～ 「学生情報ポータル」
・「学務課 HP」・「Moodle システム」について ～
Student Information Portal, Educational Affairs Office Website and Moodle System
◎学生情報ポータル･学務課ホームページ Student Information Portal and Educational Affairs Website
学生情報ポータル･学務課ホームページでは、受講登録や試験の日程、授業に関する連絡事項等、学生生活に欠かせない情報を載
せています。随時更新していますので、必ず毎日チェックしてください。
Student Information Portal and Educational Affairs Website contain information in Japanese essential for student life, such as
course registration and exam schedules, other course-related announcements, etc. Be sure to check it every day, as it is regularly
updated. (Most information is only available in Japanese. Ask your tutor or someone for assistance.)
■ 学生情報ポータルＨＰ Student Information Portal Website (General Information for KIT Campus Life)
https://www.gakumu.kit.ac.jp/ead/ead_portal/
■ 学務課ＨＰ Educational Affairs Office Website
https://portal.student.kit.ac.jp/ead/

◎Moodle について KIT Moodle System
オンライン授業に関する情報は、Moodle システム上に掲示されます。
The information for online lectures will be posted on the Moodle System.
■KIT Moodle システム KIT Moodle System
＜日本語 Japanese＞ https://moodle.cis.kit.ac.jp/?lang=ja
＜英語 English＞ https://moodle.cis.kit.ac.jp/?lang=en

◎ログインについて Log in
上記ページを見るためには、ログインが必要です。情報科学センターのＩＤとパスワードを入力してください。
You need to log in to see the above page.Input the ID and password you received from the Center for Information Science.
※利用できない、表示がおかしい等がありましたら、機種名を明記の上、以下の各担当窓口へお問い合わせ下さい。
If you have any problems accessing the site or the page content doesn’t display correctly, contact the following addresses
specifying the model name.
■学生情報ポータル・学務課 HP： 学務課学務調査係 (email: gakumuka@kit.ac.jp)
Student Information Portal and Educational Affairs Website ：Educational Research, Educational Affairs Office
(email: gakumuka@kit.ac.jp)
■Moodle システム：情報科学センター（e-mail：hello@cis.kit.ac.jp）
Moodle System：Center for Information Science（e-mail：hello@cis.kit.ac.jp）

～

受講登録Ｗｅｂシステム・シラバスについて ～
Course Registration and Syllabus

受講登録及びシラバスの閲覧はＷｅｂから行ってください。
Use our website for course registration and viewing the syllabus.
受講登録は注意事項をよく読み、慎重に行ってください。
For course registration, read the notes and proceed carefully.
受講登録期間は、学務課ホームページでお知らせします。
The course registration period is announced on the Educational Affairs Website.
シラバスを参考の上、受講登録を行ってください。
Refer to the syllabus before registering for courses.
ご質問等あれば、学務課窓口または［gakumuka@kit.ac.jp］へお問い合わせください。
If you have any questions, go to the counter of Educational Affairs or email: gakumuka@kit.ac.jp.
・受講登録ＷｅｂシステムＵＲＬ Course Registration Web System URL
https://www.gakumu.kit.ac.jp/AttendCourse/
※ログインの際は、情報科学センターのＩＤとパスワードを入力してください。
Input the ID and password you received from the Center for Information Science.
※携帯端末（スマートフォン等）により操作を行った場合は、操作内容が正常にシステムに登録できない可能性が
あります。必ず PC により操作を行ってください。
Be sure to register for courses from a computer. Using a smartphone can result in registration system glitches.
・シラバス検索システムＵＲＬ Syllabus Search System URL
http://www.syllabus.kit.ac.jp/

学籍データ変更手順
1. 学籍情報ポータル ( https://portal.student.kit.ac.jp/ ) にログインしてください。ログイン後、右上の
「学務課」をクリックしてください。

2. 学務課ウェブサイトが開きます。
「マイページ」をクリックし、
「学籍データ・通学登録確認と変更」をクリックしてください。

3. 学籍データの画面に切り替わります。
「学籍データ・通学登録の変更へ」をクリックしてください。

4. 「学籍データを編集する」をクリックしてください。

5. 学籍データの編集画面に切り替わります。
・学生本人の住居区分、住所、電話番号、携帯電話番号メールアドレス、帰省先の住所を入力してくださ
い。
・保証人の住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレスを入力してください。
・必要な項目を全て入力したら、「更新」をクリックしてください。

6. 学籍データの画面に戻ります。
学籍データを変更した箇所は、赤字に黄色のハイライト表示になります。
(※注意) 学籍データが変更され、証明書等の出力に反映されるまでに二日程度かかります。
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