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は じ め に

新入生の皆さん、御入学おめでとうございます。

このガイダンスでは入学後に皆さんがしなければならないこと
の説明をします。大学では高校までと異なり、履修する科目を
自分で選び、それを自分で登録し、指定された教室で授業を受
けなければなりません。高校までのように自分の教室や机が
あって先生が教えに来るのではありません。どのように科目を
選んで、登録するかなど、大切な手続きについてこれから説明
します。
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入学後のスケジュール１

新入生の皆さんは４月１日（金）に入学式に出席し、終了後A402教室で配布書類を受け

取ってください。

次に４月２日（土）の13:30に642教室に来て学生証とパスワードを受け取ってください。
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入学後のスケジュール２

その後、このガイダンスを最後までよく理解した上
で履修登録を自宅等で各自のパソコン、スマート
フォン、タブレットなどで行なってください。

配布された資料の中に化学システム工学科(TK)の
履修登録の時間割があります。

アクセスが集中するとシステムがスムーズに動か
なくなるため学部・学科ごとに指定された時間帯で
履修登録を行います。本学科の新入生は４月4日
（月）20:00~25:00、４月5日（火）9:00~10:30、
16:20~17:50の時間帯で履修登録をしてください。

４月5日9:00~10:30が基本的な履修登録期間です

ので、原則この時間に登録してください。時間がか
かる作業なので、必ず9:00から始めてください。
10:30には終わらなければなりません。４月4日
20:00~25:00、4月5日16:20~17:50は予備的な時

間で、全学部に登録が認められているのでアクセ
スが多くなり、動作が遅くなる可能性があります。

2022年度学修ガイド工学部
履修登録の手引（後ろの方）2ページ目

本学科に登録が許
されている時間帯
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学年歴

学修ガイド工学部の9～10頁を見てください。2022年度年間カレンダーがあります。授

業開始は4月11日（月）からです。授業は半期（前期・後期）について、ビデオ視聴1回

分（1週分）と、通常授業が14回分（14週分）があります。休日でも授業日となっている

ところがあります。授業がありますので間違えないでください。例えば、4月29日（金）は

「昭和の日」で普通の学校や会社は休日ですが、福岡大学は金曜日3回目の授業が

あります。前期、後期それぞれ月曜日の授業なら月①～月⑭と書かれた日に講義が

あります。
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入学後のスケジュール３

化学システム工学科1年生には4月6日（水）9時30分より12時30分
まで「自分発見スタートセミナー」があります。

aクラス、bクラスと学科を2クラスに分けて開催します。各自のメー
ル(tk220XXX@cis.fukuoka-u.ac.jp)に案内が送られていますので、
WEB会議ソフト、Zoomが使えるパソコン、スマホ、タブレットで参加
してください。必ず自分のクラスに参加してください。

このセミナーは１年の専門の必修科目、「化学工学と社会」「修学基
礎演習」の一環ですので、全員必ず参加してください。

mailto:tk220XXX@cis.fukuoka-u.ac.jp
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化学システム工学科のクラス制

化学システム工学科は科目によって2クラス制になっています。
配布物に下のようなクラス分け一覧があるので自分のクラス
を確認して下さい。

化学システム工学科では

1クラスはaクラス

2クラスをbクラス

と呼びます。

化学システム工学科の

学科記号はTKです。

前年度見本
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入学後のスケジュール４

次に大学に来なければいけない時は４月８日（金）9:30です。学部指導懇談会がある

ので、831教室に来てください。工学部の入学者への説明と、その後に各学科に分か

れて学科の説明があります。

皆さんは４月２日に学生証を受け取ってから、４月５日までに各自で自宅等から履修登

録の準備と履修登録をしなければなりません。この説明を始めます。手元に４月１日、

２日に配布された資料を用意して下さい。

まず、皆さんには右のような書類が

配られていると思いますので、きちんと

最後まで熟読してください。
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履修登録の事前準備１

これからの大学生活で、シラバスの閲覧、履
修登録、成績の確認など様々なことをFU
ポータルで行います。

まず、履修登録の時間帯の前に、FUポータ

ルにアクセスしてください。このガイダンスを
受けたら、すぐに取り掛かってください。

自分の学籍番号、tk220xxxと４月2日に配布
された仮パスワードでFUポータルにログイン
してください。

「福岡大学情報処理システムUSER‘S GUIDE」

もよく読み、ログインできるようにしてください。
ログインできない場合は大至急、私に連絡を
してください。

2022年度学修ガイド工学部
履修登録の手引（後ろの方）6ページ目

アドレス！
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履修登録の事前準備２

新入生に配布したパスワードは５月末までし
か有効期限がありません。すぐにパスワード
の変更をしてください。パスワードを変えない
と入学後すぐにFUポータルが使えなくなりま
す。

情報基盤センターから利用の心得のパンフ
レットが配布されていますので、その中の

「1.1 福大IDのパスワードの変更方法」

の通りに変更してください。
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履修登録の事前準備３

次にWebプロファイルの入力を済ませます。

右にある学生本人や御家族に関する情報を入
力してもらいます。記入する内容を、学修ガイ
ドのこのページやメモ用紙に、予め下書きして
おくと楽に入力できますし、誤字や脱字などの
ミスが減ります。

また、 Webプロファイルの入力の後に、新入
生アンケートがありますので入力してください。

４枚目で説明した履修登録の時間割より前に、
パスワードの変更やWebプロファイルの入力、
新入生アンケートは済ませてください。

学修ガイド工学部の履修登録の手引を読みな
がら、履修登録の時間の前に新入生アンケー
トまで確実に進めてください。

2022年度学修ガイド工学部
履修登録の手引（後ろの方）4ページ目
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学生のメールアドレス

化 学 シ ス テ ム 工 学 科 の 学 生 は 、 学 籍 番 号 が @ の 前 に あ る
tk220XXX@cis.fukuoka-u.ac.jp というメールアカウントが与えられます。授業に

関すること、休講補講に関することなど、大学からの通知はこのメールアドレス
に送られますので、このメールの使い方を必ず覚えてください。教員に授業の質
問や欠席の連絡などをするときは、必ずこのアドレスからメールを送ってください。
個人のスマホのメールアドレスからでは、どの学生から来たメールかわからない
メールがよくあります。スマホからでもこのアドレスが使えるようにしてください。
最近LINEしか使わない学生をよく見受けますが、大学から送られる公式な通知
は全てメールですので、こまめにメールはチェックしてください。

詳細は福岡大学情報処理システムUSER‘S GUIDEなどを参考にしてください。

既に自分発見スタートセミナーのメールが着信していると思います。

４月６日の自分発見スタートセミナーにはメールの通りに参加してください。

mailto:tk220XXX@cis.fukuoka-u.ac.jp


13

制限科目の履修登録

制限科目の履修登録期間というものがありますが、
本学科の新入生は何もしないでください。制限科目
は間違って履修登録すると取り消せません。本学科
は１年には必修科目やリメディアル科目が多く、制限
科目を登録してしまうと履修できなくなるので、制限
科目で興味がある科目がある場合、２年以降に履修
してください。

制限科目の履修登録期間には何も登録してはいけ
ません。



14

化学システム工学科のカリキュラム１

学修ガイド76頁

大学は卒業までに既定の単位を取得しなければ
なりません。また本学科では３年生に進級する
時と、４年生に進級する時に進級要件がありま
す。これを満たさない時には進級できません。

本学では自分の学年より上の学年に設定されて
いる科目は履修できません。新入生は１年生向
けの科目のみ履修できます。

必修科目は卒業までにその科目の単位を取得
しないと卒業できません。選択科目は単位の合
計数が規定を満たしていれば卒業できます。

学修ガイド76頁で必要な単位数を確認して下さ
い。

１年間に履修できる科目数は最大49単位分です。
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化学システム工学科のカリキュラム２

次に学修ガイド132頁、214頁で各学年に設定されている科目を確認して下さい。

皆さんは2022年度入学ですので２２台のところ以外は関係ありません。
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化学システム工学科のカリキュラム３

本学科には化学工学コースと分子工学コースの２つのコースがあ
り、２年進級時に選んでもらいます。２年から上の学年ではコース
によって必修科目と選択科目が異なります。

コース分けについては１年後期に説明の場を設けます。

化学工学コース 分子工学コース
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化学システム工学科のカリキュラム４

学修ガイド76頁の進級条件や卒業要件を満たせば進級や卒業が
できますが、より多くの科目を履修すれば以下の特典があります。
特に2年生3年生で最小限の履修をするのではなく、多くの科目
（特に専門科目）を履修しましょう。

• 3年の終わり頃の研究室（仮）配属では成績が高いだけでなく単
位数の多い学生から希望研究室に配属します。

• 3年修了時に成績と単位取得状況が所定の要件を満たしている
と、4年にならなくても本学大学院に進学できる資格が得られま
す（飛び級制度）。学修ガイド101頁

• 多くの履修をしても大学の授業料は変わらないので、いろいろ
な勉強をしたほうがお得です。
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シラバスの確認

全ての授業の内容は、FUポータルにログインし、シラバス閲覧の
ところでシラバス（授業計画）を読めるので、どのような授業かが
確認できます。

必修講義は選択の余地はありませんので、受講するしかありませ
んが、選択科目は学生が興味のある科目を選ぶことができます。
シラバスを読んだりスタートアップ講義（１回目授業のビデオがシ
ラバスの頁にあります）を視聴して選択科目は決めてください。
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履修登録用紙（下書き用）の作成１

カリキュラムが理解できたら自分の時間割の作成に入りましょう。

履修登録期間より前に授業科目履修表に自分の時間割を作っ
てください。履修登録の時間は限られていますので、必ず事前に
時間割表を作ってください。

2022年度学修ガイド工学部
履修登録の手引（後ろの方）3ページ目

これから時間割の作り
方を説明します。

まず、学修ガイド工学
部 履修登録の手引の
授業科目履修表を用意
してください。
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履修登録用紙（下書き用）の作成２

次に工学部化学システム工学科授業時間割を用意してください。

先ほどの学修ガイド214頁も用意してください。
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履修登録用紙（下書き用）の作成３

F･EⅠとF･EⅢ

F･EⅡとF･EⅣ

生涯スポーツ演習Ⅱ

生涯スポーツ演習Ⅰ

第２外国語（選択）

第２外国語（選択）

第２外国語（選択）

第２外国語（選択）

F･EⅠとF･EⅢ

F･EⅡとF･EⅣ

微分積分Ⅰ(a/b)

化学実験

化学実験

行列と行列式Ⅰ(a/b)

物理学実験

物理学実験

（ここは登録しない）

（ここは登録しない）

化学工学計算法

基礎無機化学(a)

基礎物理化学A(b)

基礎有機化学Ⅰ(a)

基礎無機化学(b)

基礎物理化学B(a)

基礎有機化学Ⅱ(b)

分析化学(a)

基礎物理化学B(b)

基礎有機化学Ⅱ(a)

分析化学(b)

力学A(a/b)

化学工学と社会

修学基礎演習

基礎物理化学A(a)

基礎有機化学Ⅰ(b)

まず１年生必修科目を学修ガイド214頁から探し、時間割で曜日・時間を調べ
授業科目履修表に記入します（必修科目37単位）。
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履修登録用紙（下書き用）の作成４

F･EⅠとF･EⅢ

F･EⅡとF･EⅣ

生涯スポーツ演習Ⅱ

生涯スポーツ演習Ⅰ

第２外国語（選択）

第２外国語（選択）

第２外国語（選択）

第２外国語（選択）

F･EⅠとF･EⅢ

F･EⅡとF･EⅣ

微分積分Ⅰ(a/b)

化学実験

化学実験

行列と行列式Ⅰ(a/b)

物理学実験

物理学実験

（ここは登録しない）

（ここは登録しない）

化学工学計算法

基礎無機化学(a)

基礎物理化学A(b)

基礎有機化学Ⅰ(a)

基礎無機化学(b)

基礎物理化学B(a)

基礎有機化学Ⅱ(b)

分析化学(a)

基礎物理化学B(b)

基礎有機化学Ⅱ(a)

分析化学(b)

力学A(a/b)

化学工学と社会

修学基礎演習

基礎物理化学A(a)

基礎有機化学Ⅰ(b)

本学科は学籍番号によってaクラスbクラスに分かれていますので自分のクラ
スのものを記入してください。

aクラスなら基礎有機化学I
bクラスなら基礎無機化学
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履修登録用紙（下書き用）の作成５

第２外国語（選択）

第２外国語（選択）

第２外国語（選択）

第２外国語（選択）

第２外国語は時間割にある幾つかの言語から興味がある一言語を選択してく
ださい。
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履修登録用紙（下書き用）の作成６

F･EⅠとF･EⅢ

F･EⅡとF･EⅣ

生涯スポーツ演習Ⅱ

生涯スポーツ演習Ⅰ

第２外国語（選択）

第２外国語（選択）

第２外国語（選択）

第２外国語（選択）

F･EⅠとF･EⅢ

F･EⅡとF･EⅣ

微分積分Ⅰ(a/b)

グラフィックデザイン(a)

グラフィックデザイン(b)

化学実験

化学実験

行列と行列式Ⅰ(a/b)

物理学実験

物理学実験

（ここは登録しない）

（ここは登録しない）

工業無機材料

化学工学計算法

基礎無機化学(a)

基礎物理化学A(b)

基礎有機化学Ⅰ(a)

基礎無機化学(b)

基礎物理化学B(a)

基礎有機化学Ⅱ(b)

分析化学(a)

基礎物理化学B(b)

基礎有機化学Ⅱ(a)

分析化学(b)

力学A(a/b)

化学工学と社会

修学基礎演習

基礎物理化学A(a)

基礎有機化学Ⅰ(b)

選択科目を選びます。「工業無機材料」と「グラフィックデザイン」は専門教
育科目なので選択したほうが無難です（２科目で４単位）。
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履修登録用紙（下書き用）の作成７

F･EⅠとF･EⅢ

F･EⅡとF･EⅣ

生涯スポーツ演習Ⅱ

生涯スポーツ演習Ⅰ

第２外国語（選択）

第２外国語（選択）

第２外国語（選択）

第２外国語（選択）

F･EⅠとF･EⅢ

F･EⅡとF･EⅣ

微分積分Ⅰ(a/b)

微分積分Ⅱ(a/b)

物理学A

グラフィックデザイン(a)

グラフィックデザイン(b)

化学実験

化学実験

行列と行列式Ⅰ(a/b)

行列と行列式Ⅱ(a/b)

物理学実験

物理学実験

（ここは登録しない）

（ここは登録しない）

工業無機材料

化学工学計算法

基礎無機化学(a)

基礎物理化学A(b)

基礎有機化学Ⅰ(a)

基礎無機化学(b)

基礎物理化学B(a)

基礎有機化学Ⅱ(b)

分析化学(a)

基礎物理化学B(b)

基礎有機化学Ⅱ(a)

分析化学(b)

力学A(a/b)

力学B(a/b)

化学工学と社会

修学基礎演習

基礎物理化学A(a)

基礎有機化学Ⅰ(b)

工学共通選択科目が１年生には４科目用意されています。卒業要件６単位なので３
科目は履修する必要があります。２年生にも工学共通選択科目はありますが、簡単
なものから履修したほうがよいので２～３科目は選択しましょう（４～６単位）。
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履修登録用紙（下書き用）の作成８

F･EⅠとF･EⅢ

F･EⅡとF･EⅣ

生涯スポーツ演習Ⅱ

生涯スポーツ演習Ⅰ

第２外国語（選択）

第２外国語（選択）

第２外国語（選択）

第２外国語（選択）

F･EⅠとF･EⅢ

F･EⅡとF･EⅣ

微分積分Ⅰ(a/b)

微分積分Ⅱ(a/b)

物理学A

グラフィックデザイン(a)

グラフィックデザイン(b)

化学実験

化学実験

行列と行列式Ⅰ(a/b)

行列と行列式Ⅱ(a/b)

物理学実験

物理学実験

（ここは登録しない）

（ここは登録しない）

工業無機材料

化学工学計算法

基礎無機化学(a)

基礎物理化学A(b)

基礎有機化学Ⅰ(a)

基礎無機化学(b)

基礎物理化学B(a)

基礎有機化学Ⅱ(b)

分析化学(a)

基礎物理化学B(b)

基礎有機化学Ⅱ(a)

分析化学(b)

力学A(a/b)

力学B(a/b)

化学工学と社会

修学基礎演習

基礎物理化学A(a)

基礎有機化学Ⅰ(b)

時間割に書いてありますが前期の水曜２限・５限は学科
のリメディアル授業がありますので絶対に履修登録はし
ないでください。
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履修登録用紙（下書き用）の作成９

F･EⅠとF･EⅢ

F･EⅡとF･EⅣ

生涯スポーツ演習Ⅱ

生涯スポーツ演習Ⅰ

第２外国語（選択）

第２外国語（選択）

第２外国語（選択）

第２外国語（選択）

F･EⅠとF･EⅢ

F･EⅡとF･EⅣ

微分積分Ⅰ(a/b)

微分積分Ⅱ(a/b)

物理学A

グラフィックデザイン(a)

グラフィックデザイン(b)

化学実験

化学実験

行列と行列式Ⅰ(a/b)

行列と行列式Ⅱ(a/b)

物理学実験

物理学実験

（ここは登録しない）

（ここは登録しない）

工業無機材料

化学工学計算法

基礎無機化学(a)

基礎物理化学A(b)

基礎有機化学Ⅰ(a)

基礎無機化学(b)

基礎物理化学B(a)

基礎有機化学Ⅱ(b)

分析化学(a)

基礎物理化学B(b)

基礎有機化学Ⅱ(a)

分析化学(b)

力学A(a/b)

力学B(a/b)

化学工学と社会

修学基礎演習

基礎物理化学A(a)

基礎有機化学Ⅰ(b)

37単位＋4単位＋4～6単位で45～47単位が埋まりました。もう1～2科目履修するこ
とができます。総合教養科目も卒業までに12単位必要ですので1～2科目ぐらい履修
しましょう。

但し１年生は制限科目や
教養ゼミは履修しないこと
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履修登録用紙（下書き用）の作成10

F･EⅠとF･EⅢ

F･EⅡとF･EⅣ

生涯スポーツ演習Ⅱ

生涯スポーツ演習Ⅰ

ドイツ語IA

ドイツ語IA

ドイツ語IB

ドイツ語IB

）

F･EⅠとF･EⅢ

F･EⅡとF･EⅣ

微分積分Ⅰ(a/b)

微分積分Ⅱ(a/b)

物理学A

グラフィックデザイン(a)

グラフィックデザイン(b)

化学実験

化学実験

行列と行列式Ⅰ(a/b)

行列と行列式Ⅱ(a/b)

物理学実験

物理学実験

（ここは登録しない）

（ここは登録しない）

工業無機材料

化学工学計算法

基礎無機化学(a)

基礎物理化学A(b)

基礎有機化学Ⅰ(a)

基礎無機化学(b)

基礎物理化学B(a)

基礎有機化学Ⅱ(b)

分析化学(a)

基礎物理化学B(b)

基礎有機化学Ⅱ(a)

分析化学(b)

力学A(a/b)

化学工学と社会

修学基礎演習

基礎物理化学A(a)

基礎有機化学Ⅰ(b)

履修登録の一例です。第二外国語をどれにするかや総合教養科目をどれにするか
は各自の自由です。ドイツ語や倫理学を薦めているわけではありませんし、力学
Bは不要と言ってるわけではありません。シラバスをよく読んで自分に向いた時

間割を作成してください。

倫理学A
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履修登録用紙（下書き用）の作成11

ここまでの時間割（授業科目履修表）の作成を必ず4月3日（日）中に終わらせて
おいてください。

「2022年度 工学部 履修登録注意事項」には4月2日（土）中に終わらせるように
書いてありますが、本学科は、4月3日（日）の制限科目登録は認めてません
ので、 4月3日（日）は空いています。 4月3日（日）中に時間割を考えれば間に合
います。

履修登録当日は時間も少ないので、科目の選択を考えている暇は全くあり
ません。必ず事前に授業科目履修表は記入しておいてください。

また4月4日20:00~25:00に履修登録へのアクセスが許されているので、履修
登録のページにアクセスできること、操作法などについて試しておくと安
心できると思います。実際の全ての科目の登録作業は4月5日9:00~10:30に
してください。４月5日9:00~10:30にシステムの不調やネットワークの不安
定で登録ができなかった学生は４月5日16:20~17:50に登録してください。

もし自分の作成した時間割に不安がある場合には4月3日中に私宛にどのよ
うな時間割にしたいかメールで連絡してください。相談に応じます。
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学修ガイド

「学修ガイド工学部」はカリキュラムや履修
登録のことだけでなく、様々な大学のルー
ルが記載してあります。入学した学生は、
これを全て理解しているものとみなします
ので、隅々までよく読んでください。

例えば、特待生制度、飛び級制度、転部・
転科制度、休学、退学復学など、このガイ
ダンスでは説明しませんが、必ず目を通し
ておいてください。知らなかったでは済まな
いことが多くあります。

他学科や他年度入学生のカリキュラムは
読まなくてもいいですが、自分の学科の自
分の入学年度のところ、学部で共通の事
項のところは、よく読んでおいてください。
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教室の確認

履修登録した段階では、授業がどこの教室で行われるかはわかりません。
履修者数を確認し、適切な教室が４月８日（金）に発表になります。FU

ポータルで登録した科目の全ての教室を確認して下さい。

教室番号は

641教室（6号館・4階・1番教室）

831教室（8号館・3階・1番教室）

のように、全学共通で、号館・階・番号になっています。

科目によって教室が指定席・自由席の２通りがあります。教室入口に座席
表が掲示されていたら、それに従って着席してください。

教室に入ったら必ず学生証をカードリーダーにタッチしてください。

出欠をカードリーダーでとっている先生もいます。
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リメディアル講義

化学システム工学科ではリメディアル（補助）講義を実施しています。
リメディアル講義が必要かどうかは初回のテストで判定しますので、
次のテストを必ず受けてください。

• 4月13日（水）2限 641教室 高校物理の到達度試験

• 4月13日（水）5限 641教室 高校数学の到達度試験

テストの結果、リメディアル講義をどのように受けたらよいか次週の
前日までに各学生に通知しますので、掲示板やメールをよくチェック
してください。

高校で数学や物理を十分に学んでいない学生もいます。本学科では工
学共通科目として数学、物理に関する科目があり、これを成績不良で
単位を落とすと留年につながります。単位を落としてから後悔する前
に、リメディアル授業には積極的に取り組んでください。
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学科掲示板

化学システム工学科は6号館を本拠としています。1階西側
に1年生向け掲示板があり、授業に関する掲示がされている
ことがありますので、登学した時は必ずチェックしてくださ
い。

tk220XXX@cis.fukuoka-u.ac.jpのメールの確認、FUポータルのお
知らせの確認、6号館の自分の学年の掲示板は毎日確認を怠ら
ないでください。 （掲示板は登学したとき）

mailto:tk220XXX@cis.fukuoka-u.ac.jp
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BYOD

BYODとはBring Your Own Deviceという言葉の頭文字を取った言葉であり、学生が個人所有
のパソコン（PC）を大学に持ち込んで学習などに活用することを指します。化学システム工
学科では2021年4月以降、新入生から順次、BYODを導入しています。
1. 個人用ノートPCの活用について

化学システム工学科では、授業中の演習、レポートの作成やプレゼンテーションに、学生が
個人所有のノートPCを大学に持参して利用します。授業の履修登録や成績の確認、大学や教
員との連絡、オンライン授業の受講にもノートPCが必要です。そのため、新入生の皆様には
ノートPCの準備をお願いします。
2. 2022年度新入生 BYODノートPCの推奨スペック
化学システム工学科が推奨するノートPCのスペックは次ページの表のとおりです。推奨ス
ペックを満たすノートPCが既にある場合、新たに購入される必要はありません。
3.BYODノートPCの購入先および準備期限について

化学システム工学科では、特定のメーカー、機種、購入先を指定しません。上記の推奨ス
ペックを満たすノートPCであれば、いずれのメーカー、機種でも結構です。
BYODノートPCは、2022年度後期開講日までに準備してください。早く準備ができた学生に
ついては前期の講義からBYODノートPCを利用しますが、準備中の学生ついては不利益のな
いよう研究室のPCや大学のPC教室利用で対応します。ただし、大学のPC教室は講義利用が
優先されるため、利用時間の制限があります。できるだけ早目のご準備をお願いします。
4. お問い合わせ先
BYODノートPCの準備についてご不明の点などありましたら、学科担任教員までお問い合わ
せください。
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BYODの推奨スペック

推奨スペック

OS
マイクロソフト Windows 10, 11 （Home もしくは Pro）
※ Mac OS は専門科目用シミュレーションソフトウェアが非対応のため不可

プロセッサ インテル Core i5 以上

メモリ 8 GB 以上

ディスプレイ 13インチ～14インチ程度、フルHD（1920×1080ピクセル）以上の解像度

ストレージ SSD もしくは HDD 256 GB以上（新規購入時は SSD が望ましい）

光学ドライブ 不要（内臓されていてもよい）

無線LAN 無線LANアダプタを内蔵

カメラ・マイク WEBカメラ、マイク、スピーカを内蔵

インタフェース
HDMI端子、USB Type-A 端子、
ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポートを内蔵

バッテリ カタログスペックで 5 時間以上

キーボード 日本語配列キーボードを内蔵

ソフトウェア

マイクロソフトオフィスおよびセキュリティソフトは、福岡大学が契約する
キャンパスライセンス版を無償でインストールできるため、プレインストー
ルされている必要はありません。

重量 通学で容易に持ち運べる重量であること（1.5 kg 程度以下が目安）
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学科の担任制

化学システム工学科は学籍番号の末尾の数字で下の表の教員が担任教員
となります。大学でわからないことや修学に関する相談、進路の相談な
どがあれば各担任の先生に連絡してください。

末尾 担任教員氏名（部屋番号）
１ 久保田 純（６２０）
２ 松隈 洋介（６２６B）
３ 鈴川 一己（６２６A）
４ 八尾 滋 （６３２A）
５ 加藤 勝美（６３１A）
６ 重松 幹二（６３２B）
７ 野田 賢 （６３０）
８ 新戸 浩幸（６２１A）
９ 三島 健司（６３１B）
０ 加藤 貴史（６２１C）

3年後半に研究室仮配属が決まり
ましたら研究室の教員が担任に
替わります。

本学科では成績不良の学生と御
家族と教員の修学指導面談や、
御家族との面談の機会のある父
母懇談会などを担任教員が担当
します。

また欠席多数やレポートの未提
出や成績不良の学生の場合、担
任教員から御家族に連絡を取る
場合があります。



37

大学で学ぶこと

大学は入学すれば必ず既定の年限で卒業できるものではあ
りません。良好な成績で単位を取得しないと留年（原級）
につながります。

本学科の卒業状況
75% 4年間で卒業
15% 4年間を超えて卒業
10% 卒業せず退学・除籍

大学でやるべきこと

・多くの知識を学ぶ
・身をもって体験する

勉強

（3年後）

私は化学システ
ム工学科でxxx
を学びました

（3年後）

私はアルバイ
トをがんばり
ました

アルバイトみたいな就職しか
見つかりません
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不規則な生活

不規則な
生活

夜遅くまでの
バイト

朝の授業に
出られない

授業が
分からない

やる気を
なくす

不安が大きく
なる

必修の単位の
登録を忘れる

単位数不足

全て自分で
解決しようと
する

誰にも相談
しない

期限を
守らない

問題の先送
り

気づいた時
は打つ手無し

レポートを
出さない

学科の友人
と疎遠になる
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留年すると

1年間分の授業料：140万円 無駄！

1年間分の社会人としての賃金：300万円～1500万円 無駄！

✓ 家族に多大な迷惑がかかります。
✓ 奨学金が止まります。
✓ 就職活動に不利です。
✓ 同級生が進級してしまうので単位が取りにくくなりま

す（1年ではなく2年や3年留年する学生も多い）。
✓ 大学浪人や大学院進学と違って留年して歳を取っても

得るものはありません。
✓ 留年を機に退学する学生も多くいます。

アルバイトやサークル活動に熱心になりすぎると
失うものが大きい
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進路・主な就職先

2016-2018年 就職先業種別就職者数・進学者数割合
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ま と め

FUポータル、履修登録、自分発見スタートセミナーなど入学
時のガイダンスは以上です。わからないことがありましたら、久
保田宛に至急連絡をしてください。

2022年度 学科教務担当 久保田純

jkubota@fukuoka-u.ac.jp

TEL: 092-871-6631 内線6421 

mailto:jkubota@fukuoka-u.ac.jp

