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説明内容
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◆オンラインで「情報処理システム
利用者講習会」を受講し，受講
完了後にオンラインで「受講報告
およびシステム利用申請」を必ず
実施するようにしてください．

◆受講完了報告が4/12の17:00
までにない場合，福大ＩＤが停止
され，システムの利用ができなく
なります．

情報処理システム利用者講習会



5

cisメールの転送設定例

cisメールを皆さんの普段使って
いるアドレスに転送しておく設定
を必ずしておいてください．

① FUポータルにログイン（この資料の画面と多少異なるかも知れません）
② FUポータルよりOutlookメールを立ち上げ
③ 「設定（歯車マーク）」→「Outlookのすべての設定を表示」を選択
④ 「メール」→「転送」を選択
⑤ 「転送を有効にする」にチェックし，「メールの転送先」に普段使用する

メールアドレスを入力
⑥ 「転送されたメッセージのコピーを保持する」にチェックし，「保存」を選択
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学部指導懇談会

学生生活ガイドを見て下さい．
奨学金をもらおうとしている人は
p48～をしっかり見るように
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学修ガイドに沿って入学から卒業までの流れ

学修ガイドに沿って説明して
いきます．スライドの文字が見にくい
箇所があるので，手元にガイドを
準備してください．
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学年ごよみ（7ページ←履修ガイドのページ）

土曜日や休日でも授業を行う日が
あり（コロナによって学年暦に変更
あり．FUポータルをよく確認）

9



◆実際の1コマの授業は「90分」

◆教室で行う授業時間だけでな
く，予習復習等の自主学習を
行う必要あり

◆1時限は9:00からスタート

◆昼休みが12:10～13:00と
短い

単位と授業時間（13ページ）
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休講および補講（15ページ）

◆休講・補講の案内はFUポータル
にて実施

◆FUポータルを確認する習慣を
つけること

cisメールを普段使用するメール
に必ず転送しておくこと
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出席の確認（16ページ）

◆学生証を教室内のセンサーに
かざして出席を記録

◆単位修得に際し，授業に出席
することが前提

◆大学開催の父母懇談会で，
ご父母に出席状況をお知らせ
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テキスト（教科書）の購入（17ページ）

◆似たようなタイトルの教科書が
多数あり．タイトルだけでなく，
担当者の名前も確認すること

◆申込み金額が30,000円以上
の場合，送料が無料
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試験（18ページ）

◆講義期間終了後に定期試験が
すぐに始めるので，試験までに
復習の時間がほとんどないこと
に留意すること

◆試験日や試験時間の変更は
福大公式WebサイトやFUポータ
ルで確認
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試験（19ページ）

定期試験の時間は講義の時間と
異なる．講義の1時限が9:00～
10:30（90分）に対して，定期試験
の1時限は9:30～10:30（60分）
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大学からの連絡方法（22ページ）

◆大学からの連絡は，FUポータルと
学内に設置された掲示板で実施
（例えば，台風による休講など）

◆情報を見逃さないため，1日1回は
「FUポータル」にアクセスすること

◆加えて，機械工学科からのお知ら
せとして，「11号館1階の掲示板」
を確認すること
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諸規程と履修登録（29ページ）

◆分からないことがあれば，
工学部事務室（11号館1階）
に尋ねること

◆履修登録を必ず実施すること．
登録を正しく行わなかった場合，
仮にすべての授業に出席したと
しても，その科目の受講・受験は
認めらず，単位も修得不可
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履修登録等の日程（29ページ）

二年生からは3月中に各自で
Web登録（下書きやチェックを
こちらで実施しません）
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履修登録等の日程（48ページ）

◆制限科目については登録の
取り消しが不可

◆制限科目と必修科目と重複
してしまうと大変なので，
1年生は登録しない方が無難
（2年生からの登録をお勧め）
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外国語科目（48ページ）

◆第1外国語は英語．必修で
8単位の修得が必要

◆第2外国語は，ドイツ語，フランス
語，中国語，ロシア語，スペイン
語，朝鮮語の選択必修（4単位）
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各学部留意事項（68ページ）

◆機械工学科の学科コードは
「TM」

◆新入生は20台で，学生番号
はTM200×××

◆1年間に履修できる単位数
は「49単位」．オーバー登録
しないように注意（教職課程
科目などはこの単位数に
含まれない）
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各学部留意事項（69ページ）

◆3年次関門（2年生から3年生
へ）：60単位以上

◆4年次関門（3年生から4年生
へ）：「1・2年次必修の第1外国
語科目6単位」と「選択必修の
第2外国語科目4単位」を含む
100単位以上

100単位以上を修得しても，
第1外国語（6単位）と第2外国
語（4単位）を修得していないと
4年生に進級できない！
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大学院受験（飛び級制度），特待生制度（103ページ）

◆大学に3年以上在学している
学生の場合，規定を満たせば，
飛び級で大学院受験が可能

◆学業成績や品行の特に優れた
学生を「特待生」として表彰す
る制度あり
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国際交流・海外留学生支援（103ページ）

交換留学など，様々な国際交流・
海外留学の支援あり
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福岡大学学則（116ページ）

文字が多く読みにくい部分である
が，機械工学科のところは読んで
おくこと（「理念」を記載）
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授業科目及び単位・時間数（113ページ）

TMの専門教育科目の必修科目は
33単位
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福岡大学学科履修規程（139ページ）

共通教育科目：26単位以上

工学共通科目：24単位以上

専門教育科目：80単位以上

26 + 24 + 80 = 130単位以上

計画性が大事！
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年次別授業科目表（192ページ）

具体的な単位数が記載．
単位数は科目によって異なる．
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福岡大学成績考査規程（240ページ）

試験の受験資格について記載．
特に，試験の際，学生証を所持
していない場合や試験開始後
20分以上遅刻した場合には，
受験不可

成績評価について，この部分
をよく読んでおくこと
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オフィスー・アワー（284, 285ページ）

学習方法や研究上の指導を受けたり，学生生活を行ううえで相談できる時間帯

1年生の担任は
稲毛先生
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事務窓口案内（299ページ）

◆何か困ったことがあったら，
まずは工学部事務室
（11号館1階）に相談すること

◆窓口事務時間は以下の通り
平日：8:50～16:50
土曜：8:50～12:35
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⚫ １３日（月） 制限科目登録 ＊新入生にはお勧めしない

⚫ １５日（水） 履修登録 14:40～16:10 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，できる限り，学外，
自宅等で各自実施すること．15日であれば，この時間以外にも
登録できる可能性あり

パソコンがない人のため，PC教室を4/15の14:40～16:10に開放
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履修登録の日程
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PC教室の場所（17号館1階）

14号館
（学生証を受け取った場所）

17号館1階



時間割に自信がない人など，履修登録に不明な点がある人は，個別に相談
に乗ります．居室（山辺，11号館4階）に来るか，電話（内線6318）または
メール（jyamabe@fukuoka-u.ac.jp）をください．

登録大原則

1. 履修登録の前に必ずプロフィール＆時間割の下書きを作る

2. 共通教育科目の試験日時重複に注意

3. クラス分け
aクラス：TM200001～TM200052
bクラス：TM200053～TM200103

４．成績通知表・確認表は絶対なくさない

学修ガイドp.23～26をチェック
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履修登録についての注意事項



36

福岡商事

092 5xx 1111 7777

811-xxxx

福岡県

福岡市城南区

七隈8-11-xx-707

福大マンション

080 7777 77xx

地下鉄

福岡 太郎

811-xxxx

福岡県

福岡市城南区

七隈8-11-xx-707

福大マンション
092 8xx 1111

「父母・保証人」「本人情報」と異なる場合
のみ入力

Webプロフィールの下書き

◆Webプロフィールの入力と
アンケートへの回答が完了後
にWeb登録が可能

◆Web登録の情報を大学から
の郵送物や学生連絡の際に
利用ので大事な情報

◆特に携帯電話番号の登録は
重要

◆変更は，FUポータルの共通
メニューにある「プロフィール
情報修正」から可能
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開講科目と進級要件一覧（TM，その1）

第1外国語（F.E I～IV）の
4科目（4単位）が必修

第2外国語（IAとIB）の
2科目（4単位） が選択
必修

生涯スポーツ演習IとIIの
2科目（2単位）が必修

黄色の枠は必修，青枠は選択必修
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開講科目と進級要件一覧（TM，その2）

黄色の枠は必修，青枠は選択必修

工学共通科目について，
微分積分I，II
行列と行列式I，II
力学A，化学A，化学実験
の7科目（14単位）が必修

専門教育科目について，
工業力学I，
技術者リテラシーI
の2科目（3単位）が必修

工業共通科目と専門教育
科目の選択科目を履修
することを推奨
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時間割の下書きの例

◆ 灰色で塗ってある科目が必修科目
◆ この例では41単位分を記載．登録の上限は49単位なので，空いているところに，

8単位（4科目）分の総合教養科目を登録することが可能
◆ aクラスとbクラスで分かれている科目があるので注意すること

（aクラス：TM200001～TM200052，bクラス：TM200053～TM200103）
◆ 前期月曜5限の技術者リテラシーIの登録を間違え，後期水曜4限の

技術リテラシーI（再）を登録してしまう学生が例年いるので気をつけること！
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時間割の下書き（総合教養科目の確認方法）

例えば，地理学Aと芸術Aは，前期科目でテスト
が同じ時限なので，同時に履修できない！

総合教養科目の履修方法
1. 空いている時限に開講されている科目を選択
2. 受講したい複数科目の試験時間割を「学修ガイドp.23～26」で確認
3. 同じ場合には，どちらかを選択し，試験日時が重複しない別の科目を選択
4. 試験日時が重ならないことを確認して履修登録（重なっている場合には，登録
時にエラーとなる）
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Web履修登録について

学修ガイドの後ろの方にある
「Web履修登録の手引」を参照
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Web履修登録の手引（21ページ）

最終的には，ここに登録した単位数
（49単位が上限）が示されていれば
OK．科目を選択しても，「申請」を
押さないと，履修登録にならないの
で注意すること（申請がまだの場合
には科目名が「緑」）

「申請」ボタンを押した際に，エラー
の科目については「赤」で表示（OKの
場合には「青」）
エラーの例
◆試験日時が重複している科目を
登録

◆1年次に修得できない科目を登録



1３日（月） 制限科目の登録 ＊新入生にはお勧めしない

15日（水） 14:40～16:10 履修登録

23日（木） 教室割公開

24日（金）前期授業スタート !!
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今後の予定

コロナウイルス感染症の影響で変更が生じる可能性があるので，
福大WebサイトやFUポータルを必ず確認できる状態にしておくよう
にしてください．


