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文 学 部 

履修登録方法の手引き 

 

履修登録は、便覧・時間割・シラバスを熟読し、履修計画を立てるとともに、別紙「文学部 2023年度履修登

録について」および「専攻別ガイダンス資料」を参照し、各自の履修条件に沿って行ってください。 

この手引きは、主に具体的なシステム操作方法を示すものです。手引きに沿って、正しく履修登録を行いまし

ょう。 

 

【履修登録の流れ】 

１「文学部 2023 年度履修登録について」を参照 

履修登録日程・事前登録科目を確認 

⇩ 

２ 便覧・時間割・シラバス・各種ガイダンスを参照し履修計画 

⇩ 

３ 事前登録科目の登録（登録方法は 2 種類あり、科目によって異なります） 

⇩ 

４ 履修本登録 

⇩ 

５ 履修登録内容の確認・修正 

 

【目次】 

（1） シラバス確認方法 

（2） Oh-o! Meiji System を使用した事前登録方法 

※共通認証パスワードの確認方法 

（3） WEB 履修登録システムの使用方法 

※事前登録・本登録ともシステム使用方法は同じです 

（4） 履修登録（本登録）について 

（5） 個人別時間割表確認・修正 

（6） WEB 履修に関する FAQ 

 

・・・・・・・・・・P2 

・・・・・・・・・・P4 

 

・・・・・・・・・・P7 

 

・・・・・・・・・・P14 

・・・・・・・・・・P15 

・・・・・・・・・・P16 

※WEB上でカラー版の手引きを閲覧することができます。詳細は文学部 HP を確認ください。 
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（１） シラバス確認方法 

 

１．「Oh-o! Meiji System」の「シラバス検索」を利用する方法（推奨） 

① 明治大学ＨＰのサイト内検索で、「Oh-o! Meiji」を検索。 

  または、検索サイトで「Oh-o! Meiji」を検索。 

 

② 「シラバス検索」の「授業を調べる」をクリック。 

 

 

条件を設定して検索。 

他学部シラバスも検索可能です。 
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２．明治大学の文学部 HP から確認する方法 

① 明治大学ＨＰのサイト内検索で、「文学部シラバス」を検索。 

または、検索サイトで「明治大学文学部シラバス」を検索。 

 

② シラバスを確認。 

※PC とスマートフォン、タブレット端末ではデザインが異なります。 
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（２） Oh-o! Meiji System を使用した事前登録方法 

 

① 明治大学ＨＰのサイト内検索で、「Oh-o! Meiji」を検索。または、検索サイトで「オーメイジ／Oh-o! Meiji」

と検索。 

【重要  共通認証パスワードについて】  

共通認証パスワードとは、証明書自動発行機や Oh-o! Meiji System で使用するパスワードです。パスワー

ドを忘れた、あるいは何度試してもうまくログインできない場合は、速やかに文学部事務室にて再発行の手続

きをしてください。 

新入生のパスワードは、入学手続き時に英数字で指定した情報が設定されています。2 年生以上のパスワー

ドは、前年度まで使用していたものです。 

 

② 「Oh-o! Meiji System」の「ＨＯＭＥ」（初期画面表示）左下に「アンケート」の欄があります。「Oh-o! Meiji 

System」を利用した事前登録が必要な科目について、その科目登録が必要になる可能性のある学生全て（注）

に対して送付します。履修登録が必要な学生のみクリックして事前登録を行ってください。表示タイミング

は「文学部 2023年度履修登録について」を参照してください。 

注：例えば「基礎演習（西洋史）A・B」の場合、再履修をする学生がいる可能性があるので、西洋史学専攻の全

学生（1～4 年）に送付されます。 

対象 該当科目（Oh-o! Meiji アンケートを行う科目） 

英米文学専攻 英米文学演習（2年）A・B 

演劇学専攻 基礎演習（演劇学）A・B 演劇学演習（2 年）A・B 

文芸メディア専攻 基礎演習（文芸メディア）A・B 表現創作ⅠA・B 文芸メディア演習（2年）A・B 

西洋史学専攻 基礎演習（西洋史）A・B 原書講読 A・B 史料演習（西洋史）A・B 

希望者のみ Public Speaking A・B 生涯スポーツⅠ・Ⅲ・Ⅳ 

 

 
 

既修得者にも送付されます。

未修得者のみ登録。 
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③ 表示された「アンケート」について、「文学部 2023 年度履修登録について」および「文学部シラバス」を

参照して希望を選択してください。選択が終わったら「確認画面に進む」を押します。 

 

 

 

 

ここが「可」のものは、一度回答

しても期間中は変更可能です。 

必ず確認！ 

「確認画面に進む」をクリックし、

最後に必ず「回答する」を押してく

ださい。 

忘れると登録されません。 

文 太郎 
文 花子 
明 次郎 
明 三郎 

文 太郎 

明 次郎 

文 花子 
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④ 最後にこの画面を必ず確認してください。 

 
 

⑤ 結果は、「文学部 2023年度履修登録について」に記載された日時までに、「Oh-o! Meiji System」の「個人

宛・所属事務室からのお知らせ」に送付します。 

  各自結果を確認し、ガイダンス等で指示された方法で履修登録・履修確認をしてください。 

 

 

 

 

 

この表示を必ず見てください。 

クリックして内容確認。 

添付ファイルを確認！ 
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（３） ＷＥＢ履修登録システムの使用方法 

 

１．ＷＥＢ履修登録受付開始までに確認すること 

① 学生番号と共通認証パスワード 

ＷＥＢ履修登録システムを利用するには、学生番号と共通認証パスワードが必要です。ＷＥＢ履修登録受付

開始までに、Oh-o! Meiji System にログインして、自分の共通認証パスワードが正しいか各自で事前に確認

してください。 

 

② 履修計画を立てる 

ＷＥＢ履修申請システムは、２０分間操作しないでいると自動的に切断されてしまいます。ＷＥＢ履修登録

を始める前に、選択する科目をまとめたメモ等を準備してから登録しましょう。 

 

③ インターネットが利用可能なパソコンを確認 

インターネットが利用できるパソコンであれば、どこからでもＷＥＢ上で履修登録をすることができます。

自宅等に利用可能なパソコンがない場合は、大学で利用できるパソコン（※下記）から履修登録をおこなっ

てください。 

※スマートフォン・タブレットでは登録できない場合もあるので、必ずパソコンから申し込んでください。 

 

④ 学内で利用可能なパソコンについて（利用上の注意） 

受付期間最終日は、大変混み合うことが予想されます。期限に間に合うよう余裕をもって早めに登録してく

ださい。 

多くの学生が利用できるよう、必ず事前準備として時間割表（ガイダンスで配付）等にあらかじめ履修登録

をする科目を記入した後、登録のみを行ってください。 

※学内のパソコン設置教室等の施設では、履修内容に関する質問は一切受け付けられません。 

 

キャンパス 場   所 

和  泉 
■メディア棟 メディア自習室（2 階） 

■図書館 貸出用ノート PC（図書館内無線 LAN で接続） 

駿 河 台 
■リバティタワー中央図書館 1 階・地下 1 階 

■12 号館メディア実習室（8階） 

※利用時間、端末等利用に関する詳細は、メディア自習室・実習室は各キャンパスのメディア支援事務室、図書

館は各キャンパスの図書館事務室の HP又は窓口で確認してください。 
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２. ＷＥＢ履修登録システムから履修申請 

① 明治大学ＨＰのサイト内検索で、「文学部履修登録（該当学年）」を検索。 

または、検索サイトで「明治大学文学部履修登録（該当学年）」を検索。 

 

 

 

 

② ＷＥＢ履修画面にログインする。（注意事項は必ず読むようにしてください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 注意事項が記載されたページの後「ＷＥＢ履修登録システム」が表示されます。「お知らせ」を確認後、「Login」

ボタンをクリック。 
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④ 学生番号と共通認証パスワードを入力後、「sign in」をクリック。 

※学生番号はすべて半角で入力し、パスワードは小文字と大文字に注意してください。 

 

 

 

 

 

⑤ 「履修申請ＴＯＰ」から、履修登録を行う画面へと進む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

id：学生番号 

password：共通認証パスワード 

入力後 sign in をクリック 
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⑥ 登録したい科目の開講期及び開講地区を選択します。 

 

 

⑦ 画面左下 「文」→（登録を希望する授業の）「曜日」→「時限」の順で選択してください。 

他学部の科目を選択する場合は、必ず事前に該当学部の事務室に行き、他学部履修の可否を聞くようにして

ください。 

 

 

【開講期について】 

・春学期開設科目・通年科目を登録する場合⇒ 【春学期】 を選択してください。 

・秋学期開設科目を登録する場合⇒ 【秋学期】 を選択してください。 

 

【開講キャンパスについて】 

・和泉キャンパス開設科目を登録する場合⇒ 【和泉】 を選択してください。 

・駿河台キャンパス開設科目を登録する場合⇒ 【駿河台】 を選択してください。 

・１・２年生は，基本的に和泉地区の科目のみの履修となります。 

 

（参考） 

・生田キャンパス開設科目を登録する場合⇒ 【生田】 を選択してください。 

・中野キャンパス開設科目を登録する場合⇒ 【中野】 を選択してください。 

登録する科目の曜日・時限を選択。 

「文」を選択。 

こちらはサンプル画面のため、実際の画面表示と異なる場合があります。 
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⑧ 選択した曜日時限で履修できる科目の一覧が表示されます。 

登録を希望している科目及び担当者名をよく確認し、一覧から選択してください。 

 

 

⑨ 時間割画面に選択した科目が表示されます。 

曜日、時限で繰り返し、各自の履修登録内容を確認し、最後に「申込み」ボタンを押してください。 

「申込み」ボタンを押さない場合、選択した科目がすべてキャンセルされ、登録されません。 

春学期から秋学期にシートを変更する場合、必ず申込みボタンを押してください。 

 

 

 

 

9999a フランス語ⅠA  
9999b フランス語ⅠA 
9999a ドイツ語ⅠA  
9999b ドイツ語ⅠA 

同じ名前の科目が複数表示されることもありま

す。担当者名をよく確認した上で選択。 

【重要】科目を選択後に必ず「申込み」ボタンを押す 
99999 ダミーA 

99999 ダミーA 

99999 ダミーA 

99999 ダミーA 

99999 ダミーA 

99999 ダミーA 

99999 ダミーA 

99999 ダミーA 

99999 ダミーA 

99999 ダミーA 

99999 ダミーA 

99999 ダミーA 

99999 ダミーA 

99999 ダミーA 
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⑩ 科目の取り消し方法 

科目を取り消す場合は、画面左下より、「文」→（登録を取り消したい科目の）「曜日」→「時限」の順で選

択してください。科目一覧から「取り消し」を選択し、 最後に必ず「申込み」ボタンを押してください。 

 

 

⑪ ≪重要≫登録した科目を確認する 

登録作業終了後、全ての科目が登録されているかどうかを必ず確認してください。 

画面左のメニューバーから「履修登録確認」を選択します。 

 

 

0000a モジュールのみ取り消し 
0000b モジュールのみ取り消し 
9999a フランス語ⅠA  
9999b フランス語ⅠA 
9999a ドイツ語ⅠA  
9999b ドイツ語ⅠA 

（4）【重要】科目を選択後に

必ず「申込み」ボタンを押す 

（1）「文」を選択 

（2） 取り消しをする科目

の曜日・時限を選択する 

（3） 「取り消し」を選択する 

「履修登録確認」を選択 
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【履修登録一覧表示】 

・現在登録されている科目の一覧が表示されます。希望している科目が全て登録されているかを確認してくださ

い。登録した科目が画面に表示されていない場合は、もう一度登録しなおし、再度確認してください。 

・履修上限単位に注意してください。システムではエラーチェックがかかりませんので十分に注意してください。 

・履修上限単位については、便覧及び専攻別ガイダンス資料「履修に当たっての注意」に記載されています。 

・プリンタが接続されている場合、「印刷」ボタンを押すと登録内容が印刷されます。 

・すべての確認が終わったら、「ログアウト」ボタンを押して終了してください。 

 

 

 

【補足】 

・履修登録は、期間内であれば何度でも変更できます。 

・何らかの理由で履修登録ができない場合は、画面上部にエラーメッセージが表示されます。エラーの内容に心

当たりがない場合は、文学部事務室まで申し出てください。ただし、すべてのエラーが表示されるわけではあ

りません（上限エラー等はその場ではわかりません）。最終的な履修エラーは、「個人別時間割表」で必ず確認

してください。なお、具体的なエラーメッセージは、「（６）WEB 履修に関する FAQ」を参照してください。 

・他学部開講授業を希望する場合、申し込みを行う前に、各学部が、他学部生に開講している科目等の情報を確

認してください。履修できる科目のみが、ＷＥＢ上の登録画面に表示されます。 

・学部間共通外国語科目は、初回授業時に履修者を決めるので必ず、第１回目授業に参加し、履修の可否が決定

したうえで登録してください。 

 

 

 

 

① 登録した科目が正しく登

録されているかを確認する。 

② 登録単位数の合計が履修上限を

超えていないかを確認する。 
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（４） 履修登録（本登録）について 

 

履修登録（本登録）期間では、春学期・秋学期を合わせた 1 年間の授業を登録することになります。事前登録

期間に登録した科目を含めて、便覧及びシラバスを熟読し、計画を立てて登録を行うようにしてください。 

 

≪注意事項≫ 

・専攻によって履修登録のルールが決められている科目があります。便覧及び専攻別ガイダンスで配布される学

年・学科別の「履修に当たっての注意」を熟読し、履修登録をするようにしてください。 

・履修上限単位には、十分に注意をして履修登録をしてください。上限を超えて履修登録を行った場合はエラー

となり、上限が超えた分の成績は認定されません。 

≪参考≫ 

２０１５年度以降入学者 

・１～４年次＝集中科目等を除き４８単位を上限とする（再履修も含む） 

・半期で３０単位以上の履修はできない。 

 

・春学期科目及び秋学期科目を必ず履修登録するようにしてください。通年科目の登録は春学期科目画面から行

います。 

・本登録期間および、履修修正期間以外での履修の追加・削除は一切できません。登録ミスや登録忘れには気を

付けてください。 

・学部間共通外国語科目の履修を希望する場合は、「学部間共通外国語シラバス」を参照してください。履修登録

期間後の変更は一切できないため、十分注意してください。 

・学部間共通総合講座、情報関係科目、資格課程科目等の履修登録は、上記日程と異なりますので、各自それぞ

れのシラバスで確認してください。 

・他学部履修（他学部の授業の登録）をする際は、必ず事前に履修をする学部の事務室へ、履修の可否について

確認してから履修登録してください。なお、他学部の科目は履修登録期間後の変更は一切できないため、十分

注意してください。 
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（５） 個人別時間割表確認・修正 

 

個人別時間割表とは、各自の最終的な履修登録の結果となります。WEB 履修登録システム等を使用し、授

業の登録を終えた後に、必ず個人別時間割表を確認するようにしてください。 

個人別時間割表にエラーがある場合は、成績がつかない可能性があります。各自必ず確認し、エラーがある

場合は、履修修正期間に手続きを行うようにしてください。 

 

① 個人別時間割表の見方 

明治大学ＨＰのサイト内検索で、「Oh-o! Meiji」を検索。または、検索サイトで「Oh-o! Meiji」を検索。 

「Oh-o! Meiji System」の「ポータルページ」内の「クラスウェブ」をクリック。 

個人別時間割表のＰＤＦをダウンロード、もしくは印刷してエラーの有無を確認。 

  

 

② 履修修正 

履修修正とは、個人別時間割表に表記された項目のエラー修正や、本登録期間で登録した履修を変更する場

合を指します。その場合は、履修修正期間内にて、必ず履修修正をおこなうようにしてください。履修修正

期間の日程・方法に関しては、春学期は 4月中旬、秋学期は 9月中旬までに Oh-o! Meiji 等でお知らせ予定

です。なお、修正期間以外の変更は一切認められませんので注意してください。 

 

履修エラーがあると下に「お知らせ」や

「メッセージ」が表示されます。 
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（６） WEB 履修に関する FAQ 

 

Ｑ1：パスワードを忘れてしまいました。 

Ａ1：ログインには、共通認証パスワード（Oh-o! Meiji System で利用するパスワードのこと）が必要です。忘れ

てしまった場合は速やかに文学部事務室で再発行の手続きをしてください。（新１年生は、UCARO の入学手続

情報入力画面を確認してください。登録した情報は４月中、確認することができます。）電話による再発行の問い

合わせは受付けません。 

 

Ｑ2：パスワードを何度入力してもログインできません。 

Ａ2：学生番号及びパスワードは、すべて半角（英文字は半角大文字）で入力していますか？入力仕様をよく確認

してください。 

 

Ｑ3：時間割表にのっている科目を登録しようとしたのですが、画面上に表示されません。 

Ａ3：所属学部、学年、カリキュラムによって履修できない科目は表示されません。その科目が本当に履修できる

科目なのかもう一度確認してください。履修できるはずの科目が表示されない場合は、文学部事務室まで申し出

てください。 

 

Ｑ4：登録したはずの科目が登録されていません。 

Ａ4：科目を選択後、「申込み」ボタンは押しましたか？「申込み」ボタンを押さないと科目は登録されません。

もう一度登録しなおしてください。 

 

Ｑ5：削除したはずの科目が消えていません。 

Ａ5：「0000 取り消し」を選択後、「申込み」ボタンは押しましたか？「申込み」ボタンを押さないと科目は削

除されません。もう一度手続きしなおしてください。 

 

Ｑ6：履修登録時のエラーメッセージについて、具体的には何が原因で表示されるのですか？ 

Ａ6：表示されるメッセージと原因は以下のとおりです。 

エラーメッセージ 原  因 

この授業科目は既修得科目あるいは既登録科目との

重複条件に違反しています。 

前年度までに当該科目を修得しているため。または、

今年度に当該科目をすでに履修登録しているため。 

この授業科目の前提修得科目条件を満たしていませ

ん。 

当該科目の履修前提条件を満たしていないため。 

同じ曜日に異なる開講地区への移動条件を満たして

いません。 

他地区へ移動する時間が確保されていないため。 

学部（共通教育）を選択してください。 学部のチェックボックスを選択していないため。 

上記の原因に心当たりがない場合は、一度ログアウトして再度、登録をしてみてください。  


