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履修手続きの概要①
科目の履修方法

後期課程への進学、及び卒業するために必要な単位数を全て満たすには、

ご自身で計画的に科目を履修する必要があります。
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全ての科目

抽選対象科目 抽選対象外科目

WEB抽選期間に
申込が必要な科目 自動登録

される科目
履修登録期間に
履修登録する科目

※学部・学年等によっては履修制限がある科目があります。
詳細については学士課程ガイドブック2023Ⅰ ８-３「学部・学年等の指定がある科目」を参照してください。



履修手続きの概要②
履修手続きの流れと期間中にできること

履修手続きは、それぞれ定められた期間に行ってください。

期間外の追加・変更・削除はいかなる場合でも行えません。
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手続き
抽選「対象」科目の

応募申し込み
抽選「対象外」科目
の応募申し込み

履修撤回（削除）

WEB抽選期間 〇 × ×

履修登録期間 × 〇
△

抽選「対象外」科目
のみ削除可能

履修撤回期間 × × 〇

期間外 × × ×

※学部・学年等によっては履修制限がある科目があります。
詳細については学士課程ガイドブック2023Ⅰ ８-３「学部・学年等の指定がある科目」を参照してください。
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WEB抽選とは

7

履修者数に上限を設け、
抽選の結果、当選した学生のみが
履修を認められる履修登録方法

Q1.手続きは

どこでするの？

「学務情報システムCELS」で
行います。

Q2.WEB抽選の

対象科目は？

ほぼ全ての対面科目です。抽選
の有無は各科目のシラバスで確
認できるほか、抽選対象科目一
覧もCELS上で公開されます。



WEB抽選を申込み忘れると…

進学・卒業に必要な科目の

履修そのものができない

進学・卒業が

できない！
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英語や数学といった、学部によっては進学・卒業要件上の選択必修科目も
WEB抽選対象科目となっています。

 期間外の履修登録・変更はいかなる場合でも行えません。

 卒業・進学要件は学士課程ガイドブックⅠ．1-2 「卒業・後期課程進学要件」で確認してく
ださい。

 抽選科目の一覧についてはCELS＞ダウンロードセンター＞002．授業関係2＞1）WEB
抽選で確認してください。



WEB抽選のスケジュール

回数 日程 対象科目

第１回
申込期間

４月３日（月）９：００～
４月４日（火）１２：００（正午） 春・夏・春夏学期・夏集中・

及び通年で開講される
全ての抽選対象科目

発表日時 ４月５日（水）１５：００（予定）

第２回
申込期間

４月５日（水）１７：００～
４月６日（木）１４：００

春・夏・春夏学期・夏集中
及び通年で開講される全
ての抽選対象科目のうち、
残席がある科目発表日時 ４月６日（木）２０：００（予定）

9

まずは第１回抽選に申し込みましょう。

 上記の期間以降も、WEB抽選は夏学期・夏集中講義の空席がある科目に限り5月に、さらに夏
集中講義で空席がある科目に限り7月に実施されます。詳細は行事一覧で確認をしてください。

 秋・冬・秋冬学期及び冬集中講義期間分は、9月以降に別途手続きが必要です。

 詳細はCELS＞掲示板を参照してください。大学Gmailにも通知されます。



WEB抽選について①
WEB抽選の申込推奨科目
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学部ごとの申込み推奨科目（春夏学期/商・経済）

商学部 経済学部

全学共通
教育科目

「数学」科目
進学時に6単位、卒業時に8単位必要

「外国語」科目
（「PACEⅠ・Ⅱ」を除く外国語科目）

進学時には商学部・経済学部共に6単位、
卒業時に商学部は8単位、経済学部は10単位必要

学部
教育科目

 卒業・進学要件は学士課程ガイドブックⅠ．1-2「卒業・後期課程進学要件」で確認してください。



WEB抽選について①
WEB抽選の申込推奨科目
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学部ごとの申込み推奨科目（春夏学期/法・社会・SDS）

法学部 社会学部 SDS

全学共通
教育科目

「英語」・「○○語初級（総合）Ⅰ・Ⅱ」
（「PACEⅠ・Ⅱ」を除く。なお、○○語初級（総合）以外の科目は外国語の科目で

あっても卒業・進学要件に含まれない。
「○○語初級（総合）Ⅰ・Ⅱ」のみ卒業・進学要件に含まれる。）

進学時に12単位、卒業時に16単位必要

「外国語」科目
（「PACEⅠ・Ⅱ」を除く外国語科目）

進学時に6単位
卒業時に8単位必要

「スポーツ方法
（春夏）Ⅰ」

卒業時に2単位必要な

運動文化科目区分に振り分けられる

学部
教育科目

「社会科学概論Ⅰ」
卒業時必須要件

「社会科学入門」※
進学時・卒業時に８単位必要

 卒業・進学要件は学士課程ガイドブックⅠ．1-2「卒業・後期課程進学要件」で確認してください。

※SDS「社会科学入門」にはWEB抽選対象の科目と対象外の科目があります。各自シラバスで確認してください。



 卒業・進学要件の必修科目は忘れずに申し込むことを推奨します。

 「数学」科目と「英語」科目は、それぞれの区分で第5希望まで申し込めま
す。確実な当選を目指すなら、第5希望まで申し込むことを推奨します。
（当選を確約するものではありません。）

 申込に際しては、優先条件も参考としてください。また、「数学」科目には履
修ガイドもありますので、参照してください。

 英語以外の初修外国語科目は基本的に春夏学期にⅠ、秋冬学期にⅡが
開講され、Ⅱを履修するにはⅠの履修が求められる場合もあります。
抽選対象科目が多いため、履修を希望する場合、１年生の春夏学期から
WEB抽選に申込むことを推奨します。
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WEB抽選について①
WEB抽選の申込推奨科目



WEB抽選について②
CELSの操作方法・注意事項

操作マニュアルを

読もう

掲載場所：

CELS ＞ ダウンロードセンター ＞ 授業関
係2（履修登録・Web抽選・成績関係）＞
WEB抽選

に掲載します。

WEB抽選に関するCELSの操作方
法・注意事項を記載したマニュアル
がありますので、熟読してください。

ガイドブックを

読もう

記載場所：

学士課程ガイドブック「 Ⅰ. 6 WEB抽選」

に注意事項等の記載が、

「Ⅰ.８-３ 学部・学年等の指定がある科
目」に履修制限について記載があります。

3ページと決して多い頁数ではあり
ませんので、ぜひこちらも熟読してく
ださい。
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熟読してもなお、わからないことがあったら……

教務課教務第一係にメールでお問合せください。

メールアドレス：edu-km.g@ad.hit-u.ac.jp
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WEB抽選について②
CELSの操作方法・注意事項

学籍番号から
始まる大学Gmail

アドレスで
問い合わせる

分からない点を
詳細まで
説明する

可能であれば、
スクリーンショット

を添付する

お問合せの
ポイント
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実際に起こった事例①
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「数学」科目に申込んだが、1科目のみ・第1希望だけ
しか申込まなかったら落選した。
その結果、進学に必要な単位数が取得できず
留年した。

必修科目は複数科目・第5希望まで
申込むことを推奨します。



実際に起こった事例②
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WEB抽選の日程を勘違いしていて申込まなかったら、
必修科目を履修できなかった。

WEB抽選に限らず、履修登録に関連するスケジュールは、
「学年暦」と「行事一覧」で確認しましょう。また、CELSからの
お知らせが大学Gmail（設定は済んでいますか？）に届くので、
見落とさないように自己管理を徹底しましょう。



実際に起こった事例③
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必修ではない科目のWEB抽選を大量に申込み当選し
た結果、コマ重複や履修登録上限数（CAP）による制
限により学部必修科目が履修登録できなかった。

WEB抽選期間終了後に、WEB抽選科目以外の授業科目

の履修を行う「履修登録期間」があります。WEB抽選で当選
したコマと重複していると、必修科目であっても履修登録で
きません。また、各学期や1年間における履修登録単位数
には上限が定められており（CAP制）、CAPを超えて履修登
録することはできません。

「履修登録期間」に登録しようと思っていた授業科目が履修
できない、ということにならないよう、履修計画をよく検討し
た上で、WEB抽選に申込んでください。



実際に起こった事例④
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1年生の時にWEB抽選に申込まずに2年生になった

ら、奇跡的な当選率でない限り、必要な単位数分の
授業を履修できないことが分かった。

WEB抽選は、申込んでも落選することがあります。
必修の単位はできるだけ早期に修得できるよう、1年生のうち
から計画的に履修を進めることが大切です。
特に必修科目のWEB抽選には忘れずに申し込み、
履修機会を確保しましょう。



WEB抽選終了後に、やり直しをすることはできないため、

WEB抽選の開始前または申込期間中に確認してください。

分からないことがあったら・・・

①まず、自分で学士課程ガイドブックや
CELS掲載の資料等から調べる。

②調べてもわからなかったら、
教務課に確認。
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