
総合情報センター

席は自由 CampusGuideを参照します

メディアガイダンス目次
さまざまな ビ１．さまざまなサービス

２．サービスを利用するには２．サ ビスを利用するには
３．キャンパスライフエンジンの利用
４ 利用における注意事項４．利用における注意事項

本日のスライドは総合情報センターホームページ本日のスライドは総合情報センタ ホ ムペ ジ
のお知らせに掲載します



総合情報センター

席は自由席は自由、
詰めて着席してください

説明の中で
CampusGuideを参照します
手元に用意してください



１．さまざまなサービス

キャンパスライフ

Web履修登録

キャンパスライフ
エンジン

にパソコンの利用
が不可欠Web履修登録

情報交換情報交換
収集 研究活動

東海大学

授業 自己学習



C G id
さまざまなサービス

CampusGuide
P.11,15,36,37

キャンパスライフエンジン 総合情報センター
ホームページホームページ

～学生生活の情報～
・Ｗｅｂ履修登録
・休講情報
・個人連絡 など

～コンピュータ利用のための情報～





さまざまなサービスさ ざ な
パソコンの豊富なソフトウェア

詳細はホームページの「授業について」ー「コンピュータ室情報」

「号館 を選択し 「 ンピ タ室名 を選択「号館」を選択し、「コンピュータ室名」を選択

「ソフトウェア」を選択するとソフトウェア別に確認可能

共通ソフト(Office) 言語ソフト グラフィックソフト

•Word
•Excel

•Visual BASIC
•Visual C++
Delphi

•Photoshop
•Illustrator
Flash•PowerPoint

•Access

•Delphi
•Visual FORTRAN
•Java

•Flash
•Paint Shop PRO
•AfterEffects 他他

CADソフト 専門ソフト

•AutoCAD
•Form Z

•Mathematica（数学支援統合ソフト）
•MATLAB（数値計算・モデリング）
SPSS（汎用統計計算パ ケ ジ）•Form Z

•PRO/ENGINEER
•SPSS（汎用統計計算パッケージ）
•Marc（構造解析）
•MD NASTRAN(汎用構造解析ソフト）他 他



さまざまなサービスさ ざ な
プリンタの利用

パソコンで印刷操作をした後に、実際の印刷
をさせるためにプリンタでの操作が必要

１学期４００ポイント１学期４００ポイント
モノクロ１枚１ポイント、カラー１枚２ポイント

ホ ム ジ 「サポ ト情報ホームページの「サポート情報」
ー「プリンタの利用について」
ー「印刷枚数の管理について」参照



２．サービスの利用
グ 名とパ ド C G idログイン名とパスワード CampusGuide

P.10

ログイン名 ＋ パスワード
口座番号 ＋ 暗証番号口座番号 ＋ 暗証番号

銀行の現金自動預払機

パスワ ド

学生証番号（小文字）
任意の文字列

他人に分かりにくく＋

ログイン名 パスワード

学生証番号（小文字）
例）学生証番号：9ABB1199
→ログイン名：9abb1199

他人に分かりにくく、
自分にとっては
忘れないもの!!

＋

グイ 名

変更不可

忘れないもの!!

変更可能



C G id
ログイン名とパスワード

CampusGuide
P.10

初期パスワードについて
例 受験番号

(左づめで記入)
例：受験番号 123456

誕生日 4月10日の場合

受験番号
６桁または７桁

1 ２ 3      4     5     ６

誕生日
桁

0 4 1 0
(月日) 4桁

パスワ ド

0     4     1     0

0 4 1 0 4 5 ６パスワード 0     4     1     0 4     5     ６



学内における利用
CampusGuide

「いつ」「どこで」？
CampusGuide
P.36左下
（Campus Map参照）

１号館コンピューター室
(Ｂ翼２階)１０号館コンピューター室

(２階)

１１号館

４号館
１号館

１４号館

３号館

２号館

(２階) １号館

野外音楽堂

総合グランド
野球場１３号館

北門

１０号館

８号館

１５号館

３号館コンピューター室
(地下１階、１階)

５号館コンピューター室
(２階)

テニスコート

ラグビー場
陸上競技場 サッカー場

１棟総合体育館

５号館 Ｅ館 Ａ館

１７号館

カフェテラ
ス

E館コンピューター室
(１階)

湘南校舎内：９箇所６棟

号館 ピ タ 室

２棟

６号館

７号館
Ｇ館

Ｃ館

１６号館

Ｆ館 Ｂ館 １２号館コンピューター室
(３階、４階)コムスクエア

ＲＥＦＲＥ 湘南校舎内：９箇所
設置台数：約２０００台
授業時間外は個人利用可
サ ビス時間は朝９時から

７号館コンピューター室
(３階)

武道館Ｋ館 Ｊ館

南門 １２号館Ｈ館 Ｄ館９号館

６号館コンピューター室
(Ａ棟１階)

１６号館コンピューター室
(４階)

サービス時間は朝９時から
夜１０時まで（最長）



学内における利用
C G id

「いつ」「どこで」？
CampusGuide

P.36左

確認方法確認方法

携帯電話携帯電話

総合情報センターホームページ
「サービス時間」 表示パネル



３．キャンパスライフ
エンジン

CampusGuide
P 15左上

キ ンパスライフ ンジンとは

エンジン P.15左上

キャンパスライフエンジンとは

学生向けの情報の提供をインターネットを
通じて行う情報サービス通 行う情報

大学からの連絡の手段に利用されるため、
定期的に確認すること定期的に確認すること

パソコンだけでなく、携帯電話からの利用
も可能

利用可能時間はAM6：30～翌AM3：00利用可能時間はAM6：30～翌AM3：00



アクセス方法その１
CampusGuide

P 36⑤アクセス方法その１ P.36⑤

学内（コンピュータ室）のパソコンから学内（コンピュ タ室）のパソコンから
のアクセス方法

総合情報センターホームページ右上
「キャンパスライフエンジン」をクリック「キャンパスライフエンジン」をクリック



アクセス方法その１
CampusGuide

P 36⑤アクセス方法その１ P.36⑤

左上の「キャンパスライフエンジン認証ページへ」左上の キャンパスライフエンジン認証 ジ 」
をクリック

「認証ペ ジ が表示されるので「次 をクリ ク「認証ページ」が表示されるので「次へ」をクリック



アクセス方法その１
CampusGuide

P 15左中アクセス方法その１

「キャンパスライフエンジン」のトップ画面が表示

P.15左中

「キャンパスライフエンジン」のトップ画面が表示
される



CampusGuide
P 11左下 P 36右下アクセス方法その２ P.11左下, P.36右下

学外（自宅など）のパソコンからの

アクセス方法その２

学外（自宅など）のパソコンからの
アクセス方法①

キャンパスライフエンジンのＵＲＬを入力する
http://www.tsc.u-tokai.ac.jp/http://www.tsc.u tokai.ac.jp/

左上の「キャンパスライフエンジン認証ページへ」
をクリ クをクリック



アクセス方法その２
CampusGuide

P 11左下 P 36右下アクセス方法その２

「認証ページ」が表示されるので「次へ」をクリック

P.11左下, P.36右下

認証 ジ」が表示されるので 次 」をクリック

ログイン名とパスワードを入力
ここではログイン名の前に「 k i¥ を付けるここではログイン名の前に「tokai¥」を付ける



アクセス方法その２
CampusGuide

P 11左下

学外（自宅など）のパソコンからの

アクセス方法その２ P.11左下

学外（自宅など）のパソコンからの
アクセス方法②

東海大学のオフィシャルサイトを表示する
http://www.u-tokai.ac.jp/http://www.u tokai.ac.jp/

左の「在学生の皆様」をクリック



アクセス方法その３
CampusGuide

P 11右下アクセス方法その３ P.11右下

携帯電話からのアクセス方法携帯電話からのアクセス方法
携帯版キャンパスライフエンジンのＵＲＬを入力
http://www.tsc.u-tokai.ac.jp/k/

※パソコン版のURLとは異なります
※パソコン版のパスワードとは異なります※パソコン版のパスワ ドとは異なります
※パスワードはキャンパスライフエンジンの

伝言機能（後述）によって通知しています伝言機能（後述）によって通知しています



アクセス方法その３アクセス方法その３



キャンパスライフエンジン
の主な機能

CampusGuide
P 15左中の主な機能 P.15左中



機能１
メ セ ジ確認

CampusGuide
P.11上の1

メッセージ確認

大学からの自分宛のメッセ ジを確認できる

P.15右上表の１

大学からの自分宛のメッセージを確認できる

画面左側の「メッセージ受信一覧」をクリック



機能１
メ セ ジ確認

CampusGuide
P.11上の1

メッセージ確認 P.15右上表の１

メッセージは６種メッセ ジは６種
伝言

休講情報

講義連絡

時間割変更情報

お知らせ

補講情報休講情報 時間割変更情報補講情報



機能２
メ セ ジ転送設定

CampusGuide
P.11上の２

メッセージ転送設定

自分が普段利用しているメ ルアドレスを

P.15右上表の２

自分が普段利用しているメールアドレスを
登録すると、大学からの自分宛のメッセージを
メ 受信 きるメールで受信できる

大学から付与されたアドレスが初期設定済み、大学から付与されたアドレスが初期設定済み、
変更可能

携帯電話のメ ルアドレスも登録可能携帯電話のメールアドレスも登録可能



機能２
メ セ ジ転送設定

CampusGuide
P.11上の２

メッセージ転送設定 P.15右上表の２

画面左側の「メッセ ジ転送設定」をクリック画面左側の「メッセージ転送設定」をクリック

0bbb1199@mail.tokai-u.jp



補足 大学から付与される
メ ルアドレス

CampusGuide
P 10中段メールアドレス

１０ペ ジ 「計算機利用登録証」の

P.10中段

１０ページ 「計算機利用登録証」の
「メールアドレス」があなたに付与されたアドレス

メールサーバのファイル上限（容量）は２００MB

ファイル上限を超えるとメールが受け取れないファイル上限を超えるとメ ルが受け取れない
不要なメールは削除すること



補足 大学から付与される
メ ルアドレス

CampusGuide
P 36⑥ P 37右上メールアドレス

付与されたメ ルアドレス宛のメ ルの確認は

P.36⑥, P.37右上

付与されたメールアドレス宛のメールの確認は
総合情報センターホームページの「Webメール」
をクリ クをクリック



機能３ ４
CampusGuide
P 11上の３ ４機能３、４ P.11上の３, ４

P.15右上表の３，４

各デ タベ ス検索各データベース検索
「シラバス情報（授業内容）」「図書館情報」
「授業 ケ ト情報 など デ タベ 検索「授業アンケート情報」などのデータベース検索
ができる

キャビネット検索キャビネット検索
申請書など、大学が発行している書式類をダウ
ンロ ドできるンロードできる



CampusGuide
P.11右上

機能５
MY時間割

右
P.15左中段

自分が履修している時間割を確認できる

MY時間割

自分が履修している時間割を確認できる

Web履修登録の内容は、
登録した日の翌日以降に反映される



CampusGuide
P.11右上

機能６
教務掲示 覧

右
P.15左中段教務掲示一覧

履修している授業に関係なく 全ての教務情報履修している授業に関係なく、全ての教務情報
（休講情報、補講情報、時間割変更情報）を
検索 きる検索できる

履修登録前はここから
教務情報の確認が可能

トップ画面のトップ画面の
「休講・補講・時間割変更」
は自分が履修しているは自分が履修して る
授業の教務情報のみ
表示される表示される



操作手引書 問い合わせ先操作手引書、問い合わせ先

操作手引書操作手引書
トップ画面左下「操作手引書」メニュー

問い合せ先問い合せ先

授業・履修についての相談・質問は
教務課の各分室へ教務課の各分室へ

コンピュータの操作方法については
総合情報センター窓口へ



C G id
４．利用における注意事項

CampusGuide
P.37右

インターネットと犯罪
・ログイン名の不正使用
・名誉毀損 誹謗中傷・名誉毀損 誹謗中傷
・著作権の侵害
営業行為・営業行為

コンピュータウィルスコンピュ タウィルス
・自己管理・自己防衛（自宅等のコンピュータ）

加害者になってはならない！加害者になってはならない！
被害にあったらすぐに報告！



利用における注意事項（２）

ファイル共有ソフトファイル共有ソフト
・学内での利用は禁止

脅威
音楽デ タなどが違法に共有されている・音楽データなどが違法に共有されている

・知らないうちに自分のファイルが公開されてしまう

実例実例
・学内でファイル共有ソフトを利用して音楽データを共有学内 ァイル共有ソ を利用し 音楽デ タを共有

JASRACより指摘を受け利用者を特定
懲戒委員会で停学処分



利用における注意事項（３）

マナー・モラルマナ モラル
「インターネットを利用する方のための
ルール＆マナー集」

ルール
ナ 集」

「総合情報センタ の利用における遵守事項」「総合情報センターの利用における遵守事項」
「東海大学学則」

法律
法律

大学での利用は
研究・教育目的

コンピュータ室は
飲食禁止法律
ゲーム等禁止



総合情報センター

おわり

本日のスライドは本日のスライドは
総合情報センターホームページの総合情報センタ ホ ムペ ジの
お知らせに掲載します
参照してください


