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第 1 章学生メニュー             
学生メニューを運用するうえでの操作方法を説明します。 
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■1.1 メニュー 

 

 
① 注目コンテンツ 

時期に応じたイベントのリンクが掲載されます。注目コンテンツに掲載されていない時期に授業・

履修・成績に関する情報を閲覧する場合は、②サブポータルから確認してください。 
② サブポータル 

お知らせやリンク、FAQ を確認する場合は、カテゴリー別のサブポータルから確認してください。 
③ お知らせ 

お知らせを確認する場合は、各タブから確認してください。 
④ ショートカット 

よく使う機能のショートカットを掲載しています。 
⑤ カレンダー 

休講、補講、授業情報の変更が反映されます。個人の予定を登録することも可能です。 
  

①注目コンテンツ 

②サブポータル 

③お知らせ 
⑤カレンダー 

④ショートカット 
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■1.2 学生情報登録申請 
画面遷移：メニューのサブポータル「証明書発行・各種手続き」→システムリンク「学生情報登録申請」 
「学生情報登録申請」では、学生本人、および保証人情報の変更内容を入力し、申請を行います。 
 
1.2.1 申請状況一覧画面 
メニュー画面の「学生情報登録申請」アイコンをクリックして、「申請状況一覧」画面を表示します。 
 

 

▲申請状況一覧画面 
①修正アイコン(本人情報) 
アイコンをクリックすると「修正画面」(→1.2.2 本人情報申請画面)が表示されます。 
②修正アイコン(保証人情報) 
アイコンをクリックすると「修正画面」(→1.2.3 保証人情報申請画面)が表示されます。 
 
  

① 

② 
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 1.2.2 本人情報申請画面 
 ※履修申請の初回申請時にも本画面に遷移します。 

 
▲申請画面(本人情報) 
 
【表示ボタン】 

項番 ボタン 処理 
① 

 

※確認ボタンを一度も押下していない場合に表示します。エラー

チェックを行い、問題なければ、以後確認ボタンは非表示となり

ます。 
確認が成功した場合、「学生情報登録申請 処理結果画面」(→1.2.4
処理結果画面)が表示されます。 

② 
 
入力した情報で新規登録・更新の申請を行い、「学生情報登録申請 

処理結果画面」(→1.2.4 処理結果画面)が表示されます。 
③  入力値を初期値に戻します。 
④  呼び出し元画面（前のページ）が表示されます。 

 

① ② ③ ④ 
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 1.2.3 保証人情報申請画面 

 
▲申請画面(保証人情報) 
 
【表示ボタン】 

項番 ボタン 処理 
① 

 
入力した情報で新規登録・更新の申請を行い、「学生情報登録申請 

処理結果画面」(→1.2.4 処理結果画面)が表示されます。 
②  入力値を初期値に戻します。 
③  呼び出し元画面（前のページ）が表示されます。 

 
  

① ② ③ 
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 1.2.4 処理結果画面 

▲処理結果画面 
 
【表示ボタン】 

項番 ボタン 処理 
① 

 
「学生情報登録申請 申請状況一覧画面」(→1.2.1 申請状

況一覧画面)へ戻ります。 
 
 
  

① 



10 
 

■1.3 ダブルチャレンジ申請 ※２０１８年度学部入学生より対象 
1.3.1 ダブルチャレンジ申請画面 
※1.2.1 の「学生情報登録申請 申請状況一覧画面」から本人情報の「修正」アイコンを押下すること

でも本画面に遷移します。 
※毎学期の履修申請の初回申請時にも本画面に遷移します。 
※メニューのサブポータル「授業・履修・成績」→システムリンク「ダブルチャレンジ申請」からも本

画面に遷移します。 

 
▲申請画面(ダブルチャレンジ) 
 
【表示ボタン】 

項番 ボタン 処理 
①  

 
入力した情報で新規登録・更新の申請を行い、「学生情報登録申請 

処理結果画面」(→1.3.2 処理結果画面)が表示されます。 

① ② ③ 
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②  入力値を初期値に戻します。 
③  呼び出し元画面（前のページ）が表示されます。 

 
1.3.2 処理結果画面 

 

▲処理結果画面 
 
【表示ボタン】 

項番 ボタン 処理 
①  

 
「学生情報登録申請 申請状況一覧画面」(→1.3.1 申請状

況一覧画面)へ戻ります。 
 
 
  

① 



12 
 

■1.4 履修申請 
 
1.4.1 抽選授業履修申請 
画面遷移：メニューのサブポータル「授業・履修・成績」→システムリンク「申込（抽選）制科目登録」 
「申込（抽選）制科目登録」では、抽選授業に対する履修申請を行います。 

 
▲抽選授業履修申請 申請状況画面 
 
【表示アイコン】 
アイコン 処理 

(修正) 
希望順位抽選の場合、「抽選授業履修申請 抽選授業申請画面(希望順位抽選)(新
規/修正)」が表示されます。 
単純抽選の場合、「抽選授業履修申請 抽選授業申請画面(単純抽選)(新規/修正)」
が表示されます。 

 
【表示ボタン】 

項番 ボタン 処理 
①  「抽選授業履修申請 履修抽選選択画面」が表示されます。 

 

① 
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▲抽選授業履修申請 履修抽選選択画面 

 
【表示ボタン】 

項番 ボタン 処理 
① 

 

単純抽選の場合、 
・単数選択授業の場合、 
「1.4.2 抽選授業履修申請 処理結果画面」が表示されます。 
・複数選択授業の場合、 
「抽選授業履修申請 抽選授業申請画面(単純抽選)」が表示されます。 

希望順位抽選の場合、 
「抽選授業履修申請 抽選授業申請画面(希望順位抽選)」が表示されま

す。（注） 
②  呼び出し元画面（前のページ）が表示されます。 

申請したい抽選授業を選択し、申請ボタンを押下すると選択した授業の抽選種別によって画面が遷移 
します。異なる抽選種別(単純抽選と希望順位抽選)、選択授業(単数選択授業と複数選択授業)を同時に 
申請することはできません。 
 
（注）申請ボタンを押したときに、エラーが出た場合は、『1.10 エラーメッセージ一覧』を 
 確認してください。 
 

① ② 
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▲抽選授業履修申請 抽選授業申請画面(希望順位抽選)(新規)/(修正) 
 
【表示ボタン】 

項番 ボタン 処理 
①  

 

修正の場合のみ表示されます。 
画面に表示されている全ての申請した抽選授業の取消を行い、「1.4.2 抽

選授業履修申請 処理結果画面」が表示されます。 
②  

 
抽選授業の申請の追加・修正を行い、「1.4.2 抽選授業履修申請 処理結

果画面」が表示されます。（注） 
③   呼び出し元画面（前のページ）が表示されます。 

 
希望順位抽選の場合には、申請する科目の希望順位を入れます。 
一つの科目対して希望区分は一つのみ指定出来ます。 
また、同じ希望区分を複数指定することは出来ません。 
追加・修正する場合は「申請・修正ボタン」を押すことで申請が完了し、お知らせが配信されます。 
申込みした抽選授業の申請全てを取消する場合は「申請一括取消ボタン」を押すことで申請が完了し、 
お知らせが配信されます。 
※選択に関わらず、表示されている全ての対象が申請取消されます。 
※お知らせは、「その他」タブから確認できます。 
（注）申請ボタンを押したときに、エラーが出た場合は、『1.10 エラーメッセージ一覧』を 
 確認してください。 

① ② ③ 
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▲抽選授業履修申請 抽選授業申請画面(単純抽選)(新規)/(修正) 
 
【表示ボタン】 

項番 ボタン 処理 
①  

 

修正の場合のみ表示されます。 
画面に表示されている全ての申請した抽選授業の取消を行い、「1.4.2 抽

選授業履修申請 処理結果画面」が表示されます。 
②  

 
単純抽選の複数選択授業の場合、抽選授業の申請の追加・修正を行い、

「1.4.2 抽選授業履修申請 処理結果画面」が表示されます。（注） 
③   呼び出し元画面（前のページ）が表示されます。 

単純抽選の場合には、申請する科目にチェックを入れます。 
追加・修正する場合は「申請・修正ボタン」を押すことで申請が完了し、お知らせが配信されます。 
申込みした抽選授業の申請全てを取消する場合は「申請一括取消ボタン」を押ことで申請が完了し、 
お知らせが配信されます。 
※選択(チェック)に関わらず、表示されている全ての対象が申請取消されます。 
※お知らせは、「その他」タブから確認できます。 
（注）申請ボタンを押したときに、エラーが出た場合は、『1.10 エラーメッセージ一覧』を 
 確認してください。 

① ② ③ 
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1.4.2 抽選授業履修申請 処理結果画面 

 
 
【表示ボタン】 
項番 ボタン 処理 
①  「抽選授業履修申請 申請状況画面」へ戻ります。 

 
抽選授業履修申請 抽選授業申請画面(単純)(希望)で申請状態を変更後、「申請」ボタンを押下すると抽

選授業履修申請 処理結果画面が表示されます。 
入力内容の修正を行なう場合には、「申請状況画面へ戻る」ボタンを押下し、抽選授業申請画面に戻り

ます。 
同時に、申請内容を記載したお知らせが配信されます。 
※お知らせは、「その他」タブから確認できます。 
 
  

① 
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＜抽選申請お知らせサンプル＞ 
・単純抽選 
【抽選申請】受付完了しました 
関西学院大学[webinfo@kwansei.ac.jp] 
 
学生番号：99999999 関学 太郎様 
  
以下の通り申請を受け付けましたので、ご確認ください。 
追加、削除などの変更により、同一グループ内で２回以上申請を行った場合でも、 
以下には同一グループ内で申請されている全ての科目が表示されます。 
申請内容に誤りがある場合は、申請期間中に再度申請してください。 
  
■申請日時 
2018/06/27 19:17:40 
 
■申込カテゴリー（履修抽選管理部署） 
商学部 
 
■申込グループ（履修抽選名称） 
【F】メディア・コミュニケーション学特論 
 
■希望順位、曜日・時限、授業名・クラス、担当教員、キャンパス 
－、水２、メディア・コミュニケーション学特論Ｄ、新月 一郎、西宮上ケ原キャンパス 
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・希望順位抽選 
【抽選申請】受付完了しました 
関西学院大学[webinfo@kwansei.ac.jp] 
 
学生番号：99999999 関学 太郎様 
 
以下の通り申請を受け付けましたので、ご確認ください。 
追加、削除などの変更により、同一グループ内で２回以上申請を行った場合でも、 
以下には同一グループ内で申請されている全ての科目が表示されます。 
申請内容に誤りがある場合は、申請期間中に再度申請してください。 
  
■申請日時 
2018/06/27 19:32:29 
 
■申込カテゴリー（履修抽選管理部署） 
国際教育・協力センター 
 
■申込グループ（履修抽選名称） 
プロジェクトマネジメント I 
 
■希望順位、曜日・時限、授業名・クラス、担当教員、キャンパス 
第 1 希望、集中他、プロジェクトマネジメント I ３、新月 花子、西宮上ケ原キャンパス 
第 2 希望、集中他、プロジェクトマネジメント I ４、新月 太郎、西宮上ケ原キャンパス 
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・単純抽選（複数授業選択） 
【抽選申請】受付完了しました 
関西学院大学[webinfo@kwansei.ac.jp] 
 
学生番号：99999999 関学 太郎様 
  
以下の通り申請を受け付けましたので、ご確認ください。 
追加、削除などの変更により、同一グループ内で２回以上申請を行った場合でも、 
以下には同一グループ内で申請されている全ての科目が表示されます。 
申請内容に誤りがある場合は、申請期間中に再度申請してください。 
  
■申請日時 
2018/06/27 19:17:40 
 
■申込カテゴリー（履修抽選管理部署） 
共通教育センター 
 
■申込グループ（履修抽選名称） 
追加_人権教育科目 
 
■希望順位、曜日・時限、授業名・クラス、担当教員、キャンパス 
－、月２、人権教育科目００９【多文化社会と人権】、新月 一郎、西宮上ケ原キャンパス 
－、火４、人権教育科目００５【人権から見たジェンダーB】、新月 次郎、西宮上ケ原キャンパス 
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・申請取消 
【抽選申請】受付完了しました（一括取消） 
関西学院大学[webinfo@kwansei.ac.jp] 
 
学生番号：99999999 関学 太郎様 
 
以下の通り申請（一括取消）を受け付けましたので、ご確認ください。 
申請内容に誤りがある場合は、申請期間中に再度申請してください。 
  
■申請日時 
2018/06/27 19:17:40 
 
■申込カテゴリー（履修抽選管理部署） 
共通教育センター 
 
■申込グループ（履修抽選名称） 
追加_人権教育科目 
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1.4.3 抽選授業履修申請 抽選結果確認 

 
履修状態は「1.4.1 抽選授業履修申請」の画面で確認することができます。 
抽選授業申請後、抽選期間終了までの間は抽選状態が「申請済」となり修正アイコンが表示されます。 
抽選期間中は抽選状態が「抽選中」となり修正・追加・取消ができません。 
抽選後、結果発表日時を迎えると抽選状態に「当選」又は「落選」が表示されます。 
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1.4.4 履修申請 申請状況画面 
画面遷移：メニューのサブポータル「授業・履修・成績」→システムリンク「履修登録・確認」 
「履修登録・確認」では、履修登録、登録内容の確認を行います。 
※履修申請の初回申請時には「1.2.2 本人情報申請画面」に遷移します。 
 

 
～次ページへ続く～ 

  

① ② 
③ ④ ⑤ 
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～前ページからの続き～ 

 
▲履修申請マトリクス画面 
 
※日曜日に開講している授業については、画面下部の「集中講義・その他の授業」より確認・選択でき

ます。 

⑥ 

① ② 
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【表示ボタン】 

項

番 
ボタン 処理 

① 

 

未申請の状態、あるいは履修科目の追加・

削除を行った場合に、活性で表示されま

す。 
選択された授業の履修申請処理を行い、「履

修申請 処理結果画面」が表示されます。

履修申請後、非活性で表示されます。 
② 

 

履修申請の登録・修正中は非活性で表示さ

れ、履修申請後(「申請」ボタン押下後)、
活性で表示します。このボタンを押下する

と、履修登録確認表書が出力されます。 
⑤ 

 
「履修申請 照会画面(単位修得状況照

会)」が表示されます。 
⑥ 

 
「履修申請 学生情報登録申請画面(学生情

報登録申請)」が表示されます。 
⑦ 

 

履修申請後(「申請」ボタン押下後)、非活

性で表示されます。 
「履修申請 履修コース選択画面(履修コー

ス選択)」が表示されます。 
⑧ 

 

履修申請後(「申請」ボタン押下後)、非活

性で表示されます。 
「履修申請 配当科目選択画面」が表示さ

れます。 
 
【表示アイコン】 

アイコン 処理 

(科目の追加) 
「履修申請 配当科目選択画面」が表示され、科目が追加できます。 
履修申請運用期間外、または履修申請後(「申請」ボタン押下後)の場合、非活

性で表示されます。 

(科目の削除) 
追加された科目が削除されます。 
履修申請後(「申請」ボタン押下後)の場合、非活性で表示されます。 

(選択中科目) 
セルの背景色が白色で表示されます。「申請」ボタンを押下することで「申請

科目」になります。 

(申請科目) 
セルの背景色が白色で表示され、押下すると「履修登録・確認 授業･時間割

照会(詳細)」がポップアップで表示されます。 
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(抽選申請科目)  
セルの背景色が薄青色で表示され、抽選中の科目を表示します。 
抽選名称にマウスをあてると科目名称･教員名･単位数･開講キャンパスの情報

を表示します。 

 (履修科目) 
セルの背景色が薄オレンジ色で表示され、押下すると「履修登録・確認 授業･

時間割照会(詳細)」がポップアップで表示されます。 
(履修済科目) セルの背景色が青紫色で表示されます。 

(エラーアイコ

ン) 
エラーがある場合、表示されます。マウスをあてるとエラーメッセージが表示

されます。 
 
履修年度、現在の開講期が表示されますので、確認してください。 
履修申請の登録・変更を行う場合は、該当曜日時限の「 」・「 」アイコンを押下します。 
集中講義(日曜日の開講授業も含む)の登録・変更を行う場合は、画面下部の「集中・その他」の「 」・

「 」アイコンを押下します 
 
※「 」・「 」で登録・変更を行っただけでは履修申請は完了しません。 
お知らせの配信もされません。 
 

「現在の履修単位数」 

 
履修科目の追加を行うと履修単位情報の単位数が加算されます。履修可能な単位数を超過していない

か、確認してください。 
 
履修申請マトリクス画面で申請内容を確認した後は、 
「申請」ボタンを押下することで、履修申請が完了し、お知らせが配信されます。 
※お知らせは、「その他」タブから確認できます。  
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1.4.5 履修申請 配当科目選択画面 

 
▲配当科目選択画面 
【表示ボタン】 

項番 ボタン 処理 
① 

 
入力された条件で検索が実行され、表示されている授業一覧から絞込み

を行います。 
②  入力値を初期値に戻します。 
③ 

 
選択された授業に対し履修チェックを行い、科目の追加を行います。「履

修申請 申請状況画面」が表示され、選択授業を画面に反映します。 
④  呼び出し元画面（前のページ）が表示されます。 

 
履修申請マトリクス画面から履修申請・変更を行いたい曜日時限の「 」アイコンを押下し、配当科

目選択画面を表示します。 
該当曜日時限の申請可能授業が表示されますので、確認してください。 
履修申請が行われている授業については、一覧に表示されません。 
新規に履修申請を行う場合は、ラジオボタンで選択した後、「選択」ボタンを押下することで、履修申

請マトリクス画面の、その曜日／時限に履修授業情報の追加を反映します。 
該当曜日／時限の履修を取り消す場合は、「 」アイコンを押下することで、該当講義の履修授業情報

の取消を反映します。 
講義を同じ曜日／時限について 2 つ以上選択することはできません。 
履修上限単位数を超過している場合、エラーとなります。 

① ② 

③ 

④ 
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下線付きの科目名を押下することで、シラバスを参照することが出来ます。 
「 」・「 」アイコンが非活性の状態でセルの背景色が白色の授業は必修の授業です。変更はできま

せん。 
 
【配当科目選択画面のタブ】 

 
配当科目選択画面の上部にあるタブを押下することで各種科目の一覧を表示することができます。 
「所属学部・研究科科目」タブを押下することで自身の所属する学部・研究科の科目一覧を表示するこ

とができます。 
「全学開講科目」タブを押下することでセンター科目の一覧を表示することができます。 
「他学部・他研究科科目」タブを押下することで他学部・他研究科の科目一覧を表示することができま

す。 
 

 

履修申請マトリクスの画面下部「集中講義・その他の授業」の「 」アイコンを押下し、集中講義(日
曜日の開講授業も含む)の配当科目選択画面を表示します。 
集中講義(日曜日の開講授業も含む)の申請可能な講義が表示されますので、確認してください。 
また、履修申請が行われている講義については、一覧に表示されません。 
履修を取り消す場合は、「 」アイコンを押下後、申請」ボタンを押下することで、該当講義の

履修取消が完了し、お知らせが配信されます。 
※お知らせは、「その他」タブから確認できます。 
画面構成・操作については、「1.4.5 履修申請 配当科目選択画面」と同様です。 
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1.4.6 履修申請 処理結果画面 

 
 
【表示ボタン】 
項番 ボタン 処理 
①  

 

履修登録確認表が印刷されます。 
※履修エラーが無い場合、表示されます。 

② 

 
「履修申請 申請状況画面」へ戻ります。 

 
履修申請マトリクス画面の「履修チェック」ボタン、又は「申請」ボタンを押下したとき、「履修申請 

処理結果画面」を表示します。エラーがある場合はエラーメッセージを表示します。 
 
※１．「 」・「 」アイコンを押下し、履修内容に変更を加えた場合、「申請」ボタンを押さないと

登録が完了しません。変更を加えた場合は、必ず最後に申請ボタンを押してくださ

い。 
※２．申請した内容が履修申請確認マトリクス画面に表示されていることを確認してください。 
※３．履修登録期間中であれば、再度履修科目を見直し、修正することが可能です。 
   その場合は、「 」・「 」アイコンを押下し履修科目の修正をしてください。 

履修科目を修正した場合は、最後に必ず「申請」ボタンを押下してください。 
※４．履修申請(「申請」ボタンを押下)するとお知らせが配信されます。  

① ② 
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・履修申請 
【履修申請】受付完了しました 
関西学院大学[webinfo@kwansei.ac.jp] 
 
学生番号：99999999 関学 太郎様 
 
以下の通り申請を受け付けましたので、ご確認ください。 
追加、削除などの変更により、２回以上申請を行った場合でも、 
以下には変更した科目だけではなく、申請されている全ての科目が表示されます。 
申請内容に誤りがある場合は、申請期間中に再度申請してください。 
  
■申請日時 
2018/06/27 20:21:52 
 
■コース 
哲学倫理学専修 
 
■授業期間、曜日・時限、授業名・クラス、担当教員、単位、キャンパス 
秋、月１、芸術史（日本）、新月 一郎、2.0、西宮上ケ原キャンパス 
秋、火３、ドイツ語ＡIV ２、新月 花子、1.0、西宮上ケ原キャンパス 
秋、水４、英語ＢIV ２、上ケ原 太郎、1.0、西宮上ケ原キャンパス 
秋、木４、ドイツ語ＢIV ２、西宮 次郎、1.0、西宮上ケ原キャンパス 
秋、金３、英語ＡIV ２、関学 三郎、1.0、西宮上ケ原キャンパス 
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1.4.7 履修登録確認表印刷 
「履修登録確認表印刷」では、履修登録確認表の印刷を行います。 
※履修申請の画面上部と下部にある[履修登録確認表出力]ボタンを押下します。 

 
▲履修登録確認表印刷 印刷指示画面 
 
【表示ボタン】 

項番 ボタン 処理 
①  

 
履修登録確認表が印刷されます。 

  

① 

① 
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 ▲履修登録確認表 
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1.4.8 履修中止 
画面遷移：メニューのサブポータル「授業・履修・成績」→システムリンク「履修中止」 
「履修中止」では、履修確定した履修情報を中止します。 

 
 

～次ページへ続く～ 
  

① 
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～前ページからの続き 

▲履修中止 申請状況画面 
 
【表示アイコン】 

アイコン 処理 

履修科目の中止 
「履修中止 履修中止確認画面」が表示され、履修申請していた科目の中止

ができます。 
 

履修中止科目の

復活 

「履修中止 履修中止確認画面」が表示され、履修中止した科目の復活がで

きます。 
 

中止のキャンセル

(履修中に戻す) 
履修科目の中止がキャンセルされ、履修中の状態に戻ります。 
 

選択中科目 
セルの背景色が黄色で表示され、選択中の科目を表示します。 
 

履修中止科目 
「履修中止 授業･時間割照会(詳細)」がポップアップで表示されます。 
 

② ③ 
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履修科目 
「履修中止 授業･時間割照会(詳細)」がポップアップで表示されます。 
 

履修済科目 
履修済科目のセルの背景色が青紫色で表示されます。 
 

エラーアイコン 
エラーがある場合、表示されます。マウスをあてるとエラーメッセージが表

示されます。 
 
【表示ボタン】 

項番 ボタン 処理 
① 

 
「履修中止 照会画面(単位修得状況照会)」が表示され

ます。 
② 

 

履修中止処理が実行され、「履修中止 処理結果画面」

が表示されます。 
※履修中止科目が選択されていない場合、非活性で表示

します。 
②  

 
履修登録確認表が印刷されます。 
※履修申請がされていない場合、非活性で表示します。 
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▲履修中止 履修中止確認画面 

 
【表示ボタン】 

項番 ボタン 処理 
①  

 
対象科目を履修中止・復活とし、「履修中止 申請状況画面」へ戻りま

す。 
②  呼び出し元画面（前のページ）が表示されます。 

 
  

① ② 
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▲履修中止 処理結果画面 

 
【表示ボタン】 
項番 ボタン 処理 
①  

 

履修登録確認表が印刷されます。 
※エラーがない場合のみ表示します。 

② 

 
「履修中止 申請状況画面」へ戻ります。 

 
  

① ② 
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1.4.9 履修中止 処理実行 
履修中止をする場合の中止方法について説明します。 

 

中止を希望する授業の「－」アイコンを押下する。 
(「－」アイコンを押下すると、選択確認画面へ 
遷移します。) 
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中止を希望する授業内容を確認し、「選択」ボタンを押下する。 
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中止授業を選択状態＝黄色に修正される。中止を選択後、中止の

選択をキャンセルする場合、「選択解除」アイコンを押下する。 
※中止選択状態の場合、「選択解除」アイコンに変更されている。 

中止授業の選択・確認が完了したら、 
最後に「申請」ボタンを押下する。 
同時に、申請内容を記載したお知らせが配信されます。 
※お知らせは、「その他」タブから確認できます。 
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中止申請後「履修登録確認表」ボタンを押下する。 

履修状態が「履修中止」になっていることを確認。 
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・履修中止 
【履修中止】受付完了しました 
関西学院大学[webinfo@kwansei.ac.jp] 
 
学生番号：99999999 関学 太郎様 
 
以下の通り申請を受け付けましたので、ご確認ください。 
申請内容に誤りがある場合は、再申請期間中に再度申請してください。 
 
■申請日時 
2018/06/27 20:21:52 
 
■コース 
哲学倫理学専修 
 
■授業期間、曜日・時限、授業名・クラス、担当教員、単位、キャンパス 
≪中止申請した科目≫ 
秋、水２、（他）表象文化論Ｃ、新月 太郎、2.0、西宮上ケ原キャンパス 
 
≪現在の履修科目≫ 
秋、月１、考古学概説、新月 一郎、2.0、西宮上ケ原キャンパス 
秋、月２、（他）哲学Ｂ、新月 二郎、2.0、西宮上ケ原キャンパス 
秋、月３、漢文 ２、新月 三郎、2.0、西宮上ケ原キャンパス 
秋、月４、（他）自然現象の科学Ｂ、新月 花子、2.0、西宮上ケ原キャンパス 
秋、火２、金４、民法総則 １、上ケ原 花代、4.0、西宮上ケ原キャンパス 
秋、火３、心理科学入門 II、関学 月子、2.0、西宮上ケ原キャンパス 
秋、水３、総合Ｍ、関学 月代、2.0、西宮上ケ原キャンパス 
秋、木３、（他）政治社会学Ｂ、新月 太郎、2.0、西宮上ケ原キャンパス 
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■1.5 単位修得状況照会 
画面遷移：メニューのサブポータル「授業・履修・成績」→システムリンク「成績照会」 
「成績照会」では、単位修得状況を表示します。成績通知書の印刷を行えます。 
 

 
▲単位修得状況照会 照会画面 
 
【表示ボタン】 

項番 ボタン 処理 

 ①  成績通知書の印刷を行います。 

 ②  要件グループの全階層が開きます。 

 ③  要件グループの全階層が閉じます。 

 
  

① 

② ③ 
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1.5.1 成績通知書 

■帳票 

成績通知書【学部・専門職(IBA)の場合】 

 

成績通知書【大学院の場合】
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成績通知書【専門職（司法研究科）の場合】 
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■1.6 履修コース選択 
「履修コース選択」では、所属する学部・学科に属するコースの選択を行います。新たに、 

専攻・コース情報に、(留学生)、(編入学)など、細分化しているので、自身の専攻・コース情報 
を確認した上で、新たなコース情報を選択してください。 

 
1.6.1 選択画面 

 

▲履修コース選択 履修コース選択画面 
 
【表示ボタン】 

項番 ボタン 処理 
① 

 
カリキュラム情報を変更し、「履修コース選択 処理結果画面」が

表示されます。 
②  入力値を初期値に戻します。 
③ 

 
呼び出し元画面（前のページ）が表示されます。 
※履修申請の申請状況画面から遷移してきた場合、表示します。 

 
  

① ② ③ 



46 
 

 

▲履修コース選択 処理結果画面 
 
【表示ボタン】 
項番 ボタン 処理 
① 

 
「履修コース選択 履修コース選択画面」へ

戻ります。 
 
  

① 
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■1.7 授業･時間割 
1.7.1 授業･時間割照会 
画面遷移：メニューのサブポータル「授業・履修・成績」→システムリンク「時間割照会」 
「時間割照会」では、履修している(または履修申請している)時間割の照会を行います。 
 
※履修している（または、履修申請している）授業・時間割情報の 1 週間分をマトリクス表示します。 

 
▲授業･時間割照会 照会画面 
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【１コマの表示内容】 
①詳細アイコン表示部 
→対象授業の照会(詳細)画面をポップアップ表示す

る。 
②教室名称表示部 
→対象授業の教室名称を表示する。授業変更情報が

存在する場合、変更後の教室名称を表示する。 
③休講アイコン表示部 
→対象授業が休講の場合、アイコン表示する。 
④補講アイコン表示部 
→対象授業が補講の場合、アイコン表示する。 
⑤教室変更アイコン表示部 
→授業変更情報が存在する場合、アイコン表示する。 
 ・スポット変更の場合、教室変更期間中はアイコンを表示する。 
 ・恒久変更の場合、変更日付・開始と一致する日のみアイコンを表示する。 
⑥科目名称表示部 
→対象授業の科目名を表示する。 
 
＜補足＞ 
※②、⑥は、マウスを合わせることで、表示しきれない名称が全てチップヘルプで表示される。 
（複数教室の授業も確認可能。） 
※対象曜時に授業がない場合には、①～⑥すべての項目を表示しない。 
 
【表示アイコン】 

アイコン 処理 

(履修科目の詳

細) 
「授業･時間割照会 授業･時間割照会(詳細)」がポップアップで表示されます。 

(授業変更) 授業変更情報が存在する場合、アイコンが表示されます。授業変更情報を参照

し、変更後の教室名称が表示されます。 
(休講) 集中講義の休講は、集中講義期間内に存在している集中講義の全てまたは、いず

れかが休講した場合に表示されます。 
(補講) 補講の場合、表示されます。 
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1.7.2 授業･時間割照会(詳細) 
「授業･時間割照会(詳細)」では、履修している(または、履修申請している)授業情報詳細を照会します。 
※「履修申請」、「履修取消」、「授業･時間割照会」からポップアップ形式で表示されます。 
 

 

▲授業･時間割照会(詳細) 照会画面 
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<教室変更> 
※1 該当する授業の教室変更情報が存在する場合 
・スポット変更の場合 
該当する授業の日付が教室変更の変更期間中の場合、変更後・教室名称を表示する 
・恒久変更の場合 
該当する授業の日付が教室変更の変更日付・開始日前の場合、変更前・教室名称を表示する 
 
<教員変更> 
※2 該当する授業の教員変更情報が存在する場合 
・スポット変更の場合 
該当する授業の日付が変更期間中の場合、変更後・教員氏名を表示する 
・恒久変更の場合 
該当する授業の日付が変更日付・開始日前の場合、変更前・教員氏名を表示する 
 
<曜時変更> 
※3 該当する授業の曜時変更情報が存在する場合 
該当する授業の日付が変更日付と同日の場合、変更後・曜時を表示する 
該当する授業の日付が変更日付・開始日前の場合、変更前・曜時を表示する 
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1.7.3 休講状況照会 
画面遷移：メニューのサブポータル「授業・履修・成績」→システムリンク「休講」 
「休講」では、休講状況の照会を行います。 
※メニューのカレンダーからも休講状況を確認することができます。 

 
▲休講状況照会 結果一覧画面 
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1.7.4 補講状況照会 
画面遷移：メニューのサブポータル「授業・履修・成績」→システムリンク「補講」 
「補講」では、補講状況の照会を行います。 
※メニューのカレンダーからも補講状況を確認することができます。 

 

 ▲補講状況照会 結果一覧画面 
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1.7.5 授業情報変更照会 
画面遷移：メニューのサブポータル「授業・履修・成績」→システムリンク「教室・時間割変更情

報」 
「教室・時間割変更情報」では、授業の変更情報の照会を行います。 
※メニューのカレンダーからも授業情報変更状況を確認することができます。 

 
▲授業情報変更照会 照会画面 
 

【表示ボタン】 

ボタン 処理 

 
入力された条件で検索が実行され、条件に一致する授業変更情報一覧を 
画面下部に表示します。 

 入力値を初期値に戻します。 
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■1.8 履修カルテ 
1.8.1 履修カルテ 履修カルテ情報画面 
画面遷移：メニューのサブポータル「教職・資格取得」→システムリンク「履修カルテ(教職課程用)」 
「履修カルテ(教職課程用)」では、履修カルテ情報の表示と更新を行います。 

 
～次ページへ続く～ 
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～前ページからの続き～ 

 
▲履修カルテ 履修カルテ情報画面 
 
【表示ボタン】 
項番 ボタン 処理 
① 

 

登録が実施され、履修カルテ情報を更新し、「履修カルテ情報 処理結

果画面」が表示されます。 
② 

 

入力値を初期値に戻します。 
 
  

① ② 
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1.8.2 履修カルテ 処理結果画面 
「履修カルテ情報画面」では、履修カルテ情報の表示と更新を行います。 
 

 

▲履修カルテ 処理結果画面 
 
【表示ボタン】 
項番 ボタン 処理 
①  

 
「履修カルテ 履修カルテ情報画面」へ戻ります。 

 
  

① 
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■1.9 試験時間割照会 
1.9.1 試験時間割照会 
画面遷移：メニューのサブポータル「授業・履修・成績」→システムリンク「試験時間割照会」 
「試験時間割照会」では、定期試験の時間割の照会を行います。 

 
▲試験時間割照会 照会画面 
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■1.10 エラーメッセージ一覧 
以下に学生メニューに表示するメッセージ文と意味、および対応について説明します。 
1.10.1 学生情報登録申請 
・入力内容が変更されているため、確認できません。 
    対処 入力内容が変更されており、確認ボタンが押下された場合に表示されます。 
       入力内容を変更した場合は申請ボタンを押下してください。 
 
1.10.2 抽選授業履修申請 
・履修抽選情報を選択してください。 
  対処 履修抽選情報が未選択の場合に表示されます。 
 
・複数選択授業が 1 つ以上選択されているため、申請できません。 
  対処 希望順位抽選授業が複数選択されている場合に表示されます。 
 
・複数選択授業とそれ以外の抽選授業が選択されているため、申請できません。 
  対処 希望順位抽選授業と単純抽選授業が選択されている場合に表示されます。 
   
・単純抽選(複数授業選択)が 1 つ以上選択されているため、申請できません。 
  対処 単純抽選(複数授業選択)が複数選択されている場合に表示されます。 
   
・単純抽選(複数授業選択)とそれ以外の抽選授業が選択されているため、申請できません。 
  対処 単純抽選の複数授業選択と単数授業選択が選択されている場合に表示されます。 
   
・異なるキャンパスで開講する授業のため、連続して履修できません。 
  対処 異なるキャンパスで開講する授業を申請した場合に表示されます。 
   
・同一の期間、曜時で開講する授業のため、重複して履修できません。 
  対処 同一の期間、曜時で開講する授業を申請した場合に表示されます。 
   
・希望区分を選択してください。 
  対処 希望区分が全て未選択の場合に表示されます。 
   
・希望区分が重複しています。 
  対処 同じ希望区分が選択されている場合に表示されます。 
     
・第○希望が未選択のため、申請できません。 
  対処 第○希望が未選択で第△希望以降が選択されている場合に表示されます。 
   例：第一希望が未選択で第二希望以降が選択されている場合 
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・希望区分の希望順位が申請可能最大希望数を超えているため、申請できません。 
  対処 申請可能最大希望数を超える希望区分を選択した場合に表示されます。 
   
・履修申請可能数が超過しているため、申請できません。 
  対処 履修申請可能数を超過している場合に表示されます。 
   
・履修抽選グループが同じ授業の場合は、複数の選択は選択できません。 
  対処 履修抽選グループが同じ授業を複数申請している場合に表示されます。 
   
・未抽選ではないため、申請できません。 
  対処 未抽選以外の抽選授業を申請した場合に表示されます。 
     
1.10.3 履修申請 
・入力内容に誤りがあります。以下のメッセージに従い修正してください。 
  対処 入力内容に誤りがある場合に表示されます。 
  
・指定日付(年)(月)(日)を入力してください。 
  対処 指定日付(年)(月)(日)が入力されていない場合に表示されます。 
  
・指定日付(年)(月)(日)には半角数字のみを入力してください。 

対処 指定日付(年)(月)(日)に半角数字以外が入力されている場合に表示されます。 
  
・指定された週の授業は存在しません。 

対処 指定された週に授業が存在しない場合に表示されます。 
  
・現在、履修確定の事務処理が完了していないため、授業・時間割を照会できません。 

対処 履修確定の事務処理が完了していない場合に表示されます。 
  
1.10.4 履修科目チェック 
・○○○で履修可能な単位数を超えて履修しています。 

対処 ○○○の期間で履修可能な単位数を超えて履修している場合に表示されます。 
     
・履修前提を満たしていないため、履修できません。 
  対処 前提条件を満たしていない授業を履修している場合に表示されます。 
     
・排他履修前提を満たしていないため、履修できません。 
  対処 排他前提条件を満たしていない授業を履修している場合に表示されます。 
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1.10.5 単位修得状況照会 
・履修登録の申請が行われていないため、表示できません。 
  対処 履修登録申請がされていない場合に表示されます。 
     
1.10.6 履修コース選択 
・コース選択対象ではないため、使用できません。 

対処 コース選択対象ではない場合に表示されます。 
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