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＜履修登録関連 問合せ先＞ 

【UP SHOWA操作についての質問】  8号館 6階コンピューター事務室 

【授業・履修内容の質問】  各学科教授室、教学支援センター教育支援課 
 
 
 

 

大学を卒業するには、既定の修業年限（4年）以上在学し、開講される授業科目を系統的に履修し、卒業に必要な単位（卒業
要件単位）を修得しなければなりません。 
カリキュラムには、科目の構成と履修開始年次・開講期が示されています。各自の学修目的に応じて、学期ごとに必要な単位を修得し

ていくような履修計画を立てることが必要となります。卒業要件単位は、入学年度・学科によって「一般教養科目」「外国語科目」「専門
教育科目」の単位数が異なります。自分自身の卒業要件単位は大学 HP を必ず確認してください。 

 

https://univ.swu.ac.jp/student/session/aboutundergraduation-3/  

履修登録の手引き 学部 2023
年度 

■昨年度からの変更点が多くあります。2022年度以前入学者は、P3以降をよく確認するようにしてください。 

＜昨年度からの主な変更点＞ 

① 全科目を抽選登録科目とする（一部、開設学科で受講人数を調整する科目（定員 999名）あり）。 

② ２年次選択必修「キャリアコア科目」は、抽選登録科目のため、学生自身で履修登録を行う。 

③ 「特別履修願」及び「聴講願」の申請方法の変更。 

④ UP SHOWA システムメンテナンス時間は次のとおりとなる。 
履修登録期間中の 16:00～17:00及び毎日深夜 3:00～5:00（18:30～19:30、深夜 3:00～5:00 からの変更） 

 

 

はじめに 

この「履修登録の手引き」には、自分自身で学修計画を立てて学び、卒業するために必要な情報がまと
められています。 
大学を卒業するには「科目区分ごとに定められた単位数を修得する」必要があります。 
学科から配布される履修資料や説明とともに、各学期の時間割表を見て「シラバス」をよく読んだうえで、
履修計画を立てるようにしてください。 
修得した単位数の多さではなく、大学の卒業生にふさわしい能力と見識が持てるよう、4年間を見通した
明確な学習目的を持って、確実な力をつけていってください。 

 

Ⅰ 卒業要件 
 

https://univ.swu.ac.jp/student/session/aboutundergraduation-3/
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１．カリキュラムの分類 

 
全学共通開設科目（全学共通教育センター開設） 

一般教養科目
本学の建学の精神を学ぶための科目や将来、学問や文化を担う者として欠かせない基礎的な知識や実力を身につけるとともに、人
間としての豊かさを養う科目です。全学共通教育センター開設科目の他に、専門教育科目の一部や他学科学生履修可科目も一
般教養科目となります。実践倫理（1単位）とキャリアデザイン入門（1単位）は必修、女性の生き方と社会（2単位）または
女性とキャリア形成（2単位）のいずれか 2単位を選択必修とします。 

https://univ.swu.ac.jp/student/session/aboutundergraduation/ #a2  

外国語科目
国際化の時代に必要な基盤を確立するための科目で、外国語の理解力と発信力を養う科目です。本学では、英語・ドイツ語・フラ
ンス語・スペイン語・イタリア語・ロシア語・中国語・韓国語の 8 カ国語を開講しています。 
基礎から学び始め、ゆるやかにレベルをあげられるよう工夫されています。ネイティブの教員による会話を中心としたクラスも用意してい
ます。 

https://univ.swu.ac.jp/student/session/aboutundergraduation/#a3  

各学科開設科目 

専門教育科目 
学科の教育目的に従って、学問の基礎研究、職業生活または実際生活に必要な能力を養成するために設けられている科目です。
必修科目と選択科目に区分されます。（2023年度入学者以降） 

一般教養として履修できる他学科専門科目 
カリキュラム表の履修可能範囲等に記載がある科目は、開設学科学生以外の学生も履修が可能です。 
開設学科以外の学生が履修した場合、修得した単位は、一般教養科目として認定されます。一般教養科目と合わせ、特定分野
の科目の単位を修得することにより、副専攻的な履修を可能にしています。 

https://univ.swu.ac.jp/student/curriculum/curriculumlist/ 

資格関連科目 
諸資格（または受験資格）を取得するための科目です。 
専門教育科目として開設されている科目と、卒業要件外の科目として開設されている科目があります。 

https://univ.swu.ac.jp/student/certificate/list/ 
 

 

２．授業科目の単位修得（履修登録から成績評価） 

1単位の授業科目は「45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とする」と国の法令（大学設置基準）と本学の学
則で定めています。 
学期のはじめに学修計画を立て、その学期に履修する授業科目を登録することを「履修登録」といいます。 
履修登録をした科目は、授業と試験を受け、合格した場合に単位修得となります。成績評価の具体的な方法については、シラバスに明
記されています。                  

https://univ.swu.ac.jp/student/session/grade/ 

 

https://univ.swu.ac.jp/student/session/aboutundergraduation/#a2%20%0D
https://univ.swu.ac.jp/student/session/aboutundergraduation/#a2%20%0D
https://univ.swu.ac.jp/student/session/aboutundergraduation/#a3%20%0D
https://univ.swu.ac.jp/student/session/aboutundergraduation/#a3%20%0D
https://univ.swu.ac.jp/student/session/aboutundergraduation/#a3%20%0D
https://univ.swu.ac.jp/student/curriculum/curriculumlist/
https://univ.swu.ac.jp/student/certificate/list/
https://univ.swu.ac.jp/student/session/grade/
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履修登録は、計画から履修確定までのスケジュールと手順を確認し、「前期」「後期」の定められた期間内に、学生ポータルサイト”UP 
SHOWA（アップショウワ）”を利用して行います。 

1.履修登録スケジュール 
日程 登録方法 

学科登録科目 

＜予め履修登録されている科目＞ 

抽選登録科目 

＜学生自身で登録する科目＞ 
※定員「999」科目は受講人数の調整が入る
可能性があるため各学科の指示に従うこと。 

 ３
月 

23 木 シラバス公開     

27 月 授業時間割の公開     

30 木 学生登録「抽選」定員発表     

31 金      

４
月 1 土 

「学科登録」確認期間開始 
「学生登録」登録開始 
「特別履修願」「聴講願」申し出開始 

    

確
認
期
間 

4/1(土)昼 12時 
～ 

4/6(木)昼 12時 

登
録
期
間 

4/1(土)昼 12時 
～ 

4/6(木)昼 12時 

2 日 入学式 

3 月  

4 火 学生登録「抽選」登録状況の公開開始 

5 水  

６ 木 
「学科登録」確認期間終了 
「学生登録」登録終了 

    

７ 金 
抽選結果発表・登録状況反映 
「抽選」科目追加登録可能数一覧の公開 

  
抽選結果発表 昼 12時 

8 土      

9 日      

10 月 
   

 
 

 
 

追
加
抽
選
期
間 

11日(火)授業分の 
追加登録：10時～15時  
結果発表：17時   

授
業
第
１
週
目 

11 火 授業開始 
  12日(水)授業分の 

追加登録：10時～15時  
結果発表：17時   

12 水 
   13日(木)授業分の 

追加登録：10時～15時  
結果発表：17時  

13 木 
   14日(金)授業分の 

追加登録：10時～15時  
結果発表：17時  

14 金 「特別履修願」「聴講願」提出締切(昼 12時) 
  15日(土)授業分の 

追加登録：10時～15時  
結果発表：17時  

15 土 
   17日（月）授業分の 

追加登録：10時～15時  
結果発表：17時  

16 日      

17 月      

授
業
第
２
週
目 

18 火 「特別履修願」「聴講願」時間割反映     

19 水 履修確認期間開始     
履
修
確
認
期
間 

4/19(水)昼 12時 
～ 

4/21(金)昼 12時 
20 木    

21 金 履修確認期間終了   
  22 土 履修確定     

Ⅱ 履修登録 
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2.カリキュラム表 

入学年度のカリキュラム表で確認をします。 
カリキュラム表には、ディプロマポリシーに基づくカリキュラムマップや、学問分野やレベル、授業形態を示す科目ナンバリングが記載されていま
す。各自で確認するようにしてください。 

カリキュラム表の見方：  
https://univ.swu.ac.jp/student/curriculum/view/  

 
カリキュラム表（開設授業科目）：  

https://univ.swu.ac.jp/student/curriculum/curriculumlist/ 
 

ナンバリングの記載：  
https://univ.swu.ac.jp/student/curriculum/view/#a3 

 

３.CAP制 
CAP（キャップ）制とは、1 セメスターに履修できる単位数の上限を定めたものです。単位の実質化のため、授業外の予習・復習時間を
確保し、学習効果を上げるために定めています。本学では、全学の標準を 「1 セメスター15～22単位」 としています。CAP制の範囲
内の単位数が修得できるよう、履修登録を行ってください。 
対象外となる科目もありますので、HP を確認してください。 

https://univ.swu.ac.jp/student/session/grade/#a4 
 

４.シラバス                 
シラバスは UP SHOWA から科目名、教員名、曜日講時、キーワードで検索ができます。興味を持った授業科目は必ずシラバスで確認し
ます。履修条件についても記載されている場合がありますので、必ず確認をしましょう。 

https://up.swu.ac.jp/uprx/up/pk/pky001/Pky00101.xhtml 
 
【シラバス記載内容】 

・授業名・授業担当者名 
・授業概要、到達目標及びテーマ、キーワード、科目ナンバリング 
・各回の授業内容と授業外学習の内容 
・評価基準と評価の方法 
・教科書、参考文献 
・受講人数を調整する科目の場合の条件や履修者の優先順位 
・担当者連絡先、オフィスアワー 
 

５.時間割  
時間割は学期ごとに「一般教養科目」「専門教育科目」として、HP上に公開されています。 
曜日・講時・授業科目名・担当教員名・教室・単位数が確認できます。 

https://univ.swu.ac.jp/student/session/jikanwari/  

 
 

https://univ.swu.ac.jp/student/curriculum/curriculumlist/
https://univ.swu.ac.jp/student/curriculum/curriculumlist/
https://univ.swu.ac.jp/student/curriculum/view/
https://univ.swu.ac.jp/student/curriculum/curriculumlist/
https://univ.swu.ac.jp/student/curriculum/view/#a3
https://univ.swu.ac.jp/student/session/grade/#a4
https://up.swu.ac.jp/uprx/up/pk/pky001/Pky00101.xhtml
https://univ.swu.ac.jp/student/session/jikanwari/
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６.履修計画 
入学年度の「カリキュラム表」（開設授業科目）を確認のうえ、「シラバス」と「授業時間割」を参考に「一般教養科目」「外国語」「専門
教育科目」「資格関連科目」について、それぞれ何単位修得するかを計画してから、履修登録をします。 
 

履修登録は２分類 

【学科登録科目】 
「学科登録科目」とは、所属学科などで予め履修登録がされている科目です。 
「学科登録科目」確認期間中に、学生時間割に表示される科目が該当します。 

【抽選登録科目】 
「抽選登録科目」とは、自分で登録する必要がある科目です（後日履修登録となる科目を除く）。 
抽選登録科目の定員は、事前に公表され、抽選グループごとに、第３希望まで登録することが可能です。 
定員を超えた申し込みがあった場合は、基本的に 4年→3年→2年→1年（高学年優先）を優先順位として抽選をします。 
（他学科履修可科目は、開設学科 4年→3年→2年→1年→開設学科以外 4年→3年→2年→1年となります。） 
定員が「999」となっている科目は、一旦、当選となりますが、後日、開設学科で受講人数を調整する場合があります。受講人数
の調整（削除）をされた場合は、その科目を履修することができません。（詳細は該当科目のシラバスを確認してください。） 
抽選登録科目で定員を充たさなかった場合は、追加登録期間に追加登録を行うことが可能です。 
ただし、既に当選となった科目の抽選グループには、追加抽選を申し込むことはできません。 
 

対象科目 学科登録科目 抽選登録科目 

一般教養科目 
「実践倫理」 「キャリアデザイン入門」※1 ●  

上記以外の一般教養科目  ● 

外国語科目 ※2 

＜1年生＞英語ⅠA・ⅠB のみ ※3 ●  

＜1年生＞英語以外の外国語  ● 

＜2年生以上＞外国語科目全般 ※4  ● 

専門教育科目 開設学科の資料等を確認すること ※5 ● ● 

教職に関する科目  ● 

図書館学に関する科目  ● 

文化講座 ※6 ●  

 
※1_再履修者は抽選登録科目の登録期間中に UP SHOWA「授業関連」実践倫理・キャリアデザイン入門に関する掲示から各自申し込みを行

うこと。大学が履修登録を行う。各自の登録は不要。 
※2_外国語科目の履修方法は、全学共通教育センターからの案内を必ず確認すること。 
※3_大学が履修登録を行う。各自で登録は不要。 
※4_2年生以上で英語以外の外国語「入門 A」「入門 A・B」を履修する場合は、全学共通教育センターからの案内を確認のうえ、履修登録をす

ること。 
※5_専門教育科目は、「学科登録科目」と「抽選登録科目」となる科目がある場合がある。 
※6_学問・文化の専門領域における学者・文化人による講座（女性教養講座・文化研究講座）で年間に各 4回受講し、レポートの提出を必

須とする。卒業要件単位を充たしていないものに対し、大学で履修登録を行う。各自の登録は不要。 
https://univ.swu.ac.jp/student/session/aboutundergraduation-3/#a5 

 
 

キャリアコア科目 
「キャリアデザイン・ポリシー」に沿って体系的に履修することにより、専門を活かした職業に必要な知識、技能、能力や態度を修得します。
全学共通キャリアコア科目（一般教養科目）は、女性として長い生涯にわたるキャリアをデザインするうえで必要な基礎的知識と方法につ
いて学ぶ科目です。詳細は、シラバスを参照ください。 

キャリアデザイン・ポリシー https://univ.swu.ac.jp/guide/education/c_policy-2/ 

 

https://univ.swu.ac.jp/student/session/aboutundergraduation-3/#a5
https://univ.swu.ac.jp/guide/education/c_policy-2/
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キャリアコア科目（選択必修：２年生） 

科目名称 授業名称 
前期 後期 

曜日講時 実施方法 曜日講時 実施方法 

女性とキャリア形成 
やりがい・成長志向型 金曜５限 対面 金曜５限 対面 

一般職・ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ 金曜７限 OL 金曜７限 OL 

女性の生き方と社会 
グローバル志向型 金曜５限 対面 金曜５限 対面 

社会貢献・共創型 金曜７限 OL 金曜７限 OL 

 
 「キャリアデザイン入門」（１年前期）は必修科目。大学が履修登録を行う。各自の登録は不要（再履修者は上記※1 を確認のこと）。 
 「女性とキャリア形成」と「女性の生き方と社会」（2年生以降）は、どちらかの 1科目を選択必修。自身の目指すキャリア志向に応じ、各自で抽選

登録をする必要がある。再履修についても各自で登録が必要。                    
 

７．「特別履修」と「聴講」手続き方法 

特別履修とは・・・ 
授業科目の履修は、カリキュラム表に示してある履修可能範囲内の学科に所属し、かつ、開講中心年次以上の学生のみ履修が許されて
います。原則としてそれ以外の学生は履修できません。 
ただし、特別な理由がある場合に限り、特別履修願を提出することにより履修登録を認める場合があります。 
特別な理由とは次のような場合を指します。 

1．卒業年次生で、卒業要件及び資格取得に必要な単位数に充たない場合。 
2．ボストン留学または長期留学のための特別措置が必要と認められた場合。 
3．所属学科教務部委員が必要と認めた場合。 
4．書道、外国語について、担当教員が上級レベルの履修が可能と認めた場合。 

全学共通教育センター開設科目の場合、事前に全学共通教育センターの教務部委員へ相談をすること。 

聴講とは・・・ 
「聴講」とは、単位修得を前提とせず、知識の修得・資質の向上を目的として受講を希望する場合をいいます。授業には出席できますが、
期末試験の対象外となり、単位認定はされません。 
卒業論文等の関連科目を受講する場合や既修得科目を再度受講する場合は、聴講として手続きしてください。 
履修可能範囲外の科目も、この制度を利用することができます。 
※聴講学生のみの授業は開講されません。 
※聴講は全授業のうち好きな授業回にだけ参加するものではなく、全ての授業（週 2回のダブル科目も同様）に出席することが前提
となります。 
※聴講を申し出た場合、聴講登録後の削除はできません。 
 

申請期間 

4月 1日（土）～４月 14日（金）昼 12締時切    
 

申請方法 

【特別履修】：所属学科の窓口へ直接申し出る。 

【聴講願】  ：開設の Google フォーム※で申請する。 
※1回の申込で 1授業のみ受付。複数希望の場合は、複数回申込をする。 
※登録後の削除はできない。よく考えて申請すること。 
※【在学生用専用ページにフォームをリンク】 
https://sites.google.com/st.swu.ac.jp/kyomu/home/rishu 

https://sites.google.com/st.swu.ac.jp/kyomu/home/rishu
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申請結果 

履修の可否については、抽選結果発表以降該当授業の第 2週目授業日までに、開設学科/全学共通教育センターから連絡がある。 
履修許可が得られた場合、大学が履修登録を行う。各自の登録は不要。 
「特別履修願」「聴講願」時間割反映日に、学生時間割表に該当科目が反映されているか、各自で確認を行うこと。 
履修確認期間中に履修を削除しないこと。 
 

 

８.履修登録の手順 

UP SHOWA（アップショウワ）で履修登録を行います。 ※「抽選登録」ボタンは履修登録期間だけ表示されます。 

＜注意事項＞ 

●毎日 16:00～17:00、深夜 3:00～5:00 はシステムメンテナンスのため、UP SHOWAは利用できません。 

●履修登録スケジュールを確認の上、事前に「履修登録計画表」を作成してから登録をするようにしましょう。 

●スマートフォンからでも登録操作は可能ですが、情報量が多いため、PC を使用することを推奨します。                       https://up.swu.ac.jp  

●一定時間操作しないと自動的にログアウトされます。 

 
 

STEP0. 学習状況と成果に関する自己評価アンケートに回答をする。 
履修登録を始める前に、アンケートの回答をお願いします。（回答時間 20分程度） 
このアンケートは、学習習慣と学習の成果を把握及び学習指導の資料の一助とする目的で実施します。（全学生対象） 
１年次は大学に入学する以前のことについて回答、２年次以降は前年度の自己評価について回答をしてください。 
 
UP SHOWA→「履修登録」→「抽選登録」メニューを選択する先にアンケート回答画面が表示されます。 

 
 
 
 

「学習状況と成果に関する自己評価アンケート」を選択します。 

 
8－1以降の設問は、2年生以上の回答項目です。（1年生は回答不要） 

2年生（2022年度入学者）は、UP SHOWA の学修ポートフォリオの学修度を確認後、回答してください。 

https://up.swu.ac.jp/
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STEP1. 「学科登録科目」を確認する。 
学科登録科目の確認期間に確認をします。 

1.メインメニュー［時間割］→［学生時間割表］ボタ

ンをクリックします。 

 

 

 

2.学生時間割表が表示されます。 

学科登録確認期間に表示されている科目が、学科が予

め登録した「学科登録科目」になります。内容を確認しま

す。 

学科登録科目は、削除することはできません。 

 

 

STEP2. 「抽選登録科目」の履修登録を行う。 
 

1.メインメニュー［履修登録］→［抽選登録］ボタンを

クリックします。 

 

 

 

2.抽選希望登録対象一覧が表示されます 

「抽選グループ」から、申し込みをしたいグループをクリック

します。 
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3.対象授業一覧が表示されますので、第 1～第 3希

望までの授業を選択し「確定」ボタンをクリックします。 

 

4.申し込みをしたグループの「希望状況」欄に希望済と

表示されていれば、申込が完了しています。 

5.他のグループでも同様に行います。 

 

＜注意事項＞ 

1.原則、高学年順に当選します。履修登録数が多くなりすぎないよう注意してください。 

2.希望授業の変更：履修登録期間中であれば、何度でも変更できます。先着順ではありませんので、急いで登録する必要はありません。 

3.抽選グループ：既に登録されている抽選グループには登録できません。 

 

 

STEP3. 抽選結果を確認する。 

 

1.メインメニュー［時間割］→［学生時間割表］ボタ

ンをクリックします。 

 
 

 

 

2.当選した科目は学生時間割表へ表示されます。 

※定員が「999」の科目は、一旦当選しますが、後日学科で受

講人数の調整（削除）する場合があります。詳細は各学科へ

確認すること。 

 

 

 

 

3.抽選申込をしたすべての当落を確認する場合は、メイ

ンメニュー［履修登録］→［抽選登録］ボタンをクリッ

クします。抽選結果一覧に当落が表示されます。 

 

STEP4. 追加抽選登録を行う。 

抽選結果発表後、UP SHOWAのお気に入りリンク、及び大学 HP＞在学生の方＞履修登録に「追加登録可能一覧」が掲示されま

す。追加抽選期間に、指定の日程で追加登録を行います。登録方法は、「STEP2.「抽選登録科目」の履修登録を行う。」と同様で

す。 
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STEP5. 履修確認を行う。  

履修確認期間に、学科登録科目、抽選結果、合計単位数、エラーを確認します。 

やむを得ず履修を削除する場合もこの期間に行います。 

 

1.メインメニュー［履修登録］→［履修削除］ボタンを

クリックする。 

 

 

 

2.登録内容にエラーがある場合は、「登録内容にエラー

があります」と表示され、エラー内容が確認できます。エラ

ーの内容に応じて対応します。エラーがない場合は 4 へ。 

 

 

 

＜主なエラー内容＞ 
■複数回履修不可で合格済科目を履修しています。   →重複履修不可の科目のため該当の科目を削除します。 
■授業の開始・修了時刻が重複しています。        →重複している曜日講時のどちらかの科目を削除します。（学科登録科目は削除できません） 
■１セメスターの履修範囲〇～〇単位をはずれています。→CAP制（P4）を確認のこと。そのまま登録することも可能ですが、所属学科の指示に従って 

対応してください。 
■その他のエラーは教育支援課へ問合せしてください。 

 

 

3.履修削除する場合は科目名の下にあるごみ箱マーク

をクリックします。クリックと同時に科目が画面から消えます

がまだ、削除は完了していません。 
※追加ボタンが表示されますが、科目の追加はできません。 
※追加ボタンは使用しないこと。 
  

 

4.内容を確認し「最終確認へ」ボタンをクリックします。 

「最終確認へ」ボタンをクリックした時点で登録内容が確

定されます。履修削除する際は注意してください。 

 

 
5.エラーがなくなったことを確認します。 
「提出」ボタンをクリックすると履修完了メールが送信さ
れますので、受信メールは保存しておいてください。 

※「提出」ボタンをクリックしなくても履修（削除）は確定されて
います。 
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6.「履修登録が完了しました」と表示されます。 

 

 

 

●履修削除について● 

エラーが出ている、授業のレベルが合わない等の理由で履修を取りやめる場合、履修確認期間に科目削除を行ってください。 
削除をせず、履修登録がされたまま欠席が続くと欠席オーバーとなり、期末試験の受験資格がなくなります。 
削除後に他の科目の追加登録はできません。 
科目削除は、CAP制のことも考慮して、慎重に対応する必要があります。 
＊教育支援課等に履修の問い合わせをする場合は、履修登録及び削除のメールを提示する必要があります。 
＊履修確認期間終了後の申し出は、一切受け付けません。 

 
 
 
 

9.教科書の購入 
紀伊国屋書店のWeb教科書販売サイト（MyKiTS：マイキッツ）から注文とします（自宅配送）。 
（開設学科や授業担当教員から別途指示がある場合は、その指示に従ってください。） 
・配送関係手数料は、専用サイトを確認のこと。 
・配送日：注文受付日の 3日後到着（［北海道・青森・山口・九州他］の場合、到着日+1日）となります。 

注文商品の中に、品切れ等で一度に配送できない教科書がある場合、入荷次第、後日無料配送となります。 
・誤購入、履修確認期間に自身で削除をした授業科目の注文キャンセル、返品は受け付けません（定員 999人の科目は除く）。 
・教科書販売サイト（MyKiTS）の URL、販売期間などの詳細は、大学 HP の「教科書販売について
（ https://univ.swu.ac.jp/student/session/text/ ）」を確認ください。 
・今回より支払方法に「コンビニ決済」を導入しました（代引き払いは廃止、クレジットカード払いは引続き可能）。 
「コンビニ決済」選択の場合には、別途掲出の販売案内をよく確認の上、手続きください。 

 
 
 

以 上 

https://univ.swu.ac.jp/student/session/text/
https://univ.swu.ac.jp/student/session/text/

