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１．2023 年度年間行事予定表 

  日  程 行 事 等 教員（学務関連予定） 

 

前 

 

期 

4 月 5 日 入学式  

 4 月 10 日 前期授業開始  

 4 月 17 日～24 日 履修申請期間  

 4 月下旬  試験・レポート・補講調査票配付（前期前半科目）★ 

 5 月 9 日 履修申請結果公開日 受講者名簿閲覧開始★ 

 5 月 9 日～15 日 履修申請結果確認期間  

 5 月 25 日 履修追加/取下げ結果公開日  

 6 月上旬  試験・レポート・補講調査票配付（前期通常・後半科目）★ 

 6 月 17 日・19 日 追試験実施日（前期前半科目）  

 6 月 19 日～23 日 前期後半・集中講義科目履修取下げ期間  

 7 月 3 日 前期後半・集中講義科目履修取下げ結果公開日   

 講義 14～15 週目 試験実施（任意）  

 7 月 31 日～8 月 5 日 補講期間  

 8 月 6 日～9 月 21 日 夏季休業（集中講義）  

 8 月 14 日・15 日 一斉休業日  

 8 月中旬  成績入力：8 月 18 日〆切★ 

 8 月 17 日・18 日 追試験実施日（前期通常科目・前期後半科目）  

 9 月 4 日 成績公開日  

 9 月 4 日～8 日 前期科目成績確認申立期間  

 

後

 

 

期 

9 月 22 日 後期授業開始  

 9 月 29 日～10 月 5 日 履修申請期間  

 10 月中旬  試験・レポート・補講調査票配付（後期前半科目）★ 

 10 月 18 日 履修申請結果公開日 受講者名簿閲覧開始★ 

 10 月 18 日～24 日 履修申請結果確認期間  

 11 月上旬   試験・レポート・補講調査票配付（後期通常・後半科目）★ 

 11 月 6 日 履修追加/取下げ結果公開日  

 11 月 3 日～6 日 浜大祭・準備片づけ日（休講）  

 11 月 28 日～12 月 4 日 後期後半・集中講義科目履修取下げ期間  

 12 月 12 日 後期後半・集中講義科目履修取下げ結果公開日   

 12 月 26 日～1 月 7 日 冬季休業（集中講義） 次年度シラバス記入：1 月上旬〆切 

 1 月 12 日～14 日 大学入学共通テスト・準備日  

 講義 14～15 週目 試験実施（任意）  

 1 月 29 日～2 月 3 日 補講期間  

 2 月上中旬  
成績入力：（卒業年次生）2/5〆切★ 

       （卒業年次生以外）2/16〆切★ 

 
2 月 16 日 

2 月 16 日～20 日 

成績公開日（卒業年次生） 

後期科目成績確認申立期間（卒業年次生） 
 

 2 月 8 日・9 日 追試験実施日  

 2 月 22 日～26 日 前期日程入試・準備日  

 
3 月 8 日 

3 月 8 日～14 日 

成績公開日（卒業年次生以外） 

後期科目成績確認申立期間（卒業年次生以外） 
 

 3 月 25 日 卒業式  

  
★詳細については事前に教育推進課から先生方にご案内します。 

※祝日のうち数日、授業を開講いただく日があります。（4/1 現時点では 7/17、9/23、10/9、11/23） 
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２．問い合わせ先一覧 

※記載のないものは 045-787-(内線番号)   

内容 
専任/

非常勤 
問い合わせ先 電話番号(内線） 

教務に関すること全般 

【事務取扱時間 平日 8:30～17:00】 

(授業期間外の窓口対応は 15:00 まで） 

専/非 教育推進課 教務担当 
(2042) 

 (2050) 

委嘱手続き等 

委嘱状、依頼文、 

支払口座手続き、 

謝金支払手続き等 
非 

教育推進課 教務担当 (2042) 

その他支払関係、 

委嘱証明書発行等 

人事課 労務担当 

 

人事担当 

労務（2491） 

（2492） 

人事（2118） 

各種システム

に関すること 

【事務取扱時間 

平日 8:30～

17:15】 

【YCU Portal】 

（成績入力、シラバス） 
専/非 教育推進課 教務担当 

(2042) 

 (2050) 

ID・PW が分からない 

【 YCU Portal 】 

【YCU-Board】 

【 Microsoft365 】 

【 Zoom 】 

専/非 

ICT 推進課 

ヘルプデスク 

(2340) 

(2341) 

ネットワークに関すること 

（YCU VPN、YCUWL(学内

無線 LAN)等） 

専/非 

講師控室に関すること 専/非 教育推進課 教務担当 講師控室(2084) 

図書館に関すること 

【事務取扱時間 平日 8:30～17:15】 
専/非 

学術情報課 

学術情報担当 
(2076) 

情報教育実習室の利用に関すること 

【事務取扱時間 平日 8:30～17:15】 

教室内の空調に関すること 専/非 
中央監視室 (2315) 

プロジェクタ等、備付機器の不具合 専/非 

福浦キャンパス 

【事務取扱時間 平日 8:45～17:00】 

鶴見・舞岡キャンパス 

【事務取扱時間 平日 8:45～17:00】 

みなとみらいサテライトキャンパス 

【事務取扱時間 月～土 8:30～20:00（※）】  

（※）授業期間外は平日 8:30～18:00 

専/非 

福浦キャンパス（医学） 045-787-2508 

福浦キャンパス（看護） 045-787-2521 

鶴見キャンパス 045-508-7201 

舞岡キャンパス 045-820-1900 

みなとみらいサテライトキャンパス  045-681-7560 
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３．授業・成績について（窓口：教育推進課 教務担当） 

（１）授業時間 
  ① 本学の授業時間は 90 分です。 

  ② 授業時間は次の通りです。 

１時限目  ８：５０～１０：２０ 

２時限目 １０：３０～１２：００ 

３時限目 １２：５０～１４：２０ 

４時限目 １４：３０～１６：００ 

５時限目 １６：１０～１７：４０ 

６時限目 １７：５０～１９：２０（大学院） 

７時限目 １９：３０～２１：００（大学院） 

（２）休講 

 ① やむを得ず授業を休講にされる場合 （TEL：045-787-2042,2050 / Mail：cscinfo1@yokohama-cu.ac.jp） 

予定がお分かりになった時点で必ず教育推進課（教務担当）へご連絡をお願いします。学生への

周知は、YCU-Board 及び掲示板で行います（休講等の指示がなく授業開始時刻を 30 分以上経過

すると自然休講となりますのでご注意ください）。 

  ② 災害が発生した場合 

学生の安全を確保するために臨時で休講することがあります。その場合の学生への周知は、教育

推進課（教務担当）より、大学 Web サイト、YCU-Board 等で行います。 

  ③ 気象庁の暴風警報、暴風雪警報又は大雪警報が発令された場合 

台風接近等の気象条件により神奈川県全域又は神奈川県東部全域(川崎・横浜・湘南・三浦半

島)に、気象庁の暴風警報、暴風雪警報又は大雪警報が発令された場合は、原則として休講となり

ます。 

④ 交通機関の不通による休講 

     ※他キャンパスについても総合履修ガイド及び履修案内（以下、総合履修ガイド等）に記載して

おりますので、ご確認ください。 

 

③及び④の事由により休講となる場合の要件については、総合履修ガイド等をご確認ください。 

 

（３）教室変更 

教室の変更を希望される場合は、必ず教育推進課（教務担当）へご連絡ください。教室の利用状

況を確認次第、変更をいたします。 

授業時間に空きを確認している場合でも、そのままご利用にならず、必ず教育推進課（教務担

当）へご一報ください。ご連絡がない場合、ご利用いただいている教室も空き教室とみなされるため、

講義が重なる恐れがあります。 
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（４）受講者名簿 

① ご担当科目の受講者名簿は、履修登録が完了次第（前期は 5 月上旬、後期は 10 月中旬）、

YCU-Board 又は YCU Portal にて閲覧・出力が可能です。履修登録が完了次第、いずれかのシス

テムより受講者名簿をダウンロードのうえご活用ください。また、履修登録が完了する前の出席調査

は聴講カード等をご利用ください。聴講カードは教育推進課（教務担当）で学生へ配布しております

ので、先生方はお受け取りのみお願いします。 

② 履修追加・取下げ期間に受講者の変更が生じる場合があります。結果公開日以降、受講者名簿

を再度ご確認いただき、受講者に変更があった場合は、お手持ちの名簿の修正をお願いします。 

③ 履修登録の誤りに気がつかず、当該科目を履修登録しないまま受講している学生がいる場合があ

ります。履修登録をしていない科目に単位は付与できませんので、その際は教育推進課（教務担

当）窓口で確認をするよう、学生へのご指導をお願いします。 

④ ご担当の科目において履修制限を行う場合は、必ず、シラバスにその旨をご記載ください。そのう

えで、第一回目の授業に参加した学生の中から、抽選等の方法で受講者を決定し、第二回目の授

業までに学生へ受講の可否について通知を行ってください。学生への通知を教育推進課（教務担

当）へ依頼する場合は、事前にご相談ください。 

 

＜フォロー機能の運用開始について（令和４年度～）＞ 

令和４年度後期より、YCU-Board のフォロー機能の運用が開始しています。 

 

フォロー機能とは？ 

履修登録確定前から、学生が YCU-Board 上にアップロードされている講義の資料や課題、担当教員からの 

お知らせを確認することができる機能です。教員の皆さんからは、フォローした学生に対して、講義資料の共有、 

課題の提供、お知らせを送信することが可能です。また、フォローした学生数を確認でき、フォロー学生の名簿 

もダウンロードが可能です。 

※ 「フォロー学生 ＝ 履修登録者」ではありませんのでご注意ください。 

 

① 初回講義実施時に受講学生へ以下の２点についてご周知をお願いします。 

・  受講予定の講義は、必ず YCU-Board で「フォロー」すること。 

・  「フォロー」は、「履修登録（本登録）」ではないため、履修登録期間に YCU Portal から必ず履

修登録（本登録）をすること。 

② YCU-Board の出講表の機能から「受講者名簿」をダウンロードすることができます。 

履修登録結果公開日の前後で、システムで講義登録者を「フォロー学生」から「履修登録学生」に登録を切り替える作

業を行います。期間によって「受講者名簿」の意味合いが異なりますのでご注意ください。 

③ 学生が YCU-Board から資料のダウンロードができるよう、必要に応じて YCU-Board に講義資

料を格納してください。 
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（５）試験・レポート・補講 

各科目担当の教員を対象に、学期ごと、「試験・レポート・補講実施調査」を行っています（メール

にて依頼）。試験・レポート・補講を予定している方は、調査票に「希望される評価方法の形式」、「必

要事項」をご記入のうえ、Forms にてご回答ください。回答のない科目の試験教室追加手配等には

お応えしかねますので、予めご了承ください。 

 

＜調査依頼時期＞ 

前期前半科目：４月下旬、前期通常科目・前期後半科目：６月上旬 

後期前半科目：10 月中旬、後期通常科目・後期後半科目：11 月上旬 

依頼後は、できるだけお早めにご提出ください。(※期日厳守) 

 

＜試験について＞ 

    大学における試験は、 

ア）各学期末に行う試験 

イ）上記以外に授業担当者が不定期で行う試験（実技・実習を含む） 

ウ）論文（レポート）その他による考査 

などです。成績評価はそれらを総合的に判断し行ってください。また、すべての試験は厳正・厳格

に行ってください。なお、受験に際しては３分の２以上の当該講義への出席（ただし、科目担当教員

が別途指定している場合はその要件）が必要です。 

 

＜追試験について＞ 

追試験は、定められた事由により各学期末に行う試験を受験できなかったもののための制度です。

また、受験するためには、申請と許可が必要です。 

追試験の対象となる試験は、各科目担当の先生方より回収した「試験・レポート・補講実施調査

票」に記載された期末試験（補講期間中の実施分を含む）のみとしています。調査票に記載された

試験以外の中間試験・小テスト・レポート・集中講義における試験は追試験の対象となりません。また、

成績不良者を対象とした再試験制度は設けておりません。 

 

       申請を認めている事由と申請方法については、総合履修ガイド等をご確認ください。 

 

＜補講について＞ 

補講は原則として、休講した週の授業のない時間帯（６時限目、土曜日等）又は履修者と調整のう

えで決めた指定日に行ってください。日程の調整がつかない場合は、別の週の授業がない時間帯、

各学期の定められた補講期間に行ってください。補講期間に行う場合は、調査票にご希望の日時を

ご記入のうえご提出ください。その際、学生の補講が重なるのを防ぐため、できるだけ通常授業と同

じ曜日・時限での実施をお願いします。なお、補講期間に通常授業はありません。 

（６）学生の欠席（公欠）について 

病気等による欠席について、大学へ特に連絡する必要はありません。 

ただし、本学で予め指定された事由で授業を欠席する場合は、届出書及び証明書類を提出する

ことにより公欠として扱い、出席したものとみなします。 

公欠事由であっても、実際に３分の２以上の授業に出席できない場合には、単位修得ができない
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場合があります。 

 

「公欠」を認めている事由及び必要な証明書類は、総合履修ガイド等をご確認ください。 

 

（７）成績入力・評価 

期末試験の結果、授業時の成績、出席状況等を総合的に判断し、成績評価を行ってください。なお、

本学では 60 点以上を合格とし、科目に応じて所定の単位を付与しています。成績評価と点数の関係

は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜成績入力期限＞※卒業に影響します 

前期：全学年→８月18日 

後期：① 学部４年生、大学院博士前期２年生、大学院博士後期３年生、 

特別聴講学生(単位互換)→２月５日 

② 上記以外すべて→２月16日 

学外（ご自宅や本務先等）からの成績登録が可能です。 

また、講師控室に設置しているパソコン端末でも成績入力が可能です。（休業期間中は、ＹＣＵス

クエア１階の教育推進課(教務担当)へお立ち寄りいただければ、平日9:00～17:00のみ講師控室に

入室可能です。） 

なお、非常勤講師の先生におかれましては、成績入力のため講義日以外に来学いただく場合に

交通費をお支払いしています。ご来学の際、講師控室に設置している出勤簿に押印のうえ、「成績

入力」と事由をご記入ください。 

YCU Poralから成績入力ができない場合は、メール又は郵送にて成績をご提出いただくことも可

能です。YCU Poralより成績入力票をダウンロードいただくか、ご自身で採点簿を作成のうえ、教育

推進課（教務担当）まで、メール（パスワード必須）又は郵送にてご提出ください。なお、郵送にてご

提出いただく場合は、必ず特定記録にてお送りください。返信用封筒が必要な方は、教育推進課

(教務担当)にてお渡ししています。 

 

＜成績確認申立について＞ 

成績公開後、学生は公開された科目の評価について、「採点の脱落、転記ミス、入力ミス等」がなか

ったか、科目担当教員へ確認することができます。教員の皆様におかれましては、この確認申立に対し、

ご回答をお願いさせていただくことがありますので、ご理解・ご協力のほどお願いします。 

※ なお、この制度は、追加レポートや追試を依頼したり、教員の採点基準に異議を申し立てるもの

ではありません。 

＜確認申立受付期間＞ 

前期評価に対して：全学年→９月４日～９月８日 

後期評価に対して：①卒業年次生→２月16日～２月20日、②左記①以外→３月８日～３月14日 

 

得点 評価  

 

 

 

※得点が空欄の場合→ 

出席不足：出席が基準に満たない場合 

不受験：試験不受験、レポートの未提出等 

90～100点 秀（SA） 

80～89点 優（A） 

70～79点 良（B） 

60～69点 可（C） 

59点以下 不合格（D） 

空欄（※） 出席不足・不受験 等 
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（８）シラバス入力 

ご担当いただく科目の開講の前年度12月頃にシラバスの作成をご依頼させていただきます。 

シラバスの作成作業を行う関係上、正式なご就任のご依頼の前にシラバスの入力のお願いをさせて

いただく場合がありますが、ご理解・ご協力のほどお願いします。 
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４．非常勤の先生方の委嘱について（窓口：教育推進課 教務担当） 

（１）委嘱手続きについて 

本学の委嘱内諾をお受けいただいたあと、教育推進課(教務担当)より、「非常勤講師謝金振込依頼

書及び通勤届」を送付させていただきます。必要事項をご記入のうえ、必ずご提出いただきますようお

願いします。 

※ 通勤経路はもっとも経済的かつ合理的な経路が適用されます。 

（２）住所・電話番号等の変更について 

「非常勤講師謝金振込依頼書及び通勤届」の裏面は、「非常勤講師各種連絡票」となっております

ので、あわせてご記入ください。ご連絡のつく住所や電話番号、その他の情報について変更があった

場合は、速やかに教育推進課(教務担当)へご連絡をお願いいたします。ご連絡先の変更をお知らせ

いただけない場合、本学からの重要なご連絡をすることができません。 

（３）出講日・謝金お支払いについて 

毎月の謝金及び交通費は、翌月21日（土日祝日にあたる場合は繰り上げ）にお支払いいたします。

謝金明細は講師控室にてお渡しします。 
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５．講師控室について（窓口：教育推進課 教務担当） 

（１）非常勤の先生方の出勤簿について 

対面授業でご出勤されましたら、必ず出勤簿に押印又はサインをお願いいたします（出勤 

簿に押印・サインをいただかないと、正確に謝金をお支払いできない場合があります）。 

なお、出勤簿は、講師控室（科目によっては、体育館、ICT推進室）にご用意しております。 

また、休講等で講義日を変更した場合は、備考欄にその旨メモをお書き添えください。 

オンライン授業につきましては、月ごと（毎月末最終週）に別途メール等で実施状況を確認させてい

ただきます。 

（２）機材の貸し出し 

＊ご利用になりたい機材・備品がある際は、講師控室スタッフにお声掛けください。 
   ＊ご利用になる機材・備品、ご利用時限、教室名、お名前をお伝えください。 

   ＊機材・備品は必ず返却ください。当日に返却できない場合はその旨をお伝えください。 

  ＜講師控室スタッフ在室時間＞ 

    【平日】午前 8：30～午後 8：00 【土曜】午前 8：30～午後 3：30 

※ 夏季・冬季休業中は在室しておりません。期間中、御用の際は教育推進課（教務担当）

までご連絡ください（教育推進課：土日祝日・年末年始は休業）。 

＜備品一覧＞ 

備品名 備品名 その他 

ノート PC OHC・OHP 出席カード 

プロジェクター スクリーン 感想カード 

CD ラジカセ スピーカー 試験用答案用紙 

MD・CD プレーヤー ポータブルワイヤレスアンプ 

 
カセットテープレコーダー 三脚 

DVD プレーヤー Web カメラ 

（オールリージョン） 集音マイク 

（３）先生方への通知・配布物 

先生方へのお知らせ・配付物を、出勤簿のファイル内や出勤簿横のスペース等にご用意させてい

ただく場合がございます。また、控室内に掲示してあります掲示物にも先生方へのお知らせがあります

ので、あわせてご確認ください。 

（４）講師控室 電子錠の設置について 

    講師控室の２箇所の扉のうち１箇所は電子錠になっています。 

スタッフ不在時で施錠されている場合は、テンキーに暗証番号を入力し、入室してください。 

なお、日曜・祝日・年末年始など、職員不在日、及び講義準備以外の目的での講師控室のご利用

はお控えください。 
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６．図書館の利用（窓口：学術情報センター） 

学術情報センター（金沢八景キャンパス）、医学情報センター（福浦キャンパス）、鶴見キャンパス図

書室、木原生物学研究所図書室及びセンター病院図書室をご利用いただくことが可能です。 

（１）利用登録方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各種申請書様式については、Web サイト（https://opac.yokohama-cu.ac.jp/drupal/ja/annai）をご覧いただくか、

学術情報課 学術情報担当までお問い合わせください。 

 

（２）開館時間                 （３）貸出冊数・期間 

 

 

 

 

 

 

貸

出

期

間 

一般図書 ４週間 

指定図書 ２週間 

雑誌・逐次刊行物 

前年以前 １週間 

当該年 1 日 

最新号 館内利用のみ 

貸出冊数 制限はありません 

 開館時間 

平日（授業期） ９：００～２１：００ 

土曜・日曜（授業期） 

※日曜は試験期のみ開館 
９：００～１７：００ 

平日（休業期） ９：００～１７：００ 

祝日、休業期の土日等 休館 

 ＊詳細は学術情報センターWeb サイト 

（https://opac.yokohama-cu.ac.jp/drupal/）で 

ご確認ください。 

１ 本学発行の職員証をお持ちの方 

※ すでに登録済の方は、改めて登録する必要はありません。 

●お持ちいただくもの：職員証 

●受付：学術情報センター、医学情報センター及びセンター病院図書室のカウンター 

「利用者登録・Web サービス申請書」に必要事項を記入の上、受付へご提出ください。（申請書は受付

でもご用意しています。） 

登録後は、職員証で入館及び資料の貸出が可能です。 

申請書に必要事項を記入のうえ、職員証の写しと併せて、library@yokohama-cu.ac.jp 宛メールに添付

して送信していただく方法も可能です。 

２ 本学発行の職員証をお持ちでない方（客員教員、非常勤講師の方など） 

※ 前年度以前に登録している方も、改めて登録する必要があります。 

●受付：学術情報センター、医学情報センター及びセンター病院図書室のカウンター 

「利用者登録申請書（客員教員・共同研究者・研究生等用）」に、必要事項を記入し、本学所属教職員

による署名を得た上で、受付へご提出ください。（申請書は受付でもご用意しています。） 

※ 電子シラバスに氏名の記載がある方は、本学所属教職員による署名は不要です。 

登録の際に発行するライブラリカードで、入館及び資料の貸出が可能です。（ライブラリカードでの入

館は翌日から可能になります。登録当日は、インターフォンでお呼びください。） 

申請書に必要事項を記入のうえ、職員証の写しと併せて、library@yokohama-cu.ac.jp 宛メールに添付

して送信していただく方法も可能です。 

https://opac.yokohama-cu.ac.jp/
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（４）便利な使い方 

  ① 電子ジャーナル・データベースの利用 

    学術情報センターでは、図書・雑誌を所蔵しているほかに、約２万タイトルの電子ジャーナルや各種分野の

データベースを契約しています。各種データベースの検索結果から、フルテキストリンクへのバナーをクリック

して、利用可能か確認してください。 

電子ジャーナル・データベース一覧 https://opac.yokohama-cu.ac.jp/drupal/onlines 

電子ジャーナル・電子ブックリスト 

https://publications.ebsco.com/?custId=s6008528&groupId=main&profileId=pfui 

学外アクセス（VPN）の設定方法 https://opac.yokohama-cu.ac.jp/drupal/ja/node/478#vpn 

 

  ② ガイダンス・レファレンス 

    ゼミや講義科目に応じたガイダンスを実施しています。レポート・論文の作成時に役立つ情報の調べ方を、

学生のレベル・年次・専門分野に合わせてご説明します。 

ガイダンス内容は、事前に先生方とご相談させていただき、ご要望に沿った形で実施いたします。詳細は、

Web サイトをご確認ください。 

    また、学術情報センター、医学情報センターではレファレンスカウンターを設置し、教員や学生からの資料

に関するご相談を受け付けています。本学で所蔵していない資料は、他機関からの取り寄せ、他機関への紹

介状の発行なども行います。 

    ガイダンス・レファレンス案内 https://opac.yokohama-cu.ac.jp/drupal/guide 

 

  ③ 本学で所蔵していない資料の利用（図書館間相互利用サービス） 

    必要な文献が学内にない場合は、他機関で所蔵する資料のコピーや現物を取り寄せたり（有料）、実際に

他機関を訪問して資料を利用することができます。 

また、連携・協力する他大学の図書館の利用なども可能です。 

相互利用サービスのご案内 https://opac.yokohama-cu.ac.jp/drupal/ill_in 

 

  ④ 購入希望 

教育や研究のために、図書館に備えておくべき図書の購入希望を申込むことができます。講義で使用する

教科書及び参考図書について、年度当初にシラバスに掲載されている図書は、学術情報センター（金沢八

景キャンパス）で講義関連図書として予め購入しています。シラバスに掲載されていない教科書や、授業中に

配布するレジュメ等に掲載される参考資料につきましては、ぜひ購入希望をお申し込みください。 

購入希望図書のお申込み https://opac.yokohama-cu.ac.jp/drupal/order 
 

 

 
お問い合わせ 

学術情報課 学術情報担当 

（金沢八景キャンパス） 

Tel:045-787-2076（内線：2076） 
Mail:library@yokohama-cu.ac.jp 

 

   

 

https://opac.yokohama-cu.ac.jp/drupal/onlines
mailto:library@yokohama-cu.ac.jp
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７．大学のシステム IＤについて（窓口：ICT 推進課・ヘルプデスク） 

大学の各種システム（YCU Portal,YCU-Board,メールシステム【Microsoft365】）をお使いいただくために、先

生方には大学のシステム ID を配付しています。 

（１）ＩＤ・パスワードの管理について 

パスワードが第三者に知られて不正にシステムに侵入されると、システムの再構築や全ユーザのパスワード変

更などの対策が必要となり、本学のみならず他のサイトにまで被害を及ぼすことになりますので、厳重に管理し

てください。 

「YCU アカウント管理システム」からパスワードの変更やサブメールアドレスの設定を行うことができます。 

（→パスワード、サブメールアドレスの変更方法 P.18） https://ycuinfosv.yokohama-cu.ac.jp/ 
PW 管理ガイドライン https://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~ictpromo/PWGL 
あらかじめサブメールアドレスを設定しておくことで、パスワードを忘れてしまった場合に、自分自身でパスワ

ードの再発行を行うことができます。設定していない場合は、非常勤講師の先生は教育推進課（教務担当）へ、

専任の先生はＩCＴ推進課ヘルプデスクへパスワード再発行を依頼してください。 

（２）メールシステムのセキュリティ設定について 

セキュリティ強化のため、メールシステム【Microsoft365】では多要素認証を導入しています。多要素認証とは

システムにログインする際、ID・パスワード以外に携帯電話番号等、本人確認のための要素が必要な認証方式

です。下記のサイトにて詳細を確認し、初期設定を完了してください。 

大学から付与されるメールアドレスを日常的に使わない場合においても、セキュリティ確保のために多要素認

証の初期設定は必ず実施してください。初期設定が実施されていない場合、メール以外のシステムも含め利用

制限を行う場合があります。 

また、本学から送信する添付ファイルは全て自動で分離されてファイル共有サーバに格納され、相手にダウ

ンロード形式で取得してもらうなど、メールセキュリティシステムを導入しています。 

教職員向け推奨マニュアル https://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~ictpromo/ycu-mfa-fac-manual 
YCU メール利用ガイドライン https://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~ictpromo/mail_guideline 
メールセキュリティシステム メール誤送信による情報漏洩やマルウェア感染等の対策を行っています。 

https://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~ictpromo/mailsec/ 

（３）端末登録及びネットワーク接続について 

本学のネットワークに接続したことがない端末を初めて接続するときは、端末登録が必要です。次のサイトの

手順に従い、端末登録及びネットワークへの接続を実施して下さい。 

  https://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~ictpromo/guide/todo_first_connect/ 

（４）チャットボットのご案内 

ICT推進担当ではYCUアカウント、パソコンのネットワークへの接続方法、本学が提供するソフトウエアについ

てのお問い合わせに 24 時間／365 日回答できるようチャットボットを用意しています。ICT 推進担当へメールや

電話でお問合わせする前に、はじめにチャットボットにお問合せをお願いします。 

  https://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~ictpromo/faq/ 

 

https://ycuinfosv.yokohama-cu.ac.jp/
https://www-user.yokohama-cu.ac.jp/%7Eictpromo/PWGL
https://www-user.yokohama-cu.ac.jp/%7Eictpromo/ycu-mfa-fac-manual
https://www-user.yokohama-cu.ac.jp/%7Eictpromo/mail_guideline
https://www-user.yokohama-cu.ac.jp/%7Eictpromo/mailsec/
https://www-user.yokohama-cu.ac.jp/%7Eictpromo/guide/todo_first_connect/
https://www-user.yokohama-cu.ac.jp/%7Eictpromo/faq/
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８．先生方へのお願い 

（１）国際教養学部、国際商学部、理学部の専門科目開講について 

国際教養学部、国際商学部、理学部の３学部では、令和２年度より専門科目が開講しています。 

一部の科目は、国際総合科学部との合併科目となるため、国際総合科学部の学生が専門教養科

目として、該当の科目を履修することとなりますので、ご承知おきください。 

ご不明な点は、教育推進課（教務担当）までお尋ねください。 

（２）個人情報取扱いの諸注意 

学生の成績や住所、電話番号など、極めて重要な個人情報のため、その管理・運用等、取扱いに

は充分ご注意いただきますよう、よろしくお願いします。 

（３）コピーについて 

コピーは講師控室・印刷室にてご自由にお使いいただけます。コピーをする際は、両面印刷、２アッ

プなど、紙の節約にご協力くださいますよう、お願いします。 

また、大量に印刷される場合はリソグラフをお使いください。 

（４）レポート提出票について  

レポートの提出場所として、教育推進課（教務担当）前のボックスを指定することが可能です。 

授業時に学生へ「レポート提出票」をお配りいただき、レポートと合わせて「レポート提出票」を一緒

に提出するようご指導ください。「レポート提出票」は、講師控室にてご用意しています。 

（５）VHS ビデオテープから DVD 等への教材変更ご検討のお願い  

教室内に設置している VHS ビデオデッキは、メーカー側でほぼ生産終了となっているため、修理及

び新規購入の対応ができません。VHS 教材から代替教材への変更をお願いします。 

（６）授業での持ち込み PC 使用について 

各教室のプロジェクター・LAN コンセント等を授業で利用する際、先生方が個人で所有している PC

を持ち込んで接続することは可能です。ただし、機種によっては正常に動作しない場合がありますので、

事前に授業時間外に動作確認を行う、トラブル時には講師控室にある貸出用のノート PC を利用する

などのご対応をお願いします。 

（７）ごみの廃棄について 

大学で排出するごみは事業系のゴミとなり、一般家庭とは分別が異なるものがあります。分別をされ

ていても間違って捨ててしまうと、リサイクルの妨げになってしまうので、正しい分別をお願いします。 

なお、ごみの廃棄方法については、YCU-net（下記参照）よりご確認いただけます。 

http://deep-impact.yokohama-cu.ac.jp/scripts/cbgrn/grn.exe/cabinet/view?hid=539&fid=22498 

YCU-net＞ファイル管理＞施設担当＞廃棄物マニュアル（R3 年度版）.pdf 

 

 

 

http://deep-impact.yokohama-cu.ac.jp/scripts/cbgrn/grn.exe/cabinet/view?hid=539&fid=22498
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９．YCU Portal・YCU-Board のご利用方法 

（１）YCU Portal から受講者名簿を取得方法（学内・学外から使用可） 

  ①横浜市立大学 Web サイト＜https://www.yokohama-cu.ac.jp/＞の「対象者別」にマウスオンし、 

「教職員の方」をクリックする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②下方にある「学務システム・基幹システム」から「YCU Portal（学生・教職員専用システム）」をクリック 
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   ③「利用案内」の「YCU Portal はこちら」をクリック 

 

 

④ログイン画面で ID・パスワードを入力し、ログインする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑤ログインをすると下記の画面になり、「成績登録」をクリックすると成績登録(講義選択)画面へ移ります。 

 
 

ID・パスワードを入力 

 

「履修・成績」タブにカーソルを合わせると、 

「成績登録」ボタンが出現します。 
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●該当する講義名の「ダウンロード」ボタンをクリックするとエクセルデータで、「名簿」ボタンをクリックすると

PDF データで、講義を受講している学生のデータを取得できます。 
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（２）YCU-Board から受講者名簿を取得する方法（学内・学外から使用可） 

  ①横浜市立大学 Web サイト＜https://www.yokohama-cu.ac.jp/＞の「対象者別」にマウスオンし、 

「教職員の方」をクリックする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②下方にある「学務システム・基幹システム」から「YCU-Board」をクリック 
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   ③ログイン画面でログインボタンをクリックする。  

 

共通認証で、すでに他のサービスにログインしている場合は、「共通認証はこちらから」の[ログイン]ボタンを

クリックするだけで YCU-Board にログインできます。 

他のサービスにログインしていない場合は、学内の共通認証（SSO）サーバに遷移（リダイレクト）し、ログイン

するための認証画面が表示されます。 

認証されると「ポータルホーム」画面に遷移します。 

    

④ログインをすると下記の画面になり、「LMS」をクリックすると出講表画面へ移ります。 

 

  

 ⑤「出講表」から受講者名簿を確認したい講義の「アイコン」をクリックします。 
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⑥ダウンロードをしたファイルを開きます。 

 
 

⑦受講者名簿の登録状態欄は「フォロー」と「本登録」に分かれます。 

本登録：正式に履修登録をしている学生です。 

フォロー：YCU-Board からフォローをしている学生です。 

※フォロー機能とは 

履修登録確定前
．．．．．．．

から、学生が YCU-Board 上にアップロードされている講義の資料や課題、担当教員からのお知 

らせを確認することができる機能です。フォロー=履修登録ではありません。 

履修登録結果公開日以降は、履修登録した学生のみの名簿に切り替わります。 

権限 種別 籍番号/教職員番 氏名 所属 学年 登録方法 登録状態

担当教員 教員 9501641 小沢 和彦 横浜市立大学 システム連

担当教員 教員 980051 大澤 正俊 国際商学部 国際商学科  システム連

履修者 学生 191018 池田 拓海 国際商学部 国際商学科  １年生システム連本登録

履修者 学生 200152 高倉 裕紀 国際教養学部 国際教養学科 教  ３年生システム連フォロー  
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（３）成績入力方法（学内・学外から使用可） 

①（１）の④まで同様の手順で進んでください。 

②「選択」ボタンをクリックすると、入力画面が表示されます。得点欄に点数を入力し、「得点・評価の自動変換」 

ボタンをクリックすると自動的に評価が変換されます(まとめて入力後にクリックすると、一括で変換できます)。 

入力が完了したら右下の「提出内容を確認する」をクリックし、確認画面に進んでください。 

一時的に保存する場合、又は再度点数を入力する可能性がある場合は、「保存」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 
③ 下記の入力確認画面にて入力内容を確認してください。確認し、入力内容に間違いがなければ提出ボタンを押

下してください。※「提出」ボタンをクリックすると、点数の変更ができなくなりますのでご注意ください。 

 

 

 

（１）得点を入力してください。 

（２）得点・評価の自動変換ボタンを

押下し、評価を表示させてください。 

（３）確認ボタンを押下

し、入力内容確認画面を

確認してください。 

（１）入力内容を確認の上、

提出ボタンを押下してくだ

さい。 
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（４）パスワードの変更方法（学内・学外から使用可） 

①横浜市立大学 Web サイト＜https://www.yokohama-cu.ac.jp/＞の【教職員の方へ】をクリックする。 

 
 
②【パスワード更新】をクリックする。 
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③ ユーザー名・パスワードを入力する。 

 
④  【パスワード変更】をクリックします。 

 
 
⑤ 新しいパスワードを入力し「変更」をクリックして終了です。 

 

※新パスワードはおおむね 30 分後に有効になります。(メール機能は約４時間後に有効) 

※パスワードは 12 文字以上、16 文字以内にしてください。 

半角英字（大文字・小文字を区別します）と数字（アンダーラインを含む）を混在させてください。
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10．学外授業、ゼミ合宿、学生の学外派遣について 

【専任教員】 

学外で講義やゼミ合宿を実施される場合は、事前に「ゼミ合宿調査実習計画書及び学生名簿」を教

育推進課(教務担当)までご提出ください。また、出張の手続きが別途必要となります。 

   また、学生を外部研究機関へ派遣させる場合は、事前承認（一か月程度）が必要です。 

 

＜出張に関する書類の提出期限 ※土日祝日を除いた日数になります。＞ 

(1) 国内出張（宿泊を伴わないもの）：原則１週間前まで 

(2) 国内出張（宿泊を伴うもの）：原則 10 日前まで 

(3) 海外出張：原則２週間前まで 

 

 

 【非常勤講師】 

   学外で授業を実施される場合は、必ず事前に教育推進課(教務担当)までご相談ください。 
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11．各キャンパスへのアクセス 

 

金沢八景キャンパス  
国際総合科学部、国際教養学部、国際商学部、 
理学部、データサイエンス学部、医学部（1 年次） 
都市社会文化研究科、国際マネジメント研究科 
生命ナノシステム科学研究科 
データサイエンス研究科 
学術情報センター、地域貢献センター 他 
 
〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸 22-2  

TEL 045-787-2311（代表） 

 

 
福浦キャンパス 

医学部（医学科・看護学科） 
医学研究科（医科学専攻・看護学専攻） 
医学情報センター 他 
 
〒236-0004 横浜市金沢区福浦 3-9 

医学部・医科学専攻 TEL 045-787-2511（代表） 
看護学科・看護学専攻 TEL 045-787-2525（代表） 
医学情報センター TEL 045-787-2557 

 

 
鶴見キャンパス 

生命医科学研究科 
（生命医科学専攻） 
理化学研究所横浜事業所との連携大学院 
 
〒230-0045 

横浜市鶴見区末広町 1-7-29 
TEL 045-508-7201・7202 

 

 
舞岡キャンパス（木原生物学研究所） 

生命ナノシステム科学研究科 
（生命環境システム科学専攻） 
木原生物学研究所 
 
〒244-0813 

横浜市戸塚区舞岡町 641-12 
TEL 045-820-1900 

 
 
みなとみらいサテライトキャンパス 

 
〒220-8107 

横浜市西区みなとみらい 2-2-1 
横浜ランドマークタワー7 階 
ＴＥＬ 045-681-7560 
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