
利用ガイド

http://www.eas.kyusan-u.ac.jp/
授業時間割や履修

の仕方、お知らせ、
Q&Aを掲載しています。
アクセスしてみてね。
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ID とパスワードの入力方法

K’sLifeに接続

学籍情報の更新

Web履修登録

「ID」と「パスワード」を入力後、
「サインイン」ボタンをクリックします。

履修登録を行うには、最初に学籍情報の更新・確認が必要です。必ず学籍情報を更新してください

※スマートフォンでは学籍情報の更新ができません。  必ずパソコンで行ってください。

。

半角／
全角
漢　字

キーボード左上の「半角 /全角 漢
字」キーを押すと半角入力、全角
入力の切替ができます。

Shift
半角入力モードの時に「Shift」
キーを押しながら「英字」キー
を押すと大文字入力できます。

半角
小文字の
学籍番号

https://ksuweb.kyusan-u.ac.jp/ksu/K’sLife URL：

K
の

22

K’sLife にログイン

「学生、教員、職員の方はこちら」を
クリックします。

 

ログイン後、画面左上部の
「教務（履修・成績等）」をクリックします。

「学生情報関連」の
「学籍情報の更新」をクリックします。

16



～学籍情報更新の画面が表示されたら に必要事項を入力、選択します。

学生本人または保証人の住
所に変更があった場合は「変
更届」を印刷後、必要事項
を記入して 1号館 1階教務
課に提出します。

入力、選択内容に間違いがなければ
「確認ボタン」をクリックし、再確認
後「登録ボタン」をクリックします。

※携帯番号が変わったら自分で
登録を変更しましょう。
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修得済み単位確認

受講する科目の履修登録をします。

「成績情報関連」の「単位修得情報の参照」を
クリックすると単位修得状況を確認できます。

履修科目登録

操作説明

※1 卒業研究・集中講義等  
　 の履修登録について

「卒業研究」や「集中講義」等は通常の時間割に表示されません。画面左下の　　　　 をクリックし、履修登録を行い

ます。なお、操作方法は、通常の履修登録と同様です。

卒業研究・集中講義等の履修登録を
行います。(※1)

既に履修が確定している科目(通年科
目等)は、オレンジ色で表示されます。
履修登録変更可能な科目は黄色で表
示されます。

科目を取消す場合は「消しゴムマー
ク」をクリックします。
ただし確定済みの科目は取消できま
せん。

開講曜日・時限がわからない科目は
「科目名検索」をクリックします。

履修単位数の合計が表示されます。

「前学期履修登録時」は「前学期」
「後学期」の切換えができます。

計画的な履修を行うために現在の「修得済単位」を確認します。
続いて卒業までの不足単位 ( 要件残数 ) を考慮しながら受講する授業科目を決定します。

開講曜日・時限がわかる科目は
「鉛筆マーク」をクリックします。

「履修関連」の「履修情報の登録・修正」
をクリックします。
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kyomubu

「シラバス」

シラバスの内容を確認し、　　　　 ボタンを
クリックすると履修登録できます。

ラジオボタンをチェックし　　　　　ボタンを
クリックすると「シラバス」が表示されます。

シラバスとは講義の内容のことです。
シラバスをクリックすると「講義概
要・計画」「評価基準・方法」「受講制限」
などを確認できます。

　　　　　　　　をクリックし検索
すると開講されている科目が表示さ
れます。
科目名の一部を入力し検索すること
もできます。

　　　 鉛筆マークをクリックした
画面には曜日、時限が表示されます。
検索すると特定の曜日、時限に開講
されている科目が表示されます。

皆さんの学生生活が実りあるものになりますように。
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「時間割関連」の「個人時間割」をクリックします。

履修科目一覧確認

履修登録されている科目
が表示されます。

履修登録科目確認

　履修登録した時間割を確認します。
STEP4 で履修登録が正しく行われていないと授業に出席していても単位の修得ができません。

が表示されます。

「時間割印刷」をクリックすると　　「時間割」
が表示されます。

「印刷」をクリックすると　　「履修科目一覧」
が表示されます。
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11：00

12：40
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15：20

15：40

17：20



履修登録変更期間を過ぎると、履修科目が確定します。
前学期・後学期ともに「履修登録変更期間」があります。履修登録変更期間は、ホーム画面に表示されている
「個人スケジュール」欄で確認できます。登録科目の変更等がある場合は、期間内に変更してください。

「その他」の「シラバス参照」をクリックします。

履修科目登録確定

シラバス参照

タイトル、フォルダ、科目名、担当教員名、
フリーワードのいずれかを入力し、「検索」
ボタンをクリックします。

シラバスを参照して講義の内容を確認します。

シラバス参照・検索

「和」のアイコンをクリックするとシラバス
が表示されます。
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成績原簿内容

成績情報確認

成績情報の確認

「これまでの総修得単位」や「各年度
ごとの修得単位」が表示されます。

(科目名の先頭記号は授業科目区分を表します)

・・・必修科目＊
・・・選択必修科目

・・・留学生科目

△ ・・・資格課程科目※

・・・選択科目□

科目の先頭記号の見方

これまでの「修得単位」と「評価」を一覧表 ( 成績原簿 ) で確認します。

今までの履修科目（現在履修中の
科目含む）の「単位」及び「評価」
が表示されます。

・・・履修中の科目を表します

授業科目区分ごとの必要単位数は学
部、学科等により異なります。詳しく
は学生便覧で「卒業に必要な授業科目
及び単位数」を確認してください。

◇

「成績情報関連」の「成績原簿の出力」
をクリックします。
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https://ksuweb.kyusan-u.ac.jp/ksu/K’sLife URL：

「スマートフォン版サイトはこちら」をタップし、
IDとパスワードを入力します。

スマートフォンで履修登録
インターネットブラウザのアドレスバーに以下の
URL を入力するか、検索画面から「K’sLife」を検索
して接続します。

※スマートフォンの推奨ブラウザは K’ sLife ログインページで

確認してください。

シラバスの内容を確認し、「登録」ボタンをタッ
プすると履修登録できます。

※スマートフォンでは学籍情報の更新ができません。
パソコンで必ず学籍情報の更新を行ってください。

鉛筆マークをタップすると講義検索画面が
表示されます。

消しゴムマークをタップすると仮登録中
の科目が削除されます。

「検索」をタップすると特定の曜日・時限に開講さ
れている科目が表示されます。登録する科目を選
択し「確認」をタップするとシラバスが表示され
ます。

「履修登録」をタップします。
以下のアラートが表示されます。
「履修情報登録修正へ」をタップします。
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K'sLife の操作マニュアルは下記から
ダウンロードできます。
トップメニュー
→「キャンパスライフ」
→「学内共有ファイル」 

K'sLife の操作マニュアルは下記から
ダウンロードできます。

1 時限目授業の場合の例

授業開始前までに教室に入ることが基本です。IC カードリーダで受付
完了しても、出席を認定する時間は担当教員によって異なります。

学生証が破損した場合は、教務課窓口 (1 号館 1 階 ) に申し出てください。
2 時限続きの講義等は、各時限の受付時間内にカードをかざしてください。

「既定受付時間外」と
表示されます。出欠
情報は学生証をかざ
した時間が登録され
ます。

「受付完了」を表示
します。

学生証をかざすだけ！

正しく読み込めない場合
はエラーが表示されます

授業開始時と授業終了時の計 2回、学生証を
IC カードリーダにかざした場合に『出席』
となります。

　　
IC カードリーダ

で出席登録ができま
す。IC カードリーダが
ない教室は担当教員の指
示にしたがってくださ

い。

ICカードリーダと出席登録

のその他機能について
　　　 にはその他にも様々な機能があります。
小テスト解答・レポート提出・出欠確認など授業に関する機能はトップメニューの「授業サポート」、スケジュール管理・オフィ
スアワーの申請など、大学生活に関する機能は「キャンパスライフ」から参照できます。また、個人設定ではイメージカラーの
変更など画面のカスタマイズをすることができます。

操作に困ったら
ダウンロードして
調べてみよう！
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携帯メール受信の注意点

上記アドレスに当てはまる場合は、メールを受信できません。その際は、各自でメー
ルアドレスを変更し、「教務システム」にて携帯メールアドレスを更新してください。

※2 RFC(Request for Comments)とは、インターネットに関する技術の標準を定める
団体(IETE)が管理している「インターネットにおけるルール」です。

ない場合は、メールを送信することができません。
ご注意ください。

＠マークの直前に「. (ピリオド)」がある場合

＠マークのより前で「. (ピリオド)」が連続してある場合

RFCに準じていないメールアドレスの例

携帯電話の迷惑メール対策の設定等で、「kyusan-u.ac.jp」からのメールを受信できる
ように適切に設定してください。

推奨ブラウザ（動作確認環境）

ブラウザのJavaScript機能を有効にした後、利用してください。

JavaScript

学生証を持参し、中央会館3階 総合情報基盤センター(CNC)事務室
窓口に申し出てください。初期パスワードを再発行します。

※セキュリティ上、電話、メールでのパスワード再発行受付はできません。

パスワードを忘れた場合

GoogleChrome ：87

Safari：14
Firefox：78

Microsoft Edge：86
InternetExplorer：11

　　　　から携帯にメールを送信する際、メールアドレスがRFC(※2)に準じてい

2

※上記以外のブラウザでアクセスした場合、正常に動作しない場合があります。

※遠隔授業等ではこれ以外の方法で出席を確認する場合があります。その場合は、授業科目担当教員の指示に従ってください。




