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 情報処理 A・B・C・D を履修する予定の学生は学年に関係なく、4 月に行われる情報処理 A・B・C・D 履修

説明会に出席して、履修登録に至るまでに必要な手続きを行ってください。情報処理 A・B・C・D の講義内容

に関しては、この冊子の情報処理 A・B・C・D 講義概要を見てください。履修したい情報処理科目が決まった

ならば、履修クラス分け登録の手続きを行ってください（履修クラス分け抽選を行います）。情報処理 A を履修

する学期に情報処理 B・C・D を履修することはできません。また、履修クラス分け手続きを経ない学生は情報

処理 A・B・C・D を履修できません。情報処理 A・B・C・D の履修開始までの概略は次の流れ図のようになり

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

空きクラス抽選への登録 

抽選結果の確認 

抽選 

空きクラス抽選に外れると履修

できなくなるので空き人数をよ

く確認して登録すること。 

② 外れた場合 

抽選結果の確認 

Web 履修登録 次年度以降に履修 

② 外れた場合 

③ 当選したが、別クラスでの履修希望 ① 当選したクラスで履修希望 

履修クラス分け抽選の登録 

クラス分け辞退届けの提出（３頁参照） 

当選したが履修しない場合も提出 

① 当選したクラスで履修希望 

空きクラス抽選 

 
[注意] Web 履修登録では、削除による履修取り消しが可能です。この場合は履修辞退となります。 
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情報処理 A・B・C・D の授業内容（概略） 
 
・ 情報処理 A 

初心者を対象にしたクラスである。４月のガイダンス期間中に行われる KAEDE ネット利用講習(情報リテラ

シー教育と呼ばれている)で MS Windows の基本操作は習得するので、メール、Web ブラウザ、文書処理ソ

フト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトの使い方について、初歩からある程度使えるようになる所

までの技能習得を目指している。 
・ 情報処理 B 

文書処理ソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフトの更なる使い方を習得し、これらのソフトの複

合的、且つ融合された使い方を学ぶ。インターネットで有機的に情報を収集することも行う。 
・ 情報処理 C 

プログラミングソフトを使ってプログラムを作る技術の入門を学ぶ。担当教員は、Visual Basic, C++, Java 
等の言語から一つを選択し、その言語でのプログラミング教育を行う。 

・ 情報処理 D 
情報処理 A・B で習ったソフトを道具として利用する能力を涵養する。ある学問分野の内容理解のために道

具として使うこと、インターネットで得られる情報資源を情報発信の為に活用する能力を高めること等のコ

ンピュータ利用能力向上を目指す。担当教員によって内容が異なるので、シラバスで具体的な内容を確認の

上、自分の目的に合った担当教員の開講時間を選択すること。各担当教員の講義内容の概略は次の通りです。 
市村 純 －統計処理の初歩とインターネットプログラミング－ 
杉野 隆 －OR (ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ・ﾘｻｰﾁ) の，データ分析手法，在庫管理，線形計画，採算性評価，待ち行列、

等を用いて、Excel を利用した現実のモデル化手法を学ぶ－ 
川崎治夫  －Excel を利用した基礎数学演習と Excel VBA (Visual Basic for Application)プログラミン

グの基礎演習－ 
永井喜則 －不規則性のあるデータの表計算ソフトによる統計処理－ 

 
情報処理 A・B・C・D の履修方法に関するアドバイス 
・ コンピュータを殆ど初めて使う感覚の人は情報処理 A・B を春期・秋期で履修する。 
・ コンピュータの使い方は知っているが、自由に使えるという意識の無い人は情報処理 A・B を春期・秋期で

履修する。 
・ コンピュータをある程度使える人は情報処理 B と情報処理 C または D を組み合わせて春期・秋期で履修す

ることを勧める。 
・ 文書処理ソフトや表計算ソフトを自由に使える人は情報処理 C・D の履修が良い。 
・ 考えて迷った場合は、情報処理 A・B を春期・秋期で履修することを推薦する。 
・ 並行履修は可能であるが、情報処理 A・B・C・D を総て履修する場合は２年間に分けた方が良い。 
・ 情報処理 A を履修する学期に情報処理 B・C・D を同時に履修することはできない。 
 
情報処理 A・B・C・D の履修に関する注意 
情報処理 A・B・C・D の履修クラス分けによって決まった曜日、時限で履修すること。文学部と経営学部の学

生は 1 時限～5 時限の範囲で履修すること。 
 
**[注意] 履修クラス分け登録は端末室のパソコン台数に制限があるために行うもので、学部での履修登録の準備

であることを忘れないように。
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情報処理Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄのクラスは抽選によって決定されます。クラス定員は使用するＰＣ教室の収容人数と

なります。登録は抽選漏れを考慮し、第３希望まで記入してください。抽選はコンピュータで処理されます。 
 

■履修クラス分け抽選の登録方法 

・携帯端末（携帯電話、スマートフォン等。以降、携帯と呼称）によるクラス分け登録サイトへの入力 
・ＰＣによるクラス分け登録サイトへの入力 

  

■履修クラス分け抽選登録 

募集締め切り： ４月３日（木）１８：３０ まで 

 

■履修クラス分け抽選結果発表 

日時：４月４日（金）１０：００ 携帯、PC では９：００から結果が提示されます。 
場所：世田谷校舎中央図書館１Ｆエントランスロビー（掲示） 

        Web サイト 携帯：http://wwwcis.kokushikan.ac.jp/m/ 
                       ＰＣ：http://wwwcis.kokushikan.ac.jp/rishu/ 

■受講の辞退 

掲示確認の結果、当該科目の受講を辞退する場合は４月４日（金）１３：００までに世田谷校舎中央図書館 
１Ｆエントランスロビー、または世田谷校舎中央図書館６Ｆ事務室に辞退届けを提出してください。 
辞退届け用紙は、世田谷校舎中央図書館１Ｆエントランスロビー、または世田谷校舎中央図書館６Ｆ事務室 
にて配布。Web 履修登録時に削除すると辞退になります。 
 
 

■履修クラス分け抽選に外れた場合の空きクラス抽選への追加登録について 

定員に満たないクラスに対して追加登録できます。最初の抽選で決定したクラスの変更は特別な理由が無い限

りできません。履修辞退は自由にできます。クラスの空き情報はコンピュータで見られます。学内端末からの

みアクセスできます。（URL：http://wwwcis.kokushikan.ac.jp/rishu/） 
追加登録受付日時：４月４日（金）１０：００～１３：００まで（時間厳守） 

問い合わせ場所：世田谷校舎中央図書館１Ｆエントランスロビー 
 

追加登録結果発表日時：４月５日（土）１０：００ 携帯では９：００から結果が提示されます。 
発表場所：世田谷校舎中央図書館６Ｆ 

 
 

■Web 履修登録との関係について 

・情報処理履修クラス分け登録の抽選結果は、Web 履修登録システムの登録画面へ自動的に反映されます。 
（抽選で決定した曜日・時限の科目が表示されます） 

http://wwwcis.kokushikan.ac.jp/m/
http://wwwcis.kokushikan.ac.jp/rishu/
http://wwwcis.kokushikan.ac.jp/rishu/
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■携帯から情報処理履修クラス分け抽選の登録 
  学内外問わず、インターネット接続環境にある携帯から履修クラス分けの登録が可能です。 

KAEDE ネットのユーザ ID・パスワードについては情報リテラシー教育を受けた学生のみに付与されます。 
情報リテラシー教育を受けていない学生は、携帯サイトからの抽選登録が行えませんので、必ず受講してください。 
転部、留年等の理由で KAEDE ネットのユーザ ID を再申請している学生は、代行登録による応募を行ってください。 
 ※代行登録については世田谷中央図書館 1F エントランスロビーにてお問い合わせください 

 
 
■携帯から情報処理履修クラス分け抽選の登録サイト（以降、携帯サイト）にアクセスするには 
  以下のいずれかの方法でアクセスします。 
  １．携帯のインターネット接続 URL に https://cisserv.kokushikan.ac.jp/m/と入力してアクセス 
  ２．携帯のバーコード読み取り機能で下の QR コードを読み取ってアクセス 
 
 
 
 
 
 
■携帯サイトへログインするには 
  携帯サイトにアクセスすると下のような『ログイン画面』が表示されます。 
 
 

 情報リテラシー教育で取得した自分の KAEDE ネットのユーザ ID とパスワードを入力します。 
 

 
 ID・パスワードを入力したら【ログイン】ボタンを押します。 
 ※パスワードはアルファベットの大文字小文字を区別しますので正しく入力してください。 
  （パスワードは半角英数字です） 

 
 

 ログインに成功すると『メニュー画面』が表示されます。 
  
【登録・変更】ボタン⇒ 抽選に応募します。または、応募した情報の変更を行います。 

 【登録を終わる】ボタン⇒ 『ログイン画面』に戻ります。

携帯用 QR コード 

ログイン画面 

メニュー画面 

入力例 

https://cisserv.kokushikan.ac.jp/m/
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■情報処理履修クラス分け抽選の登録手順 
  情報処理 A・B・C・D クラス配置表（13 ページ）を見て間違いなく登録してください。 

  第１希望から履修を希望する科目コードを選択していきます。第３希望まで登録可能です。 

  下の例では第２希望まで入力し登録を行っています。第１希望のみなら第１希望だけで構いません。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３希望選択画面 

第２希望選択画面 

第１希望選択画面 メニュー画面 

登録確認画面 

②第１希望選択画面へ 

⑤【登録して終了】は 
そこまでの希望で登録

されます 

③【登録して第 2 希望へ】は 
第 2 希望選択画面へ 

④【登録して第３希望へ】は 
第３希望選択画面へ 

各画面の【処理選択へ戻る】は 
メニュー画面へ戻ります 
希望選択中の場合は登録せず

に戻ります 
（画面の狭い携帯の場合は下

にスクロール） 

確認画面からは【処理選択に戻

る】は登録された状態でメニュ

ー画面に戻ります。 
 

抽選登録の流れ 
①．メニュー画面で登録・変更ボタン 
②．第１希望を選択 
   第１希望のみの場合⇒登録して終了で⑤へ 
   第２希望を選択するならば③へ 
③．第２希望を選択 
   第２希望までの場合⇒登録して終了で⑤へ 
   第３希望を選択するならば④へ 
④．第３希望を選択 
   登録を完了⇒登録して終了で⑤へ 
⑤．登録確認画面． 
   登録した内容が表示されます。 

 

  
① 

画面を下にスクロール 



 

6 

■登録した内容の変更について 
  抽選の登録期間内であれば変更可能です。操作については前項の登録手順と同様です。既に登録が行われていると、前回登録

時の情報が選択された状態で表示されます。 

  ○注意：変更の際は以下の点に気を付けてください。 

   ・第２・第３希望のみといった登録はできません。 

    第１希望を全て“希望しない”とし、【登録して終了】すると、第２・第３希望で登録されていた全ての科目は、 

    自動的に“希望しない”となります。 

   ・第１と第３希望のみといった登録はできません。 

    第２希望を全て“希望しない”とし、【登録して終了】すると、第３希望で登録されていた全ての科目は 

    自動的に“希望しない”となります。 

 

■登録した内容を確認するには 
  『メニュー画面』から【登録内容の確認】ボタンを押し、『登録確認画面』が表示されます。 

  登録が行われている場合のみ表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■登録時に表示されるエラーメッセージについて 
  第１～第３希望登録時に【登録して終了】または【登録して第 n 希望へ】のボタンを押すと、次のようなケースの場合、 

画面上部にエラーメッセージが表示されます。正しく入力が行われるまで登録できませんので入力内容を確認してください。 

 

   ◆情報処理 A と同学期に情報処理 B・C・D を選択している   ◆同学期に同日時の履修希望を選択している 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※n：対象の希望番号 

画面を下にスクロール 
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■PC から情報処理履修クラス分け抽選の登録 
  学内外問わず、インターネット接続環境にある PC から履修クラス分けの登録が可能です。 

KAEDE ネットのユーザ ID・パスワードについては情報リテラシー教育を受けた学生のみに付与されます。 

情報リテラシー教育を受けていない学生は、PC サイトからの抽選登録が行えませんので、必ず受講してください。 

転部、留年等の理由で KAEDE ネットのユーザ ID を再申請している学生は、代行登録による応募を行ってください。 

 ※代行登録については世田谷中央図書館 1F エントランスロビーにてお問い合わせください 

 
 
■PC から情報処理履修クラス分け抽選の登録サイト（以降、PC サイト）にアクセスするには 
  PC でインターネットブラウザを立ち上げ https://cisserv.kokushikan.ac.jp/pc/にアクセス 
  学内外問わず、インターネットが利用できる環境であれば自宅の PC からでもアクセス可能です。 

 
インターネットブラウザは Internet Explorer6 以上、または FireFox2 以上を使用してください。 
PCサイトにアクセスできない（次項の画面に移らない）場合やブラウザがSSL通信に対応していない場合、 
携帯サイトから応募を行うか、代行登録による応募を行ってください。 

 
 
■PC サイトへログインするには 
  PC サイトにアクセスすると次のような『ログイン画面』が表示されます。 

 
情報リテラシー教育で取得した自分の KAEDE ネットの

ユーザ ID とパスワードを入力します。 
 
 
 
 
 
 
次に【ログイン】ボタンを押してください。 
 
 

正しく入力されていれば PC サイトに入ることができます。 
 

インターネットブラウザ上部のここに 
『https://cisserv.kokushikan.ac.jp/pc/』 
と入力し、Enter キーを押す 

入力例 

https://cisserv.kokushikan.ac.jp/pc/
https://cisserv.kokushikan.ac.jp/pc/
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■情報処理履修クラス分け抽選の登録手順 
  PC サイトにログインすると『メニュー画面』が表示されます。 
  【登録/変更】ボタンを押して『登録画面』を表示します。 
 

 
 
  【科目選択欄】 

   

   

   

   

 
  科目の選択を終えたら【登録】ボタンを押します。 
 

科目選択欄（拡大） 

登録/変更ボタンを押

すと登録画面が開く。 

・第１希望から順に履修希望の科目を選択します。 

・第３希望まで選択可能となっていますので、『登録画面』の 

時間割表を参考にし、希望科目を選択してください。 

 

▼部分をクリックすると科目リス

トが開くので希望する物を選択し

ます。時間割表を参考に！ 

登録を中止しメニュー画面に

戻る 

登録が完了すると『登録内容確認画面』が表示されます。 

 

『登録内容確認画面』が表示されたら登録完了です 

『登録内容確認画面』 

『メニュー画面』 『登録画面』 
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■登録した内容を変更するには 
  前項の登録手順と同様に『登録画面』を開きます。 
  下図のような『登録画面』が表示されますので変更を行ってください。 
  操作手順は前項の新規登録時と同じです。 

 
■登録／変更した内容を確認するには 
  『メニュー画面』の【登録内容の確認】ボタンを押し、『登録内容の確認画面』を表示します。 

 
 

すでに登録した情報がある場合は

「変更」となります。 

 

科目選択リストは、以前に登録され

た科目が選択された状態で表示され

ます。 
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■登録時に表示されるエラーメッセージについて 
  登録時に登録画面の破線枠の個所（下図参照）にメッセージが表示される場合があります。 
  正しく入力が行われるまで登録できませんので入力内容を確認してください。 

 
  ◆同一希望内で情報処理 A と同学期に情報処理 B・C・D を選択した場合 

   << 第 n 希望 >> 春期に情報処理 A を選択した場合、同じ春期に情報処理 B・C・D は選択できません。 

  ◆同一希望内で同学期、同日時で科目が選択された場合 

   << 第 n 希望 >> 情報処理 X と同学期、同日時で履修希望されています。選択し直してください。 

  ◆第１希望が選択されておらず、第２・第３希望が選択されている場合 

   第１希望が選択されていないか、第２・第３希望のみが選択されています。第１希望から選択し直してください。 

 

   ※n：対象の希望番号、X：対象の情報処理アルファベット

エラーメッセージ 



Web からクラス分け抽選結果の検索について 
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■携帯より抽選結果 web サイトにアクセスするには 
   携帯より http://wwwcis.kokushikan.ac.jp/m/ にアクセスし、リテラシー教育にて 
  付与された KAEDE ネットユーザ ID を入力後、送信ボタンをクリックしてください。 

                         
ﾕｰｻﾞ ID 入力後、送信を選択             結果が表示されます             科目ｺｰﾄﾞをｸﾘｯｸで詳細表示 

 
※前の画面に戻る場合は携帯の「戻る」をクリックしてください。 

 
■学内 PC より抽選結果 web サイトにアクセスするには 
   学内 PC より http://wwwcis.kokushikan.ac.jp/rishu/ にアクセス 
 
                       「抽選結果はこちらから」の 
                       「こちら」をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リテラシー教育で付与されたユーザ ID を入力                「次へ」をｸﾘｯｸで結果が表示されます。 

携帯用 QRコード 

※前の画面に戻る場合はブラウザの「戻る」をクリックしてください。 

http://wwwcis.kokushikan.ac.jp/m/
http://wwwcis.kokushikan.ac.jp/rishu/


Web から空きクラス情報の検索について 
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■学内 PC より空きクラス情報 web サイトにアクセスするには 
  学内 PC より http://wwwcis.kokushikan.ac.jp/rishu/ にアクセス 
 
 
                            「空きクラス情報はこちらから」の 
                            「こちら」をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

空きクラス情報が 
                                   表示されます。 
 
                                   「空き」の欄の数字が、 

登録可能な人数となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※前の画面に戻る場合はブラウザの「戻る」をクリックしてください。 
※情報が古い場合はブラウザの「更新」をクリックしてください。 
※空きクラス情報は 10:00～13:00 の間、随時、更新が行なわれます。 
※学外ネットワークから本サイトにはアクセスできません。 

http://wwwcis.kokushikan.ac.jp/rishu/
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平成 26 年度 情報処理 A・B・C・D クラス分け日程 

14 

 

月 日 曜 日 事     項 

4 月 1 日 火 入学式 

4 月 2 日 水  

 

 

4 月 3 日 

 

 

木 

 
情報処理 A・B・C・D 履修説明会 

政経学部：  9：00 ～ 9：30 10 号館 5F 旧剣道場 
文学部：  10：00 ～ 10：30 10 号館 5F 旧剣道場 
法学部：  11：00 ～ 11：40 10 号館 5F 旧剣道場 
経営学部： 14：00 ～ 14：30 10 号館 5F 旧剣道場 
 

情報処理履修クラス分け登録 
・携帯端末、ＰＣ入力による登録 
開始： 履修説明会終了時より 
締切： 18：30 

 

 

 

4 月 4 日 

 

 

金 

 
情報処理履修クラス分け結果発表 

発表： 10：00 ～※ 
場所： 世田谷中央図書館 1F エントランスロビー 

  ※Web 発表では 9：00 から結果が提示されます 
 
抽選に外れた学生の追加履修クラス分け（空きクラス抽選）登録 

・携帯端末、ＰＣ入力による登録 
受付： 10：00 ～ 13：00 
受付場所： 世田谷校舎中央図書館 1F エントランスロビー 

 

 

4 月 5 日 

 

 

土 

 
追加履修クラス分け（空きクラス抽選）結果発表 

発表： 10：00 ～ 
場所： 世田谷校舎中央図書館 6F 

4 月 6 日 日  

 

4 月 7 日 

～ 

 

月 

 

Web 履修登録開始 
・クラス分け抽選結果は履修登録として Web 履修登録画面上に表示されている。 
履修辞退は削除により可能。誤って削除した場合に復元することは可能だが、 

当選していない別の情報処理 A・B・C・D クラスへの変更は不可。 

 


