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１．基本操作
ログイン画面・ＴＯＰ画面

タブとサイドメニュー

ログイン・ログアウトとパスワード変更



ログイン画面 ログイン画面

ＴＯＰ画面

１．基本操作 ログイン画面・ＴＯＰ画面

シラバス検索
シラバス検索ができる
【検索方法】
・講義から検索
・教員から検索
・カリキュラムから検索
・全文検索

キャンパスメイトＵＲＬ
https://camjweb.nara-wu.ac.jp/campusweb/

※大学ＨＰ「在学生の方へ」にもリンクあり

ログイン
個人のページへログイン
「ユーザID」入力欄
「パスワード」入力欄
「ログイン」ボタン

公開お知らせ
「公開お知らせ」の通知
が一覧形式で表示される

ＴＯＰ画面

サイドメニュー
・各種メニューが表示される
・画面上部のタブで選択された機能に応じたメ
ニューが表示される

・「ブックマーク」はＨＯＭＥメニューの
「ブックマーク登録」でブックマークの登録
した場合のみ表示

※詳細は「タブとサイドメニュー」のページを参照

タブ
・タブにカーソルを合わせると、タブ配下の機能
が表示される

・タブをクリックすると、サイドメニューがクリック

したタブのメニューに変化する

※詳細は「タブとサイドメニュー」のページを参照

週間スケジュール
自分で登録したスケジュール内容が表示
この他、以下の様なことが可能
・「スケジュール登録」画面へ移動
・表示期間を切替

・「週間スケジュール」画面へ移動
・「月間スケジュール」画面へ移動

ログアウト
ログアウトできる

ポートレット

本日のスケジュール
時間割（履修科目）・スケジュール・
本日期限のToDoについて、個人が各自
で登録したもののうち、本日分が表示

あなた宛のお知らせ
メッセージの種別「あな
た宛のお知らせ」(大学か
ら個人宛の通知)が表示

大学からのお知らせ
メッセージの種別「お知
らせ」(大学から個人宛で
ない通知)が表示

文字サイズの変更
表示する文字サイズを変更する

ログイン画面



１．基本操作 タブとサイドメニュー

タブ「シラバス」 ＆ そのサイドメニュー

タブ「ＨＯＭＥ」 ＆ そのサイドメニュー

ＨＯＭＥメニュー

当マニュアル
キャンパスメイト操作手順

パスワードの変更
「パスワード変更」画面

メッセージ受信一覧の表示
「メッセージ受信一覧」画面

スケジュールの登録
「スケジュール登録」画面

サイドバーの「ブックマーク」に表示
「ブックマーク登録」画面

履修登録メニュー

履修科目を一覧形式で表示

「履修科目一覧（履修登録期間経過後）」
画面

履修確認（登録内容の確認）

「履修確認」画面

履修登録内容の入力・修正

「履修登録（「登録内容入力）」画面

ブックマーク

ブックマーク登録をしたサイトへ移動

ブックマーク登録をしないと表示されない

「ブックマーク登録」で登録したサイト名

シラバス検索

各検索画面へ移動

シラバス検索の各検索画面

外部リンクメニュー

外部リンク先（奈良女ＨＰの「シラバス検
索・開講科目概要」のページ）へ移動

開講科目概要(Web) 

外部リンク先（奈良女ＨＰの「休講・集
中・時間割変更・補講」のページ）へ移動

「スケジュール登録」画面



１．基本操作 ログイン・ログアウトとパスワード変更

ログインとログアウト パスワードの変更

「ユーザーID」と「パスワード」について
【配付方法】前期ガイダンス時に個別に配付
【忘れた時】学務課所属学部（大学院）係へ申し出ること

ログイン方法
「ユーザID」と「パスワード」を入力し、
「ログイン」ボタンをクリック

「パスワード変更」画面→変更完了
現在のパスワードと新しく設定するパスワードを入力し、

をクリック

ログイン画面

【パスワードの変更の注意点】
セキュリティ上、パスワードは定期的に変更することが望ましい
変更後のパスワードは本人以外にはわからないので注意すること

【変更後のパスワードを忘れた時】
学務課所属学部（大学院）係へ申し出ること

ＴＯＰページ

ログアウト方法
をクリック

→ログアウト確認画面
（Webページからのメッ
セージ「ログアウトしま
すか？」）が表示される

をクリック
→ログイン画面にもどる

ＴＯＰ画面→「パスワード変更」画面
タブＨＯＭＥ「パスワード変更」もしくはサイドメニュー
のＨＯＭＥメニュー「パスワード変更」をクリック

ＴＯＰページ

「パスワード変更」画面



２．履修登録
履修登録手続きについて / 履修登録メニュー / 履修登録の流れ/

履修登録 手順(1)登録内容の入力 / 手順(2)登録内容の確認 / 手順(3)登録完了 /

履修確認 / 履修科目一覧



２．履修登録 履修登録手続きについて

② 学務課による確認と修正及び履修登録の確定
確認と修正

学務課で確認し、以下の場合に学務課で修正を行う
–登録すべき必修科目が登録されていない場合
–履修制限等で履修できないと言われた場合
–指定したクラス以外のクラスを登録した場合
–事前の予備登録等が必要な科目で、予備登録等を
行っていない場合

履修登録の確定
学務課での確認と修正を経て、履修登録が確定する

① 履修科目の選択とＷｅｂ履修登録
履修科目の選択
「全学教育ガイド」・「専門教育ガイド」・シラバス(web)・開講
科目概要(web)・授業の受講などにより履修科目を選択する

Ｗｅｂ履修登録
「キャンパスメイト」にログインし、Ｗｅｂ上で各自登録
※登録内容の修正は、期間中はWeb上で何度でも可能
※期間経過後の個人の希望による修正・追加は不可能
履修登録操作手順
手順(1) 登録内容の入力
手順(2) 登録内容の確認
手順(3) 登録完了の確認（※登録内容の控えは各自印刷）

④ 履修取消
以下のような場合は、所定の期間内に限って履修登録
を取消すことが可能（学務課所属学部（大学院）係へ申
し出ること）

– 授業内容が期待する学習内容と相違する場合
– 受講上必要な知識の不足等から履修の継続が難

しいと判断する場合
※登録の取消にあたっては、「全学教育ガイド」の留意
事項をよく読んで手続きすること

③ 履修登録確定日と修正通知・確定内容の確認
履修登録の確定日の通知

キャンパスメイトのログイン後、ＴＯＰ画面「大学
からのお知らせ」へ通知（学内掲示板へも掲示）

修正内容の通知
キャンパスメイトのログイン後、ＴＯＰ画面「あな
た宛てのお知らせ」へ通知

確定内容の確認
キャンパスメイト「履修科目一覧」で各自確認

【期間】前期：4月 / 後期：10月（ガイダンス～約３週間）

【期間】 前期：4月下旬 / 後期：10月下旬

【期間】 前期：4月下旬 / 後期：10月下旬

【期間】 前期：5月上旬 / 後期：11月上旬

履修登録にあたっては、「全学教育ガイド」やガイダンス時
に配布の資料をよく読んでください。



２．履修登録 履修登録メニュー

履修登録メニュー

ＴＯＰ画面

タブ 「ＨＯＭＥ」 配下

履修登録 ※履修登録期間以外はエラー表示が表示され、履修登録や修正などはできない
ＴＯＰページのタブやサイドメニューの「履修登録」クリック →履修登録「登録内容入力」画面へ移動
履修登録のためのメニュー

履修確認 ※履修登録期間以外はエラー表示が表示され、履修登録や修正などはできない
ＴＯＰページのタブやサイドメニューの「履修確認」クリック →「履修確認」画面へ移動
履修登録により履修科目の登録を終えたのち、履修登録内容が確認できる

履修科目一覧（登録期間経過後）※履修登録期間経過後、履修科目（学務課で修正されたがあった場合は修正された内容）が確認できる

ＴＯＰページのタブやサイドメニューの「履修科目一覧（登録期間経過後）」クリック
→「履修科目一覧（登録期間経過後」画面へ移動

サイドメニュー
「履修登録メニュー」

ＴＯＰ画面の履修登録メニュー



２．履修登録 履修登録の流れ

（1）登録内容入力 → （2） 登録内容確認 → （3） 登録完了
(3)まですべて終えなければ、履修登録は完了とならない。
(1)、(2)で作業を終えた状態では入力内容は消えてしまうので注意すること。

【各講義選択】画面

【履修登録（登録内容入力）】画面

「履修登録（登録内容入力）画面へ

1．講義選択の各画面へ

4．登録内容確認へ

講義選択の各画面へ

（
1
）
（
2
）（
3
）
の
全
て
を
お
え
な
け
れ
ば
完
了
し
な
い
。

（（
1
）（
2
）
で
終
え
る
と
、
入
力
内
容
は
消
え
る
の
で
注
意
。
）

ＴＯＰ画面 → 履修登録ページ

2．登録する講義を選択

3．内容の確定

（1） 登録内容入力

（2）登録内容確認

【講義を選択する画面の種類】
①【講義選択】画面（曜日・時限から）

②【集中講義選択】画面
③【他学部講義選択】画面
④【講義検索】画面

必要な講義の数だけ繰り返し

（3）登録完了

【登録完了後の修正の場合】

必要ない講義の選択解除、必
要な講義の選択

【
完
了
後
に
修
正
し
た
い
場
】（
１
）
で
修
正→

（
２
）→

（
３
）

各項目の詳細について
次ページ以降に、操作画面
と登録手順を記載

ＴＯＰ画面と履修登録
※左図「ＴＯＰ画面→履
修登録ページ」

履修登録
（１）登録内容入力

1.「登録内容入力」画面
（講義未登録時）

※左図（1）-1

2.各講義選択画面
※左図（1）-2・3

3.「登録内容入力」画面
（講義選択確定後）
※左図（1）-4

（2）登録内容確認
※左図（2）

（3）登録完了
※左図（3）



２．履修登録 履修登録の流れ

履修登録の流れと各画面

タブ「ＨＯＭＥ」
配下「履修登録」を
クリック

ＴＯＰ画面

サイドメニュー
履修登録メニュー
の「履修登録」を
クリック

「登録内容入力」画面

（3） 登録完了（2） 登録内容確認ＴＯＰ画面から「履修登録（登録内容
入力）」画面への進み方
ＴＯＰページのタブやサイドメニューの
「履修登録」をクリック

「登録内容確認」画面 「登録完了」画面

各画面

（1） 登録内容入力

1．講義選択の各画面へ

4．登録内容確認へ

2．登録する講義を選択

3．内容の確定

講義選択の各画面

①「講義選択」画面
（曜日・時限から）

②「集中講義選択」画面

③「他学部講義選択」画面

④「講義検索」画面
履修登録期間以外はエラー表示が表示され、履修登録や
修正などはできない

履修登録



２．履修登録 手順(1)登録内容の入力（講義選択の各画面へ）

「登録内容入力」画面と各講義選択画面へのすすみ方

曜 日

時
限

「登録内容入力」画面

③「他学科講義選択」画面へすすむ

④「講義検索」画面へすすむ

②「集中講義選択」画面へすすむ

学期、年間の履修単位数（上限）
と登録単位数

登録単位数（登録完了
後は登録した単位数）

年間の上限
単位数

①「講義登録」画面へすすむ

新規登録・追加登録
履修したい曜日時限の をクリック

登録変更
変更したい曜日時限の マーク をクリック

【追加登録・修正の時】

（講義登録後）

登録済
マーク

【初めて登録する時】 （講義未登録）

未登録
マーク

【検索方法と講義を選択する画面の種類】

曜日時限（時間割）から選択 ………①「講義選択」画面（曜日・時限から）

集中講義を選択 ………………②「集中講義選択」画面

他学部講義を選択 ……………③「他学部講義選択」画面

講義の条件から選択 ………………④「講義検索」画面

（1） 登録内容入力

1．講義選択の各画面へ

4．登録内容確認へ

2．登録する講義を選択

3．内容の確定



２．履修登録 手順(1)登録内容の入力（①曜日時限から選択）

①「（曜日時限から）講義選択」画面

【手順】

1. 履修したい講義の選択
2. 選択を完了、「登録内容入力」画面へ戻る

2. 選択を完了、

「登録内容入力」画面へ戻る
をクリック

1. 履修したい講義の選択

（選択）登録する講義の□にチェックする

（取消）削除する講義の☑のチェックを外す

（変更）削除する講義の☑のチェックを外し、
登録する講義の□にチェックする

（1） 登録内容入力

1．講義選択の各画面へ

4．登録内容確認へ

2．登録する講義を選択

3．内容の確定

「講義選択」画面



２．履修登録 手順(1)登録内容の入力（②集中講義選択）

②「集中講義選択」画面

【手順】

1. 履修したい講義の選択
2. 選択を完了、「登録内容入力」画面へ戻る

2. 選択を完了、

「登録内容入力」画面へ戻る
をクリック

（1） 登録内容入力

1．講義選択の各画面へ

4．登録内容確認へ

2．登録する講義を選択

3．内容の確定

「集中講義選択」画面 1. 履修したい講義の選択

（選択）登録する講義の□にチェックする

（取消）削除する講義の☑のチェックを外す

（変更）削除する講義の☑のチェックを外し、
登録する講義の□にチェックする



２．履修登録 手順(1)登録内容の入力（③他学部講義選択）

③「他学部講義選択」画面

【履修したい全ての他学部講義を追加完了後】

3 「他学部講義一覧」の講義を選択

（選択）登録する講義の□に
チェックする

（取消）削除する講義の☑の
チェックを外す

4 全ての他学部講義の選択を完了

「登録内容入力」画面へ戻る

をクリック

【手順】

1. 「他学部講義一覧」から「追加する講義の検索」画面へすすむ
2. 講義の追加 ※詳細は次ページ参照

ⅰ 追加したい講義の検索 → ⅱ 追加したい講義の選択 → ⅲ 講義の追加を確認
3. 追加完了後の「他学部講義一覧」の講義を選択
4. 選択を完了、「登録内容入力」画面へ戻る

をクリック
→「追加する講義の検索」画面へ移動

1 「追加する講義の検索」画面へすすむ 2-ⅱ 追加する講義を選択2-ⅰ 追加する講義の検索

全ての講義の追加完了

2-ⅲ 講義の追加を確認

登録する全ての講義を追加（2-ⅰ～ⅲの繰り返し）

（1） 登録内容入力

1．講義選択の各画面へ

4．登録内容確認へ

2．登録する講義を選択

3．内容の確定

「追加する講義の検索」画面 「追加する講義の検索結果」画面

「他学部講義一覧」

「他学部講義一覧」
選択するには履修したい他学部講義を一覧へ
追加する必要がある

「他学部講義一覧」



２．履修登録 手順(1)登録内容の入力（③他学部講義選択）

履修したい他学部講義を一覧へ追加する手順（前ページの「2-ⅰ～ⅲ」）

」手順 2-ⅱ追加する講義を選択2-ⅰ追加する講義の検索

2-ⅲ 他学部講義一覧

講義の検索

講義情報を入力し、 をクリック

→選択可能な講義一覧が表示される

選択を完了
（「他学部講義一覧」に戻る）

をクリック

一覧に追加したい講義を選択

（選択）登録する講義の□
にチェックする

（取消）削除する講義の☑
のチェックを外す

全ての登録する講義を
一覧に追加

（2-ⅰ～ⅲ を繰り返す）

「他学部講義一覧」に追加する
講義の検索画面へ移動

をクリック

→追加する講義の検索画面へ

講義が追加されたことを確認する

「追加する講義の検索」画面 「追加する講義の検索結果」画面



２．履修登録 手順(1)登録内容の入力（④講義検索）

④「講義検索」画面

【手順】

1. 履修したい講義の検索
2. 検索結果の一覧より追加したい講義を選択
3. 選択を完了、「登録内容入力」画面へ戻る

3. 選択を完了、「登録内容入力」画面へ戻る
をクリック

2. 検索結果の一覧より追加したい講義を選択
（選択）登録する講義の□にチェックする

1. 講義の検索
講義情報を入力し、 をクリック
→ 選択可能な講義一覧が表示される

（1） 登録内容入力

1．講義選択の各画面へ

4．登録内容確認へ

2．登録する講義を選択

3．内容の確定

「講義検索（検索条件）」画面

「講義検索（検索結果）」画面



２．履修登録 手順(1)登録内容の入力（確認と確定）

確認と確定（「登録内容確認」画面へすすむ）

【登録内容の確認事項】

【確認事項】

1. 履修したい講義をすべて選択する

2. 選択した講義の確認

3. 選択した講義の修正

4. 選択内容を確定、「登録内容確認」画面へすすむ

1. 履修したい講義をすべて選択する

（1）登録内容入力の1～4の手順を繰り返す

登録単位数の表示
登録した単位数が表示

（例）登録済：31単位 登録した単位数

集中講義の登録内容
未登録時にはない「集中講義」に、
登録内容が一覧形式で表示される

2. 選択した講義の確認
各講義選択画面で選択した講義を確認する

3. 選択した講義の修正
未登録講義の選択と同様、（1）登録内容入力
の1～4の手順を繰り返す
※講義登録内容の修正は履修期間中は何度でも可能
※履修登録期間経過後は、個人の理由による修正は
できない

曜日時限が定まっている講義の
登録内容
登録済みの枠内は と登録済
みの科目の名が表示

（未登録） （登録後）

（1） 登録内容入力

1．講義選択の各画面へ

4．登録内容確認へ

2．登録する講義を選択

3．内容の確定

「登録内容入力」画面（登録後）

4. 選択内容を確定し、「登録内容確認」画面へ
すすむ

をクリック



２．履修登録 手順(2)登録内容確認 / 手順(3)登録完了

登録内容確認 登録完了

登録の内容確認完了
登録内容に修正がなければ

をクリック
→【登録完了画面】へすすむ

履修確認と登録内容の修正（登録期間中）
履修確認を行い、必要に応じて登録内容の修正を行う
（（1）～（3）の繰り返し）

登録内容の確認の流れ

登録内容を確認

「登録内容入力」
画面へ戻る

をク
リック

登録内容に修正
がある場合

登録内容に修正が
ない場合

登録の内容確認 完了

を

クリック

→「登録完了」画面へ
すすむ

登録内容の印刷
履修登録完了後の
控えとして、登録
内容を印刷

をクリック

→ブラウザの印刷画
面が表示

「登録完了」画面

（3） 登録完了（2） 登録内容確認（1） 登録内容入力 （3） 登録完了（2） 登録内容確認（1） 登録内容入力

「登録内容確認」画面



２．履修登録 履修確認

履修確認

「履修確認」画面

タブ「ＨＯＭＥ」
配下「履修確認」を
クリック

ＴＯＰ画面

サイドメニュー
履修登録メニュー
の「履修確認」を
クリック

ＴＯＰ画面から「履修確認」画面への進み方
ＴＯＰページのタブやサイドメニューの
「履修確認」をクリック
→「履修確認」画面へ移動

表示の切替（時間割形式へ）
をクリック

履修登録期間以外はエラー画面と
なり、内容の確認はできない

は使用できない

時間割形式 一覧形式

表示の切替（一覧形式へ）

をクリック履修情報（当画面）を印刷する

をクリック



２．履修登録 履修科目一覧（登録期間経過後）

履修科目一覧（登録期間経過後）
ＴＯＰ画面から「履修科目一覧（登録期間経過
後）」画面へのすすみ方
ＴＯＰページのタブやサイドメニューの「履修
科目一覧（登録期間経過後）」をクリック
→「履修科目一覧（登録期間経過後）」画面

へ移動

「履修科目一覧（登録期間経過後）」画面

時間割の表示設定（時限・曜日）の変更

時間割に表示する時限と曜日を選択し

をクリック

履修登録期間経過後、登録の確定日
以降に内容が表示されるようになる

タブ「ＨＯＭＥ」
配下「履修科目一覧
（登録期間経過
後）」をクリック

ＴＯＰ画面

サイドメニュー
履修登録メニュー
の「履修科目一覧
（登録期間経過
後）」をクリック

時間割詳細情報の表示

時間割の講義名をクリック

→講義の詳細情報を表示する



３．シラバスと開講科目概要



３．シラバスと開講科目概要

『シラバス』とは

– 各年度に開講されるすべての授業科目
について、担当教員によって作成され
ています

– 授業の概要と授業計画、学習目標、成
績評価基準など、科目に関するすべて
の情報が記されています

『シラバス』検索・閲覧

– Web上での閲覧、検索ができます

– ログイン画面、もしくは個人ページの
ＴＯＰ画面の「シラバス検索」より検
索できます

– 大学ホームページ「在学生の方へ」→
「シラバス検索・開講科目概要」から
もリンクしています

『開講科目概要』とは

– シラバスに記された情報のうち、授業
の概要について簡便に一覧できるよう
になっています

『開講科目概要』の閲覧

– Web上での閲覧、PDFファイルのダウン
ロードができます

– 大学ホームページ「在学生の方へ」→
「シラバス検索・開講科目概要」から
もリンクしています

『開講科目概要』で履修したい科目を選び出したら、必
ずWebシラバスを確認しましょう

大学ホームページからのリンクについて

大学ホームページの「在学生の方へ」→「シラバス検索・
開講科目概要」からのリンクしています。

「シラバス検索・開講科目概要」 Webページ
URL: http://syllabusweb.nara-wu.ac.jp/syllabus/

検索方法については、次ページや「全学教育ガイド」の
「 Webシラバスの検索について」や 『開講科目概要』
に掲載のマニュアルも参考にして下さい

検索方法の各項目
① 講義から検索 / ② 教員から検索 /
③ カリキュラムから検索 / ④ 全文検索

http://syllabusweb.nara-wu.ac.jp/syllabus/


３．シラバスと開講科目概要

シラバス検索の各検索画面へ

検索画面

タブ 「ＨＯＭＥ」
配下 「シラバス」

サイドメニュー

「シラバス検索」の各
検索方法をクリックログイン画面

ＴＯＰ画面

③ カリキュラムから検索

② 教員から検索

① 講義情報から検索

④ 全文検索

① 講義情報から検索
カリキュラム、対象学年、講義名称、
担当教員、開講時期、曜日、時限など
の組み合わせによる検索

② 教員から検索
講義担当教員の所属や氏名による検索

③ カリキュラムから検索
全学共通科目や外国語科目、○○学部
共通科目、○○学科専門科目などの分
類による検索

④ 全文検索
キーワードを入力することによる検索 「全学教育ガイド」の「 Web

シラバスの検索について」や
『開講科目概要』に掲載のマ
ニュアルも参考にすること



４．その他の機能等①
メッセージ

メッセージの機能について

ＴＯＰ画面（メッセージの確認と表示）

メッセージの種別



４．その他の機能等①
メッセージ（メッセージの機能について）

• メッセージの特徴

– 大学から通知されるもの（返信できない）

– 種別は２種類
お知らせ：個人宛ではなく全体的なお知らせ
あなた宛のお知らせ：個人宛のお知らせ

• 「メッセージ受信一覧」

– 「メッセージ一覧」部分に一覧形式で表示

– 検索条件を指定も可能
→「メッセージ一覧」部分に抽出結果が表示

• ＴＯＰ画面のポートレット（日付とタイトルが一覧形式で表示）

– 「あなた宛のお知らせ」：あなた宛のお知らせ

– 「大学からのお知らせ」：お知らせ

• 履修登録に関する重要なお知らせ（履修確認経過後の大学からの通知）

– 履修登録の確定日のお知らせ
…お知らせ（「大学からのお知らせ」に表示）

– 履修登録内容の修正を行ったお知らせ
…あなた宛のお知らせ（「あなた宛のお知らせ」に表示）



４．その他の機能等①
メッセージ（ＴＯＰ画面（メッセージの確認と表示））

メッセージに関するＴＯＰ画面のメニュー

「メッセージ受信一覧」画面とメッセージの表示の仕方
検索条件

メッセージ一覧
表示されたタイトルをクリックする

「検索条件」を指定し、 をクリック
→「メッセージ一覧に検索結果が表示される

「メッセージ受信一覧」画面

ＴＯＰ画面
サイドメニュー
「ＨＯＭＥメニュー」の「メッ
セージ受信一覧」をクリック
→「メッセージ受信一覧」を

表示

ポートレット「あなた宛のお知らせ」

メッセージの表示
種別「あなた宛のお
知らせ」の日付とタ
イトルが一覧形式で
表示される

「メッセージ受信一覧」画面へ移動
をクリック

「メッセージ受信一覧」画面へ移動
をクリック

ポートレット「大学からのお知らせ」

メッセージの表示
種別「お知らせ」
の日付とタイトル
が一覧形式で表示
される

メッセージは返信はできない

タブ「ＨＯＭＥ」
タブにカーソルを合わせ、タブ配下
「メッセージ受信一覧」をクリック
→「メッセージ受信一覧」を表示



４．その他の機能等①
メッセージ（メッセージの種別）

種別：あなた宛のお知らせ 種別：お知らせ

個人ではなく、全体的なお知らせ

ＴＯＰ画面 ポートレット
「大学からのお知らせ」

「お知らせ」の日付とタイトルが
一覧形式で表示される

メッセージ一覧の種別表示 検索条件の種別指定

メッセージ受信一覧

「お知らせ」 「お知らせ」を指定

メッセージ詳細

（例）履修登録経期間過後、履修登録内容の確定日の通知がある

個人宛のお知らせ

メッセージ詳細

（例）履修登録期間経過後、学務課での履修登録内容を修正があれば
通知がある

ＴＯＰ画面 ポートレット
「あなた宛のお知らせ」

「あなたへのお知らせ」の日付と
タイトルが一覧形式で表示

メッセージ一覧の種別表示 検索条件の種別指定

メッセージ受信一覧

「あなた宛のお知らせ」 「あなた宛のお知らせ」



４．その他の機能等②
スケジュールとToDo

ＴＯＰ画面（スケジュールの登録と表示）

スケジュールの登録・更新・削除

ToDoの登録・更新・削除



４．その他の機能等②
スケジュールとToDo（ＴＯＰ画面（スケジュールの登録と表示）

スケジュールに関するＴＯＰ画面のメニュー

タブ（ＨＯＭＥ）

タブにカーソルを合わせる
とタブ配下の「スケジュー
ル登録」をクリック

サイドメニュー

タブ（ＨＯＭＥ）に応
じたサイドメニュー中
のＨＯＭＥメニューの
中「スケジュール登
録」をクリック

ポートレット 「本日のスケジュール」

・時間割…………履修科目は表示されない

をクリック→「履修科目一覧（確認）」画面へ移動

・スケジュール…自分で登録したスケジュールが表示される

をクリック→「スケジュール登録」画面へ移動

・期限のToDo……自分で登録したToDo(本日期限)が表示される

をクリック→「ToDo一覧」画面へ移動

「ＴＯＰ画面」

週間スケジュール

自分で登録したスケジュール内容が表示
この他、以下の様なことが可能

・「スケジュール登録」画面へ移動

・表示期間を切替

・「スケジュール登録（週間）」画面へ移動

・「スケジュール登録（月間）」画面へ移動



４．その他の機能等②
スケジュールとToDo（スケジュールの登録・更新・削除）

スケジュールの登録・更新・削除

「スケジュール一覧(月間）」画面

「スケジュール更新」画面の表示
登録されているスケジュールをクリック

「スケジュール登録」画面を表示
方法① をクリック
方法② 登録したい日付をクリック

（「スケジュール（月間）」画面）
方法③ 登録したい時間をクリック

（「スケジュール（週間）」画面）

「スケジュール一覧（週間）」画面

カレンダー上の表示・非表示

☑のチェックを外す
→カレンダー上に表示されない

枠内の色

個人で入力したスケジュールは「 」

スケジュールの更新

必要な項目を修正し、 をクリック

スケジュールの削除
をクリック

スケジュールの更新・削除スケジュールの登録
「スケジュール更新」画面

「スケジュール登録」画面
（登録種別「スケジュール登録」）

ToDoの登録

必要な項目を入力し、

をクリック

登録種別「スケジュール登録」



４．その他の機能等②
スケジュールとToDo（ToDoの登録・更新・削除）

ToDoの登録・更新・削除

ToDoの更新
必要な項目を修正し、 をクリック

ToDoの削除
をクリック

ToDoの更新・削除ToDoの登録

「ToDo更新」画面に移動

タイトルをクリック

「ToDo登録」画面に移動

をクリック

ToDoの完了・削除

□にチェックし、

をクリック
→ToDoの完了

をクリック
→ ToDoの削除

「ToDo一覧」画面
「ToDo更新」画面に
移動

タイトルをクリック

「ToDo登録」画面に
移動

をクリック

ToDoの完了・削除
□にチェッックし、「チェックしたメッセージを」横
の をクリック

「完了にする」を選択し、 をクリック→ToDoの完了
「削除する」を選択し、 をクリック→ToDoの削除

「ToDo更新」画面

「スケジュール登録」画面
（登録種別「ToDo登録」）

ToDoの登録
必要な項目を入力し、

をクリック

登録種別「ToDo登録」

「スケジュール一覧」画面

「スケジュール一覧」画面の「ToDo一覧」部分 「ToDo一覧」画面の操作



４．その他の機能等③

ブックマーク
登録の流れと表示の変化

登録・更新・削除・登録サイトへの移動



４．その他の機能等③
ブックマーク（登録の流れと表示の変化）

登録の流れと表示の変化

タブ「ＨＯＭＥ」
配下「ブックマーク
登録」をクリック

ＴＯＰ画面

サイドメニュー
ＨＯＭＥメニュー
の「ブックマーク
登録」をクリック

「 ブックマーク一覧」画面

ブックマークの登録・更新・削除・登録サイトへの移動 ※詳細は次ページ参照

「ブックマーク更新」画面

ＴＯＰ画面のサイドメニュー
「ブックマーク一覧」

「ブックマーク」に追加

「ブックマーク」の内容更新

「ブックマーク」より削除

未登録時と登録後の表示の変化

ブックマークの削除

登録サイトのWebページ

「ブックマーク一覧」画面

「ブックマーク登録」画面

ブックマークの登録

登録サイトへの移動

ブックマーク名

ブックマークの更新

ＴＯＰ画面のサイドメニュー

一覧に登録した
ブックマーク名が
表示される

一覧に登録した
ブックマーク名が
表示される

ＴＯＰ画面から
「ブックマーク一覧」画面へ



４．その他の機能等③
ブックマーク（登録・変更・削除・登録サイトへの移動）

ブックマークの登録・更新・削除・登録サイトへの移動

ブックマークの追加
必要な項目を入力し、

をクリック

「ブックマークの追加」画面

ブックマークの更新

必要な項目を修正し、

をクリック

「ブックマークの更新」画面

ブックマーク登録をしたWebサイトへ移動
ブックマーク名をクリック

ブックマークの登録がある場合

ブックマークの登録がない場合
「ブックマーク一覧」画面

登録しているブックマークを削除する
をクリック

「ブックマークの追加」画面に移動
をクリック

「ブックマークの更新」画面に移動
をクリック

該当のブックマークと上下のブックマーク
の表示順の入替

をクリック



問い合わせ先

奈良女子大学学務課
TEL 0742-20-3233（学 務 係）

-3328（文 学 部 係）
-3257（理 学 部 係）
-3498（生活環境学部係）
-3063（大 学 院 係）

平成２８年３月 作成

菜


