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3. 学習支援システムの利用

１. 学習支援システムへのログイン！
学習支援システム画面の開始
①ブラウザを起動し、大阪芸術大学短期大学部通信教

育部のホームページを表示します。

②ホームページ左側にある 学習支援システム

ボタンをクリックすると、〈学習支援システムログ

イン〉画面が表示されます。

［、合場るあが報情急緊※ ログイン］ボタンの下に
表示されます。

※ セキュリティを考慮して、以下の点に注意して

ください。

・パソコンはなるべく個人所有のものを使用し

てください。

・インターネット・カフェなどの公共の場所に

［、は合場るす用使をンコソパるあ 次回もこ
のユーザＩＤを使用する］のチェックボック
スにチェックをつけないでください。

◆ユーザＩＤ= t + 学生番号
アルファベットは半角小文字とし、数字の間
のハイフンは省略。
例：学生番号 NJ99999 の場合は、tnj99999
となります。
◆パスワード
「パスワード通知表」に記載されているパスワー
ドを入力。
※数字 8 桁で構成

[通信教育部のホームページ］
http://www.jcc.osaka-geidai.ac.jp/tandai/

学習支援システムログイン画面 ①ユーザーIDとパスワードを
入力

②ログインボタンをクリック

【注意】
入学時に送付した初期のパスワードはセキュリティが
強固ではありません。
セキュリティーの高い（英数字の混じった）パスワード
へと変更し、その後も定期的

（パスワードの変更方法は P.12 参照）

パスワードを忘れてしまった場合は、Active! Mailにて
パスワード再発行を申し込んでください。

学習支援システムボタンを
クリック

パスワードを変更する
ようにしてください。
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2. 学習支援システムトップページ
ログインすると次のようなトップページが表示されます。

My Profile
所属学科、年次、氏名、
学生番号が表示され
ます。

カレンダー

バックナンバー
クリックすると、公開
期間を過ぎたお知らせ
が表示されます。

学習関連
〈学習関連〉画面が
表示されます。

[メニュー ]
項目をクリックすると各サービス画面
に切り替わります。

[あなたへの連絡 ]
あなた個人へのお知らせが表示されます。
［未読］、［既読］のリンクをクリックすると、〈あ
なたへの連絡 (一覧 )〉画面が表示されます

各機能
上部のメニューから選択したサービス画面が表示されます。
ログイン直後は、＜お知らせ＞が表示されます。

お知らせ
全学生や学科・コースの学生への連絡事項が表示されます。
タイトルのリンクをクリックすると、＜お知らせ詳細＞画面を表示します。
重要なお知らせには、注目マーク「！」が表示されます。

各機能の説明
● HOME
〈学習支援システム〉のトップページを表示します。

● 質問／相談
事務室、および履修中科目の担当教員への問合せができます。

よくある質問とその回答についてまとめられている FAQ が

参照できます。

● 学生交流
学科ごとや通信教育部全体、科目やカテゴリごとに掲示板が

設定されており、学生間の交流の場、学習を進めていく過程で

のディスカッションの場として利用できます。

● リンク
学習に役立つリンク集などが参照できます。

● お知らせ
事務室からのお知らせを確認することができます。

● カレンダー
大学や通信教育部のスケジュールの確認、学生個人のスケジ

ュールの登録、確認ができます。

● 学習関連
履修状況の確認など、学習に関するページを表示します。

※休学中の学生は利用できません。
科目等履修生（聴講コース・自由履修コース）は履修状況を
確認できません。 
● Active! Mail（旧 Hello! Mail）
Active! Mail のログイン画面を別ウィンドウで起動します。

※利用については、P.13 参照
※特修生は利用できません。 

〈学習支援システム〉を終了
する場合
右上にある [ログアウト ] ボ
タンをクリックします。
※〈学習関連〉画面を表示し
ている場合は、〈学習関連〉
画面も一旦ログアウトし
てください。

注意 !!
“ お知らせ ”は事務室からの定期的な事務連
絡（全学生対象、学科・コースごと）や個人へ
の連絡、呼び出しなどを閲覧できます。
各自で定期的に確認するようにしてください。

Active! Mail
（旧 Hello! Mail）
〈Active!Mail〉画面が
表示されます。
※一部バナーが旧名称の
ままになっています。
ご了承下さい。

 3. 学習支援システムの利用

１. 学習支援システムへのログイン！
学習支援システム画面の開始
①ブラウザを起動し、大阪芸術大学短期大学部通信教

育部のホームページを表示します。

②ホームページ右側にある学習支援システムログイン

ボタンをクリックすると、〈学習支援システムログ

イン〉画面が表示されます。

※ 緊急情報がある場合、［ログイン］ボタンの下に
表示されます。

※ セキュリティを考慮して、以下の点に注意して

ください。

・パソコンはなるべく個人所有のものを使用し

てください。

・インターネット・カフェなどの公共の場所に

あるパソコンを使用する場合は、［次回もこ
のユーザＩＤを使用する］のチェックボック
スにチェックをつけないでください。

◆ユーザＩＤ= t + 学生番号
アルファベットは半角小文字とし、数字の間
のハイフンは省略。
例：学生番号 NJ99999の場合は、tnj99999
となります。
◆パスワード
「パスワード通知表」に記載されているパスワー
ドを入力。
※数字 8 桁で構成

[通信教育部のホームページ］
http://www.jcc.osaka-geidai.ac.jp/tandai/

学習支援システムログイン画面 ①ユーザーIDとパスワードを
　入力

②ログインボタンをクリック

[在学生の方へ]
ボタンをクリック

【注意】
入学時に送付した初期のパスワードはセキュリティが
強固ではありません。
セキュリティーの高い（英数字の混じった）パスワードへ
と変更し、その後も定期的（1～2ヶ月おき）にパウワー
ドを変更するようにしてください。
（パスワードの変更方法はP.13参照）
変更したパスワードを忘れてしまった場合は、事務室ま
で連絡してください。

学習支援システム「ログイン」
ボタンをクリック

（平成30年度廃止予定）
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4.　質問／相談
（1）質問／相談トップ
メニューの［質問／相談］リンクをクリックすると、〈質
問／相談〉画面が表示されます。

・通信教育部へのご質問
通信教育部に関連した疑問点や、分からないことを事

務室に問合せることができます。

また、学習支援システムの操作方法についての問合せ

もここで行います。

・各科目へのご質問
学習を進めていく過程で発生する疑問点や分からない

ことを担当教員に質問することができます。

※学習支援システムを利用して質問できない科目もあ

ります。そのような科目については、「質問票」を利用

してください。

質問に対しては担当者や担当教員が定期的に確認さ

れます。

・FAQ(Frequently Asked Questions)
よくある問合せとその回答についてまとめられ、定期

的に更新されます。問合せをする前に閲覧し、同じよう

な問合せがあるか確認してください。

［通信教育部］ボタンをクリックすると〈カテゴリ一覧〉画面が表示されます。
［各科目］ボタンをクリックすると＜科目一覧＞画面が表示されます。

FAQ
リンクをクリックすると、〈FAQ トップ〉
画面が表示されます。

質問／相談メニュー
〈質問／相談〉画面、〈FAQ〉画
面に表示を切り替えます。

（2）質問／相談一覧
通信教育部への質問／相談の場合は、〈カテゴリー覧〉

画面から選択したカテゴリの〈質問／相談一覧〉画面が

表示されます。各科目への質問の場合は、〈科目一覧〉画

面から選択した科目の〈質問／相談一覧〉画面が表示さ

れます。

これまでに投稿した質問と、質問に対する回答が掲示

板形式で表示されます。

［新規投稿］ボタンをクリックすると、〈新規投稿〉画面
が表示されます。

記事一覧から、記事の題名のリンクをクリックすると

〈質問記事参照〉画面が表示され、参照、編集、削除、コメ

ントの投稿を行うことができます。

※自身が投稿した質問記事と、その質問への教職員か

らの返信記事のみ一覧に表示されます。他の学生の

投稿記事を見ることはできません。

表示方法変更リンク
ツリー表示または最新投稿順表示へ
表示を切り替えます。

ページ切替リスト
記事が1画面に収まらない場合、次のページへ画面を切替えて記事を参照
します。

表示件数、［表示］ボタン
一画面に表示する件数を設定
します。

3. カレンダー
（1）カレンダー
トップ画面の右側のカレンダーから、大学や通信教育

部の学年暦やイベントのスケジュールの確認、及び個

人のスケジュールの登録や確認ができます。

（2）ＭＹ カレンダー
学事暦・イベントと個人のスケジュールの一覧が表示

されます。

［自由入力］列は、個人が自由にスケジュールを登録す
ることができます。

スケジュールの登録・編集は、〈自由入力編集〉画面か

ら行います。

新規登録する場合：登録したい日付のスケジュールの

右側にある［追加］ボタンをクリ
ック

編集する場合：スケジュールのリンクをクリック

個人のスケジュールが登録されている場合、スケジュールがある日付がリンク
(緑色 )になります。
リンクをクリックすると、＜ＭＹ カレンダー＞画面が表示されます。

表示日数の変更
ＭＹ カレンダーの表示期間を、日単位、週単位、月単位へ切り替えます。

［今日のスケジュール］ボタン
クリックすると、＜ＭＹ カレンダー＞画面が表示されます

［前後移動］リンク
日表示の場合は , 前日・翌日、週表示の場
合は , 前週・翌週、月表示の場合は , 前月・
翌月が表示されます。
ＭＹカレンダーの表示期間を移動するこ
とができます。

ＭＹ カレンダーメニュー
ＭＹ カレンダーの表示期
間を、日単位、週単位、月単
位へ切り替えます。
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4. 質問／相談
（1）質問／相談トップ
メニューの［質問／相談］リンクをクリックすると、〈質
問／相談〉画面が表示されます。

・通信教育部へのご質問
通信教育部に関連した疑問点や、分からないことを事

務室に問合せることができます。

また、学習支援システムの操作方法についての問合せ

もここで行います。

・各科目へのご質問
学習を進めていく過程で発生する疑問点や分からない

ことを担当教員に質問することができます。

※学習支援システムを利用して質問できない科目もあ

ります。そのような科目については、「質問票」を利用

してください。

質問に対しては担当者や担当教員が定期的に確認さ

れます。

・FAQ(Frequently Asked Questions)
よくある問合せとその回答についてまとめられ、定期

的に更新されます。問合せをする前に閲覧し、同じよう

な問合せがあるか確認してください。

［通信教育部］ボタンをクリックすると〈カテゴリ一覧〉画面が表示されます。
［各科目］ボタンをクリックすると＜科目一覧＞画面が表示されます。

FAQ
リンクをクリックすると、〈FAQ トップ〉
画面が表示されます。

質問／相談メニュー
〈質問／相談〉画面、〈FAQ〉画
面に表示を切り替えます。

（2）質問／相談一覧
通信教育部への質問／相談の場合は、〈カテゴリー覧〉

画面から選択したカテゴリの〈質問／相談一覧〉画面が

表示されます。各科目への質問の場合は、〈科目一覧〉画

面から選択した科目の〈質問／相談一覧〉画面が表示さ

れます。

これまでに投稿した質問と、質問に対する回答が掲示

板形式で表示されます。

［新規投稿］ボタンをクリックすると、〈新規投稿〉画面
が表示されます。

記事一覧から、記事の題名のリンクをクリックすると

〈質問記事参照〉画面が表示され、参照、編集、削除、コメ

ントの投稿を行うことができます。

※自身が投稿した質問記事と、その質問への教職員か

らの返信記事のみ一覧に表示されます。他の学生の

投稿記事を見ることはできません。

表示方法変更リンク
ツリー表示または最新投稿順表示へ
表示を切り替えます。

ページ切替リスト
記事が1画面に収まらない場合、次のページへ画面を切替えて記事を参照
します。

表示件数、［表示］ボタン
一画面に表示する件数を設定
します。

3. カレンダー
（1）カレンダー
トップ画面の右側のカレンダーから、大学や通信教育

部の学年暦やイベントのスケジュールの確認、及び個

人のスケジュールの登録や確認ができます。

（2）ＭＹ カレンダー
学事暦・イベントと個人のスケジュールの一覧が表示

されます。

［自由入力］列は、個人が自由にスケジュールを登録す
ることができます。

スケジュールの登録・編集は、〈自由入力編集〉画面か

ら行います。

新規登録する場合：登録したい日付のスケジュールの

　　　　　　　　　右側にある［追加］ボタンをクリ
　　　　　　　　　ック

編集する場合：スケジュールのリンクをクリック

個人のスケジュールが登録されている場合、スケジュールがある日付がリンク
(緑色 )になります。
リンクをクリックすると、＜ＭＹカレンダー＞画面が表示されます。

表示日数の変更
ＭＹ カレンダーの表示期間を、日単位、週単位、月単位へ切り替えます。

［今日のスケジュール］ボタン
クリックすると、＜ＭＹ カレンダー＞画面が表示されます

［前後移動］リンク
日表示の場合は , 前日・翌日、週表示の場
合は , 前週・翌週、月表示の場合は , 前月・
翌月が表示されます。
ＭＹカレンダーの表示期間を移動するこ
とができます。

ＭＹ カレンダーメニュー
ＭＹ カレンダーの表示期
間を、日単位、週単位、月単
位へ切り替えます。
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（2）学生交流掲示板記事一覧
〈学生交流一覧〉画面の掲示板リンクから選択した掲示

板の〈記事一覧〉画面が表示されます。

※画面は、学習支援システムについての掲示板の例です。

記事一覧から、記事の題名のリンクをクリックすると、

〈掲示板記事参照〉画面が表示され、参照、編集、削除、コ

メント投稿を行うことができます。

表示方法変更リンク
ツリー表示または最新投稿順表示
へ、表示を切り替えます。

新規投稿
〈新規投稿〉画面が表示されます。

（3）学生交流掲示板記事参照
掲示板記事の参照、修正、削除、掲示板記事へのコメント

の投稿ができます。

※画面は、学習支援システムについての掲示板の例です。

掲示板一覧へ戻る
〈掲示板一覧〉画面へ戻ります。

前へ、次へリンク
〈記事一覧〉画面がツリー表示で表示されている場合、親記事、子記事を参照で
きます。
〈記事一覧〉画面が最新投稿順表示で表示されている場合、投稿日時が前後の
記事を参照できます。

ページ切替リスト
記事が1画面に収まらない場合、次
のページへ画面を切替えて、記事を
参照します。

表示件数
一画面に表する件数を設定します

コメント投稿
〈コメント投稿〉画面が表示され、質問記事へのコメントを投稿できます。

修正 〈記事修正〉画面が表示され、質問記事を修正できます。

削除 質問記事を削除できます。

戻る 〈質問／相談一覧〉画面へ戻ります。

※［修正］ボタンと［削除］ボタンは、自身の質問記事を参照している場合に表
示されます。

（3）質問／相談 記事参照
〈質問／相談一覧〉画面で記事の題名リンクをクリック

すると、〈記事参照〉画面が表示されます。

質問記事の参照、修正、削除、質問記事へのコメント投

稿ができます。

各科目への質問については、質問した科目の成績認
定後も参照可能となっています

カテゴリ一覧へ戻る
科目一覧へ戻る
〈カテゴリ一覧〉画面／〈科目
一覧〉画面へ戻ります。

コメント投稿
　　〈コメント投稿〉画面が表示され、質問記事へのコメントを投稿できます。

修正　〈記事修正〉画面が表示され、質問記事を修正できます。

削除　質問記事を削除できます。

戻る　〈質問／相談一覧〉画面へ戻ります。

※［修正］ボタンと［削除］ボタンは、自身の質問記事を参照している場合に
表示されます。
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　． 学習関連
（1）学習関連の開始と終了
トップページ右側の［学習関連］ボタンをクリックする

と、〈学習関連〉画面が別ウィンドウで表示されます。

※休学中の学生は利用できません。

〈学習関連〉画面を終了する場合は、メニューの［ログア

ウト］をクリックします。

※〈学習支援システム〉画面もログアウトしてください。

（2）学習関連の構成
画面は、メニューとメイン画面から構成されています。

メニューから利用したいサービスを選択し、メイン画

面で〈学習関連〉の各種サービスを利用することができ

ます。

ログイン直後のメイン画面には、履修状況が表示され

ます。

※科目等履修生（聴講コース、自由履修コース）は履修

状況が表示･確認できません。

［学習関連］ボタン

メニュー画面 メイン画面

ログアウト

（4）学生交流掲示板新規投稿
投稿したい内容を入力し、［投稿確認］ボタンをクリック
すると記事を投稿できます。

ファイルを添付することができます。
［参照］ボタンをクリックすると添付ファイルを指
定するウィンドウが起動するので、作成したファ
イルを選択してください。
選択後、ファイル名が正しく表示されていること
を確認してください。
※添付ファイルサイズはなるべく1Mバイト程度
までを目安として下さい。
(ネットワークが混雑している時、ファイルサイズ
が大きいと転送に失敗する場合があります。)
※拡張子は半角英数字のみ使用してください。
以下の拡張子は使用しないでください。
.exe .pif .scr .bat .com .cmd .msi .reg .inf
.lnk .vbs .wsf .wsh .jse .js .vbe

戻る ボタンをクリックすると、＜掲示板記事一覧＞へ、

掲示板一覧へ戻る ボタンをクリックすると、＜掲示板一覧＞画面
へ戻ります。

5
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（4）リポート状況
［リポート状況］タブをクリックすると、課題の状況の確

認、課題の提出を行う画面が表示されます。

１）リポート状況一覧
履修登録している科目の提出済の課題の詳細な状況が

一覧表示されます。

☆一部科目の履修状況の見方について
１）「音楽Ⅲ」「音楽Ⅳ」（保育学科）

保育学科の「音楽Ⅲ」「音楽Ⅳ」については、学習支援システムの履修状況において、スクーリングの評価が掲載される欄（音楽Ⅲ（声楽）など）

と器楽と声楽の成績が合算された最終評価が掲載される欄（音楽Ⅲなど）の2行で形成されています。

科目の科目種別が表示されます。

科目コードが表示されます。

備 考項 目

科目コード

科目名が表示されます。科目名

課題の課題番号が表示されます。課題番号

課題の提出年月日が表示されます。

Ａ：100～80 点
Ｂ：79～70 点
Ｃ：69～60 点
Ｄ：59 点以下

提出年月日

課題の評価が表示されます。
評価にはＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄがあります。
Ａ、Ｂ、Ｃは合格、Ｄは不合格です。
不合格の場合、再提出が必要です。

評価

科目種別名

表示項目の内容

説 明

1133
音楽Ⅲ（声楽・器楽）
1134
音楽Ⅳ（声楽・器楽）
1135
音楽Ⅲ（声楽）
1136
音楽Ⅲ（声楽）

優

優

優

優

優

スクーリングの成績 最終的な科目の成績
2）「基礎実習」「専攻実習」（デザイン美術学科）

デザイン美術学科の基礎実習1～3、専攻実習1～3については、学習支援システムの履修状況において、スクーリングや提出課題の評価

が掲載される欄（基礎実習1（GD)など）と最終的な成績の掲載される欄（基礎実習1など）の2行で形成されています。

スクーリングの成績が掲載されている欄にも右端に成績が記載されていますが、これは最終的な成績とは異なりますので注意してください。

2112
基礎実習2
2114
基礎実習2（工芸）
2115
基礎実習3
2116
基礎実習3（絵画）

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

○

○○○○

優

優

良

良

良

良

良

スクーリングの成績提出課題の記録 最終的な成績

（3）履修状況
［履修状況］タブをクリックしたときに表示されます。

履修状況の確認を行う画面です。

１）履修状況
履修中の科目および単位認定された科目が一覧表示さ

れます。

一覧は、配当年次の低い順に表示されます。

※科目等履修生（聴講コース・自由履修コース）は利用

できません。

科目の配当年次が表示されます 配当年次と同じ、もしくは上の年次
（学年）でないと履修できません。

通信授業科目の場合に表示します。
面接単位のみの科目は空欄です。

試験のない場合または面接単位のみの
科目は空欄です。

面接授業科目の場合に表示されます。
通信単位のみの科目は空欄です。

科目の授業形態 (講義、演習、実習、実技 )が表示されます。

科目コードと科目名が表示されます。

科目の通信単位数、面接単位数、合計単位数が表示されます。

備　考項　目

科目

授業形態

配当年次

通信授業科目のリポートの状況が表示されます。
課題の数だけ状況に応じ「－」、「△」、「×」、「○」の記号
が表示されます。
記号の見方
－：未提出　△：採点中　×：不合格　○：合格

試験の結果。
「－」、「×」、「○」の記号が表示されます。
記号の見方
 － ：試験が未受験の状態
 × ：試験が不合格の状態
○ ：試験が合格の状態

面接授業科目の受講状況が表示されます。
 未：未結果
 優、良、可、不可のいずれか：採点結果
　優：100～80 点　　良：79～70 点
　可：69～60 点  　　不可：59 点以下

通信
単位修得試験

面接
スクーリング状況

成績が表示されます。
　優：100～80 点　　良：79～70 点
　可：69～60 点  　　不可：59 点以下
優、良、可が合格で、不可が不合格です。
認定科目 (単位 )の場合は、「Ｒ 」が表示されます。

成績

通信
リポート（報告課題）

単位 通信・面接・計

説　明
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（4）リポート状況
［リポート状況］タブをクリックすると、課題の状況の確

認、課題の提出を行う画面が表示されます。

１）リポート状況一覧
履修登録している科目の提出済の課題の詳細な状況が

一覧表示されます。

☆一部科目の履修状況の見方について
１）「音楽Ⅲ」「音楽Ⅳ」（保育学科）

　保育学科の「音楽Ⅲ」「音楽Ⅳ」については、学習支援システムの履修状況において、スクーリングの評価が掲載される欄（音楽Ⅲ（声楽）など）

と器楽と声楽の成績が合算された最終評価が掲載される欄（音楽Ⅲなど）の2行で形成されています。

科目の科目種別が表示されます。

科目コードが表示されます。

備　考項　目

科目コード

科目名が表示されます。科目名

課題の課題番号が表示されます。課題番号

課題の提出年月日が表示されます。

Ａ：100～80 点
Ｂ：79～70 点
Ｃ：69～60 点
Ｄ：59 点以下

提出年月日

課題の評価が表示されます。
評価にはＡ 、Ｂ 、Ｃ 、Ｄ があります。
Ａ 、Ｂ 、Ｃ は合格、Ｄ は不合格です。
不合格の場合、再提出が必要です。

評価

科目種別名

表示項目の内容

説　明

1133
音楽Ⅲ（声楽・器楽）
1134
音楽Ⅳ（声楽・器楽）
1135
音楽Ⅲ（声楽）
1136
音楽Ⅲ（声楽）

優

優

優

優

優

スクーリングの成績 最終的な科目の成績
2）「基礎実習」「専攻実習」（デザイン美術学科）

　デザイン美術学科の基礎実習1～3、専攻実習1～3については、学習支援システムの履修状況において、スクーリングや提出課題の評価

が掲載される欄（基礎実習1（GD)など）と最終的な成績の掲載される欄（基礎実習1など）の2行で形成されています。

スクーリングの成績が掲載されている欄にも右端に成績が記載されていますが、これは最終的な成績とは異なりますので注意してください。

2112
基礎実習2
2114
基礎実習2（工芸）
2115
基礎実習3
2116
基礎実習3（絵画）

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

○

○○○○

優

優

良

良

良

良

良

スクーリングの成績提出課題の記録 最終的な成績

（3）履修状況
［履修状況］タブをクリックしたときに表示されます。

履修状況の確認を行う画面です。

１）履修状況
履修中の科目および単位認定された科目が一覧表示さ

れます。

一覧は、配当年次の低い順に表示されます。

※科目等履修生（聴講コース・自由履修コース）は利用

できません。

科目の配当年次が表示されます 配当年次と同じ、もしくは上の年次
（学年）でないと履修できません。

通信授業科目の場合に表示します。
面接単位のみの科目は空欄です。

試験のない場合または面接単位のみの
科目は空欄です。

面接授業科目の場合に表示されます。
通信単位のみの科目は空欄です。

科目の授業形態 (講義、演習、実習、実技 )が表示されます。

科目コードと科目名が表示されます。

科目の通信単位数、面接単位数、合計単位数が表示されます。

備 考項 目

科目

授業形態

配当年次

通信授業科目のリポートの状況が表示されます。
課題の数だけ状況に応じ「－」、「△」、「×」、「○」の記号
が表示されます。
記号の見方
－：未提出 △：採点中 ×：不合格 ○：合格

試験の結果。
「－」、「×」、「○」の記号が表示されます。
記号の見方
－：試験が未受験の状態
×：試験が不合格の状態
○：試験が合格の状態

面接授業科目の受講状況が表示されます。
未：未結果
優、良、可、不可のいずれか：採点結果
優：100～80 点 良：79～70 点
可：69～60 点 不可：59 点以下

通信
単位修得試験

面接
スクーリング状況

成績が表示されます。
優：100～80 点 良：79～70 点
可：69～60 点 不可：59 点以下

優、良、可が合格で、不可が不合格です。
認定科目 (単位 )の場合は、「Ｒ」が表示されます。

成績

通信
リポート（報告課題）

単位通信・面接・計

説 明
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注文確認画面に進むと、「ご注文内容」「配送先」「お買い

上げ合計金額」が表示されるので、ご確認のうえ、［商品

を注文する］をクリックしてください。

・申し込みが完了すると、登録したメールアドレスに申

込内容確認メールが送信されます。
「ご注文内容」「配送先」「お買い上げ合計金額」を
確認のうえ、［商品を注文する］をクリック

（7）教材購入

丸善雄松堂テキストショップにログインしてください。

メイン画面下方の教科書一覧［リストはこちら］をク

リックすると教材の一覧が表示されます。

教材一覧画面で各教科書のタイトルをクリックすると

商品詳細の画面に入ります。

［カートにいれる］をクリックしてカートに教科書を追

加し、カート画面で［会計］をクリックしてください。

代金引換かクレジット決裁が選べますので、どちらかに

チェックを入れて、［次へ進む］をクリックしてください。

「お名前」「住所」「メールアドレス」「学生番号」など、空欄

を全て入力して［次へ進む］をクリックしてください。

［リストはこちら］をクリック

（6）試験状況

［単位修得試験状況］タブをクリックすると、履修中科目

で受験済みの単位修得試験の状況を確認する画面が表

示されます。

科目コードが表示されます。

備　考項　目

科目コード

科目名が表示されます。科目名

課題の評価が表示されます。
評価には優、良、可、不可があります。
優、良、可は合格、不可は不合格です。
不合格の場合、再受験が必要です。

優：100～80 点
良：79～70 点
可：69～60 点
不可：59 点以下

評価

受験された試験の開催場所が表示されます。開催場所

受験された試験の試験日が表示されます。試験日

表示項目の内容

説　明

（5）スクーリング状況

［スクーリング状況］タブをクリックすると、受講したス

クーリングの状況を確認する画面が表示されます。

ただし、申込み情報は反映されません。

スクーリングの開講年度が表示されます。

備　考項　目

開講年度

スクーリング名称が表示されます。スクーリング名

スクーリングの開催場所が表示されます。開催場所

履修コードが表示されます。履修コード

開講授業名が表示されます。開講授業名

スクーリングの単位数が表示されます。単位数

スクーリングの開催期間が表示されます。開催期間

スクーリングの成績が表示されます。成績

表示項目の内容

説　明

☆表示されるのは既受講科目のみです。受講申込中
　および受講中の科目は表示されません。

☆表示されるのは既受験科目のみです。受験申込中
　および試験結果待ちの科目は表示されません。
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注文確認画面に進むと、「ご注文内容」「配送先」「お買い

上げ合計金額」が表示されるので、ご確認のうえ、［商品

を注文する］をクリックしてください。

・申し込みが完了すると、登録したメールアドレスに申

込内容確認メールが送信されます。
「ご注文内容」「配送先」「お買い上げ合計金額」を
確認のうえ、［商品を注文する］をクリック

（7）教材購入

丸善雄松堂テキストショップにログインしてください。

メイン画面下方の教科書一覧［リストはこちら］をク

リックすると教材の一覧が表示されます。

教材一覧画面で各教科書のタイトルをクリックすると

商品詳細の画面に入ります。

［カートにいれる］をクリックしてカートに教科書を追

加し、カート画面で［会計］をクリックしてください。

代金引換かクレジット決裁が選べますので、どちらかに

チェックを入れて、［次へ進む］をクリックしてください。

「お名前」「住所」「メールアドレス」「学生番号」など、空欄

を全て入力して［次へ進む］をクリックしてください。

［リストはこちら］をクリック

（6）試験状況

［単位修得試験状況］タブをクリックすると、履修中科目

で受験済みの単位修得試験の状況を確認する画面が表

示されます。

科目コードが表示されます。

備 考項 目

科目コード

科目名が表示されます。科目名

課題の評価が表示されます。
評価には優、良、可、不可があります。
優、良、可は合格、不可は不合格です。
不合格の場合、再受験が必要です。

優：100～80 点
良：79～70 点
可：69～60 点
不可：59 点以下

評価

受験された試験の開催場所が表示されます。開催場所

受験された試験の試験日が表示されます。試験日

表示項目の内容

説 明

（5）スクーリング状況

［スクーリング状況］タブをクリックすると、受講したス

クーリングの状況を確認する画面が表示されます。

ただし、申込み情報は反映されません。

スクーリングの開講年度が表示されます。

備 考項 目

開講年度

スクーリング名称が表示されます。スクーリング名

スクーリングの開催場所が表示されます。開催場所

履修コードが表示されます。履修コード

開講授業名が表示されます。開講授業名

スクーリングの単位数が表示されます。単位数

スクーリングの開催期間が表示されます。開催期間

スクーリングの成績が表示されます。成績

表示項目の内容

説 明
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ユーザー名とパスワードを入力
し「ログイン」ボタンをクリック

Ⅱ．Active！ Mail（旧 Hello! Meil）の利用

1．Active! Mail の特徴

2．Active! Mail へのログイン
Active! Mail を利用するためには、まずActive! Mail

へのログインが必要です。Active! Mail のログイン画面

へ以下のどれかの方法でアクセスしてください。

◇wwwブラウザを起動し、

「https://webmail.osaka-geidai.ac.jp/am_bin/amlo
gin/」にアクセスします。

◇学習支援システムのメニューから「Active! Mail」ま
たは「Hello! mail」のボタンをクリックします。

Active! Mail のログイン画面が表示されるので、ユー

ザー名とパスワードを入力し「ログイン」ボタンをク

リックします。

ユーザー名
ｔ＋学生番号です。アルファベットは半角小文字と

し、数字の間のハイフンは省略して入力して下さい。

例 学生番号AJ99999の場合は、taj99999です。

パスワード
「パスワード通知票」に記載されているパスワードを

入力します。（学習支援システムおよびActive! Mail
を利用するための初期パスワードとなります。）

例 AIB2Y3Z4（初期パスワードのアルファベット

は全て大文字です）

パスワード入力時は全て●で表示されます。

※ご自身で変更されたパスワードではログインできません。
【注意】
入学時に送付した初期のパスワードはセキュリティが強
固ではありません。
セキュリティーの高い（英数字の混じった）パスワードへ
と変更し、その後も定期的（1～2ヶ月おき）にパスワー
ドを変更するようにしてください。
（パスワードの変更方法はP.18 参照）
変更したパスワードを忘れてしまった場合は、事務室ま
で連絡してください。

利用したいメニューボタ
ンをクリック。

終了する場合は「ログア
ウト」ボタンをクリック。

　Active! Mailは、サーバ（本学に設置）でメールを一括管理し、受信したメールはサーバ内に保管されます。そのため、会社で受信

したメールを自宅でも見られるようにしたい時、自宅や会社で一人一台のパソコンが無い環境でメールを使用したい時、出張先から

メールを使用したい時など、メールの幅広い活用ができます。

また、wwwブラウザから電子メールを使用するので、メールソフトごとの固有の設定を覚える必要が無く、インターネットとwww

ブラウザを使用できる環境があれば、同様の操作性でメールを利用できます。

Active! Mail にログインすると次のような画面が表示されます。

（9）学習指導書・課題

通信授業科目の学習指導書およびリポート課題をPDF

ファイルにて、ダウンロードおよび閲覧できます。

閲覧にはパスワードとユーザーIDの入力が必要です。
　ユーザーID︓gaku　

　パスワード︓学習支援システムの「学習関連」

　　　　　　に記載

※平成25年度以前入学生を対象とした科目およびデ
ザイン美術学科専門科目は学習指導書は掲載せず、
リポート課題のみの閲覧となります。

※学習指導書のログインIDおよびパスワードは、学習
支援システムのログインID・パスワードとは異なり
ます。ご注意ください。
 

（8）パスワード管理

メニューより［パスワード管理］をクリックすると、

メイン画面に表示されます。パスワードは、数ヶ月に1

回は変更することをおすすめします。

現在のパスワードと、新しいパスワードを入力し、[変

更]ボタンをクリックしてください。

※パスワードは、英数字を含む半角8文字以上のパスワ

ードを設定してください。

※パスワード入力時は全て●で表示されます。




