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就実大学・就実短期大学

Webシラバス入力 利用の手引き

この手引きのPDFデータをHP・イントラにアップしています。
・HP：在学生の方→（ｼﾗﾊﾞｽPDFﾃﾞｰﾀ）「シラバス作成・修正方法」
・イントラ：各種様式ダウンロード 内

2022年度版

※必ず本手引きを参照のうえ入力をおこなってください。
※本手引は大切に保管してください。

！注意！
（「入力完了」にチェックを入れずに* ）定期的に「登録」ボタンを押して一時保存してくださ
い。
保存されないまま60分以上経過すると、入力データ消失の恐れがあります。
＊ 「入力完了」にチェックを入れると、教務課で解除するまで入力できなくなります。
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■2022年度用Webシラバス作成フロー
下記の手順で期限厳守の上、Webシラバスに必要事項を入力してください。
テキスト販売にも関わりますので、期限厳守と正確な情報の入力をお願いします。

1

新規登録（P.7～）

項目ごとに直接シラバスを入力します。

引用登録（P.9～）

過去のシラバスを引用して変更がある箇所のみ

入力します。

2

シラバス内容に間違いがないか必ず確認を行います。

確認終了後、必ず入力完了にチェックを入れ、登録ボタンをクリックしてください。

入力期限までは、「入力完了」にチェックを入れない限り、何度でも修正可能です。

入力完了にチェックを入れ、登録した後に内容変更する場合は教務課まで連絡してください。

就実大学・就実短期大学 教務課 TEL：086-271-8120 （9：00～17：00）

※シラバスの入力は代表教員１名しかできません。入力が出来ない科目がある場合は教務課へ連

絡してください。（複数名担当の科目は、先頭に表示されている先生が代表教員となります。）

※テキスト欄について、学生が既に持っているテキスト（前年の別授業で使用した場合等）を指定する

場合、その旨の記載をお願いします。（二重購入の防止）

3

シラバス登録関連期限 ※厳守

期日 内容

2022/1/17（月）17：00 Web入力期限（すべての科目について必ず入力）

2022/1/28（金）12：00
教科書発注(Webシラバスのテキスト部分を業者へ連絡)
※この日までにテキストの確定を必ずお願いいたします。

4 第３者チェック、テキスト発注などシラバス公開に向けての準備

間違いがあった場合
は手順１からやり直
してください
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○必ずシラバス作成要領（別紙）に準じて入力してください。

○新規開設科目等、新しい講義コード作成に時間がかかる場合があります。その場合、講義コード
が作成されるまでシラバスの入力ができません。

○ＨＴＭＬタグは使えません。

○Webシラバスに入力された情報はシラバス検索機能を通して学外へ公開されます。電話番号や
メールアドレス等公開したくない情報は絶対に入力しないでください。

○入力完了にチェックを入れて登録すると、それ以降Webからシラバスの変更が不可能になります。
チェックを外したい場合は教務課へ連絡してください。

○インターネット上に公開するため、以下の文字種は使用しないようお願いします。

・環境依存文字、拡張漢字、アルファベット以外の外国語フォント

○パスワードを忘れてしまった場合は、パスワードを初期化する必要がありますので教務課まで問い
合わせてください。

○シラバスに記載する内容は別途Wordファイルで準備するなど、Webシラバスへはコピー＆ペース
トで入力することを推奨します。

○入力作業時は、 （「入力完了」にチェックを入れずに）定期的に「登録」ボタンを押して一時保存
してください。

○保存されないまま60分以上経過すると、認証が切れ、入力したデータが保存できない場合があ
りますので注意してください。

【問い合わせ先】 就実大学・就実短期大学 教務課
TEL：086-271-8120
E-mail：kyoumu@shujitsu.ac.jp

【対応時間】 月～金曜日（祝日は除く） 午前9時～午後５時
※年末年始休業日は対応できません。

■Webシラバス入力の前に（注意事項）
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■事前準備
・推奨システム環境

OS
・Windows 8/8.1(32Bit、64Bit) 
・Windows10(32Bit、64Bit) 
・Mac OS Ｘ

ブラウザ
・Google Chrome
・Mozilla Firefox
・Safari

※上記スペックはあくまでも推奨環境です（ただし、いかなる運用状況に
おいてもスムーズに動作することを保証するものではありません）

■手順

3

➀本学ＨＰへアクセスし、 在学生の方をクリックしてください
（本学ＨＰのＵＲＬ：https://www.shujitsu.ac.jp/）

クリックしてください



Campus Plan
-How to revise the syllabuses-

Academic
Affairs
Section

4

②「在学生の方へ」ページ内の「教員専用ページ」をクリックしてください

※手順①，②は以下のＵＲＬから直接アクセスすることも可能です。
https://www1.shujitsu.ac.jp/kyoin/web/CplanMenuWeb/UI/LoginForm.aspx

ス
ク
ロ
ー
ル

クリックしてください
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ユーザーID・パスワードは
事前に配付した紙を参照し
てください

④教員用メニューが表示されたらwebシラバスをクリックしてください

クリック

5

③ログイン画面が表示されたらユーザーID・パスワードを入力してください

初回のログイン時には、パスワードの変更を行う画面が表示
されますので必ず任意のパスワードに変更してください。



Campus Plan
-How to revise the syllabuses-

Academic
Affairs
Section

⑤Webシラバス内のメニューから受持講義一覧をクリックしてください

クリック

⑥シラバスを入力する講義の選択（一番左）をクリックしてください

入力可能

入力不可能

入力不可能な状態になっているシラバスで追加の入力
が必要な場合には教務課へ連絡してください。

ただし、複数名担当の科目は代表の先生のみ入力でき
る状態となるため，それ以外の先生は科目そのものが表
示されません。

★次年度「担当しない講義」が、一覧に表示されている
場合、お手数ですが教務課へ連絡してください。

6
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○シラバス内容を入力します。
登録は、「新規登録」と「引用登録」のどちらかで行います。

7

次ページからは新規登録する方法です。
「引用登録」で入力される場合はP.10に進んでください。

「引用登録」は過去に同じ科目を担当したことがあり、
シラバスを登録したことがある場合にのみ利用可能です。
過去のデータがない場合は「新規登録」で入力をおこなっ
てください。
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①シラバス入力画面で必要事項を入力してください
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◎各項目について

講義コード～
代表時限の各項目

CampusPlanに登録されている講義情報が入力されています。
変更がある場合は教務課まで連絡をお願いします。

実務経験のある教員による
授業科目（〇/×）

～実務経験の内容
シラバス作成要領（別紙）を確認して入力してください。

登録タイプ
データ登録を必ず選択してください。
横の「シラバス引用」は、新規登録の方法では使用しません。

授業のテーマ～到達目標 シラバス作成要領（別紙）を確認して入力してください。

授業計画
右の「編集」を押すことで入力が可能となります。
詳しくは次ページを確認してください。

成績評価の方法・評価基準
ならびに課題に対するフィー

ドバックの方法～備考

シラバス作成要領（別紙）を確認して入力してください。
★テキスト欄に入力されたテキストを教務課で発注しますので、必要な
場合は期日までに必ず入力してください。

授業用ＵＲＬ～
参考URL 4

必要な場合のみ入力してください。
ただし、学外に公開されますので注意してください。

Ｐ．2 Webシラバス入力の前に（注意事項） について、今一度ご確認をお願いします

-新規登録をする方法-

※変更しないでください※
学則に基づいて教務課で入力しています。
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◎授業計画の入力（「編集」を押すと別ウィンドウが開きます）
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1
画面右側の「新規」ボタンを授業の回数分クリックしてください。

（例）15回の場合、15回クリックしてください。

2

各回の「内容」ボックスに講義内容を必ず入力してください。
（それ以外の項目は空白にしておいてください。）
※入力時に「回」の数値が前後した場合でも、「登録」ボタンをクリックする
と自動的に昇順に並び替えられます。
※オムニバス等、複数名で担当する授業は各回の「内容」部分末尾にその
回を担当される教員名を明記してください。

3 画面左下の「登録」ボタンをクリックしてください。

授業計画を含め、シラバスの入力がすべて終了したら、
左下の「入力完了」チェックボックスにチェックを入れ、「登録」
ボタンをクリックしてください。
※入力完了にチェックを入れると、それ以降はWebシラバスへの入力が
できなくなります（教務課での解除が必要な状態になります）。

-新規登録をする方法-

次ページからは引用登録する方法です。

一括設定用項目

クリックした回数分の
授業計画表枠が展開されます
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-引用登録する方法-
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①シラバス引用ボタンを押してください。

※変更しないでください※
学則に基づいて教務課で入力しています。
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-引用登録する方法-
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②シラバス引用ボタンを押すと以下の画面が表示されます。

昨年度担当された同じ学則科目の講義がここに表示されます。引用したい講義が表示され
ている場合は、「選択」をクリックすると引用されます。
一昨年以前に担当された講義や、別科目だがシラバス内容が同じ講義から引用したい場合
は、下記手順で引用を行ってください。
１．開講年度で引用したいシラバスのある年度を選択
２．「以上の条件で検索」をクリック
３．選択した年度に担当した講義のWebシラバス一覧が表示されますので、

その中から該当の講義を選択してください。

○ボタンの種類

2

1

→該当の講義の過去Webシラバスを引用する。

→該当の講義の過去Webシラバスの内容を確認する。

2021

3
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-引用登録する方法-
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③選択ボタンで引用した後、修正したい項目があれば編集してください。

授業計画を含め、シラバスの入力がすべて終了したら、
左下の「入力完了」チェックボックスにチェックを入れ、「登録」
ボタンをクリックしてください。
※入力完了にチェックを入れると、それ以降はWebシラバスへの入力が
できなくなります（教務課での解除が必要な状態になります）。

※変更しないでください※
学則に基づいて教務課で入力しています。
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⑨CampusPlanでの作業を終了する場合は、必ずログアウトしてください

クリック

13

◎パスワードを変更したい場合

・ログイン後の画面右上にあるパスワード変更をクリックしてください

クリック

・各入力ボックスへ入力後、変更をクリックしてください。

現在使用中のパスワード

変更したいパスワード

変更したいパスワード
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◎入力必須項目
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※シラバス作成要領（別紙）を確認して、入力してください。
※「必須」項目については、すべて入力してください。

WEBシラバス項目 必須 備考

実務家教員による科目（〇/×） 必須 「〇」（記号のマル）/「×」を入力。

実務経験の内容 必須 該当しない場合「なし」と入力。

授業形態 ★入力しないでください。（教務課で入力します）

授業のテーマ 必須

授業の概要 必須

到達目標 必須

授業計画

-回 -講義回数部分

-内容
-各回講義の内容(担当教員)                                      
★(ｵﾑﾆﾊﾞｽ等の場合,担当教員を末尾に必ず入力)

成績評価の方法・評価基準ならびに
課題に対するフィードバックの方法

必須

テキスト 必須
★この欄を元にテキスト販売を行います。
テキストを指定しない場合「なし」と入力ください。

参考文献 [参考図書・参考資料等]

事前・事後学習の内容と時間 必須

学外授業

アクティブラーニング

ICT活用

備考

授業用URL～参考URL4 ★学外へ公開されます。ご注意ください。

必須
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◎Webシラバス登録チェックシート
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○このシートにチェックしながらの作業を推奨します。

確認事項 確認

受付講義一覧をクリックしたか □

講義を選ぶとき左の選択ボタンをクリックしたか □

入力必須項目をすべて入力したか □

講義回数に対応する内容を内容の項目に入力したか □

成績評価の方法の項目へ出席点に関する記載はしていないか □

（複数名担当の科目の場合）授業計画表の各回末尾に、担当す
る教員名を記載しているか

□

HTMLタグは使っていないか □

外部に公開したくない情報を入力していないか □

環境依存文字、拡張漢字、アルファベット以外の外国語フォント
は使っていないか

□

入力した内容を確認してすべて間違いはないか □

入力完了にチェックを入れ、登録ボタンを押したか □
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◎過去にあった質問
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１．配付されたユーザーID、パスワードでログインできない。

WEBシラバス入力用のユーザーID、パスワードは「教職員用パス
ワード等通知書」と書かれている紙で配付しています。過去に成績
登録、またはWebからシラバス登録をしている場合、変更されてい
る可能性があります。分からない場合は教務課へ問い合わせてくだ
さい。

２．入力したい講義が一覧に表示されていない。

教務課へ問い合わせてください。

３．誤って入力完了にしてしまった。

教務課へ連絡してください。入力完了状態を解除します。

４．過去のシラバスが引用できない。

引用時の画面で年度を確認した上で、再度検索してみてください。
それでも引用できなければ、データが存在していないと思われます
ので、新規登録をお願いします。

５．入力したのに登録できていなかった。

最後に登録ボタンを押せていなかった可能性があります。できるだ
け作業中にこまめに登録ボタンを押して、作業内容を保存するよう
にしてください。

６．入力完了にした講義のシラバスをもう一度確認したい。

講義を選ぶ画面で、右にある「確認画面」ボタンを押してください。


