平成29年度 大学院の履修登録の流れ
Flowchart of registraion of Graduate School 2017
≪前期≫ ≪1st Semester≫
平成29年4月7日（金）～14（金）
・教務情報システム「LiveCampus」で入力。
・前期分(第１ｸｫｰﾀｰ・第2ｸｫｰﾀｰ)の履修登録を行う。
Friday, April 7 - Friday, April 14, 2017
・Please register the classes of the 1st semester (1st & 2nd quarter) via
'LiveCampus'.

↓
平成29年4月20（木）～21日（金）
・教務情報システム「LiveCampus」で追加・修正・削除。
・第1ｸｫｰﾀｰ 履修登録・取消期限。
Thursday, April 20 - Friday, April 21, 2017
・You can change the classes of the 1st semester via 'LiveCampus'.
The above date is the final deadline for the class change of the 1st quarter.

↓
平成29年4月下旬
・「履修登録票（紙／確認用）」を専攻・分野事務室経由で配布。
In late April, 2017
・Sprinkling of registration form via academic office.

↓
平成29年5月12日（金）
・「履修登録票（紙／確認用）」の提出締切（新1年生は全員提出）。
・「履修登録票」により、修了要件を決める「課程・コース」を申請する。
・「履修登録票」により、第2ｸｫｰﾀｰの追加・修正・削除。
（第1ｸｫｰﾀｰの履修取消は不可。）
Friday, May 12, 2017
・The deadline of the registration form submission.
(All new students are required. )
・Please apply for the course (A, B or SEIC) which reflect on your
completion requirements via registration form.
・You can change the classes of the 2nd quarter via registraion form.
(Disapprove of any change of the 1st quarter.)

↓
平成29年6月23日（金）
・第2ｸｫｰﾀｰ 履修登録・取消期限。（第1ｸｫｰﾀｰの履修取消は不可。）
・第2ｸｫｰﾀｰの履修登録追加・修正・削除は、大学院係の窓口受付。
（要学生証持参）
Friday, June 23, 2017
・The above date is the final deadline for the class change of the 2nd
quarter.
(Disapprove of any change of the 1st quarter.)
・Please come to 'Daigakuin-gakari' to change the classes of the 2nd quarter
with your student ID card .
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≪後期≫ ≪2nd Semester≫
平成29年10月2日（月）～6（金）
・教務情報システム「LiveCampus」で入力。
・後期分(第3ｸｫｰﾀｰ・第4ｸｫｰﾀｰ)の履修登録を行う。
Monday, October 2 - Friday, October 6, 2017
・Please register the classes of the 2nd semester (3rd & 4th quarter) via
'LiveCampus'.

↓
平成29年10月13日（金）～16日（月）
・教務情報システム「LiveCampus」で追加・修正・削除。
・第3ｸｫｰﾀｰ 履修登録・取消期限。
Friday, October 13 - Monday, October 16, 2017
・You can change the classes of the 2nd semester via 'LiveCampus'.
・The above date is the final deadline for the class change of the 3rd quarter.

↓
平成29年10月下旬
・「履修登録票（紙／確認用）」を専攻・分野事務室経由で配布。
In late October, 2017
・Sprinkling of registration form via academic office.

↓
平成29年11月1日（金）
・「履修登録票（紙／確認用）」の提出締切（1年生は全員提出）。
・10月入学者は、「履修登録票」により、修了要件を決める「課程・コース」を申
請する。
・「履修登録票」により、第4ｸｫｰﾀｰの追加・修正・削除。
（第3ｸｫｰﾀｰ以前の履修取消は不可。）
Friday, November 1, 2017
・The deadline of registration form submission.
(All new students are required.)
・For new students who enroll in October;
Please apply for the course (A, B or SEIC) which reflect on your completion
requirements via registraion form.
・You can change the classes of the 4th quarter via registration form.
(Disapprove of any change of pre-3rd quarter.)

↓
平成29年12月21日（木）
・第4ｸｫｰﾀｰ 履修登録・取消期限。（第3ｸｫｰﾀｰ以前の履修取消は不可。）
・第4ｸｫｰﾀｰの履修登録追加・修正・削除は、大学院係の窓口受付。
（要学生証持参）
Thursday, December 21, 2017
・The above date is the final deadline for the class change of the 4th quarter.
(Disapprove of any change of pre-3rd quarter.)
・Please come to 'Daigakuin-gakari' to change the classes of the 4th quarter
with your student ID card.

※ 集中講義のやむを得ない追加・削除については、開講日の前々日まで対応する。
※For unavoidable changes of intensive course, we accept it until 2 days before the class.

Note：
【博士前期課程】For master course students：
「講究」「特別実験」の履修登録は２年次前学期に行ってください。
ただし、１０月入学者については履修登録の必要はありません。
Please register 'Thesis Research for Degree' and 'Special
Experiment' in the 1st semester of your 2nd year.
However those who enroll in October don't need to register these courses.

【博士後期課程】For doctoral course students:
「プロジェクト演習」「学外研修」「特別演習」「インターンシップ」
「融合科目」の履修登録は不要です。
You don't need to register 'Project Research', 'Field Research Project',
Special Studies', 'Internship' and 'Interdisciplinary Seminar'.

