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新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。皆さんはこれから大学生活における

様々な場面で、ネットワークサービスを利用することになります。この冊子では大学で

運用しているネットワークサービスの概要を記載してあります。より詳しい内容につい

ては、総合情報戦略機構のホームページに記載していますのであわせてご覧ください。

（学内ネットワークへの接続方法はP.５「無線LAN」の項目をご覧ください）

新 入 生 の 皆 さ ん へ

P.1

総合情報戦略機構提供サービスの利

用方法は「マニュアル」ページに記

載されています。このページは学内

のネットワークでのみ閲覧すること

ができます。

トップページ右のボタンについては

各詳細ページをご覧ください。

学生証と一緒に配付されたログインIDと暫定パスワードは、大学の各種ネットワー

クサービスを利用する際のユーザ認証に必要となります。この暫定パスワードは、パ

スワード変更するまでの間、大切に保管してください。

最初にユーザ認証する機会として履修申告の手続があります。

ログインIDとパスワード
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パスワード変更する際にセキュリティ的に適切なパスワードであるかチェックされ
ます。
パスワードは、「８文字以上」 で 「英字」「数字」「記号」 を各１文字以上含む必要
があります。

暫定パスワードは、情報処理教室の講義において変更するように説明がありますので、

その指示に従って変更してください。また、前期に情報処理教室での講義がない学生の方

は、総合情報戦略機構のホームページにある「パスワード変更」アイコンからパスワード

の変更を行ってください。

パスワード変更

山梨大学では、大学内の大切な情報資産を守り、かつ学外へ迷惑をかけないように「情

報セキュリティポリシー」を定めています。学生の皆さんは山梨大学の構成員として、こ

れらの規則を守らなければなりません。

皆さんに関係する代表的な違反事例は以下の通りです。これらは個人情報保護法、不正

アクセス禁止法、著作権法等に抵触する犯罪行為になりえますので、絶対に行わないよう

にしてください。

1. 学内から名簿情報など個人情報ファイルを持ち出し、第三者に
譲渡すること

2. 他人の著作物（映画、音楽、書籍など）を複製し頒布すること

3. ファイル共有ソフト（P2Pソフト）をインストールしたパソコン
を使用すること

4. SNS等に、個人・団体の誹謗中傷や個人情報を書き込むこと

「個人情報保護法」に関する情報（学内公開）
http://intra.yamanashi.ac.jp/security/

「情報セキュリティポリシー」に関する情報（学内公開）
http://intra.yamanashi.ac.jp/secpolicy/

皆さんが守らなければならない規定や規則の情報は、下記のWebページにありますので、

ご覧ください。

あなたが犯罪の加害者・被害者にならない為に！
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P.3

皆さんが授業で利用する情報処理教室は７教室あり、講義の空き時間には自習利用す

ることができます。情報処理教室以外でも２４時間利用できる端末が両キャンパスに設

置されております。端末利用のルールやマナーを守り、自学自習に活用してください。

※現在は甲府キャンパスで感染拡大防止の為、利用できる端末の台数を制限しています。

教室端末の利用案内

教室端末・オープン端末 利用時間

甲府キャンパス

医学部キャンパス

甲府キャンパス 利用時間 備考

情報メディア館 平日8：15
～17：00

講義期間中は20時30分
まで延長（一部教室のみ）

J号館 J321教室 平日8：15
～17：00

附属図書館 開館時間に
準ずる

総合研究棟オー
プン端末室

24時間利用
可能

入構制限中を除く

医学部キャンパス 利用時間 備考

看護学科棟 情報
処理教室

原則授業用

附属図書館医学
分館

開館時間に
準ずる

講義棟 学生自習
室

講義棟1Fロビー

看護学科教育研
究棟1F2Fロビー

臨床講義棟1Fロ
ビー

24時間利用
可能

入構制限中を除く



※ライセンス数に制限があるソフトウェアについては、授業が優先されます。

ソフトウェアの一覧は下記ページをご覧ください。

機種 ThinkCentre M70q Tiny

OS
Windows 10 Enterprise LTSC 2019

（バージョン1809）/ Ubuntu 20.04LTS

CPU インテル® Core™ i5-10500T

メモリ 16GB

ユーザ領域 Uドライブ5GB

液晶ディスプレイ 21.5型ワイド液晶（Webカメラ付き）

甲府キャンパスの教室端末では、Windows10 の仮想環境でUbuntu Linux が利用できます。

教室端末・オープン端末のファイル保存先は、ユーザ領域（Uドライブ）を利用してく
ださい。それ以外のドライブでは再起動により消えてしまいます。もしくは個人のUSBメ
モリなどへ保存してください。

メールクライアント Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook

Webブラウザ Edge, Firefox, Chrome

オフィススイート Microsoft Office Professional 2019

ライセンス数に制限がある
ソフトウェア※

Mathematica, MATLAB, 他

端末概要

利用できるソフトウェア

利用上の注意

ファイル保存

情報処理教室での教科書、ノート、生協プリペイドカード（特にUSBメモリ、ワイヤレ
スマウス）の忘れ物が多くなっています。端末室を利用した後は忘れ物が無いかよく確
認してください。

情報処理教室での飲食は禁止しています。また、端末を利用しない間、長時間荷物等
を置いて場所取りをしないでください。

忘れ物

利用マナー
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学内設置端末詳細
https://sojo.yamanashi.ac.jp/facilities/pcinfo/

https://sojo.yamanashi.ac.jp/facilities/pcinfo/


Microsoft 365 包括ライセンス（A3）
https://sojo.yamanashi.ac.jp/services/software/microsoft-a3/

Microsoft 365 メールサインインページ
https://www.outlook.com/yamanashi.ac.jp

大学では授業ではもちろんのこと、レポート作成、研究・論文発表、就職活動等、様々

な場面でパソコンが必要となってきます。各キャンパス内に自由に使用できるデスクトッ

プ端末を設置しておりますが、状況により自宅学習、オンラインで授業を行う可能性もあ

りますので、各個人でパソコンを準備されることを推奨します。

推奨されるスペックの詳細は下記をご覧ください。

パソコンの購入が困難な方へ
経済的事情によりパソコンの購入が困難な方を対象としたノートパソコンの貸出制度

があります。貸出の条件や申請等の詳細は上記「ノート型パソコンの購入」ページ内の
「ノート型パソコンを購入（準備）できない方へ」をご覧ください。

P.5

推奨PCについて

ノート型パソコンの購入
https://www.yamanashi.ac.jp/campuslife/28880

山梨大学では Microsoft 365 包括ライセンス（A3）契約を締結しており、本学の学生と

教職員は Microsoft Office 365 ProPlus を無償で利用できます。また、山梨大学のメー

ルサービスは Microsoft 社がクラウド展開している Microsoft 365 メールサービスを利

用しています。このメールサービスは自宅・外出先のパソコン・スマートフォンから利用

することが出来ます。メールアドレスは「学籍番号@yamanashi.ac.jp」にて利用できます。

（メールアドレス例：t23xx001@yamanashi.ac.jp）

Microsoft 365 包括ライセンス（A3）（Webメール・Office）

各種ネットワークサービス

各キャンパスにおいて、学内無線LANを無料で利用することができます。個人のノート

パソコンからの接続方法は、学内無線LAN「yinswifi」を選択し、ユーザー名に「学籍番号」、パ

スワードに「学生証と一緒に配付された暫定パスワード（または変更後のパスワード）」を入力

すると、接続することができます。利用可能範囲は、甲府キャンパスでは、ほぼ全ての建物

内において利用することができます。医学部キャンパスではP.３にある「医学部キャン

パス 端末設置場所一覧」マップをご覧ください。

スマートフォンでのネットワーク接続方法は、下記QRコードよりアクセスしてください。

（ P.３記載、学内設置の情報処理教室端末からも閲覧できます。）

また、甲府キャンパスではeduroam（educational roaming infrastructure：大学等

高等教育機関無線LANローミングサービス）も利用できます。

無線LAN

学内Wi-Fi接続 - 個人用端末

https://sojo.yamanashi.ac.jp/out/wifi-1x/

https://sojo.yamanashi.ac.jp/services/software/microsoft-a3/
https://www.outlook.com/yamanashi.ac.jp
https://www.yamanashi.ac.jp/campuslife/28880
https://sojo.yamanashi.ac.jp/out/wifi-1x/


コミュニティコミュニティ
の説明の説明

コミュニティ向けのコミュニティ向けの
トピックの一覧トピックの一覧

所属者所属者
一覧一覧

掲示はここから！掲示はここから！

コミュニティコミュニティ
の説明の説明

コミュニティ向けのコミュニティ向けの
トピックの一覧トピックの一覧

所属者所属者
一覧一覧

掲示はここから！掲示はここから！

ウィルス駆除ツール

総合情報戦略機構では、大学のネットワークへ接続する端末について、ウィルス駆除

ツールの導入を義務づけています。 それに伴い、学内ネットワークに接続する端末を対

象に、トレンドマイクロ社の「ApexOne（ウイルスバスター）」を無料で提供しています。

詳細は下記より確認してください。

総合情報戦略機構－ApexOne（ウイルスバスター）（学内公開）

https://sojo.yamanashi.ac.jp/services/software/virusbuster/

CNS

CNS（Campus Networking Service）は学務情報の正式な掲示板です。大学からの重要
なお知らせが掲載されますので毎日確認しましょう。スマホアプリ版もあり、Web版の
一部機能が利用できます。
※スマホアプリ版は山梨大学生専用アプリです。山梨大学のアカウントをお持ちでない
方がインストールしても使用できません。

CNS(Web版) https://cns.yamanashi.ac.jp/

Web版CNS トップ画面

P.6

Web版コミュニティ

トップ画面

CNS（アプリ版）

オンデマンドプリントサービス

オンデマンドプリントとは学内有線LANに繋げた個人のパソコンから印刷できるサー

ビスです。専用ドライバをインストールすれば、学内に設置してあるプリンタへ印刷で

きます。詳しい操作方法は下記をご覧ください。

オンデマンドプリント（学内公開）

https://sojo.yamanashi.ac.jp/manuals/pcroom/netprint/

https://sojo.yamanashi.ac.jp/services/software/virusbuster/
https://cns.yamanashi.ac.jp/
https://sojo.yamanashi.ac.jp/manuals/pcroom/netprint/
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山梨大学データセンター

甲府・医学部キャンパス

学内有線LAN接続のパソコン

学内のプリンタ・複合機
生協プリペイドカード支払い

A4白黒 10円 A3白黒 10円
A4カラー20円 A3カラー20円

e-ラーニングとは、パソコンやコンピュータネットワークなどIT技術を利用して学習

することです。学内からの利用だけではなく、インターネットが利用できる環境であれ
ば自宅などからも利用することができます。

e-ラーニング

e-Learningポータル
moodle（ムードル）というソフトウェアを利用しています。授業科目ごとにコースが

設けられ、担当教員が作成した教材や小テストなど授業コンテンツを利用することがで
きます。https://moodle.yamanashi.ac.jp/

印刷出力

認証管理

印刷

e-Learningトップ画面

ALC NetAcademy NEXT
ログイン画面

英語学習をオンラインで行うためのシステムです。
レベルや用途に応じて様々なコースがあります。自習でも利用することができます。
https://alc.yamanashi.ac.jp/anetn/student/stlogin

ALC NetAcademy NEXT

https://moodle.yamanashi.ac.jp/
https://alc.yamanashi.ac.jp/anetn/student/stlogin


パンフレット作成：山梨大学 総合情報戦略部 情報システム課（甲府）

TEL：055-220-8085 Email：ipc@yamanashi.ac.jp

その他

Windows 11 セットアップ時の注意

Windows11はセットアップ時に設定したMicrosoftアカウントをPCにサインインする

情報として使用します。在学中のみ有効である山梨大学のアカウントを設定してしまう

と、卒業・大学院進学等によりアカウントの有効期限が終了した際、Microsoftアカウン

トも消失し、PCへサインインすることができなくなってしまいます。

必ず別途新規でMicrosoftアカウントを作成し、そちらを使用するようにしてください。

山梨大学から配付されるアカウント（学籍番号@yamanashi.ac.jp）はWindows11の

セットアップ時に入力を求められるMicrosoftアカウントとしては使用しないでくだ

さい。

こちらのリンク先より、Microsoftア

カウントを新規作成できます。
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