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情報セキュリティを巡る状況  

 

情報セキュリティとは、「パソコンやスマートフォン自身やそこにある様々な情報を守ること（機密性）に

よって、その情報が第三者に勝手に使われ、その情報が第三者に勝手に変更されてしまうことを無くす

こと（完全性）と共に、あなたがその情報を利用したい時に利用できるようにすること（可用性）」です。 

パソコンやスマートフォンは生活を快適で便利にすることができます。ところが、ちょっとした不注意

で、あなた自身やあなたのお友達などが辛い思いをすることがあります。そのような思いをしないよう、各

自で必要な情報セキュリティ対策を講じましょう。 

 

■参考サイト 

警察庁  “情報セキュリティ広場”  

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/cyber/joho/info_security .html 

 

総務省  “国民のための情報セキュリティサイト” 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/ 

 

独立行政法人情報処理推進機構  “ここからセキュリティ!情報セキュリティ・ポータルサイト” 

https://www.ipa.go.jp/security/kokokara/ 



1 

 

第1章 JIU 学内情報関係施設の概要および利用上の注意 

この章では、JIU 学内で皆さんが使用できる情報関係施設について紹介します。 

 

1.1 千葉東金キャンパス 

講義、演習、ゼミナールなどで使用する情報機器を備えた教室やセミナー室、情報関係施設を紹介

します。具体的には以下のとおりです。 

 

 

1.1.1 情報科学研究センター 

 

情報科学研究センターでは、皆さんが自習のために自由に使用できる情報機器を用意しています。

具体的には以下のとおりです。 

 

使用にあたり、データを保存できるメディアを必ず持参してくだい。※USB メモリーなど 

レポート、卒業論文などの印刷は、情報センター内の印刷コーナーを利用してください。 

スタンド形式で印刷用 PC を設置しています。 

なお、入力・編集はデスクトップ PC を利用してください。 

※情報センターカウンターにカラー印刷用 PC も設置しています (有料)。 

 

・利用条件：平日および土曜日の 9 時～17 時 

【情報科学研究センター PC コーナー】 

ハードおよびソフト名称、接続状況  台数・個数 

パーソナル・コンピュータ 4 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Office 2019 
 

モノクロ・レーザープリンタ 1 

【情報科学研究センター 印刷コーナー】 

ハードおよびソフト名称、接続状況  台数・個数 

パーソナル・コンピュータ 10 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Office 2019 
 

モノクロ・レーザープリンタ 3 
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1.1.2 水田記念図書館  

 

水田記念図書館では、皆さんが自習のために自由に使用できる情報機器を用意しています。具体的

には以下のとおりです。 

 

【図書館メディアラウンジ】 

・利用条件：平日 9:00～20:00、土曜日 9:00～17:00 

ハードおよびソフト名称  台数・個数 

パーソナル・コンピュータ 60 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Office 2016 

 

 

パーソナル・コンピュータ(印刷用) 1 

モノクロ・インクジェットプリンタ 1 

 

また、ノート型 PC 用の情報コンセントも用意しています。具体的には以下のとおりです。 

 

【ネットラウンジ】 

・利用時間：平日・土曜 9:00～21:00 

・電源および情報コンセント：60 個 

 

 

【図書館閲覧室(1～3 階 )】 

・ 利用時間：平日 9:00～20:00、土曜日 9:00～17:00 

・ 電源および情報コンセント(座席)：212 個 

・ 電源および情報コンセント(ブース)：16 個 
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1.1.3 千葉東金キャンパス PC 教室施設  

・施設名：A202 

ハードおよびソフト名称  台数・個数 

パーソナル・コンピュータ 20 

Mac OS X v10.8 (Mountain Lion) 

Adobe Creative Cloud  

BiND 6  他 サウンド系アプリケーション 

 

・施設名：A211 

ハードおよびソフト名称  台数・個数 

パーソナル・コンピュータ 16 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Office 2019 
 

モノクロプリンタ 1 

・施設名：B206 

ハードおよびソフト名称  台数・個数 

パーソナル・コンピュータ 50 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Office 2019  

カラープリンタ 1 

モノクロプリンタ 2 

・施設名：B207 

ハードおよびソフト名称  台数・個数 

パーソナル・コンピュータ 50 

Mac OS X v10.13.3 (HighSierra) 

Adobe Creative Cloud 
 

カラープリンタ 1 

・施設名：メディアセンター 

ハードおよびソフト名称  台数・個数 

パーソナル・コンピュータ 22 

Mac OS X v10.13.3 (HighSierra) 

Adobe Creative Cloud 
 

カラープリンタ 1 
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・施設名：キャリア形成・就職センター（学生用 PC） 

ハードおよびソフト名称  台数・個数 

パーソナル・コンピュータ 12 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Office 2019 
 

モノクロプリンタ 2 

・施設名：院生室（学生自習用 PC） 

ハードおよびソフト名称  台数・個数 

パーソナル・コンピュータ 10 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Office 2019 
 

スキャナ 1 

モノクロプリンタ 2 

・施設名：L101 

ハードおよびソフト名称  台数・個数 

パーソナル・コンピュータ 126 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Office 2019 
 

モノクロプリンタ 6 

・施設名：C2-105 

ハードおよびソフト名称  台数・個数 

電源および情報コンセント 203 

モノクロプリンタ 3 
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1.2 東京紀尾井町キャンパス 

東京紀尾井町キャンパスには、以下の情報関係施設があります。 

1 号棟 

施設名：２階  メディアブース 

ハードおよびソフト名称  台数・個数 

パーソナル・コンピュータ 16 

Microsoft Windows 7 

Microsoft Office 2013 

Microsoft Office 2010 

Microsoft Visual Studio Professional 2008 

 

 

 

 

モノクロ・レーザープリンタ 2 

 

・施設名：４階  1403 教室(PC 教室) 

ハードおよびソフト名称  台数・個数 

パーソナル・コンピュータ 30 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Office 2016 

Microsoft Visual Studio Professional 2017 

 

 

 

モノクロ・レーザープリンタ 1 

カラー・レーザープリンタ 1 

 

3 号棟 

・施設名：１階  ラーニングスペース 

 

・施設名：４階  3401 教室(PC 教室) 

 

  

ハードおよびソフト名称  台数・個数 

パーソナル・コンピュータ 5 

Mac OS X v10.9 

Adobe Creative Suite 5 Master Collection 

(Microsoft Office for Mac 2011) 

 

 

 

カラー・レーザープリンタ 1 

ハードおよびソフト名称  台数・個数 

パーソナル・コンピュータ 63 

Mac OS X v10.14 

Adobe Creative Cloud  

Microsoft Office for Mac 2019 
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1.3 安房キャンパス 

安房キャンパスには、以下の情報関係施設があります。 

 

・施設名：A-201(PC 実習室-1) 

ハードおよびソフト名称  台数・個数 

パーソナル・コンピュータ 42 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Office 2019 

 

 

モノクロ・レーザープリンタ 2 

カラー・レーザープリンタ 1 

 

・施設名：A-202(PC 実習室-2) 

ハードおよびソフト名称  台数・個数 

パーソナル・コンピュータ 16 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Office 2019 

Adobe Creative Cloud 

ArcGIS pro 

 

モノクロ・レーザープリンタ 1 

 

・施設名：図書館 

ハードおよびソフト名称  台数・個数 

パーソナル・コンピュータ 14 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Office 2019 
 

 

・施設名：就職センター 

ハードおよびソフト名称  台数・個数 

パーソナル・コンピュータ 3 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Office 2019 
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1.4 PC 教室利用上の諸注意 

1. PC 教室での飲食は厳禁とします。 

2. ソフトウェアのインストールは絶対にしないでください。動作不良の原因になります。 

3. システムや画面の設定を変更しないでください。大学の PC は個人のものではありません。 

4. データは必ず USB メモリー等に保存し、本体のハードディスクには保存しないでください。本体内に

保存したデータは消去されます。 

5. PC を終了するときは、決められた手順に従ってください。強制終了は故障の原因になります。 

6. 印刷に失敗した用紙は放置せず、必ずゴミ箱へ捨ててください。 

7. 自習中は、静かに利用してください。 

8.  PC を終了するときは、USB メモリー等を抜き忘れていないか注意してください。忘れ物は、学生課と

PC周辺機器の一部は情報センターで保管しています。(一定期間を過ぎると処分されますのでご注

意ください。) 

9. PC を使用していて分からないことがあれば、情報センターまでお問い合わせください。 

10. 携帯電話の使用は他の学生の迷惑となります。電源を切るか、マナーモードにしたうえで、通話は

禁止とします。 
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1.5 インターネット利用上の諸注意 

インターネットは大変便利で私たちの生活に欠かせないものとなりました。しかしその一方でネット犯

罪や悪質ないたずらなどのトラブルに巻き込まれる危険性も高くなっています。インターネットとは世界

中のネットワークが相互に接続しているもので、全体を管理している者は誰もいません。自己管理が重

要だということを理解しましょう。 

以下にあげる点に十分注意して、正しくインターネットを利用しましょう。 

「インターネットの円滑な運用は利用者一人一人のマナーに負っています」 

 

1. 注意深く行動しましょう。 

誤った情報を人に送らないようにしましょう。インターネット上の情報はすぐに伝わるため、取り返し

のつかないことになります。また、情報発信する際には、きちんと自分の名前をつけましょう。偽名を

騙る事や、嘘の情報で他人に被害を与えた場合は、当然刑事責任が問われる可能性があるので、こ

のようなことは絶対行ってはいけません。しかしながら、初学者は内容を理解していないため問題を

生じさせやすいものです。「知らなかった」では済まされません。利用者は利用資格を取得したときか

ら利用行為について全責任を負うことが原則です。 

2. 誤報に気をつけましょう。 

誤った情報が提供されている可能性があることに気をつけましょう。いつもその情報が正しいと信じ

込んでいては危険です。また、自分が発信する情報が他人に被害を与えるような虚偽や中傷的な内

容がないか慎重になる必要があります。 

3. 誰かがあなたのプライバシーを侵害するかもしれません。 

トラブルに巻き込まれないようにプライベートな情報を提供する際には細心の注意が必要です。自

分の住所や電話番号、またクレジットカード等の暗証番号をネットワーク上で打ち込む等の行為は、

犯罪に利用される可能性があります。個人情報の提供も自己責任の範囲において行うことが大切で

す。 

4. 善悪の区別をきちんと持ちましょう。 

大学の共有施設を使って、社会的に問題のあるホームページへアクセスすることは当然ながら許

されていません。猥褻画面等へのアクセスやショッピングなどを目的とした個人本位のネットワーク利

用は大学のネットワーク利用規定や学則に抵触し、処罰の対象となります。ネットワークを利用する

にあたり、善悪を判断することが個人に求められるので、十分な注意が必要です。 

5. 著作権の侵害禁止 

他人の文章をコピーして、さも自分の文章のように見せかける行為は禁じられています。これは明

らかな著作権法違反です。つまり、事前の同意なしに、他の利用者が保有するファイルまたはデータ

を削除し、複製し、改変することは法律によって禁じられており許されていません。また、第三者の著

作物であるファイルやデータの引用・参照をするときは、著作権法の規定および公正な慣行に従わな

ければなりません。また、他者の電子メールを許可なく読み、削除、複製、変造又は公開することも決

して許されない行為です。パスワード管理はしっかりしましょう。 

 

常に自分は城西国際大学の一員としてインターネットにアクセスしているという公共の責任を

しっかり自覚して有意義にインターネットを利用してください。 
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第2章 ネットワークの利用方法 

2.1 設定を行う前に 

･有線 LAN と無線 LAN 

有線 LAN … LAN ケーブルを使用しネットワークへ接続する方法です。 

最近は LAN の差し口が無い PC もあるので、その場合は外付けの有線 LAN ア

ダプタが必要です。 

無線 LAN … 無線を利用しネットワークへ接続する方法です。内蔵型 PC が主流ですが、内

蔵されていない場合は外付けの無線 LAN アダプタが必要です。 

【無線 LAN ネットワーク名一覧】 

 ネットワーク名 セキュリティキー 

東金・安房キャンパス 

JOSAI 安房ラーニングセンター 

JOSAI I-HOUSE  

東金グローバル・ヴィレッジ 

JOSAI I-HOUSE  

安房グローバル・ヴィレッジ 

wi-fi-jiu 

J0sa11nternat1onal 

ｼﾞｪｲ(大文字 )･ｾﾞﾛ･ｴｽ･ｴｲ･ｲﾁ･ｲﾁ･ｴﾇ･ﾃｨｰ･

ｲｰ･ｱｰﾙ･ｴﾇ･ｴｲ･ﾃｨｰ･ｲﾁ･ｵｰ･ｴﾇ･ｴｲ･ｴﾙ」 

紀尾井町キャンパス 1 号棟 jtkc1-ap 

J0sait0kyoj1u-1  

｢ｼﾞｪｲ(大文字 )・ｾﾞﾛ・ｴｽ･ｴｰ･ｱｲ･ﾃｨｰ･ｾﾞﾛ･

ｹｰ･ﾜｲ･ｵｰ･ｼﾞｪｲ･ｲﾁ･ﾕｰ･ﾊｲﾌﾝ･ｲﾁ｣ 

紀尾井町キャンパス 2～5 号棟 jtkc3-ap 

J0sait0kyoj1u-3  

｢ｼﾞｪｲ (大文字 )・ｾﾞﾛ・ｴｽ･ｴｰ･ｱｲ･ﾃｨｰ･ｾﾞﾛ･

ｹｰ･ﾜｲ･ｵｰ･ｼﾞｪｲ･ｲﾁ･ﾕｰ･ﾊｲﾌﾝ･ｻﾝ｣ 

 

【無線 LAN 接続可能個所】 

東金キャンパス 全域 

JOSAI 安房ラーニングセンター 

・メイン棟：ロビー、食堂 

・セミナー棟：縁側ラウンジ、テラス、AV ホール、セミナー室 3 

・ハウス棟：全域 

安房キャンパス 

JOSAI I-HOUSE  

東金グローバル・ヴィレッジ 

JOSAI I-HOUSE  

安房グローバル・ヴィレッジ 

全域 

紀尾井町キャンパス 1 号棟 全域 

紀尾井町キャンパス 2～5 号棟 全域 
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2.2 WindowsPC 有線 LAN 利用準備 

 

(1) スタートメニューより「設定」を選択します。 

 

(2) 「ネットワークとインターネット」を選択します。 

 

(3) ネットワークの設定メニューが表示されるので、 

「プロキシ」を選択します。 
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有線 LAN の設定の場合は、以上で完了です。 

ブラウザを立ち上げるとネットワークログイン認証画面が表示されます。 

「2.7 ネットワーク ログイン認証画面」を確認し、ID とパスワードを入力してインターネットにアクセスでき

るか確認してください。 

 

※注意  

手順 (3),(4)は大学固有の設定であり、学外 (自宅等 )で使用する際は接続場所によって設定を変更してくだ

さい。 

  

 

(4) プロキシの設定画面が表示されるので、以下の設

定を行います。 

 

・設定を自動的に検出する…オフ 

 ※通常はオン 

・セットアップスクリプトを使う…オン 

 ※通常はオフ 

・スクリプトのアドレス 

http://venus.jiu.ac.jp/pac/proxy.pac 

→設定記入後、「保存」を選択  
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2.3 WindowsPC 無線 LAN（Wi-Fi）利用方法 

 

  

注意事項 

PC 内蔵型の場合は、ON/OFF のスイッチの場所を確認してください。外付け型の無線 LAN アダプタ

などを使用する際は、付属の説明書にしたがって、事前にインストールなどの準備を行ってください。 

ネットワークアイコンをクリックすると、複数のアクセスポイントが表示されます。 

ネットワークを利用する上でのマナーとして、大学が指定するアクセスポイント以外に接続を試みること

は決して行わないでください。 

 

WindowsPC の無線 LAN ネットワークへの接続手順  

 
 

 

(1) 作業を開始する前に必ず無線 LAN が有効になっ

ている事を確認します。 

 

画面の右下にあるネットワークのアイコンをクリック

します。 

※無線 LAN 接続前はグレー表示または 表示が

ついている事があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) クリック後、無線 LAN で接続が出来る一覧が表示

されますので、2.1 の「設定を行う前に」を参照の

上、接続する無線 LAN を選択します。 

※ここでは、東金キャンパス・安房キャンパスを例と

しています。 
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(3) セキュリティキーの入力を求められます。 

例として東金キャンパス・安房キャンパスを記載し

ます。 

各キャンパス毎に設定を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

入力完了後 OK を選択してください。 

 

 

(4) セキュリティーキー入力後、ネットワークログイン認

証画面が表示される場合があります。 

「2.7 ネットワーク ログイン認証画面」を参照し入

力してください。 

 

  

① ネットワーク名：    wi-fi-jiu 

② セキュリティキー：   J0sa11nternat1onal 

(ジェイ(大文字 )・ゼロ・エス・エイ・イチ・イチ・エヌ・

ティー・イー・アール・エヌ・エイ・ティー・イチ・

オー・エヌ・エイ・エル) 



14 

 

2.4 MacPC 有線 LAN 利用方法 
 

 

(1) 「システム環境設定 ...」を開く 

メニューバーのアップルメニューから「システム環

境設定 ...」を選択します。 

または、Dock の「システム環境設定」をクリックし

ます。 

 

(2) 「システム環境設定」の画面で、「ネットワーク」を

クリックします。 

 

(3) LAN ケーブルを接続し、接続済みで緑色になって

いることを確認する。 

[状態：接続済み]となったら学内ネットワークへの

接続は完了となります。 

続いて proxy の設定をします。 

[詳細]をクリックします。 
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(4) 詳細設定ウィンドウが開きます。 

[プロキシ]をクリックします。 

 

(5) 左側「構成するプロトコルを選択：」の部分で 

[自動プロキシ構成]にチェックを入れます。 

右側プロキシ構成ファイル URL 欄に 

「http://venus.jiu.ac.jp/pac/proxy.pac」 

と入力し、[OK]をクリックします。 

 

(6) 最後に適用をクリックします。 

 (7) Safari 等のブラウザでインターネットにアクセスで

きるかどうか確認します。 

 

※注意  

手順（3）～（5）は大学固有の設定であり、学外 (自宅等 )で使用する際には必要ありません。 

接続場所によって設定を変更してください。 
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2.5 MacPC 無線 LAN（Wi-Fi）利用方法 

 

 

(1) 「システム環境設定 ...」を開く 

メニューバーのアップルメニューから「システム環

境設定 ...」を選択します。 

または、Dock の「システム環境設定」をクリックし

ます。 

 

(2) 「システム環境設定」の画面で、「ネットワーク」を

クリックします。 

 

(3) 左側[Wi-Fi]をクリックします。 

「オフ」になっている場合は[Wi-Fi をオンにする]を 

クリックにします。 

（「オン」になっている場合はそのまま手順（４）

へ。） 
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(4) 選択出来るネットワークが表示されますので、 

接続するネットワークを選択します。 

接続先は、無線 LAN 接続情報を参照してくださ

い。 

 

(5) 接続先の無線に対応するパスワードを入力しま

す。パスワードについては「2.1 設定を行う前に」を

参照し入力してください。 

 

 

(6) Wi-Fi を選択し、「このコンピューターが接続した

ネットワークを記憶」にチェックを入れます。 

完了後に OK を選択します。 

 

(7) 最後に[適用]をクリックします。 

 (8) Wi-Fi 接続時に、ネットワークログイン認証画面が

表示される場合があります。 

「2.7 ネットワーク ログイン認証画面」を参照し入

力してください。 
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2.6 スマートフォンやタブレット端末での無線 LAN（Wi-Fi）利用方法 

 

Android や iOS のスマートフォンやタブレット端末（iPhone や iPad）で大学内の無線 LAN を使用する場

合、以下の手順に従って接続を行ってください。 

なお、以下の手順で接続する場合は、プロキシの設定は不要となります。 

【無線 LAN 設定項目】 

 ネットワーク名 パスワード（セキュリティキー） 

東金・安房キャンパス 

JOSAI 安房ラーニングセンター 

JOSAI I-HOUSE  

東金グローバル・ヴィレッジ 

JOSAI I-HOUSE  

安房グローバル・ヴィレッジ 

wi-fi-jiu 

J0sa11nternat1onal 

(ジェイ(大文字 )・ゼロ・エス・エイ・

イチ・イチ・エヌ・ティー・イー・アー

ル・エヌ・エイ・ティー・イチ・オー・

エヌ・エイ・エル) 

【無線 LAN 接続手順】 

 (1) スマートフォンやタブレット端末で、wi-fi を起動し

ます。 

Android 例 

 

iOS 例 

 

(2) ネットワークの選択にて「wi-fi-jiu」を選択しま

す。 

Android 例 

 

iOS 例 

 

(3) パスワード（セキュリティキー）を入力します。パス

ワード（セキュリティキー）は長いので、入力間違

いの無い様にしてください。 

 

(4) パスワード（セキュリティキー）入力後、ネットワー

クログイン認証画面が表示されます。 

「2.7 ネットワーク ログイン認証画面」を確認し、

ID とパスワードを入力してください。 
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【iOS で認証画面が表示されない場合】 

  

 

(1) iOSの端末で大学の認証画面が表示されない場

合は、iOS の『設定』から『Wifi』を選択し、『wi-fi-

jiu』 のマークをタップする。 

 

 

(2) 自動接続を OFF、自動ログインを ON にし、『この

ネットワークに接続』をタップする。 

 

(3) 認証画面が表示されます。 
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2.7 ネットワーク ログイン認証画面 

 

学内のネットワークを利用し、学外の Web サイトを閲覧するときは、 

「認証画面」が表示されます。 

「ユーザ名」、「パスワード」欄に各個人に配られた JIU ネットワーク利用 ID のユーザ ID・パスワード

を入力してください。 

 

認証画面 

 

 

 

 

 

 

「OK」をクリックすると認証が完了し、Web 閲覧が可能となります。 

入力したユーザ ID やパスワードが間違っていると、Web 閲覧はできません。 

■もし、パスワードを忘れてしまったら 

情報センターにて「パスワードの再登録」を申請してください。 

受付：月曜日～土曜日の 9:00～17:00（11：30～12：30 は除く）、学生証が必要となります。 

※日曜・祝祭日・夏期・冬期休業中の一定期間は受付しておりません。 

（その他、臨時休館する場合があります。） 

 

  

パスワードを忘れないためにもこのチェックは入れない

でください。 
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・紀尾井町キャンパス、東金キャンパス、安房キャンパスでの無線 LAN 接続時の認証方法 

 

 

 

 

(1) ブラウザを起動すると「Web 認証のログイン画

面が表示されます。 

 

←東金キャンパスの Web 認証のログイン画面。 

 

 

 

 

 

 

 

←安房キャンパス、紀尾井キャンパス ２～５号棟

の Web 認証のログイン画面  

 

 

 

 

←紀尾井町キャンパス 1 号棟の Web 認証の 

ログイン画面。 

入力方法は以下 (2)と同様の手順です。 

 

(2) 「ユーザＩＤ」と「パスワード」の入力が完了した

ら、[login]をクリックします。 

「認証に成功しました。」と表示されていれば 

ネットワークの認証に成功しています。 

ネットワークの認証に問題がなければ、 

サイト（例：安房キャンパス、紀尾井町キャンパ

ス 2 号棟～5 号棟）へ接続し、 

インターネットに接続できるかを確認します。 

 

(3) 左図のようにサイト(例：城西国際大学 )の 

ページ閲覧ができていることを確認します。 
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2.8 パスワードの変更 

※注意 

1. パスワードは、あなたの情報 (プライバシー)を守る大切なキーワードですから他人に教えたり、他

人が簡単に推測でるようなものは避けてください。 

2. 新しいパスワードは 6 文字以上 8 文字以内で、英字と 1 個以上の数字あるいは記号文字 (*@-

=#$&など)を使用するなどの制限があります。詳しくは変更ページの注意事項を参照してください。 

3. 学内ネットワークに接続した端末からのみ変更可能です。 

  学外からは変更できませんのでご注意ください。 

 

 

(1) ブラウザ(Internet Explorer など)を起

動し、次の URL(アドレス) 

http://venus.jiu.ac.jp/pass/ 

にアクセスします。表示された注意事

項をよく読んでください。 

 

 

 

ページ下部の「注意を守る」をクリック

し、「アカウント管理 (パスワード変更)」

ページを表示させます。 
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(2) 「ユーザ ID」欄にユーザ ID を入力し、

「現在のパスワード」欄に現在使用して

いるパスワード(配布を受けたパスワー

ド)を入力します。 

「新しいパスワード」欄と「新しいパス

ワード(再入力 )」欄に新たに考えた自

分にしか分からないパスワードを入力

します。 

「パスワードの変更」をクリックします。 

パスワードは他人に見られないように「●●●●●●」

と表示されます。 

 

 

(3) 変更が成功すれば、左の図のように

「パスワードが変更されました。」と表示

されます。ブラウザを終了させます。 

 

 

 

 

(4) パスワードが間違っていたり、パスワー

ド設定のルールに反したパスワードを

設定しようとしたりすると、左の図のよう

な画面が表示されますので、リンク「戻

る」をクリックして、設定し直します。 
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2.9 ネットワークプリンタの設定方法 

東金キャンパス C2-105 教室に設置されているネットワークプリンタの設定方法です。 

※事前に 2.1「設定を行う前に」を参考にして、ネットワークの設定を行ってください。 

 

(1) アドレスバーにURLを直接入力するか、検索ページでXeroxをキーワード

にメーカーのホームページ(URL：https://www.fujixerox.co.jp/)にアクセスし

ます。 

ページが表示されたら「ダウンロード」をクリックします。 

 

(2) ダウンロードページが表示されたら候補リスト欄に『Docuprint 2000』 と入

力する。OS を自動判別し、右側にドライバーが表示されるので該当ドライ

バーをクリックします。 

 

(3) 「プリンタードライバー」をクリックします。 

 

(4) 画面下部の「使用許諾条件に同意しダウンロード」をクリックします。 

 

 

(5) ポップアップが表示されるので『ファイルを保存する(S)』を選択し、OK

をクリックする。 

 

 

(6) ファイルの保存が完了したらダウンロードしたドライバーを展開します。 

※ダウンロード先デフォルトフォルダは『ダウンロード』フォルダに格

納されます。 
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(7) 「コントロールパネル」「ハードウェアとサウンド」「デバイスとプリンター」の

順にクリックし「プリンターの追加」をクリックします。 

 

 

(8) 「プリンターが一覧にない場合」をクリックします。 

 

(9) 「TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する」をクリック

します。 

 

(10) 「ホスト名または IPアドレス」の欄にPrt1,Prt2,Prt3のいずれかの IPアドレ

スを入力し「次へ」をクリックします。 

 

※ポート名に関しては自動的に記載されますので入力は不要です。 

 

 

東金キャンパス C2-105教室 

ホスト名 IPアドレス 

Prt1 172.30.26.36 

Prt2 172.30.26.37 

Prt3 172.30.26.38 
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(11) 「ポート情報がさらに必要です」が表示されたら、「次へ」をクリックします。 

 

※デバイスの種類はデフォルト値の「標準(S)」にチェック、「Generic Network Card」が選択されていま

す。 

(12) 「ディスク使用」をクリックします。 

 

(13) コピー元を指定するため「参照」をクリックします。 

 

(14) 先ほど Fujixeroxよりダウンロードしたファイルを選択します。 

※「ファイルの場所」の▼ボタンで表示される一覧からのファイル参照が比較的

簡単です。 

 

(15) コピー元のアドレスが入力されていることを確認して「OK」をクリックします。 

 

 

(16) 一覧から FX DocuPrint2000を選択して「次へ」をクリックします。 

 

 

(17) 他のプリンターと混同しないようにプリンター名を入力して「次へ」をク

リックします。 

 

(18) セキュリティのメッセージが表示された場合は、「このドライバソフトをイ

ンストールします」をクリックします。 

 

(19) プリンター共有設定が表示されます。「このプリンターを共有しない(O)」

を選択し、「次へ(N)」をクリックします。 

 

(20) 「正しく追加されました」と表示されたら「完了」をクリックします。 

 

以上でインストール完了です。
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第3章 JIU Mail の利用方法 

3.1 JIU Mailの利用方法 

 

 

(1) ログイン 

ブラウザ(Internet Explorerなど)を起動し、次の

URL(アドレス)にアクセスします。 

https://webmails.jiu.ac.jp 

左の画面が表示されたら、本学電子メールの「ユーザ

ID」、「パスワード」を入力し、「ログイン」をクリックしてく

ださい。 

 
 

 

ログインに成功すると、左のメールホーム画面が表示

されます。 

表示される各項目は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① メニューバー 作業ウィンドウを切り替えます。 

② 管理者からのお知らせ 

本学からのお知らせです。クリックすると詳細画面が表示されます。 

メンテナンス情報やお知らせ情報が載っていますので、確認する様にし

てください。 

③ 新着メール情報 新着メールがある場合は件数が表示されます。 

④ ログイン・ログアウト情報 最近のログイン・ログアウト日時が表示されます。 

⑤ メールボックス使用量 

制限サイズのうちどのくらい使用しているか、パーセンテージで表示され

ます。※100％になると送受信ができなくなります。 

個人メールボックスの各フォルダに保存されている不要なメールを削除

するなどして、常に容量に余裕を持つようにしてください。 

⑥ スケジュール スケジュールを使用している場合、今週の予定が表示されます。 

⑦ ログアウト/ヘルプボタン 
JIU Mail を終了する場合に[ログアウト]ボタンをクリックします。 

[？]アイコンをクリックするとヘルプが表示されます。 

① ③ ④ 

⑥ 

⑦ 

② 

⑤ 
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(2) メールの受信 

[メール受信]タブをクリックします。 

 

※新着メッセージが届くと、[メール受信]タブがオレンジ色に点滅します。

受信時の参考にしてください。 

 

メール一覧が表示されます。読みたいメールをクリック

すると、画面下部に本文が表示されます。（ダブルク

リックすると新しいウィンドウまたはタブで表示されま

す。） 

 

新着メールを表示する場合は、メール一覧の上にある

[更新]ボタンをクリックします。 

新着メッセージは太字で表示されます。 

 

※一度に表示される件数の変更やページの切り替えは、[更新]ボタン下

段の各項目（右画面点線枠内）で行います。 

 

 

 

 

(3) メールの作成 

新規にメールを作成する場合は、メニュータブの[メー

ル作成]をクリックします。 

 

新しいタブまたはウィンドウに「メール作成」画面が表

示されます。 

 

「宛先:」（送信先アドレス）、「件名:」 (タイトル)、「本

文:」を入力し、[送信前プレビュー]をクリックします。 

 

※添付ファイルを送信したい場合は手順(5)を、アドレス帳から宛先を入

力したい場合は手順(10)を参照してください。 

※複数の人に一度に同じ内容のメールを送りたいときには、項目「宛

先:」に複数のメールアドレスを「,」(カンマ)で区切って入力します。 

「Cc:」は Carbon copyの略で、メールの写しを送る相手のメールアドレ

スを入力します。 

たとえば、自分の携帯メールのアドレスを入力すれば、携帯電話にも

送信することができます。 

①（必要に応じて各項目を入力） ② 

ｘ 
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メールの送信確認画面が表示されます。 

内容を確認し、問題がなければ[送信]をクリックしま

す。 

修正する場合は、［編集画面に戻る］をクリックします。 

学内のアドレス（@jiu.ac.jp）以外が宛先に含まれている場合は、アドレス

部分が黄色の塗り潰しで表示されます。アドレスに間違いがないか再

度確認してください。 

 

メールの送信が完了すると左のメッセージが表示される

ので、[OK]をクリックします。 

自動的にメール作成タブが閉じます。 

 

 

(4) 送信の確認 

送信したメールを確認する場合は、メールフォルダの

「送信箱」をクリックし、表示を切り替え一覧に自分が

送信したメールがあれば送信は完了しています。 

 

(5) 添付ファイルを送信する 

メールを送信するときに、本文と一緒に文書ファイル

や画像ファイルなども送ることもできます。 

このようなファイルのことを「添付ファイル」といいま

す。 

(3)の「メールの作成」時に、「添付ファイル」の［追加］

をクリックします。 
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「添付ファイルのアップロード」画面が表示されるの

で、「参照」をクリックします。 

 

添付したいファイルをシングルクリックして選択し、 

「開く」をクリックします。 

 

 

添付したいファイル名とパス（ファイルの保存場所）が

「参照」ボタンの左に表示されていることを確認し、

「アップロード」をクリックします。 

 

添付ファイル欄にファイル名が表示されていることを

確認してください。 

（複数のファイルを送信する場合は、必要に応じて添

付の手順を繰り返します。） 

確認後、通常の送信と同様に進め、プレビュー画面を

経て送信を実行します。 

（添付を取り消したい場合は、削除したいファイルを選

択し「削除」をクリックしてください。） 

※プレビュー画面にも添付ファイル名が表示されます。最終確認として

忘れずにチェックしてください。 

① 

② 

※送受信容量を、1 件あたり 10MB以下に制限しています。制限

を越えたメールを送受信しようとすると、送信者へ制限を越えた

旨のメッセージが送信されます。メールでレポート等を添付ファイ

ルとして送受信するときは、特に注意してください。 
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(6) 添付ファイルを受信する 

メールを受信したときに添付ファイルがある場合、「添

付」の欄に「  」マークが表示されます。 

任意のメールをクリックし、画面下部に本文を表示しま

す。 

添付ファイル欄に表示されている添付ファイル名をク

リックし、開く、または保存を選択します。 

 

 

 

 

(7) 受信したメールに返事を書く 

受信したメールに返事を書く場合は、メニュータブの

「返信」または「全員に返信」をクリックします。 

また、他のアドレスに転送をする場合は「転送」をクリッ

クします。 

送信の方法は、(3)の「メールの送信」と同じです。 

 

 

 

(8) アドレス帳の登録 

メニュータブの「アドレス帳」をクリックします。 

アドレス帳画面が表示されるので、「新規登録」をク

リックします。 
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必要項目を入力して、「登録」をクリックします。 

最低限必要な項目は、「名前」、「ふりがな」、「メールア

ドレス」です。 

 

※フォルダーを指定すると、登録先フォルダーを変更することができま

す。 

 

 

 

受信メールから直接登録することも可能です。 

受信メール本文の「送信者」欄に表示された送信者の

メールアドレスをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

「アドレス帳に追加」画面が表示されるので、ふりがな

と名前を入力し、「追加」をクリックします。 

 

 

(9) アドレス帳の編集 

登録済みのアドレスを修正、または項目を追加したい

場合は、アドレス帳画面を開き、任意のアドレスをク

リックします。 

詳細情報が表示されるので、「  」アイコンをクリック

すると編集画面が開きます。 

適宜編集し、登録ボタンをクリックすれば編集完了で

す。 
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(10) アドレス帳を使って送信する 

(3)の「メールの作成画面」の「宛先:」欄はアドレス帳を

利用することで入力する必要がなくなります。 

 

「メール作成」画面で「アドレス帳」をクリックし、「アドレ

ス帳」画面を表示させます。 

 

送信したいメールアドレスをクリック→「宛先」、「Cc」、

「Bcc」のいずれかの「  」アイコンをクリックすると設

定されます。 

すべての送信アドレスを設定したら、「OK」をクリック

し、メール作成画面に戻ります。 

 

 

(11) メールを削除する 

メールを削除する場合は、削除したいメールにチェック

を入れます（複数選択可）。 

「メール操作」をクリックし、「ゴミ箱へ移動」または「削

除」をクリックします。 

 

※「ゴミ箱へ移動」…一旦ゴミ箱へ移動し、ログアウト時に完全に削除さ

れます。 

「削除」…ゴミ箱を経由せず、即座に削除されます。 

 

 

(12) ヘルプの活用 

そのほかの機能および操作方法は、「ヘルプ」を参照し

てください。 

 
 

(13) 言語の設定 

表示される言語の設定を変更出来ます。 

トップ画面のツールを選択します。 

① 

③ 

② 

② 

① 

③ 
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メニューが表示されるので、一般設定を選択します。 

 

 

一般設定の画面が表示されます。 

ここで、言語のタブを選択します。 

 

 

変更する言語を選択します。 

完了後は適用を選択します。 

選択出来る言語は以下の通りです。 

・日本語 

・英語 

・中国語 

・韓国語 

 

 

(14) メール転送設定 

JIUMailに届いたメールを他のメールに転送出来ま

す。 

トップ画面のツールを選択します。 

 

メニューが表示されるので、転送を選択します。 
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転送リストの設定が表示されるので、新規作成を選択

します。 

その際に転送したメールをサーバーに残すにチェック

を入れてください。 

※サーバーに残すにチェックを入れなかった場合、転

送に失敗すると、メッセージは保存されません。 

 

・転送名…任意で名前を付けます（必須） 

・有効/無効…設定の有効/無効を設定します。 

・転送条件…必要な項目を選択します。基本は全ての

メールを転送とします。 

・転送設定…「次のアドレスに転送」を選択し、転送す

るアドレスを記載します。 

完了後、ＯＫを選択します。 

テストメールをし、正しく転送されているか確認をしてく

ださい。 

  

注意事項 

※携帯電話やスマートフォンに転送する場合は、 

自分が契約している電話会社の受信可能設定 

に「jiu.ac.jp」を登録しないと、携帯電話やスマー 

トフォンで転送メールを受信することが出来ませ 

ん。 

同様に第 6章「JIUポータル」の「6.3 メッセージ転

送を行う」も同じく登録が必要になります。 
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第4章 ウイルス・スパイウェア対策 

PC を使用するうえで、最も注意しなければならないことのひとつがウイルス・スパイウェアへの対策です。感

染ルートはインターネットやメールに加え、USB メモリーを介して混入するケースも発生しています。感染するこ

とにより、PCの動作の不具合・不利益だけではなく、個人情報・機密情報の流出や、PCが乗っ取られサイバー

テロなどに利用される等、自分が加害者となる可能性があります。 

この章ではウイルス感染のリスクを減らす、主な手段を説明します。 

4.1 Windows Update（Microsoft Update）の実施 

更新プログラムは、コンピューターのセキュリティ向上およびパフォーマンス強化を図ることができます。使用

する Windows OS、ソフトウェアを最新の状態に保つことで、脆弱性をついたコンピューターウイルスの感染を防

ぐことができます。常時ネットワークに接続している場合は自動更新機能でアップデートされますが、インター

ネットに接続していない場合は、アップデートが行われません。最低でも 1 ヵ月に 1 度はネットワークに接続し、

アップデートを実施しましょう。 

詳細手順は、Microsoftの「セーフティとセキュリティ センター」の「Windows Update 利用の手順」を参照して

ください。（https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4027667/windows-10-update） 

4.2 ウイルス対策ソフトについて 

前述の Windows Update も重要な対策の一つですが、コンピューターウイルスの感染をより防止するには対

策ソフトの導入が必要不可欠です。一般に販売されている PCは、ウイルス対策ソフトがインストールされてい

ても、試用版として期間を限定したものや、全くインストールされていない製品があるので注意が必要です。 

 

 (1) PCの状態を確認するには、コントロールパネ

ルを開き、「システムとセキュリティ」→「セ

キュリティとメンテナンス」の順にクリックしま

す。 

セキュリティとメンテナンス画面ではセキュリ

ティ情報のほかに、バックアップなどのメンテ

ナンスに関する情報も表示されます。 

ここでの説明は割愛しますが、必要に応じて

活用してください。 

 
(2) 各項目が有効な状態に保たれているか、確

認してください。ウイルス対策ソフトがインス

トールされていない、あるいは最新の状態で

ない場合は対策が必要です。 

 

ウイルス対策ソフトはインストールしただけで安全とは言えません。新たなウイルスやスパイウェアに対応す

るには、定期的に定義ファイルの更新を行う必要があります。対策ソフトを導入する際は、利用開始手続きを忘

れずに行うとともに、期限切れにならないよう十分注意してください。 

 

代表的なソフトウェアとして、トレンドマイクロ社のウイルスバスター、シマンテック社のノートンセキュリティ、

マカフィー社のインターネットセキュリティ等があります 
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第5章 資格取得とキャリア形成 

JIU で学んだ情報処理能力を社会的に評価するのが国や民間企業が行っている情報・メディア関連資格で

す。資格を取得する事は就職活動の際の自己 PR になるだけでなく、大学時代に何かを残したという大きな自

信につながることでしょう。 

以下に情報・メディア関連の主な資格をまとめました。将来のキャリア形成について考え、是非チャレンジし

てみてください。 

 

国家資格   

ITパスポート試験 ITに携わるあらゆる職種で共通に求められる基礎知識を問う。社会人

として必要なITの基礎的概念や用語の理解を測ることを目的とする。

情報処理技術者試験のエントリー資格といえる。 

独立行政法人 

情報処理推進機構 

www.jitec.ipa.go.jp 

基本情報技術者試験 高度IT人材となるために必要な基本的知識・技能をもち、実践的な活

用能力を身に付けた者。 
 

情報セキュリティマネジメント

試験 

情報システムの利用部門において情報セキュリティが確保された状

況を実現し、維持・改善する者。 
 

応用情報技術者試験 高度IT人材となるために必要な応用的知識・技能をもち，高度IT人材

としての方向性を確立した者。 
 

高度情報処理技術者試験 高度な知識と技能を求められる。ITストラテジスト試験、システムアー

キテクト試験、プロジェクトマネージャ試験、ネットワークスペシャリスト

試験・データベーススペシャリスト試験、エンベデッドシステムスペシャ

リスト試験、ITサービスマネージャ試験、システム監査技術者試験、

情報処理安全確保支援士試験 

 

民間資格   

MOS（マイクロソフト オフィス 

スペシャリスト） 

MOS とは、Microsoft Office Specialist の略で、マイクロソフトが Office

アプリケーションに関する理解度や操作スキルを認定する資格試験。 

「Excel が使える、Word が使える」などといった目に見えないスキルを

客観的に証明することができる。 

約 200 の国と地域で実施されているグローバルな認定資格で、Word・

Excel・PowerPoint・Access・Outlook の 5 科目があり、さらに Word と

Excelには、「スペシャリスト（一般）」と「エキスパート（上級）」の 2つの

レベルがある。 

株式会社オデッセイ コ

ミュニケーションズ 

mos.odyssey-com.co.jp 

ビジネス統計スペシャリスト データ分析の”実践”に重点を置き、身近に活用できる Excel を使用し

たデータ分析技能と、分析結果を正確に理解し、応用する能力を評

価。 

試験科目は、基礎レベルの「エクセル分析ベーシック」と上位レベルの

「エクセル分析スペシャリスト」の 2科目を実施。 

アドビ認定アソシエイト（ACA） ACA は、アドビ システムズ社が認定するエントリーレベルの認定資

格です。試験科目はアドビのアプリケーションごとに独立してあり、資

格は科目ごとに認定されます。ACA の試験は、全国にある試験会場

のコンピューターを使って解答する CBT 形式で行われ、合否の結果

は試験直後のコンピューターの画面に表示されます。 

Adobe Photoshop CC、Adobe Illustrator CCなど 
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メディア関連資格 (民間資格)  

CG クリエイター検定 

 

デザインや 2 次元 CG の基礎から、構図やカメラワークなどの映像制

作の基本、モデリングやアニメーションなどの 3 次元 CG 制作の手法

やワークフローまで、表現に必要な多様な知識を測る。 

CG-ARTS協会 

www.cgarts.or.jp 

文部科学省後援 

Webデザイナー検定 コンセプトメイキングなどの準備段階から、Web ページデザインなどの

実作業、テストや評価、運用まで、Web デザインに必要な多様な知識

を測る。 

 

CGエンジニア検定 アニメーション、映像、ゲーム、VR、MR、Web3D などの、アプリケー

ションソフトの開発やカスタマイズ、システム開発を行うための知識を

測る。 

 

画像処理エンジニア検定 工業分野、医用、リモートセンシング、ロボットビジョン、交通流計測、

バーチャルスタジオ、画像映像系製品などのソフトウェアやシステム、

製品などの開発を行うための知識を測る。 

 

マルチメディア検定 コンピューターや周辺機器、インターネット、ディジタルコンテンツ、携

帯電話、知的財産権、マルチメディアの社会応用などに関する幅広い

知識を測る。 
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第6章 JIUポータル 

6.1 JIUポータルとは 

大学内の授業登録・訂正や大学からの案内、授業情報など、大学の各種手続きを行う Webシステムになり

ます。 

以下のサービスを主に行っています。 

・教務関連 

 大学からのお知らせや休講情報、時間割など大学からの各種連絡事項が記載されています。 

・履修・成績照会 

授業の登録や訂正などを行います。 

・シラバス 

 授業に関する各種情報が載っています。 

 

なお、JIUポータルを使用するにあたり、以下注意があります。 

・サポート環境 

 サポートしているのは以下の環境です。 

■PC 

Windows 8.1以降の WindowsPC 

Mac OS X以降の Mac 

■Webブラウザ 

Internet Explorer 

Firefox 

Google Chrome 

Safari 

■スマートフォン向けサービス 

iOS 系 Mobile Safari 

Android 系 標準ブラウザ 
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6.1.1 ログインとログアウト 

ログイン・ログアウトの操作は以下のとおりです。 

 

 

城西国際大学の HP（www.jiu.ac.jp）を表示

し、右上付近にある「JIU Portal（在学生・教

職員用）」を選択します。 

 

もしくは以下のアドレスを直接入力します。 

https://cm-j3.jiu.ac.jp/portal/ 

 

ログイン時に日本語表記または英語表記の

選択が出来ます。 

ログインは JIU メールと同じユーザ/パスワー

ドになります。 

また、information にお知らせが記載されてい

る事もあるので、併せて確認をしてください。 

 

トップ画面が表示されます。 

終了する場合は、「ログアウト」をクリックしま

す。 

ログイン後は HOMEの状態となります。 

※終了時にウィンドウの  ×  （閉じる）ボタ

ンをクリックしないでください。 

ログアウトで使用を終了しないと、接続情報

が PCに残り、正しくログイン出来ない恐れが

あります。 

 

 

 

注意事項 

・自宅で作業を行いエラーが発生しても、電話での質問には応じておりません。 

・ログイン中、ブラウザの「戻る」「進む」は使用しないでください。作業中にログアウトする場合があります。 

・何も操作しない状態が続くと、自動でログアウトされます。 
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6.1.2 画面構成 

画面の名称と役割は以下のとおりです。 

 

① ユーザ名 

ログインしたユーザの名前が表示されます。（特殊

な文字は表示されない場合があります） 

②  ログアウト  ボタン 

クリックすると、Web支援システムを終了します。 

③ タブメニュー 

利用出来るメニューが表示されます。 

④ サイドメニュー 

タブメニューで表示した内容に沿ったメニューが表

示されます。 

タブメニューの選択を変えると、表示される内容も

変わります。 

 

⑤ 本日のスケジュール 

当日のスケジュールが表示されます。 

⑥ あなた宛てのお知らせ 

利用者宛のお知らせが表示されます。 

⑦ 講義のお知らせ 

講義に関するお知らせが表示されます。 

⑧ 大学からのお知らせ 

大学からのお知らせが表示されます。 

⑨ 週間スケジュール 

利用者の週間スケジュールが表示されます。 

○操作上の注意 

ログイン中、ブラウザの「戻る」「進む」は使用しないでください。（作業中にログアウトする場合があります。） 

何も操作しない状態が続くと、自動でログアウトされます。 

  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ ⑥ 

⑦ ⑧ 

⑨ 
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タブメニューをクリックすると、サイドメニューが変更となります。 

選択したタブメニューのメニューは、サイドメニューから実行をします。 

 

■HOME 

  

 

HOMEを選択すると、サイドメニューは右図の様に表示されます。 

 

■教務掲示 

 

教務掲示を選択すると、サイドメニューは右図の様に表示されます。 

 

■履修・成績照会 

 

履修・成績を選択すると、サイドメニューは右図の様に表示されます。 

 

■シラバス 

 

シラバスを選択すると、サイドメニューは右図の様に表示されます。 
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6.2 HOME画面 

ポータルサイトにログインをすると、一番初めに表示がされます。 

ここではポータルサイトの基本機能である、メッセージ受信一覧・スケジュール登録・メッセージ転送登録が選

択出来ます。 

 

 

 

(1) ログイン後、HOME画面が表示されます。 

※ 必要な項目をタブ一覧から選択します。 

 (2) サイドメニューから必要な操作を選択します。 
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6.2.1 メッセージ受信一覧 

 

ここでは、メッセージ受信一覧からメッセージを確認後に、コメントを登録するまでの操作を説明します。 

 

 

(1) メニュー画面から［メッセージ受信一覧］をクリックし

ます。タブからHOMEを選択し、サイドメニューの

メッセージからメッセージ受信一覧を選択します。 

 

【タブ】 

HOME 

 

【サイドメニュー】 

メッセージ → メッセージ受信一覧 

 

 

(2) メッセージ一覧画面が表示されます。 

確認したいメッセージの[タイトル]をクリックするとメ

ッセージの詳細情報が表示されます。 

 

① メッセージを検索する場合 

検索条件を入力し、[メッセージを検索する]を

クリックすることで、該当するメッセージのみ

を抽出します。 

検索結果は、上段のメッセージ一覧に表示さ

れます。 

 

② 一括操作する場合 

ヘッダ部チェックボックスのチェック 

メッセージを一括して選択できます。 

 

③ ②でチェックしたメッセージに対して 

一括で、 

・削除する 

・未読にする 

・既読にする 

ことができます。 

② 

③ 

① 
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(3) メッセージ詳細画面が表示されます。 

詳細な内容や、添付ファイルなどがある場合には

添付ファイルを確認できます。 

[コメントを登録（更新）する]をクリックすることで、コ

メントの登録（更新）を行うことができます。 

 

※ 送信者の設定により、送信先とコメントが表示さ

れない事もあります。 

※ 選択したメッセージ種別によって、表示される項

目が異なります。左記画面はメッセージ種別「お

知らせ」の画面例です。 

 

④ 送信先を表示する。 

[送信先を表示する]をクリックすると、(4)に移

動します。 

 

⑤ メッセージを削除する。 

対象のメッセージが不要な場合、[メッセージ

を削除する]をクリックすることで、次回以降

表示されなくなります。 

 

 

(4) 送信先一覧画面が表示されます。 

確認後は、[閉じる]をクリックし、メッセージ詳細画

面に戻ります。 

 

(5) コメント入力画面が表示されます。 

コメント入力後、[登録する]をクリックします。登録

後は、メッセージ詳細画面に戻ります。 

 

 

  

④ 

⑤ 
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6.2.2 スケジュール登録 

ここではスケジュールを登録するまでの操作を説明します。 

 

スケジュールを登録する 

 

(1) サイドメニューから選択できます。 

 

【サイドメニュー】 

スケジュール → スケジュール登録 

 

(2) スケジュール画面が表示されます。 

スケジュールを登録したい日付か、[スケジュール

を登録]をクリックします。 

 

※ 週間/月間 

スケジュール表示を月間と週間で切り替え

ることができます。[月間]または[週間]をク

リックすることでそれぞれの表示に切り替

わります。 

 

 

(3) スケジュール登録画面が表示されます。 

必要な項目を入力後、[登録する]をクリックしま

す。 

正常に登録されれば、スケジュール一覧画面に

戻ります。 

 

※ HOME 画面の「スケジュールを登録」でも、

スケジュールを登録出来ます。 
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スケジュールを確認、更新、削除する 

 (1) サイドメニューから選択できます。 

もしくはHOME画面下部の週間スケジュールより、

「月間」をクリックしても選択出来ます。 

 

【サイドメニュー】 

スケジュール → スケジュール登録 

 

 

 

 

(2) スケジュール画面が表示されます。 

確認したいスケジュールのタイトルをクリックしま

す。 

 

※ 表示設定 

スケジュールを個人カレンダーや授業日カレ

ンダーなど、チェックボックスの選択によって

表示、非表示にできます。 

 

(3) スケジュール確認画面が表示されます。 

 

【確認する場合】 

内容を確認し、[閉じる]をクリックします。 

スケジュール一覧画面に戻ります。 

 

【更新する場合】 

必要な項目について修正を行い、[更新する]をク

リックします。 

スケジュール一覧画面に戻り、更新内容が反映さ

れた状態で表示されます。 

 

【削除する場合】 

削除して問題ないスケジュールであることを確認

の上、[削除する]をクリックします。 

スケジュール一覧画面に戻り、スケジュールが消

えた事を確認します。 
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ToDoを登録する 

 

(1) サイドメニューから選択できます。 

 

【サイドメニュー】 

スケジュール → スケジュール登録 

 

(2) スケジュール画面左下にある ToDo 一覧上部の

[一覧（未完了数：xx件）]をクリックします。 

 

(3) ToDo一覧画面が表示されます。 

[ToDoを登録する]をクリックします。 

 

 

(4) ToDo登録画面が表示されます。 

必要な項目を入力後、[登録する]をクリックしま

す。 

登録後はToDo一覧画面に戻ります。 
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ToDoを確認、更新、削除する 

 

(1) サイドメニューから選択できます。 

 

【サイドメニュー】 

スケジュール → スケジュール登録 

 

 

(2) スケジュール画面左下にあるToDo一覧上部の

[一覧（未完了数：xx件）]をクリックします。 

 

(3) ToDo一覧画面が表示されます。 

確認・更新・削除したいToDoの[ToDo名]リンクを

クリックします。 

 

(4) ToDo更新画面が表示されます。 

 

【確認する場合】 

内容を確認し、[閉じる]をクリックします。 

ToDo一覧画面に戻ります。 

 

【更新する場合】 

必要な項目について修正を行い、[更新する]をク

リックします。 

ToDo一覧画面に戻り、更新内容が反映された状

態で表示されます。 

 

【削除する場合】 

削除して問題ないToDoであることを確認の上、

[削除する]をクリックします。 

ToDo一覧画面に戻り、ToDoが消えた事を確認し

ます。 
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6.3 メッセージ転送を行う 

ここでは、メッセージ転送設定の操作を説明します。 

メッセージの登録でメール転送が設定されている場合、ここで登録されたメールアドレスにメッセージが送付されます。 

配信されたメッセージは、即時配信、定時配信の 2種類の方法で配信されます。 

・即時配信 メッセージが登録された際に配信されます。 

・定時配信 ここで設定された転送時刻に配信されます。 

※メッセージが登録された時間によって、必ずしも設定された転送時刻に配信されるとは限りません。 

 

 

(1) メニュー画面から［メッセージ転送設定］をクリック

します。 

タブでHOMEを選択後、サイドメニューから選択で

きます。 

【タブ】 

HOME  

【サイドメニュー】 

Myツール → メッセージ転送設定 

 

(2) メッセージ転送設定画面が表示されます。 

必要な項目を入力し、[入力内容を確認する]をクリ

ックします。 

※ メッセージ転送設定画面に表示されているア

ドレス１は、自身のJIUMailが設定されていま

す。 

 

※ メッセージ転送設定画面に表示されている転

送時刻は、運用に応じて非表示となっている

場合があります。 

 

 

(3) メッセージ転送設定確認画面が表示されます 

内容を確認後、[この内容を設定する]をクリックし

ます。 

 

(4) メッセージ転送設定完了画面が表示されます。 

入力された内容を確認して問題なければメッセー

ジ転送設定は完了です。 

※ メッセージ転送設定後には、確認メールが利

用者宛に送信されます。 

P. 35の注意事項を参照してください。 
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6.4 教務掲示 

教務掲示には、「休講情報」「補講情報」「時間割変更情報」「講義連絡情報」「レポート課題」 

「授業日程変更情報」があります。 

確認した教務掲示に対しては「シラバスを確認する」「レポートを提出する」ことができます。 

 

6.4.1 掲示一覧から教務情報を確認する 

ここでは、「教務掲示一覧」から教務情報を確認する操作を説明します。 

 

 

(1) サイドメニュー画面から［教務掲示一覧］をクリッ

クします。 

（タブから「教務関連」を選択後に、サイドメニュー

から選択できます） 

 

【タブ】 

教務関連 

 

 

【サイドメニュー】 

教務メッセージ → 教務掲示一覧 

 

 

 

(2) 教務掲示一覧画面が表示されます。 

 

※ 教務掲示を検索する。 

検索条件を入力して、[教務掲示を検索す

る]をクリックすると、条件にあった教務掲示

一覧情報が上部に表示されます。 

 

※ 詳細検索条件を指定する。 

“検索条件を開く”のリンクをクリックすると

詳細検索条件の入力画面が表示されます。 

詳細検索条件を入力して、[教務掲示を検索

する]をクリックすると、条件にあった教務掲

示一覧情報が上部に表示されます。 
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6.4.2 講義のお知らせから教務情報を確認する 

ここでは、講義のお知らせから教務情報を確認する操作を説明します。 

 

 

(1) 「講義のお知らせ」に表示されている“講義名”をクリッ

クすると教務情報が確認出来ます。 

 

6.4.3 本日のスケジュールから教務情報を確認する 

ここでは、本日のスケジュールから教務情報を確認する操作を説明します。 

 

 

(1) 「本日のスケジュール」に表示されている、 

“講義名”をクリックすると時間割参照画面が 

表示され、教務情報が確認できます。 

 

 

6.4.4 週間スケジュールから教務情報を確認する 

ここでは、週間スケジュールから教務情報を確認する操作を説明します。 

 

 

(1) 「週間スケジュール」に表示されている“講義名”をクリ

ックすると教務情報が確認出来ます。 
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6.5 レポート課題を確認・提出する 

6.5.1 講義のお知らせからレポート課題を提出する場合 

ここでは、講義のお知らせからレポート課題を提出するまでの操作を説明します。 
 

 

(1) 「講義のお知らせ」の の表示がある 

“講義名”をクリックします。 

 

 (2) 教務情報の詳細画面が表示されます。 

表示された教務情報の詳細にてレポート課題情報

を確認し、[レポートを提出する]をクリックします。 

 

 

(3) 教務情報（レポート課題情報）画面が表示されます 

必要事項の入力や提出ファイルの指定を行い、 

[レポートを提出する]をクリックします。 

 

※ 提出ファイルのファイル名に「～」チルダ、「∥」

パラレル、「―」ダッシュ、「－」マイナス、「①」

などのシステムで取扱できない文字（環境依

存文字）が含まれていると登録できません。 

 

※ 提出ファイルのサイズは100MB未満にしてくだ

さい。 

 

※ 識別子の文字は小文字のみです(大文字とな

っていた場合は「提出ファイルで選択されたフ

ァイルの拡張子は指定できません。」と表示さ

れます。) 

 

※ １ファイルのみ提出可能です。複数ファイルの

提出は出来ません。 
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■添付可能のファイル識別子 

.doc  MS Office Word   .docx MS Office Word 

.xls  MS Office Excel   .xlsx  MS Office Excel 

.ppt  MS Office PowerPoint  .pptx  MS Office PowerPoint 

.accdb  MS Office Access   .mdb  MS Office Access  

.pub MS Office Publisher   .dot MS Office Wordテンプレート 

.odt  OpenOffice   .ods  OpenOffice 

.odp  OpenOffice   .odb  OpenOffice  

.odg  OpenOffice   .odf OpenOffice 

.txt  Windows テキスト   .dic Windows 辞書 

.exe Windows 実行形式   .bat Windows バッチ 

.ico  Windows アイコン   .wri  MS Write 

.msg  MS Microsoft Exchangeメッセージ 

.dat データ    .mak  MAKE  

.tmp テンポラリ   .rtf  リッチテキストフォーマット 

.pl  Perlスクリプト   .c C 言語ソース 

.cpp C++言語ソース   .h C/C++のヘッダファイル。 

.o C言語オブジェクト(UNIX)   .obj C言語オブジェクト(Windows) 

.csv CSV    .class  Java実行 

.java Javaのソース 

.cgi  CGI 

.css スタイルシート   .htm HTMLソース 

.html HTMLソース   .js JavaScriptソース 

.lzh 圧縮LHA形式圧縮   .tar 圧縮 tar形式アーカイブ 

.tgz 圧縮 tar+gzip形式圧縮  .zip  圧縮ZIP形式圧縮 

.Z 圧縮compress形式圧縮 

.aif  AV系AIFF   .aiff AV系AIFF 

.au  AV系音声   .mid  AV系MIDI  

.midi AV系MIDI   .rmi AV系MIDI 

.mp3  AV系MP3   .aac  AV系 

.avi  AV系AVI    .mp4 AV系MP4  

.m4a AV系MP4.   mov  AV系Quic  

.qt  AV系Quic   .wav  AV系WAVE 

.m2ts AV系MPEG   .ts AV系MPEG  

.mpg  AV系MPEG   .mpeg AV系MPEG 

.mkv AV系MKV   .wmv  AV系WMV  

.asf AV系ASF   .flv AV系FLV 

.webm AV系webM   .ogm  AV系OGM  

.bmp AV系ビットマップ   .gif  AV系GIF 

.jpg AV系JPEG   .jpeg  AV系JPEG  

.png  AV系PNG   .tif AV系Tiff 

.tif AV系Tiff  
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6.5.2 教務掲示一覧からレポート課題を提出する場合 

教務掲示一覧画面からも、レポート課題の提出画面に移動することができます。 

ここでは、教務掲示一覧からレポート課題を提出するまでの操作を説明します。 

 

  

(1) メニュー画面から［教務掲示一覧］をクリックしま

す。 

詳細は、「掲示一覧から教務情報を確認する」を

確認してください。 

 

 

(2) 教務掲示一覧画面が表示されます。 

一覧の“種別” が“レポート課題”になっている“

講義名”をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 期限切れのレポート課題を表示させる場合は、

詳細検索を開きます。 

 

 

 

(4) 期限切れのレポート課題を表示させる場合は、 

“検索条件を開く”をクリックし、“提示期間切れを

含む”にチェックを入れて検索をかけてください。 
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6.6 履修 

履修の登録や確認することができます。また、登録した履修情報を取り消すことができます。 

 

6.6.1 履修を登録する 

ここでは、曜日と時限から、履修登録を行う操作を説明します。 

履修登録画面では、履修登録が可能な科目のみを選択することとなります。 

 

 (1) タブから「履修・成績照会」を選択後、 

サイドメニューから選択できます。 

【タブ】 

履修・成績照会 

【サイドメニュー】 

履修登録/確認 → 履修登録 

 

※ 履修期間外の期間は[使用期間外]の表記が

追加され、選択しても画面遷移しません。 

 

 

 

 

(2) 履修登録画面が表示されます。 

初期表示は現在の年度・学期の登録画面であ

り、登録されている講義が表示されています。 

[    ]をクリックします。 

既に登録してある科目を選択する場合は、紫

色の[    ]をクリックします。 

※灰色の[    ]は変更不可です。 

 

① 履修単位 

学期、年間の履修単位数が確認できます。。 

 

① 

。 
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(3) 講義選択画面が表示されます。 

表示されている講義を選択し、[登録する]をク

リックします。 

 

 

(4) 登録内容が反映された状態で履修登録画面

が表示されます。 

(2)～(3)の手順を繰り返し、登録したい講義を

すべて選択し終えたら、[入力内容を確認する]

をクリックします。 

 

※ この時点では、まだ登録は完了していません。 

 

(5) 履修登録内容確認画面が表示されます。 

内容を確認のうえ、問題なければ[この内容を

登録する]をクリックします。 
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(6) 履修登録完了画面が表示されます。 

履修登録処理は完了です。 

 

 

履修登録完了画面では、右上の「印刷する」を

クリックすることで、ブラウザの印刷画面が表

示されます。 

履修登録完了後の控えとして、登録内容を印

刷することが出来ます。 

 

 また、エラーになった場合は、「6.9.1 履修エ

ラー」を参照してください。 

 

(7) ※重要 

登録完了後、JIU Mailに登録完了のお知らせメ

ールが配信されます。 

履修申請を行った日時と講義の一覧が記載さ

れていますので、必ず確認してください。 

 

JIU Mailに登録完了のメールが届かなかった

場合、履修登録が完了していません。 

再度履修を確認してください。 

 

※ 確認メールには返信しないでください。 

 

 

履修の登録は、曜日時限からの登録以外に、以下のような観点からも登録することができます。 

・集中講義を登録する 

・講義を検索して登録する 
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6.6.2 集中講義を登録する 

 

(1) 履修登録画面が表示されます。 

 

【集中講義を登録する場合】 

 [集中講義選択]をクリックします。 

 

 

 

(2) 集中講義選択画面が表示されます。 

表示されている講義を選択し、[登録する]をクリッ

クします。 

登録後の画面は通常の履修登録作業と同様で

す。 
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6.6.3 講義を選択して登録する 

 

(1) 履修登録画面が表示されます。 

 

【講義を検索して登録する場合】 

 [講義検索] をクリックします。 

 

 

(2) 講義検索画面が表示されます。 

検索条件を設定し、[講義を検索する]をクリック

します。 

 

 

(3) 講義一覧画面が表示されます。 

登録する講義を選択し、[講義を登録する]をク

リックします。登録後の画面は通常の履修登録

作業と同様です。 
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6.7 履修を確認する 

ここでは、登録した履修情報を確認する操作を説明します。 

 

    

 

(1) メニュー画面から[履修確認]をクリックします。 

サイドメニューから選択できます。 

 

【サイドメニュー】 

 履修登録/確認 → 履修確認 

 

 

 

(2) 履修確認画面が表示されます。 

登録している履修情報が、履修登録をする年度

の春学期・秋学期別に確認ができます。 

 

履修情報を印刷する。 

[印刷する]をクリックすると登録している履

修が印刷できます。 

 

一覧形式で履修確認をする。 

[一覧形式で表示する]をクリックすると一

覧形式での確認ができます。 

 

春学期／秋学期を選択する。 

[春学期]、[秋学期]チェックボックスをクリッ

クすると該当の履修情報が切り替わりま

す。 

 

※ 印刷時の履修情報も切り替わります。 
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6.8 履修エラー 

 

6.8.1 履修エラーについて 

 

エラーが残っていると履修申請ができません。 必ずエラーを修正してください。 

 

エラー内容 

①時間割重複エラー 

表示） 時間割が重複しています。 

説明） 当年度履修における講義の時間割が重複している場合のエラー。 

対応) 隔週開講の講義以外は、同時限に複数の講義を申請できません。時限が重複しないように調整してください。 

例 ) 前期月曜1時限に英語 IA、英語 IBを申請した。 

 

②科目重複エラー 

表示） 科目が重複しています。 

説明） 当年度履修中講義における科目が重複している場合のエラー。 

対応） 1つの科目で複数の講義を申請できません。申請は 1講義に絞ってください。 

例 ) 英語 IAで、B先生の講義、C先生の講義を 2つ申請した。 

 

③既修得エラー 

表示） 講義[XXXXXXXX]の科目は既に修得済です。 

説明） 当年度履修中講義における科目が過年度で既に修得済み科目である場合のエラー。 

対応） 既に修得した科目の履修申請はできません。 

例 ) 昨年に英語 IAを修得したが、今年も英語 IAを申請した。 

 

 

④配当年次エラー 

表示） 講義[XXXXXXXX]の科目は該当学生の学年では配当されていません。 

説明） 該当学生の学年が、当年度履修中講義における科目の配当年次の範囲外の場合のエラー。 

対応) 上位学年に配当される科目は履修できません。 

ただし、秋入学者で、前期（4 月）履修科目の場合には、1 学年上の配当学年の科目を履修した場合はエラー

チェックの対象外となる。 

例 ) 1年生だが、2年生配当の科目を申請した。 

 

⑤前提科目エラー 

表示） 前提科目を受講していません。 

説明） カリキュラムに設定されている前提科目の条件を満たしていない場合のエラー。 

対応） 前提条件のある科目は、条件をクリアしないと申請できません。 ※前提条件は学生便覧で確認 

例 ） 英語 Iを修得していないのに、英語 IIを申請した （英語 II は英語 Iを修得している前提科目）。 
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⑥排他科目エラー 

表示） 講義[XXXXXXXX]は排他科目を受講しています。 

説明） カリキュラムに設定されている排他科目の条件を満たしていない場合のエラー。 

対応） 排他条件のある科目は、同時に履修できません。申請は 1科目に絞ってください。 

例 ) コースA科目とコースB科目を申請した （コースA,B科目は同時に履修できない排他条件）。 

 

⑦単位数上限エラー 

表示） 単位数が超過（不足）しています。 

説明） 年間の履修単位数（※）が、履修上限単位数を超えている場合のエラー（自由科目、履修エラー科目の単位数

はカウントされません）。 

対応） 履修申請する科目を減らしてください。 

例 ） 年間の履修単位数の上限を越えて申請した。 

※ 年間の履修単位数の上限は各学部によって異なります。学生便覧で確認してください。 

 

 

その他 

・他学科履修の希望者は学部事務室の窓口で申請を行ってください。 

・その他履修に関する問い合わせは、必ず学部事務室に相談してください。 
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6.9 成績 

成績を確認することができます。 

 

6.9.1 成績を確認する 

ここでは、成績を確認する操作を説明します。 

 

 

 

       

 

 

(1) メニュー画面から[履修・成績照会]をクリックします。サ

イドメニューから選択できます。 

 

【サイドメニュー】 

 成績照会 → 成績照会 

 

※ 成績照会ができない期間があります。 

 

 

6.10 シラバス 

講義の内容や試験情報及び必要図書などが記載されています。 

授業を選択する際に参考にしたりして、授業の参考にしてください。 

 

6.10.1 シラバスを確認する 

ここでは、シラバスを確認する操作を説明します。 

 

 

(1) メニュー画面より、シラバスを選択します。 

サイドメニューの表記が変更となるので、 

必要な操作を選択します。 

講義から検索：6.10.2を参照 

カリキュラムから検索：6.10.3を参照 

教員から検索：6.10.4を参照 

シラバス検索：6.10.5を参照 
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6.10.2 講義から検索 

登録済のシラバスを、講義名や曜日・時限から検索する事が出来ます。 

 

 

(1) [年度]、[対象学科]、[講義名]、 

[担当教員名]などの検索条件を指定し、 

[シラバスを検索する] をクリックします。 

 

 

 

(2) 検索結果から参照したいシラバスの講義名をクリックす

るとシラバスの参照が行えます。 
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6.10.3 カリキュラムから検索 

 

(1) カリキュラムが表示されるので、必要な情報を

選択します。 

 

(2) 検索結果から参照したいシラバスの講義名を

クリックするとシラバスの参照が行えます。 
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6.10.4 教員から検索 

 

 

(1) “年度”、 “氏名”、“教員所属”、 

“専任・非常勤”などの検索条件を指定し、  

[教員を検索する]をクリックします。 

 

「シラバスを検索する」をクリックすると 

講義一覧が表示されます。 

 

 

(2) 検索結果から参照したいシラバスの講義名をク

リックするとシラバスの参照が行えます。 

 

  

 

(3) オフィスアワーを選択すると、対象教員のオフィ

スアワーが表示されます。 
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6.10.5 シラバスから検索 

 

 

(1) “講義名”、“ 教員名”、“ キーワード”、 

“講義期間”、“キャンパス”、“対象学年” 

などの検索条件を指定し、  

[シラバスを検索する]をクリックします。 

 

※ さらに詳細な検索条件を表示するをクリックす

ると“開講時期”、“曜日・時限”、“カリキュラム

コード”といった条件でも検索が行えるように

なります。 

 

 

(2) 参照したいシラバスの講義名をクリックするとシ

ラバスの参照が行えます。 
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第7章 城西国際大学ソーシャルメディアガイドライン 

 

目的 

 利用者が容易に発信できるソーシャルメディアの普及によって、情報伝達の一手段として、広く社会で利用されるよう

になりました。ソーシャルメディアを活用することで、さまざまな情報を授受でき、コミュニケーションの拡大から学問や

研究活動の一助になっています。 

 一方、大学の一員としてだけでなく、社会に関わる人間として不適切な内容の発信が、発信者が意図しないトラブル

を発生させ、広範囲において社会に大きな影響を与える場合があります。また、発信者自身も社会的な制裁や、思い

も寄らぬ被害を受けることがあります。 

 城西国際大学では、学生のみなさんがソーシャルメディアを適切に活用し、学生生活が有意義に過ごせるよう、ソー

シャルメディアを利用するにあたり、その意義や留意点、主な事例をまとめたガイドラインを策定しました。 

 

定義 

 ソーシャルメディアとは、インターネットによってアクセス可能で、情報受発信ができるあらゆる情報交換の可能な手

段のことを指します。たとえば、Web ページ、ブログ、Twitter、Facebook、掲示板、映像投稿サイトおよび、それらの連

携ソフトなどを指します。 

 また、学部生や大学院生、別科生、科目等履修生、交換留学生など、本学で学ぶ立場の者が、プライベートを含めて

のこれらソーシャルメディアを活用する場合を対象とします。 

 

ポリシー 

I. ソーシャルメディアの特徴を理解する 

II. 自分と他人のプライバシーを保護する 

III. 発信者の責任を自覚する 

 

留意点 

I. ソーシャルメディアの特徴を理解する 

ソーシャルメディアに投稿した情報は、従来の個人的なコミュニケーション範囲を遙かに超えて、短時間に広範囲に拡

散されます。投稿した情報は、ソーシャルメディアサービスでは、実名、匿名にかかわらずあなた個人を特定すること

ができます。各サービスのルールを遵守することはもちろん、社会的な常識の範囲で利用するように注意してください。 

 

１．コミュニケーション範囲 

ソーシャルメディアでは、友人・知人と使用していても、第三者が投稿内容を読むことが可能です。仲間内のコミュニ

ケーションのつもりでも、さまざまな考え方や背景を持った不特定多数の利用者が知ることになるという認識を持ちま

しょう。 

 

２．情報の拡散性 

 インターネット上に発信した情報は、発信者が意図しない範囲まで拡散し、元の情報源を削除したとしても完全に消

去することは不可能です。発信する前に、もう一度内容を確認しましょう。 

 

 

３．炎上の性質 
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 一度ソーシャルメディア上で騒ぎ（炎上）になると、簡単に鎮めることはできません。また炎上に対する処置が適切で

なく、騒ぎをさらに大きくさせてしまうことが、しばしば発生しています。炎上してしまった場合は、速やかに投稿を削除

して関係者に相談しましょう。 

 

II. 自分と他人のプライバシーを保護する 

ソーシャルメディアのサービスでは、投稿した情報は思いもかけない範囲に拡散されます。また一度投稿された情報

は、決して完全には削除することができません。法令を順守し自分及び他人に十分配慮をした上で、社会的な常識の

範囲で利用するように注意してください。 

 

１．法令の遵守 

 著作権などの知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉毀損など、他者の権利を侵害しないよう、細心の注意を払う

とともに、関連する法令を遵守しましょう。 

 

２．プライバシーの保護 

 ソーシャルメディアには、投稿者の位置情報が公開されるものがあります。また、携帯等のカメラにも位置情報が含

まれており、自分の位置情報が発信される場合があります。そのような位置情報から自宅や自分の行動範囲を知られ

てしまうことがあるので、十分注意をしましょう。 

 

３．他者情報の保護 

 友人・知人などに関する情報や、撮影した画像データ等を投稿する際は、自身の情報と同様に十分に注意をしましょ

う。許可なく情報を投稿した場合は、その人たちのプライバシーを侵害することになります。 

 

III. 発信者の責任を自覚する 

インターネット上で情報を投稿した場合、投稿者は投稿したことで生じる社会的責任、法的責任、リスクをすべて負わな

ければいけません。投稿する場合は、情報の正確さに注意を払い、不特定多数の人が誤解を持たない表現に努めま

しょう。また一度投稿された情報は、決して完全には削除することができません。発言者としての責任を自覚した上で、

社会的な常識の範囲で利用するように注意してください。 

 

１．機密情報の取り扱い 

 アルバイトやインターシップなど職務上知り得た守秘義務に関わる情報や、社会的に影響のある未公開情報は投稿

してはいけません。他人から聞いた内容であっても、投稿した場合は投稿者に責任が帰されます。 

 

２．大学に関連する情報 

 本学の学生であることを明示して情報を発信したり、本学に関連する情報を投稿するときには、第三者に公開して良

い内容か十分に確認した上で、「個人的な見解であり、城西国際大学の公式発表等とは一切関係はない」ことを明記し

ましょう。 

 

３．投稿した情報 

 いったん投稿した情報は、ネット上で転載（拡散）されるため、完全に削除することはできません。その場で問題が無

くても、後から問題となることもあります。就職活動の際にも影響しますので、将来の自分を困らせない情報を投稿しま

しょう。 
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トラブルの事例 

１. ソーシャルメディアに違法行為、公序良俗に反する行為に関連した記述や画像などを投稿した。 

投稿例：未成年飲酒を行った、キセル乗車をした 

→行為そのものが社会的に許されないものであり、法的な処分を受けることはもちろんのこと、本学の学則に従い

処分されます。また、責任は個人だけでなく、友人や家族にも影響が及びます。 

 

２. アルバイトの勤務先やインターンシップの実習先で知り得た機密情報を、自慢するために友人に発信した。 

投稿例：有名人が来店した、社員の人からうわさ話を聞いた 

 →個人宛の発信でも、それを受信した人はソーシャルメディアを使って拡散する場合があります。それにともなって、

企業側が何らかの不利益を被った場合、損害賠償を請求されます。勤務先での悪ふざけの行為を発信した場合

も同様な損害賠償や社会的制裁がなされます。ソーシャルメディアに発信すると言うことは、社会に拡散すること

だと認識してください。 

 

３. ニュースや社会情勢などに関して、つい他人を傷つける表現や偏見に満ちた発言をした。 

投稿例：特定の外国人が嫌いだ、あの政治家は汚職をしている 

 → さまざまな考え方を持つ不特定多数の人が、その情報を見ることになります。その発言が自分に関係ない場所で

取り上げられ、非難・批判が殺到し、収拾が付かなくなる可能性があります。また、プロフィールなどから、本学を

含めた関連する企業、団体等にもその影響が出る場合もあります。 

 

トラブルに遭ったときの相談先 

  ゼミまたはアドバイザーの教員、学生相談室 

 

附則 このガイドラインは、平成 26年4月1日から施行する。 
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ローマ字・かな対応表 

あ 

あ い う え お  

や 

や い ゆ いぇ よ 

Ａ Ｉ Ｕ Ｅ Ｏ  ＹＡ ＹＩ ＹＵ ＹＥ ＹＯ 

ぁ ぃ ぅ ぇ ぉ  ゃ ぃ ゅ ぇ ょ 

ＬＡ ＬＩ ＬＵ ＬＥ ＬＯ  ＬＹＡ ＬＹＩ ＬＹＵ ＬＹＥ ＬＹＯ 

ＸＡ ＸＩ ＸＵ ＸＥ ＸＯ  ＸＹＡ ＸＹＩ ＸＹＵ ＸＹＥ ＸＹＯ 

か 

か き く け こ  

ら 

ら り る れ ろ 

ＫＡ ＫＩ ＫＵ ＫＥ ＫＯ  ＲＡ ＲＩ ＲＵ ＲＥ ＲＯ 

きゃ きぃ きゅ きぇ きょ  りゃ りぃ りゅ りぇ りょ 

ＫＹＡ ＫＹＩ ＫＹＵ ＫＹＥ ＫＹＯ  ＲＹＡ ＲＹＩ ＲＹＵ ＲＹＥ ＲＹＯ 

くぁ      
わ 

わ うぃ う うぇ を 

ＫＷＡ          ＷＡ ＷＩ ＷＵ ＷＥ ＷＯ 

さ 

さ し す せ そ  
ん 

ん ん    

ＳＡ ＳＩ ＳＵ ＳＥ ＳＯ  ＮＮ Ｎ’       

  ＳＨＩ        

が 

が ぎ ぐ げ ご 

しゃ しぃ しゅ しぇ しょ  ＧＡ ＧＩ ＧＵ ＧＥ ＧＯ 

ＳＹＡ ＳＹＩ ＳＹＵ ＳＹＥ ＳＹＯ  ぎゃ ぎぃ ぎゅ ぎぇ ぎょ 

ＳＨＡ   ＳＨＵ ＳＨＥ ＳＨＯ  ＧＹＡ ＧＹＩ ＧＹＵ ＧＹＥ ＧＹＯ 

た 

た ち つ て と  ＧＷＡ         

ＴＡ ＴＩ ＴＵ ＴＥ ＴＯ  

ざ 

ざ じ ず ぜ ぞ 

    ＴＳＵ      ＺＡ ＺＩ ＺＵ ＺＥ ＺＯ 

  っ      ＪＩ       

  ＬＴＵ    じゃ じぃ じゅ じぇ じょ 

    ＸＴＵ      ＪＹＡ ＪＹＩ ＪＹＵ ＪＹＥ ＪＹＯ 

ちゃ ちぃ ちゅ ちぇ ちょ  ＺＹＡ ＺＹＩ ＺＹＵ ＺＹＥ ＺＹＯ 

ＴＹＡ ＴＹＩ ＴＹＵ ＴＹＥ ＴＹＯ  ＪＡ   ＪＵ ＪＥ ＪＯ 

ＣＹＡ ＣＹＩ ＣＹＵ ＣＹＥ ＣＹＯ  

だ 

だ ぢ づ で ど 

ＣＨＡ   ＣＨＵ ＣＨＥ ＣＨＯ  ＤＡ ＤＩ ＤＵ ＤＥ ＤＯ 

つぁ つぃ  つぇ つぉ  ぢゃ ぢぃ ぢゅ ぢぇ ぢょ 

ＴＳＡ ＴＳＩ   ＴＳＥ ＴＳＯ  ＤＹＡ ＤＹＩ ＤＹＵ ＤＹＥ ＤＹＯ 

てゃ てぃ てゅ てぇ てょ  でゃ でぃ でゅ でぇ でょ 

ＴＨＡ ＴＨＩ ＴＨＵ ＴＨＥ ＴＨＯ  ＤＨＡ ＤＨＩ ＤＨＵ ＤＨＥ ＤＨＯ 

  とぅ      どぅ   

    ＴＷＵ          ＤＷＵ     

な 

な に ぬ ね の  

ば 

ば び ぶ べ ぼ 

ＮＡ ＮＩ ＮＵ ＮＥ ＮＯ  ＢＡ ＢＩ ＢＵ ＢＥ ＢＯ 

にゃ にぃ にゅ にぇ にょ  びゃ びぃ びゅ びぇ びょ 

ＮＹＡ ＮＹＩ ＮＹＵ ＮＹＥ ＮＹＯ  ＢＹＡ ＢＹＩ ＢＹＵ ＢＹＥ ＢＹＯ 

は 

は ひ ふ へ ほ  

ぱ 

ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ 

ＨＡ ＨＩ ＨＵ ＨＥ ＨＯ  ＰＡ ＰＩ ＰＵ ＰＥ ＰＯ 

    ＦＵ      ぴゃ ぴぃ ぴゅ ぴぇ ぴょ 

ひゃ ひぃ ひゅ ひぇ ひょ  ＰＹＡ ＰＹＩ ＰＹＵ ＰＹＥ ＰＹＯ 

ＨＹＡ ＨＹＩ ＨＹＵ ＨＹＥ ＨＹＯ  
う゛ぁ 

う゛ぁ う゛ぃ う  ゙ う゛ぇ う゛ぉ 

ふぁ ふぃ  ふぇ ふぉ  ＶＡ ＶＩ ＶＵ ＶＥ ＶＯ 

ＦＡ ＦＩ   ＦＥ ＦＯ  

っ 

子音を２つ続けて入力 
例：きっと…KITTO ふゃ ふぃ ふゅ ふぇ ふょ  

ＦＹＡ ＦＹＩ ＦＹＵ ＦＹＥ ＦＹＯ  

ま 

ま み む め も  
っ 
ＬＴＵ 
ＸＴＵ 

 

    

ＭＡ ＭＩ ＭＵ ＭＥ ＭＯ      

みゃ みぃ みゅ みぇ みょ      

ＭＹＡ ＭＹＩ ＭＹＵ ＭＹＥ ＭＹＯ      
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