
 
令和 3 年度後期 法学部専攻教育科⽬ 

 

履修登録について 

 履修登録は、インターネットを利⽤して、Web 上で⾏ってく
ださい。下記の期間に、学⽣ポータルシステムにアクセスして、
各⾃履修登録を⾏ってください。 
 登録・確認を怠り、期間外に修正を願い出ても⼀切受理しま
せん。 
 
 

  

 

 

 

 

 

  

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 基幹教育科⽬（全学教育科⽬）についても、Web 上で履修登録し

てください。 
※ 次にある登録上の注意事項は必ずご⼀読ください。 

 

教務課（法学部担当）R3.8.     

登録期間︓10/04（⽉）9 時〜10/ 11（⽉）17 時まで 

確認・修正期間︓10/18（⽉）9 時〜10/20（⽔）17 時まで 

最終確認期間︓10/27（⽔）9 時〜10/29（⾦）17 時まで 
※最終確認期間は，学⽣ポータルシステムから履修登録内容を「追加・修正・削除」すること

ができません。履修登録内容を「追加・修正・削除」する場合は、教務課法学担当へ申請する

こと。 

（基幹教育科⽬の場合は，基幹教育教務係に申し出てください。） 

※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。 

《学⽣ポータルシステムURL》 

 学外からもアクセスすることができます。 

https://ku-portal.kyushu-u.ac.jp/campusweb/ 



【 登録上の注意事項 】 
１．外国法律書講読・外国政治書講読について 

  これまでに外国法律書講読もしくは外国政治書講読を履修したことがある場合、Web   

上での履修登録はできないので、登録期間内に教務課法学担当宛

（jbkkyomu2la@jimu.kyushu-u.ac.jp）に⽒名・学籍番号・科⽬名・教員名をメール

に記⼊の上、履修の申請⼿続きを⾏なってください。 

 

２．⺠事訴訟法実務特殊講義Ⅱ・刑事訴訟法実務特殊講義Ⅱについて 

  この２科⽬は定員を設けているため、事前登録が必要です。10 ⽉ 1 ⽇（⾦）正午まで

に Forms にて、申請⼿続きをしてください。 

https://forms.office.com/r/6ztAttAAhr 

各科⽬、定員 20 名に達した場合は、履修登録できませんのでご注意ください。 

 

３．Moodle 上での⾃⼰登録について 

  Web 履修登録を完了しても、Moodle でも履修科⽬の⾃⼰登録が必要です。⾃⼰登録

していない場合、Moodle を通して教員からの重要な授業に関する通知はきませんの

で、必ず履修登録期間内に⾃⼰登録しておいてください。 

 

4．最終確認期間（10/27-10/29）の申請⽅法について 

  最終確認期間については、Forms で申請するか、窓⼝で⽤紙を受領し、記載して下さ

い 

  https://forms.office.com/r/V4aagUL1PD 



2021（令和 3）年度後期 

民刑事法学連携講座（弁護士）科目の 

履修登録について 
 

下記科目については、事前に履修申込が必要です。履修登録希望者が多い

場合には、先着順で履修制限する場合がありますので、注意して下さい。 

 

◆民事訴訟法実務特殊講義Ⅱ（２単位）【展開科目】 

 担当：日浅裕介先生（福岡県弁護士会） 

 時限：火曜日・５限 

 

◆刑事訴訟法実務特殊講義Ⅱ（２単位）【展開科目】 

 担当：藤村元気先生（福岡県弁護士会） 

 時限：月曜日・５限 

 

◆履修登録について 

法学部ホームページのシラバスを良く確認の上、受講希望者は、下記期限までに必要事項

を記入の上、Web 申し込みを行なって下さい。 

 申込締切：10 月 1 日（金）正午  

 Web 申込 URL： 

https://forms.office.com/r/6ztAttAAhr 

 

（注１）WEB 履修登録は、別途、各⾃で⾏う必要がありますので、注意して下さい。 
（注２）履修者多数の場合は、先着順にて制限する場合がありますが、定員に余裕が

ある場合には、講義開始⽇までは登録を受け付けますので、教務課・法学担
当窓⼝へお申し出ください。 

 

2021.8.  教務課（法学部担当） 
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