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下記リンクをご覧ください。

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/issue/

下記リンクをご覧ください。

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/life/procedure.html

3 履修について 履修要覧を紙媒体で閲覧したい。
4月28日（火）に郵送予定です。

4 履修について
履修登録ができたか不安です。
どうすれば完了したか確認できますか

あなた宛のお知らせに「履修登録を受け付けました」という表示があり、その内容
がご自身が履修登録を行ったものと差異がない場合には正常終了しています。

5 履修について
抽選科目に落選してしまった場合、その後、別の授業を履修すること
はできますか。

可能です。
落選してしまった場合には、「4月30日～5月1日」に行われる、履修登録修正期間
に再度、履修登録をすることができます。また「5月11日～5月18日」にも修正期間
がございますので、こちら期間で新たに履修登録をすることができます。

6 履修について
履修したい授業が同時限に２つあります。授業を聴講してから、5月の
履修登録修正期間に履修することはできますか。

今年度については原則、履修登録した科目のみ授業の受講が可能になります。そ
のため原則、授業の聴講はできません。シラバスの内容を確認し、5月の履修登
録修正期間に科目を変更することは可能です。

7 履修について
G-Portで履修登録を行っていますが、エラーがでてしまい、うまく履修
登録ができません。どうすればいいですか。

現在、アクセスが集中しており、大変繋がりにくい状況です。可能な限り、電波が
良く通る場所、インターネット回線の状況が良い場所で、別の時間帯に再度ログイ
ンおよび履修登録作業をお願いします。

8 抽選について
抽選科目で現在の学生の申請状況はわかりますか。
多めに抽選科目に申し込んで全て当選した場合、修正できますか。

現在の申請状況については回答ができかねます。
また、抽選科目については当選後、履修登録修正期間で修正することができませ
んのでよくご自身の履修状況を確認してから申込みをお願いします。

9 履修について
メールの転送設定をしていても、履修登録を受け付けした旨のメール
がとどきません。

昨日より仕様を変更し、履修登録時の配信メールは送られなくなりました。
G-Portのあなた宛のお知らせに「履修登録を受け付けました」と表示がされてい
て、内容に問題がなければ履修登録は正常終了しています。

10 履修について

講義名：●●●●　講義コード：▲▲▲▲
という授業の登録ができません。
シラバス・開講授業一覧には載っているものの、
履修登録画面の講義検索で講義コード・講義名で調べても出てきませ
ん。

配当年次を確認してみてください。
シラバスに記載がある配当年次以外の学生の履修登録画面には対象科目は表
示されません。

11 履修について
クラス指定科目や必修科目が同時限に開講されている場合、どうすれ
ばいいでしょうか？

開講部門の事務室等にご相談ください。
または次年度に履修することをご検討ください。

12 履修について 履修の組み方がわかりません。どうすればいいでしょうか？
履修要覧をよく確認し、卒業に必要な科目や単位をよく確認しながら履修を進めて
みてください。

証明書の発行方法について教えてください。各種手続きについて

住所変更・休学・退学等の各種手続き方法について教えてください。各種手続きについて
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13 履修について

講義名：●●●●　講義コード：▲▲▲▲
の授業についてどこの学科の開講科目なのかわかりません。
履修した場合、自由科目として単位認定をしてもらえた場合カウントさ
れるのでしょうか？

シラバスと履修要覧をよく確認してください。
また他学部他学科の授業については履修要覧の他学部他学科科目等に基本的
には分類されますが、一部科目についてはそれ以外に該当する場合もありますの
で、よくご自身の履修要覧該当部分を確認してください。

14 履修について
昨年度、Iの単位を落としてして、IIの単位は習得しました。
もしその科目が抽選になり希望が通った場合、IIはすでに習得してい
るのでIのみ履修することは可能でしょうか？

可能です。

15 履修について 住所変更を申請しましたが、履修登録ができません。
「学生申請」→「新規申請」のメニューからではなく、「履修登録」のメニューを選択
し、その画面に表示されるフォームから住所変更を行ってください。

16 簿記について
簿記関連科目の抽選の申込みを忘れてしまいました。
再度、抽選に参加することはできますか？

今年度の簿記関連科目の抽選申込みは終了しました。
また、今年度は追加募集も行いません。
簿記関連科目の履修を希望される場合には次年度以降に申込みをお願いしま
す。

17 登録手続きが必要な科目について
履修手続きについて、事前に登録手続きが必要な科目(外国語科目、
情報科目、スポーツ・健康科学、演習科目等)の登録手続きの指示は
どこで確認できますか？

今年度につきましては各部門におけるガイダンス等は開催されませんので各部門
よりG-Portで配信されている情報をご確認するようにお願いいたします。

18 聴講制度について 授業を随意科目として履修するのではなく、聴講したいです。

学習院大学には聴講制度はございませんので、科目の受講を希望される場合に
は、履修登録をするか、随意科目履修の申請をするようにお願いいたします。
WebClassへの参加についても同様です。

19 抽選について

抽選についてのお知らせで、「100人を超える教室で行う授業は全て
抽選の対象とする」とありましたが、それは全ての授業の定員を100人
にするということでしょうか？
それとも、100人を超える教室で行う授業は、その授業で使われる教
室の人数を超えた段階で教室変更などを行わずにその収容人数まで
抽選で絞るということでしょうか？

履修制限を定員100名に設定をして抽選をするわけではございません。
各教室の教室収容人数に合わせて、抽選を行います。
教室定員については別紙「教室定員一覧」をご確認ください。

20 成績照会画面 「科目一覧」と「単位取得状況」で、単位表示が異なっている。

成績照会画面の科目一覧には履修した科目の成績が全て表示されています。
単位取得状況の画面には卒業に必要な単位のみが表示されますので、履修要覧
に語学、他学部他学科科目は何単位までと記載されていてそれ以上を修得した場
合は表示されないことがございます。超過した単位が別の部分に集計されることも
ございますので、よく履修要覧を読むようにお願いします。

21 政治学科の単位上限について
政治学科2年生で2年までに履修できる単位の総数に制限はあります
か？
(先輩から2年までで88までしか取れないという話を聞きました)

2018年度入学の政治学科の学生よりCAP制（履修上限48単位）が導入されまし
た。
2018年度以前の学生の履修規定とは異なるため、先輩の言葉を鵜呑みにせず、
ご自身の履修規定をよく確認してください。
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22 スポーツ科目の履修について

(1)履修要覧に「第1学期1週目より受付を行うので、掲示及びスポー
ツ・健康科学センターの指示に従うこと」とあるのですが、G-portに何
も情報が掲示・指示されていない上この状況下で学校にいって掲示を
見ることもできません。今年度のこの科目の履修方法について、詳細
を教えていただきたいです。
(2)授業がオンラインとなった場合、同科目の授業はどのように進めて
いくのでしょうか？

スポーツ健康科学センターよりG-Portを通じてお知らせを流しております。
G-Portで配信されている資料をご確認ください。

23 スポーツ科目の履修について

例年、スポーツ健康科学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの授業を履修するには、健康診断
の受診が必要だが、2020年度は健康診断が9月に実施される予定の
ため、今年度は未受診である。今年度はスポーツ健康科学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
は履修できないのでしょうか？

2020年度に限っては、健康診断未受診であってもスポーツ健康科学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを
履修することが可能です。

24 シラバス関係について
履修要覧にはあるが、シラバスに無い科目がある。
今年度は履修できないのでしょうか？

履修要覧に記載があっても今年度開講されていない科目は多数あります。
また、一部科目についてはシラバスが存在しないものもあります（卒業論文等）。
履修登録の検索画面で出てくる科目が履修登録できる科目です。

25 シラバス関係について
G-port内のキャビネットに格納されている公開用時間割（学部）におい
て、同一の講義名でABCDという具合に複数の選択肢が提示されてい
るが、これらに区別はありますか？

同一講義名にABCDという表記があったとしても、成績集計にかわりはありませ
ん。
なお、各学科において指定クラスがある場合もございますので、各学科より配信さ
れるG-Portでのお知らせをよく確認するようにお願いします。

26 公認心理師科目について
公認心理師になるための必要単位ではあるものの、卒業単位には認
められない授業に関しては、上限の48単位には含まない計算でいい
のでしょうか？

公認心理師になるために必要な授業科目のうち、卒業のために必要な単位に算
入されない科目は履修単位上限には含まれません。

27 外国語科目の履修について
外国語科目の履修登録に際して、学科別の優先クラスがどこに掲示さ
れているのか判りません。まだ掲示されていないとしたら、いつ・どこに
掲示されるのか知りたいです。

20日までにG-Portにて外国語教育研究センターよりお知らせがされます。
外国語履修の手引きについてもG-Portで配信がされますので資料を熟読してくだ
さい。

28 教職課程について
高等学校等の免許を申請するために他学部他学科の授業を履修した
場合、
卒業に必要な単位に含めることができるのか

履修登録をすることができる科目については卒業に必要な単位に含めることがで
きます。
なお、ご自身で履修登録することが出来ない科目については随意科目申請をする
必要がございますので、G-Portで配信されている資料の「履修手続きについて」を
ご参照ください。

29 f-campusについて

f-campusについて3/25～4/1までバーチャル事務局におけるでの受
付があるとのことでしたが、それを忘れてしまった場合学習院大学の
キャンパスで開催される科目についても履修は不可能なのでしょう
か？

今年度前期における、f-campusの受入はありません。
なお、シラバスにfキャンパスと記載がある科目については本学の学生が履修登
録する場合はf-campus科目としてではなく、通常の科目として履修することができ
ます。（成績集計についてもf-campus科目として集計はされません。）

30 f-campusについて
fキャンパスは一年次でも取れるのでしょうか？シラバス検索したとこ
ろ会計総論などはfキャンパスと書いてありました。

f-Campus科目は2年次以降の学部学生（正規学生）が申請できます。なお、本学
の学生が本学の科目を履修する場合には通常の科目として扱われますので、シラ
バスに記載がある配当年次が適用されます。



建物・教室名 授業定員
西１-101 121
西１-301 121
西2-201 441
西2-301 237
西2-302 300
西2-401 237
西2-402 300
西2-501 237
西5-201 384
西5-202 272
西5-302 160
西5-303 272
南3-101 169
南3-102 169
南3-103 112
南3-104 112
南3-201 433
南3-202 140
南3-301 210
南3-401 128
南7-101 153
北１-201 228
北１-308 120
北１-401 228
中央-301 290
中央-302 290
中央-303 104
中央-401 143
中央-402 143
中央-403 143
中央-404 143
中央-405 104

教室定員一覧（Q.19別紙）
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