
 
（システム生命科学府用） 

令和 3 年度前期（春・夏学期）授業に 

関する履修登録期間について   
 

令和 3 年度前期（春・夏学期）の授業の履修登録は、学生ポータルシステ

ムから Web 履修登録を行ってください。 

授業の履修登録、確認・修正期間は次のとおりです。 

 ※平成２８年度以前の入学生は、紙媒体での履修登録となります。 
 

第１回 履修登録期間 
4 月 8 日（木）9:00～ 

 4 月 15 日（木）17:00 まで 

第 2 回 
履修登録確認 

・修正期間 

4 月 22 日（木）9:00～ 

4 月２6 日（月）17:00 まで            

 

※ 期間中に履修登録を行わなかった場合、履修しても 単位として認めら 

れません ので、ご留意ください。 

※ 原則、期間を過ぎての履修登録は余程の理由がない限り行えません。 

必ず登録の確認をお願いします。 

※「特別演習 I・II」「特別研究」、「学際開拓創成セミナーI・II」、「特別講義」 

「領域講究」「博士論文指導演習」は、Web 履修登録は不要です。 

※ 学務情報システムの登録と Moodle の登録は，連携していないため，注

意してください。 
 

不明な点がある場合は、理学部等教務課教務係窓口（ウエスト 1 号館 B 棟 3 階 306）

もしくはメール（E-mail：rixkyomu@jimu.kyushu-u.ac.jp）にてお問い合わせくださ

い。 

 

令和 3 年 4 月 1 日 

理学部等教務課教務係                    



                   Apr. 1st, 2021 
 

For students in International Course, Graduate School of Systems Life Sciences 

Period of Course Registration 

in Academic Year 2021 (Spring & Summer)   
 

Please register the courses through the Student Web System during the 
following period.  
 

1st time 
Course application 

period 

Apr. 8th (Thu.) 9:00 am～ 

Apr. 15th (Thu.) 5:00 pm 

2nd time 
Confirmation and 

modification period 

Apr. 22th (Thu.) 9:00 am～ 

Apr. 26th (Mon.) 5:00 pm 

 
＊Please register with the subject name written in the “Guidelines for 

Graduate School of Systems Life Sciences, Kyushu University” for students 
in International Course. 

 
＊Course registration cannot be accepted after the registration periods stated 

above. You cannot take the exams or earn the credits if you miss the 
registration. 

 
＊For the Courses below, registration is not required. 

1) Technical Reading and Writing of Systems Life SciencesⅠ, Ⅱ 
2) Special Study of Systems Life Sciences 
3) Advanced Seminar in Systems Life SciencesⅠ, Ⅱ 
4) Seminar of SLS 
5) Doctoral Dissertation Seminar 
6) Special Lectures 

 
＊Throughout all of the above period, you need to add/modify/delete course 

registration on the Student Web System. 
 

＊Student Web System and Moodle are not linked. Even if you register 
courses in Moodle, you also need to register with the Student Web System. 

 
If you have any questions, please contact Science Student Affairs Section at 
the counter or by e-mail. 
 
 

Science Student Affairs Section,  

West Zone 1, Building B, 3rd floor, Room 306, Ito Campus 

E-mail：rixkyomu@jimu.kyushu-u.ac.jp 



 

 

 

 

 

以下の科目について，令和３年度入学者対象の科目を修得することによ

り，令和２年度以前入学者対象科目に読替えられます。 

科目読替の手続きが必要ですので，理学部等教務課教務係で手続きを行

ってください。WEB 履修登録は行えません。 
 

（春学期） 

 

  
 
 
 
（夏学期） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

【申請様式】  

【様式】システム生命科学府開講科目読替申請書（前期） 

 

【提出方法】 

理学部等教務課教務係窓口（W1-B-306）もしくはメール

（rixkyomu@jimu.kyushu-u.ac.jp）で提出してください。 

※ 不明な点がある場合も、上記窓口またはメールでお問合せください。 
 

【提出期限】 

令和３年４月８日（木）～４月１５日（木）１７時 

 
令和３年 ４月 １日 

理学部等教務課教務係 

令和３年度以降 

入学者対象科目 
単位数 

生物科学Ⅰ １ 

生物科学Ⅲ １ 

令和２年度以前 

入学者対象科目 
単位数 

「分子生命科学Ⅰ」、「分子生命科学Ⅱ」、

「生命理学Ⅰ」、「生命理学Ⅱ」のうち１科目 
１ 

令和３年度以降 

入学者対象科目 
単位数 

生物科学特論Ⅰ １ 

統合生物科学特論Ⅰ １ 

令和２年度以前 

入学者対象科目 
単位数 

「分子生命科学特論Ⅰ～Ⅳ」および 

「生命理学特論Ⅰ～Ⅴ」のうち１科目 
１ 

令和３年度以降 

入学者対象科目 
単位数 

遺伝子操作技術特論 １ 

令和３年度以降 

入学者対象科目 
単位数 

構造生物学特論 １ 

※読替え手続き不要 

令和３年度以降 

入学者対象科目を 

  WEB 履修登録 

令和３年度前期 大学院システム生命科学府開講科目 

読替の手続きについて 

（令和２年度以前入学者対象） 
 



（（（理理理学学学府府府・・・数数数理理理学学学府府府・・・シシシススステテテムムム生生生命命命科科科学学学府府府大大大学学学院院院生生生各各各位位位）））   

学学学部部部科科科目目目・・・他他他学学学府府府科科科目目目   

受受受講講講ののの履履履修修修手手手続続続きききにににつつついいいててて   
   

大学院生で「学部」の科目（基幹教育科目

含む），「他学府」の科目を履修する場合は，「他

学部(府)聴講願」を提出してください。 
 

提 出 先：理学部等教務課教務係窓口(W1-B-306)または 

E-mail: rixkyomu@jimu.kyushu-u.ac.jp 

提出締切：令和 3 年 4 月 15 日（木）１７時 
   

※ 指導教員が必要と認める場合に限り ，各学部および他学府の科目を

履修することができます。 

※ 学部の教職科目及び学芸員科目（集中講義を除く）は，Web での履

修登録となります。 

  ただし，大学院で初めて教職科目を履修しようとする者及び他大学出

身者で一種免許状を取得していない者は，事前に理学部等教務課教務

係窓口に申し出てください。 

令和 3 年 4 月 1 日 

理学部等教務課教務係 
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