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履修登録は進級・卒業するための重要な手続きです。
本紙をよく読み、各自サバイバルガイド、シラバス、授業時間割表を
参考にしながら計画的に登録を行ってください。
なお、授業時間割表には変更が生じる場合があります。３０号館１階
エントランスホールの掲示板及び学部ホームページを必ず確認して
ください。

21世紀アジア学部
４月の履修登録期間には、通年開講科目および春期開講科目を、
９月の履修登録期間には、秋期開講科目を登録をします。

交換留学生（受入）及び科目等履修生等の非正規学生については
OCRカードに よる履修登録となります。
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履修登録
学年のはじめに一年間の学習内容を計画し、履修する授業科目を各期に登録します。

履修登録は進級し、卒業するための重要な手続きです。学年ごとに計画的に履修科目を登録
してください。

◇ サバイバルガイド・授業時間割表・ガイダンスで配布される資料・成績通知書を参照しながら、

履修時間割案を作成する。

◇ それぞれの科目の授業内容については、Ｗｅｂ上でシラバス（授業計画）を参照する。

履修時間割案の作成

Ｗｅｂ履修登録期間 秋期：９月１４日（月）～ １５日（火） 予定

◇ 抽選科目の結果を確認し、必要であれば追加登録を行う。

ただし、定員を満たした授業科目は登録できない。

◇ エラーメッセージが出た場合は、メッセージにしたがって履修内容を修正し、再度Ｗｅｂ履修

登録を行う。それでもメッセージが消えない場合は、Ｗｅｂ履修登録期間中に21世紀アジア

学部事務課にメールで問い合わせを行う （電話での対応はできない）。

◇ 『履修登録本人控』を確認し、プリントアウトする。

※ 開始時間前にはログインしないでください。エラーとなる場合があります。

◇ 履修時間割案を元に履修科目の登録を行う。

◇ 抽選科目は必ず（追加）登録期間にＷｅｂ履修登録画面上抽選の結果を確認する。

（抽選）登録期間 ９/１４日（月）10:45～21:00

（追加）登録期間 ９/１５日（火） 10:45 ～21：00

履修登録確認・修正期間 秋期 ９月２４日（木）・２５日（金）

◇ 『履修登録確認票』およびＷｅｂ画面上で、必ず各自内容をよく確認する。

『履修登録確認票』の受領あるいは「履修確認」のＷｅｂ画面上での確認

エラー・修正事項が
ない場合

◇ 指示に従いエラー・修正事項がなくなるまで修正作業を行う。

履修登録完了

エラー・修正事項が
ある場合

履修登録内容の修正
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Ⅰ 履修登録にあたって

※履修登録のスケジュールを確認して、通年科目・春期の科目・集中講義（通年・春期）を
登録してください。登録は4/9（火）の10:45より登録可能です。学内で登録をする学生は、下表
時間帯で登録をしてください。

学内端末室利用時間 学外のPC等での利用時間

Web履修登録
（※抽選登録期間） 今年は設定なし

9/14（月） 10:45 ～ 21:00

抽選結果発表

9/15（火） 10：45～

抽選の結果は、Web履修選択画面上で確認をしてください。（確認方法は以下を参照）
抽選に通らなかった科目は、『Ｗｅｂ履修登録（追加）登録』 期間中追加登録をしてください。

※公開時間前にログインするとエラーの原因となります。必ず公開時間後にログインしてく
ださい。

Web履修登録
（※追加登録期間）

今年は設定なし 9/15（火） 10：45 ～ 21:00

Web入力スケジュール

授業科目は、一部の科目を除き、履修できる人数に上限が設けられた【抽選科目】となっています。【抽選科目】の

履修登録については、 『Ｗｅｂ履修登録（抽選）登録』 期間にWeb履修選択画面で抽選申込をしてください。（単位

は集計されません）抽選申込をした授業科目は<抽選中>と表示され、『Ｗｅｂ履修登録（追加）登録』 期間に、必ず

再度ログインをして結果を確認する必要があります。

抽選に通った授業科目は、Ｗｅｂ履修選択画面上に表示されますが（単位が集計される）、抽選に通らなかった授

業科目は、表示されません。確認の結果、履修科目を追加登録する必要が生じた場合は、『Ｗｅｂ履修登録（追加）

登録』 期間中に、選択可能な授業科目の中から登録を行ってください。

（抽選申込方法については、『3.Web履修登録手順』を参照）

抽選結果の確認と追加登録

履修登録単位数の上限

年間42単位まで履修登録することができます。ただし、下表の授業科目は履修登録単位数の上限に含みません
ので単位計算の際に注意してください。なお、取得できる年間単位数は49単位までが限度です。

履修登録単位数の上限に含まない授業科目

・集中科目（集中講義）

・特別課題研究１・２

・教職に関する科目 （卒業単位として算出されません。）
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事前登録科目

一部の必修科目や、クラス指定の授業科目は事前に登録画面に表示されています。最初のログイン時にWｅｂ履

修選択画面に表示された授業科目が事前登録科目です。クラス指定のある授業科目は、登録されているクラスで

受講しなければなりません。やむを得ない理由でクラス変更が必要な場合は、まず履修相談（メール利用）を行い、

『クラス変更届』を提出してください。（※４月の登録時は、クラス指定科目（春期開講分）のみ事前登録されていま

す。）

１年生 2年生 3年生 4年生

総合演習１・２

キャリアデザイン１

外国語科目

情報処理１

アジアの文化

アジアの政治１

アジアの経済１

アジアの社会１

現代中国の社会と文化

（中国語履修者）

現代韓国の社会と文化

（韓国語履修者）

総合演習３・４

キャリアデザイン２

外国語科目

アジアの政治２

アジアの経済２

アジアの社会２

キャリアデザイン３

外国語科目

21世紀アジア学演習１・２

21世紀アジア学演習３・４

【事前登録科目】
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・履修登録期間の終盤については大変混雑が予想されます。早めに登録をお願い
します。（期間内は何度でも登録・修正ができます。）

・学外（自宅等）のパソコン（インターネット接続）でもＷｅｂ履修登録することができます。た
だし、障害等が発生した場合等の学外からの問い合わせについては対応できません。

・履修登録期間中は24時間アクセス可能ですが、午前5:00～7:00の間でメンテナンス等に
より一時停止することがあります。また、学部により指定日を設けていることがあります。

・Web履修登録は推奨環境以外の環境では正しく動作しない場合があります。学外で履修
登録を行うときは、使用するソフトウェアのバージョンなどをよく確認してください。
＜推奨環境＞

O S：Windows XP、Windows Vista、Windows 7
ブラウザ：Internet Explorer 7以上、Fire Fox 2、Google Chrome

※スマートフォンからの履修登録は推奨できません。

・このシステムでは、何も画面操作を行わずに２０分以上経過するとエラーになります。この
場合には、再度ログインを行ってください。なお、タイムアウトした場合、選択していた科目
等いままで入力等していたものは、すべて消えてしまうので予め履修する科目を決めてか
ら登録を行ってください。

・IDとパスワードを忘れた場合は
情報システム課（11号館2階）へお尋ね下さい。（ホームページを参照）
・電話等での問い合わせは一切行っていません。

Ⅱ 注意事項

※履修登録の注意事項を示します。必ず確認してください。
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Ⅲ Web履修登録手順

21世紀アジア学部では、春期と秋期の２回履修登録を行います。履修登録は、1年間に履
修する授業を決定する大切な手続きです。 注意を怠ると、卒業に必要な単位要件を満
たせず留年する等、思わぬ不利益を被ることがあります。本マニュアルを熟読した後に、
Wｅｂ履修登録を正しく行ってください。今回は「他学部履修」「首都圏西部大学単位互換」
「世田谷6大学コンソーシアム連携授業」制度は中止します。

１．Kaede-i ポータルサイトにログイン

① https://kaedei.kokushikan.ac.jp/ にアクセスします。

・ 国士舘大学ホームページ から 「Kaede－ｉ」へのリンクボタンをクリック

または

アドレスバーに直接上記ＵＲＬを入力してください。

② 「ユーザーID（LiveID）」と「パスワード」を入力後、「ログイン」ボタンをクリックします。

ユーザIDとパスワードは、
【新入生】
リテラシー教育時に配付されたIDとパスワード
【在学生】
「Kaede-i」のIDとパスワード
※なおWebメールにログインするIDとパスワードは、大学の

PCにログインする時のID・パスワードと同じです。
（上級生はPCログイン時のID・パスワードと異なる場合もあります。）

※転部転科生など学籍番号が変更となる場合は、
IDとパスワードが変更となります。情報科学センター
までお問い合わせください。

③Top画面が表示されたら、ログインが成功です。
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２、履修選択までの事前作業

ログインが成功するとトップ画面へ移ります。『履修登録を行う 』をクリックしてください。

（１）【住所確認】 現住所・保証人・学費納入者の住所等の確認を行います。

①必要項目を確認・修正してください。確認・修正入力が終了したら画面の一番下にある『確認
画面へ』のボタンをクリックします。

※この情報は学生への重要な連絡等に使用します。正確に入力してください。

「※」が付いている項目
は必須項目です。必ず
入力して下さい。

確認・修正が終わったら
『確認画面へ』をクリック
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②画面の内容を確認して、『登録 』ボタンをクリックします。なお、修正する場合は、『修正 』ボタ
ンをクリックして修正します。

（２）【外国語選択】 外国語コースの登録・確認を行います。

◆新入生
希望する外国語コースを選択して『登録 』ボタンをクリックしてください。

◆在校生
登録されている外国語コースを確認して、そのまま『次へ 』ボタンを押してください。なお、
外国語コースは変更できません。

このページの最下部

修正した箇所は赤字になってい
ますので、確認してください。

そのまま「登録」する場合はこ
のボタンをクリックします

「修正」する場合はこのボタ
ンをクリックします

新入生

在校生
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（３）【専門コース選択】

※専門コースがある学部のみ対象。ない学部はそのまま（４）教職・資格選択へ進む。

◆専門コースを選択する学生 （２年生）
専門コースを選択して『登録 』ボタンをクリックして下さい。

（４）【教職・資格選択】 ※上級生で、すでに教職・資格課程を受講している学生は③へ進む

①新たに教職・資格の受講を希望する場合『教職・資格受講登録へ』ボタンをクリックします。
教職・資格を受講しない学生は『履修登録へ』ボタンをクリックしてください。（本マニュアルの
「３ 履修選択を行う」のページへ進んでください。）

◆専門コースが登録済みの学生（上級生）

登録されている専門コースを確認して『次へ 』のボタンを押してください。

教職・資格課程の受講希望者の
みクリック

注：前年度以前に教職・資格課
程を受講している学生はこの画
面は出ません。③へ進む。

コースは、３年次に１回のみ変更
することができます。
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②新入生 および 在学生で教職・資格受講登録していない学生で新たに受講登録する
メニューに表示された教職・資格の中から、登録したい教職・資格にチェック『 ﾚ 』を入れ、画面
下方の『登録 』ボタンをクリックします。（登録後は本マニュアル「３ 履修選択を行う」のページへ
進んでください。）

③在学生で過去に教職・資格受講登録している学生
メニューに表示された前年度までの登録した教職・資格に、本年度について「継続する」か
「継続しない」かを、該当の教職・資格にクリックしてください。また、新たに教職・資格を登録
したい場合はチェックをいれて、画面下方の『 登録 』ボタンをクリックします。
※副免については、ここでの登録は不要です。

※なお、『登録 』ボタンを押した後、３・４年生で「小学校」「中学校」免許を受講する場合は、

引き続き「介護等体験 確認画面」が表示されるので、質問に答えて登録・確定してくださ
い。

継続しない場合は、「継続
しない」をクリックする。

今年度新たに受講登録す
る場合はチェックを入れる。
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修得済

３、履修選択を行う。

（１）曜日・時限から選択

①ガイダンスで配布された時間割表及びシラバスを参照しながら事前に作成した「履修案」の
授業科目の曜日・時限のエリアをクリックする。

※同じ科目を重複選択したり、同時限に重複したり科目を選択するとエラーメッセージが出ます。

※各キャンパス間（世田谷⇔町田、世田谷⇔多摩、町田⇔多摩）の移動時間（１時限分を空ける）がない
場合は、選択できません。（ただし2時限目と3時限目の町田⇔多摩については除外されます）

選択する曜日・時限・開講期のマスを
クリックすると履修登録可能な科目
選択画面が出てくる。

予めクラス指定された一部の科目は既に表示
されています。なお、赤い×ボタンが出ていな
いものは選択変更することができません。
（一部科目は取消のみ可能）

既に修得している科目は「修得済」、受講登録をしていない
場合で教職・資格の科目については「要 教職・資格登録」と
表示されます。

登録する科目の『選
択 』ボタンをクリック

②履修可能な科目の一覧が表示されるので、履修する科目の左側の『選択 』ボタンをクリック
する。（なお、修得済科目は「修得済」の表示がでます）
③「科目一覧画面」を閉じる場合は必ず右下の『キャンセル 』ボタンをクリックする。（画面右上
の『× 』ボタンをクリックすると全て閉じてしまうので注意）

抽選科目については＜抽選申込＞
と表示されます。

選択ボタンを押すと［抽選中］と表示されます。抽選結果は
抽選後に再度ログインをして確認をしてください。
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④選択が完了すると下記のように表示されます。なお、選択した科目を取り消す場合や変更す
る場合は、赤い×マークをクリックし、選択しなおしてください。

選択した科目を取り消す場合や変更
する場合はこの×ボタンをクリック

（２）集中講義の選択 （集中講義等履修者のみ）
数日間の集中した日程で行う講義があります。該当科目の履修を希望する場合には、「集中講義検索」

から集中講義を履修登録してください。
「履修登録」画面の下の『 集中講義検索 』ボタンをクリック、メニューに表示された集中講義等の中から、
登録したい講義名の左に表示されている『 選択 』ボタンをクリックします。

クリックすると、

集中講義の検索画面
へ移動します。

登録する科目の『選
択 』ボタンをクリック

『決定』ボタンをクリックする
と登録していた科目が取り

消すことができる。

※選択した科目を取り消す場合や変更する場合は赤い×ボタンをクリックする。
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（３）「他学部履修」（他学科、他専攻を含む）・「副免」（事前に許可された学生のみ）
科目履修の選択方法【今回は他学部履修制度は中止します。】

本学には、総合大学であることの特長を活かし、自学部のカリキュラムにない他学部の科目を無料で履
修できる制度です。履修手続きについては開放科目（教職・資格科目は制限）であることを受講希望する
学部で確認の上、指定された「他学部・他学科科目履修申込書」を自学部の事務課へ提出して下さい。
受講先学部において正当であると判断された場合のみ許可されます。（副免も同様の手順）

他学部履修の履修登録は、指定された「他学部・他学科科目履修申込書」の提出、及び「履修選択」画
面の下に表示されている、『 他学部履修 』ボタンをクリック、登録したい科目の『曜日・時限・開講学部（プ
ルダウン）及び時間割コード（数字３ケタ）』を入力し『 検索 』ボタンをクリック、該当科目が下に表示され、
履修したい科目の左に表示された『 選択 』ボタンをクリックで登録します。

他学部履修を行いたい場合
にクリックします。

※他学部履修は必ず受講できるとは限りません。この時点では他学部履修科目は登録が確定
しませんので注意してください。（集計単位数にも含まれません。）受講が許可されたかどうか
の結果については、後日「履修登録確認期間」に学部事務課から配付する「履修登録確認票」
で必ず確認してください。【今回は他学部履修制度は中止します。】

①『 他学部履修 』クリックし
ます。

②全ての項目を入力して
『検索』ボタンをクリック

③『選択』ボ
タンを押す

④選択ボタン押した後、＜仮登録＞とし
て表示されます。この時点では単位数合
計に含まれていないので注意。
（政経学部の他学科科目の履修については
一部の科目を除き、本登録となり＜仮登録＞
の表示はでません。）

※「履修登録本人控」では

＜仮登録＞の科目は黒く塗られて
ます。これらの科目は、履修登録確
認期間で登録が確定されます。
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４、履修選択の確認を行う

履修選択作業が終わったら、内容を確認します。登録した内容に間違いがないか、『 保存 』ボタン
をクリック前に必ず確認をしてください。

①登録が終了したら履修登録画面の最下部にある『確認画面へ 』ボタンをクリックします。

②【履修確認】 画面
「履修確認」画面（時間割形式、一覧形式）で、登録した科目が「履修案」と間違いが無いか確認し
てください。
※見易さに応じて、「時間割形式」、「一覧形式」の表で出力することも可能です。画面右上に表示される、『 時間割形
式 』『 一覧形式で見る 』をクリックすると、画面が入れ替わります。

一覧形式時間割形式

③この時点で、履修エラーチェック等が行われ、ページ上部に＜メッセージ＞が表示される
ことがあります。メッセージを確認してください。

メッセージが表示されることがあります。必要
に応じて履修内容を確認して訂正してください。

特定の科目にエラーが出た場合はピン
ク色で表示されます。この場合は、修正
をしなければ当該科目は登録ができま
せん。



14

※主なエラーメッセージは下記の通りです。

下記のようなメッセージが出た場合は、エラーメッセージに従って履修内容を修正してください。修
正せずそのままにすると、履修した科目が登録されていません。（なお、学部によってメッセージの
内容が異なるものがあります。）

エラーメッセージ エラー内容と対応

××科目（××）単位数が不足している ××（総合教育や専門などの必修や選択必修 など）当
該科目区分の単位数が不足しています。便覧等で不足
している科目等を確認し、履修内容を修正してください。

自由選択科目単位数が不足している 自由選択枠の単位数が不足しています。便覧等で不足
している科目等を確認し、履修内容を修正してください。

卒業必要単位数が不足している 卒業に必要な単位数が不足しています。成績通知書や
便覧等で不足している科目等を確認してください。

３年次進級のための必要単位数が不足している

４年次進級のための必要単位数が不足している

進級するための単位数が不足しています。便覧等で進
級条件を確認し、履修内容を修正してください。

１年間の他学部・他学科科目の履修制限を超えている

４年間の他学部・他学科科目の履修制限を超えている

他学部・他学科科目を年間で履修可能な単位数を超え
ています。便覧等で確認し、修正してください。（政経学
部のみ）

総合科目＋外国語科目が３０単位未満で卒業不可 総合教育科目と外国語科目を合わせて３０単位以上に
ならないと卒業ができません。便覧等で確認し、修正し
てください。（政経学部のみ）

別キャンパスの科目であり移動時間が不足する 各キャンパス間の移動時間（１時限分を空ける）がない
場合（世田谷⇔町田、世田谷⇔多摩、町田⇔多摩）は、
選択できません。１時限分、時間をあけてください。（た
だし、2限と3限の間の町田⇔多摩は除く）

××教育実習内諾不可（参加条件科目不足） 参加条件科目が不足しているため、当該免許での教育
実習内諾手続きはできません。教職課程履修要項を参
考に再度確認をしてください。

教育実習参加のための単位数が不足している 前年度までに参加条件を満たしていないため、今年度
の実習科目の登録はできません。

××取得のための単位数が不足している 教員免許や諸資格取得に関する科目が不足しています。
教職課程履修要項等を参考に再度確認をしてください。

※エラーメッセージが出たときの対応

①一旦、現在の内容を保存させるため、本マニュアルの「５、履修登録の保存（確定）」に進み、
登録内容を保存させ、「履修登録確認票」をプリントアウトする。（何も画面操作を行わずに20分
以上経過するとエラーになり、登録内容がすべて消えてしまうので注意すること。）

②プリントアウトした内容を見ながら、便覧等で科目や単位数の過不足等が無いかチェックする。
（※学内で履修登録を行っている場合は、一度端末室から出てチェックを行う。）

③再度Web履修登録を行い、修正する。

＊修正は履修登録期間内に必ず行って、完了させてください。

＊それでもエラーが消えない場合は、所属学部事務課まで定められた期間にメールで問い合
わせをしてください。（電話での対応はできません。）
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５、履修登録の保存（確定）

①履修登録の確認が終わったら、履修確認画面の最下部にある『 保存 』ボタンをク
リックします。

②確認ダイアログが出てくるので、保存する場合は『 OK 』ボタンをクリックします。

③履修登録が完了です。必ず履修結果は印刷ボタンをクリックして、「履修登録本人
控」を出力し、保管しておいてください。

このボタンをクリック。別画面で
「履修登録本人控」が表示される。

他学部履修科目及び抽選科目に
ついては、この時点では登録が確
定していません。（科目が黒く反転
しています）

後日ログインをして登録結果を必
ず確認してください。

印刷終了後、引き続き「進路
希望登録」を行ってください。

修正する場合は
『修正 』をクリック
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※「履修登録本人控」の画面（別ウインドウで開きます。この画面を印刷します。）

６、終了方法

①画面上方の『 ログアウト 』ボタンをクリックします。

②ログアウトした後は、必ずこの画面が表示された事を確認して下さい。

◎＜抽選中＞科目については、必ず抽選日時を過ぎてから再度ログインをして確認してく
ださい。

他学部履修科目は黒く反転し、
＜仮登録＞状態となります。

印刷時はプリンターの用紙向き
を「横」に設定してください。

進路希望登録も終了したら、Kaede-iからログアウトします。

抽選中科目は黒く反転し、＜
抽選中＞と表示されます。


