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１．ネットワークの利用について 

（１）大学で利用するアカウント 

アカウントとは、大学のコンピュータやネットワークを利用する際に必要なＩＤのことです。 

入学時に発行されるアカウントのことを『学内ポータルアカウント』と呼び、卒業まで使用します。ＩＤとパスワードが

セットになっており、ＩＤは学籍番号(8桁)、パスワードは大学が予め初期設定を行ったものを配布します。 

『学内ポータルアカウント』は、学生一人ひとりが利用できる個人のページ（学内ポータル）を見るためのアカウントで

す。「学内ポータル」は、個々の大学生活に必要な情報を閲覧したり、公欠届けなどの申請を行うことができます。 

『学内ポータルアカウント』はその他に、学内のパソコンを利用する際に行う「ネットワーク認証」や、在学証明書など

を発行する「証明書自動発行機」にも使用します。 

 

 

①アカウント使用上の注意 

『学内ポータルアカウント』で利用するパスワードは、本人を確認する大切な情報です。配布当初は大学にて初期設定

を行っています。第三者に不正に使用されない為に、アカウント受取後は速やかにパスワードを変更してください。さら

に、個人情報漏洩を防ぐためにも定期的に変更を行ってください。 

なお、変更の際は名前や誕生日など個人情報と関係のない文字や記号と英数字を組み合わせた文字を使用し、予測され

にくいものを設定してください。 

 

※パスワードとして使用できる文字は、次の通りです。 
英数字（0-9 A-Z a-z）  

 記号 ! # $ % ( ) = ~ | ? } * + { - ^ @ [ ] : . ,  
 

パスワードは他人と絶対に共有しないでください。他人が不正利用した場合、アカウント所有者に責任が問われます。 

 

 

②パスワード の再発行 

パスワードを亡失した場合は、担当窓口において学生証を提示し、申請書に必要事項を記入の上、再発行納入票を添え

て申請をしてください。再発行手数料は500円です。 

 

○学内ポータルパスワードの再発行 

申 請 先：教務課（５号館１Ｆ）又は情報センター課（８号館６Ｆ） 

手 数 料：アカウント再発行手数料 事務用（500円） 

             手数料は、証明書自動発行機を利用し納入してください。 

 

http://e-words.jp/w/E382B3E383B3E38394E383A5E383BCE382BF.html
http://e-words.jp/w/E3838DE38383E38388E383AFE383BCE382AF.html
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（２）学内に設置されているパソコンの利用方法 

①ネットワークログイン 

学内の学生用パソコンを使用する際には、「松山大学ネットワークログイン」を行う必要があります。 

松山大学ネットワークログインには、『学内ポータルアカウント(学籍番号と学内ポータルパスワード)』が必要です。 

 

 「   (Internet Explorer)」をダブルクリックすると次の画面が表示されます。 

 

 

 

以下のようなセキュリティ警告は、「いいえ」で答えてください。 

 

 

 

 

 学籍番号・学内ポータルパスワードを

入力し、Login ボタンをクリックしま

す。 
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「松山大学イントラネット」の画面が出ます。 

 

  

 

②ネットワークログアウト 

ＰＣの利用を終了する際は、下記の要領でログアウトしてください。 

ログアウトを忘れ、別のユーザーに不正利用された場合の責任は、ログアウトをしなかったユーザーに問われます。必ず

ログアウト後退出してください。 

 

 

 

 

（３）学外からの学内ポータルへの接続について 

学外からの学内ポータルへの接続方法については、情報センター課(8号館6階)へお問い合わせください。 

「⑤ＮＷログアウト」をクリッ

クします。 
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２.学内ポータルの利用方法 

学内ポータルを使用する際には、学内ポータルへのログインが必要です。 

学内ポータルへのログインには『学内ポータルアカウント(学籍番号と学内ポータルパスワード)』用パスワードを使用し

ます。 

Web履修登録や成績確認、休講補講情報など、学生生活に必要なメニューが利用できます。 

 

（１）学内ポータルログイン 

ネットワークログイン(P.3参照)を行った後、松山大学イントラネットメニューの「①学内ポータ 

ル」を選択します。 

 

  

 

学内ポータルログイン画面が表示されます。 

 

学籍番号・学内ポータルパスワード

を入力し、ログインボタンをクリッ

クします。 
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[ログイン後の画面] 

 

個人を指定した(学生呼び出し等)

際の掲示板です。  

学生に関する学内情報を全学生対象に掲示する掲

示板です。 

 

                               
左記、赤枠内が教務課が提供している学生用のメニューです。 

次ページより、これらのメニューについての使用方法について説明

します。 

 

【学内ポータルの利用に関する注意点】 

 学内ポータルを利用する際には、ブラウザの「戻る」機能を使用し

ないでください。前ページに戻る場合は、必ず、ポータル画面上にあ

る「戻る」ボタンで戻ってください。 

教職・司書・司書教諭課程を履修し

ている学生が利用するメニューで

す。利用方法については、対象者に

ガイダンスで周知します。 

インターンシップを希望している

学生が利用するメニューです。利用

方法については、対象者にガイダン

スで周知します。 

利用を終了する場合は、「ログアウト」

ボタンにて、必ずログアウト行い、ブ

ラウザの「閉じる(×)」ボタンで終了

しないようにしてください。 
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（２）学生基本情報照会及び変更申請 

■学生基本情報照会 

大学で登録されている基本情報が確認できます。 

情報が変更になった場合は、この画面で修正を速やかに行ってください。修正できる箇所は、下記の赤枠内のみです。

それ以外の箇所が変更になった場合は、教務課カウンターへ来てください。 

「サークル状況」については学生課カウンターでの受付となります。 

 

 【操作手順】 

  ①学生基本情報変更申請を選択します。 

 

変更がある場合、「選択」ボタンをクリ

ックしてください。 

基本情報を印刷したい場合、「選択」ボ

タンをクリックしてください。 
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②現住所、E-mailの欄は、常に最新の状態にしてください。父母住所についても同様です。父母住所については、入学

時のみ履修期間中に本人の修正が可能です。入学時の履修期間中に必ず正しい情報へ修正してください。それ以外では

教務課での修正になりますので、変更が発生したら速やかに教務課カウンターまで申し出てください。 

 

 

  修正後は、「確定」ボタンをクリックしてください。 

  確認画面が表示されます。 
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  ③内容を確認して「確認」ボタンを押してください。 
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（３）シラバス・時間割 

■授業時間割閲覧 

  検索条件に該当する授業を、一覧で照会できます。 

 

【操作手順】 

①検索したい条件を入力し、検索を行います。 

  下記の例は、「前期・月曜日・１時限」で検索をかけた場合の例です。 

 

 

②検索条件に合った科目が一覧で表示されます。 

 

右項目のい

ずれか、もし

くは、複数条

件でも検索

可能です。 

 

検索ボタンをクリックして

ください。指定した条件で検

索が行われます。 

集中講義の一覧が表示され

ます。 

その他の講義(卒業論文等)

の一覧が表示されます。 

検索結果が複数ページに渡る場合に表

示されます。 

ページ番号をクリックすることにより、

そのページへジャンプすることができ

ます。 

 
科目名をクリックすると、その科目の

シラバスを見ることができます。 
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■シラバス照会 

  当該年度及び過去2年分のシラバスを照会することができます。 

 

【操作手順】 

  ①検索したい条件を入力し、検索を行います。 

  下記の例は、「大学」の「共通教育」で検索をかけた場合の例です。 

 

 

②検索条件に合った科目が一覧で表示されます。 

 

右項目のいず

れか、もしく

は、複数条件で

も検索可能で

す。 

検索ボタンをクリックし

てください。指定した条

件で検索が行われます。 

検索結果が複数ページに渡る場合に表示されま

す。 

ページ番号をクリックすることにより、そのペ

ージへジャンプすることができます。 

照会したい科目の

「選択」ボタンをク

リックします。 
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③選択した科目のシラバスが表示されます。 

 

 ································ 中  略  ·································  

   

「印刷」をクリックすることにより、シラバ

スの印刷ができます。 
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 ■講義変更情報参照 

  休講・補講・教室変更情報が確認できるメニューです。 

 

【操作手順】 

 ①検索したい情報を入力し、検索します。 

  下記の例は、「大学」の「2007年6月18日以降に行われる補講」で検索をかけた場合の例です。 

 

②検索条件に合った変更情報が一覧で表示されます。 

 

右項目のいず

れか、もしく

は、複数条件で

も検索可能で

す。 

検索ボタンをクリックし

てください。指定した条

件で検索が行われます。 

検索結果が複数ペ

ージに渡る場合に

表示されます。 

ページ番号をクリ

ックすることによ

り、そのページへジ

ャンプすることが

できます。 

 

取消線が付いている

科目は、一旦登録さ

れた後に、取消をさ

れた科目です。 

「注記」ボタンをクリックすると、

学生向けの注記を表示します。 
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（４）履修登録 

■修得情報照会 

 現在修得している単位数や成績を確認することができるメニューです。 

 

【操作方法】 

①現在の修得単位数及び履修単位数が分野ごとに表示されます。 

 成績内容の詳細を知りたい場合は「修得科目情報を照会する」をクリックしてください。 

 

 ································ 中  略  ·································  

 

  ③修得科目情報の照会画面です。 

単位修得状況を照会したい場合は、「単位修得状況を照会する」をクリックしてください。 

 

修得情報(S・A・B・C・X)の評価詳細

が確認できます。 

クリックすると、単位修得状況の

画面に戻ります・ 
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■履修可能科目リスト 

 履修可能科目リストは、当該年度に履修可能な科目を確認できるメニューです。検索条件による絞込み機能があります

ので、自分が必要な科目情報がすぐにわかります。履修を決める際に活用してください。 

 

【操作手順】 

①学内ポータルメニューの「履修登録」－「履修可能科目リスト」をクリックしてください。 

②次のような画面が開きます。 

 

 
 

 

 

 

 

絞込みを行っていない場合は、その年度に

履修可能な科目の全てが、下記の一覧に表

示されています。 

自分が検索したい条件を設定し、検索ボタ

ンをクリックすることにより、条件にあっ

た科目が、下記の一覧に表示されます。 

2007 
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③一覧の見方 

    ○「科目区分」・・・修得情報照会の科目区分と同じ項目で絞込みができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ○「決定」 

       職員登録科目の場合、決定の箇所に「○」が入ります。また、予備登録科目で抽選の結果、履修許可となっ

た科目に対しても「○」が入ります。 

      「○」が入った科目の履修変更はできません。 

 

     ○「履修方法」 

     ・一般科目・・・履修登録期間に「web履修届」メニューから登録できる科目です。 

・予備登録科目・・・予備登録期間に「予備登録 web申込」メニューから登録できる科目です。予備登録期

間終了後、抽選によって履修できるかどうかが決まります。また、一度決定した後の

履修変更はできません。 

・職員登録科目・・・職員が登録する科目です。主に必修科目は、職員登録科目となります。職員登録科目

も履修変更はできません。 

ここの部分と

同じ項目で検

索できます。 



 17 

■Web履修届 

  年度初めに行う履修を登録するメニューです。 

  予備登録web申込後、抽選結果を確認するときにも利用します。 

  また、履修申請期間中以外にメニューを開くと、「履修状態確認画面」が開きます。 

 

【操作手順】 

  ①「Web履修届」メニューをクリックすると、学生基本情報の登録画面がでます。 

   学生基本情報に不備があると、Web 履修届の画面がでません。内容をよく確認して「確定」ボタンをクリックしてく

ださい。保護者住所については、入学時の履修登録期間中のみ変更が可能です。それ以外で変更が発生した場合は、

教務課へ申し出てください。 
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②再度内容を確認して「確認」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 確認ボタンをクリックすると、履修申請画面に変わります。 

 内容を修正したい場合は、「戻る」で学生基本情報登録に戻ってください。 
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③「注意事項」を確認し、登録したい曜日時限の「選択」の文字をクリックします。 

 

 

  ④選択した曜日時限の中で、履修可能な科目が表示されますので、履修したい科目を選択欄にて選択し、「申請」ボタン

をクリックしてください。 

 

登録前に必ず読んでく

ださい。 

登録したい曜日時限の「選択」

の文字をクリックします。 

必修科目やクラス指定

科目等は、教務課によ

り事前登録されていま

す。 

クリックすることによ

り、「後期」「集中・その

他」の申請画面へジャン

プします。 
履修登録している単位数が

表示されています。 
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  ⑤選択した科目が、最初の画面に表示されます。以上の手順で、履修登録を行います。 

履修したい全ての科目を選択したら「確認画面へ」ボタンをクリックして、確認を行ってください。 

 

 

 ⑥確認が終了したら、「確定」ボタンを押して、履修を確定してください。確定した内容は、G mailに送信されます。 

 

 

 ································ 中  略  ·································  
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 ⑦確定ボタンをクリックすると、履修申請完了画面に変わります。 

画面上にある「こちら」をクリックしてG mailにログインしてください。 

Gmailに送信された内容は、P26を参照してください。 
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◇◇一度選択した科目を削除・修正したい場合 

  ①修正したい曜日時限の「選択」の文字をクリックします。 

 

 

  ②現在選択している科目のチェックをはずし、必要な修正を行った後、「申請」ボタンをクリックします。 

 

◇◇履修エラーが発生した場合 

  履修エラーが発生した場合、下記のような画面が表示されます。エラーの種類としては、次のものがあります。 

   1．時間割重複エラー 2．同一科目重複履修エラー 3．前提科目エラー 4．履修単位数制限エラー 

  エラーが解除できるまで申請は完了しませんので注意してください。 

 

削除：チェックをはずします。 

修正：チェックをはずした後、別

の科目にチェックを入れます。 

時間割重複エラーが発生した例です。

「◇◇一度選択した科目を削除・修正

したい場合」の方法にて、エラーの修

正を行ってください。 
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 ■予備登録 web申込 

  予備登録が必要な科目について、予備登録期間中に申請を行うメニューです。 

 

【操作方法】 

  ①予備登録したい科目を決定し、該当する曜日時限の「選択」の文字クリックします。 

 

 

  ②選択された曜日時限の予備登録科目が表示されます。 

 

 ③申請した予備登録科目が「申請中」として表示されます。修正削除の方法は、履修申請の際と同じです。 

 

申請したい予備登録科目の曜日時限

の「選択」の文字をクリックします。 

申請したい科目にチェックを

入れ、「申請」ボタンをクリッ

クします。 

申請したい科目にチェックを

入れ、「申請」ボタンをクリッ

クします。 

全ての予備登録申請

が終わったら、「確認

画面へ」ボタンをクリ

ックしてください。 

後期・集中・その他の科目に

ついても忘れずに！！ 
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  ④内容を確認して、「確定」ボタンをクリックしてください。 

 

 ································ 中  略  ·································  

 

 

  ⑤「確定」ボタンをクリックすると、「予備登録履修申請【確定】」画面が表示されます。確定した内容は、Gmailに

送信されます。Gmailに送信された内容は、P26を参照してください。 
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 ■web履修確認 

  登録された履修を確認できるメニューです。年間を通じて確認できますので、自分の履修している科目や教室が分から

なくなった場合に利用してください。ただし、履修期間中など一時、使用できない時期もありますのでご注意ください。 

 

 

 ································ 中  略  ·································  

 
 

「印刷」ボタンをクリックすると、履

修情報を印刷することができます。 

末尾には、科目区分毎の履修単位数が確認できます。 
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 ■Gmail 

履修確定した内容は、G mailに送信されます。Gmailのアドレスは、「学籍番号@g.matsuyama-u.ac.jp」です。送信され

た詳細画面です。

差出人: 松山大学 <example@matsuyama-u.jp>
宛　先: 文京花子 <12159999@matsuyama-u.jp>
件　名: [12159999] 履修登録が完了しました
次の内容の通り履修申請が完了しました。

※本メールにお心当たりのない方は破棄して頂きますようにお願いします。
※本メールは松山大学のシステムから自動送信しておりますのでご返信頂けません。
※本メールに関するお問い合わせは教務課までご連絡ください。
※履修の確定情報は「web履修確認」メニューから確認してください。
※「web履修確認」の使用開始日は学内ポータル掲示板に掲載しています。
※正しく表示されない文字が含まれる場合は「web履修確認」から確認してください。
※科目名後の()の中の数字はクラス番号です。

----------
前期時間割

木曜
3時限

ハングルコミュニケーションⅢ (02)
姜　英淑 (KANG,Youngsuk)

----------
後期時間割

月曜
1時限

ミクロ経済学入門 (01)
熊谷　太郎 (KUMAGAI,Taro)

2時限
歴史I (01)
岡田　利文 (OKADA,Toshifumi)

木曜
3時限

ハングルコミュニケーションⅢ (02)
姜　英淑 (KANG,Youngsuk)

----------
その他・集中時間割

共通教育特殊講義 ファシリテーション能力養成講座 (02)
熊谷　太郎

----------
登録算入単位数 : 40
年間履修単位数 : 48
教職単位数     : 0
司書単位数     : 0
----------
<科目区分別単位数>
人文科学関係  : 4
社会科学関係  : 2
自然科学関係  : 10
総合関係必修  : 2
1年次基礎     : 4
基礎選択必修  : 4
健康生活      : 2
スポーツ科学  : 2
基礎教育必修  : 2
専門共通必修  : 6
専門共通選択  : 2

 

差出人：松山大学<example@g.matsuyama-u.ac.jp> 
宛出先：文京花子<12159999@g.matsuyama-u.ac.jp> 
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（５）試験情報 

 

 

 ················································· 中  略 ················································  

 

 

・試験時間割 web照会 

 自分が履修している科目の試験実施要領や試験時間割を確認することができます。 

履修している科目のみが表示されるので、科目を探す手間がかかりません。 

 

・試験実施要領 web照会 

 科目名等で試験の実施要領を検索・確認することができます。 

 「科目を限定して探したい」、「来年度履修する際の参考に見ておきたい」などに利用してください。 

 検索後の詳細情報は、「試験時間割web照会」と同じものが参照できますので、ここでの説明は省略します。 

試験に関する情報は、 

ここから確認することが

できます。 
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■試験時間割 web照会・試験実施要領 web照会 

（１）「試験時間割web照会」メニューをクリックすると、以下の画面が表示されます。 

   ここに表示されている科目は、自分が現在履修している科目のうち、試験を実施する科目が表示されています。 

   試験が実施されない科目（レポート評価等）は表示されません。試験が実施されない場合の評価方法は、

授業内で科目担当者から周知されます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

（２）試験実施要領の詳細画面です。 

「試験実施要領web照会」にて科目ごとの検索を行った後に表示される画面もこれと同じです。 

 

科目名をクリックすると、実

施要領の詳細が表示されま

す。 

 

「試験」 

複数の監督者により試験を実施します。授業の教室とは

違う場所で試験が実施されますので、注意が必要です。 

試験を実施する教室です。 

試験日の1週間前から表示されます。 

試験直前に教室が変更になる場合がありま

すので、一度確認した場合でも、試験前日

には必ず再確認してください。 


