
2022 経営学部２年生 履修ガイダンス



この履修ガイダンスは 2022年度 経営学部２年生用です。

「２０２２ SSU履修ガイド ２０２１・２０２２年度生用」、
「授業時間割」、「成績表」を、大学ホームページとポータル
サイトからダウンロードして、説明を聞いてください。

ここでは、履修のポイントだけを 説明しますので、詳しくは
「SSU履修ガイド」 を熟読してください。



Ⅳ その他説明・連絡事項

Ⅰ 順調に卒業するために

Ⅱ 授業の選び方

Ⅲ 履修登録の方法



成績表の確認卒業要件の確認

卒業を意識しよう

Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう



Ⅰ 順調に卒業するために

２年生のみなさんは、学科選択を行い、専門分野の学びが本格的にな

ります。卒業や就活は、まだ遠い先のように思いますが、単位の修得に、

今から気を付けないと、４年で卒業できないこともあります。

そんな、残念な事態にならないように卒業できなかった４年生の事例を

知り、自分が卒業するためにはどうすれば良いか確認しましょう。

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

１２４単位ギリギリで卒業しようとしていたら・・・

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

１２４単位ギリギリで卒業しようとしていたら・・・

・最後の試験は、インフルエンザにかかって欠席した。

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

１２４単位ギリギリで卒業しようとしていたら・・・

・最後の試験は、インフルエンザにかかって欠席した。
病気などの事情で試験を欠席した場合、追試験を受けることができ
ます。合格すれば卒業できますが、失敗すると卒業できません。

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

１２４単位ギリギリで卒業しようとしていたら・・・

・最後の試験は、インフルエンザにかかって欠席した。
病気などの事情で試験を欠席した場合、追試験を受けることができ
ます。合格すれば卒業できますが、失敗すると卒業できません。

・最後の試験で、成績が悪く単位を落とした。

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

１２４単位ギリギリで卒業しようとしていたら・・・

・最後の試験は、インフルエンザにかかって欠席した。
病気などの事情で試験を欠席した場合、追試験を受けることができ
ます。合格すれば卒業できますが、失敗すると卒業できません。

・最後の試験で、成績が悪く単位を落とした。
成績不良が２科目（４単位）までなら、再試に合格すれば卒業するこ
とができます。 ３科目以上は再試ができません。

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

１２４単位ギリギリで卒業しようとしていたら・・・

・最後の試験は、インフルエンザにかかって欠席した。
病気などの事情で試験を欠席した場合、追試験を受けることができ
ます。合格すれば卒業できますが、失敗すると卒業できません。

・最後の試験で、成績が悪く単位を落とした。
成績不良が２科目（４単位）までなら、再試に合格すれば卒業するこ
とができます。 ３科目以上は再試ができません。

・欠席や遅刻が多くて単位を落とした。

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

１２４単位ギリギリで卒業しようとしていたら・・・

・最後の試験は、インフルエンザにかかって欠席した。
病気などの事情で試験を欠席した場合、追試験を受けることができ
ます。合格すれば卒業できますが、失敗すると卒業できません。

・最後の試験で、成績が悪く単位を落とした。
成績不良が２科目（４単位）までなら、再試に合格すれば卒業するこ
とができます。 ３科目以上は再試ができません。

・欠席や遅刻が多くて単位を落とした。
欠席や遅刻が多い理由で単位を落とした授業は、再試を受けられま
せん。したがって、卒業できません。

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

成績表の確認

１２４単位ギリギリで卒業するように履修登録することは危険です。

卒業要件の確認卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

成績表の確認

１２４単位ギリギリで卒業するように履修登録することは危険です。

４年生になると就職活動で忙しくなります。

２年生から計画的に履修登録してください。

卒業要件の確認卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

１２４単位以上取ったのに卒業できない・・・

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

１２４単位以上取ったのに卒業できない・・・

・必修科目の単位を取っていなかった。

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

１２４単位以上取ったのに卒業できない・・・

・必修科目の単位を取っていなかった。
必修科目は１科目でも単位を落とすと卒業できません。

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

１２４単位以上取ったのに卒業できない・・・

・必修科目の単位を取っていなかった。
必修科目は１科目でも単位を落とすと卒業できません。

・所属学科で決められた選択必修科目の単位が足りなかった。

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

１２４単位以上取ったのに卒業できない・・・

・必修科目の単位を取っていなかった。
必修科目は１科目でも単位を落とすと卒業できません。

・所属学科で決められた選択必修科目の単位が足りなかった。
所属学科の専門科目や選択必修科目は決められた単位以上を
修得しなければなりません。

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

１２４単位以上取ったのに卒業できない・・・

・必修科目の単位を取っていなかった。
必修科目は１科目でも単位を落とすと卒業できません。

・所属学科で決められた選択必修科目の単位が足りなかった。
所属学科の専門科目や選択必修科目は決められた単位以上を
修得しなければなりません。

・基礎教育科目または専門教育科目の単位数が足りない。

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

１２４単位以上取ったのに卒業できない・・・

・必修科目の単位を取っていなかった。
必修科目は１科目でも単位を落とすと卒業できません。

・所属学科で決められた選択必修科目の単位が足りなかった。
所属学科の専門科目や選択必修科目は決められた単位以上を
修得しなければなりません。

・基礎教育科目または専門教育科目の単位数が足りない。
１２４単位取得しても、基礎教育科目３０単位以上、専門教育科目９４

単位以上修得しないと卒業できません。

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

必修科目は、必ず単位を修得しましょう。

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

必修科目は、必ず単位を修得しましょう。

所属学科の選択必修科目を規定数以上修得しましょう。

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

必修科目は、必ず単位を修得しましょう。

所属学科の選択必修科目を規定数以上修得しましょう。

基礎教育科目または、専門教育科目に偏った単位修得を
していないか確認しましょう。

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

では、卒業要件を確認しましょう。

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業要件の確認

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

「２０２２ SSU履修ガイド ２０２１・２０２２学生用」 p32 「卒業要件」

を確認しましょう。

卒業要件は、入学した学年、留学生、編入生、留年生により、異なりま

す。必ず、自分が入学した学年の卒業要件を 確認しましょう。

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



「SSU履修ガイド」p32

基礎教育科目
科目は、基礎教育科目
と、専門教育科目に分
かれます。

Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



「SSU履修ガイド」p32

基礎教育科目
科目は、基礎教育科目
と、専門教育科目に分
かれます。

必修科目
「基礎ゼミナール」
「情報処理基礎ⅠⅡ」
「キャリアデザイン講座
ⅠⅡⅢ」は、必ず修得
する科目です。

Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



選択必修科目
外国語科目の中から
４単位選んで修得し
ます。

「SSU履修ガイド」p32

Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



選択必修科目
外国語科目の中から
４単位選んで修得し
ます。

選択科目
必修科目、選択必修科
目で選んだ科目以外か
ら、１４単位を選んで修
得します。

「SSU履修ガイド」p32

Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



その他
スポーツ科学部、
情報学部で修得した
単位や他大学で修得
した単位の内、基礎
教育科目の単位を規
定の数まで算入でき
ます。

基礎教育科目の合計
必修科目、選択必修科
目、選択科目を合計し
て３０単位以上修得し
ます。

「SSU履修ガイド」p32

Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



専門教育科目
２つの学科に対応した、
専門科目です。
専門教育科目の中に
は、基礎科目、専門科
目、共通科目がありま
す。

Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



専門教育科目
２つの学科に対応した、
専門科目です。
専門教育科目の中に
は、基礎科目、専門科
目、共通科目がありま
す。

専門基礎科目
専門基礎分野の科目か
ら ８単位を選択して修
得します。

Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



専門教育科目
２つの学科に対応した、
専門科目です。
専門教育科目の中に
は、基礎科目、専門科
目、共通科目がありま
す。

専門基礎科目
専門基礎分野の科目か
ら ８単位を選択して修
得します。

学科基礎科目
所属する学科基礎科目
から、８単位を選択して
修得します。

Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



学科専門科目
２つの学科に対応し
た、専門科目です。
所属する学科の科目
を２０単位以上修得し
ます。

Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



学科専門科目
２つの学科に対応し
た、専門科目です。
所属する学科の科目
を２０単位以上修得し
ます。

全学共通科目
特殊研究科目から
８単位以上修得しま
す。

Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



学科専門科目
２つの学科に対応し
た、専門科目です。
所属する学科の科目
を２０単位以上修得し
ます。

全学共通科目
特殊研究科目から
８単位以上修得しま
す。

留学生は、留学生特別科
目の「日本語ⅠⅡⅢⅣ」
「ビジネス日本語ⅠⅡ」
が必修科目です。

Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



選択科目
選択必修科目で選んだ
科目以外から、５０単位
を選んで修得します。

その他
スポーツ科学部、情報学
部で修得した単位や
他大学で修得した単位
の内、専門教育科目の
単位を規定の数まで算
入できます。

Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



専門教育科目の合計
必修科目、選択必修科
目、選択科目を合計し
て９４単位以上修得し
ます。

全体
基礎教育科目３０単位
と、専門教育科目９４単
位を合計して１２４単位
以上修得します。

Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認

卒業要件が確認できたら、自分の修得した単位が、どれくらい、

卒業要件を満たしているか、成績表を見て確認しましょう。



成績表の確認

Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



１ 準備

・ 成績表は、学期末に保護者あてに郵送されるほかに、ポータルサイトからWeb

上で確認できます。インターネットに接続した、パソコン、スマートフォン、

タブレット、を用意してください。学内のパソコンも使用できます。

・ 学内ネットワークに接続するための、パスワードは、入学時に発行する

学生証の紙カバーに記載してあります。

・ 学内のネットワークに登録したパソコンやスマートフォンは、学内でWiFiが

使えるので、通信料を抑えることができます。

・ ネットワークへの登録方法や注意事項は、「学内ネットワークガイダンス」の

資料を読んで、手続きをしてください。

Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

２ 学生ポータルサイトへのログイン

・ https://portal.ssu.ac.jp にアクセスして学生ポータルサイトを開きます。

成績表の確認卒業要件の確認

https://portal.ssu.ac.jp/


Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

２ 学生ポータルサイトへのログイン

・ https://portal.ssu.ac.jp にアクセスして学生ポータルサイトを開きます。

① ユーザ名を入力します。

経営学部生は k 学籍番号

成績表の確認卒業要件の確認

https://portal.ssu.ac.jp/


Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

２ 学生ポータルサイトへのログイン

・ https://portal.ssu.ac.jp にアクセスして学生ポータルサイトを開きます。

① ユーザ名を入力します。

経営学部生は k 学籍番号

② パスワードを入力します。

パスワードは入学時に学生証と

一緒に渡されたものです。

成績表の確認卒業要件の確認

https://portal.ssu.ac.jp/


Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

２ 学生ポータルサイトへのログイン

・ https://portal.ssu.ac.jp にアクセスして学生ポータルサイトを開きます。

① ユーザ名を入力します。

経営学部生は k 学籍番号

② パスワードを入力します。

パスワードは入学時に学生証と

一緒に渡されたものです。

③ 「ログイン」ボタンを押します。

成績表の確認卒業要件の確認

https://portal.ssu.ac.jp/


Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

３ 「ポートフォリオ」メニューの選択

・ ログインが完了すると、学生ポータルサイトのトップページが表示されます。

① 「お知らせ」は毎日チェックしましょう。

成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

３ 「ポートフォリオ」メニューの選択

・ ログインが完了すると、学生ポータルサイトのトップページが表示されます。

② スマートフォンなど、画面が小さい

場合は、ここをクリックしてメニュー

を表示します。

成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

３ 「ポートフォリオ」メニューの選択

・ ログインが完了すると、学生ポータルサイトのトップページが表示されます。

③ 「ポートフォリオ」ボタンを押します。

成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

４ 「成績」メニューの選択

・ 学生ポートフォリオのメニューから「成績」を選択します。

「成績」ボタンを押します。

成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

① 「成績通知表出力」ボタンを押します。

５ 「成績通知表」の出力

・ 学生ポートフォリオのメニューから「成績通知表出力」を選択します。

成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

① 「成績通知表出力」ボタンを押します。

５ 「成績通知表」の出力

・ 学生ポートフォリオのメニューから「成績通知表出力」を選択します。

② 「ファイルを開く」ボタンを押します。

成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

５ 「成績通知表」の出力

・ 「成績通知表」がPDF形式の

ファイルで出力されます。

成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

５ 「成績通知表」の出力

・ 「成績通知表」がPDF形式の

ファイルで出力されます。

・次に、「成績通知表」を詳しく

見ていきましょう。

成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

５ 「成績通知表」の出力

・成績通知表の科目名は、

卒業要件の記載された、「基礎

教育科目」、 「専門教育科目」

「学科専門科目」などの科目の

区分順に、並んでいます。

成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

５ 「成績通知表」の出力

・成績通知表の科目名は、

卒業要件の記載された、「基礎

教育科目」 「専門教育科目」

「学科専門科目」などの科目の

区分順に、並んでいます。

・評価は、S、A、B、C、D、認

があり、D は、単位修得ができ

ていない科目です。

成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

６ 単位修得状況の確認ポイント

・「成績通知表」から、卒業要件を

どのくらい満たしているのか、

単位修得状況の確認ポイントを

説明します。

・経営学部、経営学科の2021入

学生の「（架空）成績通知表」を

例に説明します。

他学科生や留学生は、「SSU履

修ガイド」ｐ52～「授業科目」で、

科目の区分を確認してください。

成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

６ 単位修得状況の確認ポイント

① 必修科目の確認

必修科目は６科目１２単位

で、この内１年生では、

「基礎ゼミナール」 「情報処理

基礎Ⅰ」「情報処理基礎Ⅱ」が、

修得可能です。２年生では

「キャリアデザイン講座Ⅰ」が必

修です。

履修した年度に修得できな

かった場合は、次の年度に必

ず修得しましょう。

成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

６ 単位修得状況の確認ポイント

② 基礎教育科目、選択必修

科目の確認

選択必修科目は外国語科目

より４単位修得できたか確認し

ます。

履修した年度に修得できなかっ

た場合は、次の年度に必ず修得

しましょう。

成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

６ 単位修得状況の確認ポイント

③ 基礎教育科目全体の確認

必修科目、選択必修科目の

他に、選択科目７科目１４単位

以上を加え、基礎教育科目全

体で３０単位以上修得できたか

確認します。

なお、基礎教育科目の選択

科目には、他学部や提携する

他大学で修得した、基礎教育

科目の単位を、認められた数

まで含めることができます。

（詳細は「SSU履修ガイド」ｐ17）

成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

６ 単位修得状況の確認ポイント

④ 専門教育科目、選択必修

科目の確認

専門基礎教育科目、専門基盤

科目から、 ４科目８単位以上

修得できたか確認します。

成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

６ 単位修得状況の確認ポイント

④ 専門教育科目、選択必修

科目の確認

専門基礎教育科目、専門基盤

科目から、 ４科目８単位以上

修得できたか確認します。

各学科の学科基礎科目から、

４科目８単位以上

修得できたか確認します。

成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

６ 単位修得状況の確認ポイント

④ 専門教育科目、選択必修

科目の確認

専門基礎教育科目、専門基盤

科目から、 ４科目８単位以上

修得できたか確認します。

各学科の学科基礎科目から、

４科目８単位以上

修得できたか確認します。

各学科の学科専門科目から、

１０科目２０単位以上修得て

きたか確認します。

成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

６ 単位修得状況の確認ポイント

⑤ 専門教育科目全体の確認

選択必修科目の他に、選択科目

５０単位を加え、専門教育科目

全体で９４単位以上修得できたか

確認します。

なお、専門教育科目の選択科目

には、他学科で修得した単位を含

めることができます。

また、他学部や提携する他大学

で修得した、専門教育科目の単位

を、認められた数まで含めることが

できます。

（詳細は「SSU履修ガイド」ｐ17）

成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう

６ 単位修得状況の確認ポイント

⑤ 専門教育科目全体の確認

選択必修科目の他に、選択科目

５０単位を加え、専門教育科目

全体で９４単位以上修得できたか

確認します。

なお、専門教育科目の選択科目

には、他学科で修得した単位を含

めることができます。

また、他学部や提携する他大学

で修得した、専門教育科目の単位

を、認められた数まで含めることが

できます。

（詳細は「SSU履修ガイド」ｐ17）

成績表の確認卒業要件の確認

留学生は、留学生専用必修科目６科目

１２単位を修得します。選択科目は３８単

位となります。



６ 単位修得状況の確認ポイント

⑥ 単位取得状況表の見方

「要件」は、卒業に必要な、「基礎教育科目」

と「専門教育科目」の単位を示しています。

Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



６ 単位修得状況の確認ポイント

⑥ 単位取得状況表の見方

「要件」は、卒業に必要な、「基礎教育科目」

と「専門教育科目」の単位を示しています。

「単位」は現在修得している、 「基礎教育科

目」「専門教育科目」「他学部単位互換科目」

「他大学単位互換科目」「教職に関する科目」

「保育士に関する科目」の単位を示してい

ます。

Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



６ 単位修得状況の確認ポイント

⑥ 単位取得状況表の見方

「要件」は、卒業に必要な、「基礎教育科目」

と「専門教育科目」の単位を示しています。

「単位」は現在修得している、 「基礎教育科

目」「専門教育科目」「他学部単位互換科目」

「他大学単位互換科目」「教職に関する科目」

「保育士に関する科目」の単位を示してい

ます。

なお、「教職に関する科目」 「保育士に関す

る科目」の単位は、卒業要件に含まないので、

計算に入れないようにします。

Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



６ 単位修得状況の確認ポイント

⑥ 単位取得状況表の見方

この表では、

「要件」 ３０＋９４＝１２４

「単位」 ３０＋８＋２＝４０

で、単位の合計が要件の合計を満たして

いません。

Ⅰ 順調に卒業するために

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅰ 順調に卒業するために

Ⅱ 授業の選び方

次は

です。

卒業を意識しよう 成績表の確認卒業要件の確認



Ⅳ その他説明・連絡事項

Ⅰ 順調に卒業するために

Ⅱ 授業の選び方

Ⅲ 履修登録の方法



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

開講科目と選択のポイント



Ⅱ 授業の選び方

２０２１年度生 経営学部 授業科目 「SSU履修ガイド」 p53～

・この表以外に、スポーツ科学部と情報学部の一部科目を履修できます。これを、

学部間履修と言い、３０単位まで卒業要件に算入できます。なお、履修する科目

には、基礎教育科目と、専門教育科目の区別があります。

・太字の科目は、年間履修登録単位数の上限を超えて履修できる科目です。

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表



Ⅱ 授業の選び方

基礎ゼミナール 情報処理基礎Ⅰ 情報処理基礎Ⅱ

「基礎ゼミナール」 「情報処理基礎Ⅰ」「情報処理基礎Ⅱ 」は必修科目
です。未修得の場合は、再履修クラスで履修してください。

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表



Ⅱ 授業の選び方

キャリアデザイン講座Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

「キャリアデザイン講座Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」は必修科目です。２年生は「キャリ
アデザイン講座Ⅰ」を履修します。

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表



Ⅱ 授業の選び方

外国語科目

外国語科目は選択必修科目です。この中から２科目４単位以上修得
してください。

コミュニケーション英語はクラス指定があります。
2022年度は、「海外研修ABC 」は未開講です。

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表



Ⅱ 授業の選び方

特殊研究科目

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

「専門演習A－H」は、時代に合った
特色あるテーマを学びます。
2022年度 磐田キャンパスでは「ス
ポーツ科学」「静岡県経済」「造形表
現」など、藤枝キャンパスでは、「日商
簿記２級」「日本語コミュニケーション
（留学生用）」「３Dアニメーション」など
を開講します。

「卒業研究」は「専門ゼミナールⅠ・
Ⅱ」を修得しないと履修できません。

特殊研究科目から、８単位選択必
修です。２年生から履修できるので、
後に残らないように、計画的に履修し
てください。



Ⅱ 授業の選び方

特殊講義

「特殊講義」では、それぞれの学科に関する、時代に合った特色ある
テーマを学びます。

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表



Ⅱ 授業の選び方

企業メセナ

「企業メセナ」は企業や地方自治体の方が、実践的な内容を講義した
り、現場を見学する授業です。

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表



Ⅱ 授業の選び方

留学生特別科目（留学生用）

留学生専用の科目です。「日本語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」「ビジネス日本語Ⅰ・Ⅱ」
は、必修科目です。

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント

専門基盤科目

読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

どの学科所属でも、専門基盤科目から ８単位 修得してください。

「履修ガイドp53」



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント

専門基礎教育科目

読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

所属する学科に対
応した専門基礎教
育科目から、８単位
修得してください。

「履修ガイドp53」



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント

各学科専門科目

読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

所属する学科の
専門科目から
２０単位 修得
してください。

p27



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント

その他のポイント

読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

・ ２年生から３年生へ進級するためには、４０単位以上の修得単位が
必要です。１年生の修得単位が少ない場合は、２年生後期修了時に
４０単位を修得できるように計画的に履修してください。

・ 順調に単位を修得している学生は、目安として、半期２０単位以上、
年間で４０単位以上、単位を修得できるように、履修をしましょう。

・ 自分の興味・関心や将来の進路を考えて、授業科目を選択して
ください。



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

読み替え・学部間履修・登録制限



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

静岡産業大学には、経営学部、情報学部、スポーツ科学部があり、

それぞれの科目を「学部間履修」という制度で履修することができます。

また、１年間に履修登録できる科目数は、「年間履修登録単位数の

制限」という制度で制限されています。

なお、古いカリキュラムの科目と新しいカリキュラムの科目を読み替

える制度がありますが、2021年度生には読み替えの科目はありません。

ここでは、これらの制度について説明します。



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

「経済学【経済学入門】」を例に説明

します。

「経済学」には、2019年度入学用に

読み替える、【経済学入門】と言う科

目が記載されています。

2020年生以降は、読み替え科目が

ありませんので、【 】の科目名は無

視してください。

読み替え
磐田キャンパス時間割例

藤枝キャンパス時間割例



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

学部間履修とは、他学部の科目を履

修することです。

履修には次の条件があります。①開

講学年が自分の学年より低いか同じで

ある。②開講科目が、必修科目、教職

科目でない。③修得した単位のうち、３

０単位までしか卒業要件の単位として

認められない。④他学部で「基礎教育

科目」の科目は、自学部でも「基礎教育

科目」、他学部で「専門教育科目」の科

目は、自学部でも「専門教育科目」の単

位としてカウントされます。

学部間履修

スポーツ科学部時間割例

情報学部時間割例

学部間履修の例

必修科目なので履修できない

教職課程の学生なら履修できる

２年生以上履修可能



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

過度な単位取得を防ぐために制定されたのが、年間履修登録単位
数の制限（CAP制）です。

１年生から３年生は年間４４単位以下、４年生は年間５２単位以下し
か履修登録できません。

ただし、基礎ゼミナールA・B、プロジェクトゼミナールA・B、海外研修
A・B・C・D、社会実践講座A・B、特別共同講義、インターンシップA・B、
卒業研究、保育士養成課程科目のうち「保育士に関する科目」（保育
士養成課程履修者のみ）などは、除きます。
※該当する科目については履修ガイド「授業科目一覧表」を参照してく
ださい。

年間履修登録単位数の制限（CAP制）

注意 極端な例ですが、１～３年生が、前期に４４単位履修登録した場合、後期

は履修登録できません。したがって、前期に体調を崩して４４単位落としても、

後期に登録を追加することはできません。計画的に履修登録を行ってください。



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

時間割表

磐田キャンパス時間割



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

配当年次クラスと授業形態

数字は、履修可能な最小学年を
示しています。
１は、１年生、２年生、３年生、４年生。
２は、２年生、３年生、４年生。
３は、３年生、４年生。
４は、 ４年生。
が、それぞれ履修可能です。
なお、例外は別に指示されています。

対面 遠隔 は授業形態を示してい
ます。

磐田キャンパス時間割例



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

経営学部科目とスポーツ科学部科目

磐田キャンパスの経営学部

時間割表とスポーツ科学部

時間割表は別々の表です。

大学HPから入手することが

できます。

また、藤枝キャンパスの時間

割表も大学HPから入手する

ことができます。

他学部の授業を履修する場

合に使用します。

磐田キャンパス経営学部時間割例

磐田キャンパススポーツ科学部時間割例



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

経営学部科目とスポーツ科学部科目

経営学部とスポーツ科学部ど

ちらでも履修することができる全

学共通科目は、両方の時間割表

に記載してあります。

片方の時間割表にしか記載が

無い科目は、互いに、学部間履

修として３０単位まで卒業要件に

算入できます。

ただし、他の制約条件で履修

できないことがあります。

磐田キャンパス経営学部時間割例

磐田キャンパススポーツ科学部時間割例



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

必修科目

緑地は２０２２年度入学生必修科目、

水色地は２０２１・２０２０年度入学生

必修科目、ピンク地は２０１９年度入

学生必修科目です。

該当する学生しか受講できません。

また、予め、履修登録システムに、

履修しなければならない科目やクラ

ス指定が入力されています。

磐田キャンパス経営学部時間割例



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

教職に関する科目

教職に関する科目は、スポーツ科学

部の時間割を見てください。

青地の科目が教職に関する科目です。

担当教員が許可すれば、教職課程に

属さない学生も受講できますが、修得し

た単位は卒業要件にカウントされませ

ん。

磐田キャンパススポーツ科学部時間割例



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

保育士に関する科目

山吹色地の科目は保育士に関する科

目です。

修得した単位は卒業要件にカウントさ

れません。

磐田キャンパス経営学部時間割例



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

曜日時限がセットになっている科目

黄色地の科目は曜日時限がセットに

なっている、２コマ連続科目です。どちら

か１コマだけ履修することはできません。

磐田キャンパス時間割例



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

指定クラス

科目名の横にabc・・クラスの表

示ある科目、「指定者のみ」の指

示がある科目はクラス分け済みで

す。

履修登録システムでは指定され

た授業だけ、登録できるように設

定してあります。

磐田キャンパス時間割例



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

集中講義

集中講義は、夏休み、冬休み、休日など、通常の授業日以外に行う

授業です。

集中講義の説明会は、掲示板や学生ポータルサイトの「おしらせ」で

連絡します。掲示板や「おしらせ」に注意してください。

磐田キャンパス経営学部時間割例



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

時間割表

藤枝キャンパス時間割



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

藤枝キャンパス時間割例配当年次クラスと授業形態

数字は、履修可能な最小学年を
示しています。
１は、１年生、２年生、３年生、４年生。
２は、２年生、３年生、４年生。
３は、３年生、４年生。
４は、 ４年生。
が、それぞれ履修可能です。
なお、例外は別に指示されています。

対面 遠隔 は授業形態を示してい
ます。



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

経営学部科目と情報学部科目 藤枝キャンパス時間割例

表の上側が経営学部科目、下側

が情報学部科目です。



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

表の上側が経営学部科目、下側

が情報学部科目です。

１９年以前に入学の経営学部生

は、【 】科目を読み替えで履修する

ことができます。２０年以降の入学生

は読み替える科目はありません。

情報学部の科目は、学部間履修と

して３０単位まで卒業要件に算入で

きます。 ただし、他の制約条件で履

修できないことがあります。

藤枝キャンパス時間割例学部間履修



藤枝キャンパス時間割例

Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

基礎教育科目と専門教育科目

青色文字が基礎教育科目、緑

色文字が専門教育科目です。

卒業要件である、基礎教育科目

３６単位、専門教育科目８８単位

になるように履修します。



藤枝キャンパス時間割例

Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

必修科目

ブルー地の科目は必修科目で

す。該当する学生しか受講でき

ません。

なお、必修科目は、予め、履修

登録システムに登録してあり、入

力画面に科目やクラス指定が表

示されます。



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

２コマ連続科目

黄色地の科目は２コマ連続科

目です。どちらか１コマだけ履修

することはできません。

この例では、前時間の「３DCG

アニメーション基礎」とこの時間

の「３DCGアニメーション基礎演

習」は連続して履修しなければ

なりません。詳しくは、シラバス

をご覧ください。

藤枝キャンパス時間割例



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

クラス指定科目

「コミュケーション英語」「情報処理基礎」などには、クラス指定がありま

す。履修登録システムには、自分が履修できる授業しか表示されません。

表示された授業を選択してください。

藤枝キャンパス時間割例



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

１９年以前入学者専用科目

背景がうす緑色の科目は、１９年

生以前の入学者専用です。

２０年以降入学者は履修することが

できません。

藤枝キャンパス時間割例



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

集中講義

集中講義は、夏休み、冬休み、

休日など、通常の授業日以外に

行う授業です。

集中講義の説明会は、掲示板

や学生ポータルサイトの「おしら

せ」で連絡します。掲示板や「お

しらせ」に注意してください。

藤枝キャンパス時間割例



Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

これで、時間割表の説明を終わります。

授業の内容はシラバスをご覧ください。



Ⅲ 履修登録の方法

Ⅱ 授業の選び方

開講科目とポイント 読み替え・学部間履修・登録制限 時間割表

次は

です。



Ⅳ その他説明・連絡事項

Ⅰ 順調に卒業するために

Ⅱ 授業の選び方

Ⅲ 履修登録の方法



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

履修登録の手順と日程



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

履修登録の手順

授業 第１週
（履修登録確認期間）

授業 第２週
（履修確定期間）

開始 開始終了 終了

授業開始約１週前
（仮履修登録期間）

開始 終了

・履修登録は「仮履修登録」「履修登録確認」「履修確定」の３つの手順で
行います。

・履修登録は、パソコンやスマートフォンからWebで行います。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

履修登録の手順

授業 第１週
（履修登録確認期間）

授業 第２週
（履修確定期間）

開始 開始終了 終了

授業開始約１週前
（仮履修登録期間）

開始 終了

仮履修登録
・通常は授業開始約１週間前から、仮履修登録が始まります。
・前期に履修する授業を選んで、時間割を作成して、Webで登録します。
・後期の履修を登録することもできます。
・履修の制限人数を超えて登録できます。
・登録状況はWebで確認できます。
・この期間中は、仮履修登録の追加や取り消しが自由にできます。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

履修登録の手順

授業 第２週
（履修確定期間）

開始 終了

授業開始約１週前
（仮履修登録期間）

開始 終了

授業 第１週
（履修登録確認期間）

開始 終了

履修登録確認期間
・授業開始の週が履修登録確認期間です。
・授業に出席します。仮登録者が制限人数を超えている場合は、抽選など

で、選抜が行われます。
・抽選に漏れた授業は、次の週までに代わりの授業候補を選んでおきます。
・授業に欠席した場合、登録を取り消されることがあります。
・この期間中は、登録の追加や取り消しはできません。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

履修登録の手順

授業 第１週
（履修登録確認期間）

授業 第２週
（履修確定期間）

開始 開始終了 終了

授業開始約１週前
（仮履修登録期間）

開始 終了

履修確定期間
・授業第２週が履修確定期間です。
・この期間は、制限人数以下の科目は 追加・変更登録ができます。

登録は 期間開始直後から 制限人数に達するまでできます。つまり、
先着順なので、抽選漏れなどで 未登録の場合は 急ぐ必要があります。

・履修をしない科目を 取り消します。
取り消さないと、授業を欠席しているとみなされ D の成績が付きます。

・登録が終わったら Webで履修登録状況を確認して印刷します。



開始
４月６日

開始
４月11日

開始
４月18
日

終了
４月９日
24時

終了
４月16日

終了
4月22日
17時

開始
９月2０

日

開始
９月26日

開始
10月3日

終了
９月24
日24時

終了
10月1日

終了
10月７日
17時

Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

履修登録の日程

授業開始約１週前
（仮履修登録期間）

授業 第１週
（履修登録確認期間）

授業 第２週
（履修確定期間）

前期

履修登録の日程は、コロナウィルス感染への対応で、変更になることがあります。
大学ホームページ、ポータルサイトの「おしらせ」などで、最新の情報をご覧ください。

後期



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

履修登録の日程

「卒業見込み証明書」

４年生は、前期の履修登録期間に「前期」と「後期」の履修登録をしてください。

履修登録をした科目を修得した場合、卒業要件を満たすならば、

「卒業見込み証明書」が発行されます。

「後期」の履修登録が無い、または、登録科目では卒用要件に満たない場合は

「卒業見込み証明書」は発行されません。

「卒業見込み証明書」は、卒業前に採用予定の企業から提出を求められることも

あります。

履修予定の科目で卒業要件を満たすかどうかを確認できますので、「前期」と

「後期」の登録をしてください。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

Web履修登録の方法



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

１ 準備

・ Web履修登録には、インターネットに接続した、パソコン、スマートフォン、

タブレット、を用意してください。

用意できない場合は、教務課にご相談ください。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

１ 準備

・ Web履修登録には、インターネットに接続した、パソコン、スマートフォン、

タブレット、を用意してください。

用意できない場合は、教務課にご相談ください。

・ 学内ネットワークに接続するための、パスワードは、入学時に発行する

学生証の紙カバーに記載してあります。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

１ 準備

・ Web履修登録には、インターネットに接続した、パソコン、スマートフォン、

タブレット、を用意してください。

用意できない場合は、教務課にご相談ください。

・ 学内ネットワークに接続するための、パスワードは、入学時に発行する

学生証の紙カバーに記載してあります。

・ 学内のネットワークに登録したパソコンやスマートフォンは、学内でWiFiが

使えるので、通信料を抑えることができます。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

１ 準備

・ Web履修登録には、インターネットに接続した、パソコン、スマートフォン、

タブレット、を用意してください。

用意できない場合は、教務課にご相談ください。

・ 学内ネットワークに接続するための、パスワードは、入学時に発行する

学生証の紙カバーに記載してあります。

・ 学内のネットワークに登録したパソコンやスマートフォンは、学内でWiFiが

使えるので、通信料を抑えることができます。

・ ネットワークへの登録方法や注意事項は、「学内ネットワークガイダンス」の

資料を読んで、手続きをしてください。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

２ 学生ポータルサイトへのログイン

・ https://portal.ssu.ac.jp にアクセスして学生ポータルサイトを開きます。

https://portal.ssu.ac.jp/


Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

２ 学生ポータルサイトへのログイン

・ https://portal.ssu.ac.jp にアクセスして学生ポータルサイトを開きます。

① ユーザ名を入力します。

経営学部生は k 学籍番号

k1234567

https://portal.ssu.ac.jp/


Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

２ 学生ポータルサイトへのログイン

・ https://portal.ssu.ac.jp にアクセスして学生ポータルサイトを開きます。

① ユーザ名を入力します。

経営学部生は k 学籍番号

② パスワードを入力します。

パスワードは入学時に学生証と

一緒に渡されたものです。

k1234567

abcdefg

https://portal.ssu.ac.jp/


Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

２ 学生ポータルサイトへのログイン

・ https://portal.ssu.ac.jp にアクセスして学生ポータルサイトを開きます。

① ユーザ名を入力します。

経営学部生は k 学籍番号

② パスワードを入力します。

パスワードは入学時に学生証と

一緒に渡されたものです。

③ 「ログイン」ボタンを押します。

k1234567

abcdefg

https://portal.ssu.ac.jp/


Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

３ 「履修登録」メニューの選択

・ ログインが完了すると、学生ポータルサイトのトップページが表示されます。

① 「お知らせ」は毎日チェックしましょう。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

３ 「履修登録」メニューの選択

・ ログインが完了すると、学生ポータルサイトのトップページが表示されます。

② スマートフォンなど、画面が小さい

場合は、ここをクリックしてメニュー

を表示します。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

３ 「履修登録」メニューの選択

・ ログインが完了すると、学生ポータルサイトのトップページが表示されます。

③ 「履修登録」ボタンを押します。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

４ 登録科目の時間割選択

・ 時間割が表示されます。登録する時間を選択します。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

４ 登録科目の時間割選択

・ 時間割が表示されます。登録する時間を選択します。

① ここをクリックして前期・後期を選択します。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

４ 登録科目の時間割選択

・ 時間割が表示されます。登録する時間を選択します。

① ここをクリックして前期・後期を選択します。

② ここをクリックして

キャンパスを選択します。

他キャンパスの遠隔授業

を履修登録する際は、ここで

切り替えます。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

４ 登録科目の時間割選択

・ 時間割が表示されます。登録する時間を選択します。

① ここをクリックして前期・後期を選択します。

② ここをクリックして

キャンパスを選択します。

③ 登録したい時間割をクリックします。



５ 履修登録科目の選択

・ 登録する科目を追加します。 履修条件が合わない科目は表示されません。

Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

５ 履修登録科目の選択

・ 登録する科目を追加します。 履修条件が合わない科目は表示されません。

・ 履修確定期間は、履修登録者数が定員を超えた科目は表示されません。

登録を辞退した人が削除して、定員以下になれば表示されます。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

「追加」をクリックして下書き保存します。

５ 履修登録科目の選択

・ 登録する科目を追加します。 履修条件が合わない科目は表示されません。

・ 履修確定期間は、履修登録者数が定員を超えた科目は表示されません。

登録を辞退した人が削除して、定員以下になれば表示されます。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

６ 下書き保存から申請完了へ

・ 科目の「追加」ボタンをクリックすると下書き保存状態になります。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

６ 下書き保存から申請完了へ

・ 科目の「追加」ボタンをクリックすると下書き保存状態になります。

・ 「履修チェックして申請」ボタンをクリックして、申請状態にします。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

６ 下書き保存から申請完了へ

・ 科目の「追加」ボタンをクリックすると下書き保存状態になります。

・ 「履修チェックして申請」ボタンをクリックして、申請状態にします。

① 登録科目を追加すると、科目名に が付きます。

これは下書き状態で、まだ申請は完了していません。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

６ 下書き保存から申請完了へ

・ 科目の「追加」ボタンをクリックすると下書き保存状態になります。

・ 「履修チェックして申請」ボタンをクリックして、申請状態にします。

① 登録科目を追加すると、科目名に が付きます。

これは下書き状態で、まだ申請は完了していません。

② 「履修チェックして申請」ボタンをクリックして申請します。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

６ 下書き保存から申請完了へ

・ 科目の「追加」ボタンをクリックすると下書き保存状態になります。

・ 「履修チェックして申請」ボタンをクリックして、申請状態にします。

③ 登録申請が完了すると、科目名に が付きます。

登録したいすべての科目の申請を完了してください。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

７ 登録の削除

・ 下書き保存 または 登録申請した科目を削除します。



Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

７ 登録の削除

・ 下書き保存 または 登録申請した科目を削除します。

時間割を選択すると「削除」と「追加」ができる科目が表示されます。

「削除」ボタンをクリックして削除します。



Ⅳ その他説明・連絡事項

Ⅲ 履修登録の方法

履修登録の手順と日程 Web履修登録の方法

次は

です。



Ⅰ 順調に卒業するために

Ⅱ 授業の選び方

Ⅲ 履修登録の方法

Ⅳ その他説明・連絡事項



連絡事項

その他説明

Ⅳ その他説明・連絡事項

その他説明



連絡事項

授業への出席

・【対面授業】については、通常通り、キャンパスに登校するものとし

ます。

・【オンライン授業】については、授業担当教員の指示に従うこととし

ます。

・授業の到達目標を達成するために、【対面授業】において一部の回

をオンライン授業に、【オンライン授業】において一部の回を対面授業

にすることがあります。その場合、授業担当教員が履修者の皆さんに

あらかじめ、その旨、連絡をします。

・【対面授業】と【オンライン授業】が連続する時間割の場合、【オンラ

イン授業】を学内ネッワークを使用して受講できます。受講には、大学

のPC、大学の貸し出しPC、持参したPCやタブレットが使用できます。

Ⅳ その他説明・連絡事項

その他説明



連絡事項

施設の利用

・各キャンパスは「新型コロナウイルス感染防止策」を実施しています。

授業や部活動などでキャンパスに立ち入る際には、入構時、所定の

手続きを必ず取ってください。

・学生の皆さんは対面授業の前後の時間帯などに、キャンパスにお

いて、大学のネットワークを利用して、オンライン授業を受講できます。

また、コンピューター演習室（ただし、授業時は履修者以外利用不可）、

図書館、ノートPC貸し出しなども利用できます。ノートPC持ち込みも

可能です。なお、イヤフォン（ヘッドフォン）、マイクなどは持参してくだ

さい（感染防止のため、それらを大学から学生に貸し出すことはでき

ません）。

Ⅳ その他説明・連絡事項

その他説明



連絡事項

他キャンパスのオンライン授業受講

・【オンライン授業】の科目は、両キャンパスから受講できます。

他キャンパスの面白そうな授業を受講したり、自キャンパスの授業だ

けだと、空いてしまう時間に授業を入れて、時間を有効に使うことが

できます。

・他キャンパスの時間割は、Webページからダウンロードできます。

・履修登録の方法は、ポータルサイトから履修登録する際に、他キャ

ンパスを選択してください。

オンライン授業で他キャンパスの登録が可能な科目だけ選択できる

状態になっています。

Ⅳ その他説明・連絡事項

その他説明



連絡事項

情報学部の授業について

・情報学部の授業は、2022年度で終了予定です。

今年度が最後になりますので、情報学部の授業を受講希望の学生

は注意してください。

Ⅳ その他説明・連絡事項

その他説明



連絡事項

転学科について

・経営学部では、経営学科と心理経営学科の間で、希望者が審査を

通過すれば学科を変更することができます。

しかし、現在経営学科の定員がオーバーしているため、心理経営学

科から経営学科への転学科は、認められない状況です。

転学科の希望がありましたら、まず、アドバイザーに相談してくださ

い。

Ⅳ その他説明・連絡事項

その他説明



連絡事項

資格を取りましょう

資格に合格すると・・・
「静岡産業大学資格取得奨励金給付規程」により奨励金が給

付されます。
詳しくは、大学HP「資格対策講座」【検索：SSU 資格対策講座】
をご覧ください。

または、教務課、キャリア支援課に問い合わせてください。

資格を取得して履歴書に記入すると・・・
「私は、自分で勉強することができる」
「私は、目標をもって努力できる」
「私には、専門的な能力がある」
「私には、自主性がある」

など、自己アピールでき、就活に有利です。

Ⅳ その他説明・連絡事項

その他説明



連絡事項

資格を取りましょう

資格講座と単位について
授業科目として実施していました資格講座は、２０２１年度から、

静岡産業大学総合研究所と、スポーツ振興部が主催する、資格
講座になりました。

これにより、資格取得による単位取得はできなくなりましたが、
資格講座専門の講師が担当し、資格試験のスケジュールに合わ
せた授業が行われます。

また、学生の受講料はとても優遇された料金になっており、「静
岡産業大学資格取得奨励金給付規程」により奨励金も給付され
ます。

詳しくは、履修ガイドp14、及び、大学HP「資格対策講座」
【検索：SSU 資格対策講座】をご覧ください。

静岡産業大学は、資格取得を応援します。

Ⅳ その他説明・連絡事項

その他説明



連絡事項

海外に出かけましょう

海外研修は、普通の旅行では体験できない、静岡産業大学ならではの、
特別なプログラムを用意してあります。

【お知らせ】
新型コロナウィルス感染の影響で、2022年度「海外研修ABC」は未開講
です。

海外研修に参加すると・・・
・ 国際的な視野を持ち、世界を相手に活躍するための貴重な

体験ができます。
・ 海外研修A、B、Cの単位が取得できます。
・ 海外研修に掛かる費用の補助金が支給されます。

詳しくはシラバスをご覧ください。また、教務課に問い合わせてください。
静岡産業大学は、海外研修を応援します。

Ⅳ その他説明・連絡事項

その他説明



連絡事項

社会に出て実践体験をしましょう

学生自らが、「企業のインターンシップ」「企業や自治体の体験会」「有

識者や著名人の講演会」「まちおこし、地域創生企画」「防災、福祉、環

境、文化芸術、LGBTなどの社会問題の講演会やワークショップ」など、

様々な社会・企業体験をすることは、大学の学問と社会との関連を理解

し、社会での生き方や、将来の職業選択に役立ちます。

社会実践プランでは、このような社会や企業での実践体験をすると、

ポイントを付与し、ポイントが集まると単位が取得できる科目「社会実践

講座A」「社会実践講座B」を用意しています。

詳しくは、シラバスをご覧ください。

静岡産業大学は、社会実践を応援します。

Ⅳ その他説明・連絡事項

その他説明



その他説明 連絡事項

他大学で学んでみよう

静岡産業大学には、修得した単位を互いに、卒業に必要な単位として

認定することができる、提携大学があります。

本学には無い学びと、新しい仲間を求めて、他大学で学ぶことは、貴

重な体験になるでしょう。

詳しくは、教務課に問い合わせてください。

提携大学

【日本】 静岡大学 名桜大学（沖縄県） 放送大学 大正大学

【中国】 厦門大学 浙江農林大学 浙江樹人大学

【韓国】 大眞大学

【ニュージーランド】 ワイカト大学

静岡産業大学は、他大学との学びを応援します。

Ⅳ その他説明・連絡事項



その他説明 連絡事項

連絡事項

Ⅳ その他説明・連絡事項



連絡事項

連絡事項

◇ 新型コロナウィルスの影響

新型コロナウィルスの影響で、今後の授業や行事の日程が急に

変更になることが予想されます。

大学からのメール、ホームページ、ポータルサイトのお知らせ、を

毎日チェックしてください。

◇ アドバイザーウィーク

アドバイザーウィークは、学期はじめ２週間です。必ず、アドバイザー

の先生と連絡を取ってください。

なお、１年次に 基礎ゼミナールを担当した教員がアドバイザーですが、

３年次に専門ゼミナールを履修すると、アドバイザーはゼミの教員に

変わります。

Ⅳ その他説明・連絡事項

その他説明



おわり

2022 履修ガイダンス




