
2021（令和３）年度 在学生ガイダンス資料  

（３年次、４年次、４年次以上：2016〜2019 年度入学者・学籍番号「16,17,18,19」の学生） 
 

◎ 2021 年度祝日（7/22（木）、7/23（金）、11/3（水））の授業開講 
 埼玉大学では、授業日数の確保等のため、7/22（木）、7/23（金）、11/３（水）の祝日に通常
授業を実施します。 
 そのかわりに、休日調整により 4/30(金）、8/20（金）、１/４（火）は休校となります。 
 

◎ SU ポータルのアカウント登録 

以前より大学ホームページや Web 学生システムのメッセージなどでお知らせしているとおり、令
和３年度より「ＳＵポータル」を利用することになります。「SU ポータル」は、履修登録を行う「Web
学生システム」の利用、オンデマンド授業を受けるための「WebClass」の利用、健康診断の予約等を
行うシステムです。アカウントの登録を行わないと、これらの機能が利用できなくなります。埼玉大
学から発行されたメールアドレス（xxx@ms.saitama-u.ac.jp）が記載された「全学統一認証アカウン
ト通知書」と「普段お使いのメールアドレス」の 2 つを準備して、新規ユーザーアカウント登録を必
ず行ってください。また、「SU ポータル」は卒業・修了後も利用するため、ログイン ID、パスワード
は大切に保管してください。 

      アカウント登録：https://www.suisss.com/ 
      登録マニュアル：https://www.suisss.com/uploads/howto.pdf 
 

◎ 履修を希望する授業科目の Web 登録 

１．履修登録期間内に、各自所有のパソコンやスマートフォン（自宅等学外からも可）またはパソ
コン実習室等で、「SU ポータル」https://www.suisss.com/に登録したアカウントでログインし
て、「埼玉大学教務システム（Link）」から Web 学生システムにアクセスし、履修登録を行ってく
ださい。ただし、令和３年度第１・２ターム分に限り、従来通り Web 学生システム 
https://risyu.saitama-u.ac.jp/portal にアクセスして履修登録を行っていただくことも可能です。
登録期間は下記のとおりです。期間外は一切登録が出来ません。くれぐれもご注意ください。 
 
 １）基盤科目（人文・社会・自然） ※スポーツ実技は別途後半に説明します。 

第１、第２ターム開講の科目：４月 ２日（金）9:00 〜 ４月 ６日（火）15:00 
      −抽選結果公表：４月 ８日（木）15:00 頃 
第３、第４ターム開講の科目：８月２７日（金）9:00 〜 ９月１５日（水）15:00 
      −抽選結果公表：９月２１日（火）10:00 頃 

   抽選結果は、Web 学生システム上に公表されます。 
 
２）その他の科目 

第１、第２タームおよび通年開講の科目：４月 ２日（金）〜  ４月２３日（金） 
第３、第４ターム開講の科目     ：８月２７日（金）〜 １０月 ８日（金） 



 ２．Web 履修登録の方法等は、埼玉大学教育推進室のページに掲載の「Web 学生システム利用 
  の手引き」を参照してください。 
   ※埼玉大学教育推進室の URL は以下のとおりです。 
    → http://park.saitama-u.ac.jp/~zengaku/ 

 

 ３．各自所有のノートパソコンで、学内無線ＬＡＮがつながらない場合は、「情報メディア基盤 
  センター」に相談してください。 
 

◎ Web 学生システム「お知らせ」「メッセージ」およびメールアカウントの登録利用 

 Web 学生システム「お知らせ」「メッセージ」を通じて、大学から大切なお知らせを通知しま
すので、常時「Web 学生システム」を確認してください。また、有事の際の ANPIC の連絡も登録
メールアドレスに配信される予定です。確実に連絡が届くように通常利用頂いているメールアカ
ウントを必ず登録しておいてください。 
  ① Web 学生システムにログイン 
  ② 学籍情報をクリック 
  ③ 本人住所情報をクリック 
  ④ 編集ボタンをクリックし、メールアドレスを入力したら、確定ボタンをクリック 
 

◎ 住所変更 

「Web 学生システム」で住所変更を登録してください。 
学生証裏面に貼ってあるシールの住所も変更する必要がありますので、変更登録後、所属学部

の学務担当係窓口にシールの交付を申し出てください。 
 

  



◎ 「英語」の履修にかかわる重要情報について 

 １．英語の授業開始日について 
   英語の授業は他の授業と同様に４月１２日（月）より始まります。 
 
 ２．英語Ⅰの再履修 

 １年次で英語Ⅰ(General English Skills 1)の単位を修得できなかった場合、２年次以降に再履
修することができます。 
 英語Ⅰ(General English Skills 1)は週１回の対面式授業と自習形式の E-ラーニングを組み
合わせた科目です。再履修の場合、クラス指定や学部の指定はありません。各自で科目を
選択して履修登録してください。なお、定員に達した場合は、その時点で履修登録を締め
切ります。   

開講学期 科目名 履修登録時期 

第１ターム 英語Ⅰ(General English Skills 1a) 
第１ターム（４月） 

第２ターム 英語Ⅰ(General English Skills 1b) 

第３ターム 英語Ⅰ(General English Skills 1c) 
第３ターム（９〜１０月） 

第４ターム 英語Ⅰ(General English Skills 1d) 
 
 ３．英語Ⅱの再履修 

 ２年次で英語Ⅱ(Academic English Skills 2)の単位を修得できなかった場合、３年次以降に
再履修することができます。 
 英語Ⅱ(Academic English Skills 2)は週１回の対面式授業と自習形式の E-ラーニングを
組み合わせた科目です。再履修の場合、クラス指定や学部の指定はありません。水曜３限
に英語Ⅱ(AES)の再履修者専用のクラスもあるので、こちらも受講できます。 
 各自で科目を選択して履修登録してください。なお、定員に達した場合は、その時点で
履修登録を締め切ります。  

開講学期 科目名 履修登録時期 

第１ターム 英語Ⅱ(Academic English Skills 2a) 
第１ターム（４月） 

第２ターム 英語Ⅱ(Academic English Skills 2b) 

第３ターム 英語Ⅱ(Academic English Skills 2c) 
第３ターム（９〜１０月） 

第４ターム 英語Ⅱ(Academic English Skills 2d) 
 
 ４．代替科目の履修について 

 英語Ⅰ・Ⅱには、下表のようにレベルに応じた、それぞれ特徴のある代替科目があり
ます。代替科目は週２回の対面式の授業です。これらの科目は、英語Ⅰ(GES1)、英語Ⅱ
(AES2)の代わりに履修することができます。また、英語Ⅰ(GES1)、英語Ⅱ(AES2)に加



 

えてこれらの科目を履修することも可能ですので、積極的に履修してください。なお、
代替科目については、同一科目名の科目を重複して履修することはできません。 
 代替科目には人数制限があり、定員を超過した場合には抽選を行います。第１ターム
と第２タームの授業はともに第１ターム初回授業の翌日（土日祝を除く）午前９時まで
に履修登録してください。また、第３タームと第４タームの授業はともに第３ターム初
回授業の翌日（土日祝を除く）午前９時までに履修登録してください。 
 抽選結果は締め切り日の翌日（土日祝を除く）までに、全学講義棟２号館１階の英語
関係掲示板及び Web 学生システムのメッセージでお知らせします。詳細はシラバスで確
認してください。 

 
開講学期 科 目 名 対象レベル 定員 代替対象科目 

第１ターム 
 および 
第３ターム 

英語Ⅰ(English for Specific Purposes 1a) レベルＡ･Ｂ 20 名 

GES1a 
GES1b 
GES1c 
GES1d 

英語Ⅰ(Academic Communication Skills 1a) レベルＡ 12 名 

英語Ⅰ(Academic Essay Writing 1a) レベルＡ 10 名 

英語Ⅰ(Basic English 1a) ※第1 タームのみ レベルＣ 35 名 

第２ターム 
 および 
第４ターム 

英語Ⅰ(English for Specific Purposes 1b) レベルＡ･Ｂ 20 名 

英語Ⅰ(Academic Communication Skills 1b) レベルＡ 12 名 

英語Ⅰ(Academic Essay Writing 1b) レベルＡ 10 名 

英語Ⅰ(Basic English 1b) ※第2 タームのみ レベルＣ 35 名 

第１ターム 
 および 
第３ターム 

英語Ⅱ(English for Specific Purposes 2a) レベルＡ･Ｂ 20 名 

AES2a 
AES2b 
AES2c 
AES2d 

英語Ⅱ(Academic Communication Skills 2a) レベルＡ 12 名 

英語Ⅱ(Academic Essay Writing 2a) レベルＡ 10 名 

英語Ⅱ(Basic English 2a) ※第3 タームのみ レベルＣ 35 名 

第２ターム 
 および 
第４ターム 

英語Ⅱ(English for Specific Purposes 2b) レベルＡ･Ｂ 20 名 

英語Ⅱ(Academic Communication Skills 2b) レベルＡ 12 名 

英語Ⅱ(Academic Essay Writing 2b) レベルＡ 10 名 

英語Ⅱ(Basic English 2b) ※第4 タームのみ レベルＣ 35 名 
  ※General English Skills を GES、Academic English Skills を AES と記載しています。 
     GES の代替科目は GES1a,b,c,d のいずれにも替えることができます。 

 AES の代替科目は AES2a,b,c,d のいずれにも替えることができます。 
 タームにより開講しない科目がありますので注意してください。 

 
［代替科目の授業内容］ 
English for Specific Purposes (ESP) 1, 2 
 特定の学術的なテーマを取り上げます。英語による講義を通して内容を理解するにとどまらず、学生の 
積極的な参加によって学術的英語スキルを向上させることを目的とした双方向的授業です。  



 

Academic Communication Skills (ACS) 1, 2 
 主に留学希望者のための授業で、TOEFL iBT やIELTS のスピーキングのセクションに重点を置いた訓
練を行うとともに、口頭発表など、留学先の大学でのアカデミックな活動に問題なく参加できるコミュニ
ケーション能力を養成します。  
Academic Essay Writing (AEW) 1, 2 
 主に留学希望者のための授業で、TOEFL iBT やIELTS のライティングのセクションを視野に入れた訓
練を通して、留学先の大学でのレポート、論文執筆などで十分に力を発揮できるよう指導します。  
Basic English (BE) 1, 2 
 習熟度が低い学生を対象に、英語の基礎から徹底的に訓練する授業です。  
※それぞれの授業の内容については、かならずシラバスで確認してください。 

 
 ５．外国語科目に関する卒業要件単位  

 外国語科目の卒業要件単位は、学部により取り扱いが異なりますので、所属学部の履
修案内の該当箇所を確認してください。英語スキル教育科目群の卒業要件単位は、英語
Ⅰが４単位、英語Ⅱが４単位、合計８単位が標準です。 

  



 

 

 教員免許状の取得を考えている方は、よく確認してください。 
 なお、工学部（2018 年度以降入学生）では、教員免許を取得することはできません。 
    スポーツ実技を履修することは可能ですが、卒業要件科目には含まれません。 
 

 クラス指定  
 

【教育学部１年次】 
 時間割に明記された指定クラスで受講してください。 
 

【教育学部１年次以外】 
 時間割に「教育学部以外」と記載された時間帯で受講してください。 
 

○特別クラス「アダプテッドスポーツ」について 

身体に障がいのある人、ケガ・病気で指定クラスでの受講が困難な学生は、学部・コースを問
わず水曜４限に開設している『アダプテッドスポーツ』を受講してください。 

ただし、障がいを持つ人のためのスポーツに興味があり履修を希望する者は、定員に余裕があ
る場合に限り、上記の条件を満たさない場合でも相談を受け付けます。 
 

 
 履修登録・抽選結果  

以下の日時までに、各自希望種目のＷｅｂ履修登録を行ってください。それ以降は、一切スポー
ツ実技の履修登録はできなくなります。 

 【第１・第2 ターム】 ４月１３日 １５：００ 
 【第３・第４ターム】 ９月２７日 １０：００ 
履修希望者がクラス定員内であれば、希望どおりの履修となります。希望者多数の場合は抽選と

なり、当選者以外は同曜日同時限の他の種目に自動登録されます。種目変更は一切できません。 
教育学部の学生は、指定クラスで履修する場合、仮に希望種目の抽選から漏れても、必ず同曜日

同時限の他の種目に登録されます。抽選の結果、スポーツ実技が履修できないということにはなり
ません。 

抽選結果の確認は、以下の日時以降に各自、Web 学生システムで履修登録状況の確認をしてくだ
さい。登録（表示）されている種目（時間割番号）が履修種目となります。抽選結果の掲示は行い
ません。 
  【第１・第2 ターム】 ４月１５日 １０：００ 
  【第３・第４ターム】 ９月３０日 １０：００ 

「市民教育科目群」スポーツ実技の履修について 



 

抽選の結果履修済みの種目だった場合には、その旨教育企画課まで申し出てください。 
 

 開始時期  
スポーツ実技は、学期第２週目から（学年暦②の番号）開始します。（第１週は開講しません。） 

 第１回授業の集合場所は、シラバスで確認してください。 
 

 
「スポーツ実技」履修についての問い合わせは、以下にお願いします。 
   全学講義棟１Ｆ学生センター内 
    教育企画課 （０４８）−８５８−３５８８ sokikaku@gr.saitama-u.ac.jp 



 

スポーツ実技を受けるにあたって 
 
（１）服  装 

運動に適したものを着用してください。靴は室内用・屋外用の２足を用意してください。雨天時に 
屋外種目は体育館内を使用して行うことがあります。また、所持品には必ず名前を記入してください。 

 
（２）運動用具 

原則として大学で用意しますが、各自が慣れている自分の用具を使用したい場合には、担当教員に    
確認し許可を得て使用してください。 

 
（３）連絡方法 

総合体育館入口右手の掲示板（ホワイトボード）に休講等必要な情報を掲示します。授業前に必ず 
確認してください。 
補講・休講情報は大学ホームページにも掲載するので確認してください。 

 
（４）更  衣 

総合体育館１Ｆ更衣室にて行ってください。この更衣室は共同利用施設ですので、整理整頓を心がけ 
てください。残念ですが盗難の可能性がありますので、更衣後はすべての荷物を持ち、授業実施場所 
まで持参してください。 

 
（５）貴 重 品 

貴重品ボックスは、総合体育館更衣室前に設置してあります。貴重品を預けたボックスの位置、自分で
設定した４桁の番号を忘れないようにしてください。なお、次に使用する人の迷惑になりますので、 
使用後直ちに貴重品ボックスから保管物を回収してください。 
＊毎年春先の４月及び５月に盗難事件が多発しています。各自危機管理意識を高めてください。 

 
（６）見  学 

授業開始前に担当教員に連絡し、指示を受けてください。 

  



 

スポーツ実技 種目一覧 

 
月曜４限 教育学部小学校コース指定、教育学部以外  

第１・第２ターム 第３・第４ターム 
種目 担当教員 種目 担当教員 

サッカー 坂本宗司 サッカー 坂本宗司 
筋力トレーニング 小林幸次 ボディメイキング 小林幸次 
テニス 安藤加里菜 テニス 安藤加里菜 

 

火曜２限 教育学部小学校コース指定、教育学部中学校コース・乳幼児教育コース・養護教諭養成課程指定  
第１・第２ターム 第３・第４ターム 

種目 担当教員 種目 担当教員 
バドミントン ⻲⽥⿇依 バドミントン ⻲⽥⿇依 
サッカー 内藤清志 サッカー 内藤清志 
バスケットボール 図子浩太佑 バスケットボール 図子浩太佑 
ダンス 赤堀文也 ダンス 赤堀文也 

 

水曜３限 教育学部以外指定  
第１・第２ターム 第３・第４ターム 

種目 担当教員 種目 担当教員 
ソフトボール 名古屋光彦 ソフトボール 名古屋光彦 
サッカー 内藤清志 サッカー 内藤清志 
テニス 工藤龍太 テニス 工藤龍太 
ヒップホップダンス 赤堀文也 ヒップホップダンス 赤堀文也 

 

水曜４限 教育学部小学校コース・特別支援教育コース・その他  
第１・第２ターム 第３・第４ターム 

種目 担当教員 種目 担当教員 
ソフトボール 名古屋光彦 ソフトボール 名古屋光彦 
サッカー 内藤清志 サッカー 内藤清志 
テニス 工藤龍太 テニス 工藤龍太 
ヒップホップダンス 赤堀文也 ヒップホップダンス 赤堀文也 
バスケットボール 小林知美 バスケットボール 小林知美 
アダプテッドスポーツ 白石三重子 アダプテッドスポーツ 白石三重子 

 
 

初回授業（ガイダンス）の日程は以下の通りです。※集合場所はシラバスで確認をしてください。 
 

 第１・２ターム 第３・４ターム 
月曜日開講 ４月１９日 １０月 ４日 
火曜日開講 ４月２０日 １０月 ５日 
水曜日開講 ４月２１日 １０月 ６日 

   



 

学生生活関係資料のダウンロード 

 

みなさんが学生生活をするうえで必要な情報を掲載した資料を、下記のＵＲ

Ｌからダウンロードすることができます。 

各自、必ず一度は目をとおし、適宜ダウンロードしてご活用ください。 

 

http://park. saitama-u.ac.jp/~zengaku/d-dist/index.htm 

 

 

 

 

 


