
操作マニュアル（履修登録）
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第０章 講義の命名ルール
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講義

例） 環境倫理学/環境倫理 3学期金5・6限 布施元先生

シラバスを検索した時や履修登録で受講したい講義を探している時、講義名に2つ以上の科目が表

示されることがあります。これには合同科目や科目の読替えなど、様々な理由があります。

履修登録時、ご自身の「履修要覧」に記載されている科目名が含まれていることを確認してください。

下図では、環境システム学科と人間科学科の合同科目を例に解説します。

環境システム学科の学生

人間科学科の学生

同じ曜日時限で同じ講義を受けていても、学生によって修得できる科目名称
が変わります。

成績が付いた時、学生が所属する学科や課程年度によって科目名が自動的
に切り替わります。2つ以上の科目が並んでいる講義名で履修登録しても問題
ありません。

「環境倫理」で履修登録、単位修得

「環境倫理学」で履修登録、単位修得

2学科合同で開講
環境システム学科生 人間科学科生



第１章 基本操作

ここでは履修登録の手順について、説明します。

１. １ MUSCATへのアクセス

サイトアドレス ： https://muscat.musashino-u.ac.jp/portal/

MUSCATへアクセスした際、操作している端末によって表示画面

が変わります。

パソコン用サイト、スマートフォン用サイトの2種類があります。

履修登録をするためには、MUSCATへのログインが必要です。

ユーザーIDとパスワードを入力して、ログインしてください。
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【パソコン用サイト】

【スマートフォン用サイト】



１. ２ 履修登録画面の構成（PCサイト）

履修登録の画面について、説明します。
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履修登録のリンクをクリックすると表示される、「初期画面」について説明します。

履修登録できる科目は学生の課程年度・所属学科によって異なるため、履修要覧と他学部他学科開講科目の一覧を確
認してください。

履修要覧 → https://www.musashino-u.ac.jp/gakumu/information.html

他学部他学科開講科目 → http://risyuyouran.musashino-u.ac.jp/yoran/hougakubu/other.html

【パソコン用サイト】

★注意★

MUSCATを表示する時期によっては、このマニュアルの画像と実際の画面の構成が異なる場合があります。



履修登録画面について説明します。このページに表示されるボタン等を説明します。

実際の登録手順は次ページ以降を確認してください。
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No. 項目名 内容 注意点

1

読替講義選択
履修要覧等で科目の読替えが指定されている場
合に選択します。

読替えについては履修要覧で確認してください。

不定期開講
講義選択

開講される曜日・時限が定まっていないもの（集
中授業や卒業論文など）を履修登録する際に選
択します。

集中授業を登録するときは、他の授業との日程重複に
注意してください。

他学科
講義選択

他学部他学科開講科目を履修登録したい場合
に選択します。

他学部他学科開講科目は、時間割に表示された鉛筆
マークをクリックしても表示されません。

講義検索
講義名や担当教員等で履修できる講義を探す
場合に選択します。

学期タブで選択された学期で履修登録できる科目が表
示されます。

2 学期タブ
履修登録したい学期を切り替える時にクリックし
ます。

-

3 時間割
履修登録した科目の時間割を確認できます。な
お、鉛筆マークが表示されている時間割には履
修登録できる講義があります。

・必修科目や全員履修科目は事前に登録されています。

・鉛筆マークが出ている曜日時限の科目でも、履修条
件等により登録できない可能性があります。

4 履修単位数
学期・セメスターごとの履修単位数が表示されま
す。

CAP（上限）を超えないよう、履修計画を立ててください。

5 入力内容を確
認する

選択した科目の登録を確定させる画面へ移りま
す。

履修登録の最後にこのボタンを必ず押して、履修登録
の確認画面に進んでください。
この作業を忘れると、履修登録が確定されません。

1

2

3

4

5
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★時間割テーブルで空き時間に履修登録したい場合

【注意】読替科目は青字表示となり、この画面では履修登録できませ

ん。「閉じる」をクリックして画面を閉じ、「読替講義選択」のボタンをク

リックしてください。

①履修登録したい曜日・時限の「鉛筆マーク」をクリックします。すで

にほかの科目が登録されている場合や履修できる講義がない曜日

時限には鉛筆マークが表示されず、履修登録できません。

※他学部・他学科履修科目は「鉛筆マーク」をクリックしても表示され

ません。

②履修登録したい科目について、左端のチェックボックスをクリックし

て「レ」点をつけてください。その後、右下の「登録する」のボタンをク

リックしてください。登録前にシラバスを見たい時は画面中央の「参

照」をクリックしてください。

③履修登録した科目が時間割テーブルに反映されます。なお、週2

回や2時限連続の講義では、対となる曜日時限にも自動的に講義が

登録されます。

※「公共政策論」の場合、「金曜日4限」で履修登録したが、2時限連

続の講義のため、「金曜日5限」も自動的に登録されます。
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★時間割テーブルで空き時間に履修登録したい場合（続き）

④続いて、ほかの学期や曜日時限で履修登録を続けたい場合は、

①～③の手順を繰り返します。

履修登録の内容を一旦確定させたい場合は、画面右下の「入力内

容を確認する」をクリックしてください。

【注意】

④～⑤の手順を踏まずに他の画面（成績照会など）に移ると、①～

③の内容が保存されません。注意してください。

⑤①～③の登録内容を反映した時間割が表示されます。時間割を

確認して、問題なければ画面右下の「この内容を登録する」のボタン

を押してください。

やり直したい場合は、画面左下の「入力画面へ戻る」をクリックしてく

ださい。

※ブラウザの「戻る」ボタンはエラーとなるので、使わないでください。

なお、履修登録期間中であれば何度でも登録や削除はできます。

履修登録の途中で一時的に保存したい場合、このボタンを押して内

容を保存して、後日やり直すこともできます。

このメッセージが出ると、登録完了です。

時間割を印刷したい場合は「印刷する」のボタンを押下してください。
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★時間割テーブルで空き時間に履修登録したい場合（続き）

⑥一度登録した講義を消したい場合は、消したい講義の登録済マー

ク（紫色の■）をクリックしてください。ただし、変更不可のマーク（灰

色の■）が表示されている科目は消すことができません。

登録済マークをクリックすると別画面が表示され、消したい講義のレ

点を消し、「登録する」のボタンをクリックしてください。

講義を消したあと、確定させる場合は「入力内容を確認する」をクリッ

クし、④～⑤の手順をたどってください。

【注意】

④～⑤の手順を踏まずに他の画面（成績照会など）に移ると、この内

容は保存されません。注意してください。

削除したい場合はチェックを外して、「登録する」のボタンをクリックします。



10

★不定期開講の講義を履修登録したい場合

①「不定期開講」の科目を履修登録したい場合は、履修登録画面の

「不定期開講 講義選択」をクリックしてください。

学期タブで選択された期間に開講される科目が表示されます。

②履修登録できる科目の一覧が表示されます。

履修登録したい科目のチェックボックスをクリックしてレ点を入れ、右

下の「登録する」のボタンをクリックください。

なお、不定期講義の講義は複数登録できますが、講義同士で日程

が重なった場合、1つの講義しか受講できません。講義の日程を事

前に確認した上で、履修登録を進めてください。

③履修登録した科目は、時間割の下に「不定期開講」の科目として

表示されます。

④履修登録した「不定期開講」を削除したい場合は、①でクリックし

た「不定期開講 講義選択」をクリックし、削除したい科目のレ点を外

し、「登録する」のボタンをクリックしてください。

その後、戻った画面で「入力内容を確認する」をクリックし、確認画面

へ進んでください。

大学で開講される講義には、決まった曜日時限に開講されるものと曜日や時限が不規則なものがあります。

曜日や時限が不規則な講義は時間割テーブルに反映できないため、「不定期講義」として扱います。

主に「集中講義」となる科目や「卒業論文」などの成果物によって成績が付与される科目が該当します。
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★他学部・他学科履修科目を履修登録したい場合

①「他学部・他学科履修科目」を履修登録したい場合は、履修登録

画面の「他学科講義選択」をクリックしてください。

学期タブで選択された期間に対応する検索画面が表示されます。

●他学部・他学科履修科目とは？

大学で開講される講義は、それぞれの学科内で行われますが、中には他学科の学生が履修できるものもあり

ます。履修にあたっては以下の点に注意してください。

・事前にシラバスにて、授業の内容やレベルを確認してください。

・「他学部・他学科履修科目」が卒業所要単位数に含まれない学科があります。必ずご自身の課程年度/学科

の履修要覧を確認してください。

②「他学部・他学科履修科目」は件数が多いため、初期画面では何

も出てきません。「講義を追加する」のボタンをクリックし、条件に合う

科目のみを表示させます。

③履修登録したい講義の情報（主に曜日時限や講義名、教員名）を

入力して、「講義を検索する」のボタンをクリックしてください。

④検索結果の中で、履修登録したい科目のチェックボックスをクリッ

クして、「レ」点をつけてください。複数の科目を選択することもできま

す。
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⑤選択した科目を履修登録する場合は、このまま「登録する」のボタ

ンをクリックしてください。

すでに登録している講義と時間割が重なる可能性があるので、「登

録する」のボタンをクリックした後、他の講義と時間割が重複（同じ曜

日時限に2つ以上入っている）がないことを確認してください。

時間割重複を解消せずに進めると、

エラーメッセージが出て、先に進めません。

他学部・他学科履修科目は履修登録時
に「他」のマークがつきます。

他学部他学科履修科目の表示

★他学部・他学科履修科目を履修登録したい場合（続き）
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★講義名で検索して履修登録する場合

①履修したい講義を検索画面で呼び出したい場合は、「講義検索」

をクリックしてください。

学期タブで選択された期間に対応する検索画面が表示されます。

②履修登録したい講義の情報（主に曜日時限や講義名、教員名）を

入力して、「講義を検索する」のボタンをクリックしてください。

【注意】

この検索画面では「他学部・他学科履修科目」は表示されません。

③検索結果の中で、履修登録したい科目のチェックボックスをクリッ

クして、「レ」点をつけてください。複数の科目を選択することもできま

す。

④すでに登録している講義と時間割が重なる可能性があるので、

「登録する」のボタンをクリックした後、他の講義と時間割が重複（同

じ曜日時限に2つ以上入っている）がないことを確認してください。

※時間割重複を解消せずに進めようとすると、前ページと同様のエ

ラーメッセージが表示されます。



ENS 335 SLA (Language Acquisition) A Language Acquisition A 3年 2

ENS 336 SLA (Language Acquisition) B Language Acquisition B 3年 2

ENS 331 SLA (TEFL) A Sociolinguistics A 3年 2

ENS 332 SLA (TEFL) B Sociolinguistics B 3年 2
◇SET  ENS 331 & 332

◇SET  ENS 335 & 336
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★読替え科目を履修登録したい場合

①講義名での検索や曜日時限での検索画面を開きます。

「講義名」で検索する場合は、履修要覧に記載された読替え

前の科目名を入れて検索してください。

●読替えとは？

学部の廃止・新設や学則の改訂など様々な事情により、本来、修得しなければならない科目が開講されておらず、別の

科目の修得で置き換えることがあります。これを「読替え」と呼びます。

読替えにあたっては、①1科目⇔1科目読替えのケース、②複数科目⇔1科目の読替えの2パターンがあります。

読替前後の科目数により、履修登録画面での操作方法が異なるので注意してください。

①

②

※グローバル・コミュニケーション学科 2015年度入学生 履修要覧

①本来は「SLA（TEFL）A」で履修登録をしますが、 2018年度に「SLA（TEFL）A 」は開講されていないため、「Sociolinguistics A」を履修することで、

「 SLA（TEFL）A 」の成績が付与されます。

②本来は「キャリアデザイン（人生の歩き方）」で履修登録をしますが、「キャリアデザイン（人生の歩き方） 」は開講されていないため、「人生の

歩き方を考える（キャリアデザイン）」「フィールド・スタディーズ」の2科目を履修することで、単位修得後に「キャリアデザイン（人生の歩き方） 」の

成績が付与されます。

①1科目⇔1科目の読替え

読替え前後で科目数が変わらない場合、これまでの履修登録と同様に講義名での検索等により、履修登録できます。

②講義名に「読替え前の科目名」が含まれていることを確認

し、履修する場合は対象のチェックボックスをクリックして

「レ」点を入れてください。その後、「登録する」をクリックしてく

ださい。

人生の歩き方を考える(キャリアデザイン)　［1単位］

フィールド・スタディーズ［1単位］

INT 201 インターンシップ（事前研究） 2年 1

INT 211 インターンシップ１ 2年 1

INT 212 インターンシップ２ 2年 2

キャリアデザイン（人生の歩き方）
HPE112

FW101
21年

シラバス、ガイダンスで確認す

ること(◆必須条件あり）

必修 選択

国際機構論 2年 2

税法１ 租税法１ 3年 2

授業科目 対応科目名(2017年度科目名)*1 学年
単位数

履修条件 備考
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★読替え科目を履修登録したい場合（続き）

①講義名での検索や曜日時限での検索画面を開きます。

「講義名」で検索する場合は、履修したい科目の名前を入れ

て検索してください。

②複数科目⇔1科目の読替え

読替え前後で科目数が変わる場合、「読替講義選択」のメニューより履修登録します。

②画面には複数科目⇔1科目の読替えが必要なパターンが

全て表示されます。

画面には「読替え後の科目名」が表示されますので、履修し

たい科目名の「履修」ボタンをクリックしてください。

③読替えに必要な科目のチェックボックスをクリックして、「レ」点をつ

けてください。その後、「登録する」のボタンをクリックしてください。

④時間割テーブルには読替え前の講義の時間割が表示されます。
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★読替え科目を履修登録したい場合（続き）

⑤時間割テーブルからは読替え対象の科目を削除できません。履

修を削除したい場合は、「読替講義選択」をクリックして、削除したい

科目の「取消」ボタンをクリックしてください。

必修 選択

国際機構論 2年 2

税法１ 租税法１ 3年 2

授業科目 対応科目名(2017年度科目名)*1 学年
単位数

履修条件 備考

●成績の見え方

「税法Ⅰ」を本来履修したいが、「租税法1」を履修

することで読替える。

成績参照の画面には、本来履修した

い科目名で出力されます。



17

★履修登録内容を変更した際の確認方法

履修登録が受け付けられると、「あなたあてのお知らせ」にメッセージ

が送信されます。メッセージを開くと、現在、登録されている科目を確

認することができます。

なお、お知らせで表示される申請講義科目の一覧には必修科目など

職員が事前に登録している科目も含まれます。

●あなたあてのお知らせ

●履修登録確認

最新の履修状況は「履修・成績→履修登録確認」のメニューで確認してください。

学期ごとの履修科目や履修単位数の合計を確認することができます。



１. ３ 履修登録画面の構成（スマホサイト）

履修登録の画面について、説明します。
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履修登録のリンクをクリックすると表示される、「初期画面」について説明します。

履修登録できる科目は学生の課程年度・所属学科によって異なるため、履修要覧と他学部他学科開講科目の一覧を確
認してください。

履修要覧 → https://www.musashino-u.ac.jp/gakumu/information.html

他学部他学科開講科目 → http://risyuyouran.musashino-u.ac.jp/yoran/hougakubu/other.html

【スマホ用サイト】

★注意★

MUSCATを表示する時期によっては、このマニュアルの画

像と実際の画面の構成が異なる場合があります。

スマートフォンサイトでの登録にあたっての注意事項

が記載されています。

必ず内容を確認し、「同意して進む」をクリックしてくだ

さい。



履修登録画面について説明します。このページに表示されるボタン等を説明します。

実際の登録手順は次ページ以降を確認してください。
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MUSCATのトップページに戻ります。

表示したい学期・曜日を選択します。

なお、開講される曜日・時限が定まっていないもの
（集中授業や卒業論文など）を履修登録する時は「不
定期」を選択してください。

履修登録した講義の時間割を確認できます。

なお、「未登録」と表示されている時限は履修登録で
きますが、何も記載されていない時限には履修登録
できる講義がありません。

履修登録したい講義（自学科、他学科それぞれ）、履
修要覧で読替えが指定されている講義を検索したい
場合に選択します。

なお、表示される科目は画面上部で選択した「学期」
に開講される講義のみです。注意してください。

すでに授業が登録されている曜日・時限が青色に塗
られます。白塗りの部分をクリックしても履修登録は
できないので、注意してください。

学期・セメスターごとの履修単位数が表示されます。
CAP（上限）を超えないよう、履修計画を立ててくださ
い。

選択した科目の登録を確定させる画面へ移ります。

履修登録の最後にこのボタンを必ず押して、履修登
録の確認画面に進んでください。
この作業を忘れると、履修登録が確定されません。
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★時間割テーブルで空き時間に履修登録したい場合

③講義の詳細を確認し、登録を進める場合は「講義を選択する」をク

リックしてください。シラバスを確認したい場合は「シラバスを参照す

る」をクリックしてください。

①画面上部で学期・曜日を選択後、履修登録したい時限をクリックし

ます。

すでにほかの科目が登録されている場合や履修できる講義がない

曜日時限には履修登録できません。

※他学部・他学科履修科目は「未登録」と表示されている時限をク

リックしても表示されません。

②履修登録できる講義の一覧が表示されます。履修登録したい講

義をクリックしてください。

なお、読替え科目は「青字」で表示され、ここでは履修登録できませ

ん。「読替え科目」の登録画面へ進んでください。

④履修登録した科目が時間割テーブルに反映されます。なお、週2

回や2時限連続の講義では、対となる曜日時限にも自動的に講義が

登録されます。

※「公共政策論」の場合、「金曜日4限」で履修登録したが、2時限連

続の講義のため、「金曜日5限」も自動的に登録されます。
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★時間割テーブルで空き時間に履修登録したい場合（続き）

⑤続いて、ほかの学期や曜日時限で履修登録を続けたい場合は、

①～④の手順を繰り返します。

履修登録の内容を一旦確定させたい場合は、画面中央の「登録す

る」をクリックしてください。

なお、「登録する」のボタンが2つありますが、どちらかをクリックしてく

ださい。

【注意】

⑤の手順を踏まずに他の画面（成績照会など）に移ると、①～④の

内容が保存されません。注意してください。

このメッセージが出ると、登録完了です。
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★時間割テーブルで空き時間に履修登録したい場合（続き）

⑥一度登録した講義を消したい場合は、消したい講義をクリックして

ください。ただし、青字で表示されている科目は消すことができません。

消したい講義をクリックすると、確認画面に移ります。

講義を消したあと、確定させる場合は「登録する」をクリックし、⑤の

手順をたどってください。

【注意】

⑤の手順を踏まずに他の画面（成績照会など）に移ると、この内容は

保存されません。注意してください。

削除する場合は「選択中の講義を削除する」をクリックします。
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★不定期開講の講義を履修登録したい場合

①「不定期開講」の科目を履修登録したい場合は、登録したい「学

期」と曜日の「不定期」をクリックしてください。

不定期開講の「未登録」または「追加」をクリックすると、履修登録で

きる不定期開講の科目が表示されます。

②履修登録できる科目の一覧が表示されます。

履修登録したい科目を選択し、登録してください。

なお、不定期講義の講義は複数登録できますが、講義同士で日程

が重なった場合、1つの講義しか受講できません。講義の日程を事

前に確認した上で、履修登録を進めてください。

③履修登録した科目は、「不定期」のタブを選択すると表示されます。

④履修登録した「不定期開講科目」を削除したい場合は、③の画面

より削除したい講義をクリックし、「選択中の講義を削除する」をクリッ

クしてください。

その後、戻った画面で「登録する」をクリックし、履修登録を確定させ

てください。

大学で開講される講義には、決まった曜日時限に開講されるものと曜日や時限が不規則なものがあります。

曜日や時限が不規則な講義は時間割テーブルに反映できないため、「不定期講義」として扱います。

主に「集中講義」となる科目や「卒業論文」などの成果物によって成績が付与される科目が該当します。
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★他学部・他学科履修科目を履修登録したい場合

①「他学部・他学科履修科目」を履修登録したい場合は、履修登録

画面の「講義を選択する」をクリックしてください。

学期タブで選択された期間に対応する検索画面が表示されます。

●他学部・他学科履修科目とは？

大学で開講される講義は、それぞれの学科内で行われますが、中には他学科の学生が履修できるものもあり

ます。履修にあたっては以下の点に注意してください。

・事前にシラバスにて、授業の内容やレベルを確認してください。

・「他学部・他学科履修科目」が卒業所要単位数に含まれない学科があります。必ずご自身の課程年度/学科

の履修要覧を確認してください。

②初期設定では、「自学科」が選択されているため、「他学科」のタブ

をクリックしてください。

③履修登録したい講義の情報（主に曜日時限や講義名、教員名）を

入力して、「講義を検索する」のボタンをクリックしてください。

④検索結果の中で、履修登録したい科目をクリックして、確認画面

へ進んでください。
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⑤「選択した科目を履修登録する場合は、このまま「講義を選択す

る」のボタンをクリックしてください。

すでに登録している講義と時間割が重なる可能性があるので、「登

録する」のボタンをクリックした後、他の講義と時間割が重複（同じ曜

日時限に2つ以上入っている）がないことを確認してください。

他学部・他学科履修科目は履修登録時
に「他」のマークがつきます。

他学部他学科履修科目の表示

★他学部・他学科履修科目を履修登録したい場合（続き）

重複を解消せずに「登録する」のボタンをクリックすると、「履修エラー

があります」とメッセージが出た後に、重複している科目が表示され

ます。

エラーを解消せず、再度「登録する」をクリックすると一方の科目が強

制的に削除されるため、注意してください。
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★講義名で検索して履修登録する場合

①履修したい講義を検索画面で呼び出したい場合は、「講義を検索

する」をクリックしてください。

学期タブで選択された期間に対応する検索画面が表示されます。

②履修登録したい講義の情報（主に曜日時限や講義名、教員名）を

入力して、「講義を検索する」のボタンをクリックしてください。

【注意】

この検索画面では「他学部・他学科履修科目」は表示されません。

③検索結果の中で、履修登録したい科目をクリックして、確認画面

へ進んでください。

④すでに登録している講義と時間割が重なる可能性があるので、

「登録する」のボタンをクリックした後、他の講義と時間割が重複（同

じ曜日時限に2つ以上入っている）がないことを確認してください。

※時間割重複を解消せずに進めようとすると、前ページと同様のエ

ラーメッセージが表示されます。



ENS 335 SLA (Language Acquisition) A Language Acquisition A 3年 2

ENS 336 SLA (Language Acquisition) B Language Acquisition B 3年 2

ENS 331 SLA (TEFL) A Sociolinguistics A 3年 2

ENS 332 SLA (TEFL) B Sociolinguistics B 3年 2
◇SET  ENS 331 & 332

◇SET  ENS 335 & 336

27

★読替え科目を履修登録したい場合

①講義名での検索や曜日時限での検索画面を開きます。

「講義名」で検索する場合は、履修要覧に記載された読替え

前の科目名を入れて検索してください。

●読替えとは？

学部の廃止・新設や学則の改訂など様々な事情により、本来、修得しなければならない科目が開講されておらず、別の

科目の修得で置き換えることがあります。これを「読替え」と呼びます。

読替えにあたっては、①1科目⇔1科目読替えのケース、②複数科目⇔1科目の読替えの2パターンがあります。

読替前後の科目数により、履修登録画面での操作方法が異なるので注意してください。

①

②

※グローバル・コミュニケーション学科 2015年度入学生 履修要覧

①本来は「SLA（TEFL）A」で履修登録をしますが、 2018年度に「SLA（TEFL）A 」は開講されていないため、「Sociolinguistics A」を履修することで、

「 SLA（TEFL）A 」の成績が付与されます。

②本来は「キャリアデザイン（人生の歩き方）」で履修登録をしますが、「キャリアデザイン（人生の歩き方） 」は開講されていないため、「人生の

歩き方を考える（キャリアデザイン）」「フィールド・スタディーズ」の2科目を履修することで、単位修得後に「キャリアデザイン（人生の歩き方） 」の

成績が付与されます。

①1科目⇔1科目の読替え

読替え前後で科目数が変わらない場合、これまでの履修登録と同様に講義名での検索等により、履修登録できます。

②講義名に「読替え前の科目名」が含まれていることを確認

し、履修する場合は対象のチェックボックスをクリックして

「レ」点を入れてください。その後、「登録する」をクリックしてく

ださい。

人生の歩き方を考える(キャリアデザイン)　［1単位］

フィールド・スタディーズ［1単位］

INT 201 インターンシップ（事前研究） 2年 1

INT 211 インターンシップ１ 2年 1

INT 212 インターンシップ２ 2年 2

キャリアデザイン（人生の歩き方）
HPE112

FW101
21年

シラバス、ガイダンスで確認す

ること(◆必須条件あり）

必修 選択

国際機構論 2年 2

税法１ 租税法１ 3年 2

授業科目 対応科目名(2017年度科目名)*1 学年
単位数

履修条件 備考



28

★読替え科目を履修登録したい場合（続き）

①「読替講義を選択する」をクリックします。

②複数科目⇔1科目の読替え

読替え前後で科目数が変わる場合、「読替講義選択」のメニューより履修登録します。

②画面には複数科目⇔1科目の読替えが必要なパターンが

全て表示されます。

画面には「読替え後の科目名」が表示されますので、履修し

たい科目名の「履修」ボタンをクリックしてください。

③読替えに必要な講義で履修登録するものを「ON」にしてください。

すでに修得済みで履修登録が不要な講義は「OFF」にし、「登録する」

をクリックしてください。

④時間割テーブルには読替え前の講義の時間割が表示されます。
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★読替え科目を履修登録したい場合（続き）

⑤時間割テーブルからは読替え対象の科目を削除できません。履

修を削除したい場合は、「読替講義を選択する」をクリックして、削除

したい科目の「取消」ボタンをクリックしてください。

●成績の見え方

「経済学概論1」を本来履修したいが、「経済学入

門1」を履修することで読替える。

成績参照の画面には、本来履修した

い科目名で出力されます。

経済学概論１ 経済学入門１ 1年 2

経済学概論２ 経済学入門２ 1年 2

経営学概論１ 1年 2

経営学概論２ 1年 2

【学科基礎科目群】
＜政治・法律コース＞

法学概論、政治学概論から1・2をセットに4

単位選択必修。さらにコースを問わず概論を2

単位選択必修。

＜経済・経営コース＞

経済学概論、経営学概論から1・2をセットに

4単位選択必修。さらにコースを問わず概論を
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★履修登録内容を変更した際の確認方法

履修登録が受け付けられると、受信メッセージの「11.個人通知」に

メッセージが届きます。メッセージを開くと、現在、登録されている科

目を確認することができます。

なお、お知らせで表示される申請講義科目の一覧には必修科目など

職員が事前に登録している科目も含まれます。

●履修登録確認

最新の履修状況は「履修・成績→履修登録確認」のメニューで確認してください。

学期ごとの履修科目や履修単位数の合計を確認することができます。

●あなたあてのお知らせ


