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１ はじめに

よく理解することが重要
佐賀⼤学では、卒業までの４年間の間に多くのシステムを利⽤し、学⽣⽣活を送ることと
なります。
この資料では、学⽣の間に特に利⽤するシステムである『教務システム』（通常、教職員
はLiveCampus（ライブキャンパス）と呼びます。）についての説明を⾏います。

このLiveCampusは主に授業科⽬の履修登録を⾏うためのシステムです。⼤学の授業とい
うのは皆さん⾃⾝が履修したい授業科⽬を選択し、皆さん⾃⾝で授業科⽬の履修登録まで
⾏う必要があります。

履修登録の⼿続きを⾏っていないと、単位を修得できないという⼤変⼤きな不利益を被る
こととなります。
このような事態を避けるためにも、必ずLiveCampusの利⽤⽅法について理解し、授業科
⽬の履修登録を⾏ってください。

なお、LiveCampusを含む、佐賀⼤学内のほぼすべてのシステムを利⽤する際には、IDと
パスワードが必要になります。IDとパスワードの確認⽅法はのちに説明を⾏いますが、取
り扱いには⼗分注意してください。



２ LiveCampus利⽤のまえに
２.１ 利⽤にあたって

ログインは学内から
LiveCampusを利⽤するためには、原則として佐賀⼤学内のネットワーク（無線LAN
を含む。）からログインしなければ利⽤することができません。
佐賀⼤学内のネットワークからであれば、IDとパスワードがあれば多くのシステムが
利⽤可能です。

学外からのログインの場合
多くのシステムについては、基本的には佐賀⼤学内からしか利⽤できませんが、⾃宅
のパソコンや個⼈のスマートフォン等、佐賀⼤学の外から利⽤したい場合は、事前に
アドレスが登録されている必要があります。
登録⽅法は『 ４.２ ⼤学からのメールが届かない場合は』で説明します。



２ LiveCampus利⽤のまえに
２.２ メールアドレス

メールアドレスの設定を
佐賀⼤学からの重要な連絡や情報発信、注意喚起等の内容は主に掲⽰板とメール連絡
で⾏います。設定をしなければメールは届きませんので、必ず早めに設定してくださ
い。登録⽅法は『 ３.５ 学籍情報の更新』で説明します。

なお、佐賀⼤学に⼊学する学⽣は、⼤学からメールアドレスが付与されますので、こ
ちらを活⽤いただいても構いません。
この学⽣⽤メールアドレスは、Microsoftのoffice365のメールサービスのものであり、
メールアドレスは『学籍番号＠edu.cc.saga-u.ac.jp』です。
学籍番号については、オリエンテーション時に配布予定の学⽣証に記載がされていま
すので、これを確認してください。
（学⽣⽤メールアドレスの利⽤⽅法は次ページを確認してください。）



２ LiveCampus利⽤のまえに
２.３ 学⽣⽤メールアドレスの利⽤⽅法

学⽣⽤メールアドレスは、Microsoft365にて利⽤します。
Microsoft365の利⽤⽅法については、佐賀⼤学の総合情報基盤センターのWebサイ
ト（ https://www.cc.saga-u.ac.jp/use/microsoft365-rename ）で確認して
ください。



３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.１ LiveCampusのログイン⽅法
LiveCampusへのログインは、佐賀⼤学ホームページ（ http://www.saga-
u.ac.jp/ ）から次の順にログインを⾏います。
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佐賀⼤学のホームページから『在学⽣の⽅へ』を
クリックしてください。

『 ＞ライブキャンパス』をクリックしてくださ
い。



３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.１ LiveCampusのログイン⽅法
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学籍番号

学⽣証の写真下
のパスワード

ここから先に進むためには、IDとパスワードが必
要になります。IDは学籍番号、パスワードは学⽣
証の写真欄の下に記載されたランダムな英数字で
す。この初期パスワードは２か⽉以内に必ず変更
してください。



３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.１ LiveCampusのログイン⽅法

この画⾯がLiveCampusです。
この画⾯から、授業科⽬の履修登録や連絡通知・成績の確認を⾏います。
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３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.２ 学外からログインする⽅法

学外からのログインはメールアドレスが必要
学外からログインする場合であっても同じ⼿順でログインすることができますが、セキュ
リティの向上のため、ワンクッション⼿順が必要になります。
まずは学内からメールアドレスを設定する必要があります。（⽅法は『 ４.２ ⼤学から
のメールが届かない場合は』で説明します。）
設定したメールアドレスあてにワンタイムパスワードというパスワードが送信されます。
ワンタイムパスワードを確認した上で、下画像のパスワード⼊⼒欄に、ワンタイムパス
ワードを⼊⼒してログインをしてください。



３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.３ LiveCampusの機能説明

①

①履修登録

・抽選講義履修登録
全学教育機構が開設する基本教養科⽬の希望登録を⾏
えます。

・集中講義履修登録
夏季休業期間や春季休業期間中に短期間で集中的に実施され
る集中講義の履修登録を⾏えます。
集中講義は科⽬により登録可能な期間が異なりますので、掲
⽰等を確認して履修登録を⾏ってください。

・⼀般講義履修登録
学部の必修科⽬など、⾃⾝で登録する必要がある⼀般
講義の履修登録を⾏えます。



３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.３ LiveCampusの機能説明

② ②スケジュール

⾃分のスケジュールの確認や編集ができます。
個⼈時間割では履修登録が完了した科⽬を確認
することができます。

②



３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.３ LiveCampusの機能説明

③
③成績情報の参照

履修した授業科⽬の成績を確認することができま
す。基本的には成績の発表は、前学期の科⽬は９
⽉１⽇、後学期の科⽬は３⽉１⽇（休⽇の場合は
翌平⽇）に⾏われますので、この⽇以降に確認す
ることができます。

③



３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.３ LiveCampusの機能説明

④

・学籍情報の参照
LiveCampusに登録されているみなさんの基本的
な個⼈情報を確認することができます。

・学籍情報の更新
LiveCampusに登録されている個⼈情報の変更を
⾏うことができます。
詳しくは『３．５学籍情報の更新』で確認して
ください。

④学籍情報④



３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.３ LiveCampusの機能説明

⑦

⑤シラバス

授業科⽬の概要について確認することができます。
※シラバスは英⽂で書かれているものもあります。
（特に英語科⽬）右上のタブから切り替えて、参照し
てください。

⑤



３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.３ LiveCampusの機能説明

⑥課題・アンケート提出

・課題
授業の課題やレポートの提出をLiveCampus
上で求められた場合、ここから課題の確
認・提出ができます。

・アンケート
また、この画⾯で⼤学からみなさんへ⾏う、
様々なアンケート調査について回答を⾏い
ます。アンケートには、各種申請登録など
も含まれることがありますので、注意して
ください。

⑥



３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.３ LiveCampusの機能説明

⑥
LiveCampusのホーム画⾯に「未提出課題」
と表⽰されますので、ここをクリックします。
または、左の「menu」から、授業・課題 > 
課題・アンケート提出をクリックします。

課題等の提出⽅法

課題⼀覧が表⽰されますので、確認・ 提出
したい科⽬をクリックします。
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３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.３ LiveCampusの機能説明

⑥

課題等の提出⽅法

課題の詳細が表⽰されますので、添付
ファイルを取得する等、内容を確認でき
ます。
課題作成が完了したら、「レポート提
出」のファイルを挿⼊し、右下の「提
出」ボタンをクリックし、送信完了です。
※提出したファイルの削除はできません
ので、必ず送信前にファイルを確認する
ようにしてください。
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３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.３ LiveCampusの機能説明

⑦掲⽰物

この画⾯で先⽣のオフィスアワーをダウン
ロードすることができます。

オフィスアワーとは、先⽣が学⽣の相談や授
業についての質問等を受けられるように研究
室にいる時間のことです。先⽣に何か⽤事が
ある場合は、この時間に訪ねましょう。次
ページで参照⽅法を説明します。

⑦



３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.３ LiveCampusの機能説明

学⽣のよこにある『▷』マークをクリックしてください。

オフィルアワーのよこにある『▷』マークをクリックしてください。

掲示物

掲示物



３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.３ LiveCampusの機能説明

学部毎にオフィスアワーのタイトルが表⽰されます。
例えば、2021度前学期の理⼯学部の先⽣のオフィスアワーの時間を知りたい場合は、
⾚枠で囲われた箇所をクリックしダウンロードを開始してください。
先⽣毎にオフィスアワーが記載されたPDFファイルをダウンロードできます。

掲示物



３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.４ 授業科⽬の履修登録⽅法（⼀般登録）
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『履修登録』をクリックしてください。

例として、⽕曜⽇・１校時の授業科⽬を履修したい場合の説明を⾏います。
⽕曜⽇・１校時の⾚枠で囲われた＋マークをクリックしてください。
または、「＋履修科⽬を検索して追加」から検索でも登録可能です。

ページの下部に履修登録可能な
科⽬が表⽰されます。
『⽣物化学』という科⽬を履修
登録する場合は、その表⽰の左
にある『□』をクリックして
『☑』にしたうえで、登録をク
リックしてください。

03

⽕曜⽇・１校時に『⽣物化学』という科⽬が登録されます。これでこの科⽬
を履修登録できたということとなります。
まだまだ、他の曜⽇・校時に空きがありますので、同じ⼿順で履修したい授
業科⽬の履修登録をおこなってください。

02
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３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.４ 授業科⽬の履修登録⽅法（抽選登録）
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『履修登録』をクリックしてください。

科⽬の登録までは、⼀般登録と同様です。例えば、⽔曜⽇・１校時の⾚枠
で囲われた＋マークをクリックしてください。
または、「＋履修科⽬を検索して追加」から検索でも登録可能です。

⼀般/抽選のタブを『抽選講義』に切り替えて検索すると
ページの下部に履修登録可能な科⽬が表⽰されます。
『⽣物化学』という科⽬を履修登録する場合は、その表
⽰の左にある『□』をクリックして『☑』にしたうえで、
登録をクリックしてください。
抽選科⽬は各曜⽇校時３科⽬まで登録をすることができ
ます。はじめは、登録した順に志望順位が付けられます。

03

02



３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.４ 授業科⽬の履修登録⽅法（抽選登録）

04 05

科⽬の登録が完了したら、「抽選志望状況の確認」をクリックします。 抽選志望順位の確認状況が表⽰されますので、各曜⽇校時ごとに希望順位を
選択し、登録ボタンを押してください。期間中は何度も変更が可能です。
第⼀希望に選択した科⽬が、左図の時間割表に表⽰されます。
※時間割表に表⽰されるのみで、まだ当選したというわけではありません。

科⽬の登録までは、前ページの⼀般登録と同様です。抽選科⽬は曜⽇校時ごとに３科⽬まで希望登録が可能ですので、履修を
希望する科⽬を必要数登録してください。

曜⽇校時毎に１〜３まで志望順位がつけ
られます。削除したい場合は左の削除を
クリックしてください。

順位付けが完了したら必ず登録を押して
ください。



３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.４ 授業科⽬の履修登録⽅法（抽選登録）
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抽選後、当選した科⽬は、時間割の画⾯上に科⽬の履修登録がされます。
該当曜⽇校時に志望していたにも関わらず、科⽬が表⽰されていない場合は残念ながら全科⽬落選したと
いうことになります。
科⽬の取り消しを⾏ってしまうと、当選権を放棄することになりますので注意してください。



３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.４ 授業科⽬の履修登録⽅法

履修科⽬を決める際の注意
皆さんが所属する学部・学科によって、１学期中に履修登録できる授業科⽬数（正
確には単位数）が決まっており、それを超えて履修登録することはできません。
何単位まで履修登録可能かは各学部で確認をしてください。
また、授業科⽬の中には『必修科⽬』という必ず履修しなければならない科⽬があ
ります。各学部・学科のオリエンテーション等で説明がされますので、必修科⽬等
の必要な授業科⽬を必ず履修登録しましょう。



３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.５ 学籍情報の更新 ※重要

Live Campusに登録されている
個⼈情報の変更を⾏うことができ
ます。

まずは、現在登録されている情報
が正しいかどうか、必ず確認して
ください。

⼤学からの連絡メールについては、
受け取りたいメールアドレスを
『メールアドレス１』という箇所
に⼊⼒してください。



３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.５ 学籍情報の更新 ※重要

前ページの学⽣情報をクリックする
と、学⽣情報詳細の画⾯に移ります。

個⼈情報の右側に『編集』ボタンが
ありますので、こちらをクリックし
てください。

01



３ LiveCampusの利⽤⽅法
３.５ 学籍情報の更新 ※重要

⾃⾝の学⽣情報は、『✓』の項⽬について、
編集することが可能です。

・住所について
住所⼊⼒の際は、『郵便番号』を⼊⼒のう
え、『住所⾃動⼊⼒』をクリックしてくだ
さい。
市区町村まで⾃動⼊⼒されますので、続け
て番地・号までを『住所２』に登録してく
ださい。
マンション名等がある場合は、『住所３』
に登録してください。
住所区分は、⾃⾝に⼀番適する項⽬を選択
してください。

・メールアドレスについて
⼤学からの連絡通知は、『メールアドレス
１』に登録されたアドレス宛に送信されま
す。『メールアドレス１』は必ず登録をし
てください。変更の際は、１⽂字ずつ、間
違いがないか必ず確認をしてください。
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✓✓

✓✓

✓✓

✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

✓✓

✓✓



４ ⼤学からの連絡について
４.１ LiveCampusでの確認⽅法

⼤学からの連絡が
表⽰されます。

⼤学からの連絡については、設定した
メールアドレスで確認ができますが、こ
のLiveCampus画⾯でも確認をすること
ができます。
特に授業の休講など重要な内容も連絡さ
れますので、定期的に確認を⾏うか、
メールが受信できる体制を整えておくこ
とが重要です。
※このホーム画⾯ではすべての通知が表
⽰されるわけではありませんので、緑丸
の連絡通知の画⾯からも確認をしてくだ
さい。



４ ⼤学からの連絡について
４.２ ⼤学からのメールが届かない場合は

登録したメールアドレスは正確か
LiveCampusに登録したメールアドレスを１⽂字１⽂字確認して
ください。

メールが届かないという学⽣が多くいますが、次の可能性が考えられますので確認
をしてみてください。また、学外からアクセスする際のワンタイムパスワード受信は
設定が異なります。詳しくは次のページで説明します。

メールアドレス１に登録しているか
他にも『メールアドレス３』という箇所がありますが、⼤学から
のメールは『メールアドレス１』に送信されます。

佐賀⼤学のメールが
受信拒否扱いされていないか

特にau、docomoのメールを使⽤している場合、初期設定
で⾃動的に（勝⼿に）設定されていることがあるようです
ので解除を⾏ってください。佐賀⼤学のメールが

迷惑メール扱いされていないか
迷惑メールフォルダを確認してみてください。 履修登録を連絡通知の後に

⾏った場合
先⽣が連絡通知を送信した後にあなたが履修登録を⾏った

場合、メールでの連絡通知は届きません。
ですが、LiveCampus上は連絡通知が登録されていますの
で、履修登録期間中は特にLiveCampus内の連絡⼀覧から

授業の情報を確認するようにしてください。



４ ⼤学からの連絡について
４.２ ⼤学からのメールが届かない場合は

ワンタイムパスワード受信の設定について

メールアドレスを変更する際は、LiveCampusとワンタイムパスワード⽤アドレスの２
つを変更しなければなりません。
LiveCampusからのメールは届くのに、ワンタイムパスワードが届かないという学⽣は、
ワンタイムパスワード⽤のメールアドレスを変更していない可能性があります。

ワンタイムパスワード⽤メールアドレスの設定変更は以下から⾏ってください。
佐賀⼤学総合情報基盤センターHP
https://www.cc.saga-u.ac.jp/use/password
※メールアドレスを変更したい場合、旧アドレスを使⽤できない学⽣は学内でなけれ
ば変更することはできません。



４ ⼤学からの連絡について
４.３ メールアドレスが変わったときは…



５ 連携システム
５.１ 出席管理システム

学⽣証は常に携帯
授業の出⽋は出席管理システムにより管理されます。
講義室の出⼊り⼝付近にカードリーダーが設置されていますので、学⽣証をかざして
ください。
学⽣証を忘れた場合は、システム上授業を⽋席した扱いとなりますので、その場合は
先⽣に個別に説明をしてください。
授業に出席する際は、学⽣証を忘れないように気を付けてください。また、紛失にも
⼗分気を付けてください。
定期試験を受ける際にも、必ず学⽣証が必要になります。

学⽣証をなくした・壊れた場合
教養教育１号館１階の教務情報管理窓⼝で再発⾏の⼿続きをすることができます。
再発⾏には１週間から２週間かかります。



５ 連携システム
５.１ 出席管理システム

⾚まるで囲まれた部分に学⽣証をかざしてください。



５ 連携システム
５.２ 出席状況の確認

『出席管理情報システム』から授業の出⽋状況について確認を⾏うことができます。



５ 連携システム
５.２ 出席状況の確認

この出席管理システムで授業科⽬ごとの出席状況
を確認することができます。


