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◎ 情報セキュリティ教育(e-learning)の受講マニュアル（学生用） 

・実施期間（学生）：平成 29年 10月 1日～平成 29年 11月 30日 

◎ Information Security Education (e-learning) Manual for Students 

Please take the course between October 1 and November 30, 2017 

 

・受講方法（学外からも受講可能です） 

 

１．UTAS（学務システム）トップページを開き、「ITC-LMS」をクリックする。 

・UTASトップページ URL  https://utas.adm.u-tokyo.ac.jp/ 

1. Go to the UTAS website and click “ITC-LMS” as shown below. 

・Website：https://utas.adm.u-tokyo.ac.jp/ 

 

 

 

 

Click here 

https://utas.adm.u-tokyo.ac.jp/
https://utas.adm.u-tokyo.ac.jp/
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２．全学共通 IDとパスワードを入力し、サインインをクリックする。 

2. Sign in using your UTokyo Common ID and your password 

 

 

３．受講コースが表示されますので、「情報セキュリティ教育」を選択しクリックする。 

3. Select the course, “Information Security Education” (“ 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 教 育 ”) 

displayed at the bottom of the screen. 

 

Click to 

sign in 

UTokyo Common ID 

Password 

Click here 

UTASなどの SSO対応

システムに既にログ

インしている場合、

SSOボタンをクリック

するだけでログイン

できます。 
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※平成 29年 9月 15日現在の UTokyo Account所持者を受講登録しているため、当該日の

後にあらたに在籍することとなった方は、登録が完了するまでの間、受講できない場合

があります。登録まで時間を要する場合がありますので、予めご承知おき願います。 

（受講コースが未登録の場合は「情報セキュリティ教育」が表示されません。） 

* We are currently registering students who have obtained their UTokyo Account by 

September 15, 2017 to the e-learning course. Those who enrolled after this date may not be 

able to take the test for a little while due to the time it takes to complete their registration. 

The e-learning course can be taken once the registration process has been completed. We 

thank you for your understanding. 

(The “Information Security Education” (“情報セキュリティ教育”) option will not be visible 

to those who have not been registered.) 

 

４．次の順番で情報セキュリティ教育（e-learning）を受講してください。 

 ①教材にある「情報セキュリティ教育ビデオ」（約 15分）を視聴する。 

 ②「情報セキュリティ教育確認テスト」(5問)を合格するまで受験する。 

（全問正解で合格） 

 ③「情報セキュリティ教育受講者アンケート」に答える。 

※①～③の全てを実施して受講が完了となります。    

※実施期間内に受講を完了させてください。 

受講を完了しなかった場合は、UTokyo Accountのサービスの一部（UTokyo WiFi等）が 

利用できなくなる場合がありますので、ご注意ください。 

 

4. To take the e-learning course, please follow the steps outlined below. 

i. View the “Information Security Education Video”  

ii. Take the five-question “Information Security Education Test” 

*You must answer all five questions correctly to pass and finish the course. Please 

retake the test until you get all five answers right. 

iii. Complete the “Information Security Education Questionnaire” 

*Steps i to iii must be completed in order to finish the e-learning course. 

*Please make sure you take the course within the specified time period. 

*Those who do not complete the e-learning course may have their access to some UTokyo 

Account services (such as UTokyo Wi-Fi access) revoked.   



 4 / 4 

 

 

  

Click here Video 

２．テスト

Test 

３．アンケート

Questionnaire Click here 

Click here 

１．ビデオ クリックする 

PDF（日本語） 

PDF（English） 

※ ビデオの音声情報を文字情報化したものを併記した 

PDFファイルです。 

 必要に応じてご活用ください。 


