
同志社大学スポーツ健康科学部 

2023 年度登録要領 

科目登録上の諸注意 

大学からの連絡について 

・ 登録期間中は、手続きの確認等で問合せをすることが

ありますので、必ず連絡が取れるようにしておいてく

ださい。特に登録期間中は、大学が交付したメールと

DUET を毎日確認するよう注意してください。 

・ 登録期間後の大学からの連絡は原則として大学が交

付したメールアドレス、学修支援システム DUET、大

学 WEB サイト、掲示板により行います。大切な連絡

を見落とすことのないよう、これらを定期的に確認し

てください。授業内での連絡方法については担当者の

指示に従ってください。 

DUET 障害発生時の対応について 

・ DUET による各種申請手続き（科目登録、先行登録、

履修中止など）は、万全の体制を整えて準備していま

すが、予測不能なネットワーク障害やシステムのハー

ド障害等が発生し、手続きが行えなくなる可能性もあ

ります。つきましては、申請手続き期間中に大学側の

システムに重大なトラブルが発生し、手続きが正常に

行えなかった場合には、受付時間の延長や教室での受

付に変更（ネットワークやシステムの復旧に時間を要

する場合）することもありますので、予め注意してく

ださい。なお、これらの臨時の対応については、DUET

のお知らせにてご案内しますが、DUET が障害により

稼動していない場合については、『在学生のページ』の

重要なお知らせにて案内します。 

先行登録について 

・ 先行登録科目とは一般登録に先立ち､抽選等によりあ

らかじめ登録者を決定する科目のことを指します。ク

ラスが決定すると､変更や履修中止期間以外での履修

中止はできませんので注意してください。よって、登

録期間中において一般登録科目との時間割重複によ

る変更、削除等は認められません。 

・ 先行登録には｢現地で抽選等を行う｣場合と｢DUET を

利用して WEB 先行登録を行う｣場合がありますので､

間違えないよう注意してください。 

・ 先行登録対象科目については､所属学部の登録要領を

参照してください。なお､先行登録でクラスが決定す

ると､そのまま登録が確定します。一般登録で再度登

録手続きを行う必要はありません。 

・ 登録会場を設けている先行登録科目等で､集合時刻に

遅刻した場合や学生証を忘れた場合は手続きができ

ませんので注意してください。 

 

一般登録について 

・ 一般登録科目とは先行登録対象科目以外のすべての

科目が対象で、DUET を利用して登録を行います。 

・ 受付期間を過ぎると､登録科目の変更や履修中止期間

以外での履修中止はできませんので注意して下さい。

(ただし､一般登録をした秋学期開講科目については

一部の例外を除いて秋学期開講前に変更・修正の手続

きができます。 

登録科目確認 

・ 必ず登録科目確認期間内に各自 DUET よりダウンロ

ードを行い、登録を行った科目が記載されているかを

確認してください。登録エラーが生じている場合､｢エ

ラー修正｣の手続きを行う必要があります。 

履修科目確認 

・ エラー修正後の履修科目時間割を DUET で確認し、時

間割表は印刷するか、スクリーンショットを取って保

存しておいてください。 

履修中止受付 

・ 講義開始後１ヶ月程度講義を受講し､望ましい評価が

得られないと判断した科目については､DUET より履

修中止を申請できます。ただし履修中止をした際､学

期最低登録単位を下回ることはできません。 

・ 春学期に履修中止した場合は､登録がなかったものと

して秋学期の登録変更の際､秋学期および年間の最高

登録制限単位数､学期最高登録単位数を超えない範囲

で追加登録できます。 

・ 履修中止期間においては履修中止のみが認められて

おり､登録の追加や変更はできません。 

・ 履修中止後に必ず DUET で登録科目を確認し､あらた

めて時間割表を保存してください。 

秋学期開講科目の登録について 

・ 秋学期講義開始前に､春学期履修科目の成績通知なら

びに秋学期開講科目の登録変更受付を行います。具体

的な日時・場所等は、春学期末に周知します。秋学期

の先行登録では､春学期に先行登録を実施した科目の

うち定員に空きがあるクラスを再募集します。また､

春学期開講の外国語教育科目不合格者を対象とする

再履修クラスの登録を行います。秋学期開講の一般登

録科目について､｢登録変更期間｣があります。ただし､

変更や取消､追加ができない科目がありますので注意

してください。詳細に関しては､秋学期講義開始前に



 

公開される登録書類で確認してください。 

DUET を利用した登録について 

・ 正規学生が利用可能です。ただし前年度学費が未納の

者は利用できません。 

・ DUET を利用するには、大学が交付したユーザ ID と

パスワードが必要です（学生 ID とは異なります）。パ

スワードを忘れた場合、学生証持参の上、IT サポート

オフィスにてパスワードの再設定手続きを行ってく

ださい。 

・ 一般登録や先行登録の受付開始時および受付終了間

際についてはアクセス集中によりサーバの負荷が上

昇し、DUET へアクセスしづらくなる場合があります

ので、アクセス集中時間を避け、余裕をもってサービ

ス時間内の利用を予定してください。 

・ DUET への接続ができない状況で更新ボタンを連打

するなどしてアクセスが集中すると、サーバ負荷が上

昇してサーバダウンする可能性があります。 

・ サーバへの負荷軽減のため、利用後は速やかにログア

ウトいただきますようお願いいたします。 

・ 本学のネットワーク障害やサーバ障害によってサー

ビスが中断される場合を除き、個人の事情による登録

手続の未完了や漏れ、ミスについては対応しません。 

・ 登録や先行登録申請を完了した際には、DUET 画面上

で内容が正しく反映されているか必ず確認してくだ

さい。また大学から交付されたメールアドレス宛に 

E-mail で送信されますので、こちらも必ず確認して

ください。ただし、E-mail はすぐには届かないことが

あります。 

・ 学内から DUET を利用する場合、学内ネットワークに

接続できるパソコン等から利用してください。PC 空

席照会サービスで、PC の空き状況が確認できます。 

・ DUET は自宅や学外からもインターネット経由で利

用可能ですが、必ず事前に接続確認を済ませてくださ

い。DUET ログイン画面左部サイドメニューにある、

利用上の注意の「推奨環境」をクリックして、DUET

の推奨環境を確認してください。推奨環境以外では、

動作や表示が正しく行われない場合があります。 

・ DUET の操作に関する質問については、E-mail や電

話では一切受け付けませんので、各自 DUET ログイン

後の画面左部サイドメニューにある「マニュアル」や

「よくある質問」を活用してください。 

 

登録に関する一般的な注意点 

・ 同一曜日・講時に複数の科目を登録することはできま

せん。 

・ スポーツ健康科学部については入学年度によりカリ

キュラムが異なり、履修できる科目が異なります。同

一名称でも登録コードが異なる場合があるので注意

してください。また、カリキュラム毎に『履修要項』

の該当頁が異なりますので注意してください。 

・ 今出川校地開講科目と京田辺校地開講科目を連続し

て登録することはできません。 

・ キャンパスプラザ京都で開講される科目を登録する

場合､移動時間が必要となります。 

・ 過年度・過学期に履修し合格した科目は､複数回の履

修が認められている科目を除いて､再度登録すること

はできません。 

・ 複数のクラスが開講される科目については､複数回の

履修が認められている科目を除いて､１クラスしか登

録できません。 

・ 『履修要項』を参照して､登録単位数（特に最高登録単

位数に注意）や配当年次制限､履修条件や登録方法等

などを確認のうえ､登録を行ってください。 

・ 登録した科目以外は受講することができません。また

単位の修得も認められません。 

・ 履修・登録上不明な点があれば､京田辺キャンパス教

務センター（スポーツ健康科学部）に問い合わせてく

ださい。 

免許・資格関係科目の登録に関する注意 

・ 教職課程や博物館学芸員課程など免許・資格に関する

登録を希望する者は､『免許・資格関係履修要項』を熟

読してください。 

・ 免許・資格取得に必要となる科目について、「免許・資

格関係科目」として登録する場合（免許資格関係科目

について登録種別欄で「M」を選択して登録（M 登録）

を行う場合）は、履修を希望する免許資格課程の「仮

登録（DUET にて入力）」もしくは「課程登録（説明会

出席等の所定手続が必要）」を必ず行わなければなり

ません。手続方法は免許資格課程や年次によって異な

るので免許資格課程センターの掲示等で確認を行っ

てください。 

・ 「仮登録」もしくは「課程登録」を行った課程で定め

られている科目に限り M 登録を行うことが可能とな

ります。「仮登録」もしくは「課程登録」が完了してい

http://openpc.doshisha.ac.jp/clv/
http://openpc.doshisha.ac.jp/clv/


 

ない場合、M 登録することはできず登録エラーとなる

ので注意してください。 

・ M 登録を行った科目は最高登録単位数には算入され

ません(ただし､卒業必要単位数にも算入されません)。

Ｍ登録できる科目は『免許・資格関係履修要項』に記

載されている科目のみとなります。 

キャンパスプラザ京都で開講される本学の科目について 

・ 講義時間帯が本学とは異なるので注意してください。

(下記講義時間帯表参照) 

・ キャンパスプラザ京都は JR 京都駅西側に位置してお

り､キャンパスプラザ京都で開講される科目の登録を

希望する場合､京田辺校地から約 50 分､今出川校地か

ら約２０分の移動時間を要します。この移動時間を確

保できない場合､登録は認められません。また本学の

休講日に講義が行われることもあります。登録前に

『履修要項』､｢シラバス｣を参照してください。 

講時 キャンパスプラザ京都 本学の時間帯 

1 9：00～10：30 9：00～10：30 

2 10：50～12：20 10：45～12：15 

3 12：40～14：10 13：10～14：40 

4 14：30～16：00 14：55～16：25 

5 16：20～17：50 16：40～18：10 

6 18：10～19：40 18：25～19：55 

7 20：00～21：30 20：10～21：40 

 


