
令和４年度

全学共通科目 履修登録について

全学共通教育センター

◆内容

（１）オリエンテーションについて

（２）プレイスメントテストについて

（３）優先登録について

（４）履修登録指導（お願い）

（５）履修登録の仕方について

（６）全学共通科目（選択）の抽選について

（７）追加登録について

（８）出席簿について

（９）インターンシップについて

（10）数理・データサイエンス・ＡＩ教育プ

ログラム
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配布書類

・令和４年度履修登録等説明会

（パワーポイント資料）



新入生全教オリエンテーションと履修登
録操作説明会を同時に実施

（各学科にて）

（１）オリエンテーションについて

３月末に、各学科の全教センター併任教員の先生方へ
全教オリエンテーションと履修登録操作説明動画データを配布。
学生支援課にて各自指定された【履修登録操作説明会】（ＰＣ
室）で再生し、その場で履修登録作業を行ってください。



「英語Ⅰ」を習熟度別クラスに編成
するためにプレイスメントテスト実施
（各学科にて）

（２）プレイスメントテストについて

対 象：大学全学部
所要時間：３０分程度

全教オリ動画と共にプレイスメントテストをお渡しします。実
施日については学科にお任せしますが、採点・クラス分け作業
がありますので４月６日１５時までに全教センターへご提出お
願いします。



優先登録の申請は
教員からのみ受け付けます。

（３）優先登録について

学生には、優先登録しなければいけない科目がある場合、
教員（チューター）に申し出るよう、ポータルで連絡済。
申請する曜日時限が専門科目等と重複していないか確認
し、申請をお願いします。

対象：原則大学３年生以上 短大２年生以上
※必修科目の再履修については２年からＯＫ



教職免許取得希望者で、２年次に
「英語コミュニケーション」を修得して
いない学生は３年前期に優先登録申請を
すること

（３）優先登録について

３年後期に「英語コミュニケーション」と「教育心理
学」が同一曜日時限で開講されているため「英語コ
ミュニケーション」を前期中に修得する必要がある。
履修指導をお願い致します。



優先登録申請書は押印の必要はなく、メールでの提出
が可能です。

E-mail  zengaku-kk-center@shikoku-u.ac.jp

申請期間：2/24(木)～3/31(木)17時
（全教センター窓口でも受け付けます。）

＊「優先登録申請書」は全教センター
HPの 「ＭＥＮＵ」リストの

ボタンをクリックする
とダウンロードできます。



履修登録操作説明会（各ＰＣ室）にて

全教オリ＆履修登録操作説明動画を再
生しその場で履修登録が完了するよう
ご指導をお願いします。

履修登録指導（お願い①）



W e b履修登録の順番

①専門科目（必修・選択）

②全学共通科目(選択）←抽選申請

※全学共通科目（必修）新入生は登録済

履修登録指導（お願い②）

先に専門科目を履修登録してから、
全学共通科目（選択）の抽選申請を行うようご指
導お願いします。



履修登録指導（お願い③）

上 限 単 位

※履修要綱参照

例年、抽選後に上限単位オーバーにより

履修登録削除の依頼がたくさんあります。



履修登録指導（お願い④）

履修登録後、履修チェックエラーの
確認をするようご指導お願いします。

履修チェックエラーの確認は、「翌日以降」にしかできませんでしたが、
今年度より「履修登録後」に確認ができるようになりました。
オリエンテーション動画では「翌日以降」と説明していますが、「履修
登録後ただちに」履修チェックエラーを確認するようにしてください。

履修登録後、下記の画面が表示されます



エラーが無いことを確認してく
ださい。

＊代表的なエラー

「履修制限チェックエラー」・・・・・上限単位数を超えて登録しています。
「曜日時限重複チェックエラー」・・・同一曜日時限に２科目登録しようとし

ています。



＜全学共通科目（必修）＞
大学１８単位 短大８単位

初年次ゼミⅠ、初年次ゼミⅡ 、英語Ⅰ

英語Ⅱ、大学入門、教養国語、初年次ゼミ

社会人基礎力入門、自己と社会・地域論、キャリア形成入門

①新入生：全教センターがクラス分けをして登録する。

②再履修生：「優先登録申請書」の提出が必要

③学生は曜日時限・教室・担当教員を、ポータルの時間割

より各自確認する。

（５）履修登録の仕方について



＜全学共通科目（選択）＞
四国大学Ｗｅｂサービスにて抽選申請する。

※ 当選科目は原則削除不可

（５）履修登録の仕方について

「情報処理」は新入生登録済み（削除可）
ただし、健康・看護・児童・幼教は削除不可

その他の
新入生登録済み
削除不可科目

健康：「生物学基礎」「化学基礎」
看護：「心理学入門」
幼教：「実用英語」「日本国憲法」



抽選対象科目：「情報処理」（一部除く）及び登録済み科目を除く全ての

選択科目

＊「情報処理」は新入生全員が履修登録済み（一部学科・専攻を除く）

＊「情報処理」上級生は前期に空き枠が出た場合追加登録、または後期

に抽選申請

抽選登録期間：4/3（日)~4/6（水）12時30分

＊卒業学年で卒業単位不足、免許・資格単位不足

および配慮の必要な学生は 「優先登録申請書」をご提出ください。

（3/31(木)17時まで）

＊新入生：「履修登録操作説明会」にて説明動画を再生し
履修登録を実施してください。

＊上級生：今年度の後期成績発表時（2/24（木））にポータル配信済

（６）全学共通科目（選択）の抽選について



（６）全学共通科目（選択）の抽選について

抽選結果発表：4/6（水）夕方以降
抽選確定後にポータルにてお知らせします。

注：ポータル配信以前の抽選結果を閲覧しても無効

翌日（４/7（木））１限より、

全学共通科目（選択） 授業開始

＊抽選結果後の変更

「削除」・・不可＊但し、上限オーバー等の場合は学科申請により

対応可能

「追加」・・可能



（７）追加登録について

全学共通科目（選択）抽選結果の発表後

＊定員に満たないクラスは追加登録が可能

＊学生は全教センター窓口にて定員空き状況を確認し

「追加登録申請書」に記入提出する。

追加登録期間 ： 4/7（木）~4/13（水）
受付時間 ： 12:30~17:00
受付場所 ： 全教センター窓口



（８）出席簿について

原則、各自で印刷をお願いします。デー
タ・紙媒体で保管してください。

キャンパスプランＷｅｂサービスにて

履修学生一覧をダウンロードし、作成する
ことができます。

作成手順については教育支援課学内専用

ＨＰの各種様式をご確認ください。



単位数 大学: 2単位 短大: 1単位
対象 大学: 1～4年 短大: 1～2年
単位修得要件 大学: 活動60時間 短大: 活動30時間

※ 単位修得に関して、詳しくはWebシラバスをご確認ください
※ インターンシップ参加に関してはキャリアセンターにお問い

合わせください。

（９）インターンシップについて



20

（10）数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム

2021年度スタート

目的：文理を問わず社会で必須とされる数理・データサイ

エンス・AIの基礎的知識・スキルを身につけ

将来の選択肢を確保できるようにする

内容 1.社会におけるデータ・AI利活用

2.データ リテラシー

3.データ・AI利活用における留意事項

4.実データを用いた演習

授業科目（すべて全学共通科目）

授業科目
必修科目
単位数

選択科目
単位数

修了要件

社会人基礎力入門 前期 卒業必修 ２

必修科目を含む
2科目4単位以上

AIで変わる社会 前期 木１開講 ２

AI・データサイエンス入門 後期 金２開講 ２

情報処理 前期・後期 ２

計 ４ ４



令和４年度

四国大学スタンダード
自己教育力シートについて

全学共通教育センター ◆内容

（１）自己教育力シートの概要

（２）教員の入力方法

（３）自己教育力シートのスケジュール

（４）各学科・専攻による指定科目

（５）自己教育力シートの活用

（６）チューターの先生方へのお願い
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（１）自己教育力シートの概要

課題の入力

新入生：初年次ゼミⅠ（大学） 初年次ゼミ（短大）授業内

で入力新入生用「自己教育力ガイド」は課題の入力時に配布

２年生以降：４月の学科別オリエンテーション時から入力可

能チューターから前年度までの入力チェックも含めてアナウ

ンス・指導！



（２）教員の入力方法

（ ）内に対象学生の人数が表示されます



検索条件を入力せず「検索」をクリックすると、対象となっている学生すべてが表示

「評価コメント」欄にコメントを入力し、「登録」ボタンをクリック



（３）自己教育力シートのスケジュール



（４）各学科・専攻による指定科目

大学



短大



（５）自己教育力シートの活用

8自己教育力シートの「学年」ボタンを押すと

卒業式に配布される「自己教育力シート」の形式で確認できる



②

①

③

④

⑤

①「検索」ボタンをクリックすると学生一覧が表示

②と③をチェックして

④「作成」ボタンをクリック

ダウンロードのメッセージが表示されたら

⑤「ＯＫ」ボタンをクリック



「ファイルを開く」ボタンをクリック



このように、保存されたデータがパソコンの
バージョンによって文字化けすることがある。

名前を変更し、【.zip】にすると開くことができる



ダウンロードしたファイルを開いて確認



エクセル形式で確認できます

１枚目シート

自己教育力として求める資質・能力を

表す

「自己評価シート」

成長の記録が可視化できる

「自己評価レーダーチャート」

２枚目シート

学生と教員・顧問とのコミュニケー

ション

「コメントシート」





（６）チューター（教員）へのお願い

① 受け持ち学生の自己教育力シート入力指導のお願い

２年生以上：４月の学科別オリエンテーション時から

入力可能
前年度までの入力チェックも含めてご指導をお願いします。

② 卒業学年ご担当のチューターへ

「自己教育力シート」完成に向けての

スケジュール等ご相談ください。

③ 自己教育力シートの活用に向けて

各学科からのご意見は、センターもしくは

センター兼務教員へお願いします。

ご協力お願い
します。

ご不明な点は
センターまで


