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ログイン・パスワード変更1-1

e-Campusへのログインとパスワード変更をします。

①初めてのログイン

桜美林大学ホームページにアクセスし、メニュー ＞ クイックリンク ＞ e-Campus でアクセスします。

②パスワード変更

自身に関連したものをシリーズ化してパスワードのもとにすれば定期的なパスワード変更にも対応
できるでしょう。覚える自信がなく、どうしても手帳等にメモを残したいならパスワード自身で
はなく、そのもとにした情報だけを記録するようにしましょう。

(1)他人に知られていない出身幼稚園、小学校などの名前に、自身に関連した数字記号を付け加える
(2)日常の習慣などを文章化（日本語、英語いずれも可）し、それをパスワードのもとにする

『僕は土曜日19時からコンビニでバイトをします』
bokuha doyoubi 19jikara Konbinide baitowo shimasu
各単語の頭のアルファベットをとる → bD19jiKbs

(3)2つ以上の、まったく無関係な単語を記号でつなぐ
(4)自分の好きな数字を加算したり、乗算したその結果と数字をアルファベットに置き換えて、

その両者を結合して作る。

パスワードの考え方（良いパスワードの例）

e-Campusにログイン後、上部のメニューの『リンク』内にある、
『パスワード変更』をクリックします。

クリックすると、はじめにアカウント画面のプロフィールタ
ブが表示されます。

『パスワード変更』タブを選択後、現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワードの確認欄を入力し、
『保存』をクリックしてください。クリック後、通常20秒ほどで更新完了のメッセージが表示されます。
メッセージが表示されるまでは、画面に触らずそのまま待機してください。

※セキュリティ強化のため、ルールに反したパスワードに変更することはできません。
パスワード変更のルールは右下の通りです。

※使用できる文字種は半角英数一部記号で、
次の文字種を全て含む必要があります。
・英大文字：A～Z
・英小文字：a～z
・数字 ：0～9

※文字数は８文字以上１６文字以内です。
※現在のパスワードと同じパスワードを

新しいパスワードに設定する事はできません。

パスワード変更のルール

※ここでパスワード再発行用のメールアドレスを設定してお
くと、パスワードを忘れてしまった場合でも、自分で再発行
できるようになります。
「1-2 パスワード再発行」を参照の上、ぜひ設定しておくこ
とをおすすめします。
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1-2 パスワード再発行

②パスワード再発行

桜美林大学ホームページにアクセス後、TOPページの最下段にある
「桜美林認証」にアクセスし、画面下の『パスワードを忘れましたか？』
をクリックします。

パスワード再発行の事前設定をしておくと、パスワードを忘れてしまった場合でも、

自分でパスワードを再発行することができます。

①パスワード再発行の事前設定

e-Campusにログイン後、上部のメニューの『リンク』内にある、
『パスワード変更』をクリックします。

クリックすると、アカウント画面のプロフィールタブが
表示されます。

パスワード再発行用メールアドレスを入力し、『保存』をク
リックしてください。
クリック後、通常20秒ほどで更新完了のメッセージが表示され
ます。メッセージが表示されるまでは、画面に触らずそのまま
待機してください。

※パスワード再発行用メールアドレスには、
OBIRIN Gmail以外のメールアドレスを設定して
ください。

「①パスワード再発行の事前設定」の手順で設定したメールアドレスを入力し、
『送信する』をクリックしてください。クリックすると、
ワンタイムパスワードと新しいパスワードを入力する画面に遷移します。

「①パスワード再発行の事前設定」の手順で設定した
メールアドレスに、「Exticワンタイムパスワード」とい
う件名でメールが届いているので、メール記載のワンタ
イムパスワードを入力します。

さらに、新しいパスワード、確認入力欄を入力し、
『保存』をクリックしてください。

クリック後、通常20秒ほどで更新完了のメッセージが表
示されます。メッセージが表示されるまでは、画面に触
らずそのまま待機してください。

※セキュリティ強化のため、ルールに反したパスワード
に変更することはできません。
パスワード変更のルールについては、
「1-1 ログイン・パスワード変更」を参照してください。



を押下すると

1-3

1-3 ホーム画面

①e-Campusではすべて日毎に授業を表示します。
休講や補講についても表示されます。

…ログアウトする。

画面上部の各アイコンは次の
動作をします。

…ホーム画面に戻る。

e-Campusにログインするとホーム画面が表示されます。

E.リンク

C.スケジュール
各開講スケジュールが日毎に登録されます。休講や補講などの日程、教室変更などについても表示されるため、
毎回授業前に当該スケジュールで開講予定の教室を確認するようにしてください。

D.インフォメーション
掲示や各機能のショートカットとなりますが、掲示・時間割変更・授業に新着情報がある場合
は、バッチにて新着件数などのお知らせが表示されます。
また、「授業」を押すと、授業を切り口としたホーム画面に切り替わります。

A.メニュー

各機能への一覧が表示されます。

E.リンク

その他のシステムやガイド情報などよく利用される情報についてリンクが表示されます。

…言語設定等の個人
設定ができます。

…【setting】の
『お気に入り機能設定』
で設定されたメニュー
がメインメニューの
下に追加表示されます。C.スケジュール

B.掲示(サマリー)

A.メニュー

B.掲示(サマリー）
重要な掲示や期限がある掲示などが表示されます。
※全ての掲示を見るには、インフォメーションの「掲示」をクリックします。

D.インフォメーショ

③スケジュールは、日表示、月（カレンダー）や
履修授業より選択できます。

④授業のメモを残せます。

毎日の授業日程をe-Campusで確認しましょう。 ②授業の教室も表示されます。
上段：オンライン教室（VirtualCampus）
下段：教室（対面授業）
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1-4 掲示板

A.検索

メニュー「掲示 ＞ 掲示版」よりあなた宛ての掲示が表示されます。
掲示板には、大学からのお知らせや緊急連絡など随時掲載されますので、頻繁に確認するようにしましょう。

掲示を便利に使う 3つのコツ

後でもう一度読みたい！重要だから保管して
おきたい！と思うような掲示には、「フラグ
をつける」ボタンで保管し、「フラグつき」
のタブでまとめて表示することができます。

① 掲示一覧

任意のキーワードを入力

して「検索」ボタンを押

してください。

ホーム画面のバッチに未読件数が表示さ
れますので、新着の掲示があった場合も
すぐにチェックできます。

C.掲示内容

選択した掲示の内容が表示

されます。

B.グループ

掲示のグループのバーをク

リックすると、シャッター

が閉じた状態になります。

見たいグループだけを開け

ます。

掲示には、申し込みができる掲示があり
ます。ボランティアや授業のお手伝いな
ど、積極的に参加できるイベントを探し
てみましょう。

休講・補講・教室変更などタイムリーな掲示をスマホで受信

毎日の授業の教室変更や急な休講などの通知は全てe-Campusで確認することとなります。

これらの通知は、掲示で発信されますが、これらの通知をスマートフォンでPush通知を受けること
ができます。Android、Iphoneに対応したアプリ「OBICON」をインストールして、ログインする
だけでOKです。

・OBICONで便利なところ

１．e-Campusの掲示をPush通知でお知らせしてくれる。（カテゴリごとにお知らせ拒否可能）
２．Moodleやe-Campusへワンタッチでログイン可能（Androidは初回のみ要認証）。

※OBICONへのログインのID、パスワードは、e-Campusと同じです。

AppStore Playストア
OBICON 検索
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教室予約確認（BM・新宿のみ）1-5

検索した結果が表示されます。

新宿キャンパスでは、教室の利用状況をe-Campusから確認することができます。（BMのみ）
教室の利用申し込みやPC教室の利用（空き時間のみ利用可）する際に確認の上ご利用ください。

日付、建物やフロアなどを選択し

て「検索」ボタンを押してくださ

い。

A.検索ウィンド

新宿キャンパスでは、教室の空がある場合、共用スペースとして自習等を行うことができます。
隣の教室で授業等を行っている場合もあるため、大きな音や振動（ダンス等）を行うことはできません。

サークル等の団体で利用する場合は、必ず教室予約を行った上でご利用ください。
※次に挙げる日や時間は、教室は原則として使用できません。

（１） 夏期一斉休日期間（８月１０日から８月１６日まで）
（２） 年末年始期間（１２月２７日から翌年１月６日まで）
（３） 入学者選抜試験期間中及び優先的な学校行事の執行時間中

①教室予約検索画面

②教室予約一覧

B.予約状況

指定日に利用される状況が表示されます。

※授業や利用予約の10分前には教室を空けるようにしましょう。



※２－２参照

※３－２参照

※２－１参照

※４－１参照

２

２ 履修登録概要

履修の流れ

e-Campusでは、3つのステップで履修登録を行います。

③集めたシラバスから

履修登録をする。

②気になる授業を集める。

（ふせんを付ける）

曜日時限などで検索

科目区分で検索

①分類されたシラバスから

お気に入りの授業を探す。

１．時間割コマ、科目名、担当教員名など条件を指定して授業を探す。

２．基礎教育科目、専攻科目、などの科目区分から授業を探す。

授業を探す機能
e-Campusでは、大きく２つの機能から3つの方法で授業を探すことができます。

e-Campusでは、みなさんの学修に合わせた授業をWeb上で検索して、履修を登録することができます。

３．メジャー・マイナー、学修ストーリー（BM学群）から開講授業を探す。

履修や抽選科目を申し込む機能
e-Campusでは、大きく２つの機能から履修や抽選等の科目申し込みをします。

履修や1次・2次抽選の授業を登録・申し込みをすることができます。

BM学群生以外の学生が、新宿キャンパスで実施される授業の履修申請を行う
際に、利用します。

メジャー・マイナーで検索
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2-1 履修登録-1（登録結果画面）

この画面では、履修に関するお知ら
せや、履修登録済みの単位数、履修
エラー確認等が行えます。学期の初
めに開いた場合は、履修に関するお
知らせを確認することができます。

Ａ.履修に関するお知らせ

履修・抽選科目の登録を行うことができます。

①履修登録結果画面

履修や抽選科目に関する大学からのお
知らせを確認することができます。
履修期間や締め切り等についてご確認
ください。

登録期間が過ぎると登録変更ができ
なくなります。事前に締め切り時間
は確認し、早めに登録を完了させま
しょう。

B.授業詳細

科目名や担当教員、シラバスなどを
確認することができます。

C.登録変更

履修登録画面に進みます。
※なお、履修期間を過ぎると

履修登録はできなくなります。

履修登録結果

履修登録用に、お気に入りの授業にふせんを付けておくことができます。
履修登録時には、ふせんを付けた授業のリストから登録することができます。

これは、買い物サイト等で、お気に入り商品の登録やカートに商品を入れるようなイメージに
なります。

ふせんは、シラバス検索や単位修得チェックなどから貼ることができます。それぞれの履修計
画に合わせた使い方をしてください。
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エラー

2-1 履修登録-2(授業コード入力）

1次・2次抽選

1次・2次当選

履修・抽選科目の登録を行うことができます。

授業コード入力欄を表示し、履修したい授業コードや
抽選申込を行いたい授業コードを半角数字で正しく入力
してください。また、登録した授業の履修を削除する
場合は、授業コードを削除します。変更した内容はC.
登録を押してエラーがなければ登録が確定されます。

②履修登録（授業コード入力）

1. 抽選科目は、抽選結果発表後には削除することはできません。
申込みにあたり注意を払ってください。

2. 週2コマ以上ある授業コードはコマ数分入力する必要はありません。
3. 途中に空欄があっても問題ありません。
4. 授業名称、教員名等は授業コードを入力した時点ではまだ表示されません。
5. 履修制限単位を計算するとき通年科目の単位数は1/2として計算します。クォーター制の場合の

セメスタ科目も同様に案分されます。（ただし例外あり）

入力された授業コードの履修チェックを実行します。

Ｂ.入力中の授業時間割

C．登録

A.ふせん授業の追加

シラバスに貼ったふせんの一覧から履修登録を行う
モードに切り替えます。
時間割を検索し、お気に入りの授業にふせんを付け登
録していきます。
※画面遷移前にD.授業コード入力欄の情報に基づき、エラー

のチェックおよび登録を行います。（C｡登録を押した場合

と同様の処理が行われます。）

D.授業コード入力欄

現在入力中の授業が時間割として表示されます。

通年の授業に表示されます。

週2コマ以上ある授業に表示されます。

抽選科目を履修し、抽選結果が反映されてい
なときに表示されます。

抽選科目を履修し、抽選結果が当選した場合
に表示されます。

履修した内容に問題がありエラーが出ている
場合に表示されます。必ず修正が必要です。

自動登録科目は変更削除することはできません。

クォーター授業に表示されます。
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2-1 履修登録-3（ふせん登録）

ふせんを付けた授業から、履修・抽選科目の登録を行うことができます。

③履修登録（ふせん授業の追加）

登録中の科目含め時間割表に表示さ
れます。

選択した授業と合わせて履修

チェックを実行します。

C.ふせん選択

D．登録

A.時間割表

時間割表を表示するには、履修状況
の「＋」ボタンをタップすると、
シャッターが開きます。

B.ふせん一覧

シラバス参照や単位修得チェック
よりふせんを貼ると、一覧に表示
されます。

それぞれの選択した機能やコー
ス・資格毎にふせんは分類されて
います。

履修を希望するふせんにチェックを
いれて登録ボタンを押してください。

④履修登録完了

登録した内容に問題が無く履修が完了すると、履修登録完了画面になります。

必ず、この画面を確認した上で、再度登録内容を確認して、履修登録を終了するようにしてください。
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2-1 履修登録-4（エラー修正と履修確認）

履修登録を行った結果、登録内容にエラーがある場合、「A.履修エラー情報」にエラー内容が表示されます。
内容を確認し、授業コードの修正を行い、「登録」ボタンを押してください。

⑤履修登録（履修エラー確認）画面

単位制限などの履修のエラーの理由が表示
されます。時間割や授業コード入力欄で
「エラー」とある科目を修正してください。

⑥抽選結果確認 ・ 履修エラー確認

エラーは、必ず修正してください。

修正しないと履修登録は完了しません。

抽選科目を申し込んだ場合、抽選発表日以降に抽選結果の
確認ができます。

当選の場合：

落選の場合：

履修登録期間後の抽選発表の確認や、履修エラー確認日などは、「履修登録結果画面」にて確認を行います。

B.履修エラー情報

A.履修エラーコマ

C.授業コード入力欄

エラーのある曜日や時限に
は、「エラーあり」のマー
クが表示されます。エラー
メッセージを確認し、履修
の修正を行ってください。

抽選落選情報

履修のエラーのコマが表示されます。

エラーのあるコードを削除する際は、コードを
削除して登録ボタンをタップしてください。
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2-2 シラバス照会（条件指定）

本ページでは、シラバス照会機能を使用して、授業を検索する方法について説明します。

授業の検索方法

A.検索切替

「検索条件を指定」を選択します。

B.科目分類

履修ガイド上の任意の科目分類を指定し
て検索できます。

C.開講授業指定

科目名、教員名、開講キャンパスなど、
授業の開講条件に合わせて検索ができま
す。クォーター制の所属の場合は、
クォーター区分も指定できます。

D.時間割指定

ページ分類や開講曜日、時限などを限定
して授業を検索することができます。

E.キーワード検索

シラバスの記載内容などから開講授業を
検索することができます。

F.授業コード、抽選

授業コードや抽選対象の授業を指定して、
検索できます。

目的の授業を探すためには、大きく３つの方法があります。
１．検索条件を指定する・・・・曜日・時限、ページ分類（時間割の分類）、科目名、教員名 キーワードなど
２．科目分類別に照会する・・・卒業要件単位数などから不足分野の授業を探す場合
３．任意の課程で探す・・・・・メジャーなどのコースで開講されている授業を探す場合（単位修得チェック）

上記の内１，２については、それぞれシラバス検索の を切り替えて利用します。

２．検索結果から、シラバスを参照する。

検索条件を入力し「検索」ボタンを押
すと条件に一致する授業一覧が表示さ
れます。
授業科目名を選択するとシラバスを参
照することができます。

「ふせんを貼る」ことで、履修候補の授業を蓄積することができます。
※ふせんだけでは履修したことになりません。

１．検索条件を入力する。

①検索条件を指定する

「ふせんを貼った授業一覧」を押すと、シラバス照会からふせん
を貼った一覧を参照することができます。（次ページ参照）
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2-2 シラバス照会（科目分類照会）

②科目分類別照会

A.検索切替

「科目分類別照会」を選択します。

B.ふせんを貼った授業一覧

授業の開講年度学期を指定します。

C.表示

条件を入力し、「表示」ボタンを押すと当該カリ
キュラムの科目分類毎の科目表が表示されます。

E.科目表

科目分類の一覧が表示されます。

▲マークをクリックすると、当該分類に配置され
た科目の一覧が配当年次別に表示されていきます。

２．配置された科目から時間割を探す。

上記の科目一覧から任意の科目を選択すると、下
段に当該科目について開講される授業の一覧が表
示されます。
授業科目名を選択するとシラバスが表示されます。

※外国語やコア科目など同一科目に対して複
数クラスが開講されることが想定されるため、
科目表から科目を選択した後に授業を選択す
る構造になっています。

１．カリキュラムを入力する。

ふせんを貼った授業を一覧で表示し、履修候補と
したシラバスを参照することができます。
※詳細は下段の「ふせんを貼った授業一覧」参照

D.開講年度学期

③ふせんを貼った授業一覧

シラバス参照や単位修得チェック機能から、当該
学期にふせんをつけた授業の一覧が表示されます。

履修登録（２－１参照）より、これらのふせん一
覧から履修登録することができます。

このふせんを活用して、履修する候補とする授業
を集めて、履修登録に進むようにしましょう。
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2-2 シラバス照会（シラバス内容）

卒業要件単位で不足する分類の科目

を履修したい場合、「科目分類」

を検索項目に加えて検索することで、当該科目

分類で開講されている授業が表示されます。

Case１：水曜日の４時限～５時限に開講されるスポーツ科目を探したい。

シラバスを検索する際のいくつかの代表的な目的で検索する際の具体的な指定方法について、サンプルを参

考にして目的の授業を検索できるようになりましょう。シラバスで検索できる授業は、概ねあなたが履修で

きる（先修条件などの履修条件を除き）授業に限定されて表示されます。

シラバスはふせんを貼ったり、印刷することができます。

抽選授業の場合、シラバス画面にて抽選の詳
細を確認できます。履修登録前に事前に抽選
の条件・注意点についても確認してください。

①シラバス画面

表示中のシラバスの印刷を行うことができます。

C．抽選情報

A．ふせん

「ふせんを貼る」ことで、履修候補の授業を蓄積
することができます。

※ふせんだけでは履修したことになりません。

ふせんを貼ってある授業は、逆に「ふせんを剥が
す」ことも可能です。

B．印刷ボタン

目的に合わせたシラバスの探し方

希望の「曜日時限」と「ページ分類」を合わせ

て指定することで、希望の時間に開講されてい

る目的の授業を検索できます。

「ページ分類」は、科目をいくつかのカテゴリ

に分類しています。第二外国語や教職課程科目、

スポーツなどを検索する際に便利です。

Case２：特定の卒業要件単位を満たす科目分類の授業を探したい。

単位修得状況欄の卒業要件単位は、修得する科

目の組み合わせが決まっている場合があります。

単位数と合わせて修得すべき科目については履

修ガイドを必ず確認してください。

Case３：別キャンパスで開講される授業を受講したい。

2019年度以降、キャンパスの分散化に伴い、普段

通学しているキャンパスでの授業を探したいときな

ど、「開講キャンパス」を指定することで意図する

キャンパスで開講される授業を探すことができます。

他学群のキャンパスでの授業の履修においては、

通常の履修と異なり、申請が必要な場合があり

ます。履修の手引き等などを参照した上で、手

続きを行うようにしてください。



出欠状態一覧

　×：欠席
　▲：遅刻
　▽：早退
　他：その他
　休：休講
　未：未実施

2-3

2-3 出欠状況確認

履修している授業の出欠状況（OBICONシステムでの登録状況）を確認することが出来ます。

出欠状態一覧

○：出席

×：欠席

▲：遅刻

▽：早退

他：その他

休：休講

未：未実施

この履修情報は、OBICONシステムにて収集した終日の出欠情報を翌日の朝にe-Campusへ転送していま
す。
このため、当日の出欠状況については、e-Campusでは表示されないのでご注意願います。

B.出席状況

当該授業の出席状況を表示します。
授業開講日とその時の出席の状況が表示されます。

①出欠状況確認

C.帳票・データ

当該授業の出席状況をPDFファイルに出力したり、
Excelファイルでダウンロードすることが可能です。

A.授業年度学期

出欠状況を表示します。※過年度学期の授業は参照できません。過去の状況は「ポートフォリオ※」
を確認してください。※ポートフォリオは2019年度BM学群より運用を開始。
クォーター制の所属の場合、クォーター区分での絞り込みができます。
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2-4 学生時間割表

あなたの時間割表を表示します。

B.授業年度学期

表示される時間割の「開講年度」、「学
期」を変更し、「検索」を押すと指定した
年度学期の時間割が表示されます。なお、
過年度の時間割については、表示されませ
ん。

時間割表などの一連の資料をPDFファイル
やExcelデータとして出力する事ができま
す。

A.出力

C.授業情報

当該授業の担当教員、教室単位数などが表
示されています。
各コマのそれぞれのボタンを押すと教室の
概要や、シラバスを参照することができま
す。

シラバス参照

D.GPA推移表

学期GPA、年度GPAの推移について確
認することができます。

E.単位修得状況表

科目区分ごとの修得単位の合計について確認することができます。

クォーター制の所属の学生の場合は、学期
の前半と後半で時間割の分割表示が可能で
す。また「クォーター区分」を指定して表
示を絞ることもできます。

抽選対象となっている授業に関しては、
授業のコマが黄色で表示されています。
当該授業の抽選が確定する前は、「（1
次/2次）抽選」と表示され、抽選が確
定すると「（1次/2次）当選」と表示さ
れます。
※落選した場合は、履修が削除されて
います。
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2-5 課題提出-1

課題が提出される以下の方法で確認ができます。
１．ポータル「授業」アイコンより授業を選択
２．ポータル「期限あり」より「課題」を押す
３．スケジュールの当該授業の課題を選択

履修している授業の担当教員より、e-Campusを用いた課題が出題される場合があります。

①課題の確認

A.課題検索条件
課題一覧に表示する条件を選

択します。開講年度学期や対

象授業、課題グループで条件

をつけることができます。

はじめは全ての課題が表示さ

れています。「検索」ボタン

を押すと条件に合わせて一覧

に課題が表示されます。

課題を参照・提出する際は、

「課題名」を押します。

②課題の確認・提出

課題に添付ファイルがある場合、
ダウンロードすることができます。

課題一覧の課題リストより、課題を選択すると、課題の確認、提出ができます。

B.添付ファイル

課題の内容が記載されています。提出期限等をよく確
認した上で、課題を提出してください。

C.課題提出

課題を提出します。課題は、課題で作成したファイル
を提出する方法と、Web提出として直接課題テキス
トで回答する場合があります。一時保存を押すと、教
員への提出前に状態を保存できます。この場合、「確
定」を押さないと教員に提出されませんので注意して

提出した課題の一覧ステータスが、
提出終了となっていることを確認
してください。

A.課題内容
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2-5 課題提出-2

③課題の再提出

課題の再提出が依頼される場合があります。
課題の提出と同様に課題にアクセスすることで、再提出の課題を提出することができます。
再提出の対象となる課題は、「再提出受付中」と表示され、再提出期限までの間提出が可能です。

提出した課題に対して、採点やフィードバックのコメ
ントや添付資料がつく場合があります。

該当する課題を選択し、フィードバックや採点結果に
ついて確認ができます。

※全ての課題について、採点やフィードバックが
e-Campusで返却されるわけではありません。

課題のステータス

課題一覧のステータスは、課題の提出
や受付の状況を表示しています。提出
後には必ず「提出終了｣になっている
ことを確認するようにしましょう。

※再提出がある場合

④課題のフィードバック・採点
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2-6 授業資料

授業資料はポータル「授業」アイコンより授業を選択して参照することができます。

履修している授業の担当教員から授業に関連した資料が提示される場合があります。

①授業資料の確認

A.授業資料検索条件
授業資料一覧に表示する条件を選択します。授業資料名や、課題グループで条件をつけることができます。

「検索」ボタンを押すと条件に合わせて一覧に授業資料が表示されます。

授業資料を参照する際は、表の中の該当する授業資料名を押します。

②授業資料の確認・提出

授業資料一覧のリストより、授業資料を選択すると、授業資料の確認ができます。

B.添付ファイル

授業資料ファイルをダウンロードす
ることができます。
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3-1 成績照会

成績とGPAの照会をします。

成績表は、修得年度学期順に表示されていますが、表
示パターンを切り替えて、「表示」ボタンを押すと、
成績表の並びが科目分類順になります。

ここで表示されるのは、I評価や再履修前の評価（評価
に#つきで表示）、履修免除科目、履修放棄科目も表示
されます。

単位修得状況の表に記載されている「卒業要件単
位」は、卒業の目安となる単位数ではありますが、
必修単位等を含む判定ではありません。卒業要件
については、入学時に配布されている履修ガイド
を確認してください。

A.並び順変更
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3-2 単位修得チェック

開講状況欄を選択すると、ふせんを
つけた状態でリストが追加されます。

学修ストーリーを選択すると各プログ
ラムに合わせた推奨履修モデルが科目
一覧に追加表示されます。

メジャー・マイナー・諸資格・学修ストーリー（BM学群）などについて、それぞれの課程に必要な単位修得状況、
履修状況と判定の結果を表示します。開講している授業を選択すると自動的にふせんをつけることができます。

・メジャー・マイナー・各諸資格・学修ストーリーについて、
特定の判定のみを行うことができます。
また、機能を利用できるカリキュラムは限定されているため、
この機能を利用できない場合があります。

①判定対象の選択

A.対象選択欄

注意事項欄には、当該チェックでは判定で
きない例外などの記載があります。必ず注
意事項は確認した上でご利用ください。

チェックを行う課程を選択し、「チェック」
ボタンを押してください。

・このチェック結果が卒業を保証するものではありません。
履修ガイドも必ずご確認ください。

・履修ガイド訂正情報を随時ご確認ください。
・現在履修している科目を修得した場合のチェック内容となります。

②チェック結果欄

A.プレビュー

B.チェック結果

C.単位状況欄

指定した課程について、修了要件と
のチェック結果を表示します。要件
を満たしていない場合は、チェック
結果に満たしていない理由が表記さ
れます。

指定した課程について、修得済単位
数と履修中単位数を表示します。

「プレビュー」ボタンを押すと印刷
用画面が開きます。「印刷実行」ボ
タンを押すと印刷を行います。

B.注意事項

D.開講状況欄

各科目ごとに、当該年度に開講され
る授業を選択することが出来ます。
選択をすると、該当するシラバスを
表示するボタンが表示され、ふせん
が付き、選択した授業一覧に追加さ
れます。

※履修中の授業は、テキスト表示
されますが、他の授業は選択
できません。

学修ストーリーの場合

E.選択した授業
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4-1 アンケート・Web申請

事務部門から発信される各種申請や、アンケートに回答できます。

①アンケート・Web申請の選択

A.最新リスト（ホーム画面から）
ホーム画面には、現在回
答可能なWeb申請やアン
ケートがある場合、「期
限あり」タブにリストが
表示されます。

B.アンケート・Web申請一覧（メニューから）
メニューより「アンケート／Web申請回
答」を選択すると現在回答可能なアンケー
トやWEB申請一覧が表示されます。

一覧表では、回答期限前のアンケートにつ
いて今までに回答済みのアンケートについ
て修正をすることもできます。

A.最新リスト

②アンケート・WEB申請の回答

一覧より回答すべきタイトルを選択すると、回答画面が開きます。

A.回答

A.回答
アンケート、Web申請の回答が終わりまし
たら、「回答」ボタンを押してください。

B.アンケート・Web申請一覧

③アンケート公開

回答結果が公開されるアンケートについては、集計

後にアンケート一覧より集計結果を参照することが

できます。
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4-2 各種手続き

事務部門から案内される休学願、退学願などの手続きの申請を行います。本機能は原則として申請手続きの管理

部署から運用案内がされますのでその内容に従ってください。

①各種手続き

A.申請種別選択
プルダウンから申請種別を切り替えます。
同じ種別の申請は、同時に１つしか行えません。例えば、申請
中の場合は、フォームに「申請中」と表示され、承認処理が完
了するまで別の申請はできません。

メニュー「各種申請」「各種手続き」から申請を行います。

A.申請種別選択

B.申請フォーム

C.申請内容確

認

B.申請フォーム
申請種別に応じたフォームが表示されます。申請内容を入力
もしくは選択します。

「住所変更届」「氏名変更届」等の変更届は現在の内容が表
示されており登録状況を確認することが可能です。

現在の内容

入力欄

C.申請内容を確認する
申請フォームに記入した内容を確認します。この時点では申請は確定していません。②申請確認から申請
を完了させてください。

必須項目の未記入、文字数エラーなどがあると右図
のようなエラーが表示されます。この場合は修正し
て再実行してください。

②申請確認

入力した申請内容を確認し、内容の修正や、申請の確定を行います。

A.申請内容確認
申請内容が表示されます。修正が必要な場合は「戻る」から修
正できます。

B.この内容で申請
申請内容に問題なければこのボタ
ンを押して、右図の確認でOKを
押せば確定となります。

A.申請内容確認

B.この内容で申請

申請が正しく完了していると、掲示、メール（OBIRIN 
Gmail）でその旨の通知が届きます。これらが確認できて
いない場合は申請できていません。必ず通知が届くことを
確認してください。（掲示期間は7日間と短いのでご注意
ください。その場合メールをご確認ください。）

件名：申請：申請種別名[申請番号]

申請の結果は以後、掲示、メール（OBIRIN Gmail）で連絡があります。こまめに確認してください。

③申請取消・申請取下げ・再申請

申請は承認前であれば申請取消（記入した内容も初期化）、申請取下げ（記入した内容はそのままに再度申請

可能）が実施できます。差戻しされた場合は修正して再申請が可能です。
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5-1 学籍情報照会

大学に申請済みのあなた自身の個人情報を照会できます。

訂正・変更が必要な場合には、「4-2 各種手続き」をご確認ください。


