修削除ができません。例えば、学部の必修科目で、予備登録期間後にクラスが決
まったもの等であれば、当該センターに依頼し、削除対応可能ですが、それ以外の理由はいかなる理由であっ
ても削除できません。
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29 履修
臨海実験の2単位は、春学期の履修単位数制限の中に入りますか？秋学期でしょう
か？

理工学部開講の集中講義は履修単位数制限に入りません。履修単位数制限に関する記載が履修心得の74
ページにある、「ただし」書きの箇所にありますので確認してください。

30 履修
線形代数のⅠ、Ⅱ等は、Ⅰから順番に履修しないといけないのでしょうか？Ⅰを履修
していないのに、Ⅱを履修する場合、何か不利益はあるのでしょうか？

線形代数はⅡが先でも大丈夫です。履修心得71ページに先修条件の記載があり、ここに記載のあるものは先に
履修すべき科目（順番）があります。科目によってはⅠとⅡで続きの場合もありますし、別々の場合もあります。専
門系の科目であれば、Ⅰを履修してからⅡを履修することをオススメします。

31 履修 必修等、すでに決まっているコマを動かすことはできますか？ クラスの決まっている時間割は動かせません。

32 履修
教学Webを見ましたが、履修登録する前に、すでに時間割に入っている科目は、必
修科目ですか？

表示されているものがあればその通りです。

33 履修 授業内容が面白いと感じたら、同じ科目でももう一度履修することができますか？ 一度履修した科目と同じものは二度と履修できません。

34 履修 クラス分け指定一覧に記載されていない他学科の科目は履修できますか？
履修できますので、通常の履修登録期間中に履修登録してください。
※2020年度は4月22日（水）～24日（金）

35 履修
教育課程表の総合選択科目の一覧に含まれていない科目を履修したいのですが、
記載している科目以外に総合選択科目に含まれるものはありますか？

全学科目等、他学部・他センター開講のものも多くあります。数が多いため、「どれが」という話はしにくいのです
が、例えば、体育の科目等もこれに含まれます。履修心得の巻末にある教育課程表の、総合選択科目欄の下の
方を見てください。※印の一つ目に「他学部開講科目を算入することができる」と記載があります。詳細はシラバ
スや時間割で自分で確認してください。

36 履修
履修の組み方に関する考え方ですが、まず必修科目から埋め、理工学部の時間割
の裏面にあるもの（全学科目）は、空いているコマに入れれば良いのですか？

優先順位も個人個人の考え方によると思いますが、基本的には1年生の間は必修中心に時間割を組み、2年生
以上になれば専門、その他等を増やしていくイメージです。履修計画は人によって違うので、考えてみてくださ
い。

37 履修 単位数はどこを見たらわかりますか？
履修心得の巻末にある教育課程表で確認してください。なお、シラバスでも単位数の記載があります。特に他学
部開講の科目については、シラバスで検索すると良いと思います。

38 履修
卒業に必要な単位数を超えた場合、専門教育科目の余りは総合教育科目に移せる
と聞きました。この逆もできるのですか？

卒業に必要な単位数を超えて修得した専門教育科目は総合教育科目に移せますが、その逆はできません。履
修心得の巻末にある教育課程表で確認してください。総合選択科目の下の方の※印に、そのような記載がない
ことを確認できると思います。

39 履修 履修単位数制限ギリギリまで履修した方が良いのですか？

考え方や履修計画にもよります。たくさん履修を詰めればしんどくなりますが、60点以上の成績を取れば単位数
を加算していくことが出来ます。もし不合格（60点未満）の場合、GPAが下がることにも繋がります。一方、3年間
で116単位を修得し、4年次に卒研科目を履修する必要があるため、平均すると1学期あたり20単位平均となるの
で、特に1,2年次は頑張って履修し、頑張って修得するよう努めてください。

40 履修
選択必修というのは、「選択」という文字通り、この中のどれかを取っておけばいいと
いうことですか？

その通りです。

41 履修 履修登録が合っているかどうか、確認してもらえますか？
事務室では確認しません。また、人によっても履修する科目や考え方は異なりますので、「合っているか/間違っ
ているか」という観点で確認することができません。自己責任のもと、履修計画を立ててください。

42 履修
化学科の学生です。春学期開講の「基礎化学実験I（１）」の履修申込は必要でしょう
か？

＜新入生向け回答＞
化学科の方は必修のため申込不要です。4/1学科別履修指導時に配布されている「2020年度実験科目の履修
登録について」に、入力フォームへのアクセス用QRコードが誤って掲載されていますが、登録いただく必要はあ
りません（もし既に登録された場合はそのままで結構です。）
実験そのものに関する詳細な問合せ先：化学実験室（柿谷さん）

43 履修
環境・応用化学科の学生です。春学期開講の「基礎化学実験I（３）」の履修の申込
は必要でしょうか？

＜新入生向け回答＞
環境・応用化学科の方は必修のため申込不要です。4/1学科別履修指導時に配布されている「2020年度実験
科目の履修登録について」に、入力フォームへのアクセス用QRコードが誤って掲載されていますが、登録いた
だく必要はありません（もし既に登録された場合はそのままで結構です。）
実験そのものに関する詳細な問合せ先：環境実験室（須貝さん）

44 履修
生命科学科or生命医化学科の学生です。春学期開講の「基礎化学実験I」を履修し
たいのですが。

＜新入生向け回答＞
4/1学科別履修指導時に配布されている「2020年度実験科目の履修登録について」に、入力フォームへのアク
セス用QRコードが掲載されていますので、生命科学科の方は「基礎化学実験I（２）」を、生命医化学科の方は
「基礎化学実験I（４）」を登録してください。
実験そのものに関する詳細な問合せ先：生命は化学実験室（柿谷さん）、医化は環境実験室（須貝さん）

45 履修
化学科の学生です。春学期開講の「生命科学入門実験（１）」の履修を希望する場
合、どうすればよいのでしょうか。

＜新入生向け回答＞
化学科の学生が「生命科学入門実験（１）」を履修できるのは2年生からになります。4/1学科別履修指導時に配
布されている「2020年度実験科目の履修登録について」に、入力フォームへのアクセス用QRコードが誤って掲
載されていますが、登録いただく必要はありません（もし既に登録された場合はそのままで結構です。）

46 履修
物理学科の学生です。春学期開講の「生命科学入門実験（１）」の履修を希望する場
合、どうすればよいのでしょうか。

＜新入生向け回答＞
4/1学科別履修指導時に配布されている「2020年度実験科目の履修登録について」に、入力フォームへのアク
セス用QRコードが掲載されていますので、物理学科の方は「生命科学入門実験（１）」を登録してください。
実験そのものに関する詳細な問合せ先：生命実験室（富永さん、伏さん）

47 履修
先進、環境の学生です。春学期開講の「生命科学入門実験（２）」の履修を希望する
場合、どうすればよいのでしょうか。

＜新入生向け回答＞
4/1学科別履修指導時に配布されている「2020年度実験科目の履修登録について」に、入力フォームへのアク
セス用QRコードが掲載されていますので、先進、環境の方は「生命科学入門実験（２）」を登録してください。
実験そのものに関する詳細な問合せ先：医化実験室（富永さん、伏さん）

48 履修

物理、先進、環境の学生です。当初「生命科学入門実験」の履修希望がなかったの
で、実験ガイダンスを聞いていなかったのですが、やはり履修したいを考えていま
す。
ガイダンスを聞いていなくても履修は可能ですか？

＜新入生向け回答＞
ガイダンスを聞いていなくとも履修は可能です。履修希望であれば、まずはQRコードより登録を行ってください。

49 履修 連携講座004は開講しないのでしょうか？予備登録の画面に出てきません。
連携講座004は通常の履修登録期間中に登録する科目なので、予備登録は必要ありません。履修心得の83
ページに記載がありますが、申込方法を見るとブランクになっています。ブランクが何を意味するかは、80ページ
に、「Web本登録・修正期間にWeb登録」と記載のとおりです。

50 履修
1年生ですが、英語は自分で履修登録するのですか？この前もらったクラス分け一
覧に自分の学生番号がありませんでした。

1年生であれば、みなさんが入学する前にクラス分けをし、事務側で強制登録をしていますので、教学Webの履
修登録の画面からも英語の授業が入っていることを確認できると思います。また、学科別履修指導時に配布され
ている「クラス分け指定一覧　※英語（新入生用）」を確認してもらえれば、学生番号の記載があるので、もう一回
確認してください。
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51 履修
時間割には載っているのに、シラバスが出てこない科目があります。開講しないので
しょうか？

不開講の場合は時間割に載っていません。事情により時間割配布後に開講できなくなった科目は教学Web等で
不開講の旨、連絡します。不開講でない場合、教員がシラバスを登録完了ボタンを押下していない可能性があり
ますので、こちらから当該教員に督促します。授業内容は大きく変更することは基本的にないため、まずは昨年
度のシラバスを参考までに確認してください。

52 単位認定
英語の成績優秀者の場合、英語の科目の単位認定が可能と聞きましたが、例えば
面接に合格して英語の単位12単位を単位認定してもらう場合でも、履修単位数制限
については、英語の単位も含めて考えた方がいいのですか？

英語の成績優秀者は英語の免除分は履修単位数に含めなくて良いです。免除者ではない学生よりも履修計画
に余裕ができると思います。ただし、履修修正期間前に面接で合格となった場合、当該学期の単位分も単位認
定されるのでその分多く履修できますが、単位認定の申請が履修修正期間後となる場合、単位認定されても、
履修修正期間が終わっているので当該学期は追加登録できません。翌学期からは余分に履修可能です。

53 単位認定 インターンの単位認定ができると聞きました。どこで手続きしたら良いですか？
ハンズオン・ラーニングセンターになります。三田の学生はコモンズ2Fにある、教務機構というところで認定手続
きができますので、そちらに相談にいってください。

54 時間割 同じ科目で、自分の所属学科ではない学科のクラスは履修できないのですか？
原則、クラスの変更はできません。教室設備の関係や授業内容の調整のため、分けています。ただし、一部の科
目では、他学科の履修も認めている科目もあります。同じ科目名で開講していても、学科によっては授業内容が
少し異なることもありますので、やはり、原則、自学科のものを履修してください。

55 時間割
今年履修できない科目が来年必修と重なって、また履修できないということはないの
ですか？

可能性はあります。特に、教職についてはその傾向が強いので、履修できるタイミングに注意してください。時間
割も1年毎に変更されます。去年も今年も必修と重なっているなど、どうしても履修できない場合は、事務室に相
談してください。

56 時間割
時間割の中に、1限2限と同じ科目名のものが連続で記載しているものがあるが、これ
は片方を履修したら良いのですか？それとも2コマとも履修しないといけないのです
か？

連続コマで入っているものは、2科目とも履修することになります。また、連続していなくても、例えば、月1と木1の
ペアで履修する科目もあります。履修心得の76ページにペア科目についての記載がありますので、確認してくだ
さい。

57 時間割 時間割の十字架にはどういう意味がありますか？ 理工学部以外の他学部の学生が取れない科目に十字印があります。

58 時間割 日本国憲法や法学は、時間割のどこに書いていますか？ 学科の縛りがないため、時間割では、学科ブランクの欄を見れば記載があります。

59 時間割 理工学部以外の時間割はどこに載っていますか？
全学科目については、理工学部時間割の裏面に記載があり、太字になっている科目が三田開講科目になりま
す。それ以外の他学部開講の科目等はシラバスで検索し、確認してください。

60
他学部
他学科

全学科目

総合政策学部で開講されている科目を履修しようとしても、履修登録の画面に表示
されません。なぜですか？

履修登録画面の時間割コマにある「＋」を押すと、そのコマに開講されている科目一覧が表示されますが、デ
フォルトで自学部の科目一覧が表示されています。他学部や全学科目のタブをクリックすることで表示を切り替
えられます。なお、他学部の時間割表で✝印が付いている科目は、その学部以外の学生は履修ができません。
そのような科目は、履修登録画面には表示されません。

61
他学部
他学科

全学科目
他の学科の授業を履修してもいいのですか？

他学科の授業を履修することは可能です。ただし、実験・演習科目やクラス指定されている科目など、制限のあ
る場合は、履修できません。詳細は、履修心得の「他学科履修の制限」と「クラス指定」などを確認してください。

62
他学部
他学科

全学科目
兵庫医大の先生の「連携講座（医学入門）」はどこにカウントされるんですか？

連携講座は共通教育センターという部署が開講しています。
理工学部以外の部署が開講している科目は、総合教育科目の総合選択科目に入ります。

63
他学部
他学科

全学科目
体育の科目は講義科目を履修しないと演習科目を履修できないのですか？

先修条件は特にありませんので、どちらを先に履修しても良いですし、一方だけの履修でも良いです。ただし、
予備登録の必要な科目ですので、申し込んでも必ず履修できるとは限りません。

64
他学部
他学科

全学科目
他学部の履修に必要な手続きはありますか？

予備登録が必要な科目もあれば、違う手続きが必要なも科目もあり、特に手続きの必要のない科目もあります。
手続きが必要な場合は、教学Webや学部掲示板で掲示されますので、確認してください。

65
他学部
他学科

全学科目
AI活用人材育成科目を履修したいのですが、総合選択科目に入るのですか？

他学部開講科目になるため、総合選択科目に入ります。履修心得の巻末にある教育課程表の、総合選択科目
欄の下の方を見てください。※印の一つ目に「他学部開講科目を算入することができる」と記載があります。詳細
はシラバスや時間割で自分で確認してください。

66
他学部
他学科

全学科目

AI活用人材育成科目を取る場合、教学Webから申請するのですか？希望順位という
のも記載がありますが、どうして良いかわかりません。

予備登録が必要なので教学Webから申請してください。希望順位と記載があっても、第一希望のみで登録するこ
とは可能です。もちろん、複数希望申込みすることも可能です。

67
履修

単位数
制限

体育方法学演習Ｃなどの科目は単位数制限に含まれますか？
含まれます。体育方法学演習Ｃなどは「スポーツ科学・健康科学科目」に該当し、総合教育科目の総合選択科
目に充当されます。時間割表の裏面で時間割を確認できます（太字が三田キャンパス開講です）。

68
履修

単位数
制限

集中講義は単位数制限に含まれますか？卒業に必要な単位に算入できますか？

原則、含まれます。ただし、理工学部開講科目で夏季および冬季休暇中に実施している科目は含まれません。
詳細は、学則・シラバス・履修心得を参照してください。全学部生向けに開講されている集中講義の多くは、総合
教育科目の総合選択科目として算入されますが、一部異なる扱いの科目がありますので、履修心得の74ページ
にある、「ただし」書きの箇所にありますので確認してください。

69
履修

単位数
制限

教職科目は卒業に必要な単位数に算入されますか？また、教職科目を取ろうとする
と、履修単位数制限を超えてしまいます。どうしたらいいでしょうか？

原則、含まれません。ただし、一部の科目は総合教育科目の総合選択科目に算入されます。また、「教職に関
する科目」は一部の科目を除いて、履修単位数制限に含まれませんので、履修単位数制限を超えて履修するこ
とができます。ただし、先ほども伝えたとおり、一部の例外科目がありますので、履修心得をよく読んでください。

70
履修

単位数
制限

履修単位数上限について、どこを読めばわかりますか？
履修心得に記載があります。履修単位数の上限を超えて履修することができる科目についても記載がありますの
で、併せて確認してください。

71 教職課程
自分の学科の科目と教職課程の必修科目のコマが重なっているのですが、
どちらを優先させたらいいですか？

自学科の科目がどのような位置づけの科目であるか、先修条件などの設定は無いか、春・秋学期の開講状況な
どを確認のうえ、自分で判断してください。不明な点があれば、担任教員や理工学部事務室に確認してくださ
い。

72 教職課程
２年生以上で履修してもいい科目と、１年生で是非履修しておくと良い教職課程の科
目を教えてください。

当該履修基準年度の科目は、春学期または秋学期で履修できるよう、可能な限り時間割上の配慮をしていま
す。それを踏まえて１年間の履修計画を立て、自分で判断してください。

73 教職課程
体育方法学演習Ｃは教職課程の必修科目ですが、抽選に落ちました。
来年以降にちゃんと履修できますか。

今のところ、卒業するまでに履修できなかったケースはありません。
３年生時には、教職課程を取っている学生は優先申込が可能ですので、履修心得を確認してください。

74 教職課程
基礎化学実験Iなどの科目は、自学科の専門教育科目と教職科目の両方にカウント
されるのですか？

両方にカウントされます。卒業要件と教職課程は、それぞれ別の課程で、ある科目を修得した際に、それぞれの
課程においてどう扱うかが決められています。

75 教職課程
自分の所属学科に異なる教科の免許課程があります。異なる教科の免許を２つ取得
したいのですが、無理があるのでしょうか？

可能ですが、かなりの努力が必要です。

76 教職課程
教職科目を取ろうとすると履修単位数制限を超えてしまいます。どうしたらいいでしょ
うか？

「教職に関する科目」は一部の科目を除いて、履修単位数制限に含まれません。履修心得をよく読んで確認して
ください。それでも履修単位数制限を超える場合は、制限内に抑える必要があります。

77 教職課程
教員免許を取得する場合、学部開講科目以外にも色んな科目を取らないといけない
と思いますが、それについて書いているページはありますか？

教職課程の履修要項11Pを見ると、免許状取得のための要件概要図があり、教員免許取得のために必要なカテ
ゴリーが記載されています。人シスの学生は自学科の単位、教職科目の単位の両方にカウントできるものもありま
す。そこに「必修」と記載のあるものは全部修得することになります。8Pの教育職員免許上取得のための履修表も
参照してください。ここに書いている科目はすべて修得してください。10Pを見ると、大学が独自に設定する科目
があり、必要なことに関する記載もあるので確認してください。日本国憲法や体育の科目は各学部で定めている
ものを履修してください。
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78 教職課程
体育の科目等。教職を取るために必要な科目と必修科目の履修とが重なります。今
回履修できなければ2年生で履修したら良いですか？

春学期は難しくても秋学期に履修可能な場合もありますし、秋学期も無理な場合、2年生になったら履修可能な
場合もあると思います。時間割をしっかりと確認し、優先順位をつけて履修計画を立ててください。なお、体育は
3年生になれば優先申込みもあるので、焦らず、自分の履修計画に従って履修してください。

79 教職課程 三田だけの科目で教職免許を取得するのは可能ですか？
可能です。ただし、時間割の重複で、三田の科目が履修できない場合、上ケ原の科目を履修することもあると思
います。また、実習系科目は外に出向きます。これは三田の学生に限った話ではなく、上ケ原の学生も同じ条件
です。

80 教職課程
博物館学芸員の資格取得に必要な科目は文学部開講となっていますが、私は理工
学部なのでこの資格は取れないのですか？

不可能ではありません。ただし、特に1年生の間は必修科目と重複する可能性もあり、また、キャンパス渡りは前
後1コマ空けないといけないため、コマによっては履修が難しいと思います。例えば、3限上ケ原開講科目を履修
するなら、2、4限空けないといけないのでロスが大きいと思います。

81 教職課程
中高どちらの教員免許も取得したい場合、例えば線形代数であれば、4単位×2の8
単位必要ですか？

4単位修得すれば、高校にも中学にもカウントできます。

82 教職課程 教員免許取得に必要な科目を履修する場合、予備登録で行うのですか？
教員免許取得に必要な科目のうち、体育やコンピュータの科目を受ける人は予備登録を行ってください。教員
免許を希望していない人であっても、登録を行うことは可能です。

83 教職課程 教職科目の中で卒業単位に算入されるものを教えてください。 教育原論、発達・学習過程論は卒業単位に算入されます。詳細は履修心得で自分で確認してください。

84 教職課程
教職課程の履修要綱42Pの「中学免許」の所には「地学実験A」は「必修」とあります
が、「高校免許」のところには「選択」とあります。選択の場合、どれをとっても良いの
ですか？

その認識で良いです。中学免許の場合は必修なので、必ず修得してください。

85 教職課程
履修心得53ページに教職科目に関する記載がありますが、これを全部修得しないと
教員になれないのですか？

その通りですが、詳細は教職課程等履修要綱で確認してください。教職課程の説明会で希望者に配付していま
すが、欠席した学生であっても、コモンズ2Fの教務機構に行けばもらえます。

86 留学 留学先で何を取れば良いかはCIECに相談したら良いのですか？
留学説明会に参加するか、CIEC（コモンズ2F）で聞いてください。受入れの大学で決まっていることもあると思い
ます。

87 留学
留学は単位認定ができると聞きましたが、出発前にシラバス等で条件を確約してもら
えるのでしょうか？

確約はできないので内諾という感じですが、行く前後でシラバスが大きく変わることはないと思います。
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