
令和 3 年７⽉２０⽇ 

教養教育 e ラーニング科⽬（知プラ e）履修希望の⽅へ 

令和３年度後期

教養教育 e ラーニング科目（知プラ e）履修登録について 

e ラーニング科⽬（知プラｅ）の履修希望者は、下記の⽅法で履修登録してください。 

記 

◆ e ラーニング科⽬の履修登録は、履修登録期間に WEB から⾏ってください。

WEB による履修登録期間︓９⽉２１⽇(⽕) 〜 ９⽉２４⽇(⾦)10 時 00 分

《履修登録(WEB)の注意》 
e ラーニング科目は、①「コード直接入力」から「時間割コード」(科目一覧(案内 2 枚目)参照)を入力 または 

②時間割の「集中等」内の「追加」 から履修登録してください。 ※第 2 希望，第 3 希望のところは入力しないでください。

◆ 履修希望者が履修上限数を上回る場合は９⽉２４⽇(⾦) 17 時頃に抽選を⾏います。
受講制限のある科⽬は、必ず履修できるとは限りませんのでご注意ください。
抽選結果を教務システム上で必ず確認してください。

◆ 履修が決定した⽅へは、後⽇オンラインガイダンス等についてメール（⼤学から⽀給の
c から始まるアドレス）で連絡しますので、まめに確認するようにしてください。

◆ 履修が決定した⽅は必ずオンラインガイダンスを視聴してください。
オンラインガイダンスを受講完了し同意書を提出しないと単位を取得できません。

※今年度前期にオンラインガイダンスを視聴し同意書を提出済の⽅も再度⾏ってください。

※教務システム上で履修登録されているかを各⾃で必ず確認し、履修登録ができていない場合は
１０⽉１4 ⽇（⽊）17:00 までに教養教育係へ申し出てください。

《注意事項》「e ラーニング科⽬（知プラ e）」と「放送⼤学」と「e ラーニング科⽬（⼤学間の単位互換協定に基づく）ek4」 
は、合計 8 単位までしか卒業単位には認められません。（受講はできますが卒業単位にはなりません）

▼「集中等」の「追加」をクリックし科目を選択
① ② 

問合せ先： 

徳島大学 学務部教育支援課 教務・情報係 

（常三島キャンパス 教養教育４号館１階 教育支援課内） 

TEL：088-656-4737（平日 10:00-17:00） 

E-Mail：kygakujk@tokushima-u.ac.jp

※土日祝のメールに対しては返信が遅くなりますので

ご了承ください。

MailTo:kygakujk@tokushima-u.ac.jp


No 授業科目 時間割コード 担当教員(主) 開講大学 受講制限 備　考

1 歴史と文化 日本におけるドイツ兵捕虜 1914-1920 0070105 井戸　慶治 徳島 15名

2 歴史と文化 ユーラシア大陸における人と金属生産の関わり 0070106 村上　恭通 愛媛 ５名

3 歴史と文化 インドネシアの文化と会話 0070107 島上　宗子 愛媛 5名
動画の音声を文字起こししたテキスト資料
(PDF)あり

4 人間と生命 知の探訪 0070201 金西　計英 徳島 ５０名

5 人間と生命 タンパク質で生命を斬る 0070202 澤崎　達也 愛媛 ５名

6 人間と生命 子どもと学校 0070203 竹口　幸志 鳴門教育 10名
動画の音声を一部文字起こししたテキスト資
料(PDF)あり

7 人間と生命 ピア・サポート理論と実践 0070204 杉田　郁代 高知 ２５名

8 生活と社会 地域コンテンツと知財管理 その１　※１ 0070304 林　敏浩 香川 1 2０名

9 生活と社会 地域コンテンツと知財管理 その２　※１ ※事務で登録します 林　敏浩 香川 1 2０名

10 生活と社会 香川を学ぶ その１　※１ 0070306 藤本　憲市 香川 1 2０名

11 生活と社会 香川を学ぶ その２　※１ ※事務で登録します 藤本　憲市 香川 1 2０名

12 生活と社会 四国の地域振興 その１　※１ 0070308 林　敏浩 香川 1 なし

13 生活と社会 四国の地域振興 その２　※１ ※事務で登録します 林　敏浩 香川 1 なし

14 生活と社会 現代科学と研究倫理　 ※２ 0070310 金西　計英 徳島 4０名

15 生活と社会 研究倫理 0070311 裏　和宏 愛媛 なし 動画に音声字幕あり

16 生活と社会 キャリアプランニング 0070312 森田　佐知子 高知 20名
動画の音声を文字起こししたテキスト資料
（PDF）あり

17 生活と社会 大学教育を考える 0070313 吉田　博 徳島 10名

18 生活と社会 学びの統合入門 0070314 杉田　郁代 高知 ５名 コンテンツは全てテキスト形式

19 生活と社会 消費生活入門 0070315 小島　郷子 高知 ５名
動画の音声を文字起こししたテキスト資料
（PDF）あり

20 自然と技術 情報のいろは 0070407 林　敏浩 香川 なし

21 自然と技術 行動統計学入門 0070408 山本　真由美 徳島 ２０名

22 自然と技術 自動車概論 0070409 宮下　晃一 鳴門教育 なし

23 自然と技術 四国の自然環境と防災 その１　※１ 0070410 寺尾　徹 香川 1 5０名

24 自然と技術 四国の自然環境と防災 その２　※１ ※事務で登録します 寺尾　徹 香川 1 5０名

25 自然と技術 太陽光利用型植物工場における知能的農作物生産 0070412 藤内　直道 愛媛 ５名
動画中で話したおもな内容をテキストとして
記載しているスライド資料 (PDF) あり

26 自然と技術 数理科学の世界 0070413 大渕　朗 徳島 なし 日本語字幕付き

27 自然と技術 情報社会のくらし 0070414 竹口　幸志 鳴門教育 10名
動画の音声を一部文字起こししたテキスト資
料(PDF)あり

28 自然と技術 高度情報化社会の歩き方 0070415 後藤田　中 香川 20名

29 自然と技術 昆虫と環境 0070416 小西　和彦 愛媛 なし
動画の音声を文字おこししたテキスト資料
（PDF)あり

30 自然と技術 私たちの生活と材料 0070417 小林　千悟 愛媛 5名

31 自然と技術 身の回りの放射線 0070418 岡野　聡 愛媛 なし
動画の音声を文字起こししたテキスト資料
(PDF)あり

32 自然と技術 和算の世界 0070419 河村　泰之 愛媛 なし 動画に字幕あり

33 自然と技術 インタフェースデザイン概論 0070420 三好　康夫 高知 １５名 授業動画は全て字幕付き

34 自然と技術 キャリアで活かすITリテラシー 0070421 高畑　貴志 高知 １５名 コンテンツは全てテキスト形式

35 自然と技術 業務効率化のためのIT活用入門 0070422 高畑　貴志 高知 １５名
コンテンツは全てテキスト形式（PDFと
Excel）

36 グローバル モラエスの徳島 ～グローバリズムと異邦人 ～ 0070701 金西　計英 徳島 ３０名

37 イノベーション 大学生のための『安全・安心』の基礎講座 0070801 伊藤　和貴 愛媛 なし

38 イノベーション データ利活用とオープンイノベーションで創る未来のまちづくり 0070802 米谷　雄介 香川 1０名

39 イノベーション ＮＰＯと大学の経営 0070803 岩崎　保道 高知 30名

40 イノベーション 大学の知の活用 0070804 井内　健介 徳島 25名

41 イノベーション アカデミック・プレゼンテーション（PowerPoint編） 0070805 仲道　雅輝 愛媛 5名

42 イノベーション データサイエンスを活用した防災・危機管理 0070806 野々村　敦子 香川 １０名

43 イノベーション レジリエントな社会の構築とコンピューターシミュレーション 0070807 吉田　秀典 香川 １０名

44 イノベーション 災害とデータサイエンス 0070808 石塚　正秀 香川 １０名

45 地域科学 徳島を考える  ※3 0070903 豊田　哲也 徳島 ５０名

※１　その１，その２とある科目は，必ず両方セットで履修してください（合計２単位の科目です）。
その１を履修登録した方は，事務でその２を履修登録します。そのため，上記一覧には「その１」の時間割コードのみ記載しています。
（履修登録変更期間に削除する場合はその１，その２両方の削除申請をしてください）

※２　歯学部１年生は，「現代科学と研究倫理」は必修科目です。履修登録方法等は歯学部学務係の指示に従ってください。

※３　これまでに徳島大学が開講している「徳島を考える」(対面・遠隔含む）（2単位)を履修済みの方は知プラe科目の「徳島を考える」は履修できません。
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教養教育eラーニング科⽬(知プラe)⼀覧

＊修得できる単位数に上限があります。教養教育履修の手引を参照のこと。

＊開講科目に関する詳しい情報はシラバス及び以下を参照のこと。

https://chipla-e.itc.kagawa-u.ac.jp/subject.html

令和3年度後期

https://chipla-e.itc.kagawa-u.ac.jp/subject.html


  令和３年７⽉２０⽇   

教養教育 e ラーニング科⽬（知プラ e）履修希望の⽅へ 
  

令和３年度後期 

教養教育 eラーニング科目（知プラ e）追加受付について 
 
   

下記の⽇程で教養教育 e ラーニング科⽬（知プラ e）の追加受付を⾏います。 
希望科⽬の抽選結果が落選だったため知プラ e 科⽬を履修したい⽅など、履修希望者は 
以下のとおり申込んでください。 

 
◆ 受講制限⼈数に空きのある科⽬のみ申込み（追加受付）が可能です。 
   (9/21〜9/24 の WEB 履修登録の抽選後、履修者が受講制限⼈数に達していない科⽬のみ) 
  受付可能科⽬及び受講制限⼈数は 9 ⽉ 27 ⽇（⽉）に教務システムの「お知らせ」に 

掲載します。（教務システムでメールの転送設定をしている⽅は、重要連絡のため本学から⽀給の c から 
始まるメールアドレスに転送されます。ただし転送されるのは本⽂のみですので、添付ファイルは教務シス 
テムに⼊り「お知らせ」から確認してください） 

  ◆ 受講制限⼈数の設定がある科⽬は抽選になる可能性があります。必ず履修できるとは 
限りませんのでご注意ください。抽選になった場合、抽選結果を１０⽉６⽇（⽔）に 
教務システムの「お知らせ」に掲載します。 

  ◆ 履修が決定した⽅は必ずオンラインガイダンスを視聴してください。 
    オンラインガイダンスを受講し同意書を提出しないと単位を取得できません。 
      ※オンラインガイダンスの受講⽅法等は、履修が決定した⽅へ後⽇メール(⼤学から⽀給の c アドレス)で連絡します。 
 

記 
 

受付期間︓令和３年１０⽉１⽇（⾦） 〜 令和３年１０⽉５⽇（⽕）12:00まで 
申込⽅法︓下記 URL の申込フォームから申込み 

 
    
 

 
※このフォームは、受付期間以外は使⽤できません。 

    
《注意事項》 

★ e ラーニング科⽬(知プラ e)の受講申込は教養教育係にはしないでください。 
教養教育係へ知プラ e 科⽬の受講申込されたものは無効になる可能性があります。 

   ★ CAP (履修単位制限)違反の場合は履修登録できません。必ず事前に確認の上、申込みしてください。 
もし上限を超える場合は、教養教育係に削除申請をして履修単位数を調整してください。 

   ★ 「e ラーニング科⽬（知プラ e）」と「放送⼤学」と「e ラーニング科⽬（⼤学間の単位互換協定に基づく） 
ek4」は、合計8単位までしか卒業単位には認められません。（受講はできますが卒業単位にはなりません） 

   ★ 上記申込フォームから申込ができない場合は、受付期間内に教務・情報係へご連絡ください。 
 
 問合せ先： 

徳島大学学務部教育支援課 教務・情報係 
                          （常三島キャンパス 教養教育４号館１階 教育支援課内） 

TEL：088-656-4737（平日１０：００－１７：００） 

E-Mail：kygakujk@tokushima-u.ac.jp 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pMNxhjhF9ke

HFxah1rDKmCCEZUURKHROshIxVENLd5dURTNRUjI2RlZJNkhKUVRHMj

RCNzNYSUI5Ty4u 

＜QR コード＞ 

不明な点がありましたら気軽にお問い合わせください。 

MailTo:kygakujk@tokushima-u.ac.jp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pMNxhjhF9keHFxah1rDKmCCEZUURKHROshIxVENLd5dURTNRUjI2RlZJNkhKUVRHMjRCNzNYSUI5Ty4u


　　 ▶ 「その１」「その２」とある科目は，必ず両方履修しなければいけないのですか？

　　　徳島大学では２単位の科目として扱っていますので必ずセットで履修してください。

　　　ただし，過去に当該科目の「その１」または「その２」のみ合格している場合に限り，片方のみの履修を可として

　　　います。その場合は教務・情報係へご連絡ください。

　　 ▶ 履修登録した科目を取り消したい。

　　　教養教育科目の履修登録変更期間に教養教育係へ削除申請をしてください。

　　　※この期間以外は削除できませんのでご注意ください。

　　　※「その１」「その２」とある科目は，両方の申請をしてください。

　　 ▶ 抽選漏れになった場合，削除申請は不要ですか？

　　　教務システム上から自動的に削除されますので削除申請は不要です。

　　　教務システム上の履修登録や履修時間割表には結果とともに授業科目名も表示されたままになっていますが，

　　　「抽選漏れ」の科目は履修登録されていません。

　　　履修上限数は「履修登録ができる数」であり「修得した単位数」ではありません。

　　　不合格になった科目の単位数も蓄積されますのでご注意ください。

　　　学部・学科ごとに異なる決まりがありますので，所属学部の学務(教務)係へご確認ください。

　　　Moodle上で履修登録（コース登録）しても，教務システム上で履修登録ができていなければ本学の単位と

　　　して認められません。学修を始める前に必ず教務システム上で履修登録ができているか確認してください。

　　　各大学のMoodleに科目登録するためのコース登録キーは，オンラインガイダンスをすべて視聴し，同意書を

　　　提出した後に徳島大学Moodle上で確認できるようになります。

　　 　※確認方法が分からない場合や登録できない場合は必ず教務・情報係へ連絡をください。科目の担当教員へは連絡しないでください。

　　　必ず両方のコース登録をしてください。「その１」「その２」はそれぞれ異なるコースとなっており，異なる登録

　　　キーが必要です。また，登録期限が１と２で違う場合がありますのでご注意ください。

　　　 特別な事情がある場合を除き認められません。期限は厳守してください。

　　　 締切直前にならないよう，なるべく早めに登録することを心がけてください。

　　 ▶ 教務システムで確認するとCAP違反になっていました。前期に科目をひとつ落としたのでこの分が
　　　 余裕があったはずなのですが…

　　 ▶ (制限人数があることを知らずor抽選結果の確認を失念し)履修登録できていなかったことに後で
　　　 気付きました。既に開講大学のMoodleで受講開始（レポート等を提出）しているのですが，このまま
　　　 受講し単位を取得することはできないでしょうか。

　　 ▶ 履修登録はしていますが，Moodleのコース登録期限が過ぎていました。
　　　 期限までにコース登録ができなかった場合，もう履修できない(単位は出ない)のでしょうか。

　　 ▶ CAPの詳しい決まりを教えてください。
　　　 （前期後期それぞれ何単位までという決まりはありますか？等）

　　 ▶ コース登録キーを教えてください。

　　 ▶ 「その１」「その２」とある科目について，Moodleのコース登録は両方必要ですか？

eラーニング科目(知プラe)

履修登録に関するＱ＆Ａ

徳島大学 学務部教育支援課 教務・情報係

（常三島キャンパス 教養教育４号館１階 教育支援課内）

TEL：088-656-4737（平日10:00－17:00）

E-Mail：kygakujk@tokushima-u.ac.jp

その他不明な点がありましたら，教務・情報係までお問い合わせください。

※履修登録や登録キーに関する問合せは，必ず徳島大学教務・情報係へ送ってください。

科目の開講大学へ(Moodle等から)の問合せは行わないでください。
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