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myFIT 操作マニュアル 

【学生用】 



ログイン・ログアウト

myFIT（WEB学修支援システム）へログインします。 

ログイン・ログアウト

２ 

[大学トップページ] 

① 大学ホームページ（https://www.fit.ac.jp/）

のトップページから画面右上にある三本線の

メニューをクリックします。

② メニューページの【在学生・教職員】をクリ

ックします。

③ 「在学生・教職員」のページの「在学生用シ

ステム」内の項目から、【myFIT（WEB学生支

援システム）】をクリックします。

[myFIT ログイン画面] 

１ 

[在学生・教職員ページ] 

myFIT ログイン画面が表示されます。「シング

ルサインオン」の、［ID］と［Password］を入

力して【ログイン】ボタンを押下します。

※［ID］［Password］に関して不明の際は情報

基盤センターまでご連絡ください。 

または、 

WEBブラウザを起動後、下記URL を直接入力

しmyFIT のログイン画面を開きます 

https://my.fit.ac.jp/ 

myFIT URL アドレス 
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ログイン・ログアウト

ログインされ、myFIT ポータルトップ画面が表

示されます。

４

ログアウトする際は必ず、【ログアウト】ボタン

を押下してログアウトします。

[ポータルトップ] 

３ 

[ポータルトップ/ログアウト] 
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ポータルトップ 

ログインすると、ポータルトップ画面が表示されます。ポータルトップ画面には、学修支援エリア、インフォメーションエ

リア、リンクエリア、メインエリアの 4 つのエリアで構成されています。

ポータルトップ画面構成 

A：ヘッダー 

B：メインメニュー 

－－－－－－－－－－－－－－－ 

C：学修支援エリア 

D：インフォメーションエリア 

E：リンクエリア 

F：スケジュールエリア 

－－－－－－－－－－－－－－－ 

G：月表示エリア 

H：履修授業エリア 

[ポータルトップ] 

[月表示エリア] 

[履修授業エリア] 
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ポータルトップ 

ヘッダー

1.ログインするとヘッダーが表示されます。

イ ［ロゴ］を押下すると、【ポータルトップ】画面を表示します。

ロ 「ログインユーザ名」「前回ログイン日時」が表示されます。

ハ ［setting］を押下すると、【個人設定】画面を表示します。

ニ ［favorite］を押下すると、【個人設定】機能の『お気に入り機能設定』で設定されたメニューがメイン

メニューの下に追加表示されます。

メインメニュー

1.ログインすると、メインメニューが表示されます。

2.［メニューカテゴリー］を押下すると、［メニューカテゴリー］［機能名］が表示されます。

3.［機能名］を押下すると、指定した機能のトップ画面を表示します。

4.機能ヘッダー：各機能の画面で機能ヘッダーが表示されます。

イ 画面名称がパンくずリストとして表示されます。前画面に戻る場合は、［画面名］を押下します。

ロ ［二言語切替］を押下すると、画面の表示言語が日本語→英語（または英語→日本語）に切り替わりま

す。※二言語切替対応の機能のみ表示されます。
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ポータルトップ 

学修支援エリア 

学修支援エリアには、重要タブ、期限ありタブで構成されます。 

イ 『重要』タブ

重要タブには、重要と設定された未読の掲示情報、重要と設定された未回答のアンケート情報が表示され

ます。 

ロ 『期限あり』タブ

期限ありタブには、「申込期限」が設定されている未申込の掲示、「回答期限」が設定された未回答のアン

ケート情報が表示されます。

ハ 補足情報である『作成者』『開始日』『期限』『重要アイコン』『未読アイコン』が表示されます。

インフォメーションエリア

インフォメーションエリアには、掲示の未読件数や、未回答件数が表示されます。

イ 各アイコンを押下することで、対象機能へ遷移します。

ロ 未読情報の数、未回答件数がアイコンの右上に表示されます。 

リンクエリア

リンクエリアは、推奨リンクや【個人設定】機能で設定した『リンク』が表示されます。

6



ポータルトップ 

スケジュールエリア

イ 当日スケジュールに該当する『マイスケジュール』『休日イベント』『時間割情報』『教室予約情報』が、

終日または時間帯別で表示されます。

該当する情報が無い場合は下図のように「予定はありません。」と表示されます。

ロ 【マイスケジュール編集】画面が表示され、マイスケジュールを登録できます。

ハ 【クラスプロファイルトップ】画面が表示され、該当授業の各情報が参照できます。

ニ 授業を対象として配信されている『掲示』、『アンケート』が表示され、押下することで各画面が表示

され、配信内容を確認できます。

ホ 「授業メモ」を入力し、［登録］を押下することで授業のメモとして残すことができます。

（授業メモは１つの授業に対して保存されるため、時間割毎に別のメモを残すことはできません。）

月表示エリア 

イ 『前月』『翌月』に表示を切り替

えることができます。［今月］を

押下することで、今月分のスケ

ジュールに切り替えることがで

きます。

ロ 日付に該当する『マイスケジュ

ール』、『オフィスアワー』、『掲

示情報』、『休日イベント』、『時

間割情報』、『教室予約情報』が

表示されます。

ハ 当日のスケジュールは背景色が変わります。

ニ 空白エリアを押下することで、【マイスケジュール編集】画面が表示され、該当日のマイスケジュール

を登録できます。
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掲示板 

配信された掲示情報を参照します。また配信登録されたメールについての状況を確認します。 

掲示板 

メインメニューより、［掲示板］を選択します。 

２ 

[ポータルトップ] 

４ 

【掲示一覧】画面が表示されます。 

掲示情報が表示されます。 

イ ［←］［→］を押下することで、掲示情報を

切り替えることができます。

ロ ［フラグをつける］を押下することで、［フ

ラグつき］タブの一覧に追加され、［フラグ

をはずす］に切り替わります。

ハ 申し込みが可能な場合は、［申込］が表示さ

れます。押下することで、［申込］が［申込

取消］に切り替わり、申し込みができます。

ただし、定員を超えた場合は申し込みがで

きません。

[掲示一覧] 

確認したい掲示の［件名］を押下します。 

イ ［未読にする］を押下することで、『未読』

タブの一覧に追加され、［既読にする］に切

り替わります。［既読にする］を押下するこ

とで、『既読』タブの一覧に追加され、［未

読にする］に切り替わります。

ロ ［フラグをつける］を押下することで［フ

ラグつき］タブの一覧に追加され、［フラグ

をはずす］に切り替わります。

[掲示一覧] 

１ 

３ 
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学籍情報照会 

ポータル画面より、学籍情報を照会します。 

学籍情報照会 

学生の詳細が表示されます。 

イ ［すべて開く］押下で画面内のすべてのア

コーディオンパネルが開き、［すべて閉じ

る］押下で画面内のすべてのアコーディオ

ンパネルが閉じます。

ロ パネルタイトル押下でアコーディオンパネ

ルが開閉します。

[ポータルトップ] 

メインメニューより、［学生情報］＞[学籍情報

照会]を押下します。

１ 

２ 

[学籍情報照会] 
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学籍情報照会 

ポータル画面より、健康診断情報を照会します。 

健康診断情報照会 

[ポータルトップ] 

メインメニューより、［学生情報］＞[健康診断

情報照会]を押下します。

１ 

『健康診断情報照会』画面が表示されます。 

イ ［すべて開く］押下で画面内のすべてのア

コーディオンパネルが開き、［すべて閉じ

る］押下で画面内のすべてのアコーディオ

ンパネルが閉じます。

２ 

[学籍情報照会画面] 

『健康診断情報照会』は学籍情報照会画面から

もアクセスできます。 

[健康診断情報照会] 
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学籍情報変更申請 

ポータル画面より、学籍情報の変更申請をします。 

学籍情報変更申請 

申請画面が表示されます。 

①［氏名変更届］右の▼を押下し、プルダウン

した一覧から変更したい項目を選択。 

②［表示］押下で画面が切り替わります。

③［変更内容］を記入します。

④ 変更理由を記入します。

記入が終わったら［〇申請内容確認］押下しま

す。 

メインメニューより、［学生情報］＞[学籍情報

変更申請]を押下します。

１ 

２ 

［学籍情報変更申請画面］ 

［学籍情報変更確認画面］ 

申請確認の画面が表示されます。 

内容に誤りがなければ［〇この内容で申請］を

押下します。 

[ポータルトップ] 

３ 
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学籍情報変更申請 

［学籍情報変更最終確認画面］ 

４ 

申請後は、このような画面が表示されます。 

イ 認証状況を確認できます。

［申請中／取下げ／差戻し／承認済］とい

った状況が表示されます。

ロ ［申請取消］を押下することで申請を削除

します。その際は事務局への通知は配信さ

れません。

ハ ［申請取下げ］を押下することで申請を一

旦取り下げ、入力内容を変更して再申請で

きます。また事務局へ通知されます。

※申請後、事務局での情報変更が完了次第、申

請者へメールにて通知されます。 

その後、もう一度確認の画面が出ますので、 

［OK］もしくは［キャンセル］を選択して押下し

ます。 

※［OK］を選択した場合は、申請内容が事務局に

通知され手続きが開始されます。

（申請中） 

（申請中） 
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シラバス照会

ポータル画面より、公開されているシラバスを照会します。 

シラバス照会

２ 

【シラバス検索】画面が表示されます。 

検索項目を入力後［検索］を押下し、検索結果

の一覧から照会するシラバスの［授業科目］を

押下します。 

イ [ふせんを貼った授業一覧］が表示されま

す。押下することで、下図のような【ふせんを

貼った授業一覧画面】が表示されます。

[ポータルトップ] 

メインメニューより、［学修情報・相談］＞[シ

ラバス照会]を押下します。

[シラバス検索]

【シラバス照会】画面が表示されます。 

[シラバス検索/検索結果]

３ 

[シラバス照会]

１ 
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学生時間割表 

ポータル画面より、学生時間割表を照会します。 

学生時間割表 

[ポータルトップ] 

メインメニューより、［学修情報・相談］＞[学

生時間割表]を押下します。

[学生時間割表] 

個人の「学生時間割表」が表示されます。 

イ 表示内容を変更したい場合は［開講年度］

［学期］を変更し[表示]を押下します。

ロ 科目の    アイコンをクリックすると、公

開されているシラバスが参照できます。 

ハ ［PDF］［Excel］を押下することで、学生

時間割表を PDF 出力あるいは Excel 出力し

ます。

１ 

２ 
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出欠状況確認 

個人の各履修授業の出欠状況を確認します。 

出欠状況確認 

メインメニューより、［学修情報・相談］＞[出

欠状況確認]を押下します。

２ 

[ポータルトップ] 

１ 

３ 

[学生出欠状況表（PDF）] 

[出欠状況確認] 

【授業出欠席一覧】画面で［PDF］［Excel］を

押下すると「学生出欠状況表」が出力されます。 

【出欠状況確認】画面が表示されます。 

※出欠情報が登録されている場合、授業の実施

日ごとの学生出欠状況が表示されます。

イ ［PDF］［Excel］を押下することで、学生

出欠状況表を PDF 出力あるいは Excel 出

力します。

ロ 出欠席表示の凡例が表示されます。

ハ 授業実施日と出欠情報が表示されます。
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成績照会 

成績の確認、GPA 推移表、および単位習得状況を確認します。 

[ポータルトップ] 

１ 

画面上部のメニューから「学修情報・相談」＞                

「成績照会」ボタンを押下します。 

【成績照会】画面が表示されます。 

※表示パターンの変更も可能です。

「まとめて表示」または「年度学期別表示」

のどちらかにチェックをいれ、   ボタン

を押下し表示を変更します。

初期設定では「年度学期別」に設定されてい

ます。 

２ 

[成績照会] 

【成績照会】画面で下にスクロールすると、 

GPA 推移表、および単位修得状況を確認できま

す。 

画面右上の「PDF」ボタンを押下すると、成績

一覧表・GPA 推移表・単位修得状況表をまとめ

てダウンロードできます。 

ダウンロードした PDF ファイルは、 

Adobe Reader 等のアプリケーションで印刷す

ることができます。 

[成績照会-GPA 推移表] 

[成績照会-単位修得状況] [成績照会-PDF ファイルのダウンロード] 

３ 

成績照会 
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成績確認表 

学業成績確認表のダウンロードを行います。 

成績確認表 

メインメニューより、［学修情報・相談］＞

[成績確認表]を押下します。

２ 
[ポータルトップ] 

１ 

３ 

[学業成績確認表 ダウンロード画面] 

[成績証明書/ユーザー認証] 

【学業成績確認表 ダウンロード画面】で「ダ

ウンロード一覧」の中から「ダウンロードする

場合はクリックしてください」のリンクを押下

します。

【外部 WEB ページ】と表示されたユーザー認

証画面が表示されます。 

[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、【ログ

イン】ボタンを押下します。

４ 

学業成績確認表が表示されます。 

必要に応じ、   ボタンで帳票を印刷できま

す。 

[学業成績確認表] 

17



教員スケジュール 

ポータル画面より、教員スケジュールを照会します。 

教員スケジュール 

[ポータルトップ] 

メインメニューより、［学修情報・相談］＞[教

員スケジュール]を押下します。

【教員検索】画面より、照会する教員を検索し

ます。 

対象教員の検索条件を指定し、[検索]を押下し

ます。 

[教員スケジュール] 

教員検索/検索結果] 

選択した教員の「教員スケジュール」が表示さ

れます。 

４ 

１ 

[教員検索] 

検索結果の教員一覧が表示されますので、対象

の教員氏名を押下します。 

３ 

２ 
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授業アンケート 

モバイル端末で回答を行う際には、事前にポップアップブロックの

設定を無効にする必要があります。 

主要ブラウザにおける無効化の方法は以下の通りです。 

■Safari (iOS: iPhone・iPad 等)

1. ホーム画面の「設定」アイコンをタップ

2. 設定メニューの「Safari」をタップ

3.「ポップアップブロック」の「オン」の表示を「オフ」に設定

■Android 標準ブラウザ

1. ブラウザを起動し、メニューボタン→設定をタップ

2. 設定メニューの「高度な設定」をタップ

3.「ポップアップウィンドウ」のチェックを外します
[画面一例] 

注 意 

授業アンケートは、PC に加えスマートフォンやタブレット等のモバイル端末からも回答できます。 

[ポータルトップ] 

myFIT にログイン後、メインメニューより、 

[アンケート] > [授業アンケート] > [受講科目

回答・結果参照]を押下します。

モバイル端末の場合

[受講科目回答（モバイル）]を押下します。

こちらの QR コードからもアク

セスできます。

２ 

PC の場合 

[授業アンケート一覧]画面が表示されます。 

[回答 ⇒]ボタンを押下します。 

※一度回答したアンケートを、再回答すること

はできません。

１ 

[授業アンケート一覧（PC）] 

モバイル端末の場合

[授業アンケート一覧]画面が表示されます。 

回答する科目をタップします。 

※一度回答したアンケートを、再回答すること

はできません。

３ 

[授業アンケート一覧（モバイル端末）] 

PC の場合 

モバイル端末の場合

授業アンケート（アンケートに回答する） 

19



授業アンケート 

授業アンケートの集計結果を参照します。 

授業アンケート（集計結果を参照する） 

受講科目の集計結果を参照する場合 

メインメニューより、[アンケート] > [授業アン

ケート] > [受講科目回答・結果参照]を押下しま

す。

１ 

全授業科目の集計結果を参照する場合 

メインメニューより、[アンケート] > [授業アン

ケート] > [集計結果検索]を押下します。

【集計結果検索】画面より、照会する授業を検索

します。 

対象授業の検索条件を入力し、[検索]を押下しま

す。 

※集計結果検索画面でローマ数字が含まれる科

目を検索する場合は、ローマ数字を使用せず、

アルファベットの「I（アイ）」を入力してくだ

さい。 

例）物理学Ⅱ → 物理学 II（「I」を 2 つ入力）

ゼミナールⅠ → ゼミナール I（「I」を 1

つ入力） 

検索結果に表示される科目名をクリックするこ

とで、集計結果を参照できます。 

２ 

[ポータルトップ] 

[ポータルトップ] 

[集計結果検索] 

注 意 

[集計結果検索/検索結果] 
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履修登録 

WEB を利用して、履修したい授業科目を選択し、オンラインで登録することができます。 

履修登録 

[ポータルトップ] 

「履修登録の流れの確認」画面の指示をよく読

み内容を理解したら、右上の「>」を押下し、

履修登録画面を開きます。 

表示された履修登録画面（授業を追加）から履

修する曜日時限の【＋追加】をクリックし「授

業の追加」画面を開きます。 

【＋追加】が表示されていない曜日時限には、

履修可能な授業はありません。 

※集中講義等は除く

２ 

３ 

メインメニューより、［履修］＞[履修登録]を

押下します。

※履修登録期間以外は、メニューの中に【履修】

は表示されていません。

１ 

[履修登録の流れの確認] 

[履修登録] 

[授業の追加／履修登録] 

[授業の追加]画面から履修する授業をチェック

し、【確定】を押下します。 

シラバスを参照する場合は、科目名の右の

をクリックします。
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履修登録 

[授業の追加／履修登録] 

追加した科目が、時間割に表示されているか確

認し、その他の曜日時限も、同様の操作方法で

履修したい科目を追加します。 

選択を変更する場合は で追加した科目を

削除し、新たに科目を追加してください。 

[集中講義・実習／履修登録] 

集中講義および実習の履修登録も、履修登録画

面（授業を追加）から行うことができます。 

履修登録画面（授業を追加）画面で、下へスク

ロールすると、時間割表の下部に「集中講義」

および「実習」が表示されます。

それぞれの欄の【＋追加】を押下し、授業を追

加してください。 

履修科目を全て選択し、【最終確認へ】を押下

し、履修チェックを行います。 

４ 

[最終確認／履修登録] 

チェック機能によって、履修登録することがで

きない科目の場合は、曜日時限がピンク色に表

示されます。

画面上部に表示されるメッセージの内容を確

認し、該当の科目をクリックして履修科目の修

正を行います。 

[エラー表示／履修登録]
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履修登録 

訂正が完了すると、再び【最終確認へ】が表示

されます。 

[提出／履修登録] 

[完了／履修登録] 

「履修登録が完了しました」のメッセージが表

示されていることを確認します。 

右上の「>」をクリックし、学生時間割表を表

示して履修登録結果を確認します。 

履修登録された授業の時間割表が表示されま

す。 

別の開講年度・学期の内容を表示したい場合は

[開講年度学期]で表示したい年度・学期を選択

し、【表示】押下します。 

開講年度学期で「すべて対象」を選択すると、

選択した開講年度の前期と後期の時間割が縦

に並んで表示されます。 

５ 

[学生時間割／履修登録] 

「履修内容にエラーはありません」というメッ

セージが表示されたら、【提出】を押下します。 
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履修登録 

[授業コード入力／履修登録] 

履修登録では、授業コードを直接入力して授業

を登録することもできます。 

履修登録画面で、【授業コードを直接入力】タ

ブから、「授業コード」に履修するコードを入

力し、【追加】を押下します。 

※履修登録の対象となる授業が一覧で表示さ

れます。

学生時間割表を印刷する場合は、［学生時間割

表］画面にて【PDF】または【Excel】を押下

すると、いずれか選択した形式のファイルがダ

ウンロードされます。

ダウンロードしたファイルを開き、アプリケー

ションから印刷を行ってください。

[学生時間割表（ダウンロード）／履修登録] 

[学生時間割表（PDF ファイル例）／履修登録] 

登録した授業が「学生時間割表」に正確に表示

されていたら、履修登録は完了です。 

登録完了後は、必ず利用したブラウザを終了さ

せてください。 

※ブラウザを開いたままで、席を離れると、他

人に情報を変更される恐れがあります。

※定められた履修登録期間内に必ず、履修登録

作業を完了してください。また、履修登録期間

中は何度でも修正が可能です。
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履修登録 

■履修登録エラーリスト

メッセージ 解 説 対応方法 

授業が存在しません 開講されていない授業コードです。 

選択した授業を取り消す。 

履修授業が開講されているか確認しま

しょう。 

カリキュラムにない科目です
あなたのカリキュラムに設定されてい

ない科目は履修できません。 

選択した授業を取り消す。 

再履修科目であれば代替科目表を再度

確認してください。 

同一科目を複数登録しています 同じ科目を複数登録しています。 履修しない授業を取り消す。 

合格済み科目を登録しています 
既に単位を修得している科目は履修で

きません。 

選択した授業を取り消す。 

成績確認表を再度確認してください。 

今期の開講科目ではありません 
今期には開講されていない授業コード

です。 

選択した授業を取り消す。 

履修授業の開講学期を確認しましょ

う。 

履修可能な学年ではありません 上位学年の科目は履修できません。 

選択した授業を取り消す。 

あらかじめ許可された科目であれば、

教務課へ申請してください。 

履修可能な学科ではありません 他学科の科目は履修できません。 

選択した授業を取り消す。 

あらかじめ許可された科目であれば、

教務課へ申請してください。 

履修可能なクラスではありません 他クラスの授業は登録できません。 

選択した授業を取り消す。 

あらかじめ許可された科目であれば、

教務課へ申請してください。 

授業が重複しています 同一曜日、時限に複数登録しています。 履修しない授業を取り消す。 

CAP(49 単位)を超過しました。年間

の履修登録単位数を 49 単位以下に

してください 

年間に履修登録できる単位数を超えて

います。 

履修しない授業を取り消す。 

特別な理由がある場合は、教務課へ申

請してください。 

※登録した授業にエラーメッセージが表示されている場合は、時間割表や自分のカリキュラム、代替科目表をよ

く確認してください。エラーとなる理由が分からない場合は、教務課又は大学院事務室（E 棟 2 階：学生サポー

トセンター内）および、短期大学部事務室（B 棟 5 階）へお越しください。
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クラスプロファイル（ポータル）

ポータルトップ画面のインフォメーションエリアまたはスケジュールエリアよりクラスプロファイルトップ画面へ遷移で

きます。 

◆ B：インフォメーションエリアから遷移する場合

【クラスプロファイル】のアイコンを押下してクラスプロファイルトップ画面へ遷移します。 

◆ D：スケジュールエリアから遷移する場合

表示されているスケジュールの【クラスプロファイル】ボタンを押下してクラスプロファイルトップ画面へ遷移しま

す。 

クラスプロファイルアクセス方法

エリア

A：学修支援エリア  

B：インフォメーションエリア 

C：リンクエリア 

D：スケジュールエリア 

[ポータルトップ] 
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クラスプロファイル（ポータル）

履修授業を指定して、Web Learning の学習機能や、アンケート回答等を利用可能です。 

【クラスプロファイル】を表示します。アイコンまたは機能名から各機能へ遷移します。 

クラスプロファイルメニュー

クラスプロファイルのメニュー一覧が表示されます。

このエリアは他の機能に遷移しても表示されたままとなり、授業を選択した状態で各機能を利用 

することが可能です。 

新着情報がある場合には       が表示されます。 

授業一覧 

履修している授業の一覧が表示されます。 

該当の授業を選択してから、各機能を利用します。 

アイコンエリア

利用できるメニュー一覧が表示されます。 

授業選択後にアイコンを押下することで、各機能へ遷移します。 

アイコンには残り件数が表示され、未提出の件数を確認することができます。

パンくずリスト 

各画面に『戻る』ボタンはありません。前画面には、パンくずリストを利用して戻ることができます。 

クラスプロファイルトップ画面構成

エリア

A：クラスプロファイルメニュー 

B：授業一覧 

C：アイコンエリア 

D：パンくずリスト 

[クラスプロファイルポータルトップ]
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授業資料 

履修登録した授業科目に対して、教員が作成した授業の資料をダウンロードします。 

授業資料 

画面上部のクラスプロファイルメニューから 

「授業資料」を押下します。 

２ 

[クラスプロファイルメニュー]

[ファイル一覧／授業資料]

該当の授業資料名を押下します。 

資料内容を確認し、『添付資料を確認』ボタン

を押下します。 

イ WebNote へのコピーが許可されている場

合『WebNote へコピー』ボタンが表示さ

れ、押下すると資料内容と添付資料を

WebNote へコピーすることができます。

[授業資料一覧] 

１ 

３ 

[授業資料] 

【ファイル一覧】画面が表示されます。 

ボタンを押下し、添付資料をダウンロード

します。 

４ 

ダウンロードしたファイル名が下図のように文字化けしている場合、「名前を付けて保存」する

際に、任意の名前に書き換えて保存してください。 

授業資料ダウンロード時の注意 
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課題提出 

教員から出された課題の内容を確認し、課題の提出を行います。 

課題提出 

画面上部のクラスプロファイルメニューから 

「課題提出」を押下します。 

２ 

[クラスプロファイルメニュー]

[課題提出（Web 提出の場合）] 

【課題一覧】画面で、課題名を押下します。 

他の学生にも公開されている課題の場合は、一

覧の「他の提出者」列の『確認』から他の学生

の提出内容を確認することが可能です。 

教員が登録した課題内容が表示されます。 

添付ファイルがある場合は【添付資料を確認】

ボタンを押下し、ファイルを保存します。 

課題を提出します。 

Web 提出の場合 

提出内容を記入（入力文字数が下部に表示され

ます。）し、『確定』を押下します。 

ファイル提出の場合

添付ファイルを添付し、『確定』を押下します。 

WebNote へのコピーが許可されている場合

『WebNote へコピー』ボタンが表示され、押

下すると資料内容と添付資料をWebNoteへコ

ピーすることができます。 

[課題一覧] 

１ 

３ 

[課題提出（ファイル提出の場合）] 
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課題提出 

[クラスプロファイルメニュー]

[課題提出] 

[課題一覧] 

提出した課題の結果参照 

画面上部のクラスプロファイルメニューから 

「課題提出」を押下します。 

４ 

【課題一覧】画面で、該当の課題の課題名を押

下します。 

５ 

【課題提出】画面が表示されます。 

この画面で課題の採点結果とフィードバック

内容が確認できます。 

６ 
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授業 Q＆A 

学生が、授業に関する質問を授業の担当教員宛に登録することができます。 

教員の返信を受けて再質問するなど、何度もやりとりが可能です。 

授業 Q＆A登録 

画面上部のクラスプロファイルメニューから 

「授業 Q&A 登録」を押下します。 

２ 

[クラスプロファイルメニュー]

[授業 Q&A 登録] 

【授業 Q&A 一覧】画面で、『新規』ボタンを

押下します。 

ＱＡ宛先で①教員選択▼から②該当の教員に

チェックを入れ、タイトルと質問内容を入力し

て『確定』ボタンを押下します。

[QA 宛先]： 

『教員選択』を押下すると、授業担当教員が表

示されますので、質問を行いたい教員を選択し

ます。 

[タイトル]：

QA のタイトルを入力します。

[質問内容]： 

質問内容を登録します。エディタを利用して、

文字装飾やイメージ・動画を挿入することも可

能です。 

[添付ファイル]： 

添付ファイルを設定することができます。 

[授業 Q＆A 一覧] 

１ 

３ 
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プロジェクト 

グループ学習として、ディスカッションへの投稿や課題提出を行います。 

ディスカッションは匿名での投稿も可能です。 

プロジェクト 

画面上部のクラスプロファイルメニューから 

「プロジェクト」を押下します。 

２ 

[クラスプロファイルメニュー]

[チームメンバー一覧]

チームメンバーの確認を行います。

【プロジェクト一覧】画面で、メンバーの『照

会』ボタンを押下します。

自分が所属するチームメンバーや、チームリー

ダー、役割などを確認します。 

１ 

３ 

[プロジェクト一覧] 

ディスカッションへの参加やディスカッショ

ンの新規作成を行います。

【プロジェクト一覧】画面へ戻り、 

ディスカッションの『実施』ボタンを押下しま

す。 

４ 

[プロジェクト一覧] 

【ディスカッション一覧】画面では登録されて

いるディスカッションへの参加と、新規ディス

カッションの登録ができます。

登録されているディスカッションへ参加する

場合 

① 該当のディスカッション名を押下します。

② ディスカッションの内容を確認します。

５ 

[ディスカッション一覧] 

[ディスカッション登録] 
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プロジェクト 

[ディスカッション一覧] 

６ 

[ディスカッション一覧] 

③ 【ディスカッション一覧】画面へ戻り、コ

メントの『参加』ボタンを押下します。

④ すでに登録されているコメントが確認で

き、コメント欄に入力して『確定』ボタン

を押下することで、コメントを発信できま

す。

[氏名]： 

匿名の使用が許可されていない場合は、非活性

となり変更できません。 

匿名の使用が許可されている場合は、「匿名希

望」にチェックを入れると氏名欄を変更できる

ようになります。 

他の学生や教員には入力した氏名がディスカ

ッション上に表示されます。 

[コメント]：

コメントを入力します。

エディタを利用して、文字装飾やイメージ・動

画を挿入することも可能です。

[添付ファイル]： 

添付ファイルを設定することができます。 

[ディスカッションコメント登録] 

ディスカッションを新規作成する場合 

①【ディスカッション一覧】画面より、『新規』

ボタンを押下します。

② 必要項目を入力し、『確定』ボタンを押下し

ます。

自分で作成したディスカッションについては、

【ディスカッション一覧】画面より削除するこ

とができます。 

すでにディスカッションにコメントが登録さ

れていても、ワーニングメッセージが表示され

ますが、削除することが可能です。 

[ディスカッション名]： 

ディスカッション名を入力します。 

[ディスカッション期間]： 

ディスカッションを行う期間を設定します。 

[ディスカッション内容]： 

ディスカッション内容を入力します。エディタ

を利用して、文字装飾やイメージ・動画を挿入

することも可能です。 

[添付ファイル]： 

添付ファイルを設定することができます。 

[匿名使用]： 

ディスカッションを行う際に匿名の使用を許

可する場合は「する」を設定します。 

学生・教員がコメントを入力する際に表示され

る氏名が変更できるようになります。 

「しない」に設定した場合は、コメント時に必

ず氏名が表示されます。 

[ディスカッション登録] 
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プロジェクト 

７ 

課題の確認、提出を行います。 

【プロジェクト一覧】画面へ戻り、 

課題提出の『提出』ボタンを押下します。 

【課題一覧】画面で、該当の課題名を押下しま

す。 

課題内容を確認し、課題を添付または入力して

『確定』ボタンを押下します。 

チーム別提出の場合、課題を提出できるのはチ

ームリーダーの学生のみです。

チームリーダーでない学生の場合、課題内容は

表示されますが、課題提出部分は表示されず、

課題を提出することができません。

[プロジェクト一覧] 

[課題一覧] 

[課題提出] 

[課題一覧] 

[課題提出] 

教員が採点を行うと、結果を確認できるように

なります。 

【課題一覧】画面で、該当の課題名を押下しま

す。 

【課題提出】画面で、フィードバック・採点結

果欄を確認します。 

８ 
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コース学習

授業の目次に従い、動画学習や課題提出、テスト解答などを行います。 

コース学習

画面上部のクラスプロファイルメニューから 

「コース学習」を押下します。 

２ 

[クラスプロファイルメニュー]

該当コースのタブを押下し、設定された学習項

目を確認します。 

学習項目名を押下し、学習を進めます。各回の

進捗率が確認できます。 

学習方法が「順次」に設定されている場合、 

前の目次の学習が終わると次の目次の学習が

行えます。 

各学習項目の操作方法については、各機能の 

マニュアル をご確認ください。

・コンテンツ：「コンテンツ学習（準備中）」

・課題：「課題提出」

・テスト：「テスト解答」

・授業資料：「授業資料」

・クリッカー：「クリッカー回答」

１ 

[コース学習]

35



クリッカー回答

授業に関する簡易アンケートに回答します。他の履修者の回答状況をリアルタイムにグラフで確認可能です。 

クリッカー回答

画面上部のクラスプロファイルメニューから 

「クリッカー」を押下します。 

２ 

[クラスプロファイルメニュー]

【クリッカー一覧】画面で、該当のクリッカー

名を押下します。 

[クリッカー一覧]

１ 

[認証コード入力] 

教員側でクリッカー登録の際『認証コード』を

設定されていた場合、『認証コード』を入力し、

［確定］を押下します。 

認証コードが設定されていない場合は【認証コ

ード入力】画面は表示されず、次の【クリッカ

ー回答】画面が表示されます。 

回答を入力し、『確定』ボタンを押下します。 

『確定』ボタンを押下すると、クリッカー結果

（集計結果）が表示されます。 

３ 

[クリッカー回答]

[円グラフで表示した際の画面イメージ例] [棒グラフで表示した際の画面イメージ例] 

[クリッカー一覧]

【クリッカー一覧】画面から結果の『照会』ボタン

を押下しても結果を確認することもできます。 
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テスト解答

テストに解答します。また、終了したテストの解答例の確認や、他学生の解答を確認することも可能です。

テスト解答

画面上部のクラスプロファイルメニューから 

「テスト」を押下します。 

２ 

[クラスプロファイルメニュー]

【テスト一覧】画面で、該当のテスト名を押下

します。 

テストに回答できるのはテスト期間内ですが、

ステータスが「テスト準備中」はテスト名を押

下することでテストの概要を確認することが

できます。

[テスト一覧]

１ 

『テスト実施』ボタンを押下します。 

※ステータスが「テスト準備中」の場合は『テ

スト実施』ボタンは表示されません。

解答を入力し『次へ』を押下します。 

すべての問題に解答したら『テスト提出』ボタ

ンを押下します。

すべての設問に解答していない状態で『テスト

提出』ボタンを押下した場合、提出を行うかワ

ーニングメッセージが表示されますが、未解答

の問題がある状態でもテストの提出が可能で

す。 

A. 時間表示

教員が設定した時間表示区分によって、「残り

時間」または「経過時間」が表示されます。

テストを一時中断する場合は、『テスト一時保

存』を行ってから

別の画面へ遷移することで、時間計測がストッ

プします。

B. 後で確認

ボタンを押下すると、設問が赤くなり、  マー

クが表示されます。表示を確認し、設問を選択

することで飛ばした問題へ戻ることができま

す。

C. テスト一時保存

提出をせずに、解答内容を一時保存することが

できます。

３ 

[テスト解答]

[テスト実施]

37



テスト解答（テスト結果参照）

テスト期間が終了し、教員が最終点数を入力すると、学生はテストの結果を参照できるようになります。

テスト解答（テスト結果参照）

画面上部のクラスプロファイルメニューから 

「テスト」を押下します。 

２ 

[クラスプロファイルメニュー]

【テスト一覧】画面で、該当のテスト名を押下

します。 

[テスト一覧]

１ 

『結果照会』ボタンを押下します。 

採点結果とフィードバック内容が確認できま

す。 

３ 

[採点結果とフィードバック内容確認] 

[結果照会] 

教員が「回答を他の学生にも公開する」設定に

している場合、【テスト一覧】画面の他の受験

者に『照会』ボタンが表示されます。 

『照会』ボタンを押下すると履修者一覧が表示

され、学生氏名を押下することで、その学生の

テスト解答内容を確認できます。

[テスト一覧]
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