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ログイン  

 

１.メニュー  

 

学籍番号とパスワードでロ

グインします。  

メインメニューです。  
 
今日の講義があれば、「今日

のスケジュール」の欄にスケ

ジュールが表示されます。  
 
また、お知らせがあれば、「お

知らせ」の欄にお知らせのカ

テゴリが表示されます。  
 



２.今日のスケジュール 
２-１ .今日のスケジュール 

 
２-２ .日付の変更 

 
  

スケジュールには、休講、教

室変更、補講の情報も併せて

表示します。  
 
講義をクリックすると講義

の詳細が表示されます。  
表示される内容については、 
次々節を参照ください。  

＜前日、今日、翌日＞、ある

いはカレンダーで日付を変

更することが可能です。  



２-３ .講義の詳細  
 

 
 

 
 

前々節で選択した講義に関

する状況を表示します。  
その日の講義に関係してい

る情報が表示されます。  
 
課題、アンケートについて

は、後述のお知らせの機能へ

連動します。  
 
クリッカーについては、後述

のクリッカー一覧の機能へ

連動します。  
  [スケジュール一覧 ]の画面に

ついては次節を参照くださ

い。  
 
[全スケジュールの内容 ]で、

現在までの全ての状況が一

覧表示されます。  



２-４ .講義スケジュール一覧  

 

  

選択した講義のスケジュー

ルを出欠、開講状況を合わせ

て表示します。  
 
１つの日程を選択するとそ

の日の詳細画面が表示され

ます。表示内容は前節の画面

と同じです。  



３.お知らせ 

 

  

お知らせのカテゴリを選択

すると届いているお知らせ

の一覧が表示されます。  
 
一覧からお知らせを選択す

るとお知らせの内容が表示

されます。  
 
添付ファイルがあるときは、

お知らせの下にファイル名

が表示され、選択するとファ

イルが表示されます。  



４.履修支援サービス 

  

履修支援サービスのメニュ

ー内容です。  



４-１ .クリッカー一覧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

先生から出題されているク

リッカーが表示され、回答が

できます。  
 
また、他の履修者の回答も集

計値で見ることができます。 



４-２ .シラバス照会  
所属している学部学科のシ

ラバスを照会できます。  



４-３ .シラバス閲覧  

所属している学部学科以外

のシラバスを検索し、閲覧す

ることができます。  



４-４ .Ｍｙ時間割  

 
 

 

履修している講義のスケジ

ュールを見ることができま

す。休講、教室変更、補講の

情報も表示されます。  
１つの講義を選択すると、そ

の日の講義の詳細画面（前

述）が表示されます。  



４-５ .休講･教室変更･補講  

 
４-６ .出席状況 

 

休講、教室変更、補講の情報

を一覧表示します。  

講義ごとの出欠状況を表示

します。  



４-７ .成績状況  

 
  

成績情報を表示します。  
分類ごとに、取得単位数等詳

細を確認できます。  



４-８ .課題･レポート提出  

 
 
  

課題･レポートを添付ファイ

ルとして提出できます。  
    



５.大学生活支援サービス 
５-１ .教室利用状況  

 

 

  

教室の利用状況を、時限別、

曜日別、建物別から確認でき

ます。  
  



６.就活支援サービス 
６-１ .取得資格情報  

 
 
 
  

取得した資格情報の確認が

できます。  
  



６-２ .My 就活管理  

  

就活状況を確認できます。  
 
企業エントリーの新規作成、

修正及び削除ができます。  
必要項目を入力し、保存しま

す。  
              
就活スケジュールでは、企業

エントリーと合同説明会の

スケジュールを確認できま

す。  
 



６-３ .求職登録  

  

求職登録ができます。  
  

登 録 内 容 を 求 職 カ ー ド

(PDF)で確認できます。  
  



６-４ .松本大学求人 NAVI 

 
 
  

「松本大学求人 NAVI」へ移

動できます。  
  



７.その他の機能 
７-１ .授業評価アンケート 

 
 
  

授業評価アンケートを入力

するためのサイトへ、ログイ

ンできます。  
  



８.個人設定変更 
８-１ .パスワード変更 

 

パスワードの変更ができま

す。  
  


