学内ネットワーク利用のために
購入したノートパソコンを講義や授業の登録（後述履修登録）等に利用するためには、
無線LANを利用して大学のネットワークに接続する必要があります。
個人用端末を学内ネットワークに接続し講義等で活用するためには、以降の流れに沿っ
た作業が必須です。必ず実施してください。

●

大学に設置された実習室パソコンで作業する場合、
最初の作業用 Wi-Fi への接続は不要です。

→ 画面下タスクバーより、WEBブラウザ
or
を起動し「１．(イ)．③ My Pageを選択」から作業
してください。

１．学内作業用ネットワーク（制限付き）へ接続する
(ア) Wi-Fiへの接続
配付されたアカウントカードの仮ユーザー名、パスワード（「STARTUPユーザー名」
「STARTUPパスワー
ド」）を利用して、自身のノートパソコンを学内の作業用Wi-Fi（tokudai-STARTUP）へ接続します。

カード下部
「STARTUPユーザー名」
「STARTUPパスワード」を使用します

（※）以下のWi-Fi接続手順は、作業終盤無線LANアカウント取得後の学内Wi-Fi（tokushima-uWLAN）接続も同様です。
●

パソコンをWi-Fiへ接続する手順
Windows

① パソコンの電源を入れ、
サインイン（ロ
グイン）
しデスクトップ画面を表示しま
す。
② タスクバーのネットワークアイコンを選
択します。

③ 周 辺のW i - F i 一 覧が表 示されます。
「tokudai-STARTUP」
を選択します。
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macOS

④ ・Windows
「自動的に接続」
にチェックし、接続を
選択します。
・macOS
「このネットワークを記憶」
にチェック
します。
⑤ ユーザー名、
パスワードの欄に
「STARTUPユーザー名」
「STARTUPパスワード」
＊全て半角で入力してください。
を入力しOK（接続）
を選択します。
＊Windowsで接続確認が表示された場
合は、
接続を選択します。
⑥ 「接続済み（制限付ネットワーク）」
アイ
コンとなることを確認します。

Wi-Fi接続に失敗したとき
「認証に失敗しました」
「このネットワークに接続出来ません」等
まずは接続をもう一度試し、以下をご確認ください。
もう一度接続すると、ユーザー名、パスワード入力画面が表示される。
入力したユーザー名、パスワードどちらかに誤りがあります。全半角、大文字・小文字や記号をよく確
認し、
もう一度ユーザー名、パスワードを入力してみてください。
もう一度接続するとユーザー名、パスワード入力画面が表示されず、接続失敗する。
以下を参考にパソコンが記憶している接続情報を削除しもう一度ユーザー名、パスワードを入力して
みてください。
接続情報の削除手順

●

Windows
●

macOS

Windows の場合
削除したいWi-Fiを選択して
右クリック
（＊）

（＊）
タブレット端末の場合、
キーボードパッド２本指タップ
または 画面を長押し
●

macOS の場合
①「 ネットワーク 環境設定」
を開く
② Wi-Fiを選択
③ 右下「詳細」
を選択
④ 削除したいネットワークを選択して
「−」
を選択
⑤ OKを選択
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(イ) My Pageへログイン
Wi-Fiへ接続確認出来たら、配付されたアカウントカードのcアカウントパスワード（「ユーザーID」
「パス
ワード」）を利用して、無線LANアカウント取得のための作業ページ、My Pageへログインします。

カード中央
「ユーザーID」
「パスワード」を使用します

●

My Pageへのログイン

① インターネットブラウザを起動します。

Windows

macOS

例）Edge

例）Safari

② ＊ネットワークが制限されているため、
Windowsの場合、
ネットワークに接続さ
れていない旨が表示されます。
右記URLをアドレスバーに入力します。
＊全て半角で入力してください。

③ 徳島大学 情報センターシステムサー
ビス一覧ページが表示されます。
＊表示されなかった場合、
アドレスバー
に入力した文字が正しいか再度ご確
認下さい。
「My Page」
を選択します。

④ 同意書の文面を確認し、Usernameと
Passwordに
「ユーザーID」(cアカウント)
「パスワード」
を入力して同意します。
＊全て半角で入力してください。
My Pageが表示されることを確認しま
す。
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２．My Page登録作業（大学で自分のパソコンを利用するための登録）
大学でパソコンを利用するために、情報資産利用に関する同意や、情報リテラシーの教育・修了テスト、
学内での利用端末登録を実施します。入力内容の詳細等は、以下別途のマニュアルページも参照しつつ
作業を完了してください。
●

My Page作業 マニュアルページ
https://my.ait.tokushima-u.ac.jp/apps/docs/startup.html

(ア) 情報資産利用の同意

①情報資産利用同意書

入学手続きで書面同意が済んでいます。完了（青）になっていることだけ確認してください。

(イ) 利用端末の登録
大学で利用するパソコンをシステムに登録します。
① My Page内「利用端末登録」ボタンを
選択します。

②利用端末登録

② 端末の新規登録を行うため[新]を選
択します。

③ 端末状態のチェック、及び機器情報の
入力を行い、画面下部「追加／Add」
を選択します。
＊端末情報の確認方法が不明な方は
マニュアルページも活用してください。

④ 端末が追加されたことを確認し、
「マイ
ページに戻る/Back to MYPAGE」
を選
択します。

⑤ 利用端末登録：登録済
となっていることを確認します。

②利用端末登録：登録済

2020 徳島大学教養教育院
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(ウ) 情報倫理コンテンツの受講・修了テスト
「情報倫理修了テスト」からINFOSS情報倫理コンテンツを受講し、修了テストを実施します。
80点以上で合格となります。
（何度でも受験可能です。合格点を取れるまで繰り返し受験してください）
① My Page内「情報倫理修了テスト」ボ
タンを選択します。
② 「学生の方:For Student」
を選択します。
③ 任意の言語を選択します。
※以降の画面イメージは2019年 日本語
版です。
④「私を登録する」
を選択します。

⑤ 修了テストを受講します。
評点80点以上で合格です。
情報倫理テキストも活用し
学習しながら挑戦してください。

⑥ 無事80点以上が取れたら、
テスト結果を反映する必要があります。
ブラウザタブから
「MY PAGE」
へ戻りま
す。
⑦ 合格したらこちらを選択し、情報倫理
修了テスト：合格済となっていること
を確認します。
（ボタンの色が変わります）

13

2020 徳島大学教養教育院

③情報倫理修了テスト

Tokushima University

The

First Step

学びのファーストステップ

３．無線LANアカウント申請（tokushima-uWLAN）と設定
My Pageの作業が完了し全てのボタンが青色になったら、制限なしで学内ネットワークに接続できる、
無線LANアカウント取得が可能になります。無線LANアカウントを取得し、パソコンへ設定します。

(ア) 大学無線LANアカウント申請
① My Page内「有効無線LANアカウント」
ボタンを選択します。
② 「無線LANアカウント申請」
を選択しま

有効無線LANアカウント

す。

③ サービス利用条件をよく読み、同意し
ます。

④ [新規]を選択します。

⑤ 無線LANアカウント、無線LANパスワー
ドが発行されます。
※注意！※
パスワードはこの登録結果画面でしか表
示されません。
後から確認することはできませんので正
確にメモ、画面を撮影しておく等して保管
しておいてください。
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(イ) tokushima-uWLANへの接続
発行した無線LANアカウントと無線LANパスワードを利用して、学内Wi-Fiへ接続します。
流れは「１．
（ア）Wi-Fiへの接続」と同じです。以下の通り読み替えて接続してみてください。
Wi-Fi名
：
「tokudai-STARTUP」
ユーザー名：
「STARTUPユーザー名」
パスワード ：
「STARTUPパスワード」

→
→
→

「tokushima-uWLAN」
「無線LANアカウント」
「無線LANパスワード」

接続済となったら、制限付ではなくなりインターネットに接続可能になります。
インターネットブラウザからお好きなページを開いて、ネットワークに接続出来ていることを確認してく
ださい。
◇ ここまで作業用Wi-Fi (tokudai-STARTUP) で実施していた場合
tokushima-uWLAN へ接続出来たら 作業用のtokudai-STARTUP 接続情報は不要 になります。
「(ア）Wi-Fiへの接続 Wi-Fi接続に失敗したとき ●接続情報の削除手順」
を参考に tokudai-STARTUP 接続情報を削除しておいてください。

４．おわりに（大学Wi-Fiアカウントを設定出来たら）
長らくの作業お疲れさまでした。tokushima-uWLANを設定し、
ネットワークへ接続出来ましたら本項の作業は完了です。
学内でWi-Fiを使ってインターネット、学内限定のHP等も利用可能になりました。
大学生活でパソコンを存分に活用してみてください。
最後に大学包括ソフトウェアの学内限定ページのご案内です。
Microsoft Ofﬁce は講義やレポート作成の必需品です。
インストールしていない場合、講義までにインストールしておいてください。

(ア) Microsoft Ofﬁceのインストールはこちらから
https://www.ait.tokushima-u.ac.jp/service/software/comprehensive/

(イ) ウイルスバスターのインストールはこちらから
https://www.ait.tokushima-u.ac.jp/service/software/trend-micro/

(ウ) 学内Wi-Fi利用可能エリア（tokushima-uWLANのエリアマップ）
https://www.ait.tokushima-u.ac.jp/ait-cont/doc/manual/wlanvpn/lan̲map̲all.pdf
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