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1.1.1.1.     ログイン・ログアウトログイン・ログアウトログイン・ログアウトログイン・ログアウト

（（（（1111））））ログインとパスワード変更ログインとパスワード変更ログインとパスワード変更ログインとパスワード変更    

① インターネットエクスプローラを起動し、アドレス欄に下記 URL を入力してくだ

さい。 

https://cpweb.tokaigakuin-u.ac.jp/kyoin/web/CplanMenuWeb/ui/LoginForm.aspx 

  ※東海学院大学短期大学部・東海学院大学のホームページの「教職員」—「教職員 

   専用」のページ（ http://www.tokaigakuin-u.ac.jp/staff/fd_committee/ ） 

   にある[教員 Web]ボタンからもログイン画面に移動できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※※※※    
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② 次のようなログイン画面が表示されます。 

  ユーザーID（教員番号） と パスワード を入力し、[ログイン]をクリックして

ください。 

  ※初回ログイン時のパスワードはユーザーID（教員番号）と同じです。 

  ※ユーザーID（教員番号）の変更はできません。 

  ※通算 5 回入力に失敗するとログインできなくなります。 

 

 

③ 初回ログイン時はパスワードの変更を求められますので、変更を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

①①①①URLURLURLURL 入力入力入力入力    

②ユーザー②ユーザー②ユーザー②ユーザーIDIDIDID・パスワード・パスワード・パスワード・パスワード    

    （初回は共に教員番号）（初回は共に教員番号）（初回は共に教員番号）（初回は共に教員番号）    

    を入力し、ログインを入力し、ログインを入力し、ログインを入力し、ログイン    

●旧パスワード：②ログイン画面で入力したパスワード●旧パスワード：②ログイン画面で入力したパスワード●旧パスワード：②ログイン画面で入力したパスワード●旧パスワード：②ログイン画面で入力したパスワード    

●新パスワード・新パスワードを再入力●新パスワード・新パスワードを再入力●新パスワード・新パスワードを再入力●新パスワード・新パスワードを再入力    

：新しく登録したいパスワード：新しく登録したいパスワード：新しく登録したいパスワード：新しく登録したいパスワード    

以上を入力後、以上を入力後、以上を入力後、以上を入力後、[[[[変更変更変更変更]]]]をクリックをクリックをクリックをクリック    

●確認メッセージが表示されたら●確認メッセージが表示されたら●確認メッセージが表示されたら●確認メッセージが表示されたら    

[OK][OK][OK][OK]をクリックをクリックをクリックをクリック    



3 

 

④ パスワードの変更が完了すると次の画面が表示されます。[メインメニューへ]をク

リックしてください。 

 
 

⑤ 教員用メニュー画面が表示されます。 

  ※画面左上に自分の名前が表示されていることを確認してください。 

 

 

 

※ 次回ログイン以降は新しいパスワードを使用してください。    

        

●●●●    [[[[メインメニューへメインメニューへメインメニューへメインメニューへ]]]]をクリックをクリックをクリックをクリック    

●●●●    自分の名前であることを確認自分の名前であることを確認自分の名前であることを確認自分の名前であることを確認    

●●●●    使用可能なメニューが表示されます使用可能なメニューが表示されます使用可能なメニューが表示されます使用可能なメニューが表示されます    
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（（（（2222））））ログログログログアウトアウトアウトアウト    

① 画面右上にある[ログアウト]をクリックしてください。 

 

 

② ログイン画面に戻ります。 

 
 

    

 （（（（3333）パスワードについて）パスワードについて）パスワードについて）パスワードについて

 個人情報を取扱うサービスですので、他人がなりすましてログインできないよう、定

期的にパスワードの変更を行ってください。 

 メニュー画面右上の[パスワード変更]をクリックすることで、いつでも変更が可能で

す。 

   

 

 

 

 

 

 ※万一、パスワードを忘れてログインできなくなった場合は、教務課に連絡してくだ

さい。当日 17：30 までの受付分は、翌日（休日を除く）の 12：30 以降に、「教

員番号」にてログインできるようになります。 

 

    

●●●●    [[[[ログアウトログアウトログアウトログアウト]]]]をクリックをクリックをクリックをクリック    

●●●●    必ずログイン画面に戻ってから必ずログイン画面に戻ってから必ずログイン画面に戻ってから必ずログイン画面に戻ってから    

        インターネットエクスプローラーインターネットエクスプローラーインターネットエクスプローラーインターネットエクスプローラー    

        を終了してください。を終了してください。を終了してください。を終了してください。    

●●●●    [[[[パスワード変更パスワード変更パスワード変更パスワード変更]]]]をクリックをクリックをクリックをクリック    
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2.2.2.2.    WebWebWebWeb シラバスシラバスシラバスシラバス    

教員用メニュー画面の[Web シラバス]をクリックすると、「Web シラバス」メニュー

が表示されます。 

           

            

   

 

 

 

        

＜＜＜＜    WebWebWebWeb シラバスメニュー＞シラバスメニュー＞シラバスメニュー＞シラバスメニュー＞    

（（（（1111）シラバス検索：シラバスの検索・参照ができます。）シラバス検索：シラバスの検索・参照ができます。）シラバス検索：シラバスの検索・参照ができます。）シラバス検索：シラバスの検索・参照ができます。    

＜＜＜＜    教員用メニュー画面＞教員用メニュー画面＞教員用メニュー画面＞教員用メニュー画面＞    
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（（（（1111）シラバス検索）シラバス検索）シラバス検索）シラバス検索    

① Web シラバスメニューより[シラバス検索]をクリックします。 

 
 

② 「シラバス検索」画面が表示されます。検索条件を入力し、[以上の条件で検索]ボ

タンをクリックします。 

 

 

③ 検索条件に該当する講義の一覧が表示されます。参照したい講義の左端にある[選

択]ボタンをクリックしてください。 

●●●●    [[[[シラバス検索シラバス検索シラバス検索シラバス検索]]]]をクリックをクリックをクリックをクリック    

●●●●    [[[[以上の条件で検索以上の条件で検索以上の条件で検索以上の条件で検索]]]]をクリックをクリックをクリックをクリック    

●●●●    「キーワード」のみ中間一致検索「キーワード」のみ中間一致検索「キーワード」のみ中間一致検索「キーワード」のみ中間一致検索    

        その他は前方一致検索その他は前方一致検索その他は前方一致検索その他は前方一致検索    



7 

 

 
 

④ 「シラバス参照」画面が表示されます。 

 
 

  

●●●●    検索結果が表示されます検索結果が表示されます検索結果が表示されます検索結果が表示されます    

●●●●    参照したい講義の参照したい講義の参照したい講義の参照したい講義の[[[[選択選択選択選択]]]]ボタンをクリックボタンをクリックボタンをクリックボタンをクリック    

＜担当教員について＞＜担当教員について＞＜担当教員について＞＜担当教員について＞    

氏名の前に◎のある先生が代表教員です。氏名の前に◎のある先生が代表教員です。氏名の前に◎のある先生が代表教員です。氏名の前に◎のある先生が代表教員です。    

代表教員代表教員代表教員代表教員はははは出欠登録・成績登録出欠登録・成績登録出欠登録・成績登録出欠登録・成績登録の責任者です。の責任者です。の責任者です。の責任者です。    
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⑤ 参照画面を閉じる場合は、最下部右端にある[ウィンドウを閉じる]をクリックしま

す。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「※「※「※「CampusPlanCampusPlanCampusPlanCampusPlan」終了時は必ずログアウトを実行し、ログイン画面に戻って」終了時は必ずログアウトを実行し、ログイン画面に戻って」終了時は必ずログアウトを実行し、ログイン画面に戻って」終了時は必ずログアウトを実行し、ログイン画面に戻って

からインターネットエクスプローラーを終了してください。からインターネットエクスプローラーを終了してください。からインターネットエクスプローラーを終了してください。からインターネットエクスプローラーを終了してください。        

●●●●    [[[[ウィンドウを閉じるウィンドウを閉じるウィンドウを閉じるウィンドウを閉じる]]]]をクリックをクリックをクリックをクリック    
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3.3.3.3.    WebWebWebWeb 出欠登録出欠登録出欠登録出欠登録    

① 教員用メニュー画面の[Web 出欠登録]をクリックすると、「Web 出欠登録」メニ

ューが表示されます。 

    

                                                

    

    

 

② Web 出欠登録メニューより[受持講義一覧（出欠登録）]をクリックすると、今年

度担当している講義の一覧が表示されます。 

 
 

 

 

        

＜＜＜＜    教員用メニュー画面＞教員用メニュー画面＞教員用メニュー画面＞教員用メニュー画面＞    

＜＜＜＜    WebWebWebWeb 出欠登録メニュー＞出欠登録メニュー＞出欠登録メニュー＞出欠登録メニュー＞    

（（（（1111）受持講義一覧（出欠登録）：担当している講義の）受持講義一覧（出欠登録）：担当している講義の）受持講義一覧（出欠登録）：担当している講義の）受持講義一覧（出欠登録）：担当している講義の    

出欠登録を行います。出欠登録を行います。出欠登録を行います。出欠登録を行います。    

●●●●    [[[[選択選択選択選択]]]]をクリックすると、「出欠登録をクリックすると、「出欠登録をクリックすると、「出欠登録をクリックすると、「出欠登録    

画面」へ進みます。画面」へ進みます。画面」へ進みます。画面」へ進みます。    

●●●●    [[[[出力出力出力出力]]]]をクリックすると、「講義別出欠をクリックすると、「講義別出欠をクリックすると、「講義別出欠をクリックすると、「講義別出欠    

出力画面」へ進みます。出力画面」へ進みます。出力画面」へ進みます。出力画面」へ進みます。    
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（（（（1111）受持講義一覧（出欠登録））受持講義一覧（出欠登録））受持講義一覧（出欠登録））受持講義一覧（出欠登録）    

① 「受持講義一覧（出欠登録）」画面で、講義名称の左側にある[選択]ボタンをクリ

ックすると、当該講義の「出欠登録」画面が表示されます。 

※出欠登録が可能となるのは、開講日付以降です。 

 

 

 

 

 

 
 

●●●●    開講日付・時限を確認開講日付・時限を確認開講日付・時限を確認開講日付・時限を確認    

●●●●    リストボックスより選択リストボックスより選択リストボックスより選択リストボックスより選択    

●●●●    出欠登録が完了したら出欠登録が完了したら出欠登録が完了したら出欠登録が完了したら[[[[登録登録登録登録]]]]をクリックをクリックをクリックをクリック    

※※※※    登録後も更新可能です。登録後も更新可能です。登録後も更新可能です。登録後も更新可能です。    

        一時保存する場合も一時保存する場合も一時保存する場合も一時保存する場合も[[[[登録登録登録登録]]]]を行ってください。を行ってください。を行ってください。を行ってください。    

（※（※（※（※1111）出欠未入力の学生が存在する場合、日付の前に）出欠未入力の学生が存在する場合、日付の前に）出欠未入力の学生が存在する場合、日付の前に）出欠未入力の学生が存在する場合、日付の前に    

黄色の「！」が表示されます。黄色の「！」が表示されます。黄色の「！」が表示されます。黄色の「！」が表示されます。    

（※（※（※（※2222））））[[[[全員出席全員出席全員出席全員出席]]]]ボタンを押すと、すべての空欄にボタンを押すと、すべての空欄にボタンを押すと、すべての空欄にボタンを押すと、すべての空欄に    

                [[[[出席出席出席出席]]]]と入力されます。と入力されます。と入力されます。と入力されます。    

（※（※（※（※3333）過去・未来の開講日は、右上の）過去・未来の開講日は、右上の）過去・未来の開講日は、右上の）過去・未来の開講日は、右上の[[[[戻る戻る戻る戻る]]]]・・・・[[[[進む進む進む進む]]]]    

ボタンで表示できます。ボタンで表示できます。ボタンで表示できます。ボタンで表示できます。    

今日（ログイン日）を起点に動きます。今日（ログイン日）を起点に動きます。今日（ログイン日）を起点に動きます。今日（ログイン日）を起点に動きます。    

（※（※（※（※1111））））    

（※（※（※（※2222））））    

（※（※（※（※3333））））    
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② 出欠区分は下表のとおりです。「補講出席」は届出に基き教務課にて登録します。

ご自身による登録はしないでください。 

 

出欠区分 取扱い 備考 

出席 出席  

欠席 欠席  

遅刻 3 回をもって 

1 回の欠席とする 

 

早退  

公認欠席 欠席 公認欠席取扱い課から配信される届出書

類を確認の上、登録ください。 

補講出席 出席 使用禁止：教務課にて登録 

 

③ 試験日の出欠は登録しないでください。（成績登録メニューにて行っていただきま

す） 

 

④ 表示されている開講日付・時限が、実際の開講日付・時限と一致していることを確

認してから登録を行ってください。 

  休講・補講による日程変更は、届出に基き教務課にて行います。変更されているこ

とを確認してから登録を行ってください。 

 

        

（※（※（※（※4444））））    

（※（※（※（※4444）最下段にある）最下段にある）最下段にある）最下段にある[[[[出欠を変更不可にする出欠を変更不可にする出欠を変更不可にする出欠を変更不可にする]]]]にににに    

チェックを入れると、リストボックスが消え、チェックを入れると、リストボックスが消え、チェックを入れると、リストボックスが消え、チェックを入れると、リストボックスが消え、    

出欠情報を変更できない状態になります。出欠情報を変更できない状態になります。出欠情報を変更できない状態になります。出欠情報を変更できない状態になります。    

チェックを外せば再度変更が可能となります。チェックを外せば再度変更が可能となります。チェックを外せば再度変更が可能となります。チェックを外せば再度変更が可能となります。    

入力完了の目印及び、誤操作防止に活用ください。入力完了の目印及び、誤操作防止に活用ください。入力完了の目印及び、誤操作防止に活用ください。入力完了の目印及び、誤操作防止に活用ください。    
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（（（（2222）出欠集計とエクセル出力）出欠集計とエクセル出力）出欠集計とエクセル出力）出欠集計とエクセル出力    

① 「出欠登録」画面で、講義名の右側にある[出欠の集計を表示]ボタンをクリック

すると、「出欠集計」画面が開きます。 

  ※出席回数・欠席回数・遅刻回数・早退回数・出欠未登録件数などを確認できま

す。 

 

 

 

 

② 「出欠登録」画面で、講義名の右側にある[エクセル一覧出力]ボタンをクリック

すると、①の画面をエクセルで出力することができます。 

 

        

●●●●    [[[[出欠の集計を表示出欠の集計を表示出欠の集計を表示出欠の集計を表示]]]]をクリックをクリックをクリックをクリック    

●「その他」：公認欠席●「その他」：公認欠席●「その他」：公認欠席●「その他」：公認欠席と補講出席の合計と補講出席の合計と補講出席の合計と補講出席の合計回数を表示します。回数を表示します。回数を表示します。回数を表示します。    

●「未登録」：出欠未入力の数を表示します。●「未登録」：出欠未入力の数を表示します。●「未登録」：出欠未入力の数を表示します。●「未登録」：出欠未入力の数を表示します。    

                        入力漏れを確認し、常に「入力漏れを確認し、常に「入力漏れを確認し、常に「入力漏れを確認し、常に「0000」」」」    

                        であるようにしてください。であるようにしてください。であるようにしてください。であるようにしてください。    

●●●●    「遅刻」・「早退」は「遅刻」・「早退」は「遅刻」・「早退」は「遅刻」・「早退」は 3333 回をもって回をもって回をもって回をもって 1111 回の欠席として扱われますので、回の欠席として扱われますので、回の欠席として扱われますので、回の欠席として扱われますので、    

        その旨の注釈が表示されます。その旨の注釈が表示されます。その旨の注釈が表示されます。その旨の注釈が表示されます。    
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（（（（3333）講義別出欠出力）講義別出欠出力）講義別出欠出力）講義別出欠出力    

① 「受持講義一覧（出欠登録）」画面で、講義名称の右端にある[出力]ボタンをクリ

ックすると、当該講義の 1 時限単位の出欠を一覧で確認することができます。エ

クセルや PDF で出力することも可能です。 

 
 

 

 

    

※オムニバス等、担当教員が複数※オムニバス等、担当教員が複数※オムニバス等、担当教員が複数※オムニバス等、担当教員が複数名の講義について名の講義について名の講義について名の講義については、は、は、は、すべての開講日につすべての開講日につすべての開講日につすべての開講日につ

いて全教員がいて全教員がいて全教員がいて全教員が出欠出欠出欠出欠登録登録登録登録できますできますできますできます。。。。    

誤操作により他教員担当回を上書きしてしまうことのないように、登録につ誤操作により他教員担当回を上書きしてしまうことのないように、登録につ誤操作により他教員担当回を上書きしてしまうことのないように、登録につ誤操作により他教員担当回を上書きしてしまうことのないように、登録につ

いてはいてはいてはいては代表教員の代表教員の代表教員の代表教員の指示に従って指示に従って指示に従って指示に従ってください。ください。ください。ください。    

    

    

※「※「※「※「CampusPlanCampusPlanCampusPlanCampusPlan」終了時は必ずログアウトを実行し、ログイン画面に戻っ」終了時は必ずログアウトを実行し、ログイン画面に戻っ」終了時は必ずログアウトを実行し、ログイン画面に戻っ」終了時は必ずログアウトを実行し、ログイン画面に戻っ

てからインターネットエクスプローラーを終了してください。てからインターネットエクスプローラーを終了してください。てからインターネットエクスプローラーを終了してください。てからインターネットエクスプローラーを終了してください。        

●●●●    [[[[出力出力出力出力]]]]をクリックをクリックをクリックをクリック    

●「出欠登録」画面から、●「出欠登録」画面から、●「出欠登録」画面から、●「出欠登録」画面から、1111 つ前のつ前のつ前のつ前の    

        画面に戻ります画面に戻ります画面に戻ります画面に戻ります    

●●●●    参照したい講義日・時限をクリックすると、参照したい講義日・時限をクリックすると、参照したい講義日・時限をクリックすると、参照したい講義日・時限をクリックすると、    

        右側に出欠状況が表示されます。右側に出欠状況が表示されます。右側に出欠状況が表示されます。右側に出欠状況が表示されます。    

注：「欠席理由」の入力はできない設定に注：「欠席理由」の入力はできない設定に注：「欠席理由」の入力はできない設定に注：「欠席理由」の入力はできない設定に    

なっております。なっております。なっております。なっております。    

●●●●    [[[[日別チェックシート日別チェックシート日別チェックシート日別チェックシート PDFPDFPDFPDF 出力出力出力出力]]]]をををを    

        クリックすると、表示中の情報をクリックすると、表示中の情報をクリックすると、表示中の情報をクリックすると、表示中の情報を    

        PDFPDFPDFPDF で出力できます。で出力できます。で出力できます。で出力できます。    ●●●●    [[[[エクセル一覧出力エクセル一覧出力エクセル一覧出力エクセル一覧出力]]]]をクリックすると、をクリックすると、をクリックすると、をクリックすると、    

表示中の情報をエクセルで出力できます。表示中の情報をエクセルで出力できます。表示中の情報をエクセルで出力できます。表示中の情報をエクセルで出力できます。    
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4.4.4.4.    WebWebWebWeb 成績登録成績登録成績登録成績登録    

教員用メニュー画面の[Web 成績登録]をクリックすると、「Web 成績登録」メニュー 

が表示されます。 

 

      

 

 

 

 

 

        

＜＜＜＜    教員用メニュー画面＞教員用メニュー画面＞教員用メニュー画面＞教員用メニュー画面＞    

＜＜＜＜    WebWebWebWeb 成績登録メニュー＞成績登録メニュー＞成績登録メニュー＞成績登録メニュー＞    

（（（（1111）成績登録（受持講義一覧）：担当している講義の一覧を表示します。）成績登録（受持講義一覧）：担当している講義の一覧を表示します。）成績登録（受持講義一覧）：担当している講義の一覧を表示します。）成績登録（受持講義一覧）：担当している講義の一覧を表示します。    

                                                            一覧より講義を選択し、成績の登録を行います。一覧より講義を選択し、成績の登録を行います。一覧より講義を選択し、成績の登録を行います。一覧より講義を選択し、成績の登録を行います。    

（（（（2222）受持講義履修者確認：担当講義の一覧を表）受持講義履修者確認：担当講義の一覧を表）受持講義履修者確認：担当講義の一覧を表）受持講義履修者確認：担当講義の一覧を表示します。示します。示します。示します。    

                                                    代表教員以外でも確認が可能です。代表教員以外でも確認が可能です。代表教員以外でも確認が可能です。代表教員以外でも確認が可能です。    
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（（（（1111））））受持講義一覧受持講義一覧受持講義一覧受持講義一覧（（（（成績登録成績登録成績登録成績登録））））    

① Web 成績登録メニューより[受持講義一覧（成績登録）]をクリックします。 

 

 

② 「受持講義一覧（成績登録）」画面が起動します。 

  成績を登録したい講義の左端にある[選択]ボタンをクリックしてください。 

 
③ 「成績登録」画面が起動します。抽出条件を指定し、[表示]ボタンをクリックして

ください。 

    
    

●●●●    [[[[受持講義一覧（成績登録）受持講義一覧（成績登録）受持講義一覧（成績登録）受持講義一覧（成績登録）]]]]をクリックをクリックをクリックをクリック    

●●●●    登録が完了している講義は表示されません。登録が完了している講義は表示されません。登録が完了している講義は表示されません。登録が完了している講義は表示されません。    

        確認する場合は確認する場合は確認する場合は確認する場合は[[[[全てを表示する全てを表示する全てを表示する全てを表示する]]]]にチェックをにチェックをにチェックをにチェックを    

        入れてください。入れてください。入れてください。入れてください。    

●●●●    [[[[選択選択選択選択]]]]をクリックするとをクリックするとをクリックするとをクリックすると    

        「成績登録」画面へ「成績登録」画面へ「成績登録」画面へ「成績登録」画面へ    
●●●●    [[[[確認確認確認確認]]]]をクリックするとをクリックするとをクリックするとをクリックすると    

    成績の閲覧ができます。成績の閲覧ができます。成績の閲覧ができます。成績の閲覧ができます。    

＜抽出条件＞＜抽出条件＞＜抽出条件＞＜抽出条件＞    

●●●●    [[[[表示表示表示表示]]]]をクリックをクリックをクリックをクリック    

●●●●    [[[[履修生一覧履修生一覧履修生一覧履修生一覧 CSV]CSV]CSV]CSV]をクリックするとをクリックするとをクリックするとをクリックすると    

        履修者一覧を出力できます。履修者一覧を出力できます。履修者一覧を出力できます。履修者一覧を出力できます。    

        ⇒⇒⇒⇒    SJISSJISSJISSJIS 選択のままで結構です。選択のままで結構です。選択のままで結構です。選択のままで結構です。    
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●出力学生名：表示の仕方について、漢字／ローマ字の選択ができます。 

●入力成績判定：これから入力する成績の試験種別を指定します。 

        ⇒ 本試験／追試験／再試験／予備試験 

●特定学年：入力する学年を指定したい場合に使用します。 

●参照成績指定 1・2：別の試験種別の成績を参照しながら入力したい場合に使用しま

す。 

                    ⇒ これから入力する成績が「再試験」で、「本試験」の成績を

参照しながら入力したい場合は、「本試験」を指定します。 

※「出力学生名」、「入力成績判定」以外は必須条件ではありませんので、必要な場合の

み使用してください。 

    

④ 確認メッセージが表示されますので、[OK]をクリックしてください。 

 

 

⑤ 受講生が一覧表示されます。 

 

 

  

●●●●    [OK][OK][OK][OK]をクリックをクリックをクリックをクリック    

●●●●    「参考成績指定「参考成績指定「参考成績指定「参考成績指定 1111・・・・2222」で」で」で」で    

        指定した成績が表示されます。指定した成績が表示されます。指定した成績が表示されます。指定した成績が表示されます。    
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⑥ 成績登録は、 当該試験終了時における合計得点のみを登録してください。（=試験

の点数とは限りません。シラバスに記載の評価方法により算出された得点を登録し

てください。） 

 

 

 

⑦ 「成績登録完了」画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックしてください。 

  以上で成績登録は完了です。 

 

 

⑧ 入力された「素点」に応じ、本学の評価基準に基づき「評価」に変換されます。入力された「素点」に応じ、本学の評価基準に基づき「評価」に変換されます。入力された「素点」に応じ、本学の評価基準に基づき「評価」に変換されます。入力された「素点」に応じ、本学の評価基準に基づき「評価」に変換されます。    

        自動変換自動変換自動変換自動変換でででですので、対応範囲外の評価を付けることはできません。すので、対応範囲外の評価を付けることはできません。すので、対応範囲外の評価を付けることはできません。すので、対応範囲外の評価を付けることはできません。    

 

＜レターグレード評定時の入力素点＞ 

秀=95、優=85、良=75、可=65、不合格=55 

※但し、再試による合格者の入力素点は 60（=可）とします。 

  

●●●●    入力できるのは入力できるのは入力できるのは入力できるのは「素点「素点「素点「素点欄欄欄欄」」」」のみのみのみのみ    

●●●●    確認メッセージが表示されるので確認メッセージが表示されるので確認メッセージが表示されるので確認メッセージが表示されるので    

[OK][OK][OK][OK]をクリックをクリックをクリックをクリック    

●●●●    [OK][OK][OK][OK]をクリックをクリックをクリックをクリック    

●●●●    [[[[更新更新更新更新]]]]をクリックをクリックをクリックをクリック    

●●●●    「既入力評価」欄は「既入力評価」欄は「既入力評価」欄は「既入力評価」欄は操作操作操作操作不要不要不要不要    
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※ 各試験区分において素点欄の入力が完了した場合は、[入力完了]にチェックを入れ

て[更新]してください。⇒ 以降、修正・更新ができなくなり、教務課にて登録内

容の確定処理を行います。 

 

 

 

⑨ 「成績登録」画面にて右上の[PDF]ボタンをクリックすると、『講義別成績一覧』

を PDF 出力できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※オムニバス等、担当教員が複数の場合は、代表教員のみ※オムニバス等、担当教員が複数の場合は、代表教員のみ※オムニバス等、担当教員が複数の場合は、代表教員のみ※オムニバス等、担当教員が複数の場合は、代表教員のみ成績成績成績成績登録が可能です。登録が可能です。登録が可能です。登録が可能です。

 代表教員の方が取りまとめ、登録を行ってください。代表教員の方が取りまとめ、登録を行ってください。代表教員の方が取りまとめ、登録を行ってください。代表教員の方が取りまとめ、登録を行ってください。

      代表教員以外の担当教員も、代表教員以外の担当教員も、代表教員以外の担当教員も、代表教員以外の担当教員も、参照することは可能です。参照することは可能です。参照することは可能です。参照することは可能です。

●●●●    [[[[入力完了入力完了入力完了入力完了]]]]にチェックを入れ、にチェックを入れ、にチェックを入れ、にチェックを入れ、    

[[[[更新更新更新更新]]]]をクリックをクリックをクリックをクリック    

●●●●    登録を確定する場合は登録を確定する場合は登録を確定する場合は登録を確定する場合は    

[OK][OK][OK][OK]をクリックをクリックをクリックをクリック    

●●●●    [PDF][PDF][PDF][PDF]をクリックをクリックをクリックをクリック    
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（（（（2222）受持講義履修者確認）受持講義履修者確認）受持講義履修者確認）受持講義履修者確認    

① Web 成績登録メニューより[受持講義履修者確認]をクリックすると、「受持講義履

修者確認」画面が起動します。 

  確認したい講義の[選択]ボタンをクリックしてください。 

 

  

 

② 「履修者確認」画面が起動します。必要に応じ抽出条件を指定し、[表示]をクリッ

クしてください。 

 

●表示順指定：ここで指定した項目を先頭、基準にして表示します。 

      ⇒ 学籍番号・・・学籍番号順、氏名・・・あいうえお順 etc. 

 

③ [履修生一覧 CSV]ボタンをクリックすると、表示されている一覧を csv 出力でき

ます。 

 

④ [戻る]ボタンにて「受持講義履修者確認」画面に戻ります。 

 

※「※「※「※「CampusPlanCampusPlanCampusPlanCampusPlan」終了時は必ずログアウトを実行し、ログイン画面に戻って」終了時は必ずログアウトを実行し、ログイン画面に戻って」終了時は必ずログアウトを実行し、ログイン画面に戻って」終了時は必ずログアウトを実行し、ログイン画面に戻って

からインターネットエクスプローラーを終了してください。からインターネットエクスプローラーを終了してください。からインターネットエクスプローラーを終了してください。からインターネットエクスプローラーを終了してください。    

●●●●    [[[[受持講義履修者確認受持講義履修者確認受持講義履修者確認受持講義履修者確認]]]]をクリックをクリックをクリックをクリック    

●●●●    講義を選んで講義を選んで講義を選んで講義を選んで    

[[[[選択選択選択選択]]]]をクリックをクリックをクリックをクリック    

＜抽出条件＞＜抽出条件＞＜抽出条件＞＜抽出条件＞    

●●●●    [[[[表示表示表示表示]]]]をクリックをクリックをクリックをクリック    

●●●●    [[[[履修生一覧履修生一覧履修生一覧履修生一覧 CSV]CSV]CSV]CSV]をクリックをクリックをクリックをクリック    

        すると、すると、すると、すると、csvcsvcsvcsv 出力ができます出力ができます出力ができます出力ができます    


