
履修登録

No. Q A

1
履修登録期間内であれば、一度WEB上で登録を完了させた後でも、科目の追
加や削除等の変更を加えることはできますか？

はい、できます。
「講義を登録する」ボタンを押すと「登録完了」になりますが、期間内であ
れば何度でも変更ができます。なお、修正後は忘れずに「講義を登録する」
ボタンを押してください。

2
３セメスターに１セメスター開講の科目を、4セメスターで2セメスター開講
の科目を履修登録可能ですか？

開講セメスターより後での履修（下の学年から選択できる科目の履修）は可
能です。所属学部向けに開講されているクラスを選択してください。
なお先取履修（高学年を履修対象とする科目の履修）はできません。

3
「●●学」を履修登録したいのですが、履修登録の講義検索をしても出てき
ません。（履修済の科目）

●●学をすでに単位修得済であれば、同じ科目の履修はできませんので画面
に表示されません。
もし複数履修の対象科目であれば、申請書を提出することで履修登録するこ
とはできます。ただし自由聴講科目となり、卒業要件の単位数にはカウント
されません。複数履修については『全学教育履修の手引』や掲示を参照して
ください。
なお履修登録不要でただ聴講したい場合は、担当教員に許可を受けたうえで
受講するようにしてください。

4
編入学のため一年次の必修科目「●●学」を受講する必要があるのですが、
既に英語C1、C2が変更不可の状態で入っており、履修登録することができ
ません。

英語は固定クラスになりますので、同じ群の他の科目で代替できないか、学
生便覧で確認してください。難しければ他組履修を検討してください。

5
誤って1年時に全学教育科目基幹科目人間論の授業を2つ、社会論の授業を1
つ取っている状態なのですが、3セメスターでの履修登録の際に自然論の授
業を登録することは出来ますか？

３セメスターでも全学教育科目を履修登録することは可能です。
自然論の中で、自分の学部・クラス向けの授業を履修してください。

6
「情報基礎A-2」を落としてしまったので再履修をしようと思うのですが、2
クオーター目のみ履修登録は可能でしょうか？

「情報基礎A」はＲ2年度より、セメスター科目に変わりました。
クォーターでの履修（学期途中からの履修）はできません。

7
展開●●語の履修登録ができず困っています。
学務情報システムの履修登録の画面で、時間割表の木曜5限のコマをクリッ
クしても、受講可能な講義一覧に展開●●語が出てきません。

基礎●●語Ⅰ・Ⅱの単位修得をしないと展開●●語は履修できません。基礎
●●語を修得してから展開●●語を履修してください。
なお、基礎初修語を修得したものと同等以上の学力を有していると認められ
る場合は「特別追加履修」ができますが、申請方法については掲示等を確認
してください。

8
初修語（第二外国語）の履修登録について、科目名を選び履修登録を行う
際、科目を確定すると「振」という文字が表示されます。

履修登録する際に、科目名の横の外国語振替の欄に出た「選択」ボタンを押
したのだと思いますが、それは振替履修する場合に押すボタンです。例えば
展開●●語Ⅰを履修して成績がつくと展開●●語Ⅱに振替されます。
再履修者等で振替が必要な場合でなければ、履修登録をやり直して 「振」
が出ていない状態にしてください。

9 履修登録画面の一部の曜日・講時に鉛筆マークが表示されません。
履修できる授業がその時間にない場合、鉛筆マークが表示されないように
なっています。（単位修得済、自分の学部・組開講の授業がないなど）
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外国語

No. Q A

1

【初修語2つ】基礎ドイツ語Ⅰと基礎ドイツ語Ⅱの他に基礎ロシア語Ⅰの単
位も取っています。基礎ロシア語Ⅱは取れていません。
第2外国語は選択必修の科目になるかと思うのですが、この基礎ロシア語Ⅰ
の2単位分は全学教育科目の単位数としてカウントはされるでしょうか？

基礎ロシア語の単位は「全学教育科目で修得した単位」ではありますが、卒
業に必要な単位として認められるかどうかは、所属学部の教務係に確認して
ください。

2

【初修語2つ】1年生です。第二外国語として中国語を履修しますが、もう一
言語履修することは可能でしょうか。
二言語目の履修について調べていたところ、展開初修語や実践初修語につい
ては2年次以降に履修が認められる場合があると書かれておりましたが、1年
次の基礎初修語については可能なのでしょうか。

初修語をもう１つ取ること自体は可能です。
ただし、卒業に必要な単位として算入されるかどうかは、学生便覧や所属学
部の教務係で確認してください。
また、自分の学部・組向けの授業を選択することになりますので、１セメス
ター中ですと語種によっては曜日・講時が重なり履修できないと思われま
す。その際は２セメスター以降の履修を検討してください。

3
【再履修】１年で初修語の単位を落としてしまい、２年で再履修しようとす
ると、自組履修でも他組履修でも後期で必要な授業と被ってしまいます。こ
の場合どうすれば良いですか？

卒業までにどう履修するかという話になりますので、どちらかを次セメス
ター・次年度に履修することも含めて検討してください。

4

【再履修・英語】英語C2を再履修したいのですが、自学部の授業の時間は専
門科目の授業が入っている為、受講できません。また、後期に開講される再
履修向けの授業についてもキャンパス間の移動を考えると受講ができません
ので、水曜日の1限に他組履修の許可を頂きたいのですが認めて頂けます
か？

英語は掲示されている時間帯でのみ再履修可能です。自分で授業を選ぶこと
はできません。再履修申請後、受付クラスが決まったら、案内をよく読み、
必要な手続きをしてください。

5

【再履修・英語】英語C1を再履修し、英語C2に振替をしたいのですが、そ
の手続きはどのようにすれば良いでしょうか。

【再履修・英語】私は昨年の後期に英語A2の単位を取得することができな
かった為、今年度の前期木曜5限に開講される「英語A1」を受講して振替履
修としたいと考えております。
この場合、「英語A1」自体は取得済みの単位であるため他組履修申請フォー
ムからの申請が必要になる、という認識で間違いないでしょうか。また、そ
の場合は英語振替履修である為、教員からの受講許可は必要だが、回答メー
ルの写しの添付は必要では無い、ということでよろしいでしょうか。

英語の再履修の場合、まずは再履修希望の申請をしてください。クラス決定
後は、外国語振替履修手続きを行ってください。
いずれも別途の案内をよく確認してください。

6

【再履修・英語】私は昨年度の後期に英語B2の単位を落としてしまい、今年
度の前期にその再履修を行いたいと思っています。ただ、英語B2は前期の授
業では開講されていないようです。この場合どのようにすれば良いでしょう
か？

英語の再履修の場合、B1とB2は振替履修が可能です。英語B1を履修し、B2
へ振替する手続きを行ってください。

7
【再履修・ドイツ語】基礎ドイツ語Ⅱの再履修をし、単位を取得しました。
基礎ドイツ語Ⅰと基礎ドイツ語Ⅱで担当された先生が異なる場合でも、履修
条件は満たしたと考えてよろしいでしょうか？

再履修の場合、クラス指定はありませんので、異なる教員の授業を履修して
も問題ありません。ただし教員の指示がある場合は従ってください。

8
【再履修・中国語】4セメの展開中国語Ⅱを落としてしまったので、５セメ
スターで再履修したいと思っています。振替履修はどのようにしたら良いで
しょうか？

展開中国語は振替履修できません。
展開中国語Ⅱは後期にしか開講がないので、後期に履修してください。

9
【再履修・中国語】全学部対象の展開中国語Ⅰを履修したいのですが、可能
でしょうか。また、可能な場合は、何らかの特別な手続きが必要になるので
しょうか。

展開中国語Ⅰの全学部対象クラスは、通常通り履修登録可能です。
特に手続きは必要ありませんが、文系学生の場合は受講可能かどうか担当教
員に確認してください。

10
【再履修・中国語】展開中国語を再履修したいのですが、再履修者向けのク
ラスなどはありますか。それとも自由に選択可能なのでしょうか。

文系の場合は自分の学部向けクラス（シラバスにクラスについて注意書きが
あるので確認すること）で、理系の場合は全学部対象クラスで履修してくだ
さい。難しい事情がある場合は履修希望授業の担当教員に相談してくださ
い。
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抽選・クラス分け

No. Q A

1

【抽選】受けたいと思っている講義が抽選で人数を制限するようなのです
が、もしそれでその講義を受けられないことになった場合、履修期間内であ
れば代わりに同じ時間帯の別の講義を履修することは可能なのでしょうか？
その場合代わりの講義の一回目には出席していない扱いになるのでしょう
か？

抽選結果は履修登録期間内に公表されますので、もれてしまった場合に履修
登録を修正して、別の講義を登録することができます。
ただし期間が短い可能性がありますので、念のため第２希望の授業も予め考
えておいた方が良いかと思われます。
なお、別の講義を履修する場合、１回目は出席していないことにはなりま
す。出席の取り扱いについて確認したい場合は、担当教員へお問い合わせく
ださい。

2
固定クラス制は英語のみで，他の科目は自身で担当教員を選択してよいので
しょうか。

英語のほか、基礎初修語や自然科学群の一部の科目、スポーツでクラス指定
があります。詳しくは『全学教育科目履修の手引』の「履修クラス（組）指
定授業科目表」及び全学教育ホームページで確認してください。

3

【再履修】クラス分けに自分の学籍番号がないのですが、再履修組として改
めて申請する必要があるのでしょうか？

【再履修】1セメスターで単位を落とした解析学Aを3セメスターにて再履修
しようと思っていますが、解析学Aのクラス分けを確認したところ工（6～
14組）という指定の中にさらに学籍番号による割り振りがありました。
私は工学部11組なのですが、学籍番号による割り振りでは2年生の学生はク
ラス分けされていません。この場合は履修登録はどうしたらよろしいでしょ
うか？

クラス分けは、開講セメスターに該当する学年の学生分しか発表されていま
せん。再履修の場合は、自分の学部・組向けの授業の中から自分で選んで履
修してください。
※英語はクラス申請が必要です。

4

【農学部】物理学Aのクラス分けが物理未履修の2つと既修済みの1つに分け
られるとのことなのですが、物理の履修状況の判断は、高校時の調査書のよ
うなものが材料になっているのでしょうか？それとも受験時の科目で判断さ
れるのでしょうか。

クラス分け発表資料に記載していますので、そちらを確認してください。

5 展開ドイツ語のクラス分けはどこで確認できるのでしょうか？
展開ドイツ語のクラス分けはありません。自分の学部向けクラスまたは全学
部対象クラスから選択してください。

6
全学教育ホームページの初修語のクラス分けに載せてあるのは1セメスター
のものだけですが、2セメスターのクラスも同じ先生の、同じ分け方（●●
①）で履修登録して大丈夫ですか？

基礎初修語のクラス分けは、2セメスターでも変わりません（ 『全学教育履
修の手引』＞「外国語科目履修方法」＞各語種の説明参照）。
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他組履修

No. Q A

1 他組履修の登録はどのようにすればいいでしょうか？

全学教育科目は、指定されたクラスで受けるのが原則です。
専教育門科目と時間割が重複していない授業を選んでください。
再履修等で、履修したい授業がすべて専門教育科目と時間割が重複している
場合等に、他のクラスの授業を選ぶことができます。
他組履修については、全学教育ホームページや学務情報システムで教務課か
ら周知しますので、その案内を確認してください。
なお、初修語の10月入学者向けの講義は全学部対象のため、他組履修ではあ
りません。 通常どおり履修登録をしてください。

2
経済学部の1年生です。解析学Aを取りたいのですが、経済学部向けのクラス
がありません。他組履修できますか？

経済学部の数学科目については別途お知らせをしますので、そちらをよく確
認してください。

3
工学部の３年生です。必修単位である「物理学C」の再履修をしたいのです
が、工学部対象クラスが専門科目と被っているため、理学部対象の「物理学
C」を他組履修してもよろしいでしょうか。

工学部は共通テキストを使用していますので、原則工学部向けの授業を受け
る必要があります。全て専門教育科目と被っている場合、他組履修として理
学部対象の「物理学C」も履修可能な場合がありますが、詳細は各学科の２
年生ガイダンスで確認するか工学部の教務係に相談してください。
なお、特に自然科学群の科目では、学部ごとに授業内容が異なることがあり
ます。工学部生以外も同様ですので、注意してください。

4
１セメスターに開講される授業を3セメスターで履修したいのですが、その
場合は他組履修という扱いになるのでしょうか？

1セメスターに開講される授業を3セメスターで履修する際、自分の学部・組
向け授業を取れば他組履修にはなりません。

5

理学部の２年生です。「解析学Ａ」の理学部クラスが必修と重なり履修がで
きないので、工学部クラスを他組履修したいと考えています。複数のクラス
があるのですがどれを選べばよいでしょうか。また理学部クラスで再履修す
る「線形代数学Ａ」は先生への連絡などは必要でしょうか。

必修と自分のクラス開講の時間割が重複している等の場合は、他組履修でき
ます。詳細は他組履修の案内で確認してください。他組履修の場合、クラス
指定はありません。また、自分のクラスで再履修する場合は他組履修ではな
いので、教員から特に指示がなければ連絡不要です。 通常の履修登録をし
てください。

6
工学部の１年生です。前期に基幹科目の単位を２単位落としたので、後期に
再履修したいです。「自然界の構造」は、後期に工学部クラスの開講がない
ので、他組履修したいのですが、できますか？

自然論の中で、後期に工学部生向けに開講される他の科目がありますので、
他組履修はできません。自分の学部・組で履修できる科目の中から選んでく
ださい。

7
理学部の３年生です。「英語Ａ１」の単位を落としたので再履修したいので
すが、全学部対象のクラスまたは理学部 1 年生向けクラスを受講する場合
は、他組履修になりますか？

英語は再履修受付可能クラスでの受講になります。この場合他組履修にはな
りませんが、再履修受付可能クラスへの申請が必要です。案内をよく読み、
クラスが決まったら自分で履修登録をしてください。

8

工学部（１０組）の 1 年生です。「物理学 B」について、私が指定されたク
ラスは A 先生の授業ですが、同時間帯にある工学部（１～５組）の学生対象
の B 先生の授業が面白いと聞き興味があります。B 先生の授業を履修したい
のですが、できますか？

他組履修はできません。指定されたクラスで履修してください。

9
工学部（１組）の３年生です。「線形代数学 A」を再履修したいのですが、
工学部生対象のものであればどのクラスでも履修可能ですか？または、再履
修者は対象学部関係なくどれでも履修できますか？

開講クラスに組の指定がある場合は、そこで履修することが原則です。工学
部 1 組の学生が対象のクラスを履修してください。
再履修者の他組履修は、専門科目の必修と重複して自組の履修ができないな
ど、やむを得ない理由があり、授業担当教員が受講を認めた場合のみ認めら
れます。
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オンライン授業

No. Q A

1

ISTU上で受講する授業の視聴が可能になる日を教えてください。
例えば、月曜日1限目に開講する授業は翌日の火曜日以降に視聴可能にな
り、月曜日１限目に視聴することは出来ないということでしょうか？その場
合は「自分で組んだ時間割」と「実際に授業を受ける時間割」が大きく異
なってくるということでしょうか？

オンデマンド型で翌日配信の授業の場合、「自分で組んだ時間割」と「実際
に授業を受ける時間割」が異なってしまいます。好きな時間に視聴できます
ので、１日ずらす、空き時間を活用するなど、ご自身でやりやすい方法を検
討して受講してください。

2
オンライン授業はリアルタイムで行われるのか、それともISTUに公開され
ている講義の動画のように配信され一定の期間内であればいつでも視聴可能
なものになるのか、どちらになるのでしょうか？

オンライン授業の形態は、各授業によって異なります。全学教育科目の場
合、一覧を全学教育ホームページに掲載しています。
http://www2.he.tohoku.ac.jp/zengaku/zengaku_info_g.html
専門教育科目については、所属学部のホームページや教務係へご確認くださ
い。

3
学務情報システムで履修登録をしてもISTUの受講科目に追加されないで
す。

学務情報システムで履修登録した情報は、日に３回ISTUに反映されます。
少し時間をおいて確認してください。

4
同じ時間帯のオンライン授業を、時間をずらして両方受講することは可能で
すか？
学務情報システムに重複して履修登録できるのでしょうか？

学務情報システムに重複して履修登録はできません。片方を履修登録せず自
由聴講（単位なし）なら可能ではありますが、単位が必要であれば、両方受
講することはできません。

5
履修登録期間終了後に教務課の方で履修登録するまでは他組の科目はISTU
で受講できないのでしょうか？

教員にISTU上で受講者として追加してもらうよう、お願いしてください。

6 ISTUに出席したことを証明するために必要なことはありますでしょうか。

各授業で異なりますが、提出物があったり、教員が指定するものがある場合
があります。それがなければ、特に必要なことはありません。教員の指示に
従って履修してください。
なお、教員の方では受講生が動画や資料を見たかどうかの確認ができます。

7
自由聴講の許可を頂いたのですが、受講登録の仕方がわかりません。どのよ
うにすれば、個別にISTU上で登録することができますか。

単位不要の自由聴講の場合、教員に連絡の上、受講者としてISTU上で追加
登録してもらってください。

8
ISTUで講義資料をダウンロードして見ようとしたら.docファイルとあり、開
けませんでした。アップロードする資料をpdfファイルに変えて頂けないで
しょうか？

Wordが入っているパソコンか、ブラウザGoogle Chromeの機能で開くこと
ができます。
WordについてはMicrosoft Office365を大学で契約していますので、設定し
てください。
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教員連絡先

No. Q A

1 教員の連絡先を教えてもらえないでしょうか？
教員の連絡先は、個人情報のため学務情報システムにログイン後、上メ
ニュー「シラバス」で検索できるものにのみ記載されています。一度ログイ
ンしてから確認してください。

2
教員のメールアドレスがシラバスに掲載されていない場合、どのようにすれ
ばよいでしょうか？

教員のメールアドレスがシラバスに掲載されていない場合は、こちらでメー
ルを転送しますので、授業科目（曜日講時）・教員名を明記して、教務課全
学教育実施係に送付したい文章を送ってください。
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外国語試験単位認定

No. Q A

1
外国語技能検定試験等の単位認定はどのようにして申請すればいいのでしょ
うか。

全学教育ホームページ上に説明と申請書のPDFが掲載されています。
現在は窓口とメールで申請を受け付けています。メールの場合は、
（１）申請書：Wordファイルに入力するか、PDFに記入しスキャンまたは
写真を撮る
（２） 試験の認定証：スキャン または写真を撮る
この２つを添付して、全学教育実施係（kyom-j@grp.tohoku.ac.jp）まで
送ってください。写真を撮る際は全体が映るようにし、余計なものが映った
り過度に暗くならないようにしてください。

2

今年3月に、英語C1/C2の単位認定(2単位)を受けました。
学務情報システム上でも単位認定が正しく反映されていますが、英語C1の先
生からGoogle Classroomのグループに招待されました。
英語C1を履修しない場合でも、グループには参加した方が良いのでしょう
か？
また、履修放棄等の手続や、先生への連絡は必要でしょうか？

3月に単位認定を受けた方はこちらで履修登録の削除をしますので、 授業に
参加する必要はありません。
※もし授業が始まってから単位認定を申請した場合は、教員に連絡してくだ
さい。
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その他

No. Q A

1

【挑創カレッジ】TELプログラム対象科目に「汎用的技能ワークショップ：
認知的能力」が掲載されていました。
2020年度より開講とのことでしたが、2019年度の基幹科目「人間論」群、
「人間と文化」に同様の授業が存在し(講義コード:CB31207)そちらを受講済
でした。過去に受講した授業は対象科目の履修として認められないのでしょ
うか。

「汎用的技能ワークショップ：認知的能力」 については、記載のとおり
2020年度開講の科目から当プログラム対象科目となりましたので、過去に履
修した同科目であっても対象科目としては認められません。

2

【挑創カレッジ】CDSプログラムの修了要件に「統計」区分科目の履修があ
りました。そちらには3つの全学教育科目の授業が挙げられていましたが、
経済学部では対象授業以外に、専門科目として「統計学入門」「数理統計」
などを履修します。シラバス等を拝見したところ、掲載科目と遜色ない内容
であると思われるのですが、こちらは対象科目として認定はしていただけな
いのでしょうか。

対象科目は、一覧表に掲載されているもののみとなりますので、専門教育科
目の数理統計は該当になりません。

3
【挑創カレッジ】①現在学部4年生だが、8セメスター修了時に必要な単位を
取得⇨成績が出てから修了申請書提出⇨卒業までに修了を認定　という流れ
は可能か？

８セメスターでの単位取得でも、在学中に申請していただければ、修了認定
できます。

4
○○の授業が時間割表に掲載されてなかったのですが、第1セメスターに履
修しても単位として認定されるのでしょうか。

1年生対象の授業か、まずは開講期を確認してください。時間割表の訂正が
ある場合は全学教育ホームページに掲載されていますので、参照してくださ
い。

5
【教員免許】理科の教員免許を取得したいのですが、学部の必修科目である
物理学Dの講義と、免許取得に必須である地球システム科学の講義が火曜日
の4時限に重複して開講されています。

どちらかを来年度履修することになります。今年度の2年生の時間割を参考
に、確認してみてください。

6
【教員免許】教職をとることを将来の選択肢として考えています。
教員になるためには1年のうちから取るべき単位があるようですが、どの講
義を受けるべきかわかりません。

教職免許については、取ろうとしている免許の教科で必要な授業も異なって
きます。
全学教育では、教育原理や教職論などが必修ですが、詳しくは、各学部の学
生便覧に載っていますので、そちらをご覧ください。

7
【教員免許】2年の3セメスターに取るはずだった教職科目を今年集中講義と
して履修しようと思ったのですが、自分の時と科目の名前が異なるものがあ
り、どれを取れば互換が効くのか教えて欲しいです。

教職科目の読み替えについては、『全学教育履修科目の手引』（全学教育
ホームページにも掲載）の「旧科目の読み替え方法」に掲載していますの
で、こちらを参照してください。

8 全学教育科目のシラバスはどこで閲覧すれば良いのでしょうか。
シラバスは、学務情報システムで検索・閲覧することができるほか、全学教
育ホームページからクイックシラバスなどを確認することができます。ただ
し、教員の連絡先は学務情報システムにしか掲載されていません。

9 自分で設定したDCメールのパスワードを忘れてしまいました。
パスワードの再設定について、下記のDCメールガイドを参照してくださ
い。（5. パスワードの管理・その他の設定）
https://www.dc.tohoku.ac.jp/guide/dcmail/newdcmail.html#section5_3

10
「解析学概要」の単位を取っていても、「解析学A」の単位は取れるので
しょうか？

解析学概要と解析学Aは異なる科目ですので、それぞれ単位が修得できま
す。卒業に必要な単位に含まれるかどうかは、各学部の学生便覧で確認して
ください。

11
学部1年の頃に英語Bの評定に使われたTOEFL ITPのスコアシートを受け取
りたいのですが、どこで行ったら良いでしょうか？

使用目的がある場合、川内北キャンパスの教務課窓口でお渡しできます。
学生証を持ってお越しください。
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