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第 1 章 ログイン・ログアウト  

この章では、学生用 Web を使用するために必要な「ログイン」のしかた、使用を終了

するときの「ログアウト」のしかたについて記載します。 

また、大切な個人情報を守るための「パスワード」の管理のしかたについての注意事項

と、Web に関する「お知らせ」の確認方法についても記載します。 

  

1. ログインとパスワード変更 

 

（1）ログイン画面の表示 

東海学院大学短期大学部・東海学院大学のホームページの「在学生の方へ」—「教務課」 

http://www.tokaigakuin-u.ac.jp/students/kyoumu/index.htmlのページ（  ） 

にある[学生 Web]ボタンをクリックします。 

 

 

 

（2）ログイン 

次のようなログイン画面が表示されます。 

ユーザーID（学籍番号） と パスワード を入力し、[ログイン]をクリックしてくだ

さい。 

  ※初回ログイン時のパスワードはユーザーID（学籍番号）と同じです。 

  ※ユーザーID（学籍番号）の変更はできません。 

  ※5 回入力に失敗するとログインできなくなります。 

    万一、パスワードを忘れてログインできなくなった場合は、教務課にて「ログインパスワード

再付与願」を記入し、提出してください。当日 17：30 までの受付分は、翌日（休日を除く）

の 12：30 以降に、「学籍番号」にて仮ログインできるようになります。 

 

● [学生 Web]ボタンをクリック 



2 

 

 

 

（3）初回ログイン時のパスワード変更 

初回ログイン時はパスワードの変更を求められますので、変更を行ってください。 

※新しいパスワードは半角英数字 6 文字以上 40 文字以内で設定してください。 

 

 

 

パスワードの変更が完了すると次の画面が表示され、[メインメニューへ]ボタンが表示

されます。 

 

学生用メニュー画面が表示されます。 

● ユーザーID・パスワード 
（初回は共に学籍番号） 
を入力し、[ログイン]をクリック 

●現在ログインしているユーザー名 
       ：自分の名前が表示されていることを確認 
●旧パスワード：（2）ログイン画面で入力したパスワード 
●新パスワード・新パスワードを再入力 

：新しく登録したいパスワード 
以上を入力後、[変更]をクリック 

●確認メッセージが表示されたら 
[OK]をクリック 

● [メインメニューへ]をクリック 

● Web に関するお知らせが 

表示されている場合がある 

ため、確認のこと 
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 ※画面左上に自分の名前が表示されていることを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回ログイン以降は新しいパスワードを使用してください。 

 

 

2. ログアウト 

 

 学生用 Web を終了する場合は、必ずログアウトを行ってください。 

画面右上にある[ログアウト]をクリックしてください。 

 

ログイン画面に戻ります。 

 

 

 

3. パスワードについて 

 

 大切な個人情報を取扱うサービスです。安全に・安心して使用できるよう、定期的にパ

スワードの変更を行ってください。 

 メニュー画面右上の[パスワード変更]をクリックすることで、いつでも変更が可能です。 

  

※パスワードはあなた以外の人に知られることのないように、責任を持って管理してく

● 自分の名前であることを確認 

● 使用可能なメニューが表示されます 

● [ログアウト]をクリック 

● 必ずログイン画面に戻ってから 

  インターネットエクスプローラー 

  を終了してください。 
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ださい。 

   

 

 

 

 

 

 

4. お知らせ 

 

 ログイン画面やその他メニュー画面にて、Web に関するお知らせを表示する場合があ

ります。確認した上で、操作を行ってください。 

 

※Web に表示されるお知らせの内容は、システムに関することに限定した補助的なも

のです。 

大切なお知らせは学内の掲示板にて皆さんにお知らせします。掲示板は 1 日 2 回、

登校時・下校時に必ず確認してください。 

  

● [パスワード変更]をクリック 
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第 2 章 Web 履修申請 

この章では、履修申請・登録のしかた、登録エラーの確認・訂正のしかた、自身の履修

状況の確認のしかたについて記載します。 

半年及び 1 年間のあなたの学修内容を決定する重要な手続きです。思い違いの無いよ

う十分に確認を行い、定められた期日までに確実に手続きを行ってください。 

また、Web で申請・登録する前に、時間割・ガイダンスで配布される資料・過年度の

成績表・履修のてびき等を見ながら、登録する科目をあらかじめ決定しておく必要があり

ます。登録内容を明確にした上で Web での操作を開始してください。 
 

＜Web 履修申請の流れ＞ 

 

  
 

1. Web 履修申請メニューを表示する 

 

学生用 Web にログインし、メニュー画面の[Web 履修申請]をクリックすると、「Web

履修申請」メニューが表示されます。 

 

         

 

 

•履修申請（時間割）登録画面

登録
•履修申請（時間割）確認画面

•履修申請チェック処理【自動処理】

•履修申請チェック登録完了画面

•履修チェック結果（時間割）

● 履修申請は半期ごとに行います。 

前期分・後期分をそれぞれ定められた期間 

に申請してください。 

● 履修チェックエラーがある場合は、再度 

申請・登録を行ってください。 

 エラーのない状態で初めて登録完了となり 

ます。 

訂正完了まで、責任をもって確実に行って 

ください。 

＜ 学生用メニュー画面＞ 
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2. 履修申請（時間割）にて、履修申請・登録をする 

 

Web 履修申請メニューにて[履修申請（時間割）]をクリックすると、次のような画面が

表示されます。 

前期・後期の 2 つの時間割表が表示されますが、定められた期間に申請可能な学期の分

しか登録することはできません。 

（1）通常講義の履修申請、（2）集中講義の履修申請、（3）成績状況の参照 

を行うことができます。※[資格入力]は使用しません。 

 

 

（1）通常講義の履修申請 

① 新しい講義を追加する 

 曜日・時限の枠の左上に表示されている黒いボタンが「+」の場合は、現在何も講義

が選ばれていない状態であり、その曜日・時限に新しい講義を追加することができま

す。 

 「+」ボタンをクリックすると、「講義検索」画面が表示され、選択した曜日・時限に

開講されている講義の内、履修可能な講義一覧が表示されます。 

 履修したい講義を確認し、左端の[選択]ボタンをクリックしてください。 

＜ Web 履修申請メニュー＞ 

（1）履修申請（時間割）：履修申請を行えます。  

（2）履修チェック結果（時間割）：履修申請のチェック結果を表示します。 

（1） （2） 

（3） 

（※使用しない） 
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● [+]をクリック 

● [選択]をクリック 

● 追加しない場合は 

[ウィンドウを閉じる] 

をクリック 

● 選択した講義が追加されました。 
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※講義名称が青色文字で表示されているものは、講義名称をクリックするとシラバス

を参照することができます。 

 「履修申請（時間割）」画面、「講義検索」画面のどちらでも同じ操作が可能です。 

  

 

 

② 登録している講義を削除する 

 曜日・時限枠の左上に表示されている黒いボタンが「-」の場合は、現在既に講義が

選ばれている状態であり、その曜日・時限に新しい講義を追加することはできません。 

 「-」ボタンをクリックすると、選択している講義を削除することができます。 

 

 

                   

● 青色の講義名称を 

  クリック 

● 青色の講義名称を 

  クリック 

● シラバスを閉じる場合は 

  [ウィンドウを閉じる]を 

クリック 

● [-]をクリック 

● 確認ダイアログにて[OK]をクリック 

※削除しない場合は[キャンセル]をクリック 

●講義が削除されました。 
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③ 登録している講義を別の講義に変更する 

  ②の方法で削除を行ってから、①の方法で追加してください。 

 

※登録を削除できない講義（前期に登録した通年科目の後期分） 

 前期に履修登録を行った通年科目は、後期の時間割に強制的に掲載されます。その場

合、「+」「-」ボタンは表示されませんので、講義を削除することはできません。 

  後期の当該時限にどうしても履修したい講義がある場合は、「通年科目の後期における履修変更願」

を定められた期日までに教務課に提出してください。但し、学習意欲の低下を理由とする履修の

取りやめは認めません。また、後期分の履修変更が認められた場合も、受講しない通年科目の履

修を取り消すことはできませんので、成績は「不可」となり GPA が下がることとなります。 

 

※自身のカリキュラムの講義が選択肢として表示されます。 

  自身の所属・学年の時間割表に表示されていない科目の履修を希望する場合は、「特別聴講願」を

定められた期日までに教務課に提出してください。 

 

※一度「不合格」となった科目を再履修する場合は、キャップ制の対象外とするための

申請が必要です。 

「不合格科目の再履修願」を定められた期日までに教務課に提出してください。 

書類の提出のない場合は、再履修科目であってもキャップ制の対象となります。 

 

※一度「可」以上の成績を獲得した科目を再履修する場合は、申請が必要です。 

  「修得済科目の上書き再履修願」を定められた期日までに教務課に提出してください。 

 

※以上のような追加・削除の操作をしただけでは履修登録完了とはなりません。この後、

「履修申請確認→登録確定」の操作が必要です。 

 

（2）集中講義の履修申請 

「履修申請（時間割）」画面の左上に表示されている[集中講義入力]をクリックします。 

 
 

① 新しい集中講義を追加する 

 [講義追加]ボタンをクリックすると、「集中講義検索」画面が表示されます。 

 履修したい集中講義の条件を指定し、[以上の条件で検索]ボタンをクリックしてくだ

さい。 

 指定した条件に全て一致する集中講義の内、履修可能なもののみが一覧表示されます。 

 履修したい集中講義を確認し、[選択]ボタンをクリックしてください。 

● [集中講義入力]をクリック 
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● [講義追加]をクリック 

● 条件を指定し、[以上の条件で検索]をクリック 

● [選択]をクリック 

● 追加しない場合は 

[ウィンドウを閉じる] 

をクリック 
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② 登録している集中講義を削除する 

 集中講義一覧の左端にある[削除]をクリックし、チェックを入れます。 

 

※削除欄にチェックボックスが表示されていない講義は削除できません。 

 

※以上のような追加・削除の操作をしただけでは履修登録完了とはなりません。この後、

「履修申請確認→登録確定」の操作が必要です。 

 

（3） 成績状況の参照 

「履修申請（時間割）」画面の右上にある[成績状況参照]をクリックすると、自身の成績

状況を確認することができます。 

修得成績情報、卒業要件集計状況を表示します。 

 

 

※ [資格入力]メニューは使用しませんので、入力しないでください。 

 

  

● 集中講義入力画面の一覧に表示されました。 

● [削除]欄にチェックを入れる 
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（4）入力内容を確定する 

①入力した内容を登録する 

（1）「通常講義の履修申請」画面、（2）「集中講義の履修申請」画面のいずれかで、右

下にある[登録に進む]ボタンをクリックします。 

 ※どちらの画面で行っても結果は同じです。 

 

 

 

「履修申請確認」画面が立ち上がり、（1）、（2）で入力した内容が表示されます。

よく確認し、表示されている内容でよければ画面左下にある[登録]ボタンをクリッ

クしてください。再入力を行う場合は、画面右下にある[戻る]ボタンをクリックし

てください。 

 

● [登録に進む]をクリック 

● [OK]をクリック 

  [キャンセル]をクリックすれば 

  登録は行われません。 

● 通常講義：前期分 

● 通常講義：後期分 

両方表示されますが、当該学期分しか 

登録できません。 



13 

 

 

 

 

 

 

 

②履修申請チェック（自動処理） 

「履修申請チェック」画面が立ち上がり、申請された内容にエラーがないかをコンピ

ュータが自動チェックします。 

 ※チェックが終了するまで必ず待ってください。 

 

 

 

● 集中講義 

 

 

 

● 資格申請（入力しない） 
● 資格申請一覧は空白であること 

  （入力しない） 

● 表示内容で間違いなければ 

[登録]ボタンをクリック 

→登録の確定 ● 再入力を行う場合は 

  [戻る]をクリック 

● [OK]をクリック 

  [キャンセル]をクリックすれば 

  登録は行われません。 
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③履修申請チェック登録完了 

コンピュータによる自動チェックが完了すると、「履修申請チェック登録完了」画面が

表示されます。 

 

●エラーがない場合 

 

 

 

●エラーがある場合 

 

 

 ※ここまで行って初めて入力内容が保存されます。入力途中の状態を保存したい場合は、

「履修申請チェック登録完了」まで操作を行ってください。 

  

● システムを終了する場合は 

必ず[ログアウト]を行ってください。 

● どちらの場合も、[履修チェック結果を確認する] 

ボタンをクリックすると「履修チェック結果（時間割）」 

画面に移動します。 
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3. 履修チェック結果（時間割）を確認する 

 

Web 履修申請メニューから[履修チェック結果（時間割）]をクリックする、または「履

修申請チェック登録完了」画面の[履修チェック結果を確認する]ボタンをクリックする

と、「履修チェック結果（時間割）」画面が表示されます。 

ここでは（1）履修内容の確認、（2）履修エラーの確認、（3）履修内容（履修エラー情

報も含む）を PDF 出力することができます。 

 

（1）履修内容の確認 

システムでチェックを行った結果、仮登録された講義を表示します。（エラーのない場合

は表示の内容で履修確定です。）通常講義については前・後期に分けた時間割表形式で表

示し、集中講義については通常講義の後期時間割表の下に一覧形式で表示しています。 

 

 

 

 

 

● 内容に間違いがないかをよく 

  確認してください。 
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（2）履修エラーの確認 

エラーがある場合は、内容を確認・訂正の上、再度履修登録を行う必要がありますので、 

必ず確認してください。 

 

●エラーがない場合 

 

 

●エラーがある場合 

 

 

※「講義エラーあり」の場合は、履修確定した講義の下に、エラーとなった講義一覧が表

示されます。 

 

 

＜エラーの種類と対処法＞ 

エラー内容 表示場所 必要な操作 

講義エラーあり 学籍情報の下の赤枠 下部の「エラー講義」一覧を確認し、訂正 → 再登録 

登録可能単位数

を超えています 

学籍情報の下の赤枠 上限単位数を超えないよう、登録講義を削除 → 再登録 

※ 訂正・再登録は、もう一度「履修申請（時間割）」メニューに戻って行ってください。 

 

● 学籍情報の下に「エラーなし」と 

  表示されます。 

● 学籍情報の下に「講義エラーあり」、 

「登録可能単位数を超えています」 

などのエラーメッセージが表示されます。 

登録内容全体に対するエラーです。 
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（3）履修情報の PDF 出力 

画面右上の[PDF]ボタンをクリックすると、表示されている履修情報を PDF 出力でき 

ます。 

※履修チェックエラーがある場合は、エラー内容も出力されます。 

 

  

エラーがないことを確認したら、PDF 出力したものを印刷し、常に携帯してください。 

 

※エラーが表示されいる場合は、履修登録は完了していません。訂正・再登録が必要で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「CampusPlan」終了時は必ずログアウトを実行し、ログイン画面に戻っ

てからインターネットエクスプローラーを終了してください。  

●「PDF」ボタンを 

クリック 

●「保存」ボタンを 

クリック 
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第 3 章 Web シラバス 

学生用メニュー画面の[Web シラバス]をクリックすると、「Web シラバス」メニューが

表示されます。[シラバス検索]をクリックしてください。 

          

            
   

 

1. シラバス検索 

 

「シラバス検索」画面が表示されます。検索条件を入力し、[以上の条件で検索]ボタン

をクリックします。 

 

 

  

＜ 学生用メニュー画面＞ 

● [以上の条件で検索]をクリック 

●「キーワード」のみ中間一致検索 

 その他は前方一致検索 

● [シラバス検索]をクリック 



19 

検索条件に該当する講義の一覧が表示されます。参照したい講義の左端にある[選択]ボ

タンをクリックしてください。 

 

 

「シラバス参照」画面が表示されます。 

 

  

●検索結果が表示されます 

●参照したい講義の[選択]ボタンをクリック 
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参照画面を閉じる場合は、最下部右端にある[ウィンドウを閉じる]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「CampusPlan」終了時は必ずログアウトを実行し、ログイン画面に戻っ

てからインターネットエクスプローラーを終了してください。 

 

●[ウィンドウを閉じる]をクリック 
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第 4 章 Web 学生カルテ 

学生用メニュー画面の[Web 学生カルテ]をクリックすると、「Web 学生カルテ」メニュ

ーが表示されます。[学生カルテ参照]をクリックしてください。 

          

           

 

 

 

1. 学生カルテ参照 

 

「学生カルテ」メイン画面が表示されます。画面右上の「関連情報」の下に表示されて

いる青色文字の項目の中から、参照したい情報をクリックします。 

 

 

 
 

＜ 学生用メニュー画面＞ 

● [学生カルテ参照]をクリック 

● [成績情報]、[出欠情報]が表示 

されているので、参照したい項目 

をクリック 

出欠情報 
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選択した項目の情報が表示されます。 

 

 （例 1）[成績情報]画面

 

 

 

 （例 2）[出欠情報]画面

 

 

 

 

● 履修科目が表示されるので、 

参照したい科目の [ 参照 ]  

ボタンをクリック 

● 自身の成績情報が 

 表示される 
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※出欠情報に関する注意事項 

①出欠区分は原則として開講日より 1 週間以内に登録されますが、1 週間を過ぎても

表示されない場合、または表示内容が実際の出欠区分と異なる場合は、速やかに科

目担当教員に申し出てください。 

 

②学生カルテで出欠情報の確認ができる科目は、今年度履修登録を行った科目に限り

ます。前年度以前の出欠情報は参照できません。 

 

③教育実習セミナー等、前年度以前に履修登録し、今日現在も継続履修中の科目につ

いても、出欠情報の参照はできません。各自で出欠状況を記録・把握するとともに、

不明な点は科目担当教員に確認してください。 

 

 

 

 

※「CampusPlan」終了時は必ずログアウトを実行し、ログイン画面に戻っ

てからインターネットエクスプローラーを終了してください。 

● 登録されている出欠区分が 

 表示される 


