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本書では、学生ポータルシステム（K-PORT）の操作手順を説明します。 
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1. 共通 

1.1. システムの推奨環境 

ポータルシステムの動作確認は次の環境で行っています。文字化け、レイアウト等の画面のみだれや

想定外の動作を防ぐため次の環境での使用をお奨めします。 

(1) WEB ブラウザ 

Microsoft Internet Explorer 8.0 以降 

Mozilla FireFox 21 以降 

Safari 4 以降 

(2) OS 

上記が動作する OS 

(3) スマートフォン 

iOS 6 以降 

Android OS 4 以降 （※機種により動作しない場合があります。）  

※いずれの環境においても、予め Cookie を有効に設定の上使用してください。 

1.2. ポータルにアクセスする 

WEB ブラウザより金城学院大学 HP（http://www.kinjo-u.ac.jp/）画面上部のメニュー「在学生の方」を

クリックし、「Ｋ－ＰＯＲＴ」を選んでください。 

1.3. ログインする 

[ログイン ID]、[パスワード]を入力し[LOGIN]を押下します。 

ログインの ID パスワードは、金城学院大学ユーザーアカウントです。 

 
 

http://www.kinjo-u.ac.jp/
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1.4. ログアウトする 

[Logout]を押下します。 

 

1.5. ログイン後の HOMEページ 

ポータルにログインすると次のようなページが表示されます。 

 
 

(1) メニュー 

画面左側のメニューには利用可能な各種サービスへのリンクが配置されています。メニューの[+]

を押下すると詳細メニューが表示されます。 

 
(2) 新着情報 

未読の掲示（授業連絡、お知らせ等）が新着情報に表示されます。また、重要度が「至急」また

は「緊急」の掲示は既読であっても表示されます。 

(1)メニュー (3)時間割 

(2)新着情報 
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(3) 時間割 

今日の時間割が表示されます。[今日]、[<]、[>]で日付を移動することができます。授業以外にも

自分が受験する試験や参加するイベント等についてもアイコンで区別して表示されます。 

 

1.6. ポップアップブロックが表示された場合 

メニューから各処理画面に移る際に次のようなメッセージが表示される場合は、[このサイトのオプシ

ョン（O）] 及び [常に許可（A）]を選択します。ブラウザの種類等によりメッセージの表示および設定

方法が異なります。詳しくはご利用のブラウザのヘルプ画面を参照してください。 

 
 

2. シラバス検索・履修登録・成績確認 

メニュー「履修・シラバス・成績」は次のシステムへのリンクが配置されています。各システムへは、

オートログイン機能より ID パスワードを入力することなくログインすることができます。 

(1) シラバス検索 

(2) 履修登録・確認 

(3) 成績確認 

履修登録、成績確認は、指定期間内での利用となります。 
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3. 時間割・休講・補講 

週間の時間割の確認、休講情報および補講情報の検索をすることができます。更に、時間割・教室利

用の状況確認ができます。 

 

3.1. 時間割を表示する 

履修している授業の時間割を一週間単位で確認することができます。授業以外にも自分が受験する試

験や参加するイベント等についてもアイコンで区別して表示されます。 [< 前の週]、[>次の週]で日付を

移動することができます。また、日付を指定して時間割を検索することができます。 
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3.2. 休講を表示する 

履修している授業の休講情報を確認することができます。また、「履修科目／担当科目のみ」のチェッ

クを外すことで、履修科目以外の休講情報も確認することができます。 

  

3.3. 補講を表示する 

履修している授業の補講情報を確認することができます。また、「履修科目／担当科目のみ」のチェッ

クを外すことで、履修科目以外の補講情報も確認することができます。 
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3.4. 時間割・教室利用を検索する 

日付、教室、種別等の条件を指定し[検索]を押下することにより、該当する教室の利用状況を確認する

ことができます。 

 
 

4. 掲示板 

掲示には次の分類があります。 

(1) 「授業連絡」 

履修している授業の休講、補講および教室変更情報 

(2) 「呼出」 

大学からの呼出情報 

(3) 「お知らせ」 

大学からのお知らせ情報 

(4) 「イベント」 

大学からのイベント案内 

(5) 「イベント（出欠確認）」 

大学からのイベント案内およびその出欠確認 

掲示の重要度は「緊急」、「至急」、「重要」があります。 

掲示に対して返信することができます。返信の可／不可は、掲示の作成者により指定されます。 

掲示から添付ファイルをダウンロードすることができます。 

4.1. 一覧を表示する 

メニューより掲示板の「授業連絡」、「呼出」、「お知らせ」「イベント」「イベント（出欠確認）」を選択

すると掲示分類単位に掲示の一覧が表示されます。 
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タイトルの先頭のアイコンの意味は次の通りです。 

アイコン 意味 

 重要度を示します 

 添付ファイル有を示します 

 
返信可能な掲示であることを示します 

4.2. 詳細を表示する 

一覧表示から[タイトル]あるいは[表示アイコン]を押下すると掲示詳細が表示されます。 

添付ファイルをダウンロードする場合は、[添付ファイル名]を押下します。 

 

添付ファイルをダウンロード

します 

一覧画面に戻ります 

添付ファイルが存在する

場合のアイコンです 

返信が可能な掲示に表示され

るアイコンです 

重要度を示します 未読／既読の状態を表示します 

タイトルあるいは表示アイコンを

押下すると詳細画面に遷移します 
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4.3. 返信する 

返信が可能な場合は、返信フォームも同時に表示されます。[返信内容]を入力、返信時にファイルを添

付したい場合は[参照]によりファイルを指定し、[返信]を押下します。 

 

4.4. 出欠を返信する 

「イベント（出欠確認）」の掲示の場合、掲載内容に対する[出欠]および[コメント]を返信することがで

きます。 

  
 

出欠、コメントを入力します 
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5. 学生生活・保健 

メニュー「学生生活・保健」は次のシステムへのリンクが配置されています。各システムへは、オー

トログイン機能より ID パスワードを入力することなく、他システムへログインすることができます。 

(1) 連絡先登録 

(2) 健診結果確認 

 
 

6. アンケート回答 

6.1. 一般アンケートへの回答を行う 

 一覧を表示する 

メニューよりアンケートの[一般]を選択すると回答が必要なアンケートが一覧表示されます。[アンケー

ト名]または[記入アイコン]を押下します。 

 

アンケート名または記入アイコン

を押下します。 
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 アンケートに回答を登録する 

回答を登録して[回答送信]を押下します。 

 
 

7. リンク 

各種お知らせや図書館、LMS 等の他システムへのリンクが配置されています。リンク先は随時変更が

あります。 
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8. 個人設定 

掲示板の内容を設定したメールアドレスに転送することができます。また、画面の色調を変更するこ

とができます。 

8.1. メールの転送設定を行う 

掲示板のメール転送を行う場合は、[メール転送]を ON にし、[転送先アドレス]および[転送先アドレス

再入力]に同じ値を入力し、[更新]を押下します。 

  

8.2. 画面の設定を行う 

設定したい[色調]を押下します。 
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9. スマートフォンでの利用 

ポータルの次の機能をスマートフォンで利用することができます。 

 履修・シラバス・成績 （成績確認のみ） 

 時間割・休講・補講 

 掲示板 

 リンク 

9.1. ポータルにアクセスする 

WEB ブラウザより金城学院大学 HP（http://www.kinjo-u.ac.jp/）画面上部のメニュー「在学生の方」を

クリックし、「Ｋ－ＰＯＲＴ」を選んでください。 

9.2. ログインする 

[ログイン ID]、[パスワード]を入力し[LOGIN]を押下します。 

 

9.3. ログイン後のトップページ 

 
 
 

(1) 新着情報 

未読あるいは重要度が「至急」または「緊急」の掲示（授業連絡、お知らせ等）が新着情報に

表示されます。 

(2)メニュー 

(1)新着情報 

http://www.kinjo-u.ac.jp/
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(2) メニュー 

 [メニュー]を押下するとメニューを表示します。処理したい項目を押下すると詳細メニューが

表示されます。 

 

9.4. ログアウトする 

メニューの[ログアウト]を押下します。 

 

9.5. 新着情報を表示する 

トップ画面より表示したい[新着情報]を押下すると掲示内容が表示されます。 
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9.6. 履修・シラバス・成績を表示する 

 成績確認を表示する 

メニューより[成績確認]を選択すると成績単位修得通知表の PDF が表示されます。指定期間内での利用

となります。利用に際しては、予めブラウザのポップアップブロックを解除する必要があります。ブラ

ウザの種類等によりメッセージの表示および設定方法が異なります。詳しくはご利用のブラウザのヘル

プ画面を参照してください。 

 
 

9.7. 時間割、休講、補講を表示する 

 時間割を表示する 

メニューより[時間割]を選択すると本日の時間割が表示されます。[時限]を選択すると詳細画面が表示

されます。本日から１週間の時間割は日付を選択することにより時間割を表示することができます。過

去あるいは１週間以上先の時間割は「日付検索」により日付を指定する必要があります。 

 

 
 

 休講を表示する 

メニューより[休講]を選択すると本日の休講が表示されます。[授業]を選択すると詳細画面が表示されま

す。また、「日付検索」により日付を指定して休講情報を検索することができます。更に、「履修科目／

担当科目のみ」のチェックを外すことにより、履修科目以外の休講情報も確認ができます。 
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 補講を表示する 

メニューより[補講]を選択すると本日の補講が表示されます。[授業]を選択する詳細画面が表示されます。

また、「日付検索」により日付を指定して補講情報を検索することができます。更に、「履修科目／担当

科目のみ」のチェックを外すことにより、履修科目以外の補講情報も確認ができます。 

 
 

 時間割・教室利用を検索する 

メニューより[時間割・教室利用]を選択すると本日の教室利用状況が表示されます。日付、教室、種別

等の条件を指定し[検索]を押下することにより、該当する教室の利用状況を確認することができます。 
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9.8. 掲示板を表示する 

メニューより[掲示板]を選択します。表示されたサブメニューから[授業連絡]、[呼出]、[お知らせ]、[イ

ベント]、[イベント（出欠確認）]を選択すると掲示分類単位に一覧が表示されます。 

次の図では[お知らせ]を選択した例です。他の掲示分類を選択した場合でも操作は同じです。 

 
 

9.9. リンクを表示する 

メニューより[Link]を選択します。表示されたサブメニューには、各種お知らせや図書館、LMS 等の他

システムへのリンクが配置されています。リンク先は随時変更があります。尚、リンク先の各ページは

PC 版の画面表示となります。スマートフォン用の画面に戻る場合には、PC 版の HOME 画面に遷移し、

「スマートフォン版はこちら」を押下します。 

  
 


