
   
令和４年３月１０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４年度前期  

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：4月４日(月) ～ 4月８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 4月８日(金) 1９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。（結果は 4月１１日(月)に教養教育 
４号館 1階の掲示板へも貼り出します） 

  ◆ 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。 

 
 

 

 

※4月２２日（金）１８：００までに、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直ち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０９:00-17:00） 

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。 

◆ 履修が決定した方は必ず オンラインガイダンスを受講してください 
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 

間違いやすい！ 



No 授業科目　 　題　目 担当教員(主) 時間割コード 単位数 受講制限 開講大学 備　考

1 歴史と文化 香川の文化と歴史 藤本　憲市 0070101 1 10名 香川

2 歴史と文化 阿波学 藤原　伸彦 0070102 1 ５0名 鳴門教育

3 歴史と文化 四国の歴史と文化　その１　歴史編 守田　逸人 0070103

4 歴史と文化 四国の歴史と文化　その２　文化編 渡邊　史郎 ※事務で登録します

5 生活と社会 学校教員の世界 竹口　幸志 0070301 2 １０0名 鳴門教育
動画の音声を一部文字起
こしし，映像に表記

6 生活と社会 アクティブラーニング入門 髙畑　貴志 007030２ 1 １５名 高知
講義テキストはＰＤＦ。参
考動画が1本あるが字幕
付き

7 自然と技術 コンピュータと教育　その１ 林　　敏浩 0070401 香川

8 自然と技術 コンピュータと教育　その２ 林　　敏浩 ※事務で登録します

9 自然と技術 気象学入門 佐々　浩司 0070403 2 20名 高知

10 自然と技術 デジタルものづくり入門 宮下　晃一 0070404 1 １０0名 鳴門教育
動画の音声を文字起こし
したテキスト資料あり

11 自然と技術 人工魚礁の開発と環境保全 末永　慶寛 0070405 1 50名 香川

12 自然と技術 海洋地球科学概論 村山　雅史 0070406 2 1０名 高知

13 イノベーション 社会科学における確率・統計入門 福井　昌則 0070801 1 1０名 徳島

14 地域科学 インターンシップ入門 森田　佐知子 007090１ 1 20名 高知
動画の音声を文字起こし
したテキスト資料(PDF)
あり

　

　

2
(各１)

各14名 香川

2
(各１)

なし

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４年度前期

※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）。
履修希望の方は「その１」をWEB上で履修登録してください。「その２」は事務で登録します。
（ただし削除する場合は「その１」「その２」両方の削除申請を行ってください）

※セットで履修

してください

※追加受付は、WEB履修登録期間に抽選

が行われた科目（履修上限を越える申込 ※教務システム（お知らせ，メッセージ）及び

cアカウントのアドレス宛に届いたメール

は必ず毎日確認してください。

※コース登録には期限があり、期限を過ぎた

場合は単位を取得できません。必ず期限

までにコース登録をおこなってください。

コース登録後、コンテンツが表示され、

受講できるようになります。

課題の期限等を厳守し、教員の指示に

従って学修してください。

STEP 2: 確認

・抽選結果を確認する

・教務システムにログインし、

申込した科目が登録されて

いるか確認する

※必ず確認してください

STEP 1: 履修登録

徳島大学で履修登録を行う
【WEB履修登録】

4/  4～4/  8 10:00

【追加受付】

4/11 ～4/13 17:00

・後日、オンラインガイダンスの

案内がcアカウントのアドレス

宛にメールで届く

・案内を熟読の上、オンライン

ガイダンスを受講、完了する

STEP 3: ガイダンス受講 STEP 4: Moodle登録

・受講する科目を開講している

大学のMoodle(eラーニング

システム)にログインし、受講

科目を各自で登録（コース登

録）する

学修開始！

※セットで履修

してください

間違いやすい！
ム ー ド ル

分からないことや確認したいことがあれば、お気軽にご相談ください。

TEL：088-656-4737（平日09:00-17:00）
E-Mail：kygakujk@tokushima-u.ac.jp

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）



令和４年３月１０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４年度前期 

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。 
   (4/４～4/８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 4月１１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 4月１４日（木）に 
教務システムの「お知らせ」に掲載します。 
 

   
 
 
      ※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４年４月１１日（月） ～ 令和４年４月１３日（水）17:00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申請しないでください。 
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。 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pMNxhjhF9keHFxah1rDK

mCCEZUURKHROshIxVENLd5dUMjJNQ0RGSFkxVk5ZQ0JZQVM2MkI1STVLNy4u 

＜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。 

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 0９:00-17:00） 

E-Mail：kygakujk@tokushima-u.ac.jp 

◆ 履修が決定した方は必ず オンラインガイダンスを受講してください 
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 

間違いやすい！ 



　　 ▶ 「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。

　　　※片方のみを合格した場合は１単位の取得となります。

　　 ▶ 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から通知された申請用フォームから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。

　　　※変更期間や削除申請方法は、教養教育科目の履修登録日程に関するお知らせを確認してください。

　　　※「その１」「その２」とある科目は，両方の削除申請をしてください。

　　 ▶ 抽選漏れになった場合，教養教育係から通知された申請用フォームの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教養教育係から通知された申請用フォームからの削除申請は

　　　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。

　　　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。

　　　なお，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。

　　　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・情報係へご連絡ください。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。

　　 ▶ 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）

　　 ▶ (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。

　　 ▶ 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？

　　 ▶ 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。

eラーニング科目(知プラe)

履修登録に関するＱ＆Ａ

その他不明な点がありましたら，教務・情報係まで気軽に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。

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09:00-17:00）

E-Mail：kygakujk@tokushima-u.ac.jp

※土日祝のメールに対しては当日返信できませんのでご了承ください。
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