
成績公開日： ８月 19 日（月）13：00 

成績確認期間（成績評価に関する申立ての期間を含む） 

： ８月 19 日（月）13：00～８月 23 日（金）17：00 

                  ※各自 ELMS で確認すること。 

 令和元年度１学期履修科目の成績確認等について 

 下表の日程で今学期工学院専門科目の成績を公開しますので，所定の

期間内に確認してください。 

 

 

 

 

 

《注意事項》 

上記期間は｢成績評価に関する申立て｣のための期間を含みます。申立てについて

は期間を過ぎてからの受付は一切できませんので，注意してください。 

【成績評価に関する異義申立てについて】 

１) 成績に関する問い合わせは，シラバスに記載してある評価方法や授業中に

指示のあった成績評価方法と，異なる成績評価方法により評価されたことを，

学生が具体的事実をもって示すことができる場合に工学部教務課②番窓口

（大学院担当）で受け付けるものとする。 

２) 上記１)の申立てがあった場合，関係教員等へ照会し，必要に応じて学生及

び授業担当教員から事情聴取を行うため，調査結果の回答には時間を要す

ることがある。 

 

※なお，成績評価に関しての疑問がある場合は，担当教員に問い合わせいただい

て構いません。 

 

【大学院共通授業科目の成績公開日・成績評価に関する異義申立てについて】 

※成績公開日は，9 月 18 日（水）となります。 

※大学院共通授業科目のうち、工学院で開講している基礎科目（工学院の専門

科目にもなっている科目）の成績異義申立期間は 9 月 18 日（水）～20 日（金）で

す。申立ては工学部教務課②番窓口（大学院担当）で受け付けます。 

※基礎科目以外の大学院共通授業科目の異義申立て方法については、大学院

共通授業科目のホームページを参照してください。（「北海道大学ホームページ」-

「学生生活」-「教務情報」-「大学院共通授業科目履修案内」） 

 

令和元年６月 

工学系事務部教務課（大学院担当） 



Grades published： August 19th(Mon)13:00 

Confirmation period(including Academic Assessment Appeals）： 

August 19th(Mon)13:00 - August 23rd(Fri)17：00 

※Please check the grades by yourself through the ELMS. 

1st Semester(Spring-Summer Terms) 2019 

Grades Confirmation 

Please check your grades (classes of Graduate School of 

Engineering) within the following period. 

 

 

 

 

【Notes】 

During the above mentioned period, grades inquiries, review requests, 

and appeals are accepted. Please keep in mind that no requests can be 

accepted after that period. 

【Academic Assessment Appeals procedure】 

１) Appeals regarding the grades in the situations when the class wasn't 

graded according to the criteria expressed in the syllabus or explained 

during the class are accepted at the window #2(Graduate School 

Section). Please prepare concrete evidence supporting your appeal. 

 

２) Grade appeal will be referred to the relevant course instructor(s) 

and when deemed necessary, hearing and further investigation will be 

conducted. It may take time before the results of investigation are 

announced.  

*If you have any concerns regarding the evaluation you can also inquiry 

to the course instructor(s) directly. 

  



【About Inter-Graduate School Classes】 

※The Grades will be published on September 18th (Wed). 

※ Academic Assessment Appeals procedure of the fundamental 

classes conducted by Graduate School of Engineering in Inter-

Graduate School programs is as follows; 

Period: September 18th (Wed)-20th(Fri) 

Reception: window #2(Graduate School Section) 

※If you will appeal your academic assessment results for the 

classes except for the fundamental classes, please refer to the 

Inter-Graduate School Classes Website; 

https://www.hokudai.ac.jp/gakusei/instruction-info/gclass/ 

 
 ￪Inter-Graduate School Classes Website QR code 

 

June 2019 

Academic Affairs Division, Graduate School of Engineering 

（Graduate School Section） 


