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   学 生 各 位 

 

 

学生支援・社会連携課長 

 

 

通学登録について 

 

 下記のとおり、本学への通学方法、経路を登録してください。 

 なお、本学学部から大学院に進学した新入生についても、必ず、新たに通学登録を行ってください。 

 

記 

 

1．登録方法  次の URL「学生情報ポータル」から登録してください。 

   https://portal.student.kit.ac.jp/ead/?c=student_info → → → 

        ※ 登録ページは、学務課ホームページ→「マイページ」メニュー→「学籍データ・通

学登録確認と変更」からアクセスできます。 

2．注意事項  ① 通学経路、方法は、通常使用する経路、方法を１つのみ登録してください。 

 （※ 詳細は、別紙「入力例」を参照してください。） 

② 通学登録の情報は、通学定期券の購入、通学時の事故の保険適用、自転車登録に必

要となりますので、通学経路、方法に変更が生じた場合は、必ず登録の変更をお願いし

ます。 

        ③ 身体の障害など必要と認められる者以外、自動車での通学は申請できません。 

        ④ 大学から 500m 以上離れていない場所からの自転車通学及び大学から 1km 以上離

れていない場所からのバイク通学は申請できません。 

  なお、自転車通学には、「京都府・京都市が定める自転車損害保険等の加入」など、

バイク通学には、「運転免許証の所持」「強制保険以外の任意保険への加入」など、諸

条件を満たす必要があります。（※ 申請希望者は、本件担当へお問い合わせください。） 

         ⑤ 松ヶ崎キャンパス内での車両による移動は禁止です。大学が禁止している行為によ

る事故等は、学研災保険は適用されませんので、必ず降車して移動してください。 

 

 

以上 

  【本件問合せ先（担当）】 
学生支援・社会連携課 学生生活係 
TEL： 075-724-7144，075-724-7147 
E-mail： stu_seikatu@jim.kit.ac.jp 

https://portal.student.kit.ac.jp/ead/?c=student_info


 

＊ 入力例等（「３．注意事項 ①」） 

 

Ｑ１．居住地から大学まで、複数の通学経路、方法を登録することはできますか。 

Ａ１．通常、通学に使用する経路、方法を１つのみ、登録してください。 

 

（具体例） 

 ①  居住地 －自転車→ A 駅 －地下鉄→ 松ケ崎駅 －徒歩→ 大学  

 ②  居住地 －徒歩→ B 駅 －電車→ 出町柳駅 －自転車→ 大学  

 ③   居住地 －自転車→ 大学  

通学方法 通学区間 

①の場合 

 

自転車 住居 A 駅 

地下鉄 A 駅 松ケ崎駅 

徒歩 松ケ崎駅 大学 

②の場合 

 

徒歩 住居 B 駅 

電車 B 駅 出町柳駅 

自転車 出町柳駅 大学 

③の場合 自転車 住居 大学 

 

終点を大学とする区間で自転車を利用する学生には、登録シールを交付します。（※ 上記具体例 ② 

及び ③ が該当者となります。）登録シールの申請方法などは、後日、学生情報ポータルを通じて

お知らせします。 

なお、登録シールを貼付していない自転車は入構することはできません。（※ 登録シールの貼付が

ない自転車などは、予告なく撤去する場合があります。）また、大学周辺の路上に駐輪しないでく

ださい。 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Ｑ２．悪天候時の通学経路、方法が通常と異なる場合、どちらを登録すべきですか。 

Ａ２．通常の通学経路、方法を登録してください。 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Ｑ３．京都市営地下鉄松ヶ崎駅から大学までの経路で、自転車・バイク通学は申請できますか。 

Ａ３．松ヶ崎駅や松ヶ崎学生館など、大学から 500m 以上離れていない場所からの自転車通学は申請で

きません。また、叡山電車修学院駅など、大学から 1km 以上離れていない場所からのバイク通学

も申請できません。 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Ｑ４．具体例 ② のように駅を経由する場合、大学への自転車通学は申請できますか。 

Ａ４．大学から 500m 以上離れた駅などを経由する場合は申請が可能です。駅周辺のレンタサイクルを

利用して通学する場合も申請できます。 

  



 

April 2021 

 

 

   Dear All Students, 

 

 

Student Support and Community Outreach Office Director 

 

 

Registering your Commute 
 

 Register your residence to KIT commute and route as directed below.  

 Students who graduated from a KIT undergraduate program and have entered the KIT 

graduate school should be sure to register their commute, even if there is no change.  

 

1．How to register: 

  Access the URL below from the “student portal” of the KIT website. 

  https://portal.student.kit.ac.jp/ead/?c=student_info → → → → → 

  (or ask a Japanese native speaker for assistance) 

2．Notes 

  Be aware that: 

① You can only register one commuting route/method. 

 (See the sample form for clarification (below) on how to fill in the information.)  

② Registration of your commute is required for purchasing a commuter pass, purchasing 

Gakkensai  insurance to cover any accidents that occur during your commute, and to 

register a bicycle. Be sure to change your registration if there is a change in your 

commuting route or method. 

③ You cannot register to commute by car unless it is deemed necessary due to a physical 

disability. 

④ You cannot register to commute by bicycle from a place less than 500 m away from the 

university or by motorbike from a place less than 1km away from the university. 

 To commute by bicycle you must purchase mandatory bicycle insurance approved by 

Kyoto Prefecture and Kyoto City. To commute by motorbike a  driver's license, optional 

insurance and other conditions must be met. (* To apply, contact the person in charge.) 

    ⑤ Bicycles are prohibited as a means of transportation on campus.Accidents caused by 

activities prohibited by KIT are not covered by insurance(Gakkensai).   

【Contact: Student Support and Community Outreach Office, Student Affairs】 
TEL： 075-724-7144，075-724-7147 
E-mail： stu_seikatu@jim.kit.ac.jp 

https://portal.student.kit.ac.jp/ead/?c=student_info


 

＊ Sample Commute (for reference)（mentioned in ３．Note ①） 

 

Q1. May I register multiple routes that I will use to commute? 

A1. No, only one route may be registered. (be sure to use that route for insurance purposes) 

 

（Possible routes） 

①  residence －bicycle→ Station A －subway→ Matsugasaki Station －Walk→ KIT  

②  residence －walk→ Station B －train→ Demachiyanagi Station －bicycle→ KIT  

③  residence －bicycle→ KIT  

Commuting Method Routes to school 

Sample for ① 

 

bicycle Your  residence   Station A  

subway  Station A   Matsugasaki Station  

walk  Matsugasaki Station   KIT  

Sample for ② 

 

walk Your  residence   Station B  

train  Station B   Demachiyanagi Station  

bicycle  Demachiyanagi Station   KIT  

Sample for ③ bicycle Your  residence   KIT  

 

A registration sticker will be issued to students using bicycles for the end point of their 

commute when the final destination is KIT. (*Samples ② and ③ above are applicable.) 

Check the student information portal at a later date for how to apply for the registration 

sticker.  

Bicycles without a KIT registration sticker are not allowed on campus. (* Bicycles without 

registration stickers may be removed without prior notice.) Be aware that parking your 

bicycle on the streets around the university is not allowed. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Q2. Which should I register if the route and method of commuting to school in bad weather are 

different from my registered route? 

A2. Please register your normal (good weather) school route and method. 

-------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Q3.  Can I register a commute by bicycle / motorcycle from Kyoto Municipal Subway 

Matsugasaki Station to KIT? 

A3. You cannot because Matsugasaki Station is too close. Bicycle use is for commutes from 

places more than 500m away from the university. In addition, you cannot apply for a 

motorbike commute from a place less than 1 km away from the university, such as Eizan 

Electric Railway Shugakuin Station. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Q4. Is it possible to have a registration sticker issued for a bicycle commute similar to the one 

in sample ② above? 

A4. Yes, if the station before KIT is more than 500m away from KIT. You can also register to  

commute to school using a bicycle rented from a shop near a station more than 500 m away 

from KIT. 


