
※履修登録する科目の科目番号をすべて記入し、4/5（火）の履修登録時に持参してください

個人番号（3桁）

R４年度　前学期 共通教育科目　履修登録ワークシート 氏名 学生証番号

数学の基礎

または

数理情報の基礎

数学の基礎

または

第１～第２ｸｫｰﾀｰ

新入生セミナーＡ

★今学期の共通教育科目の履修登録に関する留意事項★～共通教育履修案内の教育課程表も要確認～

科目名

新入生セミナーA １Ｑ～２Ｑ 火５ 履修登録済み。科目番号：１００８１

こころと健康 １Ｑ～２Ｑ 水１ 履修登録済み。科目番号：１０１４６（個人番号1～160），科目番号：１０１４４（個人番号161～）

微積分

情報リテラシー入門Ⅰ １Q 月１

１Q 月4 月４科目帯（１Ｑ)　※ ★別紙「学問分野別科目一覧」（4/3の履修指導で配付）およびシラバスを参考に、左記の科目帯から科目を選択。

１Q 木２ 木２科目帯（１Ｑ)　※ ※各科目には定員あり。

２Q　 月４ 月４科目帯（２Ｑ) 4/7に抽選結果を確認して，抽選漏れの場合は定員に空きのある他の科目を再登録。

２Q　 木２ 木２科目帯（２Ｑ)

※「数学入門（微積分入門）」（１Q月４・木２）を受講する場合は、上記１Q月４科目帯と木２科目帯は履修不可。

数学入門（微積分入門）

初修外国語Ⅰ・Ⅱ １Q・２Q

集中講義
※希望者のみ

履修登録済み。科目番号：Ｂ０３６２（個人番号141～）

履修登録済み。科目番号：B０３６１（個人番号1～140 ）

第２ｸｫｰﾀｰ　英語Ⅱ

今学期に1年次対象として開講される科目は「学問分野別科目」と「発展科目」。（「共通教育科目授業時間割表」参照）
具体的な開講時期や募集時期、登録方法等は、共通教育センターのホームページや掲示板で随時お知らせ。
集中講義形式で開講される科目の単位はCAP制の上限には含まれない。

科目による 科目による

第１ｸｫｰﾀｰ　初修外国語Ⅰ

科目番号：Ｂ０３０１（数学・数理情報，物理学コースに配属を希望する学生）
科目番号：Ｂ０３０２（生物・地学コースに配属を希望する学生）
科目番号：Ｂ０３０３（化学コースに配属を希望する学生）

第１ｸｫｰﾀｰ　初修外国語Ⅰ

履修登録に関する留意事項開講期

火2（個人番号1～
140）

火4（個人番号141～）

第２ｸｫｰﾀｰ　学問分野別
（月４科目帯）

第２ｸｫｰﾀｰ　微積分

（クラス分け等については右枠
の説明を参照してください。）

数理情報の基礎

第２ｸｫｰﾀｰ　初修外国語Ⅱ

6 1

第１ｸｫｰﾀｰ　初修外国語Ⅰ

第２ｸｫｰﾀｰ　英語Ⅱ

曜日時限

第２ｸｫｰﾀｰ　初修外国語Ⅱ

学問分野別科目

月５・木５または
水６・金６（週2回開講）

★シラバスで種目を確認して希望するクラスを履修登録。※クラスによって授業内容が異なる。
→　4/7に抽選結果を確認して，抽選漏れの場合は定員に空きのある他のクラスを再登録。
※共通教育センターのホームページに掲載の「令和４年度前学期「スポーツ」の履修について」も参照。

英語Ⅰ

英語Ⅱ

火４・金４(個人番号1
～140)

火２・金４(個人番号
141～)

履修登録済み。※教室等については、修学支援システムで確認すること。
※週2回開講
※外部試験（TOEIC等）の成績が基準に達している場合は、「英語Ⅱ」または「英語Ⅳ」の単位として認定される制度あり。
前学期の申請期間は4/4（月）～4/8（金）。申請場所は、英語教育センター事務室（愛大ミューズ2階）。「共通教育履修案内」（p.43）参照。

２Q　

１Q

２Q

スポーツ １Ｑ～２Ｑ

火２・金４(個人番号
141～)

火４・金４(個人番号1
～140)

火３・金２(週2回開講)

別紙「初修外国語一覧」（4/3の履修指導で配付）で選択（１Ｑと２Ｑはセットで４つの科目番号を履修登録）。
履修登録の際には、１つの科目番号を登録すると、他の3つの科目番号は自動で登録される。

履修登録の際には、１つの科目番号を登録すると、もう1つの科目番号は自動で登録される。
※受講希望者は、学問分野別科目の履修登録に関する上記留意事項を参照。

１Q 月４・木２

情報リテラシー入門Ⅱ ２Q　 月１

履修登録済み。科目番号：A０３６１

1

第１～第２ｸｫｰﾀｰ

物理学Ⅰ（標準クラス）

1 3 2 0 1

（クラス分け等については欄外の
説明を参照してください。）

第２ｸｫｰﾀｰ　微積分

※Microsoft Formsで
履修意向調査を行います。

WEB履修登録の対象外科目で
す。

第２ｸｫｰﾀｰ　学問分野別
（木２科目帯）

第１ｸｫｰﾀｰ　初修外国語Ⅰ

第２ｸｫｰﾀｰ　初修外国語Ⅱ

4

第２ｸｫｰﾀｰ　初修外国語Ⅱ

個人番号141～

第1ｸｫｰﾀｰ
※数学入門（微積分入門）

6

Ａ 0 5 3 8

5

6

第１～第２ｸｫｰﾀｰ
博物館概論

1 3

（クラス分け等については欄外
※の説明を参照してください。）

Ｂ

Ａ

3

第1ｸｫｰﾀｰ
化学Ⅰ（標準ｸﾗｽ）

金

第１ｸｫｰﾀｰ　

0

第１ｸｫｰﾀｰ　英語Ⅰ

1

第１ｸｫｰﾀｰ　学問分野別
（木２科目帯）

物理学Ⅰ（入門クラス） 第１～第２ｸｫｰﾀｰ

生物学Ⅰ

1 3 4 0

木

第1ｸｫｰﾀｰ
※数学入門（微積分入門）

第１～第２ｸｫｰﾀｰ
理学部

1

第2ｸｫｰﾀｰ
化学Ⅱ（標準ｸﾗｽ）

※化学コース希望者向け

月 水

1

火

第２ｸｫｰﾀｰ
情報リテラシー入門Ⅱ

2

個人番号1～140
第1～第２ｸｫｰﾀｰ

スポーツ

0

0

第１ｸｫｰﾀｰ　学問分野別
（月４科目帯）

個人番号1～140

第１ｸｫｰﾀｰ　英語Ⅰ

1 3 5

第１ｸｫｰﾀｰ　

1

個人番号141～
第1～第２ｸｫｰﾀｰ　スポーツ

0

3

※化学コース希望者向け

第１ｸｫｰﾀｰ　英語Ⅰ

第２ｸｫｰﾀｰ　英語Ⅱ

地学Ⅰ

第１～第２ｸｫｰﾀｰ

3

3

※Microsoft Formsで
履修意向調査を行います。

WEB履修登録の対象外科目で
す。

（クラス分け等については欄外
※の説明を参照してください。）

3

第１～第２ｸｫｰﾀｰ
こころと健康

第１ｸｫｰﾀｰ
情報リテラシー入門Ⅰ

2

Ａ 0 5 3 9

3 2

2

個人番号

1～160⇒１０１４６
161～ ⇒１０１４４

R4前学期

CAP上限単位数 ２４単位

（専門教育科目も含む）

個人番号

1～140 ⇒Ｂ０３６１
141～ ⇒Ｂ０３６２

※【数学入門（微積分入門）】

履修する場合は第１クォーターの月

４科目帯及び木２科目帯の学問分

野別科目は履修不可。

※「生物学Ⅰ」および「地学Ⅰ」

の履修について

生物学Ⅰと地学Ⅰは，

Microsoft Formsの履修意向調

査に回答することで，どちらか

１つの科目を履修登録できます。

詳細は，修学支援システムの

受信メッセージで確認してくださ

い。

修学支援システムトップページ

＞メッセージボックスへ＞該当

メッセージの件名を選択

１０１７３

１０１７４

１０１７５ から選択

１０１７８

１０１７９ から選択★共通教育履修案内

ｐ２９ 「教育課程表」参照

卒業に必要な教養科目16単

位のうち、「主題探究型科

目」で2単位、それ以外の

「教養科目」で14単位が必要

です。

「教育課程表」に単位数が

カッコ書きされた開講科目は、

全てを履修する必要はあり

ませんので、計画的に単位

を修得してください。

「１」から始まる科目番号

⇒セメスター制の授業

「Ａ」「Ｂ」から始まる科目番号

⇒クォーター制の授業

◆「Ａ」：第1クォータ―

◆「Ｂ」：第２クォーター

本紙で表記している「個人番

号」とは、学生証番号のうち、

アルファベットの前の3桁の

数字のことです。

「数学の基礎」と「数理

情報の基礎」クラス分

け

・数学・数理情報，物

理学コースに配属を希

望する学生

「受講クラス」

火３ 数理情報の基礎

Ａ３１０３

金２ 数学の基礎

Ａ３１０２

・化学・生物・地学コー

スに配属を希望する学

生

「受講クラス」

火３ 数学の基礎

Ａ３１０１

金２ 数理情報の基礎

Ａ３１０４


	理

