
埼玉大学の Web システム利用方法 

（新入生向け） 
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１. 履修登録について 

履修登録までの簡単な流れは次のとおりです。 

 作業 参考 

① 「SUポータル」新規ユーザ

ーアカウント登録 

学部新入生は、【資料１】を参考にしてくださ

い 

大学院新入生は【資料２】を参考にしてくだ

さい 

② 「SUポータル」へログイン 【資料３】を参考にしてください 

③ 「Web シラバス」メニュー

を選択 

【資料３】３ページ目と【リンク集】No.3を

参考にしてください 

④ 「Web 学生システム」メニ

ューを選択 

【資料３】３ページ目を参考にしてください 

⑤ 履修登録をする 【リンク集】No.1のページ７「4.履修登録」

を参考にしてください 

※シラバスに加えて「履修案内」及び「ガイダンス資料」を参考に自身で受講を

希望する科目を履修登録してください。設定された履修登録期間を過ぎると、登

録できませんので速やかに行ってください。 

 

２. 埼玉大学で使用するシステムの説明 

これから埼玉大学で学生生活を送るにあたり、複数のシステムを利用することに

なりますが、直近で必要な３つのシステムについてご紹介します。 

システム名 機能 

SUポータル ・各システムへのポータル（入り口）サイト 

※「Web学生システム」、「WebClass」、「Webシラバス」、

「授業評価アンケート」、「健康診断予約」に加えて就

職支援等の機能があります。 

Web 学生システム 

 

※SU ポータル経由

でアクセス 

・履修登録 

・時間割、成績確認 

・お知らせ確認 

 ※大学からの重要なお知らせが掲載されます。ログイン

をして随時確認してください。 

・メッセージの受信及び返信 

 ※大学からメッセージが届きます。新型コロナウイルス

関連で学生の方々と連絡を取りたい場合もあるため、

ログインをして随時確認してください。 

WebClass 

 

・オンデマンドによる遠隔授業の受講 

・講義資料等の閲覧及びダウンロード 
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※SU ポータル経由

でアクセス 

・メッセージの送受信 

 ※教員からの講義連絡が届きます。ログインをして随時

確認してください。 

・レポート提出、中間試験、期末試験 

 ※WebClass 上で実施する講義もありますので、シラバ

スや教員からの連絡をよく確認しておいてください。 

※利用方法の詳細は【リンク集】No.1～2を確認してください。 

 

３. 埼玉大学付与メールの利用 

埼玉大学では、「Office365メール」というものを学生個人に付与しています。大

学からの大事な連絡等が届くことがありますので、パソコンやスマートフォン等

で新着メールを管理できるように設定してください。 

・スマートフォン等（Android）で利用⇒【リンク集】No.4～5 

・スマートフォン等（iOS）で利用  ⇒【リンク集】No.6～7 

・パソコンで利用          ⇒【リンク集】No.8～9 

 

４. マイクロソフト Office製品の利用 

埼玉大学の学生は、Word、Excelなどの Microsoft365製品を利用でき、常に最新

版を使用することができます。マイクロソフト Office365 製品のダウンロード・

インストール方法については、【リンク集】No.10～11を確認してください。 

※自身のパソコンに既に Microsoft365 製品がインストールされている場合は、

この操作は必要ありません。 

 

５. 埼玉大学構内での無線 LAN（Wi-Fi）の利用方法 

埼玉大学構内では、無料で Wi-Fi ネットワークが利用可能です。無線 LAN の接続

設定マニュアルについては、【リンク集】を確認してください。 

・パソコン（Windows）で利用⇒【リンク集】No.12～14 

・パソコン（MacOS）で利用 ⇒【リンク集】No.15～16 

・スマートフォン等で利用  ⇒【リンク集】No.17 

 

６. 遠隔授業について 

埼玉大学では、教室や実験室等で行う対面授業の他に、講義動画や専用ツール

（Zoom等）を利用した遠隔授業があります。遠隔授業を受講するにあたっての注

意点やマニュアルをまとめた、「遠隔授業に関するポータルサイト」を用意してお

りますので、【リンク集】No.18を確認してください。 
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７. お問い合わせ先 

以下の窓口（平日 8:45～16:45）にお問い合わせください。窓口に来れない場合

は、メールでお問い合わせください。なお、回答までお時間をいただく可能性が

あるため、時間に余裕を持ってご連絡ください。 

※Emailの[at]を@（半角アットマーク）に置き換えて送信してください。 

・専門科目の履修登録や授業に関するお問い合わせ 

教養学部（教養学部係） ※メールでのお問い合わせについては対応しておりません。 

経済学部 （経済学部係） Email：eco-sodan[at]gr.saitama-u.ac.jp 

教育学部（教育学部係） Email：ikugakumu[at]gr.saitama-u.ac.jp 

理学部（理学部係） Email：rigaku_gakumu[at]gr.saitama-u.ac.jp 

工学部（工学部係） Email：eng-aa[at]gr.saitama-u.ac.jp 

大学院人文社会科学研究科（大学院係） Email：jinsha[at]gr.saitama-u.ac.jp 

大学院教育学研究科（教育学部係） Email：ikugakumu[at]gr.saitama-u.ac.jp 

大学院理工学研究科（理工研係） Email：rikou[at]gr.saitama-u.ac.jp 

 

・基盤科目の履修登録や授業に関するお問い合わせ／Web 学生システム及び

WebClass全般に関するお問い合わせ 

 教育企画課 Email：sokikaku[at]gr.saitama-u.ac.jp 

 

・SUポータルに関するお問い合わせ（SUポータルアカウント等について） 

 SUポータル右上にある「お問い合わせ」フォームからご連絡ください。 

 （URLはこちら：https://www.suisss.com/inquiry） 

 

・全学統一認証アカウント、埼玉大学付与メール、学内無線 LANに関するお問い

合わせ 

 情報メディア基盤センター 

よくある質問と答え：https://www.itc.saitama-u.ac.jp/contact/faq-student.html 

※下記の問い合わせを行う前に要確認 

 

問い合わせフォーム：https://www.itc.saitama-u.ac.jp/contact/student/ 

https://www.suisss.com/inquiry
https://www.itc.saitama-u.ac.jp/contact/faq-student.html
https://www.itc.saitama-u.ac.jp/contact/student/
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埼⽟⼤学 SU ポータル 

ログイン ID の設定⽅法（新⼊⽣⽤）

SU ポータルは、埼⽟⼤学内での各種⼿続きやキャンパスライフをサポートする、埼⽟⼤⽣のためのポータルサイトで

す。埼⽟⼤学（⼤学院）に新たに⼊学された⽅は、以下の案内に従って、必ず SU ポータルのログインアカウントを登録

してください。 

なお、埼⽟⼤学内で進学または転籍した学⽣の⽅は、進学・転籍前のアカウントで SU ポータルにログインしたうえで、

「進学・転籍⼿続き」を⾏ってください。 

STEP 1 

SU ポータルのログインアカウント登録には、以下の情報が必要です。 

① 普段お使いのメールアドレス（SU ポータルログイン ID として使⽤）

l あなたが⽇常的に使⽤しているメールアドレスです。埼⽟⼤学から付与されたメールアドレスとは異なります

ので、ご注意ください。

l ここで指定したメールアドレスが、SU ポータルへのログイン ID となります。事前にメールを受信できるか確

認をお願いいたします。

l なお、現時点で iCloud メールはログイン ID として使⽤できませんので、ご迷惑をおかけいたしますが、他の

メールアドレスを使⽤してください。

② あなたの⽣年⽉⽇

③ あなたの学籍番号：配布済みの「SU ポータル」ログイン⽤初期パスワード通知書左上に記載されています。

④ ログイン⽤初期パスワード：配布済みの「SU ポータル」ログイン⽤初期パスワード通知書に記載されています。 

STEP 2 

以下の URL にアクセスし、ログインアカウント登録を開始します。 

https://www.suisss.com/start/ 

テキストボックス
資料１
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STEP 3 

表⽰された画⾯で、利⽤規約を確認したうえで、「利⽤規約を確認し、同意します。」にチェックを⼊れてください。 

その後、「利⽤規約に同意のうえ、アカウント登録を開始する」のボタンをクリックし、次の画⾯に進みます。 

 
 

STEP 4 

表⽰された画⾯で、STEP1 で準備した、 

l あなたの⽣年⽉⽇ 

l あなたの学籍番号 

l SU ポータルログイン⽤初期パスワード 

を⼊⼒し、「在籍確認」ボタンをクリックして次の画⾯に進みます。 
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STEP 5 

埼⽟⼤学内のデータベースと照合され、あなたの情報が表⽰されます。 

あなたの情報に誤りがなければ、「登録情報に誤りがないことを確認」にチェックを⼊れ、「アカウント登録処理を続ける」

をクリックして次の画⾯に進みます。 

 

 

STEP 6 

続いて表⽰された画⾯で、STEP1 で準備した「普段お使いのメールアドレス」を⼊⼒します（確認⽤欄にも⼊⼒）。ここ

で⼊⼒したメールアドレスが、SU ポータルへのログイン ID ⽤メールアドレスとなります（SU ポータルログイン後のメ

ニューから、後で変更することもできます）。 

⼊⼒後、「本⼈確認メールの送信」ボタンをクリックして次の画⾯に進みます。 
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STEP 7 

以下の画⾯が表⽰され、⼊⼒された「普段お使いのメールアドレス」宛てに、本⼈確認のメールが送信されます。 

メールを受信し、メール本⽂内に記載された URL を 72 時間以内にクリックしてください。 

 

 

送信される「本⼈確認メール」の記載例 
 

件名： 
【埼⽟⼤学 SU ポータル】本⼈確認メール 

 

 

本⽂： 
埼⽟⼤学 SU ポータル：ユーザー登録本⼈確認のお知らせ 

 

ユーザー登録ありがとうございます。 

72 時間以内に下記 URL にアクセスし、登録を完了してください。 

 

https://www.suisss.com/●●●●●●●●●●●● 

 

なお、このメールに⾝に覚えがない場合は、下記までお問い合わせください。 

https://www.suisss.com/inquiry 

 

--- 

  埼⽟⼤学インターネット学⽣⽀援システム(SU ポータル) 

  https://www.suisss.com 
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STEP 8 

本⼈確認メールに記載されている URL をクリックすると、以下の画⾯が表⽰されます。 

再度 STEP1 で準備した「SU ポータルログイン⽤初期パスワード」を⼊⼒し、「アカウント登録処理を続ける」ボタンを

クリックしてください。 

 

 

 

STEP 9 

以下の画⾯が表⽰され、SU ポータルのアカウント登録処理が実⾏されます。 

アカウント登録処理が完了すると、画⾯が⾃動的に切り替わり、「普段お使いのメールアドレス」宛てに登録完了のメー

ルが送信されます。 

なお、この処理には 5 分程度の時間を要する場合があります。 
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STEP 10 

以下の画⾯が表⽰されると、SU ポータルのログインアカウント登録は完了です。 

登録完了メールをご確認いただいたうえで、「ログイン」ボタンをクリックし、STEP1 で準備した「普段お使いのメール

アドレス＝ログイン ID ⽤メールアドレス」と「SU ポータルログイン⽤初期パスワード」を使⽤して SU ポータルにロ

グインしてください。 

 
 

なお、セキュリティ強化のため、SU ポータルログイン後の「ユーザーアカウント編集」メニューから、パスワードを変

更していただくことをおすすめいたします。また、パスワードはご⾃⾝で厳重に管理してください。 

 

 

 

 

 

以上、お疲れ様でした。 
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1. ユーザー登録

1. 「SU ポータル」を利用するために、ユーザー登録をします。

SU ポータルの HP（https://www.suisss.com/）にアクセスしたのち、「ロ

グイン用初期パスワードをお持ちでない方」ボタンをクリックし、「新規

ユーザーアカウント登録」画面に進んでください。

［SU ポータルアカウント］ 

SU ポータルを利用するには、「SU ポータルアカウント」が必要

になります。従来使用している「全学統一認証アカウント」とは

異なりますので、ご注意ください。 

なお、SU ポータルは卒業・修了後も利用可能です。SU ポータ

ルへのログイン ID（メールアドレス）、パスワードを忘れないよ

うにしてください。 

［SU ポータル HP］ 

在学中だけでなく、卒業・修了後も使用すること 

になります。お気に入り登録をしてください。 

URL：https://www.suisss.com/ 

ḭ学内転籍者・学内進学者で、既にSUポータルアカウントをお持ちּף
の方は、P.９～進学・転籍手続きへお進みください。

埼玉大学SUポータル
新規ユーザーアカウント登録方法（学部新入生以外向け）

https://www.suisss.com/
https://www.suisss.com/
テキストボックス
資料２



1. ユーザー登録
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2. ユーザー登録は大きく分けて次の 6 つのステップで行います。

まずは「埼玉大学から発行されたメールアドレス（xxx@ms.saitama-u.ac.jp）」

と「普段使用しているメールアドレス」の 2 つを準備してください。 

準備が整いましたら利用規約を確認し、同意したうえで「利用規約に同意の

うえ、アカウント登録を開始する」ボタンをクリックしてください。 

［ログイン ID］ 

SU ポータルのログイン ID は、「普段使用しているメールアド

レス」となります。

※iCloud メールは使用できないので、ご注意ください。



1. ユーザー登録
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3. ［ステップ 1］埼玉大学在籍確認

埼玉大学に在籍中かの確認を行います。必要事項を入力のうえ、「在籍確認」

ボタンをクリックしてください。

［本人認証］ 

「埼玉大学のメールアドレス」にメールが届きます。事前に受

信できるかの確認をしておいてください。 

メールアドレスの確認方法 メールの受信方法

［注意点］ 

埼玉大学の学籍番号は、数字とアルファベットで構成されてい

ます。よくあるミスとしては、次の 3 つが挙げられます。 

20ed999 アルファベットが小文字なため 

S20ED999 先頭の「S」が不要なため 

２０ＥＤ９９９ 学籍番号は全角ではなく半角なため 



1. ユーザー登録
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4. ［ステップ 2］本人確認（大学メールアドレス）

在籍確認のため、「埼玉大学のメールアドレス」宛にメールを送信しました。

もし届かない場合は、「本人確認メールを再送する」ボタンをクリックして

ください。

5. 「埼玉大学のメールアドレス」宛に以下のメールが届きます。上部の URL を

クリックしてください。



1. ユーザー登録
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6. ［ステップ 3］ログイン用メールアドレスの確認

SU ポータルのログインには、「普段使用しているメールアドレス」を使用し

ます。メールアドレスを入力のうえ、「次へ」ボタンをクリックしてくださ

い。

［注意点］ 

埼玉大学から発行されたメールアドレス（xxx@ms.saitama-

u.ac.jp）は「普段使用しているメールアドレス（=SU ポータルの

ログイン ID）」としては利用できません。そのため、他にメール

アドレスを持っていない場合は、フリーメール（※）でも構いま

せんので、事前に準備してください。 

なお、iCloud メールは使用できないので、ご注意ください。 

※「Gmail」や「Yahoo!メール」等
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7. ［ステップ 4］本人確認（ログイン用メールアドレス）

在籍確認のため、「普段使用しているメールアドレス」宛にメールを送信し

ました。もし届かない場合は、「本人確認メールを再送する」ボタンをクリ

ックしてください。

なお、メールアドレスの入力を誤った場合（誤った可能性がある場合）は、

「ログイン用メールアドレスを再入力する」ボタンをクリックしてください。 

8. 「普段使用しているメールアドレス」宛に以下のメールが届きます。上部の

URL をクリックしてください。



1. ユーザー登録
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9. ［ステップ 5］ログインパスワードの設定

SU ポータルへログインするためのパスワードを設定します。任意のパスワ

ードを設定し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

 

［パスワードについて］ 

パスワードの設定時は、以下の点にご注意ください。 

・8 文字以上にしてください

・半角アルファベットと半角数字を必ず使用してください。

・そのほか、半角記号も使用することが可能です。

・パスワードはお好きなもので構いません。「全学統一認証

アカウント」と同じでも同じでなくても構いません。

［使用可能な文字一覧］ 

・半角アルファベット（小文字、大文字）

・半角数字

・以下の半角記号

! # $ % & ( ) - ~ | 

+ * , . ? / _ 



1. ユーザー登録
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10. ［ステップ 6］アカウント登録完了

ユーザーアカウントの登録が完了しました。

繰り返しとはなりますが、SU ポータルの HP をお気に入り登録してくださ

い。また、SU ポータルを介して「WEB 学生システム」や「WebClass」へ

とログインすることになります（※）。ログイン ID やパスワードを忘れてし

まうと、実際の利用時に困ってしまいますので、覚えておきましょう。 

※2021 年 4 月からは、必ず SU ポータルを介してログインすることになり

ます。

［SU ポータル HP］ 

在学中だけでなく、卒業・修了後も使用すること 

になります。お気に入り登録をしてください。 

URL：https://www.suisss.com/ 

［万が一パスワードを忘れたときは・・・］ 

p.17 をご参照ください。 

https://www.suisss.com/
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２. 進学・転籍手続き

本項目は、「SU ポータルアカウント」を作成後に内部進学等で学籍番号が

変更になった方が対象になります。本項目に該当する方の具体例を、以下に挙

げましたので、ご確認の上、読み進めてください。 

なお、まだ「SU ポータルアカウント」を作成したことがない方は、本項目

は関係ありません。「1. ユーザー登録（p.3 参照）」を参照してアカウントを

作成してください。 

No. 具体例 対応 

1 学部から修士課程へ内部進学した 修士課程の学籍番号を登録する必

要があります 

2 修士課程から博士課程へ内部進学

した 

博士課程の学籍番号を登録する必

要があります 

3 転学部・転学科により学籍番号が

変わった 

転学部・転学科後の学籍番号を登

録する必要があります 

4 再入学に伴い、学籍番号が変わっ

た 

再入学後の学籍番号を登録する必

要があります 

1. SU ポータルのトップページから、「進学・転籍手続き」ボタンをクリックし

てください。

2. 「進学・転籍のため、新しい学籍番号を入力する」を選択してください。
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3. 「埼玉大学が発行したメールアドレス」及び「進学・転籍後の学籍番号」を

入力後、「新規作成」ボタンをクリックしてください。

4. 「埼玉大学が発行したメールアドレス」宛にメールが届きます。

現在の学籍番号と以前の学籍番号に間違いがないかを確認の上、URL をク

リックしてください。
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5. ログインパスワードを入力してください。

入力後、「進学・転籍手続きを完了する」ボタンをクリックしてください。

6. 進学・転籍手続きが完了しました。

7. なお、上部のメニューから学籍番号を切り替えることができます。
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Web 学生システム・WebClass 等のアクセス方法 

STEP 1 

埼玉大学HP（http://www.saitama-u.ac.jp/）にアクセスして、「在学生の方」をク

リックしてください。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP 2 

「SUポータル」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.saitama-u.ac.jp/
テキストボックス
資料３
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STEP 3 

「ログインはこちら」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP 4 

自身で設定した、SU ポータルの「ログイン ID 用メールアドレス」及び「パスワード」

（変更前の場合は「ログイン用初期パスワード通知書」に記載のパスワード）を入力

して、「ログイン/Log-in」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※初回ログイン後に「ユーザーアカウント編集」メニューから、「ログイン用初期パス

ワード」を「任意のパスワード」に変更してください。 
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STEP 5 

Web 学生システムや WebClass 等、利用したいメニューの「START」をクリックしてく

ださい。 



No. 題目 題目の内容（操作のポイント） URL
(リンク）

ユーザー名と
パスワード

1
Web学生システム利用の手引き 履修登録、成績確認等を行うWeb学生システムの利用方法が載っています。（履

修登録は7ページ目です。大学からの重要な連絡がWeb学生システムのお知らせ及
びメッセージに届きますので、アクセスして随時確認してください。）

http://park.saitama-u.ac.jp/~zengaku/w-manu/ma-data/5-1.pdf

2
WebClass利用方法 講義資料の閲覧及びダウンロード、オンデマンド授業の受講等を行うWebClassの利

用方法が載っています。（基本的に教員からの講義連絡はWebClassのメッセージ
に届きますので、アクセスして随時確認をしてください。）

http://park.saitama-u.ac.jp/~zengaku/w-manu/ma-data/5-2.pdf

3
Webシラバス利用の手引き 授業担当教員が作成する講義要項の確認を行うシラバスの利用方法が載っていま

す。（履修を希望する科目については、講義内容、スケジュール、評価方法等に加え
て、講義の形式（対面、オンデマンド等）を必ず事前に確認をしてください。）

http://park.saitama-u.ac.jp/~zengaku/w-manu/ma-data/6.pdf

4
埼玉大学付与メール利用の手引 スマートフォン等モバイルデバイス（Android）で組み込みのメールアプリにより埼玉

大学付与メールを利用する方法
https://support.microsoft.com/ja-jp/office/android-
%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab-
%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%a7%e3%83%a1%e3%83%bc%

5
スマートフォン等モバイルデバイス（Android）でMicrosoft Outlook アプリににより
埼玉大学付与メールを利用する方法

https://support.microsoft.com/ja-jp/office/android-%E7%89%88-outlook-
%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%81%A7%E3%83%A1%E3%83%BC
%E3%83%AB%E3%82%92%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2

6
スマートフォン等モバイルデバイス（iOS）で組み込みのメールアプリにより埼玉大学付
与メールを利用する方法

https://support.microsoft.com/ja-jp/office/ios-
%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%83%ab-
%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%81%a7-outlook-

7
スマートフォン等モバイルデバイス（iOS）でMicrosoft Outlook アプリににより埼玉
大学付与メールを利用する方法

https://support.microsoft.com/ja-jp/office/ios-
%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB-
%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%81%A7-outlook-

8
パソコンでMicrosoft Outlookにより埼玉大学付与メールを利用する方法 https://www.itc.saitama-u.ac.jp/contents_open/HP_16_XCOL_OutlookO365.pdf

9
パソコンでThunderbirdにより埼玉大学付与メールを利用する方法 https://fast.com/ja/

10
Microsoft365製品の利用 Microsoft365 Apps for enterprise

（Word、Excel、PowerPoint等）のインストールマニュアル（前編）
https://www.itc.saitama-u.ac.jp/MS-EES/download/3-1.Download_M365Apps.pdf

11
Microsoft365 Apps for enterprise
（Word、Excel、PowerPoint等）のインストールマニュアル（後編）

https://www.itc.saitama-u.ac.jp/MS-EES/download/3-2.Install_M365Apps.pdf

12
埼玉大学学内無線LANの利用方法 パソコン（Windows11）で学内無線LANに接続する方法 https://moodle.itc.saitama-u.ac.jp/users/wireless-Win11.pdf

13
パソコン（Windows10）で学内無線LANに接続する方法 https://moodle.itc.saitama-u.ac.jp/users/wireless-Win10.pdf

14
パソコン（Windows8.1）で学内無線LANに接続する方法 https://moodle.itc.saitama-u.ac.jp/users/wireless-Win8.pdf

15
パソコン（MacOS10.7）で学内無線LANに接続する方法 https://moodle.itc.saitama-u.ac.jp/users/wireless-MacOS10.7.pdf

16
パソコン（MacOS Catalina）で学内無線LANに接続する方法 https://moodle.itc.saitama-u.ac.jp/users/wireless-catalina.pdf

17
スマートフォン等モバイルデバイスで学内無線LANに接続する方法 https://moodle.itc.saitama-u.ac.jp/users/wireless-Spec.pdf#page=2

18
遠隔授業に関するポータルサイト - 学生用 - オンラインによる遠隔授業の受講に関する通知、マニュアルをまとめたサイトです。 http://park.saitama-u.ac.jp/~zengaku/online/Q&A.htm

ユーザー名「stu」、パスワード「stu」を入力してください。

学生証と併せて配付された、「統一認証アカウント通知書（ハガキサイズ）」に記載され
ているID（ユーザー名）とパスワードを入力してください。

※このアカウントは、「全学統一認証アカウント」という名称です。

テキストボックス
リンク集
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