
＜全体注意事項＞

1. 学業成績簿は、年次別に（1）のとおり配付します。配付場所・時間の詳細は、年次別の

表で確認してください。

ゼミ未配属者はこれとは別に配付しますので、（2）を参照してください。

（1）学業成績簿配付先

・1年次：今年度所属している基礎ゼミ教員から配付

・2年次：2018年度に所属する3年次ゼミ（「研究基礎演習」）教員から配付

・3年次：今年度所属している3年次ゼミ（「研究基礎演習」）教員から配付

・4年次：今年度所属している卒業研究ゼミ教員から配付

（2）ゼミ未配属者の学業成績簿配付

15：00から廣田研究室で配付します。対象は次のとおりです。

・2年次：2017年度の3年次ゼミ（「研究基礎演習」）未配属者

・3年次：今年度3年次ゼミ（「研究基礎演習」）未配属者

・4年次：今年度卒業研究ゼミ未配属者

　　　　  ただし、過年度に卒業研究を合格している4年次生は、最後に所属したゼミ

         　     教員から配付しますので、4年次の配付場所・時間を参照してください。

（3）3・4年次生のゼミ再配属について

15：30から廣田研究室で説明会を実施します。対象は次のとおりです。

・今年度の科目「卒業研究」を不合格となった者

・今年度の科目「研究基礎演習」を不合格となった者

   可能となった者

【重要】

【重要】【重要】

【重要】

1

11

1. 2018年度の配属ゼミがない学生に対する履修や成績などの相談は、引き続き最後に配属

されたゼミ教員が行います。

2.
各年次とも、配付時間を厳守してください。

3.
成績配付時間に遅れて取りに来たなどで教員不在の際は、8階事務室に来室してください。

学業成績簿を預かっている場合があります。

4.
「成績確認願」「資格による単位認定」にかかる掲示もあわせて確認してください。

2017年度　知的財産学部  後期・後期後半学業成績発表

＜発表日：２０１８年３月２日（金）＞

・今年度の単位取得状況により、2018年度から科目「卒業研究」に着手することが



1.
学業成績簿は、所属のゼミ教員から配付します。

2. 3・4年次には、個別の注意事項がありますので、必ず確認してください。

3.
各学年とも、配付時間を厳守してください。

4.
成績配付時間に遅れて取りに来たなどで教員不在の際は、8階事務室に来室

してください。学業成績簿を預かっている場合があります。

5.

6.
データ更新のため、2月9日（金）から3月4日（日）9：00までの間はポータルサイトの

成績照会画面を参照できません。

時　　間 場　　所 担当教員

12:30～ 岩本教授室（１号館１０階） 岩本ゼミ

12:30～ 大学院セミナー室１（１号館９階） 岡田ゼミ

12:30～ 大学院セミナー室２（１号館９階） 西井ゼミ

12:30～ 大学院セミナー室３（１号館９階） 廣田ゼミ

12:30～ １５２セミナー室（１号館５階） 水野ゼミ

12:30～ 山田教授室（１号館９階） 山田ゼミ

12:30～ 五丁准教授室（１号館１０階） 五丁ゼミ

12:30～ 杉山准教授室（１号館１０階） 杉山ゼミ

12:30～ 三浦准教授室（１号館１０階） 三浦ゼミ

12:30～ 神谷講師室（１号館１０階） 神谷ゼミ

12:30～ 関堂講師室（１号館１０階） 関堂ゼミ

２０１７年度　後期・後期後半　学業成績発表２０１７年度　後期・後期後半　学業成績発表２０１７年度　後期・後期後半　学業成績発表２０１７年度　後期・後期後半　学業成績発表

発表日：　２０１８年３月２日（金）発表日：　２０１８年３月２日（金）発表日：　２０１８年３月２日（金）発表日：　２０１８年３月２日（金）

配付場所・時間は、以下の学年別の表で確認してください。

「成績確認願」「資格による単位認定」にかかる掲示もあわせて確認してください。

知的財産学科《１年次》知的財産学科《１年次》知的財産学科《１年次》知的財産学科《１年次》



時　　間 場　　所 担当教員

11:30～ 井村教授室（１号館１０階） 井村ゼミ

11:30～ 岩本教授室（１号館１０階） 岩本ゼミ

11:30～ 大塚教授室（１号館９階） 大塚ゼミ

11:30～ 才川教授室（１号館９階） 才川ゼミ

11:30～ 杉浦教授室（１号館９階） 杉浦ゼミ

11:30～ 　髙橋教授室（１号館９階） 髙橋ゼミ

11:30～ 内藤教授室（１号館９階） 内藤ゼミ

11:30～ 西井教授室（１号館１０階） 西井ゼミ

11:30～ 高田准教授室（１号館１０階） 高田ゼミ

11:30～ 箱田教授室（１号館９階） 箱田ゼミ

11:30～ 林教授室（１号館１０階） 林ゼミ

11:30～ 廣田教授室（１号館１０階） 廣田ゼミ

11:30～ 水野教授室（１号館１０階） 水野ゼミ

11:30～ 村川教授室（１号館９階） 村川ゼミ

11:30～ 矢作教授室（１号館９階） 矢作ゼミ

11:30～ 山田教授室（１号館９階） 山田ゼミ

11:30～ 五丁准教授室（１号館１０階） 五丁ゼミ

11:30～ １５１セミナー室（１号館５階） 佐藤ゼミ

11:30～ 杉山准教授室（１号館１０階） 杉山ゼミ

11:30～ 三浦准教授室（１号館１０階） 三浦ゼミ

11:30～ 関堂講師室（１号館１０階） 関堂ゼミ

11:30～ 水野教授室（１号館１０階）【代理配付】 新任

15：00～15:30 廣田教授室（１号館１０階） ゼミ未配属者

＜注意事項＞

＜注意事項＞＜注意事項＞

＜注意事項＞

２０１７年度　後期・後期後半　学業成績発表

２０１７年度　後期・後期後半　学業成績発表２０１７年度　後期・後期後半　学業成績発表

２０１７年度　後期・後期後半　学業成績発表

発表日：　２０１８年３月２日（金）

発表日：　２０１８年３月２日（金）発表日：　２０１８年３月２日（金）

発表日：　２０１８年３月２日（金）

知的財産学科《２年次》

知的財産学科《２年次》知的財産学科《２年次》

知的財産学科《２年次》

データ更新のため、2月9日（金）から3月4日（日）9：00までの間は

ポータルサイトの成績照会画面を参照できません。



時　　間 場　　所 担当教員

10:30～ 井村教授室（１号館１０階） 井村ゼミ

10:30～ 岩本教授室（１号館１０階） 岩本ゼミ

10:30～ 大塚教授室（１号館９階） 大塚ゼミ

10:30～ 才川教授室（１号館９階） 才川ゼミ

10:30～ 杉浦教授室（１号館９階） 杉浦ゼミ

10:30～ 　髙橋教授室（１号館９階） 髙橋ゼミ

10:30～ 内藤教授室（１号館９階） 内藤ゼミ

10:30～ 西岡教授室（１号館９階） 西岡ゼミ

10:30～ 西井教授室（１号館１０階） 西井ゼミ

10:30～ 箱田教授室（１号館９階） 箱田ゼミ

10:30～ 林教授室（１号館１０階） 林ゼミ

10:30～ 平松教授室（１号館９階） 平松ゼミ

10:30～ 廣田教授室（１号館１０階） 廣田ゼミ

10:30～ 水野教授室（１号館１０階） 水野ゼミ

10:30～ 村川教授室（１号館９階） 村川ゼミ

10:30～ 矢作教授室（１号館９階） 矢作ゼミ

10:30～ 山田教授室（１号館９階） 山田ゼミ

10:30～ 大西准教授室（１号館１０階） 大西ゼミ

10:30～ 五丁准教授室（１号館１０階） 五丁ゼミ

10:30～ １５１セミナー室（１号館５階） 佐藤ゼミ

10:30～ 杉山准教授室（１号館１０階） 杉山ゼミ

10:30～ 三浦准教授室（１号館１０階） 三浦ゼミ

10:30～ 関堂講師室（１号館１０階） 関堂ゼミ

15：00～15:30 廣田教授室（１号館１０階） ゼミ未配属者

＜注意事項＞

＜注意事項＞＜注意事項＞

＜注意事項＞

1.

2.

3.
データ更新のため、2月9日（金）から3月4日（日）9：00までの間は

ポータルサイトの成績照会画面を参照できません。

２０１７年度　後期・後期後半　学業成績発表

２０１７年度　後期・後期後半　学業成績発表２０１７年度　後期・後期後半　学業成績発表

２０１７年度　後期・後期後半　学業成績発表

発表日：　２０１８年３月２日（金）

発表日：　２０１８年３月２日（金）発表日：　２０１８年３月２日（金）

発表日：　２０１８年３月２日（金）

知的財産学科《３年次》

知的財産学科《３年次》知的財産学科《３年次》

知的財産学科《３年次》

早期卒業予定者の3年生も含みますので注意してださい。

17年度ゼミ未配属の3年次学生は、15：00から廣田先生より配布されます。

配付場所・時間は、上表の「ゼミ未配属者」欄を確認してください。



時　　間 場　　所 担当教員

9:30～ 井村教授室（１号館１０階） 井村ゼミ

10:00～ 岩本教授室（１号館１０階） 岩本ゼミ

9:30～ 大塚教授室（１号館９階） 大塚ゼミ

9:30～ 才川教授室（１号館９階） 才川ゼミ

9:30～ 杉浦教授室（１号館９階） 杉浦ゼミ

9:30～ 高橋教授室（１号館９階） 髙橋ゼミ

9:30～ 内藤教授室（１号館９階） 内藤ゼミ

9:30～ 西岡教授室（１号館９階） 西岡ゼミ

12:30～ 箱田教授室（１号館９階） 箱田ゼミ

12:30～ 林教授室（１号館１０階） 林・西井ゼミ

9:30～ 廣田教授室（１号館１０階） 廣田ゼミ

9:30～ 水野教授室（１号館１０階） 水野ゼミ

9:30～ 村川教授室（１号館９階） 村川ゼミ

9:30～ 大西准教授室（１号館１０階） 大西ゼミ

9:30～ 五丁准教授室（１号館１０階） 五丁ゼミ

9:30～ １５１セミナー室（１号館５階） 佐藤ゼミ

9:30～ 杉山准教授室（１号館１０階） 杉山ゼミ

12:30～ 高田准教授室（１号館１０階） 高田ゼミ

9:30～ 三浦准教授室（１号館１０階） 三浦ゼミ

9:30～ 関堂講師室（１号館１０階） 関堂ゼミ

15：00～15：30 廣田教授室（１号館１０階） ゼミ未配属者

＜注意事項＞＜注意事項＞＜注意事項＞＜注意事項＞

1. 研究基礎演習に配属されている4年生は、3年生と一緒に配付しますので、3年次用の配付場所・

時間を確認してください。

2.

配付場所・時間は、上表の「ゼミ未配属者」欄を確認してください。

3. ただし、過年度に卒業研究を合格している4年次生は、最後に所属したゼミ教員から配布します

ので、4年次の配布場所・時間を参照してください。

4. データ更新のため、2月9日（金）から3月4日（日）9：00までの間はポータルサイトの成績照会画面を

参照できません。

２０１７年度　後期・後期後半　学業成績発表２０１７年度　後期・後期後半　学業成績発表２０１７年度　後期・後期後半　学業成績発表２０１７年度　後期・後期後半　学業成績発表

発表日：　２０１８年３月２日（金）発表日：　２０１８年３月２日（金）発表日：　２０１８年３月２日（金）発表日：　２０１８年３月２日（金）

知的財産学科《４年次》知的財産学科《４年次》知的財産学科《４年次》知的財産学科《４年次》

17年度ゼミ未配属の4年次学生は、15：00から廣田先生より配布されます。



 

 
学生のみなさんへ 

 

本学では、成績発表日に通知された授業科目の成績評価に不明点がある場合、必要な手続きを経

たうえで確認することができる制度を設けています。 

合格・不合格にかかわらず合格・不合格にかかわらず合格・不合格にかかわらず合格・不合格にかかわらず成績評価に不明な点があれば、下記のとおり手続きしてください。 

 

記 

 

１．手続き日  【後 期 前 半 科 目】２０１７年１２月１４日（木）  

   【後期・後期後半科目】２０１８年 ３月 ２日（金） 

    ※成績発表日当日のみの受付となります成績発表日当日のみの受付となります成績発表日当日のみの受付となります成績発表日当日のみの受付となります 

２．必要書類  成績確認願（１授業科目に１枚必要） 

 

３．手続き方法 

学部・研究科 提出先 必要書類の配付 

工 学 部 
所属する 

学科事務室 

指定のとおり 

【後期前半科目】 

所属する学科事

務室窓口へ申し

出ること 

【後期・後期後半科目】 

学業成績簿交付場

所で確認すること 
工 学 研 究 科 

知的財産学部 
知的財産 

学部事務室 

（1 号館 8 階） 

【後期前半科目】 

知的財産学部事

務室窓口へ申し

出ること 

【後期・後期後半科目】 

学業成績簿を配付

するゼミ担当教員 

知的財産研究科 

知的財産学部事務

室窓口へ申し出る

こと 

 

４．注意事項  提出にあたっては、次の点に留意すること。 

①手続き日手続き日手続き日手続き日（成績発表日）以降の申し出には応じない（成績発表日）以降の申し出には応じない（成績発表日）以降の申し出には応じない（成績発表日）以降の申し出には応じない。 

②明確な理由のもとに不明点を確認したい場合にのみ明確な理由のもとに不明点を確認したい場合にのみ明確な理由のもとに不明点を確認したい場合にのみ明確な理由のもとに不明点を確認したい場合にのみ提出を認める。 

③修了・卒業・卒研着手要件を充足せんがための嘆願に関しては、嘆願に関しては、嘆願に関しては、嘆願に関しては、    

提出を認めない提出を認めない提出を認めない提出を認めない。 

④学部生の提出においては、工学部は各学科が指定する教員、知的財産学部工学部は各学科が指定する教員、知的財産学部工学部は各学科が指定する教員、知的財産学部工学部は各学科が指定する教員、知的財産学部

は担当ゼミ教員の承認印が必要は担当ゼミ教員の承認印が必要は担当ゼミ教員の承認印が必要は担当ゼミ教員の承認印が必要となる。「成績確認願」を申し出る際には、

自身の不明な点を担当教員に申し出て、必ず了解を得たうえで提出するこ

と。 

承認印のない「成績確認願」は受け付けない承認印のない「成績確認願」は受け付けない承認印のない「成績確認願」は受け付けない承認印のない「成績確認願」は受け付けない。 

以 上 

工大教務課 

 

後期学業成績に係る｢成績確認｣について 



 

■ 後期単位認定（工学部・知的財産学部）■ 

特定の資格等を取得した場合、卒業に必要な科目の単位として認定することができる。特定の資格等を取得した場合、卒業に必要な科目の単位として認定することができる。特定の資格等を取得した場合、卒業に必要な科目の単位として認定することができる。特定の資格等を取得した場合、卒業に必要な科目の単位として認定することができる。    

認定を希望する者は、下記のとおり申請手続きを行うこと。認定を希望する者は、下記のとおり申請手続きを行うこと。認定を希望する者は、下記のとおり申請手続きを行うこと。認定を希望する者は、下記のとおり申請手続きを行うこと。    

●●●●対象となる資格対象となる資格対象となる資格対象となる資格    

区分 学修の種類および級 本大学の授業科目 
単位数 
の限度 

備   考 

共通 
(工学部) 

 

実用英語技能検定準１級以上 外国語（英語） ４単位 
認定単位数の上限は合計 4 単位とする。 

既に認定単位がある場合、左表の単位数の限度

にかかわらず既に認定された単位数を減じた 

単位数を認定する。 

ＴＯＥＩＣ ７５０点以上 外国語（英語） ４単位 

ＴＯＥＩＣ ５００点以上 外国語（英語） ２単位 

ＴＯＥＩＣ ４００点以上 外国語（英語） １単位 

中国語検定４級以上 外国語（中国語） ２単位  

Ｃ 

測量士補 測量学 ２単位 2011 年度以前入学生のみ適用 

ＣＧエンジニア検定エキスパート ＣＡＤ／ＣＧ ２単位  

建築物環境衛生管理技術者 上下水道システム工学 ２単位 
「上下水システム工学」を修得済みの 

場合は認定不可 

Ｖ 
公害防止管理者（水質関係第１種） 産業排水処理 ２単位  

環境計量士（濃度関係） 環境計測 ２単位 2013 年度以前入学生のみ適用 

Ｋ 

危険物取扱者（甲種） 危険物取扱法 ２単位  

危険物取扱者（乙種） 危険物取扱法 ２単位 
1 類から 6 類のうち計 5 類以上を取得している場

合に限る。 

環境計量士（濃度関係） 環境計測 ２単位  

Ｄ 

ＣＧエンジニア検定エキスパート コンピュータグラフィクス ２単位  

基本情報技術者  コンピュータアーキテクチャ ２単位  

シスコ技術者認定試験 ネットワーク設計 ２単位 左記のうち、ＣＣＮＡ各種について認定する。 

Ｐ 
（～2013） 

実用英語技能検定準１級以上 外国語（英語） ４単位 

認定単位数の上限は合計 4 単位とする。 

既に認定単位がある場合、左表の単位数の限度

にかかわらず既に認定された単位数を減じた 

単位数を認定する。    

ＴＯＥＩＣ ８００点以上 外国語（英語） ４単位 

ＴＯＥＩＣ ５００点以上 外国語（英語） ２単位 

ＴＯＥＩＣ ４００点以上 外国語（英語） １単位 

Ｐ 
（2014～） 

実用英語技能検定準１級以上 
英語科目（教養領域） 

４単位 

ＴＯＥＩＣ ８００点以上 ４単位 

ＴＯＥＩＣ ５００点以上 
資格英語Ⅰ・資格英語Ⅱ 

２単位 

ＴＯＥＩＣ ４００点以上 １単位 

    

●●●●申請日申請日申請日申請日    

資格の取得時期 単位認定の申請日 備   考 

201７年9 月15 日～2018 年3 月2 日（注1・2） 2012012012018888 年年年年 3333 月月月月 2222 日（日（日（日（木木木木））））    当日のみ当日のみ当日のみ当日のみ    201７年度後期科目として認定 

（注 1）1 年次生が入学前に取得した資格は申請できない。入学前に取得した資格の申請は 4/12-4/14（前期履修申請期間）に終了しています。 

（注 2）2017 年度前期に休学していた学生で、休学中に資格を取得した学生は上記申請日に手続きを行うこと。 

●●●●必要書類必要書類必要書類必要書類 １．所定の単位認定申請書 (単位認定の申請日１ヶ月前から教務課で交付) 

 ２．合格証書等 （教務課でコピーを取り、その場で返却します） 

 ３．単位認定の申請日（成績発表日）に配付される学業成績簿 

●●●●申請場所申請場所申請場所申請場所 教務課 （７号館 2 階） 

 

●●●●そ のそ のそ のそ の 他他他他    

１．履修申請ではないため、年間履修単位数の上限には含めない。 

２．認定された授業科目はＧＰＡに算入しない。（2010 年度以降入学生対象） 

３．定められた申請日以外には受け付けないので、忘れないようにすること。 

４．2017 年度後期学業成績簿を受け取った後、合格証書等必要書類を持って教務課に来ること 

５．既に修得済みの科目は、単位認定を行えない。 

６．１つの資格(TOEIC の場合はそれぞれのスコア)に対し、１度しか認定されない。 

７．TOEIC400 点以上または 500 点以上を取得した者は「資格英語Ⅰ・Ⅱ」のみが認定対象になる。 

すでに「資格英語Ⅰ・Ⅱ」を修得済みの場合は単位認定を行えないため、注意すること 

(知的財産学部 2014 年度以降入学生対象) 

掲示：工・知 


