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2020.9.1 

教務課 

令和 2 年度後期履修 予備登録のお知らせ 

 

【後期履修のための予備登録の目的】 

新型コロナウイルス感染症拡大防止策として本学では対面授業を前期に引き続き座席指

定で実施します。前期と同様の方法で後期通常授業開始前に運用準備として予備登録を導

入します。 

 また、受講者が多数で授業進行に支障をきたす科目（履修抽選対象科目一覧）については、

高学年、教員免許状取得希望者、国家試験受験資格希望者等を優先とし、収容数の余裕分を

抽選により受講者を決定する手段にも利用します。 

予備登録を含めた履修登録関連日程を以下にまとめました。熟読して予備登録漏れのな

いようにしてください。 

【予備登録方法】 

現在掲載中の時間割に一部変更があります。予備登録開始日（９月７日）に改定版が掲載さ

れます。この時間割を基に履修登録してください 

《履修登録の仕方について》 

本学ホームページ→「在学生の方へ」→「教務課」→「本試験・追試験・再試験・予備試験」

のタイトルを更に下にスクロールすると「学生支援システム（学生専用 Web サービス）」の

「学生 Web の使い方」の５ページ以降を熟読すること。 

①当該学年はパソコン・スマートフォン等を使い「学生 Web」で登録 

➁学生 Web で登録できない科目は「特別聴講願」「不合格科目の再履修願」の用紙提出で履

修登録を行う。 

③本学ホームページ→「在学生の方へ」→「教務課」→「新着情報」→「令和２年度 後期

履修登録の情報を公開しました」を熟読し、履修登録すること。 

《学科からの予備登録の諸注意について》 

国家試験受験資格、教員免許状取得のために、この後期に優先して予備登録すべき科目等の

注意事項をまとめました。次年度以降の履修では支障が生じますから注意して予備登録し

てください。 

なお、予備登録後、履修登録に問題点がある場合は、９月 25 日（金）以降に修正すること

になります。 

 

学科 学年 学科からの予備登録の諸注意について 

総合福祉 

（介護福祉

士領域） 

1 「生活支援技術Ⅱ」は月曜 3 限と金曜 1 限の時間割となる。 

2 「生活支援技術Ⅳ」は木曜の１から 4 限の時間割となる。 

3 特になし 

４ 特になし 
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総合福祉 

（社会福祉

士・精神保健

福祉士領域） 

 

1 

【共通】「老人福祉論Ⅰ」「児童福祉論Ⅰ」「医学一般」 

【社会福祉士】「社会福祉援助技術総論Ⅱ」「保健医療サービス」

【精神保健福祉士】「精神医学Ⅱ」 

を履修すること。 

2 

【共通】「社会保障論Ⅱ」 

【社会福祉士】「社会福祉援助技術論Ⅲ」「社会福祉援助技術論

Ⅲ」「社会福祉援助技術論Ⅳ」「地域福祉論Ⅱ」「福祉行財政と福

祉計画」「社会福祉援助技術演習Ⅱ」「社会福祉援助技術演習Ⅲ」

「社会福祉実習指導Ⅰ」 

【精神保健福祉士】「精神保健福祉支援論」「精神保健学Ⅱ」 

を履修すること。 

3 

【社会福祉士】「更生保護制度」「社会福祉援助技術演習Ⅴ」「社

会福祉実習指導Ⅲ」 

【精神保健福祉士】「精神障害者リハビリテーション学Ⅱ」「精

神保健福祉相談援助の基盤（専門）」「精神保健福祉援助演習Ⅰ」

「精神保健福祉援助実習指導Ⅱ」 

を履修すること。 

４ 
【精神保健福祉士】「精神保健福祉援助演習Ⅱ」 

を履修すること。 

総合福祉 

（臨床工学

技士領域） 

1 「医用機械工学」は火曜 2 限と木曜 2 限の時間割となる 

2 
「薬理学」火曜・水曜の 3 限の時間割となる。 

「生化学」は火曜 1 限と木曜 4 限の時間割となる。 

3 

特別集中の「体外循環装置学実習」、「血液浄化療法装置学実

習」、「医用治療機器学実習」、「生体計測装置学実習」、「医用機

器安全管理学実習」は、火曜・水曜の 1 限から５限の時間割と

なる。 

４ 特になし 

総合福祉 

（社会スポ

ーツ領域） 

1～４ 特になし 

 

 

 

総合福祉 

（秘書士領

域） 

 

 

1～４ 
【必修：秘書士／上級秘書士（メディカル秘書）】 

「オフィス実務演習」は水曜の 5 限です。 

1～４ 

【選択：秘書士／上級秘書士（メディカル秘書）】 

「ビジネスマナー」「コンピュータリテラシーⅡ」「情報リテラ

シー」「情報科学」「情報科学演習」「表計算応用演習」「コンピ

ュータネットワーク」「就業力基礎」「基礎ゼミナールⅡ」「国語

表現」「倫理学」「経済学」「医学一般」は、各自で時間割を要確

認のこと。 
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総合福祉 

（秘書士領

域） 

2～4 

【選択：秘書士／上級秘書士（メディカル秘書）】 

「オフィスワーク」は月曜の 4 限です。 

「医療秘書概論」は月曜の 5 限です。 

管理栄養 

1 

後期ガイダンスで説明をします。必ず、出席してください。 

また、classroom 等で連絡をする場合もあります。メールと大学

ホームページをこまめに確認してください。 

2 

後期ガイダンスで説明をします。必ず、出席してください。 

また、classroom 等で連絡をする場合もあります。メールと大学

ホームページをこまめに確認してください。 

3 

後期ガイダンスで説明をします。必ず、出席してください。 

また、classroom 等で連絡をする場合もあります。メールと大学

ホームページをこまめに確認してください。 

4 

後期ガイダンスで説明をします。必ず、出席してください。 

また、classroom 等で連絡をする場合もあります。メールと大学

ホームページをこまめに確認してください。 

心理 

（公認心理

師領域） 

1 心理学科は次の 3 つの方法で、後期の推奨時間割を提示する。 

 

① メール配信 

学生全員に tokaigakuin-u.net のメールアドレスに推奨時間

割を添付ファイルで送信する。 

② Google ClassRoom に掲載 

Google ClassRoom に学年別ファイルに推奨時間割をアッ

プロードする。 

③ 8 月 31 日より学内掲示版にて掲載する。 

2 

3 

心理 

（救急救命

士領域） 

1 

2 

3 

心理 

（言語聴覚

士領域） 

1 

2 

3 

心理 ４ 特になし 

子ども発達 

１ 
google classroom で推奨時間割を配信しますので、必ず確認し

て時間割作成の参考にするようにしてください。 

２ 特になし 

3 特になし 

4 特になし 

幼児教育 

１～２ 

保育士及び幼稚園教諭免許取得に必要な科目は強制登録さ

れるため（1 年、1 年 LaLa についても後期より強制登録が開始

されます）、個人で登録する必要がありません。したがって選択

科目と保育士・幼稚園教諭免許以外の資格科目を必要に応じて

予備登録してください。 

 どの科目が該当するかについては、各担任から説明がありま

す。わからないことや迷った場合は担任に相談してください。 

1 Lala 

2 Lala 

3 Lala 
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大学院 1・2 
資格取得に必要な科目を大学院後期時間割を参考にして，予備

登録してください。 

 

 

【履修登録関連日程】 

 日程 関連名称 内容 

1 
８月１７日（月） 

より開始 
前期定期試験 

 

2 9 月４日（金） 前期本試験成績発表 

成績発表は一部科目で遅れる場合があ

る。その場合、成績評価は「履修中」と

表記される。 

3 
９月７日（月） 

～９月１１日（金） 
予備登録期間 

前期と同様に学生 Web、窓口、郵送に

よる登録を行う。また履修抽選対象科目

（別表）はこの期間に予備登録した学生

が抽選対象となるため忘れずに予備登

録すること。 

4 ９月１８日（金） 
抽選実施科目の抽選結果

発表 

抽選により履修が許可された科目は各

学生の web 時間割の時間枠に掲載され

るが、不許可の場合は空欄となり、これ

が抽選結果となる（①）。 

5 ９月１８日（金） 抽選科目の再募集登録 

収容数に余裕のあった抽選実施科目の

再募集登録をホームページに公表し、

再募集用の Google フォームを使い９

月１８日午後～２２日まで受付け、９

月２４日（木）午後に抽選結果が①と同

様の方式で発表される。 

6 ９月２３日（水） 教科書販売開始 

図書館内の丸善売店にて教科書の購入

ができます。Web シラバスの教科書欄

を参照の上、購入してください。一部各

自の注文が必要な場合があります。ま

た抽選により履修許可となる科目は必

ず抽選結果後に購入してください。返

品はできません。 

7 ９月２４日（木） 後期ガイダンス ９月18日頃、ホームページに掲載予定。 

8 ９月２５日（金） 前期成績確定 

成績確定は一部科目で遅れる場合があ

る。その場合、成績評価は「履修中」と

表記される。 

９ ９月２５日（金） 授業開始  
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10 
９月２５日（金） 

～１０月１日（木） 
履修登録期間 

予備登録情報はそのまま正式な履修登

録となる。前期成績確定結果により追

加登録が可能だが、訂正・追加等をした

い場合は窓口か郵送での用紙提出のみ

で、学生 Web による登録・削除はでき

ない。 

11 
１０月２日（金） 

～９日（金） 
履修訂正期間 

 

【履修抽選対象科目一覧】（別表） 

 

 

【履修登録期間・履修訂正期間における申込】 

前期成績確定の前に予備登録を行ったため、前期科目が不合格になり新たな履修登録が必

要な場合、この期間で履修登録の追加を各学生が行う。 

以上 

科目群 対象学科・年次 講義名称 講義コード 代表教員 曜日 時限

教養
Ｒ2～Ｈ29管理栄養・1・2・3・4年次 / Ｒ2管
理栄養以外・1年次 音楽 ZGKF00250 菅野　道雄 月曜 2

教養
R2～Ｈ31管理栄養・1・2年次 / Ｒ2管理栄
養以外・1年次

基礎英語B<基本表現> ZGKZ00251 米田　尚美 木曜 3

教養
R2～Ｈ31管理栄養・1・2年次 / Ｒ2管理栄
養以外・1年次

基礎英語B<基本表現> ZGKZ00252 米田　尚美 木曜 2

教養
R2～Ｈ31管理栄養・1・2年次 / Ｒ2管理栄
養以外・1年次

基礎英語B<英語表現と解釈> ZGKZ00253 富田　理恵 水曜 4

教養
R2～Ｈ31管理栄養・1・2年次 / Ｒ2管理栄
養以外・1年次

基礎英語B<英語表現と解釈> ZGKZ00254 富田　理恵 金曜 3

教養
R2～Ｈ31管理栄養・1・2年次 / Ｒ2管理栄
養以外・1年次

基礎英語B<TOEIC対策> ZGKZ00255 白木　麻美 月曜 4

教養 Ｒ2大学・1年次 コンピュータリテラシーⅠ ZGKZ00353 安藤　雅夫 水曜 1

教養 Ｒ2大学・1年次 コンピュータリテラシーⅡ ZGKZ00451 藤井　康寿 火曜 1

教養 Ｒ2大学・1年次 コンピュータリテラシーⅡ ZGKZ00452 佐藤　尊範 月曜 2

教養
Ｒ2～Ｈ29管理栄養・1・2・3・4年次 / Ｒ2管
理栄養以外・1年次

体育実技B<テニス> ZGKZ00751 磯辺　和正 火曜 1

教養
Ｒ2～Ｈ29管理栄養・1・2・3・4年次 / Ｒ2管
理栄養以外・1年次

体育実技B<ダンス・フィットネス> ZGKZ00753 大城　順子 金曜 1

教養
Ｒ2～Ｈ29管理栄養・1・2・3・4年次 / Ｒ2管
理栄養以外・1年次

体育実技B<ダンス・フィットネス> ZGKZ00754 大城　順子 水曜 2

教養
Ｒ2～Ｈ29管理栄養・1・2・3・4年次 / Ｒ2管
理栄養以外・1年次

体育実技B<バレーボール> ZGKZ00757 生島　嘉人 金曜 1

教養
Ｒ2～Ｈ29管理栄養・1・2・3・4年次 / Ｒ2管
理栄養以外・1年次

体育実技B<バレーボール> ZGKZ00758 生島　嘉人 金曜 2

教養
Ｒ2～Ｈ29管理栄養・1・2・3・4年次 / Ｒ2管
理栄養以外・1年次

体育実技B<トレーニング> ZGKZ00759 小林　和典 木曜 2

教養
Ｒ2～Ｈ29管理栄養・1・2・3・4年次 / Ｒ2管
理栄養以外・1年次

体育実技B<スポーツ・レクリエーション> ZGKZ00760 桑原　信治 木曜 2

教養
Ｒ2～Ｈ29管理栄養・1・2・3・4年次 / Ｒ2管
理栄養以外・1年次

体育講義 ZGKZ00852 桑原　信治 月曜 1

教養
Ｒ2～Ｈ29管理栄養・1・2・3・4年次 / Ｒ2管
理栄養以外・1年次

英語活用演習B<ビジネス系> ZGNU00550 白木　麻美 火曜 4

教養
R2～H29管理栄養・1・2・3・4年次 / R2管理
栄養以外・1年次

情報リテラシー ZGNU00651 佐藤　尊範 水曜 4

教養
R2～H29管理栄養・1・2・3・4年次 / R2管理
栄養以外・1年次

情報リテラシー ZGNU00652 佐藤　尊範 木曜 2

教養
R2～H29管理栄養・1・2・3・4年次 / Ｒ2管
理栄養以外・1年次

英米の言語と文化 ZGNU00750 富田　理恵 火曜 3

教養
R2～H29管理栄養・1・2・3・4年次 / Ｒ2管
理栄養以外・1年次

中国の言語と文化 ZGNU00850 王　進生 木曜 4

教養
R2～H29管理栄養・1・2・3・4年次 / Ｈ31管
理栄養以外・2年次 海外実践 ZGNU01150 富田　理恵 金曜 2

総合福祉 H31総合福祉・2年次 ウェイト＆エアロビック・トレーニング JSXX00751 小林　和典 木曜 1

心理 Ｒ2心理・1年次 発達心理学 MMKZ01350 榎本　拓哉 月曜 3

心理 Ｒ2心理・1年次 知覚・認知心理学A（認知） PSKC01050 池田　賢司 火曜 3

心理 Ｒ2心理・1年次 感情・人格心理学 PSKC01250 長谷川　晃 水曜 1

心理 R2心理・1年次 学習・言語心理学 PSKP00350 川嶋　健太郎 木曜 1

心理 Ｒ2心理・1年次 心理学統計法 PSLP00150 池田　賢司 木曜 2

心理 R2心理・1年次 心理測定法 PSST04750 川嶋　健太郎 火曜 1

子ども発達 Ｒ2～Ｈ30子ども発達・1・2・3・4年次 子どもとプログラミング FSXX00850 藤井　康寿 月曜 1

短期大学部 H31短大・2年次 ウェイト＆エアロビック・トレーニング JSXX00752 小林　和典 木曜 1

短期大学部 H31短大・2年次 ミュージカル JSXX01150 内田　恵美子 月曜 1


