
Q & A

学士課程教育における

クォーター制
導入について

　新潟大学では、平成29年度からクォーター制を導入します。本学
では、今まで週１コマの授業を16週で行ってきましたが、クォー
ター制を導入することにより、例えば、週２コマの授業を８週間で
完結させることで、１つの授業科目をより集中的に学ぶことができ
ます。また、第２タームと夏休みを利用した海外留学や、長期学外
学修等の多様なプログラムに参加することもできます。休学せずと
も海外留学ができるようになることで、４年間で卒業することも可
能となります。
　クォーター制を最大限に活用して、有意義で充実した学生生活を
送りましょう。

クォーター制
導入の目的

問い合わせ先

〒950-2181  新潟市西区五十嵐２の町 8050 番地
新潟大学学務部教務課

電話 025-262-6303 メールアドレス kyomu@adm.niigata-u.ac.jp

クォーター制導入後も、科目の特性に応じて、学期単位で実施さ
れる授業もあります。

Q2. いままでどおりの学期単位（15 週 + 試験）で
　　行う授業は実施されないのですか？
A2.

行いません。
前半タームと後半タームの間の2日間は補講日になります。

Q4.２ターム連続で開講される科目では、「第１タームと
　　第２タームの間」及び「第３タームと第４タームの
　　間」の 2 日間に通常の授業は行われますか？
A4.

２ターム連続開講科目の前半タームの試験日（８回目の授業時）に
必ず試験が実施されるということはありません。
成績評価の方法は科目により異なりますので授業担当教員の指示
に従ってください。

Q5.２ターム連続開講科目でも前半タームに設定されて
　　いる試験日に必ず試験が実施されるのですか？
A5.

できません。
学籍の管理は従来どおり「学期単位」で行いますので、卒業は３月
または９月となります。

Q6. 前半ターム終了時に卒業することはできますか？

A6.

いいえ。
授業料は学期単位での納入が必要です。ターム単位での分割は行
いません。

Q8. 後半タームを休学する場合、授業料は
　　前半ターム分だけ支払えばよいのですか？
A8.

復学の届け出の際など、事前に所属学部の学務係にご相談くだ
さい。

Q10. 後半タームに休学から復帰する場合の
　　 履修申請はどうすればよいですか？
A10.

できません。
ただし、授業担当教員が許可した場合のみ可能とします（変更
の申請期間は後半ターム開始後一週間を限度とします）。

Q11. 後半ターム開始時に履修科目を
　　 変更することはできますか？
A11.

CAPは学期単位で設定されます。
詳細は所属学部の学務係で確認してください。

Q12.CAP はタームごとに制限されるのですか？

A12.

科目の特性や学修効果にあわせて１）～５）のパターンで授業を
実施します。
１）週2コマ×8週（曜日セット開講）
月曜日と木曜日、火曜日と金曜日など、授業と授業の間に期間を空
けて、週2回授業を行うもの。

２）週2コマ×8週（2コマ連続開講）
1・2限連続や3・4限連続など、2つの授業時間をつなげて授業を行
うもの。

３）週１コマ×8週
授業回数が従来の半分となることにともない、1科目当たりの単位数
も半分になります。このため、多くの科目は二分割された前半部分と
後半部分の両方を履修することが基本となります。

４）週1コマ×16週（2ターム連続開講）
従来どおりの学期単位16週で授業を行うもの。

５）その他
集中講義や初修外国語など、上記以外のパターンで開講されるもの。

Q3. 授業はどのような形態で実施されますか？
A3.

かわりません。
週1コマ×16週が週2コマ×8週に授業期間が短縮されるだけで、授
業の実施回数は変更ありません。
ただし、週1コマ×8週で完結する科目などもありますので、詳しくは
シラバスを確認してください。

Q1. クォーター制導入にともない
　　授業の実施回数はかわりますか？
A1.

新 潟 大 学

これまでどおり、学期単位（第１学期及び第２学期）の区分で授業
料を納付することになります。

Q7. 授業料の納付時期はどうなりますか？

A7.

履修申請は学期単位で行います。
第１、第２ターム分の申請を第１タームの初めに、第３、第４ターム
分の申請を第３タームの初めに行います。

Q9. 履修申請はいつ行うのですか？

A9.



学　期年　度

第１学期
平成

29年度
第２学期

履修科目
確定

4月19日（水）

10月15日（日）

ターム 履修許可申請

4月1日（土）
　　～4月12日（水）

9月15日（金）
　　～10月8日（日）

自動抽選科目

10月9日（月）
　　～10月14日（土）

手動抽選科目
履修科目の確認・追加・削除

4月16日（日）～4月18日（火）

（自動抽選は運用しません。）

10月12日（木）
　　～10月14日（土）

第１ターム
第２ターム

第３ターム
第４ターム

平成29年度から「クォーター制」を導入します。
クォーター制とは、ひとつの年度を二分した第１
学期・第２学期をさらに半分に分けた「クォー
ター」ごとに授業を行う制度です。
新潟大学ではこのクォーターのことを「ターム」
と呼び、「２学期４ターム制」となります。

新潟大学クォーター制について 留学しやすくなる２学期４ターム制

科目の特性や学修効果にあわせて１）～５）のパターンで授業を開講します。
１）週２コマ×８週（曜日セット開講）
　　月曜日と木曜日、火曜日と金曜日など、授業と授業の間に期間を空けて、週２回授業を行うもの。
２）週２コマ×８週（２コマ連続開講）
　　１・２限連続や３・４限連続など、２つの授業時間をつなげて授業を行うもの。
３）週１コマ×８週
　　授業回数が従来の半分となることにともない、１科目当たりの単位数も半分になります。
　　このため、多くの科目は二分割された前半部分と後半部分の両方を履修することが基本となります。
４）週１コマ×16週（２ターム連続開講）
　　従来どおりの学期単位16週で授業を行うもの。
５）その他
　　初修外国語など、上記以外のパターンで開講されるもの。

開講パターン

成績はタームごとに公開します。成績確認表により成績の確認
が可能です。ただし、成績証明書には次学期から（成績の確認
期間が終了してから）記載されます。なお、成績の公開日は科
目により異なり、公開に時間がかかる科目もあります。

成績確認期間

クォーター制導入に伴う変更点

これまでは、学期途中で留学すると、その学期の単位
を修得することは困難でした。しかし、計画的な履修
により空白のタームを確保することで、在学したまま
海外の大学のサマースクールや短期留学に参加した
上、４年間で卒業することも可能となります。

クォーター制導入によるメリット

●授業料について
学期ごとに年額の２分の１に相当する額を納付してください。
 （学則第76条：授業料の額は、本学が定めるものとし、前期及び後期の２期に分け、それぞれ次の期において、年額の２分の１に相
当する額を徴収する。）

●卒業
従来通り３月または９月の卒業となります。
本学は２学期制ですので、卒業判定については、各学期末に行われます。
　学則第37条：前条の学年を、次の２学期に分ける。
　　第１学期　４月１日から９月30日まで
　　第２学期　10月１日から翌年３月31日まで
　２　前項に規定する各学期の授業期間は、前半及び後半に分けることができる。

●休学
学期が始まる前に休学申請書を提出し、学部長の許可を得てください。
※１　所属の学務係に事前に相談してください。
※２　学期途中における休学については、当該学期の授業料は免除できませんので、学務係に確認してください。
 （学則第65条）
　疾病その他の事由により、引き続き２月以上修学することができない学生は、所属する学部の学部長の承認を受けて，その学
期又は学年に限り、休学することができる。
 （授業料等免除及び徴収猶予取扱規程）
　第３条：授業料の免除は、授業料の納期ごとに実施するものとし、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
　　　　　　　　（略）
　３　休学を許可し、又は命じた場合は、授業料を免除するものとする。ただし、休学を許可した日が授業料の当該期の納付期
　　限経過後であり、授業料の徴収猶予を許可されていない者については、その期の授業料は、免除しない。

平成29年度以降も変わらないこと

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

第１学期
10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

第２学期
授　業 夏休み 授　業 春休み

学　期年　度

第１学期

第２学期

ターム 成績確認期間
第１ターム
第２ターム
第３ターム
第４ターム

6月15日（木）～9月30日（土）

8月20日（日）～9月30日（土）

12月9日（土）～3月31日（土）

2月23日（金）～3月31日（土）

平成
29年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

第１学期
10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

第２学期

第１ターム
授　業

（4/6 ～ 6/5）

第２ターム
授　業

（6/8 ～ 8/3）

第３ターム
授　業

（10/2 ～ 11/29）

第４ターム
授　業

（12/4 ～ 2/13）
夏休み 春休み

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

第１学期
10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

第２学期

第１ターム 第２ターム 第３ターム 第４ターム夏休み 春休み

履修登録は学期単位で行います。
・第１ターム開始時→第１ターム、第２タームに実施する科目の履修登録を行う。
・第３ターム開始時→第３ターム、第４タームに実施する科目の履修登録を行う。

履修登録期間

1

多様な学外学修
まとまった時間を利用してボランティアやインターン
シップに参加する等、４年間の大学生活でできること
の選択肢が増えます。

2

集中的に学修
週２コマ８週の授業等により短期集中的に学修する
ことで、学修効果を高めます。

3

【履修計画例】
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