
 

 

 

  

 

 

 

は い    Ｑ２へ 

 

いいえ    挿し直してください。 

 

 

 

 

 

は い    Ｑ３へ 

 

いいえ    接続可能な場所で行ってください。 

 

   情報倫理学習コース（INFOSS）未合格、LAN 利用申請無しでも使える場所 

場所 4 月～5 月末 6 月～3 月末 

7 号館 1 階自習室 〇 
INFOSS 

LAN 利用申請ページのみ 

講義室 

23 号館１F スタジオ 
〇 × 

 

 

  

Ｑ１．LAN ケーブルは確実に挿入されていますか？ 

Ｑ２．インターネットに接続可能な場所で行っていますか？ 

有線 LAN で学内ネットワークに接続できない 

https://www.kit-pc.jp/


 

 

は い    Ｑ４へ 

 

いいえ    INFOSS を受講してください。 

 

 

インターネットでのルールやマナーを知ってもらうための講座です。 

修了テストに合格していないと、学内にアクセスすることはできません。 

合格後、24 時間以内に「合格確認」ページに反映されます。一度合格すれば卒業するまで有効です。 

 

 

合 否 確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受 講 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｑ３．情報倫理学習コース(INFOSS)に合格していますか？ 

「操作ヘルプ」を確認して受講してください 

受講サイトリンク 

情報処理ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

WEB サイト 

※学生ポータル下部のリンクより 

下にスクロールして 

確認サイトリンク 

情報処理ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

WEB サイト 

※学生ポータル下部のリンクより 

INFOSS 修了状況の確認はこちら！ 

ユーザー名 学籍番号

パスワード 生年月日(和暦)

ログイン後、合否確認ページが表示されます 
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は い    Ｑ５へ 

 

いいえ    利用申請を行ってください。 

           申請した翌日の午前 8 時以降に接続できます。 

 

情報コンセントでパソコンをネットワークに接続するには「接続申請」が必要です。 

下記の場合、再申請が必要ですのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

申 請 状 況 確 認 方 法 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 請 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４．情報コンセントの利用申請は行っていますか？ 

申請状況確認ページで、アダプタアドレスが申請さ

れているか確認してください。 

確認サイトリンク 

情報処理ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

WEB サイト 

※学生ポータル下部のリンクより 

講義室・23 号館 1 階は 

※ 4/1～5/31 まで申請可能 

 

申請サイトリンク 

情報処理ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

WEB サイト 

※学生ポータル下部のリンクより 

下にスクロールして 

・ 進学等で学籍番号が変わった 

 ・ 修理によりアダプタアドレスが変わった 

 ・ 使用するパソコンを変更した 

再度申請して 
ください 

下にスクロールして 

下記情報でログイン 

 ユーザー名 学籍番号

パスワード 生年月日(和暦)

画面上方に表示される、端末

のアダプタアドレスを申請 

してください。 
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は い    Ｑ６へ 

 

いいえ    利用申請を行ってください。 

 

申請したアダプタアドレスが誤っていないか確認してください。 

下記の場合、再申請が必要ですのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

１．申請しているアダプタアドレスを確認してください。 

申 請 状 況 確 認 方 法 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ２．パソコンのアダプタアドレスを確認してください。 

確 認 方 法 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ５．正しいアダプタアドレスで利用申請を行っていますか？ 

 ・修理によりアダプタアドレスが変わった 

 ・使用するパソコンを変更した 

再度申請して 
ください 

情報処理ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

WEB サイト 

※学生ポータル下部のリンクより 

申請画面の上方にアダプタ 

アドレスが検出されます。 

下にスクロールして 

ページの一番下までスクロールする

と、確認方法のリンクがあります。 

申請状況確認ページで、申請中のアダプタアドレス

を確認してください。 

確認サイトリンク 

情報処理ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

WEB サイト 

※学生ポータル下部のリンクより 

下にスクロールして 

下記情報でログイン 

 ユーザー名 学籍番号

パスワード 生年月日(和暦)

または 

 

申請サイトリンク Win10 確認方法リンク 
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は い    プロキシの設定を自動的に検出するように変更してください。 

いいえ    Ｑ７へ 

 

プ ロ キ シ 設 定 方 法 

STEP1 

①［スタート］をクリックしてください。 

②［設定］（歯車）をクリックしてください。 

   
 

STEP２ 

 ［ネットワークとインターネット］をクリックしてください。 

  

Ｑ６．学内ネットワーク（学生ポータル等）にアクセスできるが、 

学外ネットワーク（Yahoo、Google 等）にアクセスできない。 

① 

② 



 

 

STEP３ 

 ①［プロキシ］をクリックしてください。 

 ② プロキシ設定が、以下と同じになるよう変更してください。 

■自動プロキシセットアップ 

設定を自動的に検出する オン 

セットアップスクリプトを使う オフ 

 

■手動プロキシセットアップ 

プロキシサーバーを使う オフ 

 

 

 

 

 

  

 

は い    パソコンセンター窓口までお越しください。 

 

いいえ    再起動して接続を試してみてください。 

Ｑ7．パソコンを再起動していますか？ 

① 

② 

https://www.kit-pc.jp/

