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１-１．airUシステム要件
＜パソコン＞

対応OS 対応ブラウザ

Windows 7 Microsoft Internet Explorer 11、Mozilla Firefox（最新版）、
Google Chrome（最新版）

Windows 8.0 Microsoft Internet Explorer 11
Windows 8.1 Microsoft Internet Explorer 11

Windows 10 Microsoft Edge、Microsoft Internet Explorer 11、
Google Chrome（最新版）、Mozilla Firefox（最新版）

Mac OS X v10.7 Mozilla Firefox（最新版）、Safari 5.1、Google Chrome（最新版）
Mac OS X v10.9 Safari 7
Mac OS X v10.10 Safari 9、Google Chrome（最新版）、Mozilla Firefox（最新版）

＜タブレット端末、スマートフォン＞
対応OS 対応ブラウザ

iOS 9.3.2以上
Android 5.1以上 OS標準ブラウザ

１-２．電子書籍ビューアアプリケーション「BookLooper（ブックルーパー）」システム要件
・一部のテキスト科目とウェブスクーリング（WS）科目のみで利用します。
・……電子テキストをPCで閲覧するためにはFlash…Player11以上のインストールが必要となります。
・……タブレット端末やスマートフォンについては、機種及びインターネット接続環境等により一部機能等がご利用にな
れないこともあります。あらかじめご了承ください。

＜パソコン＞
対応OS 対応ブラウザ

Windows 7/8.1/10 Microsoft Internet Explorer 11、Google Chrome 32 以上
Mac OS X 10.7 〜 10.10 Safari 6/7、Google Chrome 32 以上

＜タブレット端末、スマートフォン＞
対応OS 対応ブラウザ

iOS 7.1/8.1/9.0
Android 4.1 以上 OS標準ブラウザ

１．airU・BookLooperのシステム要件
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２-１．「学内LAN利用アカウント」 
学内LAN利用アカウントとは、学内LAN（キャンパス内のコン
ピュータネットワーク）に接続されているパソコンを利用する際
に必要な、ユーザー名とパスワードのことです。通信教育部生
の皆さんは、瓜生山キャンパス・東京外苑キャンパスで開講さ
れる個人所有のパソコンを使用するスクーリング受講時や、芸
術文化情報センター（大学図書館、p.142）内で貸出ノートパソ
コンを利用する際などに必要となります。申請の必要は特に無
く、入学許可後、所定の手続きが完了次第、「マイライブラリア
カウント」（芸術文化情報センターのサービスを受けるためのロ
グイン名とパスワード）とまとめて、「各種サービスアカウント
通知書」として郵送でお届けします。

・…学内LAN利用アカウントは、通信教育部が発行する「airU利
用登録通知」（p.15）とは異なります。
・…学内LAN利用アカウントは、「学生証」や「キャッシュカードと
暗証番号」等と同じように重要なものです。同通知書を受け
取った後は、責任を持って大切に管理してください。

（１）「学内LAN利用アカウント」の使用
下記の場面で学内LAN利用アカウントが必要です。
①…スクーリング等で瓜生山キャンパス、東京外苑キャンパスにて個人所有のパソコンを学内LANに接続し
て使用する場合。詳細は、p.92２-２を参照してください。
なお、写真コースおよびデザイン科の全てのコースでは、一部のスクーリングで個人所有のパソコンを学
内LANに接続して使用します。
②…芸術文化情報センターの貸出ノートパソコン、または東京外苑キャンパスのコピーコーナーのパソコンで
インターネット（Web閲覧、蔵書検索（OPAC）など）を利用する場合
③学内LAN利用アカウントのパスワードをWebから変更する場合

（２）「学内LAN利用アカウント」のパスワード変更
インターネットまたは学内LANに接続されたパソコンから、学内LAN利用アカウントのパスワードを変更
することが可能です。以下のURLにアクセスし、画面の指示に従ってパスワードを変更してください。

学内LAN利用（通信教育部向け）　http://glan.kyoto-art.ac.jp/cclan/

（３）「学内LAN利用アカウント」の再発行
学内LAN利用アカウント（ユーザー名、パスワード）を紛失または忘れてしまった場合には、次のいずれか
の方法で再発行を受けてください。なお、電子メール、電話、FAXでの再発行申請受付は行っていません。
①郵送による申請
任意の用紙に「学内LAN利用アカウント再発行申請」と明記し、学生証のコピーと返信用封筒（392円切手
貼付）を同封のうえ、下記まで郵送で申請してください。簡易書留郵便にて返送します。
宛　先　：〒606-8271
　　　　　京都市左京区北白川瓜生山2-116
　　　　　京都造形芸術大学　情報システム室　学内LAN利用係
再発行迄の所要日数：1週間程度
②情報システム室の窓口での直接申請（代理申請は受け付けません。）
　受付時間：9：00 〜 17：30（土日祝・学内立入禁止期間・事務局休止期間を除く）
　受付場所：情報システム室（瓜生山キャンパス・人間館本部棟B1階）
　必要書類：学生証
　再発行迄の所要時間：5分程度

２．学内LAN利用
京都造形芸術大学 

発行日 2017 年 12 月 15 日 

情報システム室 
学内 LAN：171215-01 

606-8271 
京都府京都市左京区北白川 
瓜生山 2-116 
 
 
瓜生 太郎 様 

各種サービスアカウント通知書   

 

京都造形芸術大学 
情報システム室 

                                              
各種サービスの利用登録が完了しましたのでお知らせします。下記の利用心得を遵守して利用して

ください。また、本通知書は第三者の目に触れぬよう取り扱いに注意し、大切に保管してください。 

 
学内 LAN 利用アカウント 

ユーザー名 XXXXXXXX パスワード XXXXXX 

 
 
マイライブラリアカウント（図書館 WEB サービス） 

ログイン名 XXXXXXXX パスワード XXXXXX 

 
 
 
 
 
問い合わせ窓口 

学内 LAN 
受付場所 情報システム室（人間館本部棟 B1F） 

受付時間 ９：００～１７：００（土日祝・学内立入禁止期間・事務局休止期間除く） 

マイライブラリ 
受付場所 芸術文化情報センター（人間館本部棟 B1F）  

受付時間 閉館２０分前まで 

 
各種サービス利用の心得 

a.学内 LANに接続する PC には、有償版のウィルス対策ソフトをインストールし、常に最新の状態に更新する。 

また、OSのセキュリティパッチを最新の状態に更新し、脆弱性を排除する。 

b.各種サービスアカウント（ユーザー名、ログイン名、パスワード）は、本人のみが使用し、他者に使用させない。 

また、他者の各種サービスアカウントを使用しない。 

c.パスワードは、他者に漏れないよう、その管理を自己の責任において行う。 

d.犯罪に結びつく行為や公序良俗に反する行為はしない。また、人種、信条、性別、社会的身分、門地などに関する差別的表現はしない。 

e.第三者に対する誹謗中傷等、人権を侵害する行為はしない。 

f.第三者の著作権や特許、意匠など、知的財産権を侵害する行為はしない。 

g.学内外を問わず、許可されていない情報資源を見る、入手する、改ざんする、削除するなどの行為はしない。 

h.学内 LANおよびこれに接続するインターネットなどの他のネットワークの正常な運用、維持を妨げる行為はしない。 

i.教育または研究以外の目的（ショッピング、営利行為）に使用しない。 

j.スマートフォン、タブレット類は学内 LANに接続しない。 

 

■学内 LAN 利用アカウントとは… 
大学構内でのインターネット閲覧、個人所有のパソコンを学内 LAN に接続して利用する際に必要となります。 

■マイライブラリとは… 

芸術文化情報センター（大学図書館）で現在借りている資料の確認、

返却期限の延長、資料の予約、取寄せ依頼等がインターネット上で

行うことのできるサービスです｡ 

■マイライブラリ入口 

芸術文化情報センターホームページ 

http://acic.kyoto-art.ac.jp/ 
（左メニューのマイライブラリ「ログイン」をクリック） 
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見  本                                            見  本                                            見  本各種サービスの利用登録が完了しましたのでお知らせします。下記の利用心得を遵守して利用して見  本各種サービスの利用登録が完了しましたのでお知らせします。下記の利用心得を遵守して利用して
ください。また、本通知書は第三者の目に触れぬよう取り扱いに注意し、大切に保管してください。見  本ください。また、本通知書は第三者の目に触れぬよう取り扱いに注意し、大切に保管してください。

︿各種サービスアカウント通知書﹀
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２-２．個人所有のパソコンを学内LANに接続し利用する方法
スクーリング等で瓜生山キャンパスや東京外苑キャンパスに登校した際、個人所有のパソコンを学内LANに
無線接続（有線接続はできません）し、インターネットを利用することが可能です。利用する場合は、以下の
利用条件を遵守した上で個人パソコンの設定を行い、利用してください。なお、スマートフォン、タブレット
（Surface等、パソコン用の有償版ウイルス対策ソフトをインストール可能な機種を除く）は学内LANへ接続し
ないようにしてください。
瓜生山キャンパスは、「人間館本部棟1階…学生ラウンジ」「芸術文化情報センター」「至誠館3階…学生食堂」（p.152）
等で、東京外苑キャンパスは、「エントランスロビー」（p.154）等でインターネットが利用できます。
なお、利用開始時に毎回「学内LAN利用アカウント」が必要になります。一部のスクーリングで個人所有のパ
ソコンを学内LANに接続して使用する写真コースおよびデザイン科の全てのコースでは、スクーリング受講
時に必要です。

（１）個人パソコンでの学内LAN利用時の条件
以下の条件を事前に確認し、利用設定を行ってください。
　①……ウイルス対策ソフト（有償版に限る）が導入されていない、または適切に運用されていない場合は学内
LANへの接続が許可されませんので、必ず導入・運用してください（Windowsだけでなく、全てのOSで
ウイルス対策ソフトの導入が必要です）。

　②…本サービスで使用する機材（ノートパソコンやソフトウェア）の導入に必要な費用は、利用者が負担して
ください。

　③…本サービスで使用する機材（ノートパソコンやソフトウェア）の正常動作に必要な作業は、利用者で実施
してください（大学側での作業の代行はありません）。

（２）個人パソコンの学内LAN接続方法
学内LANを利用するための設定方法は「学内LAN個人パソコン接続利用ガイド」に記載されています。以下
のURLにアクセスし、ダウンロードしてください。
　学内LAN利用（通信教育部向け）　http://glan.kyoto-art.ac.jp/cclan/

「学内LAN個人パソコン接続利用ガイド」内に記載されている「ESSID」「WPA-PSK」は以下の通りです。

ESSID… ：… kuad-wifi
WPA-PSK　：　asn8kkm4beb
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（３）学内LANを利用する際の心得
利用者は、下記の事項を遵守してください。これに違反した場合、学内LANの利用を制限することがあり
ます。また学内LANにより生じた損害について、本学は一切の責任を負いません。

本学は富士通エフ・オー・エムと提携しており、在学生は、FOMのeラーニング講座を通常価格から10％
OFFで受講できます。
eラーニングとは、パソコンがネットワークに接続されていれば、いつでも、どこでも、自分の都合のよい時
間に自分のペースで学習を進めていくことができる学習教材です。
受講を希望する場合は、まず、下記Webサイトで各講座内容を確認し、「無料体験学習」でパソコンの動作確認
を行ってからメールで申し込んでください。メール受信後、手続きについては詳細説明等の連絡があります。
（一部除外コースがあります。また、本学の単位認定対象にはなりません。）
学習に必要なID・パスワード等は、手続完了次第の発行となります（7〜 10営業日目安）。

「Adobe…Creative…Cloud」「Vectorworks」といったソフトウェアが大学やAD…STORE（大学購買部）で特別販売
されています。
▶…airU学習ガイド＞5.Web利用　参照

学内LANを利用する際の心得

①…学内LANに接続するパソコンには、有償版のウイルス対策ソフトをインストールし、常に最新の状態に
更新する。また、OSのセキュリティパッチを最新の状態に更新し、脆弱性を排除する。
②……学内LAN利用アカウントは本人のみが使用し、他者に使用させない。…
また、他者の学内LAN利用アカウントを使用しない。
③パスワードは、他者に漏れないよう、その管理を自己の責任において行う。
④……犯罪に結びつく行為や公序良俗に反する行為はしない。また、人種、信条、性別、社会的身分、門地な
どに関する差別的表現はしない。
⑤第三者に対する誹謗中傷等、人権を侵害する行為はしない。
⑥第三者の著作権や特許、意匠など、知的財産権を侵害する行為はしない。
⑦……学内外を問わず、許可されていない情報資源を見る、入手する、改ざんする、削除するなどの行為はし
ない。
⑧……学内LANおよびこれに接続するインターネットなどの他のネットワークの正常な運用、維持を妨げる行
為はしない。
⑨教育または研究以外の目的（ショッピング、営利行為）に使用しない。
⑩授業目的以外でスマートフォン、タブレット類は学内LANに接続しない。

３．eラーニング

【URL】http://www.fom.fujitsu.com/elearning/
メールアドレス：（fom-k-art@cs.jp.fujitsu.com）
タイトル　　　：京都造形芸術大学eラーニング申し込み
本文　　　　　：氏名・住所・電話番号、希望講座・受講期間・価格

講座内容やお申し込みに関する問い合わせ先
富士通エフ・オー・エム株式会社　関西支社　京都造形芸術大学　優待制度担当
TEL：06-6945 -4522（受付期間：平日　9：00 〜 17：00）
メールアドレス：（fom-k-art@cs.jp.fujitsu.com）

４．ソフトウェア
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