2020/9/16

所属学部・学科等

学年

ご質問の種類

ご質問内容

回答

更新日

全学部

全学年

カリキュラムに関すること

現在地元に帰省しており、履修のてびきが手
元にありません。つきましては、履修のてび
きを郵送、またはオンライン上で公開してい
ただくことは可能でしょうか。

過去の履修のてびきは教育支援課HPに掲載済みです。
http://open.shonan.bunkyo.ac.jp/kyomu/?p=9812

9/14

全学部・研究科

4年

証明書発行について

成績証明書の発行を行いたい場合、どのよう
にすれば良いでしょうか。

各種証明書の発行については、以下の卒業生向けの手順と同じ手順
でお申し込みください。
https://www.bunkyo.ac.jp/gradu/certi_s2.htm

9/14

全学部・研究科

2年生以上 学生証

二年生になって学生証の期限が切れたのです
が、それは、裏シールで更新も可能でしょう
か？それとも違うのでしょうか？

お急ぎの場合は以下の手続きをお取りください。
9/14
http://open.shonan.bunkyo.ac.jp/kyomu/?p=9128

全学部・研究科

2年生以上 学生生活に関すること

学生証の裏面シールの有効期限が切れてしま
い更新したい。

全学部・研究科

全学年

manabaのログイン方法がわかりません。
b!bb'sのログイン方法とは異なるのでしょう
か？

全学部・研究科

全学年

manabaについて

オンライン授業に
関すること

オンライン授業は普段と同じ時間帯に(1限だ
としたら9:20から)開始して10:50に終了する
のでしょうか。

B!bb'sとはログイン方法が異なります。こちらをご確認ください。
https://docs.google.com/presentation/d/1cGXJFau3d9SFtu_VTMr83 9/14
nk92z9WOp4w3_mgJbRqrt8/present?slide=id.p

オンライン授業には大きく「リアルタイム型」「オンデマンド型」
の二種類があります。
質問された方が想定されているのはリアルタイム型と思われます。
その場合は、予定された曜日時限等を基本として行われると思って
いたほうがよいと思います。
ただ、授業によっては、リアルタイムで同期しないオンデマンド型
（一定の期間を設けて教材を公開し、学修と課題提出等を行う）を
設計するものもあります。現在、先生方も懸命に授業設計をしてい
るところです。
その授業が（すくなくとも初回において）どのような方式で行うか
は、授業にさきだって、各先生方からmanabaでお知らせすることを
想定しています。manabaをすぐに操作いただく必要はありません
が、マニュアルは見ておくとよいと思います。

9/14

https://sites.google.com/bunkyo.ac.jp/infocenter/ondemand_stu
dent

全学部・研究科

全学年

学費に関して

文教ではなく国の奨学金を借りようと思って
いるのですが
4年生の授業料を知りたいです。

学納金につきましては以下のページをご覧ください。
https://www.bunkyo.ac.jp/guide/campus/l_tuition.htm
「学納金(学費)」の項目から入学年度別の学納金を確認することが
できます。

9/14

全学部・研究科

全学年

履修登録に関すること

シラバスで閲覧できない科目がある

科目名称で検索する場合、アルファベットの全角／半角、「・」の
有無などでヒットしない場合がありますのでご注意ください。

9/14

情報学部

全学年

履修登録に関すること

可能です。
学部選択の授業を超過して6単位のところ8単 情報学部の場合、6単位を超えて修得した学部共通科目は、さらに6
位とっているのですが、超過した2単位の分は 単位まで、各学科の専門選択科目に充当されます。
学科選択にまわすことは可能ですか？
なお、成績表の見かけのうえでは、学部共通科目の単位数として加
算されていきます。

9/14

全学部・研究科

全学年

履修登録に関すること

履修登録をしようとしているがビブスの上の
メニューに時間割や授業・履修関連が表示さ
れずできない

履修登録は、登録期間に入った際に画面に表示されます。

9/14

全学部・研究科

全学年

履修登録に関すること

履修登録はスマホでも出来ますか？

基本的にスマートフォンでも動作するはずですが、完全な動作保証
はされませんので、可能であればPCからの登録をお勧めします。

9/14

全学部・研究科

全学年

履修登録に関すること

資料として送られてきた時間割と電子シラバ
スはどちらが正しいですか？

資料として送付した時間割冊子の情報には、変更が生じている場合
があります。最新の時間割情報は、以下より確認してください。
http://open.shonan.bunkyo.ac.jp/kyomu/?p=8796

9/14

シラバスの曜日時限も変更が生じた場合は更新しております。

経営学部

全学年

履修登録に関すること

外国語科目についての質問です。私は英語の
必修科目については既に履修済みなのです
が、残りの選択必修科目で可能であれば英語
ではない科目の講義を受けたいと考えており
経営学部の語学選択必修に関しては、必ず「応用英語A～D」で充足
ます。
させなければなりません。
応用英語A～Dではなく他の言語(例えば中国語
Ⅰやドイツ語Ⅰなど)を履修することにより、
外国語科目の卒業要件を満たすことは可能で
しょうか。

健康栄養学部

全学年

履修登録に関すること

私は健康栄養コースに所属しているのです
が、臨床栄養コースの授業で取りたいものが
あります。その場合、臨床栄養コースの授業
の単位も卒業要件単位の16単位に含まれます
か？

情報学部 情報社会学科

1年

履修登録に関すること

履修登録をするにあたって、自分がどのクラ
情報学部1年生のクラス分けは以下に掲載しました。
スに該当するのかわかりません。例えば、PF2
http://open.shonan.bunkyo.ac.jp/kyomu/?p=9006
やPE3などです。

情報学部
国際学部
経営学部

1年

履修登録に関すること

共通教育科目・Ⅳ群の科目は1年の春学期には
履修できないですか？
シラバスでは検索するとでてくるのですが、
シラバスと時間割冊子のどちらが正しいです
か？

シラバスには1年次の春学期と表記されておりますが、正しくは2年
次春学期の開講です（1年次の春学期には履修できません）。システ
ム上の都合、このような表記となってしまいますが、『履修のてび 9/14
き』『時間割冊子』が正しい内容となりますので、そちらを確認し
てください。

情報学部
国際学部
経営学部

1年

履修登録に関すること

共通教育科目でⅠ群の｢文学｣を選択したいの
ですが、2020年度時間割の冊子に｢文学｣の欄
が掲載されていません。

「文学」は今年度非開講となっています。次年度以降、開講になる
場合がありますので、時間割をご確認ください。

情報学部

1年

履修登録に関すること

英語検定の取得で単位が認定されますが、そ
の単位も卒業に必要な単位数にカウントされ
ますか？

卒業に必要な単位としてカウントされます。なお、情報社会学科の
特定資格取得による単位認定については、『履修のてびき』124ペー 9/14
ジをご確認ください。

国際学部

1年

履修登録に関すること

コンピューター演習はなくなるのでしょうか

「コンピュータ基礎演習」は秋学期に開講期が延期されました。

健康栄養学部

1年

履修登録に関すること

履修登録の件なのですが、履修登録時間割の
「クラス」の項目で、私のクラスが「1A」
「1B」「1C」のどれで「前半」「後半」の
どっちなのか分かりません。

健康栄養学部1年生のクラス分けについては以下に掲載しています。
9/14
http://open.shonan.bunkyo.ac.jp/kyomu/files/C0Nclass.pdf

他コース科目の単位は卒業要件単位に用いることはできません。
（科目により履修は可能）

9/14

9/14

9/14

9/14

9/14

2020/9/16

所属学部・学科等
情報学部
国際学部
経営学部

学年

2年

ご質問の種類

ご質問内容

回答

更新日

履修登録に関すること

2年次以降でも開講されている科目は履修可能です。
2年次の秋学期でも共通教育科目、学部共通科 なお、『履修のてびき』に記載されている開講セメスターについて
目の履修は可能でしょうか？
は、○の付いたセメスターから履修可能ということになります
（○の付いたセメスターのみ履修可能という意味ではありません）

履修のてびきの各科目表におけるセメスター欄の〇は、「当該セメ
スターから履修できる」「春（あるいは秋）学期開講予定である」
という2つの意味があります。
哲学を例に説明すると、1・2セメスターともに〇がついているの
9/14
で、「1セメスターから履修可能」「春と秋の両方で開講」というこ
とになります。春学期か秋学期か、ご自身の希望に合わせて好きな
方を履修可能です。また、通年科目ではないので、年間通して授業
を受けるということではありません。

コースコード欄には授業コードを入力してください。授業コードは
『時間割冊子』で確認してください。

情報学部
国際学部
経営学部

1年

履修登録に関すること

共通教育科目について質問です。
(履修のてびきp.19参照)
例えば哲学は第1・2セメスターに丸がついて
いるということは春も秋も授業があるという
ことで、春も秋も授業に参加して、春も秋も
試験に合格して、2単位修得したことになると
いうことでしょうか？
それとも春に授業を受けて、試験に合格した
ら2単位修得したことになるのでしょうか？

全学部・研究科

全学年

履修登録に関すること

manabaの自己登録について、コースコードと
いうのは、どこを見れば書いてあるのでしょ
うか？

履修登録に関すること

特定有資格者の履修免除に関する質問です。
履修免除には検定・資格等の合格証明書及び
特定有資格者履修免除申請書の提出が必要で
あるという旨を履修のてびきで拝見いたしま
した。
現在構内への入構禁止措置が取られています
が、今学期も履修免除を受けることは可能で
しょうか？
また可能である場合、どのように申請すれば
よいでしょうか？

9/14

9/14

特定資格による単位認定の第3回の申請期間を9/21～9/25で設定して
います。

情報学部
国際学部
経営学部

全学年

全学部・研究科

全学年

履修登録に関すること

履修登録はいつ行いますか？

秋学期の履修登録期間については以下をご覧ください。
http://open.shonan.bunkyo.ac.jp/kyomu/?p=10679

9/14

全学部・研究科

全学年

履修登録に関すること

履修計画表を記入しようとしていたのです
が、2020年度時間割とB!bb'sの時間割が異
なっていました。どちらを参考にして計画し
たら良いでしょうか？

教育支援課ホームページ内にアップされている時間割が最新のもの
となりますので、そちらをご確認ください。
http://open.shonan.bunkyo.ac.jp/kyomu/?p=8796

9/14

9/14
詳細は以下のページをご確認ください。
http://open.shonan.bunkyo.ac.jp/kyomu/?p=10612

学生生活案内と時間割冊子の内容はホームページにもアップしてい
ますので、そちらをご確認ください。
なお、時間割冊子については、教育支援課ホームページにアップさ
れている内容が最新のものとなります。

全学部・研究科

国際学部

全学年

全学年

冊子の紛失

カリキュラムに関すること

学生生活案内と2020年時間割の冊子を紛失し
てしまいました。もう1度送っていただけませ
んか。
学生生活案内
http://open.shonan.bunkyo.ac.jp/etc/stulife.pdf
時間割冊子
http://open.shonan.bunkyo.ac.jp/kyomu/?p=8796

自由認定枠がよくわかりません。

自由認定枠は科目区分ごとに必要とされる単位数を超えて修得した
単位のほか、本学の他学部等で修得した単位(他学部8単位まで)を卒
業に必要な単位として認定するものです。卒業に必要な単位数は14
単位です。

9/14

9/14

教育支援課HP Q&A
http://open.shonan.bunkyo.ac.jp/kyomu/?page_id=46#%E5%85%88%E
7%94%9F%E3%81%A8%E9%80%A3%E7%B5%A1
登録しようとしている科目が「抽選登録」の科目である可能性があ
ります。『時間割冊子』で"定員"の欄に数字が入っている科目は
「抽選登録」の科目であり、Bibbsの「抽選希望登録」からの登録と
なります。「履修登録」に科目が表示されない場合は、抽選登録の 9/14
科目ではないか確認してください。抽選登録ではない科目で「履修
登録」に表示されるはずの科目が出ない場合は、問い合わせフォー
ムにご連絡ください。

全学部・研究科

全学年

履修登録に関すること

時間割の曜日時限に授業が開かれているみた
いですが、履修登録の選択肢に表示されませ
ん。どうやって登録すればいいですか？

全学部・研究科

全学年

履修登録に関すること

履修登録できる上限を超過しないようにとの
ことですが、抽選の教科を含めて、上限を超
えないようにしなければなりませんか？

抽選登録の科目も当選すれば、履修単位に含まれますので、当選し
た際のことを踏まえて、単位数が上限を超えないように登録してく
ださい。

9/14

健康栄養学部

1年

履修登録に関すること

英語Ⅰは抽選登録を終えないと授業として登
録できませんが、抽選登録が終わるまで英語
Ⅱは登録できないのでしょうか。

健康栄養学部の「英語Ⅰ」は抽選登録科目ですので、抽選登録に当
選しないと「英語Ⅱ」は登録することができません。抽選登録の結
果を確認の上、「英語Ⅱ」の登録を行ってください。なお、「中国
語Ⅱ」「フランス語Ⅱ」「ドイツ語Ⅱ」も同様で、Ⅰが抽選登録で
当選してからの登録となります。

9/14

全学部

全学年

履修登録に関すること

履修登録をする中で抽選をしなければならな
い科目があるのですが第一回の提出は抽選科
目のコマは空いたままでよろしいのでしょう
か？

抽選登録を行った科目は当選後、その曜日・時限に科目が登録され
ますので、同じ曜日・時限に他の科目は入れず、空けておいてくだ
さい。

9/14

全学部

4年生

履修登録に関すること

4年時の履修登録で春秋設定後、春学期で単位
秋学期の開始前に履修登録期間がありますので、追加・変更は可能
を落としてしまった場合秋学期の前に追加or
です。
変更することは出来ますか？

9/14

経営学部

1年

履修登録に関すること

履修登録で、人間と経営学を履修しようとし
たのですが、この授業は履修できませんと表
示されてしまいます。

「人間と経営学」は春学期に学籍番号下一桁が奇数の学生、秋学期
に偶数の学生が履修する授業です。
なお、この科目は必修科目のため、教育支援課が履修登録期間前に
事前に登録を行っていますので、秋学期も学生各自が履修登録を行
う必要はありません。

9/14

全学部・研究科

全学年

Bibbsについて

Bibbs内のお知らせについては、開いた際、別のウインドウで開くた
bibbsにログインし、お知らせを開こうとして め、ポップアップ設定を「許可」にしていないと開くことができま
9/14
も開けません。
せん。パソコンやスマートフォンの設定にてポップアップ設定を確
認してみてください。

国際学部
経営学部

1年

履修登録に関すること
カリキュラムに関すること

必修科目のキャリア形成基礎の抽選に２回外
れてしまいました。時間割には秋学期にも開
講と書いてあるのですが、そちらで取れば大
丈夫でしょうか?

秋学期で履修していただいて結構です。また、それでも抽選に外れ
たりした場合には、2年生以降にも履修ができます。卒業するまでに 9/14
修得できれば大丈夫ですから、安心してください。

全学部・研究科

全学年

成績について

成績の見方がわかりません。

成績を確認する場合は、B!bb'sにログインし、上部メニューの「学
籍情報確認・変更」から「成績照会」をクリックしてください。

履修登録に関すること

秋学期の履修登録期間にBibbsで追加した科目は、すぐにはmanabaに
秋学期履修登録を行った際、Bibbsで登録した 反映されません。履修登録期間終了後にBibbsの登録内容がmanabaに
9/14
科目が、manabaに表示されません。
同期されますが、それまでは、manabaの自己登録で対象科目を登録
してください。

全学部・研究科

全学年

9/14

2020/9/16

所属学部・学科等

国際学部

学年

全学年

ご質問の種類

カリキュラムに関すること

ご質問内容
自由認定について、現在、他領域・他学科・
他学部では合計12単位取得しています。Bibbs
の単位修得状況でも自由認定の修得済単位が
12と書かれています。
「領域選択」で2単位多く取得しています。し
かし現在、Bibbsの単位修得状況にはこれらが
含まれておらず、自由認定は12単位として表
示されています。
多く履修した分を自由認定の単位数にするに
は、どのようにしたらよろしいでしょうか？
何か手続きのようなものが必要でしょうか？
自由認定枠は、他の選択科目の単位が溢れて
いる分もカウントされているのでしょうか？
例えば、共通教育の卒業要件単位は「22」単
位ですが、「24」単位取っている場合は「2」
単位分は自由認定枠にカウントされるという
風に考えて良いのでしょうか。

全学部・研究科

全学部・研究科

全学年

全学年

各科目区分（共通教育・言語・国際学部共通・国際理解学科共通・
国際観光学科共通・領域）の卒業要件単位数を超えて修得した単位
は、自由認定枠に充当されます。
卒業要件単位から超過している分が、「自由認定」としてカウント
することが可能です。（ビブスの成績照会画面では、あくまで修得 9/14
した科目区分の単位数が表示されます。）
自由認定は、他学部の専門教育科目も8単位まで充当可能です。教職
課程の科目は、自由認定に充当されませんのでご注意ください。
（自由認定に充当するための手続きなどはありません。）

春学期分の教科書の代金支払いは9月14日～30日、湘南校舎学生食堂
２階において対面で受取ります。学生証と代金をご用意ください。

教科書代の支払いについて

履修登録に関すること

「特定資格での申請により認定された科目の
単位は、履修登録単位数には加算されませ
ん。」と説明がありますが、ひとつの学期に その認識で間違いありません。
登録できる履修登録単位数が22単位の場合、 特定資格での申請により認定された科目の単位は履修登録の単位数
認定された科目の2単位は含まれず、履修登録 には含まれません。
では22単位まで履修可能ということでしょう
か。

9/14

種目が変更されたスポーツ・健康演習の「心
と身体のフィットネス」、「ウォーク&ジョギ
ング」、「セルフフィットネス」、「セルフ 「スポーツ・健康演習」の科目変更後の内容につきましては、
コンディショニング」の授業内容とオンライ manabaに記載していますのでご確認ください。
ンでの評価方法を教えて頂くことは可能で
しょうか。

9/14

全学年

履修登録に関すること

全学部・研究科

全学年

対面授業の前後にリアルタイム型のオンライ
オンライン授業に関すること ン授業が入った場合、学校のPC室などの場所
を使って受講することはできますか？

全学年

更新日

春学期に購入した教科書の支払い場所につい
て、現在遠方に住んでおり大学へ行くことが
困難なのですが、その場合どう支払いすれば
よろしいでしょうか？

全学部・研究科

全学部・研究科

回答

履修登録に関すること

秋学期に履修したい科目が「一部対面」と
なっているのですが、遠方に住んでいて対面
授業に参加できない場合でも履修することは
できるのでしょうか。

遠方のため、対面での支払いが難しい場合は、教科書販売を請け
負っている「株式会社文教サービス」へ直接お問合せください。
電話番号：0467-51-5848

9/14

授業の入っていないPC教室であれば使用可能です。
使用する場合は、入構を希望する当日の２日前までに以下のフォー
ムから申請してください。
9/15更新
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ3Wa2aGZJjWaZFji1y
GhjMR2F9Fe7IUXFXAmDWQ1xtU2Adg/viewform
対面で実施する授業科目についても，遠隔地に居住している、基礎
疾患を有している等の理由により対面での受講が困難な学生は、オ
ンラインでの受講が可能です。
対面授業に出席できない方は、以下のフォームから申請してくださ
い。
9/14
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_jbEMi_HwyoBtZllRR
ngGvprwxhOLtr_ja2CFU0G0ruS3SA/viewform
授業ごとに代替措置がとられますので、各教員の指示に従ってくだ
さい。

全学部・研究科

全学年

履修登録に関すること

春学期の必修科目の単位を春学期に修得でき
なかった場合、秋学期に本来受けるはずの必
修科目の講義が受けられないということもあ
るのでしょうか。

科目名にⅠ・Ⅱと入っている科目には順序性があり、Ⅰを修得後、
Ⅱを履修することが可能になります。そのため、春学期にⅠ、秋学
期にⅡを履修登録し、春学期にⅠを修得できなかった場合は、秋学
期に登録していたⅡの科目は履修することができなくなります。

9/14

健康栄養学部

3年

カリキュラムに関すること

「栄養法別対応論」の受講形式が、秋学期授
業の受講形式一覧の方に載っておらず、この
講義の受講形式を教えていただきたいです。

「栄養法別対応論」は集中講義に変更となりました。履修登録をす
る際は集中講義の科目の中から選択してください。

9/14

