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はじめに
ご進級おめでとうございます。

情報デザイン専攻のクラス指導主任（クラス担任）です。

新年度に向けて、クラス別ガイダンスを⾏いたいと思います。新学期
（例年4⽉）は、各⾃で授業時間割を計画し、期限までに履修登録す
ることからはじまります。この資料のほか、⼤学のホームページに掲
載されている履修関係の資料やUNIPA、manaba等で配布された資料
をすべてよく読み、時間割を作成し、間違いのないように、各⾃で
Web履修登録を⾏なってください。

１年次に引き続き、履修計画をしっかり⽴ててください。

クラス指導主任︓2A 宮﨑 美智⼦, 2B ⽥中 清
教務委員︓ 落合 友四郎, 宮﨑 美智⼦
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Web履修登録について

まず『履修登録の⼿引き』を読みましょう
• 『履修登録の⼿引き』、『履修ガイド』、UNIPA、この資料にある
専攻による履修登録の条件やクラス指定をよく確認してください

• Web履修登録はUNIVERSAL PASSPORT（UNIPA）で⾏います
※スマートフォンは、学⽣時間割表が確認しにくく、登録ミスが起こりやすいので、
パソコンでの履修登録を推奨します
※UNIPA の履修登録は、毎⽇午前１時から午前8時2９分まではシステムメンテナンス
が実施されるため、操作ができません。

• 第１回履修登録期間締め切り 4⽉4⽇（⽇）23:59まで
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履修に関するスケジュール（3⽉23⽇現在）
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① 第1回 履修登録期間 申し込み多数の場合は抽選
履修チェックエラーがある場合は必ず期間内に解消する

4 ⽉ 1 ⽇（⽊） 10︓30〜 4 ⽇（⽇） 23︓59 
※上記期間において、毎⽇午前１:00〜午前 8:29 までは システムメ
ンテナンスのため、利⽤できません。

4⽉4⽇締め切り
② 第1回 履修登録抽選結果発表

各⾃［学⽣時間割表］を確認
4 ⽉ 9 ⽇（⾦） 8︓30

③ 第2回 履修登録期間 申し込み多数の場合は抽選
履修チェックエラーがある場合は必ず期間内に解消する

【他専攻履修登録開始（〜第３回まで）

4 ⽉ 9 ⽇（⾦） 8︓30〜 11 ⽇（⽇）23︓59 
※上記期間において、毎⽇午前１:00〜午前 8:29 までは システムメ
ンテナンスのため、利⽤できません

4⽉11⽇締め切り
④ 第2回 履修登録抽選結果発表

各⾃［学⽣時間割表］を確認
4 ⽉14 ⽇（⽔） 8︓30

⑤ 第3回 履修登録期間
履修チェックエラーがある場合は必ず期間内に解消する

4 ⽉14 ⽇（⽔） 8︓30〜 15 ⽇（⽊）23︓59 
※上記期間において、毎⽇午前１:00〜午前 8:29 までは システムメ
ンテナンスのため、利⽤できません。

⑥ 第3回 履修登録抽選結果発表
各⾃［学⽣時間割表］を確認

4 ⽉19 ⽇（⽉）8︓30

前期授業開始
4⽉9⽇(⾦)
※抽選等でまだ履修科⽬が確定していない場合でも、履修登録予定の
授業には出席してください。

※スケジュールは『履修登録の⼿引き』等と合わせて確認してください
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全学共通

⼩計

学部共通 専⾨教育

⼩計 合計
履修
登録
上限必修 選択必修

選択 必修 選択 必修 選択必修 選択

１学年 5 13 18 10 2 12 0 0 24 42 44
２学年 11 21 32 10 4 22 0 14 50 82 48
３学年 11 23 34 10 6 30 0 34 80 114 52
４学年 11 23 34 10 6 40 0 34 90 124 46

卒業要件（履修ガイド 参照）

この表は標準履修単位数（⽬安）です。学年で履修できる単位の上限
数が決められています。詳しくは履修ガイドで確認してください。



ゼミの先修条件（履修ガイド参照）

情報デザイン専攻は、3・4年次に各専任教員が開講するゼミを履修し
ます。ゼミ履修には先修条件があるので１年次から気をつけましょう。

必修「社会情報学ゼミナールⅠ･Ⅱ」（3年）の先修条件

2年次終了時までに、全学共通科⽬及び学部共通科⽬・専⾨教育科⽬
で合計が50単位以上必要

必修「社会情報学ゼミナールⅢ･Ⅳ」（4年）の先修条件

3年次終了時までに、全学共通科⽬及び学部共通科⽬・専⾨教育科⽬

で合計が94単位以上必要
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注意︕

上記の先修条件が満⾜できない場合は留年



GPA（履修ガイド参照）
• GPA︓成績評価(S=4点, A=3点, B=2点, C=1点, DEF=0点)を
集計した平均値

• 毎年各クラスの最⾼GPA学⽣を表彰
• 2年次後期に⾏うゼミ選択（2年前期までのGPA）の定員選抜
• 就活での⼤学推薦、奨学⾦の選抜
• 履修登録したすべての科⽬が評価対象
▫ ただし、諸課程科⽬等は除く
▫ GPA低下回避のため指定⽇での履修取消は可能
• 進学や就職などで使⽤する成績証明書に記載
▫ 期末に学⽣及び保証⼈に配布される学⽣成績通知書に記載される

• GPAにより上限履修可能単位数が変動
▫ 前年度のGPAが3.5以上の場合は＋６単位増やせる
▫ 前年度の同GPAが3.0以上の場合は+２単位増やせる
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各ゼミ(定員約10
名)は希望者が定員
を超えるとGPAによ

る選抜がある︕



• 1.5未満の学⽣にはクラス指導主任より履修指導があります。必要
に応じて保証⼈（保護者）と⾯談を⾏います。

• 前学年GPAが、0.75未満かつ前学年までの合計修得単位数が標準履
修単位の3分の１未満の学⽣に対しては、学科⻑・専攻主任が⾯談、
指導を⾏います。また、本⼈ならびに保証⼈に通知が送られます。
2年連続して指導となった学⽣に対しては、学部⻑により⾯談が⾏わ
れ、成業の⾒込みがないと判断された場合、退学勧告が⾏われる
場合があります。
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GPAによる履修指導（履修ガイド 参照）

授業を⽋席しがち、修学に⾝が⼊らないなど、悩
みがある場合は、取り返しがつかなくなる前にク
ラス指導主任や⼤学の窓⼝に相談しましょう。
あなたと⼀緒に解決⽅法を考えたいと思います。



授業形態について
授業によって実施形態が変わります
新年度は全授業科⽬の 8 割程度を対⾯授業、2 割程度をオンライン授業（オンデマンド
型）で実施します。⾃分が履修する授業がどうなるのかについては、『時間割表』でわ
かります。対⾯授業とオンライン授業の⾒分け⽅については、本学ホームページの時間
割表ページに掲載されている「令和３年度授業の受講⽅法（千代⽥キャンパス）」を参
照してください。

• 対⾯授業（キャンパス登校型）
登校して指定時間に指定教室で受講します。
→時間割表の「１〜６時限」に記載

• オンライン授業（オンデマンド型）
配信される動画や資料で受講します。⾃分が都合のよい時間帯に受講できます。
→時間割表の「７〜９時限」に記載
※同⼀曜⽇時限に配当されている科⽬を重複して履修登録することはできない

• 対⾯授業またはオンライン授業
前期、後期とは別に、特別な⽇程により実施される科⽬です。
→時間割表の「集中・実習（欄外）」に記載
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Web履修登録の注意事項（１）
配当年次外履修
• ２年⽣以降は配当年次外（下の学年）の履修登録がWebから可能
• 不⾜分としてエラー表⽰される必修科⽬（１〜３年）は、必ず再履修すること
• エラーが出ていなくても履修登録単位数が極端に少なければ4年間での卒業が困難に

なる場合があるので注意

欄外科⽬
• UNIPA履修登録画⾯では「集中講義／実習」の欄、時間割表では「集中・実習」の

欄に記載

オンライン授業（オンデマンド型）
• オンデマンド授業であっても同時限の科⽬を重複して履修することはできません。

例えば、時間割表の７時限にある科⽬を重複して登録することはできません。
７時限と８時限のように違う時限に設定されている科⽬なら履修登録できます。

⼀括履修登録
• 原則、事前にクラスが指定されている科⽬は、⼤学側で⼀括登録を⾏います。⼀括

登録された科⽬は、新⼊⽣を除き、 UNIPA 履修登録画⾯で“選択可能”な状態で表⽰
されますが、⾃⼰判断で削除や変更をしないでください。該当する曜⽇時限に別の
科⽬を履修登録しないよう注意してください。
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Web履修登録の注意事項（２）
履修登録単位数の上限
• １年間の履修登録単位数の上限を超えて履修登録するとエラーになります。
※詳しくはUNIPA内「UNIVERSAL PASSPORT 操作説明書」p43〜参照

学⽣時間割表および受講者調整について
• 「履修登録抽選結果発表⽇」に、履修登録できた科⽬は、学⽣時間割表に記載され

るので、必ず⾃分が履修登録した科⽬が記載されているか確認してください。
抽選の結果、履修できない科⽬については、学⽣時間割表に記載されません。

履修登録期間中の授業への出席について
• 第1回履修登録抽選結果発表がある４⽉９⽇（⾦）から前期の授業が開始されますが、

履修科⽬が確定していなくても、 第2回、第3回で履修登録をする予定の授業には出
席してください。 抽選期間中も授業に出席するようにしましょう。

最終的な履修科⽬の確認について
• とくに4年⽣は「卒業⾒込判定」の結果を4⽉19⽇に学⽣時間割表で公開します。

要件を満たしている場合はエラー表⽰されません。必ず確認してください。

• 学⽣時間割表の確認を怠ったために⽣じる事態はすべて学⽣⾃⾝の責任であり、
留年する（卒業できない）場合も あるので、⼗分注意してください。
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Web履修登録の注意事項（３）

2年必修「プログラミング論及び演習」(⾦曜１・2限)は、
下記の3クラスが同時開講され、再履修者を除き、クラス番
号で振り分けられています。

須⽥ 先⽣ ⾦1・2 ⼤社情2A17〜
⼭崎 先⽣ ⾦1・2 ⼤社情2AB1〜16
⽥中 先⽣ ⾦1・2 ⼤社情2B17〜

※必修科⽬は、再履修者を除いて全て⼊⼒済みです。変更しないでください。
※再履修者は⼊⼒されていません。必修や英語と被らないかぎり「元のクラスを履修登録」
してください。もし被る場合は、クラス指導主任、教務委員まで申し出てください。
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履修登録の注意事項（４）

2年必修「クリエイティブ思考法」(⽔曜４限)は、下記の
4クラスが同時開講され、再履修者を除き、クラス番号で
振り分けられています。
落合 先⽣ ⽔４ ⼤社情2A01〜25
炭⾕ 先⽣ ⽔４ ⼤社情2A26〜
松⽥ 先⽣ ⽔４ ⼤社情2B01〜25
宮﨑 先⽣ ⽔４ ⼤社情2B26〜

※必修科⽬は、再履修者を除いて全て⼊⼒済みです。変更しないでください。
※再履修者は⼊⼒されていません。必修や英語と被らないかぎり「元のクラスを履修登録」
してください。もし被る場合は、クラス指導主任、教務委員まで申し出てください。
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履修登録の注意事項（５）※再履修者対象

1年必修「プログラミング⼊⾨」(⾦曜3限)は、下記の
3クラスが同時開講されています。

再履修者は登録されていませんので、必修や英語と被らない
かぎり、元のクラスを履修登録してください。もし被る場合
は、クラス指導主任、教務委員まで申し出てください。

プログラミング⼊⾨ ⾦3 藤村 先⽣
プログラミング⼊⾨ ⾦3 宮﨑 先⽣
プログラミング⼊⾨ ⾦3 ⼭崎 先⽣
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クラス外履修 ※再履修者対象

前年までの必修科⽬などを落として、再履修が必要な者は、対象科⽬
を各⾃で登録してWeb履修する必要があります。原則、元のクラスを
履修登録してください。ただし、下記の表の必修科⽬については、ク
ラス外履修（指定の他クラスや時間帯の科⽬を履修）してください。

また、他にも再履修科⽬が２年の必修、英語、教職の科⽬と被った場
合は、指定されたクラス外の科⽬を履修することが可能です。クラス
外履修登録は⼊⼒画⾯でクラスを変更して登録することができます。
もし被る場合は、クラス指導主任、教務委員まで申し出てください。
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再履修が必要な科⽬ 実際に履修登録するクラス

1必「情報数学A」
⽉曜8時限開講「情報数学A」
（⼩野先⽣）
※辻澤先⽣のクラスは受講できません。



全学共通科⽬（必修科⽬）※再履修者対象

再履修が必要な下記の全学共通科⽬は、１年次科⽬のため
再履修者についても事前に⼀括履修登録されています。

１年必修「⼤妻教養講座」
１年必修「英語ⅠA〜D 」
履修登録画⾯に表⽰されている英語クラスは、原則、変更してはいけません。
ただし、履修登録画⾯に表⽰されない場合やその他の必修と被って指定されたクラスが
履修できない場合は、すみやかにクラス指導主任や教務委員（落合・宮﨑）に申し出て
ください。
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全学共通科⽬（必修科⽬）※再履修者対象

再履修が必要な下記の全学共通科⽬（外国語）は事前登録
されていません。各⾃で登録する必要があります。

２年必修「英語ⅡA〜D 」
２年必修「英語ⅢA〜B 」

⼿順
１．⾃分の専攻の、「②」と表⽰された科⽬を登録します。A、B、
どちらのクラスでも構わないです。
２．他の科⽬と被り、⾃分の専攻のものが登録できない場合には、
他専攻でも可です。 （この場合はUNIPAでは表⽰されませんので、教育⽀援グル
ープカウンターでの受付予定となります。受付⽇時は、履修スケジュールや教育⽀援グ
ループで確認してください。）
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再履修時のエラー ※再履修者対象

１年次必修科⽬の再履修に際して、必修科⽬同⼠で時間割上重複がある場
合、Web登録でエラーが表⽰され、⾃分ではエラーを解消できない状態
になっていることがあります。

その場合には、E棟1階の教育⽀援グループの窓⼝で指⽰を受けてくださ
い。また、教務委員(落合・宮﨑)まで申し出てください。

＜再履修者の相談について＞
わからないことは、クラス指導主任（2A宮﨑, 2B⽥中）、教務委員(落合
・宮﨑)まで必ず相談して下さい。Web履修登録期間は短いので気をつけ
ましょう。
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振り替え認定単位（履修ガイド参照）

ITパスポート試験 と基本情報技術者試験（履修ガイド参照)
• 上記試験に合格したものは、本⼈の申請により、指定されている
認定対象科⽬の単位に振り替えることができる（ITパスポートは２
単位、基本情報技術者試験は６単位、卒業要件の単位に含まれる）

• 振り替えの申請は指定された期間に教育⽀援グループへ⾏う必要が
あり、また既履修科⽬及び再履修科⽬への振り替えはできない

全学共通科⽬「地域⽂化理解」「国際理解（海外研修）」
• 本学指定の地域連携プログラムや留学プログラムなどで単位が認定
されます。履修⽅法が通常と異なるので注意してください。
期間や時期は変更される場合がありますので、詳細は国際交流⽀援グループ（千代
⽥キャンパス）に問い合わせてください。状況によって中⽌となることがあります。
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ぜひ挑戦してほしい国家試験︕ より⾼度︕⽬指せプロフェッショナル︕



他専攻、他⼤学履修（履修ガイド参照）

• 他専攻履修
社会情報学部の他専攻（⽣活専攻、環境専攻）の専⾨科⽬を履修可
能。10単位までを専⾨教育科⽬（選択）の卒業要件単位とするこ
とができる。

• 他キャンパス履修
空きがあれば、多摩キャンパスで開講の全学共通科⽬を履修可能。
ただし、後期開講科⽬のみ、履修登録は後期履修登録時におこな
う。

20



京都⼥⼦⼤学との単位互換（国内留学）
• 他⼤学との単位互換協定によって、2019年度からはじまり、毎年、
社会情報学部から若⼲名参加しています

• 前期・後期単位での受け⼊れが認められており、取得した単位は本
学の科⽬への読み替えにより卒業要件単位数に含められます

• 詳細は教育⽀援グループに問い合わせてください
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『履修ガイド』の変更事項（⼤学HP参照）

『履修ガイド』に記載されている履修規則の⼀部が変更に
なっています。『履修ガイドの変更について』をよく読ん
でおいてください。

追試験制度の変更について
追試験の申請をする際、とくに4年⽣は就職活動（説明会、筆記試験、
⾯接、内定式等）が理由でも、それを確認できる書⾯等の提出が求め
られますので注意してください。
また、規定上のその他やむを得ない理由に該当しても、それを証明す
る書類等の提出が必要になります。
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学修成果に関するアンケート ※全学年対象

「学修成果に関するアンケート」をmanabaで実施してい
ます。全員必ずmanabaにアクセスしてアンケートに答え
てください。

学修成果に関するアンケート
http://www.otsuma.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/2021gakushuuseika.pdf

＜回答期限＞ ４⽉１６⽇（⾦）２３︓５９
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教科書販売について（⼤学HP参照）

前期の教科書販売は「教科書販売の案内」を熟読し、必ず
期間内に購⼊してください

前期教科書の WEB サイト注⽂受付期間︓

4 ⽉ 4 ⽇（⽇）〜4 ⽉ 19 ⽇（⽉）
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⼤学からの連絡

• 事務窓⼝（本館）
教務関連︓教育⽀援グループ 本館Ｅ棟１階
学部関連︓共同研究室 H棟４階 ※助⼿さん
※事務窓⼝の詳細は『学⽣⽣活の⼿引き』に掲載されています

• ⼤学からのお知らせ
▫ 学⽣メール（休講情報、個別呼び出し、履修結果など⼀部の情報）
▫ UNIPA（⼤学からの様々な情報）
▫ manaba（専攻や各授業のお知らせ）
▫ 電話（緊急連絡、⼤学事務、クラス指導主任からなど）
▫ 掲⽰板（⼤学からの様々な情報）

登校した際は、下記の掲⽰板の２箇所を確認してください。
Ｂ棟１階の掲⽰板
Ｈ棟４階の共同研究室横の掲⽰板



クラス委員決め

クラスから下記の委員を決めます。クラス指導主任の指⽰
に従ってください。

• 総務委員２名 クラス指導主任、事務室との連絡
• 会計委員２名 クラスの会計、総務委員補助
• 厚⽣委員２名 校内美化、保健衛⽣、総務委員補助
• 学会委員２名 学部の学会準備、学会報編集
• 選挙管理委員2名 学友会における選挙管理
• 学友会委員２名 学友会の運営
• ⽂化祭委員２名 ⽂化祭のクラスとりまとめ、実⾏委員補助
• 体育祭委員２名 スポーツフェスティバルのクラスとりまとめ



履修に関する相談
履修に関する相談は下記のメール、窓⼝、教員まで

• 相談メール（学部共同研究室） shajo-st@ml.otsuma.ac.jp
※メール本⽂に専攻・学年・クラス・学籍番号・⽒名を必ずご記⼊ください
※電話での対応はできません

• クラス指導主任（ 2A 宮﨑 美智⼦, 2B ⽥中 清）
• 教務委員（落合 友四郎, 宮﨑 美智⼦）
• 学部共同研究室 Ｈ棟4階Ｈ416（⻄川、栗林助⼿）
• 教育⽀援グループ 本館 E 棟１階

平⽇8:30〜16:40 ⼟曜8:30〜13:10
03-5275-6061

• 資格⽀援グループ 本館 E 棟１階 TEL同上
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