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学務情報システムマニュアル 
１．はじめに 

履修登録手続は，パソコンやスマートフォン等を利用して行います。ＷＥＢブラウザから学務情報システムに接続し，時間

割コードを入力することによって履修する科目を登録します。 

 
２．履修計画の決定 

履修登録の前に，履修案内，WEB シラバス，時間割表及び各種掲示（受講調整が行われる場合があるので必ず確認すること）

を熟読し，履修する授業科目を決めてください。そして，履修する授業科目の「時間割コード」を時間割表から確認し，控えて

おいてください。 
 

［履修登録を行うにあたっての注意事項］ 
＜履修登録期間の注意＞ 

一度履修申請を行って履修登録を終了しても，履修登録期間内であれば何度でも変更することができます。 

ただし，必ず期間内に登録を完了してください。 
 

＜学務情報システム使用上の注意＞ 

・ユーザＩＤについて  

情報基盤センターが発行する YNU ログイン ID を入力してください。 

学部生 「b+学籍番号」（合計 8 桁） 例：b2312345 

大学院生「d+学籍番号」（合計 8 桁，アルファベットは小文字）例：d23gc123 
 

・ログインパスワードについて  

 YNU ログイン ID のログインパスワードは，以下のどちらかの方法で取得してください。 

※初期パスワードでログインすることができるのは，「YNU アカウント管理システム」だけです。 
 

①  YNU アカウント管理システム：（https://pw.ynu.ac.jp/）にアクセスして，【初期パスワード（入学後に配布され

る「情報基盤センタークイックガイド」をご確認ください）】を使ってログインし任意のパスワードに変更する。 

② パスワード発行機：学内に設置されている「パスワード発行機（次頁参照）」にて「学生証」を使って,ランダムパス

ワードを発行する。（取得したパスワードで①の YNU アカウント管理システムにログインして任

意のパスワードに変更できます。） 
 

パスワードが分からなくなってしまった場合や忘れてしまった場合は，上記②の方法で再発行手続きをしてください。 

 

・入力時間について  

履修申請操作中に，何もしないまま１０分以上経過すると入力できなくなります。その場合は再度ログインしてくだ

さい。（科目名が表示されないうちに１０分間経過すると，何も保存されていませんので注意してください） 
 

・ブラウザ設定について  

ＷＥＢブラウザで「cookie を無効」に設定していると学務情報システムにログインできません。その場合は cookie を

有効にしてから再度ログインしてください。 
 

・受講調整について  

全学教育科目（教養教育科目）において，受講調整が行われた場合は，必ず受講調整結果を確認してください。 

受講調整を行った科目は，受講許可者以外は履修することができません。 

（受講調整の前に履修登録を行っていても，受講調整により受講許可者から漏れた場合は，その科目は履修登録エラー

に変わりますので注意してください。この場合，履修確認・訂正期間中に訂正またはキャンセルを行ってください。） 
 

 ＜履修に関してその他の注意＞ 

履修登録に関して不明な点（学務情報システム利用にあたっての注意事項[利用可能時間・場所等]・科目の取り方・

登録中に出てきたエラーメッセージについて等）がある場合は，所属する学部・大学院の窓口にお問合せください。 

（問合せを行う際は，エラーメッセージの内容などを必ず控えておいてください。） 
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３．学務情報システムへのログイン 
１）Matrix 認証接続サービスにアクセスする 

学務情報システム利用時は，まず Matrix 認証接続サービス（URL：

https://matrixauthsv.ynu.ac.jp/ ）にアクセスしてください。図１の QR

コードからもアクセスできます。 

開いた画面（図２）に YNU ログイン ID の「ユーザ ID」と「パスワー

ド」を入力して下さい。 

ログインに成功すると Matrix 認証の画面が表示されますので Matrix

パスワードを入力してください（初回のみ，Matrix パスワードの変更画

面が表示されます）。 

Matrix 認証の初期パスワードは YNU アカウント管理システム（URL: 

https://pw.ynu.ac.jp/ ※図 3 の QR コードからもアクセスできます）へ

YNU ログインの「ユーザ ID」と「パスワード」でログインすると「Matrix

初期パスワード」欄から確認できます。 

パスワードを入力すると画面（図４）が出ますので「学務情報システム」

をクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）学務情報システムにログインする 
学務情報システムログイン画面（図５）が表示されましたら， 

YNU ログイン ID とパスワードを入力してログインしてください。 

 

 

 

 

 

 

３）ログイン内容を確認する 
ログインに成功するとメニュー（図６）が表示されますので， 

画面左上の「氏名」が正しいか確認してください。 

  

 

 

 

４）エラーが発生する場合 
メニュー（図６）の「履修・成績情報」をクリックして， 

「履修登録」をクリックすると履修登録画面へと進みます。 

その際に，図７のエラーが発生する場合は，Matrix 認証が 

上手くできていない可能性がありますので，前頁を参照して 

アクセスしなおしてください。 

図６ メニュー画面 

図５ 学務情報システムログイン画面 

※学内パソコンおよび学務情報システムを使うための 

YNU ログイン ID および Matrix パスワードを忘れてしまったら 
 

情報基盤センター２階事務室前，中央図書館２階ＰＣプラザ， 
学生センター1 階にある「パスワード発行機」でパスワードの 
再発行手続きを行ってください。【 学生証が必要です 】  
 

・情報基盤センター取扱時間 ８：３０－１７：００（平日） 

・PC プラザ取扱時間     中央図書館の開館時間内 

・学生センター取扱時間   ８：３０－１７：００（平日） 
 

（参考）情報基盤センターホームページ 

パスワードや多要素認証設定の更新とリセット手続きについて 

https://www.itsc.ynu.ac.jp/class/itsc_pw.html 

図４ Matrix 認証ログイン後画面 

図１ Matrix 認証接続サービス 

図２ Matrix 認証ログイン後画面 

図７ エラー画面 

図３ YNU アカウント管理システム 
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４．メールアドレス・住所を登録する（履修登録時） 
   履修登録を行うにはメールアドレスと住所を登録する必要があります。 

登録されたメールアドレスは横浜国立大学安否確認システムに登録され， 

災害時には大学から登録されたメールアドレス宛に安否確認の連絡が 

ありますので携帯電話など連絡の取りやすいアドレスを登録して下さい。 

住所について変更がある場合は最新の住所を入力して下さい。 

 

 

 

 

５．学生プロファイルを入力する（履修登録時） 
履修登録を行う前に学生プロファイルへの入力が必須となります。 

なお，入力には時間がかかります（１時間前後）のでご注意ください。 

詳細は学務情報システムログインページのリンク「学生プロファイル 

について」をご確認ください。 

 

６．履修登録を行う 
 １）履修する科目の入力・確認を行う 

①「履修･成績情報」の「履修登録」をクリックします。（図５） 

  ※履修登録期間以外は利用できません。 

②「履修科目申請」をクリックすると時間割コードを入力する画面が

表示されます（図９）ので，時間割コード欄に履修する科目の時間

割コードを入力してください。 

③すべての時間割コードを入力し終わったら，画面下部の「編集結果

を保存」（図９の下から２つ目のボタン）をクリックしてください。 

④入力した時間割コードに対応した授業科目名，担当教員名，曜日，

時間が表示されます。（図１０） 

※科目名をクリックするとシラバスが表示されます。科目選択時の 

参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

⑤履修登録する科目がすべて表示されたら，「確認画面へ」 

（図９の一番下のボタン）をクリックしてください。 

 

⑥履修登録する科目が時間割表形式で表示されます。（図１１） 

   再履修科目は時間割コードの隣に「再履修」と表示されます。 

（例：図１１の火曜４限の科目） 

なお，エラーがある場合は，エラー科目と理由が表示されますので，

「編集画面へ戻る」をクリックし，訂正を行ってください（図１２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

正しく表示されない科目は時間割コードが誤っている可能性

がありますので，確認の上，訂正（削除の場合は「削除」欄に

チェックを入れる・追加の場合は空いている「時間割コード」

欄に追加する科目の時間割コードを入力する）を行ってくだ

さい。その上で再度「編集結果を保存」をクリックして，画面

で再度確認してください。 

図８ メールアドレス・住所登録画面 

図９ 時間割コード入力画面 

図１０ 科目の追加・削除設定画面 

図１１ 履修登録確認画面 

図１２ エラーメッセージ（履修登録確認画面） 
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 ２）履修登録エラーの訂正 
図１２，１３に表示されているエラー理由をクリックすると，

エラーの説明と対処方法が表示されます。画面の指示に従って，

訂正を行ってください。 

 

※エラー科目がなくなるまで上記の作業を繰り返してください。 

 

 

 

 ３）履修登録の確認を行う 

「確認画面へ」を押した後に表示される履修登録確認画面（図１４）にて，

正しく履修登録されているか確認してください。 

※科目名をクリックするとシラバスが表示されます。科目選択時の参考に

してください。 

※大学院生は時間割表ではなくリスト形式で表示されます 

確認が終わりましたら，一番下の「確認」をクリックしてください。 

（「確認」ボタンは，エラー科目があると表示されません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．再履修について 
１）再履修対象科目 

 学務情報システムでは，再履修対象科目（過去に「不可」）が

ある場合は，履修科目申請画面の上段にその科目名が一覧表示

されます（図１５）。時間割コードと科目名が表示されますので

履修登録の参考にしてください。 

なお，「再履修制度について」をクリックすると，詳しい説明

が表示されますのでご一読ください。 

 
２）再履修申告手続を行う 【必要な人のみ】 

再履修申告を行う必要がある科目を履修登録した場合は，履

修登録確認画面に，再履修確認を促すメッセージが表示されま

す（図１６）。右上のボタンをクリックし，再履修確認画面（図

１７）を開いてください。 

ここでは，今回再履修する科目の一覧が表示されます。内容を

確認し，再履修対象科目を選択できる場合は，新規または再履修

対象科目を選択してください。選択しない場合は新規履修とし

て扱われます。 

設定が終わりましたら，「選択結果を保存」をクリックしてく

ださい。内容が正しければ，一番下の「確認画面へ」をクリック

してください。履修確認画面に戻ります。この画面で，自分が再

履修したい科目に「再履修」と表示されていることを確認してく

ださい。 

 

※注意※ 

この内容は最終的な履修登録結果ではありません。必ず履修確認・訂正期間に「履修時間割表」を確認してください。

この「履修時間割表」で許可された科目以外は，出席等に関わらず単位認定されません。 
☆「確認」ボタンを押さずにブラウザを終了すると履修登録内容が正しく登録されない場合があります。 
必ずエラーをなくし，「確認」ボタンを押してください。 

☆やむを得ず途中で終了する時は，「履修登録を中断してログアウトする」をクリックしてログアウトしてください。

ただし，この場合は，必ず期間中に再ログインし，履修登録を完了してください。 

図１４ 履修登録確認画面 

図１３ エラーメッセージ（科目の追加・削除設定画面） 

図１６ 再履修確認画面ボタン出力画面 

図１５ 再履修対象科目一覧画面 

図１７ 再履修確認画面 
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３）再履修注意 
 再履修を申告できるにも関わらず申告せずに履修申請を終えた

場合は，再履修申告手続が残っている旨注意を呼びかける画面が

表示されます（図１８）。「再履修確認を行う」をクリックし，必

要に応じて手続を行ってください。 

 

 

 

８．ログアウト 
学務情報システムを終了する時は，必ず確認をして，「ログアウト」を

クリックしてください（図１９）。 

ログアウトをしないと，第三者に履修登録の内容を変更されてしまう

恐れがあります。 

 
 
 
 
 
 
 
９．履修登録の確認・訂正 
 必ず履修登録確認・訂正期間中に各自で学務情報システムの履修時間割表を確認してください。履修登録時にエラーが出て

いなくても，受講調整等により後からエラーが発生することがありますのでご注意ください。 

また，エラーがあると履修登録キャンセル期間中に操作ができなくなりますので，必ず期間内に確認を行ってください。 

 

 

 

 

１０．履修登録のキャンセル 
履修登録のキャンセルは，履修登録キャンセル期間内に学務情報システムから行ってください。ただし，履修登録エラーが

ある場合はＷＥＢ操作ができませんので，所属学部の窓口に申し出てください。 

 

①履修登録キャンセル期間中には，履修キャンセル申請の項目に「申請画面へ移動」というボタンが表示されます（図２０）。

クリックすると履修中の科目が一覧表示されます。（図２１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②履修をキャンセルする科目について，キャンセル欄にチェック（レ）を入れ，「編集結果を保存」をクリックしてください。

状態欄に「キャンセル」と表示されます。もし，誤って操作した場合はチェックをはずしてください。元の「履修中」に戻り

ます。キャンセル手続が終わったら「確認画面へ」をクリックしてください。その後の操作は，履修登録と同じです。 

一度キャンセルが確定すると元に戻すことはできませんので操作は慎重に行ってください。 

 

  

図２１ 履修登録キャンセル画面 

図１９ ログアウト画面 

図１８ 再履修注意画面 

図２０ 履修登録キャンセル申請 
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１１．ＷＥＢシラバス検索 
①学務情報システムトップページの「シラバス検索」をクリックします。 

シラバス検索画面が表示されますので，条件を入力し，「検索」ボタンを 

クリックします。（図２２） 

 

②科目一覧が表示されますので，参照する科目の「日」または「英」を 

クリックします。（図２３） 

日本語版シラバスは「日」，英語版シラバスは「英」から参照できます。 

 

③表示されたシラバスは，「印刷用ページ」をクリックして印刷することが 

できます。（図２４） 

 

※一般公開用のシラバスでは一部の項目が非表示となっていますので 

  必ず学務情報システム経由で確認するようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２．学生基本情報の確認 
①学務情報システムトップページの「学生基本情報」をクリックします。 

個人情報を含むページである旨の注意メッセージが表示されますので， 

問題がなければ「表示」ボタンをクリックして進みます。（図２５） 

 

②学生基本情報画面には登録されている住所や電話番号などが表示されます。 

登録情報に変更がある場合は，YNU メールから教育企画課教育情報係 

宛に変更内容をお知らせください。（図２６） 

 

③地震や台風などの天災等で，大学から緊急連絡を行う際の緊急連絡先 

アドレスを登録・修正することができます。 

「学生携帯アドレス」欄の『編集』ボタンを押して入力してください。 

また，その他の緊急時に大学から保護者の方へ連絡がとれるよう， 

「保護者アドレス」も登録することができます（登録は任意）。 

 

 

１３．最後に 
 以上が学務情報システムによる履修登録，シラバス検索及び学生基本情報の確認に関する操作説明です。他にも，成績の閲覧，

学生ポートフォリオ編集閲覧，学生情報システム（休講，教室変更，時間割変更，学生呼出等）閲覧等を行うことができます。 

  

図２２ シラバス検索画面 

図２３ シラバス科目一覧表示画面 図２４ シラバス表示画面 

図２５ 注意メッセージ 

図２６ 学生基本情報画面 


