
IBU.net・時間割作成の基本的な紹介等

教 務 課



合格おめでとうございます

 入学までと入学直後の流れ
 年間スケジュール
 令和３年度授業実施方法
 高校との違い
 卒業するには
 成績評価
 履修登録
 時間割・履修登録サポート
 IBU.netについて

を紹介しますので、次頁以降確認しておいてください。



入学までの流れ

 ＩＢＵドリル（ｅ-ラーニング）での学習
（大学の公式HPに受講方法や操作方法を載せていますので、

必ずご覧ください。なお、3月迄には学習を終えてください。）

 CASEC（英語のクラス分けのための英語テスト）

基本的には3月にWebで受験していただくことになります。

入学に必要な書類の送付をお願いします。
（詳細は合格通知に同封）



入学直後の流れ

 入学式
令和3年4月1日（木）

 4月上旬（予定）
・オリエンテーション
・学生証配付
・ネットガイダンス
・ＰＲＯＧテスト（社会人としての基礎力を測定するテスト）

・新入生歓迎会
・健康診断
・履修（時間割）登録

 オリエンテーション等終了後、授業開始



年間スケジュール

本学は夏学期と冬学期の「2学期制」

夏学期

※スケジュールは予定です
※授業や試験日程以外にも集中講義等で登学が必要な場合があります

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月中旬

【授業期間】4月上旬～8月初旬

【学期末確認テスト】7月下旬～8月初旬（約２週間）

８月～９月中旬は
授業なし（集中講義等を除く）

※令和3年度夏学期は定期試験期間を設けず
学期末確認テストを予定しています。



年間スケジュール

冬学期

 授業は月曜日～土曜日
（学科によっては、土曜日も授業や補講がある）

※スケジュールは予定です
※授業や試験日程以外にも集中講義等で登学が必要な場合があります

９月中旬 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

【授業期間】9月中旬～1月下旬

【学期末確認テスト】1月中旬～1月下旬（約２週間）

※令和３年度冬学期は定期試験期間を設けず、

学期末確認テストを予定しています。 ２月～４月初めは
授業なし（集中講義等を除く）



令和３年度授業実施方法について

基本的には令和２年度冬学期と同様に、次の①・②の通り実施し、
対面授業を基本とします。但し、新型コロナウィルスの感染状況に
よっては、予定している授業方法を切り替える場合があります。

① 学生の登学パターン
登下校のバスや学内全体での３密を避けるため、学生を学籍番号末尾の奇数と
偶数で２グループに分け、交互に登学します。

●登学イメージ（祝日、授業曜日振替等により変則的な順序になる場合がある）

学生 月 火 水 木 金 土

通学 奇数 偶数 奇数 偶数 奇数 偶数

自宅 偶数 奇数 偶数 奇数 偶数 奇数



令和３年度授業実施方法について
② 授業方法
対面とオンラインを併用したハイブリッド型のA方式またはB方式で実施しますが、
例外的にすべて遠隔授業で行う科目（C方式）もあります。

●A方式

１４回分の対面授業をしますが、授業の際には教卓にカメラ・マイクをセットして、
登学していない方のグループが同時中継で自宅等において受講できるようにします。
第１５回目の授業は、課題の提示や動画視聴などの遠隔授業を行います。

●B方式

７回分の対面授業を２つのグループ両方に行います。教員は同じ授業を２度ずつ実
施することになります。登学しないグループには課題提示や動画視聴などの遠隔授
業を実施し、第１５回目の最後の授業は、課題の提示や動画視聴などの遠隔授業を
行います。

●C方式
例外的にすべて遠隔授業を行います。

☆A～C方式に関わらず、第１５回目には対面授業で「確認テスト」を行う場合もあ
ります。



高校との違い

 時間割は基本的には学生一人ひとり違う

→自分で作成・自分で登録
教科書代もさまざま（一斉購入ではない）

 一番早い1時間目の授業開始時間 → 9：10

 一番遅い5時間目の授業終了時間 → 18：10

 毎日同じ時間に始まるとは限らない
（しかし、１年生は忙しいはず）



卒業するには

「単位」が必要

大学 人文社会学部

教育学部
経営学部

4年間 124単位

大学 看護学部 4年間 126単位

短大 保育科
生活ナビゲーション学科

ライフデザイン専攻
2年間 62単位

短大 生活ナビゲーション学科

ライフケア専攻
2年間 94単位



卒業するには

基礎教育
科目

専門教育
科目

共通教育
科目

3つの科目群から、それぞれ定められた単位数を
満たし、卒業に必要となる単位数の修得が必要



卒業するには

学科・専攻名

基礎教育科目 共通教育科目 専門教育科目

合 計
(Ａ)＋(Ｂ)＋(Ｃ)

必 修
小 計

(Ａ)
必 修 選 択

小 計

(Ｂ)
必 修 選 択 小 計

(Ｃ)

日本学科

6 6

14 16 30 28 60 88 124

国際キャリア学科 10 22 32 44 42 86 124

社会学科 14 16 30 24 64 88 124

人間福祉学科
健康福祉専攻 14 16 30 18 70 88 124

例 人文社会学部

※各学科および入学年度によって卒業要件は異なります。



卒業するには

学科・専攻

基礎教育科目 共通教育科目 専門教育科目
合計

(Ａ)＋(Ｂ)＋(Ｃ)必修 小計
(Ａ) 必修 選択 小計

(Ｂ) 必修 選択 小計
(Ｃ)

日本学科 6 6 14 16 30 28 60 88 124

全て必修科目

（絶対に必要な科
目）

必修科目14単位を含み、
30単位の修得が必要

必修科目28単位を含み、
88単位の修得が必要

必修・選択区分は履修要覧で確認

※詳細は入学後の学科別オリエンテーション等で説明があります。



卒業するには

「単位」は学期ごとに修得

科目を登録
（履修登録）

授
業

授業の平常点、

試験やレポート
等

合格すれば

単位修得



成績評価

成績評価 点数との対応

単位修得× 単位修得○ 単位修得○

不可（不合格） 可 良

0～59点 60～69点 70～79点

単位修得○ 単位修得○ 単位修得○

優 秀 認

80～89点 90～100点 単位認定



履修登録①

 さまざまな授業が用意されている

 （時間割表 ※入学後全員に冊子を配付します。）



履修登録②

自分に必要な授業を選ぶ

（必修科目、選択科目、免許・資格に必要な科目など）

 IBU.netを使って、

授業内容をシラバスで確認する！

（授業概要や履修上の注意事項・評価方法など

大切なことが記載されています）



履修登録③

 履修登録を忘れていた……

⇒履修登録していない科目は出席していても
評価されない！（＝単位修得できない！）

 卒業や免許・資格の取得に必要な科目や
単位数を間違えていた……

⇒卒業できない！
免許・資格の取得ができない！

★上記のようなことが起こらないように
自分で登録した結果を確認しましょう。

不明点は担任教員・教務課へ



時間割・履修登録サポート①

時間割をもらってから履修登録までの期間は短い

新入生向けのさまざまなサポートを
活用してください。

http://4.bp.blogspot.com/-v-d7JYMZJn0/VvKZKMuZhzI/AAAAAAAA5FQ/p8m3U0QRZ8kI8mbkOv0uMEZrwT7F5Baiw/s800/seminor_woman.png


時間割・履修登録サポート②

オリエンテーション期間中の
時間割作成方法説明会で具体的な作成方法を知る

オリエンテーション期間中の
学科別オリエンテーションで学科の特徴別に
科目の選び方を知る

2

1



時間割・履修登録サポート③

不安な場合は、担任教員に相談、または
教務課カウンターに相談に来てください。

教務課受付時間

月曜日～金曜日 9：00～11：35、12：25～17：30



IBU.netについて

 IBU.net
（アイビーユー・ネット）システム

休講の連絡、教室変更
履修登録、時間割、

授業に関する情報etc…



IBU.net ①休講（授業の休み）・教室変更

パソコン

スマートフォン

メール

休講

教員が急病・・・ IBU.netで配信 スマホ等に通知



IBU.net ②授業の履修登録（時間割の登録）

自宅からでも登録OK

登録したあとは自分で確認！



IBU.net ③出欠管理

 出欠入力がされている授業については、
欠席回数などをチェック可能

 免許・資格関係の授業は
特に出席が厳しい



IBU.net ④授業に関する情報

 各授業に関しては、

「授業資料」「課題提出」などに授業の情報が

掲載されていることがあります。

また、授業に関してわからないことがあれば「Q＆A」で

担当教員に質問をすることができます。



IBU.net 保護者向けサービス

 「IBU.net保護者用メニュー」のサービスを提供しています

 ログインにはユーザーIDとパスワードが必要

→4月中に保護者宛に送付します

成績

授業概要時間割表

事務局から
の連絡

http://1.bp.blogspot.com/-OR8UcGn1V9Y/V5QoFn3tT-I/AAAAAAAA8m4/Bpc9UGpIV0IW5NYuzQc5EmxJgCLIghV2QCLcB/s800/smartphone_man_walk.png
http://2.bp.blogspot.com/-oIglwJHMGRM/V5QoKmF4HJI/AAAAAAAA8ng/NzB_LOWPzaYTUlps2fQpiBaq0O67hj-jgCLcB/s800/smartphone_woman_walk.png


最後に・・・

 スケジュール等は別途ご案内します。
入学前手続き →合格通知に同封
入学式 →３月中旬に郵送
入学後 →入学式で案内

 不安があれば
大学に問い合わせてください。

ご閲覧ありがとうございました。


