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平成 31年 3月 

國學院大學 教学事務部教務課 

平成 30年度成績公開および次年度履修登録日程等について 

平成 30年度履修科目の成績を K-SMAPYⅡで公開しました。各授業科目の担当教員による成績評価を必

ず確認してください。 

 

１．成績公開について  

 平成 30 年度後期から K-SMAPYⅡの「成績照会」で成績を公開いたします。 

 ※旧 K-SMAPYでの成績公開は行いませんので、注意してください。 
 

1） 「卒業判定」について（4年生のみ） 

① 「卒業判定」については、以下の画面から確認してください。 

【K-SMAPYⅡTOP 画面→個人情報（上部バナー）→学籍情報照会→学籍基本情報の「卒業判定結果」】  

② 「卒業判定」については、成績照会画面では確認できません。 

不足単位の情報については、以下のページより「卒業見込み判定画面の見方について」を参照

のうえ、卒業見込み判定画面より確認してください。 

大学ホームページ URL：https://www.kokugakuin.ac.jp/student/tuition/p1 

 

2） 「成績照会」画面の見方について 

以下のページより「成績照会画面の見方について」を参照のうえ、確認してください。 

 大学ホームページ URL：https://www.kokugakuin.ac.jp/student/tuition/p1 

 

3） 成績評価に対する問い合わせについて 

成績評価に対する質問には一切お答えできませんが、以下の条件を満たしたうえで、成績評価が

『R』評価の場合に限り、成績評価に対する質問を受付けます。 

4） 再試験について 

平成 31年 3月 2日（土）の成績通知で 4単位以内の不足により、「卒業ができない場合」、又は

「教職・資格が取得できない場合」で、所定の条件を満たす学生に限り、再試験を受験することが

できます。 

※再試験の受験資格等詳細については、本学ホームページ「在学生」→「授業・履修」→「試験／

リポート」→「再試験実施要綱」を参照してください。 

大学ホームページ URL：https://www.kokugakuin.ac.jp/student/tuition/p4 

期間 

1回目：3月 2日（土）成績発表後～3月 5日（火）午後 12時まで 

（成績調査の結果により、卒業または再試験の可能性がある場合のみ受付） 

2回目：4月 1日（月）午前 9時～4月 16日（火）午後 12時 50分まで 

条件 
① 本年度通年・後期科目のうち、成績評価が「R」であるもの（サマーセッション科目を除く）  

②評価方法が「授業時試験」・「期間内試験」・「リポート科目」であるもの 

備考 

※成績評価を受けるためには原則 3分の 2以上の出席が必要です。出席日数の不足等により、成

績評価を受ける資格がないと判断され、『Ｒ』評価となる場合もあります。申し出を行う前に自

分で該当科目のシラバス、評価方法、自身の出席状況を必ず確認してください。 

※法学部教員担当の科目に限り、成績評価「Ｄ」についての質問を法学資料室で受け付けます。 

 詳細は法学資料室で確認してください。 

※成績評価に対する質問期限を過ぎての申し出には一切お答えできません。 

https://www.kokugakuin.ac.jp/student/tuition/p1
https://www.kokugakuin.ac.jp/student/tuition/p1
https://www.kokugakuin.ac.jp/student/tuition/p4


【卒業延期者用】 

2 

２．今後の履修及び授業に関する主な予定  

1） 平成 31年度前期履修登録日程について 

前期授業開始 4 月 8 日（月） 

履修登録期間 

≪一般登録期間≫ 

① 4 月 1 日（月）正午（12 時）～5 日（金）12 時 50 分 

② 4 月 6 日（土）20 時～11 日（木）12 時 50 分 

 

≪希望優先方式事前登録≫ 

① 4 月 1 日（月）正午（12 時）～4 日（木）17 時 

結果発表：4 月 6 日（土）20 時 

② 4 月 6 日（土）20 時～11 日（木）12 時 50 分 

結果発表：4 月 12 日（金）20 時 

 

≪一般登録方式事前登録≫ 

① 4 月 1 日（月）正午（12 時）～5 日（金）12 時 50 分 

結果発表：4 月 6 日（土）20 時 

② 4 月 6 日（土）20 時～11 日（木）12 時 50 分 

結果発表：4 月 12 日（金）20 時 

※授業科目によって履修登録方法が異なります。詳細については、3月下旬に大学ホームページ

（在学生→授業・履修→履修登録・時間割）で公開予定の「平成 31年度 Web時間割表」を確認

してください。 

 

2） 「WEB時間割表」および「WEBシラバス」の公開について 

平成 31年度の「WEB 時間割表」は、3月下旬に大学ホームページで公開します。（冊子型の時間

割表は配布しません）。 

「WEBシラバス（講義概要）」は 3月 13日（水）に公開予定です。 

 

3） 学修支援センター相談室（百周年記念館 1階）について 

学修支援センターでは、学修支援アドバイザー(教職員)・カウンセラーによる学修相談を随時受付

けています。 

 

〇勉強・自習の方法に不安がある 

〇進級・卒業に不安がある 

〇履修や授業について質問したい 

〇資格課程を取るにはどうしたらよいか 

〇より進んだ専門知識を身につけたい 

〇障がいや病気等による授業への影響・悩みを相談したい 

 

など、「学修」に関するさまざまな悩みについて一緒に考えるほか、専門的な知識やスキルが必要

な場合には各学部・学科や担当事務セクションとも連絡をとりながら、問題の具体的な解決のための

サポートをします。どんな小さなことでも構いません。学修面で気になることがある方は、まずは相

談に来室してください。 

【開室時間】 月曜日～金曜日 10時 00分～18時 00分 (昼休み 12時 50分～13時 50分) 

※祝日及び大学休業日は除く。 ※ 夏季・冬季・春季休暇期間等は変更があります。 

  【連絡先】03-5466-6744 
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4） 「履修相談ブース」の開設について 

以下の日程で「履修相談ブース」を開設します。エルダーサポーターによる履修相談を実施します

ので、進級・卒業までに修得すべき科目がわからない方や履修登録に不安のある方は、この機会にご

利用ください。 

日程 
4月 1日（月）・4月 3日（水）～4月 6日（土）   10時～17 時 

（※4月 8日（月）以降については、改めてお知らせします。） 

会場 渋谷キャンパス：3302教室・3303教室・3304教室・3305教室 

持参物 

・自分自身の時間割の下書き 

・平成 30年度後期成績（K-SMAPYⅡより印刷して持参すること） 

・「履修要綱」 

・「平成 31年度 WEB時間割表」 

・筆記用具 

備考 

エルダーサポーターとは．．．？ 

 

エルダーサポーターとは、2～4年生で構成された学生組織です。 

履修に関してわからないことがあれば、ご気軽に相談に来てください！ 

 

３．その他・注意事項  

1） 9 月卒業について（希望者は申請が必要です） 

卒業の時期は、通常 4年次学年末（3月）ですが、今回の成績通知で卒業延期となった者が、翌

年度の前期終了時に卒業要件を満たした場合、9月末での卒業が可能となります。 

9月卒業を希望する場合は、平成 31年度 WEB時間割表に記載されている申請期間内に、教務課・

たまプラーザ事務課で所定の用紙を受け取り、必要事項を記入のうえ教務課・たまプラーザ事務課

まで提出してください。なお、9月卒業の申請に際しては、以下の 3点に注意してください。 

① 卒業に必要な科目が、前期で終了する科目であること（通年科目の履修は許可しない）。 

② 9 月卒業の申請をしない場合（申請を忘れた場合）は、学年末（3 月）での卒業となります。 

③ 9 月卒業を願い出た者で、9 月卒業が確定した場合は、卒業の時期を学年末（3月）まで延長する

ことはできません。なお、特別な事情により 9月卒業を辞退する場合には、所定の期日までに申

し出た場合に限り、取り消すことができます。 

大学ホームページ URL：https://www.kokugakuin.ac.jp/student/tuition/p10 

 

2） 各種証明書の発行について 

成績証明書（平成 30 年度終了時点分含む）および新 4年生の卒業見込証明書は渋谷キャンパス

では 4月 1日（月）13時以降、たまプラーザキャンパスでは 4月 2日（火）9時以降に発行するこ

とができます。成績証明書を 3月中に取得する場合は、平成 30年度後期・通年科目の成績評価が

記載されませんので、ご注意ください。 

なお、以下の期間で証明書発行機は年度更新のため、稼働を停止いたします。すべての証明書・

申請書・学割等が発行できませんので、早めの利用をお願いいたします。 

[ 渋 谷 キ ャ ン パ ス ] 3月 27日（水）17時   ～4月 1日（月）13時 

[たまプラーザキャンパス］3月 26日（火）16時 30分～4月 1日（月）（終日） 

 

また、平成 31年度の健康診断証明書は 5月 9日（木）以降の発行を予定しています。健康診断

結果で「所見あり」の方、通院中の方は校医面談が必要になります。 

 

 

https://www.kokugakuin.ac.jp/student/tuition/p10
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3） 学生証の裏面シールの配布および転部・転科、再入学等による学生証の交換について 

転部・転科、留年、卒業延期又は復学等による新所属については、4月 1日（月）に K-SMAPYⅡ

で確認してください。学生証の裏面シールの交付・新学生証の交換については、4月 1日（月）以

降、指定の会場にて受け取ってください。 

指定の会場は 3月下旬に K-SMAPYⅡを通してお知らせいたします。 

 

4） 学籍情報の変更について 

「氏名」「住所」「保証人情報」の変更や訂正がある場合には、上記３）の学生証・学生証裏面シ

ールの交換の際に申し出てください。また、ローマ字氏名の表記に誤り（例：パスポート表記と異

なる）がある場合は教務課窓口まで申し出てください。なお、学生本人のメールアドレスの変更に

ついては、K-SMAPYⅡの「学籍情報変更申請」で変更申請を行うことができます。 

◆K-SMAPYⅡでの変更申請方法◆ 

[K-SMAPYⅡ→「個人情報（TOP画面上部メニュー）」→「学籍情報変更申請」] 

 

5） 平成 31 年度学費等納付金についてのお知らせについて 

4 月下旬に保証人登録住所宛てに発送予定です。本件に関するお問い合わせは、経理課（03-5466-

0115）までお願いいたします。 

 

４．教職課程・資格課程について  

1） 教職課程受講者へ 

① 教育実習、介護等体験について平成 31年度の参加を予定している方、又は平成 31年度の参加を

希望している方は、「WEB時間割表」の「教職・資格課程に関する注意事項」を確認のうえ、必要

な手続きをとるようにしてください。 

② その他、教職課程、教員就職に関する相談は渋谷教職センター及びたまプラーザ事務課窓口にお

越しください。 

 

2） 資格課程受講者へ 

新 2年生以上で新規に資格課程を受講する学生は、「WEB時間割表」の「教職・資格課程に関する注

意事項」を確認のうえ、必要な手続きをとるようにしてください。 

 

５．内定先企業・団体への連絡について  

企業・団体に内定している方は、内定先企業・団体へ連絡する必要があります。 

企業・団体に連絡するに先立って、キャリアサポート課へ連絡し、今後の対応について指示を仰いでください。 

 

キャリアサポート課 

【連絡先】 03-5466-0151 
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６．個人情報の取扱いについて  

國學院大學では、｢個人情報の保護に関する法律｣を遵守し、個人情報の取り扱いについて、安全管

理のために必要な措置を講じています。具体的な内容に関しては、以下の國學院大學ホームページを

参照ください。 

https://www.kokugakuin.ac.jp/privacy/p1 

1） 個人情報の第三者提供について 

個人情報の保護に関する法律においては、本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供すること

が禁じられています。しかし、本学では保証人（ご父母等）と連携した学修支援を行うことは教育

上有効な取組みであり、保証人に対して学修状況や成果について報告する責任もあると考えていま

す。学修状況・成果を保証人に対して開示すること（成績通知書の送付を含む）に異議がある場合

は、4月 10日（月）12時 50分までに教務課へ申し出てください（社会人・留学生入試による入学

者を除く）。 

2） 学生本人への成績開示について 

学生本人への成績開示は、成績通知書及び学修支援システム（K-SMAPYⅡ）による閲覧、成績証

明書の発行をもって行います。 

以上 

https://www.kokugakuin.ac.jp/privacy/p1

