
教養教育ガイダンス
―授業を受けるために必要なこと―
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教養教育ガイダンスの⽬的

授業開始︓4⽉１５⽇（⽔）

＜それまでにしなくてはならないこと＞

◎卒業までに「何が必要か」を知る
◎時間割を「⾃分で作る」
◎「履修登録」をする

＜このガイダンスで知ってほしいこと＞
①卒業への道→②時間割の作り⽅→③履修登録
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Ⅰ．卒業への道

―卒業までに「何が必要か」―
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履修基準表

・卒業までに「どの科⽬がどれだけ必要か」が分かる
・「学⽣ハンドブック」に記載されている

◎卒業要件単位数︓１２８単位
（教養５０＋専⾨７８）

◎「単位」とは︖
＝1つのセメスターまたはタームを通して授業を受け、最終的に試験、レポート
及び授業への参加態度により、「合格」と判定された場合に与えられるポイント
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年次 1年次 2年次

…学期 前期 後期 前期 後期
ターム 1ターム 2ターム 3ターム 4ターム 1ターム 2ターム 3ターム 4ターム

セメスター 1セメスター 2セメスター 3セメスター 4セメスター

ターム科目：
ターム内で週2回の授業を行う
セメスター科目：
学期を通じて週1回の授業を行う



「教養」と「専⾨」（１）

幅広い分野の知識に接することで、
視野を広げ、

多⾓的な考え⽅を⾝に付ける

◎卒業要件単位数︓１２８単位
（教養５０＋専⾨７８）

広島⼤学の教育

専⾨教育科⽬教養教育科⽬

５０単位 ７８単位

それぞれの分野における
スペシャリストとして

必要な専⾨的知識を⾝に付ける
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「教養」と「専⾨」（２）

1年次では
主に教養教育を履修

3年次

2年次

1年次

4年次
専⾨教育

教養教育

はやく
専門の勉強が

したいのに！！
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なぜ、教養教育を学ぶのか（１）

（イメージ図）
教養教育が⽬指すもの
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なぜ、教養教育を学ぶのか（２）

（イメージ図）
教養教育が⽬指すもの

専
⾨
教
育

幅広い教養教育

専
⾨
教
育

教
養
教
育
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教養教育の科⽬区分（１）

平和科⽬
・必修（＝必ず修得しなければならない科⽬）2単位
・広島⼤学の5原則の1つ「平和を希求する精神」に基づき、多様な
観点から平和について考える

・「平和を考えるレポート」の提出が必須条件になる
（平和モニュメントの⾒学 ＋ 映像作品の視聴）
＝レポートを提出しないと、単位を修得することができない

※レポート作成の準備は早めに取り掛かりましょう

詳細は「Myもみじ」で連絡しますので、必ず確認してください。
※2020年度から、レポート課題の内容が変更になりました。
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教養教育の科⽬区分（２）

⼤学教育基礎科⽬
◎教養ゼミ
・必修2単位
・少⼈数形式の授業を通じ、⾃主的な学習を体験したり、⼤学での
勉強の⽅法を学ぶ

◎⼤学教育⼊⾨
・必修2単位
・⼤学で学ぶとはどういうことかを考え、⼤学での⽬標を明確にすると
ともに、⼤学で学ぶ上で基本となる技能や態度を⾝につける

・著名⼈による講演「世界に⽻ばたく。教養の⼒」
10

本⽇のガイダンスの後半に
⼤切なお知らせがあります。



教養教育の科⽬区分（３）
「世界に⽻ばたく。教養の⼒」

「平和を希求する国際的教養⼈」として、
世界規模で起こっている様々な問題に⽬を向け、
グローバルに活躍するために⼤学で何を学んでおくべきか、
著名な先⽣⽅から熱いメッセージとエールをいただきます。
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教養教育の科⽬区分（４）

2020年度講師 ※五⼗⾳順

・五百旗頭 真（政治学者・歴史学者）
・池⾕ 裕⼆ （東京⼤学⼤学院薬学系研究科 教授）
・伊東 豊雄 （建築家）
・上⽥ 宗冏 （茶道上⽥宗箇流 家元）
・越智 光夫 （広島⼤学⻑）
・中丸 三千繪（オペラ歌⼿）
・⼆宮 清純 （スポーツジャーナリスト）
・野村 謙⼆郎（野球評論家/広島東洋カープ 元監督）
・弘兼 憲史 （漫画家）
・松井 ⼀實 （広島市⻑）
・茂⽊ 健⼀郎（脳科学者）
・モーリー・ロバートソン（国際ジャーナリスト）

「世界に⽻ばたく。教養の⼒」

受講する⽇時は学部ごと
に指定します。
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教養教育の科⽬区分（５）
共通科⽬
◎領域科⽬２８単位
・⼈⽂社会科学系科⽬群４単位以上

＋⾃然科学系科⽬群４単位以上
・知識がどのようにして⽣まれ、育ってきたのか、その根本にある考え⽅について学ぶ

◎外国語科⽬
・英語︓4単位（コミュニケーション基礎・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・演習）

・初修外国語︓4単位
（ドイツ語、フランス語、スペイン語、アラビア語、ロシア語、韓国語、中国語）

・グローバル化時代に対応するため、さまざまな外国語で情報を受信し、発信でき
るコミュニケーション能⼒を養成する
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興味・関⼼に応じて「⾃主テーマ」を設定し、
履修する授業科⽬を選択しましょう。



教養教育の科⽬区分（６）
◎情報・データサイエンス科⽬
・⾼度情報化社会の中でデータを活⽤していくための基礎的な知識・
技能を修得する

◎健康スポーツ科⽬ 2単位
・体⼒・健康づくりのための科学的理論を理解するとともに、⽣涯に
わたってスポーツを楽しむ態度・マナーや協調性などを修得する

◎社会連携科⽬
・社会の多様性を理解し、実践することを通して、社会で⽣き、活躍
するために必要な⼒を⾼める

基盤科⽬ 6単位
・専⾨分野に不可⽋な基礎知識や技術を⾝につける 14



Ⅱ．時間割の作り⽅

―時間割を「⾃分で作る」―
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モデル時間割（イメージ）
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前期（第１ターム・第２ターム）

曜日

第1ターム 第2ターム 第1ターム 第2ターム 第1ターム 第2ターム 第1ターム 第2ターム 第1ターム 第2ターム

講義コード （8ケタ数字） （8ケタ数字）

1・2 科目名 大学教育入門 スポーツ実習A(卓球）

8:45～10:15 担当教員名 ○○　○○ ○○　○○

講義室 総L201 西体育館アリーナ

講義コード （8ケタ数字） （8ケタ数字） （8ケタ数字） （8ケタ数字）

3・4 科目名 コミュ二ケーションIA コミュ二ケーションIB コミュ二ケーションIA コミュ二ケーションIB

10:30～12:00 担当教員名 ○○　○○ ○○　○○ ○○　○○ ○○　○○

講義室 総J101CALL 総K202 総J101CALL 総K301

講義コード （8ケタ数字） （8ケタ数字） （8ケタ数字） （8ケタ数字） （8ケタ数字） （8ケタ数字）

5・6 科目名 教養ゼミ 環境と平和 教育と人間 情報活用基礎 ベーシック中国語I ベーシック中国語I

12:50～14:20 担当教員名 ○○　○○ ○○　○○ ○○　○○ ○○　○○ ○○　○○ ○○　○○

講義室 教員研究室 総L102 教L205 総K108・メディアセンター本館 総K106 総J306

講義コード

7・8 科目名

14:35～16:05 担当教員名

講義室

講義コード （8ケタ数字） （8ケタ数字）

9・10 科目名 インテンシブ中国語I インテンシブ中国語I

16:20～17:50 担当教員名 ○○　○○ ○○　○○

講義室 総K307 総K307

講義コード

夜1・夜2 科目名

18:00～19:30 担当教員名

講義室

講義コード

夜3・夜4 科目名

19:40～21:10 担当教員名

講義室

講義コード

科目名

担当教員名

メモ
・集中講義

・説明会参加必須

・平和科目（2ターム月5-8時限）

・（抽選に落ちたときの）候補科目

海外フィールドスタディ 平和を考える

　時限

昼

間

授

業

時

間

帯

夜

間

授

業

時

間

帯

その他

（8ケタ数字） （8ケタ数字）

○○　○○ ○○　○○

月 火 水 木 金



時間割作成の基礎知識（１）

準備物
・教養教育科⽬授業時間割
・学⽣ハンドブック … 履修基準表

履修区分
・必修→必ず修得しなければならない

・選択必修→決められた科⽬群の中から、所定の単位数を修得
しなければならない

・⾃由選択→卒業に必要かどうかは学部・学科等で異なる
17



時間割作成の基礎知識（２）
指定授業時間割表
・「必修」「選択必修」の科⽬には、学部・学科等によって受講する 曜⽇・時限
があらかじめ指定されているものがある
・「教養教育科⽬授業時間割」14〜31ページで確認すること

シラバス
・授業の情報（⽬的・内容）や成績評価の⽅法が記されている
・「Myもみじ」から閲覧できる

使⽤⾔語
・授業で使⽤する主な⾔語がシラバスに記されている
（J︓⽇本語，E︓英語，B︓⽇本語・英語，O︓その他）
※「J︓⽇本語」，「B︓⽇本語・英語」の科⽬は，⽇本語が全くわからない学⽣

にとっては単位修得が難しい可能性がある。ただし，詳細については，授業担
当教員に確認すること。 18



履修上の注意事項（１）

・履修基準表で「必要な科⽬」を確認する→優先順位を決める
・注意事項を必ず確認すること︕
・開講時期（ターム）に注意すること︕

科⽬ 注意事項

①教養ゼミ
予めMyもみじに登録されている。
４⽉７⽇（⽕）のチューター別ガイダンスで担当教員
（チューター）の紹介がある。

②⼤学教育⼊⾨ 予めMyもみじに登録されている。

③外国語科⽬
（英語）

⼊学⼿続き時に回答した「外国語の履修に関する調
査」に基づきクラス分けが⾏われ、予めMyもみじに登録
されている。

※初修外国語で履修する⾔語の変更は不可。
④外国語科⽬
（初修外国語）
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履修上の注意事項（２）
科⽬ 注意事項

⑤平和科⽬
学部指定の開講曜⽇・時限（総合科学部は第２ター
ム⽉曜5-8時限）を確認し、履修したい科⽬の履修登
録を⾏う。（シラバスを確認すること）

⑥情報・データ
サイエンス科⽬

⾃由選択の科⽬のため，履修するかどうかは⾃分で判
断する。また，履修する場合「情報活⽤基礎」を受講
すること。（詳細は，履修基準表第４参照）

⑦領域科⽬ 領域科⽬については，各領域から⽂系科⽬，理系科
⽬を問わずバランスよく履修することが望ましい。

⑧健康スポーツ科⽬
講義科⽬（健康スポーツ科⽬）、実習科⽬（スポーツ
実習）、講義と実習を組み合わせた科⽬（スポーツ演
習）が開講されている。（第1回の集合場所は掲⽰を
確認すること）

⑨社会連携科⽬ 総合科学部の履修基準表を確認し、必要・関⼼に応
じて履修すること。
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履修上の注意事項（３）
科⽬ 注意事項

⑩基盤科⽬

・「基盤科⽬」のうち実験科⽬については，総合科学部では，教員免
許取得等の関係から「基盤科⽬」ではなく「専⾨教育科⽬」の「○○
基礎実験法・同実験」で履修するように指導している。
・理科系受験者は以下の点を注意すること
(1)「微分積分通論」は⾼等学校で数学Ⅲに相当する科⽬を修得し
ていない者のみ選択できる。
(2)「初修化学」は⾼等学校で化学（化学基礎を含まない）に相当
する科⽬を履修していない者のみ選択できる。
※⾼等学校でこれらの科⽬を履修している者は，これらの基盤科⽬を
修得しても卒業要件単位には含まれない。
・⼀般に理科系科⽬は積上げ型なので履修する順番に注意すること。
○○Ⅰ，○○Ⅱの場合は必ずローマ数字の順番で履修。
○○Ａ，○○Ｂの場合は，原則どちらから始めてもよい。

⑪専⾨教育科⽬
必修科⽬の専⾨教育科⽬「総合科学へのいざない」
（第2ターム︓⽕9-10時限,⽊9-10時限）、「総合科
学概論」（第4ターム︓⽕9-10時限,⽊9-10時限）
は，予めMyもみじに登録される。

21
※総合科学部⽣向けの基盤科⽬・領域科⽬理系授業については，専⾨教育ガイ
ダンスで説明します。



履修登録の上限単位数

◎履修登録できる単位数には上限がある
（２６単位／学期）

◎成績評価
［秀］90点以上
［優］80〜89点
［良］70〜79点
［可］60〜69点
［不可］60点未満 →不合格（単位が与えられない）

合格（単位が与えられる）

→GPA（Grade Point Average︓平均評価点）に影響
22



Ⅲ．履修登録の⽅法

―履修登録は「もみじ」から―
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「もみじ」の基礎知識（１）

もみじ…広島⼤学の学⽣情報システム
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「もみじ」の基礎知識（２）

①学⽣情報の森 もみじ（もみじTop）

②Myもみじ

もみじ…広島⼤学の学⽣情報システム

履修登録は「Myもみじ」から⾏います。

25

ここから「Myもみじ」へログインします。



履修登録画⾯
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履修登録の⼿順（１）

a. あらかじめ登録されている科⽬

・外国語科⽬など

・「削除」ボタンが表⽰されない（学⽣変更不可）
※「削除」ボタンが表⽰されている科⽬は、履修するかどうか選択できる

・登録されたクラスに必ず出席すること

27



履修登録の⼿順（２）

b. 指定されている科⽬

・基盤科⽬（特に実験科⽬、演習科⽬）など

・指定クラス…受講するクラスが個別に指定されている

・履修登録は各⾃で⾏うこと
※「〇〇実験法・同実験」

→Myもみじでの履修登録はできない（第1回の授業に出席すること）
28

必ず確認してください︕



履修登録の⼿順（３）

c. 履修登録・削除の⽅法

登録する場合にクリック

削除する場合にクリック
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履修登録の注意事項

◎履修登録期間
履修を希望する第1・２ターム科⽬および集中科⽬の登録を⾏う

◎抽選⽇
受講者が定員を超えた科⽬について、抽選が⾏われる
（抽選の結果、履修ができなくなった場合は履修登録から削除される）

◎確認・修正期間
履修科⽬の追加・修正ができる（抽選が⾏われた科⽬を除く）
第2タームの科⽬は、6⽉9⽇（⽕）〜15⽇（⽉）の間（※）にも修正が可能
（※）第2タームの科⽬の確認・修正期間は、変更になる可能性があります。

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

確定9日（木）午後11時59分まで
（授業は8日（水）から開始）

履修登録期間

抽選日

確認・修正期間

12日（日）午前0時から
14日（火）午後11時59分まで

30

教養教育科⽬の履修登録・削除はできません。



Ⅳ．授業を受ける

―授業を受けるのも「⾃⼰管理」―

31



授業スケジュール
◎学年暦…もみじTop、授業時間割に掲載

◎授業期間（前期）
第1ターム︓4⽉15⽇（⽔）〜6⽉15⽇（⽉）
第2ターム︓6⽉16⽇（⽕）〜8⽉13⽇（⽊）
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授業を⽋席した場合

⽋席届
・授業を2週間以上⽋席した場合に提出できる

・所属学部の学⽣⽀援担当へ提出

・その期間に⽋席した理由を証明する書類（診断書など）が必要

※⽋席届の内容に基づき、授業担当教員へ、⽋席した旨の通知
が⾏われますが、必ずしも⽋席に対する配慮が⾏われるものでは
ありませんので、注意してください。

※⽋席期間が2週間未満の場合は、各⾃で授業担当教員へ申し
出てください。
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期末試験

◎試験期間（前期）
第1ターム︓6⽉2⽇（⽕）〜6⽉8⽇（⽉）（※）

第2ターム︓8⽉7⽇（⾦）〜8⽉13⽇（⽊）
（※）科⽬によっては、第1ターム予備⽇（6⽉9⽇（⽕）〜6⽉15⽇（⽉））に、期末

試験が実施される場合があります。

◎追試験受験願
・病気などのやむを得ない理由で試験を受験できなかった場合
・試験実施後1週間以内に、所属学部の学⽣⽀援担当へ提出
・その⽇に⽋席した理由を証明する書類（診断書など）が必要

不正⾏為は禁⽌
当該学期の全教養教育科⽬（教養ゼミを除く）の成績を「不可」とする
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成績発表

◎成績評価の⽅法…試験、レポートなど

◎成績発表
・毎学期末に発表される
（第1・2ターム→9⽉、第3・4ターム→3⽉）

・「Myもみじ」で成績を確認する

◎成績評価に対する異議申⽴制度
⽅法①︓授業担当教員に問い合わせる
⽅法②︓「異議申⽴書」を提出する
※理由・根拠が不⼗分な申⽴てには対応できません。
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Ⅴ．その他

―知っておいてほしいこと―
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⼤学教育⼊⾨

学部単位で実施（複数の学部をまとめて実施する場合もある）

＜注意事項＞
◎シラバスで授業内容を確認すること
◎ノートパソコンを準備しておくこと
◎第1〜14章は、Bb9上で授業動画を視聴すること

※講義室での対⾯形式の授業は実施しません
※授業動画は、5⽉上旬頃アップロード予定

◎第1〜14章は、授業動画を視聴後、確認テストを必ず受
験し、合格点を満たすこと

◎第15章「世界に⽻ばたく。教養の⼒」のみ、講義室で授業
を実施
※授業⽇時及び講義室については、Bb9のスケジュールを確認すること
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単位認定

◎外国語技能検定試験による単位認定
・英検・TOEIC®・TOEFL®など
・⼊学前に取得したスコアに基づく申請は6⽉30⽇まで

◎外国の⼤学で履修した科⽬の単位認定

◎放送⼤学との単位互換（学部により取扱いが異なる）

◎既修得単位認定（他⼤学で修得した単位がある場合）

所属学部の学⽣⽀援担当へ問い合わせてください。
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TOEIC® L&R IPテスト

全学⼀⻫に実施︓全員に2回の受験機会がある
①1年次5⽉…実施延期

※⽇程が決まり次第，もみじにてお知らせします。

②3年次以降・・・総合科学部は3年次１１⽉に実施。

・⼊学時と卒業時の英語学⼒を測定する
・英語科⽬のクラス分けに利⽤する
・就職試験等でスコアの提出を求められる場合がある
・所定のスコアを取れば、単位認定に利⽤できる

※⼤学が準備する「指定枠」は以上の2回ですが、これ以外にも「希望枠」で
受験できる場合があります。また、⽣協などが実施する「TOEIC®公開テスト」
もありますので、積極的に受験してください。
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学習⽀援室

⼤学院⽣が教えてくれます︕
◎科⽬︓英語・化学・数学・物理（曜⽇によって異なる）

◎時間︓授業実施⽇の16:30〜18:30
◎場所︓総合科学部 J棟301講義室
※「直接相談しにくい…」という場合は、各教科（英語・数学・物理・化学・⽣物
・地学・情報）の担当教員へメールで相談することもできます。

勉強の仕方が分からない！

授業の内容についていけない…

40



教養教育を学ぶ場所（１）
＜東広島キャンパス＞主に総合科学部K棟・L棟

K棟正⾯⼊⼝
掲⽰板はここにあります︕ L棟⼊⼝
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教養教育を学ぶ場所（２）
総合科学部K棟・L棟

【教養教育 履修相談窓⼝】
総合科学部事務棟1階
教育推進グループ（教養教育担当）
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新型コロナウイルス感染症への対応

本学の対応
◎学年暦（授業スケジュール）の調整
◎授業内容・実施⽅法の⾒直し
◎授業・期末試験を⽋席した学⽣に

対する追試験等の代替措置 他
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みなさんにお願いしたいこと
◎⽇々の体調管理に努め、咳エチケットや⼿洗いなどの

基本的な感染症対策を励⾏
◎補講・休講等の通知を⾒落とさないよう注意
◎「もみじ」を⽇々確認し、常に最新の情報を収集

科⽬によって、休講・補
講が実施される場合や
講義室が変更となる場
合、授業の実施⽅法が
シラバスの内容と異なる
場合があります



おわりに―⼤切な情報は「もみじ」から―

①学⽣情報の森 もみじ（もみじTop）
・イベント・サークル情報
・緊急連絡、各種お知らせ

②Myもみじ
・履修登録・参照
・シラバス参照
・成績確認
・休講・補講・教室変更情報
・掲⽰（授業掲⽰、個⼈掲⽰など）

もみじ…広島⼤学の学⽣情報システム

1⽇複数回
「もみじ」を確認すること︕
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教養教育ガイダンス
終了
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