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1.こんなときは？

定期試験の情報を
確認しよう P.16

関大LMSを
利用してみよう P.22

授業評価アンケートに回答しよう P.17

履修登録をする P.10

いろいろな情報を
スマートフォンで見たい P.7-8P.7-8

講義連絡や教室を
チェックしよう P.3-4P.3-4

カレンダー

急な休講情報を
メールに転送してほしい P.6

メールアドレスの登録メールアドレスの登録

成績を知りたい
成績照会
P.3

就職や健康管理、
キャンパスライフのことをもっと詳しく

大学サービス
P.3

http://www.kansai-u.ac.jp
利用者ID、パスワードを入力してください。
パスワードを忘れた場合は、ITセンター 4階で再登録を行っ
てください。

2.インフォメーションシステム

3.利用上の注意事項

4.ログイン
関西大学のホームページにアクセスしてください。

　インフォメーションシステムとは、次の各システムの総称です。他にも、関大LMSやKICSS（キャリア
支援システム）、健康管理システムなど、多くのシステムでみなさんのキャンパスライフをサポートしま
す。
1 トップページ

大学からの連絡（呼び出し、休講など）や時間割、スケジュールなど、大学生活を行う上で必要かつ重要な情報を入手
する窓口です。

2 履修登録システム
学内外のパソコンを利用して履修登録することができ、同時にシラバスや教科書情報を閲覧することができるシステム
です。

3 シラバスシステム
シラバスの内容を参照することができます。検索方法は、科目名、教員名のほか、キーワードや入学年度別のカリキュ
ラム検索ができます。

4 授業評価アンケートシステム
授業評価アンケートの回答や、結果を参照することができます。

◆ 大学サービス
図書館を始め、KICSSキャリア支援、保健管理センター（健康管理）、奨学金Web申請など各システムを利用できます。

Click Clickインフォメーションシステムを
クリックしてください。

トップページへ

［動作環境］ Windows Macintosh

最新のブラウザを使用してください。
Windows Edgeは未対応です（対応時期未定）。
2016年 12月現在の最新バージョンで動作確認しています。
その後のバージョンアップへの対応は適宜お知らせします。

Windows 7、8.1、10OS

ブラウザ

Mac OS X 10.6 Snow Leopard 以上

5.関大LMS
受講生に対し、予習・復習の指示、課題レポートの提出、各種テスト、授業に関する質問受付・回答などの
授業を補完できる授業支援と個別学習支援の２つの機能を持つ、統合型e-Learningシステムです。この
操作方法についてはP.22を参照ください。
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6.トップページ

成績照会

インフォメーションシステムを終
了するときは必ず「ログアウト」
をクリック

ログアウト

1週間分の学年暦、時間割、お知
らせと個人伝言にある行事、手続
き期日を表示します。

カレンダー

履修登録

シラバス検索

試験情報

授業評価

パスワード変更
セキュリティ保護のため3カ月に1度変更
してください。

P.10~

P.9
P.16

履修科目情報 P.5

関大LMS

お知らせ P.5

P.17~

抽選を必要とする科目の登録およ
び抽選結果の確認をします。

個人伝言 P.5

単位の修得状況、成績を確認してください。

大学サービス
学生生活に関する様々なサービスにリンクしています。適宜参照してください。

図書館サービス
図書館の蔵書検索・予約可能なMy Libraryがあります。
視聴覚資料検索
視聴覚資料の検索ができます。
KICSS(キャリア支援システム)
就職活動に関わる情報を提供しています。
関大LIFE
学生生活の心得を紹介しています。
保健管理センター
毎春の定期健康診断の事前調査入力や、健診結果を閲覧できます。また、健康情報や
イベントのお知らせを確認することができます。
奨学金web申請
各種奨学金の出願時に利用してください。
ただし、本システムから出願できない奨学金もありますので、ご注意ください。

毎日必ずチェック
しよう

トップページは大学からの諸連絡（お知らせ、学生呼び出し、休講・補講情報など）を
はじめ、あらゆる新着情報が一覧で確認できるだけでなく、各システムの入口とな
り、学生生活の情報窓口といえます。このトップページに毎日アクセスすることが、
学生生活の日課となっています。また、トップページの情報はスマートフォン、携帯
電話からでも確認することができます。

［履修完了］になるまで手続きを完
了してください。

履修の登録状況を表示 成績発表、履修登録・確認期間に限り、
「クイックポータル」のページが表示されます。

通常表示するには、学
生ポータルをクリック

P.22~機能詳細については、
CEAS/Sakaiのオンラインマニュ
アルを参照してください。

CEAS/Sakai
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個人伝言一覧 個人伝言詳細

お知らせ一覧 お知らせ詳細

スケジュール確認／更新 スケジュール登録

お知らせ
あなたを対象としたお知らせが表示さ
れます。新着およびマークをつけたお知
らせはトップページに表示されます。

履修科目一覧
履修科目情報

個人伝言
大学、教職員からあなた個人宛てにメッ
セージや呼び出し、授業に関することや
拾得物のことなど、様々な連絡が届きま
すのでこまめに確認するようにしてくだ
さい。携帯電話などのメールアドレスを
登録しておけば、適宜伝言の内容が転送
されますので非常に便利です！
新着およびマークをつけた伝言はトップ
ページに表示されます。

Click

Click

Click

ClickClick

ClickClick

1 1
2
3

1

2

3

スケジュール
個人のスケジュール（アルバイトやクラブ
活動等）を登録し、トップページ上で確認
することができます。スケジュールは、
スマートフォン、携帯電話からも確認可
能です。

4

3

Click

2

履修科目に関わる情報（休講・補講、時間割変更、講義連絡など）を表示します。
授業に出席する前に、必ず確認してください。

メールアドレスの登録（メールアドレス設定）
5

これが便利！！

メールアドレスを登録すると、大学が緊急で発信する連
絡メールや、インフォメーションシステムに届いた個人
伝言、授業直前の休講情報などの連絡、大規模災害やパ
ンデミックなどの際の安否確認をメールで受け取ること
ができます。迷惑メール設
定をしている場合は、
「info-itcku@ml.kandai.jp」
からのメールを受信できる
ように設定してください。

ここに登録
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TOP画面

7.スマートフォンアプリ「モバイル関大」

アプリストアで「関西大学」と検索！

ログインボタンをクリックしてください。

※App Store は Apple Inc. のサービス
マークです。

※Google Play、Android は Google Inc.
の登録商標です。

学内施設の開室時間を
確認できます。

学内施設

交通機関
各社のページへリンク
します。運行情報を確認
できます。

関西大学歌集
各歌の音源・歌詞データ
をダウンロードできます。

ログイン

履修科目毎に教室マップ機能を使って、教室の場所を確認する
ことができます。

iOS、Androidのスマートフォンアプリでインフォメーションシステムと同様にお知らせ、個人伝言、
履修科目情報、時間割を閲覧できます。　　に関してはモバイル関大独自の機能です。

マップ
各キャンパスの
MAPを検索できます。

天気情報
各キャンパスの天気を
確認できます。

Click

Click

Click
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8.シラバスシステム
関西大学で行われる全ての授業科目のシラバスを検索できます。

シラバス検索
8-1

カリキュラム、科目、教員、キ
ーワードから検索し、シラバス
を参照できます。教員検索から
は、オフィスアワーなどの情報
も閲覧できます。

科目検索およびキーワー
ド検索のみ過去のシラバ
スを検索することもでき
ます。

検索結果表示
8-2

担当科目一覧

授業評価アンケートの結果を閲覧で
きます。

授業評価アンケート

該当教員の担当科目一覧が表示され
ます。

Click

履修登録をすることと同時に、シラバスや教科書情報を閲覧することができるシステムです。また、抽選
を行う科目の申込みや抽選結果を確認することなどができます。なお、履修登録期間は学部・学年により
異なりますので注意してください。

利用者メニュー
9-1

メニューから該当項目の選択ボ
タンをクリックしてください。
なお、選択メニューは学部によ
り異なり、記載されている当該
期間のみの表示となります。

時間割形式での登録か、カリキ
ュラム一覧表形式での登録かを
選択できます。

履修届（履修登録方法）
9-2

集中授業および曜日・時限のない授業科
目一覧を表示します。

9.履修登録システム

P.13へ

履修登録を開始する前に、必ず【履修登
録について】を確認してください。

教科書情報の一覧が表示されます。

Click
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該当のシラバスを閲覧す
ることができます。履修する科目の登録ボタン

をクリックしてください。
履修科目トップに戻り、選択
した授業科目が時間割表に
表示されます。「登録」ボ
タンが表示されない科目は
定員制の抽選科目です。

時間割形式での登録1
9-3

時間割形式での登録2
9-4

時間割形式での登録3
9-5

時間割形式での登録4
9-6

登録確定後、指定された
期間内に履修内容を必ず
確認してください。登録
内容に誤りがなければ
「登録済」が「履修完了」に
変わります。

登録を確定または一時保存す
る場合はクリック

登録内容を一時保存する場合はここをクリッ
クしてください。なお、登録は確定していま
せんので、必ず期間内に登録確定を行ってく
ださい。

登録確定

履修登録が終了し、登録科目、
単位数に誤りがなければ登録確定
をクリック

該当曜日・時限で履修可能な
科目の一覧が表示されます。

重 要！！

Click

Click

Click

Click
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カリキュラム一覧からの
登録

9-7

種別または科目区分を
チェックし選択ボタンを
クリック

履修登録トップページ(P.10)の

をクリックすると右図が表示さ
れます。

1

2 チェックボックスを選択し
てください。

Click

Click

登録科目の削除
9-8

9-9

時間割表内にある曜日／時限ボ
タンをクリックすると、現在登
録済みの授業科目の情報が左フ
レームに表示されます。

このボタンをクリックすると削除されます。
事前に登録されている科目（プリセット科
目）は削除できませんので、削除ボタンが表
示されません。

抽選対象科目登録1
抽選対象科目の登録を行うこと
ができます。詳細は「お知らせ」
などを参照してください。

Click
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9-10

抽選結果確認
9-11

抽選対象科目登録2

登録確定

抽選登録した科目の結果を確認
してください。

希望順位を選択してくだ
さい。

抽選結果が表示されます。

Click

10.試験システム

試験についてのお知らせ
10-1

　　　　　　　をクリックすると
試験のお知らせが表示されます。

試験科目一覧
10-2

自分が履修している科目の試験
情報（試験日、教室、参照条件な
ど）が表示されます。また、論文
（レポート）試験の論題も表示さ
れます。

各学期末試験（7月中旬、1月中旬から実施）の情報はこちらからアクセスして確認してください。
なお、試験時間割の表示は7月上旬、12月中旬からの予定です。

Click試験科目一覧へをクリックすると試験
科目一覧が表示されます。
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重 要！！

中間アンケートに回答する
11-2

アンケートに回答します。

同様の手順にて、対象となる全ての科
目について、期間内に回答を完了して
ください。

当アンケートシステムで
は回答データのみが送信
され、個人を特定する情
報は送信されません。

履修している科目のうち、システム
を利用して回答可能な科目一覧が表
示されます。
アンケートに回答する科目名リンク
をクリックします。

回答が完了した場合は、送信ボ
タンをクリックしてください。
回答内容を送信し、この科目の
アンケートを終了します。
※アンケート回答送信後は、回
答の修正や再送信はできません。

入力状態を保存したい場合は、
一時保存ボタンをクリックして
ください。
入力した内容は回答結果として
送信されません。

「一覧」ボタンクリックで
回答可能な期間を一覧で
確認できます。

Click

11.授業評価アンケート

回答期間中は「状態」に「学生回
答期間」と表示され、結果が公
開されている期間は「結果公開
中」と表示され、アンケート名
がクリックできるようになっ
ています。

11-1

本学では、より質の高い教育を行うことを目的に、直接学生の声を聞き、授業に反映させることのでき
る「授業評価アンケート」を学期中最大2回全学的に実施しています。
なお、集計結果はWebで公開されます。履修科目以外でも結果やコメントを参照することもできます。

Webでアンケートが実施される場
合はインフォメーションシステム
にメッセージが表示されます。

Click

Click
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履修している科目のうち、結果が公開さ
れている科目に関しては、科目名がリン
クで表示されます。

科目別集計結果
11-3-2

※授業担当者が結果を公開するまで
　確認することはできません。

全学の集計結果と学部毎の結果の
比較を確認することができます。

コメントがある場合は表示されます。

Click

Click

全学の集計が完了していれば、アンケー
ト全体の結果を確認することができます。

全学の集計結果と学部毎の結果の比較
を確認することができます。

全学集計結果を閲覧する
11-3-1

11-3.集計結果を閲覧する
回答期間終了後、結果が公開されます。

Click

Click
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公開されている集計結果・コメントが
表示されます。

授業評価アンケート結果参照で
アンケートを選択します。

履修科目以外のコメントを見る
11-3-3

シラバス検索から任意の科目の
シラバスを表示させます。

Click

12.関大LMSを利用してみよう
関大LMSは、予習・復習、課題レポート、各種テスト、授業に関する質問受付・回答などの授業を補完でき
る授業支援システムです。
ここでは、一部の機能の簡単な利用方法のみを説明しますが、「ユーザマニュアル」には、より詳細な操作方
法や他の機能の利用方法を掲載しています。

12-1-1
利用開始：ログイン

関西大学ホームページのトップページから左側メニューの「関大LMS」を選択するか、インフォメーションシステ
ム内の左側メニューの「関大LMS」を選択し、ログイン画面を表示または、以下のURLにアクセス

https://kulms.tl.kansai-u.ac.jp/

ログインボタンをクリック

IDとパスワードを入力し、ログインボタンをクリック

1

「コースリスト」画面に入る。授業名をクリックするとその授業のコースメニューに入る。

詳細なマニュアルをダウンロードする場合は「コースリスト」の「マニュアルのダウンロード」をクリック

学生用のマニュアルは「ユーザマニュアル」をクリック

4

5

6

2

3

ログインID：インフォメーションシステムにログインする際のIDと同じです。
例：k999999

パスワード：インフォメーションシステムにログインする際のパスワードと同じです。

「ログイン」をクリック

利用する
授業名を選択

英語版に切り替えが
可能

Click
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【新着お知らせタブ】表示しているコースに関する連絡事項などが表示されます。
【コース情報】シラバスと用語集があります。
【出席管理】授業のはじめに出席データを送信したり、今までの出席状況を確認したりできます。
【成績管理】授業で実施されたテストやレポートの採点結果を確認することができます。
【学習カルテ】学習の記録を残すことができ、自身の学習記録を一覧で確認できます。
【メッセージ】今までに送受信したメッセージの閲覧やメッセージの作成ができます。
【マイレポート】授業で提出したレポートの一覧が表示されます。
【コンテンツ一覧】授業で使用する教材が表示されます。

12-1-2
コースメニューの構成
ユーザとして認証されると、

「コースメニュー」が表示
されます。

12-1-3
利用終了：ログアウト
コースリスト画面やコース
メニュー画面左上にある

「ログアウト」をクリック

会議室
会議室では、掲示板やWiki、チャットといったコミュニケーションツールを使って、ユーザ同士で情報の交換や共有をしたり、
議論することで学習した内容への理解をより深めたりすることができます。

12-2
掲示板に投稿する

トップ画面において　　　　　　　　　　　　 をクリック

「タイトル」と「メッセージ」を入力（必須）

投稿した記事を修正、削除するには「この記事を編集・削除する」をクリック

1

2

【掲示板】あるテーマについて記事を投稿したり、また、その記事に返信したりできます。
【Wiki】コースメンバーが共同でウェブページを作成します。HTMLの知識がなくても簡単に編集することができます。
【チャット】会話するように複数のユーザ同士で短い文章をリアルタイムでやりとりすることができます。

をクリック

「ログアウト」をクリック

終了

Click

Click
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授業資料
授業用スライドやテキスト、授業で配布される参考資料などの教材は、資料教材で閲覧することができます。

テスト／アンケート
選択式問題や記述式問題などで構成されたテストや自習用教材、レポート提出課題やアンケートに取り組みます。それらの
課題は採点、分析され、今後の学習に役立てることができます。

実行できる回数や制限時間、合格点などが設定されている場合は教材の開始画面に表示されます。

12-4-1
自習用教材やテストなどの課題に取り組む

問題形式に従って解答する（制限時間が設定してある場合は、残り時間が表示される）

問題を解答したら、　　　　　をクリックすると次の問題に移る

解答が完了したら、　　　 をクリック

1

2

3

12-3

資料教材を終わる場合は
「資料を閉じる」をクリック

Click
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12-5-1
教材の受講回数や利用時間を確認する

12-4-2
学生同士でレポートを評価し合う

コンテンツ一覧でピアレビューを行う教材に表示される「他のメンバーのレポート／コメントへの評価をお願いします。」
をクリック

レポート／記述式問題の採点画面が表示される。評価対象者の　　　  をクリックすると、採点フレームが表示される

提出されたファイルをダウンロードし、内容を確認する

レポートへのコメントと点数を入力し、　　　 をクリック

残りのメンバーのレポートも評価する

1

2

3

4

5

関大LMSには、提出されたレポートや記述式問題の解答を学生同士で相互評価する仕組みとして「ピアレビュー」という機
能があります。ユーザは誰のレポートを評価しているのか、誰に評価されているのか分からないようになっているため、客
観的に評価することができます。

成績の確認
受講したテスト／アンケート教材のうち成績が公開されるものは、いつでも確認することができます。成績は得点を一覧で
表示したり、教材ごとの詳細な採点結果や解説を表示したりでき、得意分野や弱点を発見することに役立てることができます。
また、自分がどれくらい教材に取り組んできたのか確認することもできます。

コースメニュー「成績管理」〉「進
捗状況一覧」をクリックして、
進捗状況一覧画面を開いてくだ
さい。

「進捗状況一覧」
をクリック

Click
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テストや自習用教材ごとの得点
や配点、得点率などの成績や個々
の設問の解説を確認するには、
コースメニュー「成績管理」〉「テ
スト結果」をクリックして、テ
スト結果画面を開いてください。

12-5-3
テストごとの詳細な成績を確認する

各テスト教材における得点や出
席点が一覧表示されます。コー
スメニュー「成績管理」〉「成績
一覧」をクリックして、成績一
覧画面を開いてください。

12-5-2
テスト／アンケート教材の得点を一覧で表示する

受講中もしくは受講が完了した
SCORM教材の成績データを確
認するには、コースメニュー「成
績管理」〉「SCORM教材成績一
覧」をクリックして、SCORM
教材成績一覧画面を表示してく
ださい。

12-5-4
SCORM教材の成績を確認する

スマートフォンを使って、お知
らせやメッセージ、成績や出席
状況の確認、テスト／アンケー
ト教材などの主要な機能を利用
することができます。

12-6
スマートフォンから受講する

「SCORM教材成績一覧」
をクリック

SCORM教材とは？
eラーニングの教材を管理す
る世界的な標準規格です。
インターネットに接続でき
る環境があれば、いつでも
どこからでも利用できます。

その他

「成績一覧」
をクリック

「テスト結果」
をクリック 

Click Click

Click
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