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事前準備：「情報科学センターをはじめて使う人へ」

はじめに
• 学習教育センターICT支援部門では、各種
サービスを提供しています。
• 各サービスを利用するための手引きは、2013
年度よりすべて電子化されました。本資料を
参考に、各種手引きを入手してください。
• 使用するツールはWebブラウザです。各種PC
やタブレット端末から手引きを閲覧できます。

はじめてのMoodle（新入生の方へ）
学習教育センター
2013.4.2版
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– 学習支援サービス(Moodle)の提供
– モバイル情報端末を使った「学習支援サービスの
手引き」の提供（Handbook3）
– 自主学習環境の提供
• 英語：ALC Netacademyサービス、図書館VODサービス
• 情報：情報処理技術者試験過去問提供サービス
• 情報倫理：情報倫理VODサービス

1. Moodleの基本を確認する

2. ログインしてみる
3. 「学習支援サービスの手引き（ＰＤＦ版）」にア
クセスしてみる
1.
2.
3.
4.

– 単位互換協定およびキャンパス連携に基づく
• 非同期型学習(e‐ラーニング)の受講（単位取得）
• 同期型学習（遠隔(TV)講義）の受講（単位取得）
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• ISCのユーザ名とパスワードは、「教育用統合ID」とも
呼ばれ、学習教育センター(以下LTC)が提供する
サービス(以下LTCサービス)にも使用します。

全学共通Moodleへ移動
コース登録
ＰＤＦの閲覧
各キャンパス用Moodleに戻る

4. やってみよう「情報倫理ビデオを見る」
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M‐1 学習支援サービスMoodleのURL

1. 各キャンパス用のMoodleにアクセスする

• 講義と連携した、講義資料配布、電子レポート提出

– ユーザ名とパスワードは、ISCを利用する最初の講義で配
布されます。
– これから入手する手引き（PDF）を、ISCで印刷すると年間
300枚の印刷制限にかかる場合があります。注意してくだ
さい。
– 教育用統合ＩＤは、取得済みとして説明します。
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LTCサービスに関する情報を取得するには
～Ｍｏｏｄｌｅを使う～

ICT支援部門の主なサービス

• 情報科学センター（以下ISC）が入学時に配布した資
料「情報科学センターをはじめて使う人へ」を一読し
てください。
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• 学習支援サービスMoodle は， • 特に教員からの指示がな
資料の配布や課題（レポート）
い場合は，飯塚キャンパス
の回収，小テストの実施やア
に所属する方は飯塚用を，
ンケートの回収，といった教
戸畑キャンパスに所属する
員や学生の教育活動を電子
方は戸畑・若松用のサーバ
的に支援するものです。
にアクセスします．
• LTCサービスに関する資料も
Moodleから入手できます。
• 複数サーバが連携してサー
ビスを提供しています．サー
ビスを利用する教員の指示に
従って，いずれかのURL にア
クセスします．
戸畑・若松用http://t.el.kyutech.ac.jp/moodle/
飯塚用http://i.el.kyutech.ac.jp/moodle/
全学用http://x.el.kyutech.ac.jp/common/
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M‐2 学習支援サービスへログイン

M‐3 はじめてのMoodle(手引きへのアクセス)

• 所属するキャンパス用の
Moodleにアクセス(ログインは
不要です)し、Moodleの基本操
作を確認します。

• 手引きは「全学共通
Moodle」にあります。

認証元Moodleを示す。

– 所属するキャンパス用の
Moodleでログイン済みであ
れば、新たなログインは不
要です。

• 実際にログインしてみます。教
育用統合ID入力します。
– ログアウトは右上をクリックしま
す。

– 所属するキャンパス用の
Moodleにログインせずに、
直接「全学共通Moodle」に
アクセスすると、M‐6ページ
右のような画面になります。

xxxxxxx

• 受講登録を行います。これは、履修申告ではなく、Moodleのコースに登
録することを意味します。
• 講義担当の教員がMoodle利用する場合は、該当するコースに登録す
る必要があります。その際、「登録キー」が必要になることがあります。
この「登録キー」は担当教員から入手してください。
• 上記の画面例では、登録キーは不要でだれでも登録できます。

• コースを選択する

• 学習支援サービスの手引き
(PDF版)にアクセスしてみます。

– コースカテゴリ「学習教育セ
ンター」を選択し「すべての
利用者向け情報（学習教育
センターサービス情報）」を
選択する

– 全学共通Moodleに移動します。
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M‐6 各キャンパス用Moodleに戻るには

M‐5 はじめてのMoodle(手引きへのアクセス)
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M‐7 やってみよう「情報倫理ビデオを見る」

xxxxxx

• コースの内容が表示さ
れます。

• 全学共通Moodleには「情報
倫理ディジタルビデオ小品集
４」が公開されています。

認証元Moodleを示す。
xxxx

– パンくずリストがhome‐
>ltc‐serviceになってい
ます。リストをクリック
するとMoodle内を移動
できます。

• 所属するキャンパス用の
Moodleに戻ります。
– 全学共通Moodle上で「ロ
グアウト」をする必要はあ
りません。
– 画面右上の「認証元
Moodleの表示」をクリック
すると各キャンパス用
•
Moodleに戻ります。
– あやまって「ログアウト」を
使用した場合は、再度、各
キャンパス用Moodle上で
ログインします。

• 画面をスクロールさせて、
「学習支援サービス手
引き」に移動します。
– 各ＰＤＦをクリックすると
手引きを見ることがで
きます。
– 個人PCからのアクセス
の場合は、Adobe
Readerがインストール
済みである必要があり
ます。

M‐4はじめてのMoodle(手引きへのアクセス)

xxxxxx

10

所属すキャンパス用Moodleに
あらかじめログインせずに、全
学共通Moodleに直接ログイン
する場合は、ここをクリックして
認証を行います。
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– 右の図をヒントにビデオを閲覧
してみましょう。
– Flash Playerがインストールされ
たPC端末あるいは、iOS端末、
一部のAndroid端末(Flash
Playerが必要）が必要です。
– iOS端末での閲覧は、情報科学
センターの情報コンセントサー
ビス（無線LAN）に接続する必
要があるので注意します。

• このビデオはすべての学生
が一度は見る（または理解す
る）必要があります。
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M‐８ やってみよう「情報倫理ビデオを見る」

A‐1.キャンパス内のWiFi(無線LAN)を使うには

• スマートフォンやタブレット端末などの無線
LANに対応した情報端末を所有している場合
は，各キャンパスの情報コンセントサービスに
登録することで，無線LAN(Wi‐Fi) を活用でき
ます．
• 特に、HandbookサービスやMoodleサービス
では、便利ですので、ぜひ申請しましょう。

• 全学共通Moodleはスマートホン
対応です。
– 各キャンパス用のMoodleもアクセス
できます。しかし、モバイル端末用の
画面レイアウト(タブレットやスマート
ホン）は現在利用できません。
– 切り替え方法は次の通り

付録

– 戸畑キャンパスおよび飯塚キャンパスでは，情報
科学センターの情報コンセントサービスを利用で
きます
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A‐2 情報コンセント用IDの申請
情報コンセント用IDの登録を既に行った人は
情報コンセント用ID 未登録の人は以下へ

A‐3.情報コンセント用のIDの登録

– 詳細は情報科学センターオンラインガイド
http://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/
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B‐1.端末へのネットワーク登録手順例

利用心得を読んで、遵守するをクリック

B‐1へ

学生番号と発行回数を入力する

キャンパス内の端末（例えば，情報科学センター教育用システム）から，
情報科学センターオンラインガイド http://onlineguide.isc.kyutech.ac.jp/
を開く。

未登録の人

約30分後に「学生証」を情報科学
センターに持参して、IDとパス
ワードを書いた紙を受け取る

「初めて利用される方へ」をクリック

設定を
タップ

登録エラーの人、
登録済でIDとパス
ワードを忘れた人
「学生証」を持って、情報科学セン
ターに相談に行く

WiFiをタップ

タップ

一覧の中から
「KIT‐11BG」を探してタップする。
もし、一覧の中に「KIT‐11BG」
がない場合は、「KIT‐11BG」の
電波の届くところに移動する。

「サービス一覧」をクリック
B‐1へ

「http://edu.tobata.isc.kyutech.ac.jp/touroku（戸畑・若松）」をクリック
または
「http://edu.iizuka.isc.kyutech.ac.jp/touroku（飯塚）」をクリック
「情報コンセント接続用ID登録」をクリック
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B‐2.端末へのネットワーク登録手順

C‐1.無線LAN接続の手順
「KIT‐11BG」の左に ✔ が表示さ
れない場合は、未接続です。
パスワードの入力ミスが考えられ
るので、もう一度「KIT‐11BG」を
タップして、パスワードを再入力し
ます。

パスワード欄に
kuroshiromike
を入力（すべて小文字）
入力後、「Join」をタップする

成功すると「KIT‐11BG」の左に
✔または
「接続」が表示されます。

Webブラウザを使用して、
認証情報を入力します。

C‐2.無線LAN接続の手順

情報コンセントの
ユーザー名とパスワードを入力する。
または、PDA用ログインページに切り
替えて入力する。

認証に成功すると
この表示となる。

戸畑
https://ferect.isc.kyutech.ac.jp/

KIT‐11BG

無線LANを接続中は認証ページを閉じないようにし
ます。Webブラウザを使用したい場合は、新規ウィ
ンドウを開くとよいでしょう。もし、閉じた場合は、以
下のURLに再度アクセスしてください。
戸畑
https://ferect.isc.kyutech.ac.jp/
飯塚
https://fereci.isc.kyutech.ac.jp/
ログアウトをしないで強制終了させた場合、以降、
接続できなくなる恐れがありますので、必ず、切断
手順を実行してください。

飯塚
https://fereci.isc.kyutech.ac.jp/

KIT‐11BG

を入力する
タップ

終了するときは

KIT‐11BG
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C‐3.無線LAN接続の便利なツール

• http://www.smartsignon.jp/
• http://www.smartsignon.jp/android/
で紹介されている
• 「SmartSignOn for FEREC (iPhone/iPad 版) 」
• 「SmartSignOnfor FEREC (Android 版) 」
を用いる方法もあります。無線ＬＡＮをよく使う方
は便利です。
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