
Things to do for KUEP Students 2022 Spring 

2022 年春学期 国際機構（KUEP）用 締切一覧 

内容 

Contents 
申請方法 

How to apply 
期日 

Submission/ 
Correction dates 

総合日本語科目 
Japanese Language Courses 

アカンサスポータルシステムから登録 
Register through ACANTHUS PORTAL  
https://acanthus.cis.kanazawa-u.ac.jp/ 
 
シラバス検索方法 Web Syllabus 
アカンサスポータル> 学務情報サービス> 履修・成績情報> シラ

バス検索 
ACANTHUS PORTAL> Student Information Service> Course 
grades> Syllabi  

第1クォーターと前期科目 
Registration of courses for 
Quarter 1 and spring 
semester 

4月18日（月） 
Monday, April 18 

 
第2クォーター科目 
Registration of courses for 
Quarter 2 

6月23日（木） 
Thursday, June 23 

日本文化・社会学習 
プログラム   

Program for the Studies on 
Japanese Culture and Society 

 
専門演習・専門研究・専門実験 

履修申請書 
Course Registration Form 

(Specialized Seminar, 
Specialized Research, and 
Specialized Experiment) 

研究計画書 
KUEP Research Plan Form 

① 指導教員と研究テーマについて話し合って記入

してください。 
② 指導教員に了承をもらう 
③ 留学支援係へメールで提出 
1. Make sure you consult your academic 

supervisor about your research plan and fill out 
the form. 

2. Get agreement from him/her on the form. 
3. Submit it to the office of the International Student 

Section by email. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4月18日（月） 
Monday, April 18 

  
 

他部局開講科目履修申請書 
（国際機構で開講する授業以外

の授業を受講したい場合） 
Registration form for Courses 
Offered by Other Departments 

① 指導教員に相談して下さい。 
② 授業の教員に、第 1 クォーター、第 2 クォーター

両方の受講の許可をメールでもらう。 
③ 留学支援係へそのメールと申請書を提出 
1. Consult your academic supervisor. 
2. Ask the course instructor for permission to take 

the courses for Quarter 1 and 2 by email.  
3. Submit the email and Registration form to the 

office of the International Student Section. 

 
 
 

履修登録の確認と訂正 
Correction and confirmation of 

registration 

Eメールで履修登録内容の変更、訂正などを行いま

す。訂正等がある場合は 4月25日（Q1,前期科目）ま

たは 6月30日（Q2科目）までにEメールで連絡しま

す。それ以降の変更はできません。 
We are asking students to correspond by e-mail. We 
will check your registration and if there are corrections 
to be made, we will notify you by message by April 25 
(for Q1 and semester courses), or by June 30 (for Q2 
courses). We do not allow students to change course 
registration after these deadlines. 

第1クォーターと前期科目 
Courses for Quarter 1 and 
spring semester 

4月25日（月） 
Monday 
April 25 

 
第2クォーター科目 
Courses for Quarter 2 

6月30日（木） 
Thursday 
June 30 

※ これらの期日は、国際機構所属の学生のみに適用されます。 

※ Please note that these deadlines are only for the student who belongs to the Organization of Global 
Affairs. 

https://acanthus.cis.kanazawa-u.ac.jp/

