
令和３年９月６日 

 

理学研究科大学院学生 各位 

理学研究科大学院係 

 

令和３(2021)年度 秋・冬学期履修登録について 
 

本通知時点では秋・冬学期の授業は対面授業を主とすることを想定していますが、状況

や授業内容に応じてメディア授業に変更される場合がありますので、引き続き大学の活動

レベル等に関する通知やシラバス等における授業担当教員からの指示を随時確認してくだ

さい。 

CLE（大阪大学授業支援システム；Collaboration and Learning Environment）を

利用したメディア授業が実施される場合は、CLE と KOAN の連携の関係上、授業前日の

２３時５９分までに KOAN で履修登録を行ってください。履修登録した授業科目は

KOAN での登録日の翌日から CLE に反映されます。 

 

授業開始日 ：秋学期 10 月１日（金）、冬学期 12 月３日（金） 

KOAN  ：https://koan.osaka-u.ac.jp/ 

大阪大学 CLE ：https://www.cle.osaka-u.ac.jp/ 

 

【理学研究科 秋～冬学期履修登録（変更）・取消期間】 

対象科目 履修登録（変更）期間 履修取消期間 

秋学期、冬学期、 

秋～冬学期、通年 

９月 17 日（金） 9：30 ～ 

10 月 14 日（木） 16：30 

10 月 15 日（金） 9：30 ～ 

10 月 21 日（木） 16：30 

冬学期 
11 月 26 日(金） 9：30 ～ 

12 月 9 日（木） 16：30 

12 月 17 日（金） 9：30 ～ 

12 月 23 日（木） 16：30 

要領：希望する上記対象科目について、期間中に KOAN から履修登録してください。 

セミナー・集中講義についても履修登録が必要です。集中講義の日程等については、決定次第、

別途 KOAN 掲示板でお知らせします。 

※期間外の履修登録・取消は原則対応できません。登録漏れのないよう注意してください。 

 

 

【他部局科目の履修登録（変更）・取消期間】 

 理学研究科以外の研究科やセンター等が開講する授業科目を履修する場合は、以下の期間中に

履修登録（取消）を行ってください。（理学研究科の登録（取消）期間とは一部異なります） 

対象科目 履修登録（変更）期間 履修取消期間 

秋～冬学期 
９月 24 日（金） 12：00 ～ 

10 月８日（金） 13：00 

10 月 15 日（金） 9：30 ～ 

10 月 21 日（木） 16：30 

冬学期 
12 月３日(金） 9：30 ～ 

12 月９日（木） 16：30 

12 月 17 日（金） 9：30 ～ 

12 月 23 日（木） 16：30 

 

大学院学生 

次頁へ続く 



【他部局科目等の履修許可及び修了要件認定手続き】 

手続き期間：令和３年 10 月 15 日（金） ～ 令和３年 11 月 30 日（火） 

 

 以下に該当する科目を履修する場合は、「履修登録確認表」を KOAN の履修登録画面から出力し、

指導教員の押印を得たうえで上記期間内に大学院係へ提出してください。（詳細は各年度「学生便覧」

の「４．理学研究科教育プログラム １）履修方法等 （A）履修方法」を参照） 

 

平成３１（2019）年度以降入学 博士前期課程学生 

他部局（理学研究科以外の研究科、センター、機構など）の専門教育科目のうち高度教養教育科

目として開講される科目または他部局の高度国際性涵養教育科目等を履修する場合は、履修登録

前に指導教員と相談した後に、「履修登録確認表」にある該当科目に指導教員の押印が必要です。 

数学・生物科学・高分子科学専攻の学生が、自専攻の博士後期課程配当科目を履修し、修了要

件単位として認定を受ける場合も、指導教員の許可を必要とします。上記に準拠した手続きを行って

ください。なお、物理学、化学、宇宙地球科学専攻については手続き不要です。 

 

なお、開講科目表備考欄に「修了要件外」と記載されている科目については、上記手続きでも修了

要件単位にはなりません。 

 

平成３０（2018）年度以前入学 博士前期課程学生 

各専攻共通科目、他専攻・他研究科科目、及び博士前期課程の学生で博士後期課程対象科目を

受講し、当該科目を修了要件単位とすることを希望する学生は、「履修登録確認表」にある該当科目

（修得済単位がある場合は「成績証明書」にある該当科目）に指導教員の押印が必要です。 

ただし、科学技術論Ａ１・Ａ２又はＢ１・Ｂ２、および物理学・化学・宇宙地球科学専攻の博士前期課

程の学生が自専攻の博士後期課程対象の特別講義を受講する場合、この手続きは不要です。 

 

 

 

 

大阪大学理学研究科大学院係 

TEL：06-6850-5289 

Email：ri-daigakuin@office.osaka-u.ac.jp 

 

 



 

September 6, 2021 

 

For Graduate students of Graduate School of Science  

(Special Integrated Science Course) 

(International Physics Course) 

Office of Graduate School of Science 

 

Registration for Fall and Winter Terms, 2021  

 
At the time of this notice, we are going to offer all classes, in principle, face-to-face in the Fall and 

Winter terms. However, there is a possibility of changing from face-to-face classes to online 

classes depending on the future situation and class content, so please follow the “Osaka 

University's new standards concerning university activities” and instructions in the syllabus, etc. 

by your instructor. 

When online classes are held using CLE (Osaka University's Collaboration and Learning 

Environment), students are required to register on KOAN by 23:59 the day before the class due to 

the linkage between CLE and KOAN. Your prompt registration would be appreciated.  

 

Login to KOAN：https://koan.osaka-u.ac.jp/ 

Osaka University CLE：https://www.cle.osaka-u.ac.jp/ 

 

Fall Term starts on October 1 (Fri), 2021 

Winter Term starts on December 3 (Fri), 2021 

 

 

【Fall～Winter Terms Course Registration for Graduate School of Science】 

Subjects Registration period Cancellation period 

・Fall Term 

・Winter Term 

・Fall and Winter Terms 

・Full-year courses offered from the fall 

term through to the summer term 

September 17, (Fri）9:30 ～ 

October 14, (Thu)16:30 

October 15, (Fri) 9：30 ～ 

October 21, (Thu) 16：30 

・Winter Term 
November 26, (Fri) 9:30 ～ 

December 9, (Thu)16:30 

December 17, (Fri）9:30 ～ 

December 23, (Thu)16:30 

 

Procedure： 

You are required to register for subjects above by using Web KOAN within the above-mentioned 

period. You also need to register the Seminars and Intensive courses on KOAN. The schedule 

of intensive courses for Fall and Winter terms will be announced on KOAN as soon as it is 

decided. 

 

*No registration or changes is permitted after the online registration period.  
 

 

 
continued to next page 



【Fall～Winter Terms Course Registration for other graduate schools and centers】 

When registering for subjects offered by otrher graduate schools or centers, please register (or 

cancel) during the following periods. (Some of the periods are different from those of the Graduate 

School of Science.) 

Subjects Registration period Cancellation period 

・Fall Term 

・Winter Term 

・Fall and Winter Terms 

・Full-year courses offered from the fall 

term through to the summer term 

September 24, (Fri）12:00 ～ 

October 8, (Fri)13:00 

October 15, (Fri) 9：30 ～ 

October 21, (Thu) 16：30 

・Winter Term 
December 3, (Fri) 9:30 ～ 

December 9, (Thu)16:30 

December 17, (Fri）9:30 ～ 

December 23, (Thu)16:30 

 

 

 

【How to apply “Not required for graduation subjects” to completion requirements 

 (Submission of Course Registration Confirmation Table ) 】 

Submission Period：October 15, 2021 (Fri）～November 30, 2021 (Tue)   

Procedure： 

If you want your credits earned by taking courses offered in a different course, department 

or graduate school from your own to be applied to completion requirements, you need to 

get permission from your supervisor. You need to receive his or her seal on a course 

registration confirmation table and submit it to the Office of Graduate School of Science. 

You can print out the course registration confirmation table from KOAN. For the current 

students, if you have already earned some credits in previous semesters, please issue the 

transcript by using the Automated Certificate Issuing Machines and show it when you get 

permission from your supervisor about this application. 

“Not required for graduation subjects” are indicated as “NQ” (Not qualified for degree 

requirements) on the registration confirmation table. 

Please refer to Student Manual for more details. 
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