
大学院課程の履修および履修申告について 

 

＊ 大学院課程の履修申告は，教務Ｗｅｂシステムで行ってください。 

教務 Web システムは，東工大ポータルよりログインできます。 

⇒http://portal.titech.ac.jp/ 

※ 履修計画を立てる際にはシラバスを確認し指導教員とよく相談してください。 

※ 申告科目の本登録後，指導教員の承認を受けてください。なお，承認を得ていない場合は，申

告取り下げとなる可能性がありますのでご注意ください。 

※ 当該学期に履修申告する授業科目がない場合は，教務 Web システムで授業科目を選択せず

に本登録を行ってください。 

 

＊ 履修申告期間は，以下のとおりです。 

４月５日（木）～４月２０日（金）２３：５９ 

期間を過ぎると履修申告の追加の手続きが必要になります。 

また，履修申告期間の締切直前はアクセスが集中しますので，できる限り４月１３日（金）までに余裕

をもって本登録を完了させてください。 

 

＊ 申告の確認は，申告期間終了後に教務 Web システムで行ってください。 

 

＊ 各種履修様式は，教務 Web システムで作成し印刷してください。 

また，必要事項を記入・押印し，「表１ 履修申告追加・取消の方法および提出先，登録期間・期限

について」および「表２ その他の履修様式・申請書類について」の提出時期を厳守のうえ，教務担

当窓口（大岡山キャンパス：教務課大学院グループ【西８号館１階】 すずかけ台キャンパス：学務課

教務グループ【J１棟１階】，以下同じ）に提出してください。 

 

＊ 交流協定大学大学院の授業科目履修を希望する場合は，他大学大学院授業科目履修希望申請書を

教務担当窓口で受領してください。また，必要事項を記入・押印し，「表２ その他の履修様式・申請

書類について」の提出時期を厳守のうえ，東京工業大学の教務担当窓口に提出してください。 

なお，事前に交流協定大学大学院の履修希望の授業に出席し，担当教員に授業履修の許可を得て

ください。 

 

＊ 修了までに修得しなければならない単位数等は，各自が入学した年度・所属の「大学院学修（習）案

内及び教授要目」を参照してください。 

⇒http://www.titech.ac.jp/enrolled/life/resources/index.html 

 

＊ 平成 27 年度以前に入学した学生は，必要に応じて次の「科目の読み替え」を参照のうえ，履修計画

を立ててください。 

⇒http://www.titech.ac.jp/enrolled/life/course_conversion/index.html 

 

注） 教務 Web システムで履修申告を行う際，一時保存のままではなく，履修申告期間内に本登録まで

行わないと，全ての一時保存のデータは消去されてしまいますのでご注意ください。 



表１ 履修申告追加・取消の方法および提出先，登録期間・期限について 

事項 
開講クォーター・

形式 
登録期間・期限 様式の作成方法 

履修申告

の追加を

する場合 

１Q 

１－２Q  

１－４Q 

毎週の

講義 

4 月 23 日（月） 

～5 月 18 日（金） 
紙面 

＜Web＞ 

教務 Web システムの 

【追加申告】より登録 

（様式提出不要） 

 

＜紙面＞ 

教務 Web システムの 

【追加申告】より 

【履修様式第３号】を印刷後，

所定の教員の許可をもらい，

教務担当窓口に提出 

集中 

講義 

4 月 23 日（月） 

～当該授業科目の 

授業 終日まで 

紙面 

２Ｑ 

毎週の

講義 

4 月 23 日（月） 

～6 月 25 日（月） 
Web 

6 月 26 日（火） 

～7 月 17 日（火） 
紙面 

集中 

講義 

4 月 23 日（月） 

～6 月 25 日（月） 
Web 

6 月 26 日（火） 

～当該授業科目の 

授業 終日まで 

紙面 

履修申告

取消をす

る場合 

１Q 

１－２Q  

１－４Q 

毎週の 

講義 

4 月 23 日（月） 

～4 月 27 日（金） 
Web 

＜Web＞ 

教務 Web システムの 

【申告取消】より登録 

（様式提出不要） 

 

＜紙面＞ 

教務 Web システム 

【申告取消】より 

【履修様式第４号】を印刷後，

所定の教員の許可をもらい，

教務担当窓口に提出 

集中 

講義 

4 月 23 日（月） 

～4 月 27 日（金） 
Web 

5 月 1 日（火） 

～当該授業科目の 

授業 終日まで 

紙面 

２Ｑ 

毎週の 

講義 

4 月 23 日（月） 

～7 月 2 日（月） 
Web 

集中 

講義 

4 月 23 日（月） 

～7 月 2 日（月） 
Web 

7 月 3 日（火） 

～当該授業科目の 

授業 終日まで 

紙面 

※ 提出期限を過ぎるといっさい受け付けられませんので期日を厳守してください。  

 

  



表２ その他の履修様式・申請書類について 

事項 
提出先及び登録期間・期限 

※１ 
様式の作成方法 

履修課程・履修年次・履修

学期の変更をする場合 

履修申告期間中に教務担当窓口に

提出 

4 月 5 日（木）～4 月 20 日（金） 

教務 Web システムの【様式の申請】 

より【履修様式第２号】を印刷後， 

所定の教員の許可をもらう 

学士課程授業科目を修士課

程の修了単位として認定を

希望する場合 

【H27 年度以前入学生のみ】 

当該授業科目の授業 終日までに

教務担当窓口に提出 

教務 Web システムの【様式の申請】 

より【履修様式第７号】を印刷後， 

所定の教員の許可をもらう ※２ 

学士課程在籍時に履修した

大学院授業科目の認定を 

希望する場合 

履修申告期間中に教務担当窓口に

提出 

4 月 5 日（木）～4 月 20 日（金） 

教務 Web システムの【様式の申請】 

より【履修様式第８号】を印刷する 

※２ 

（旧）副専門の申請をする場

合 

【H27 年度以前入学生のみ】 

履修申告期間中に教務担当窓口に

提出 ※３ 

4 月 5 日（木）～4 月 20 日（金） 

教務 Web システムの【様式の申請】 

より【履修様式第１３号】を印刷後， 

所定の教員の許可をもらう 

副専門学修プログラムの 

履修を希望する場合 

履修申告期間中に教務担当窓口に

提出 

4 月 5 日（木）～4 月 20 日（金） 

教務 Web システムの【様式の申請】

より【履修様式第１４号】を印刷後，

所定の教員の許可をもらう ※４ 

特別専門学修プログラムの

履修を希望する場合 

履修申告期間中に教務担当窓口に

提出 

4 月 5 日（木）～4 月 20 日（金） 

教務 Web システムの【様式の申請】

より【履修様式第１５号】を印刷後，

所定の教員の許可をもらう ※４ 

交流協定大学大学院の 

授業科目の履修を希望する

場合 

履修申告期間中に教務担当窓口に

提出 ※５ 

4 月 5 日（木）～4 月 20 日（金） 

他大学大学院授業科目履修希望申

請書を教務担当窓口で受領し， 

必要事項を記入する 

※１ 提出期限を過ぎるといっさい受け付けられませんので期日を厳守してください。  

※２ 教務 Web システムで当該科目を登録（一時保存又は本登録）した後に様式を作成してください。 

※３ 認定に必要な単位をすべて修得した後に提出してください。 

     ただし， 終学期については単位修得予定として履修申告期間に提出してください。 

※４ H27 年度以前入学生は窓口にご相談ください。 

※５ 申請書を提出する前に必ず交流協定大学大学院の履修希望の授業に出席し，担当教員に授業

履修の許可を得てください。 

 

提出先：教務担当窓口 

大岡山キャンパス：教務課大学院グループ【西８号館１階】 

すずかけ台キャンパス：学務課教務グループ【J１棟１階】 


