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[付属資料 B] エラー一覧と対応方法 

「履修申請の申請状況画面」及び「履修登録科目確認通知書」で表示されるエラーメッセージと対応方

法について、簡単に説明します。 

エラーが出た場合は、内容に従い履修申請を修正して、申請をもういちど行ってください。 

 

エラー 

コード 
エラー名 エラーメッセージ 対応方法 

#101 
春学期履修 

上限エラー 

春学期で履修可能な単位数を

超えて履修しています 

春学期申請科目を削除して単位数を

減らしてください。 

＊春学期のみ 

#102 
秋学期履修 

上限エラー 
秋学期で履修可能な単位数を

超えて履修しています 

秋学期申請科目を削除して単位数を

減らしてください。 

＊秋学期のみ 

#103 
年間履修 

上限エラー 

年間で履修可能な単位数を超

えて履修しています 

通年申請科目を削除して単位数を減

らしてください。 

＊春学期のみ 

#104 
通算履修 

上限エラー 

通算で履修可能な単位数を超

えて履修しています 

申請科目を削除して単位数を減らし

てください。 

#111 
１年次履修 

上限エラー 

１年次で履修可能な単位数を

超えて履修しています 

申請科目を削除して単位数を減らし

てください。 

#112 
２年次履修 

上限エラー 

２年次で履修可能な単位数を

超えて履修しています 

申請科目を削除して単位数を減らし

てください。 

#113 
３年次履修 

上限エラー 

３年次で履修可能な単位数を

超えて履修しています 

申請科目を削除して単位数を減らし

てください。 

#114 
４年次履修 

上限エラー 

４年次で履修可能な単位数を

超えて履修しています 

申請科目を削除して単位数を減らし

てください。 

#201 
配当科目 

存在エラー 

配当されていない科目のため、

履修できません 

申請した科目は履修できない科目で

す。削除してください。 

＊このエラーがでたら窓口に申し出

てください。 

#202 
授業開講 

エラー 

今年度開講していない授業の

ため、履修できません 

申請した科目は今年度開講していま

せん。削除してください。 

＊このエラーがでたら窓口に申し出

てください。 

#203 
履修申請 

年度エラー 

今年度申請可能な授業ではな

いため、履修できません 

申請した科目は今年度申請できない

授業です。削除してください。 

＊このエラーがでたら窓口に申し出

てください。 

#204 
履修申請 

学期エラー 

今学期申請可能な授業ではな

いため、履修できません 

申請した科目は今学期申請できない

授業です。削除してください。 

＊このエラーがでたら窓口に申し出

てください。 
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#205 履修抑止エラー 
履修の申請が抑止されている

ため、履修できません 

申請した科目は履修できませんので

削除してください。 

#206 
授業終了 

時期エラー 

卒業予定年度・学期を超えて 

開講する授業は、履修できません 

申請した科目は卒業予定年度・学期を

越えて開講しています。当該科目を削

除してください。 

＊このエラーがでたら窓口に申し出

てください。 

#207 
授業履修 

条件エラー 

授業の履修条件に該当しない

ため、履修できません 

申請した科目について、クラス指定な

どの履修の条件に該当していません。

削除するか、履修条件を満たすように

申請してください。 

 

例： 

基礎ゼミや語学で指定されたクラス

以外のものを履修しようとした場合。 

#208 
受講者限定 

エラー 

授業の受講者限定に該当しな

いため、履修できません 

申請した科目は受講者が限定されて

いるため履修できません。 

 

例： 

語学等の科目で受講可能な者以外が

履修しようとした場合。 

#209 
再履修授業 

エラー 

再履修授業区分に該当しない

ため、履修できません 

申請した科目は再履修対象ではあり

ません。削除してください。 

＊このエラーがでたら窓口に申し出

てください。 

#210 
履修セメスター 

エラー 

履修セメスターに該当しない

ため、履修できません 

申請した科目は履修できる学期（春学

期・秋学期）に該当していません。削

除してください。 

＊このエラーがでたら窓口に申し出

てください。 

#211 

他カリ履修 

セメスターエラ

ー 

他カリの履修セメスターに該

当しないため、履修できません 

申請した科目は履修できる学期（春学

期・秋学期）に該当していません。削

除してください。 

＊このエラーがでたら窓口に申し出

てください。 

#212 履修前提エラー 
履修前提を満たしていないた

め、履修できません 

申請した科目は履修のための条件を

満たしていません。削除するか、履修

前提条件を満たすように申請してくだ

さい。 

 

例： 

キャリアサポート事前指導の単位を修

得せずにキャリアサポート実習を履修

登録しようとした。 

#213 
排他履修 

前提エラー 

排他履修前提を満たしていな

いため、履修できません 

申請した科目は排他履修の前提条件

を満たしていません。削除するか、条

件を満たすように申請してください。 

＊このエラーがでたら窓口に申し出

てください。 

#214 
年度内重複 

修得エラー 

年度内重複修得の上限を超え

て履修しています 

申請した科目は年度内の重複修得上

限を超えているため履修できません。

削除してください。 
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#215 重複修得エラー 
重複修得の上限を超えて履修

しています 

申請した科目は２回目以降の履修が

できません。削除してください。 

#216 
履修オプション 

エラー 

履修オプションに該当しない

ため、履修できません 

申請した科目は履修の条件に該当し

ないため履修できません。 

#217 
開講キャンパス 

エラー 

異なるキャンパスで開講する

授業は、連続して履修できません 

申請した科目は異なるキャンパスの

授業が連続しています。科目を変更し

てください。 

 

例： 

月曜３時限目に市ヶ谷キャンパス開講

科目を履修、４時限目に多摩キャンパ

ス開講科目を履修しようとした。（市

ヶ谷キャンパスと多摩キャンパスの移

動に間に合わないため。ただし、遠隔

授業は除く。） 

#218 同一コマエラー 
同一の期間、曜時で開講する授

業は、重複して履修できません 

同一期間、曜日、時間が重複している

科目があります。対象の科目を変更し

てください。 

 

例： 

月曜 5 時限目に「国際 Com.語学（英

語Ⅱ）」を登録しているところに月 5

時限開講の他の科目を登録しようとし

た。登録を変更したい場合、さきに「国

際 Com.語学（英語Ⅱ）」を－ボタンで

削除。 

#219 
他カリ年度内 

修得上限エラー 

他カリ科目の年度内修得上限

を超えて履修しています 

ＩＬＡＣ科目、市ヶ谷基礎科目、他学

部公開科目など、キャリアデザイン学

部専門科目以外（他カリキュラム）の

科目について、年度内修得上限を超え

ています。当該科目を削除し、修得単

位数を減らしてください。 

#220 
他カリ修得上限 

エラー 

他カリ科目の修得上限を超え

て履修しています 

ＩＬＡＣ科目、市ヶ谷基礎科目、他学

部公開科目など、キャリアデザイン学

部専門科目以外（他カリキュラム）の

科目について、修得上限を超えていま

す。当該科目を削除し、修得単位数を

減らしてください。 

#301 
要件グループ 

下限エラー 

要件グループの下限を満たし

ていません 

カリキュラムの科目要件のグループ

内での下限を満たしていません。科目

を追加して下限以上の単位数としてく

ださい。 

 

例： 

3 年生から４年生に進級する際に          

は４群で８単位必要だが、修得単位と

履修単位を足しても８単位に満たない

場合。 

 

くわしくはWeb 履修ガイドの「エラ

ーが修正できない場合」を参照してく

ださい。 
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#302 
要件グループ 

上限エラー 

要件グループの上限を超えて

います 

カリキュラムの科目要件のグループ

内での上限を超えています。科目を削

除して上限以下の単位数としてくださ

い。 

#303 
要件グループ 

下限条件エラー 

要件グループの下限条件を満

たしていません 

カリキュラムの科目要件のグループ

内での下限条件を満たしていません。

条件を満たすために必要な科目を追加

して条件を満たしてください。 

＊このエラーがでたら窓口に申し出

てください。 

#304 
要件グループ 

必修エラー 

必修グループを満たしていま

せん 

必修グループの単位数を満たしてい

ません。必修グループの科目を追加して必

修要件を満たしてください。 

＊このエラーがでたら窓口に申し出

てください。 


