LEONET 活用ガイド
【LEONET(学内ネットワークの愛称)】
＜Land in Era with OsuNET:OSUNETで新時代に乗り込もう！＞
詳しい内容は、
情報科学センターの TOP ページ内の LEONET 活用ガイドブック
（PDF）
に記載しています。
情報科学センター TOP＞
［演習室利用者］
＞
［LEONET 活用ガイドブック
（PDF）
］

1．利用の心得

○ユーザ ID（ユーザ名）と初期パスワード

入学時に配付したしたパスワード通知書に記載されています。
・ユーザー ID
: “s”＋学籍番号 ( 英小文字 ) 学籍番号が 15A001 であれば、s15a001 がユーザー ID です。
・初期パスワード : 他人に推測されにくいものに変更してください。

・演習室 PC ログイン、ポータルシステム、教育支援システム (Webclass) 等を利用する際に必要です。

パスワードは個人の秘密事項であり、漏えいすると悪用される恐れがあります。初期パスワードのまま
使い続けないよう、責任を持って管理してください。
○変更方法
●演習室 PC のパスワード変更ツールを利用して行います。
詳しくは SA に訪ねてください。

→

演習室 PC 画面のアイコンをクリック

○PC・インターネット利用の注意
●著作権法を尊重しましょう。違反は罰せられます。
●学内諸規程等を遵守してください。
（
［LEONET 活用ガイドブック (PDF)］
＞
「規程」を参照）
●学内での商用利用は禁止です。

2．メールアドレス

メインメールとセカンドメールを提供しています。
設定および利用方法の詳細は情報科学センター Web サイトをご覧ください。

○メインメール (Yahoo! メール Academic Edition)【2016 年 3 月末終了】
ユーザー ID@ya.osaka-sandai.ac.jp
※2016 年 3 月 31 日を以って終了します。
○セカンドメール（本学）
【メールアドレス】
ユーザー ID@sub.osaka-sandai.ac.jp
○メインメール (Gmail)【2016 年度開始】
ユーザー ID@ge.osaka-sandai.ac.jp

※2016 年 4 月よりメインメールとなります。

【演習室PCログイン画面】

【ポータルシステムログイン画面】
s15a001

********

s15a001

********
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3．提供する主なサービス
情報科学センターは情報処理教育を支援しています。
様々なサービスを年々充実させていますので、
ぜひとも有効に活用し、
学生生活に役立ててください。
＜ポータルシステム
（Portal-OSU）
＞
学生生活に関する情報を インターネットで
提供する総合案内システムです。
【主な機能】
○お知らせ ○時間割 ○スケジュール
○Web システムの入り口

＜Proself(Webファイルサービス)＞
学生に、
個人データ一時保管用として
一人500MBの領域を用意しています。
学外からでも利用することができます。

＜教育支援システム＞
学習を支援するシステムです。
【主な機能】
○レポートの提出 ○資料・課題の配付
○テスト機能 ○アンケート機能
○eラーニング

＜情報サービスターミナル＞
学生向けの情報を発信する
「学生情報端末」
として、
キャンパス内
10ｹ所に設置しています。
休講情報や、
講義連絡、
お知らせなど、
学生生活を充実させる情報が満載です。

＜LEONET Wi-Fi＞
このマークの近辺では、
無料でネットワークに接続して、
ノートPCやスマートフォンを
利用することができます。
【仕 様】
○通信規格：IEEE802.11a/b/g/n
○セキュリティ：WPA-2PSKまたは、
WPA2-パーソナル
○暗号化：AES
○無通信切断時間：30分
○強制切断時間：180分

※その他のサービスは情報科学センターの TOP ページ内の LEONET 活用ガイドブック
（PDF）
に記載しています。
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・
・
・情報サービスターミナル(各建屋1階に設置)

4．情報処理演習室について

キャンパス内 14ｹ所に PC 演習室が設置されています。
授業のない時間には自由に使用できるよう開放しています。

○情報処理演習室利用の注意

●機器は皆さんで共同利用しています。大切に扱ってください。
●PC の環境設定を変更しないでください。
●席取りは厳禁です。人を不愉快にさせるような行為はしないでください。
●飲食、喫煙、スマートフォン、ゲーム機の使用は禁止です。

○SA によるサポート
●利用者へのきめ細かなサービスに対応するため、各演習室には SA(Student Assistant) が常駐しています。
わからないことがありましたら、気軽に SA に相談してください。
○印刷

●印刷枚数制限について
印刷枚数の制限は年間 500 枚です。超過した場合は有料（100 枚毎に 500 円）となりますので , 申込み金額分の
証紙を添付し、情報科学センターで印刷継続の手続きをしてください。

（証紙は本館 1F 経理課前または 3 号館短大事務室内の証紙販売機で購入してください。
）
情報科学センター TOP＞
［演習室利用者］
＞
［演習室を初めて利用する方へ］
＞
［印刷］
●印刷用紙のサイズは A4 のみです。
○データの保存

●外部記憶装置（USB メモリなど）に保存する方法
表面に名前を記入するか、学籍番号、名前が入ったファイル
（テキストファイルなど）を入れておいてください。
退出する際、USB メモリの抜き忘れが多いです。
抜き忘れなどがないかどうかを確認しましょう。
●外部記憶装置（USB メモリなど）を使用する際は、
直接本体の USB コネクタに差し込んでください。
ただし、0401,16418,16509 演習室については、
卓上にある USB 延長ケーブルを利用してください。
●ネットワークドライブ（N:）に保存してください。
500MB まで保存することができます。

○忘れ物
●教科書や教材の CD など、退出する際は忘れ物がないか、しっかり確認しましょう。
演習室で忘れ物をした場合は学生生活課（本館 1 階）に届けられます。

○パスワードを忘れてしまったら

本館 1 階教務課前、
東部キャンパス学生サービスセンター内にある証明書発行機
（パピルスメイト）
で
パスワード通知書を入手してください。
・パスワード通知書（証明書）は有料（¥200）です。
・変更したパスワードを忘れた方は、
パスワード通知書の下段にあるパスワード初期化願に必要事項を
記載し、
情報科学センターに提出してください。

【重要！】 Yahoo! メール Academic Edition のパスワードは場合によって初期化に 10 日前後
かかることがあります。詳しくは下記を参照してください。
情報科学センター TOP＞各種サービス ＞ [ メール
（Yahoo! メール・本学発行メール）
]＞
［Yahoo! メール Academic Edition( メインメール )］
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■LEONET Wi-Fi利用方法（iPhone、iPad版）■
1.

ホーム 画面から設定ボタンをタップ 。

5.

接続可能なネットワーク接続一覧表示に戻り 、
「LEONET WiFi 」の （i)マーク をタップ 。

2.

設定画面で Wi -Fi をオン へ 。

3.

ネットワーク接続 一覧から「LEONET WiFi 」タップ。
6.

ルーターのネットワーク情報 から 「自動ログイン」のスイ
ッチを「 OFF 」に変更し 、左上の「 Wi -Fi」をタップ。

9.

Name 欄及び Password 欄に Portal ログイン時のユーザ
ID とパスワードを入力し [Login] ボタンをタップ。

7.
4.

ホームボタンを押して戻り Safari ボタンをタップ。

パスワードを入力し「接続」をタップ。

10. 見たい サイトが表示さ れ れば OK です！

8.

学外 の サイト （Yahoo ！ など） にアクセス し、
「大阪産業大学 キャンパスネットワーク」画面 を表示
させる 。

※パスワードは、情報科学センター の 「 LEONET Wi - Fi
（無線 LAN ）」のページで確認。

■LEONET Wi-Fi利用方法（Android 版）■
1.

ホーム画面から設定ボタンをタップ。

5. 「 接 続済 み 」 が 表示 さ れ れ ば ホー ム キ ー を タッ プ。

8.

Name 欄及び Password 欄に Portal ログイン時のユーザ
ID とパスワードを入力し [Login]ボタンをタップ。

2.

設定画面で Wi-Fi をオンにしタップ。

3.

ネットワーク接続一覧から「 LEONETWiFi 」をタップ。

6.

ホーム画面から Chrome ボタンをタップ。

7.

「大阪産業大学 キャンパスネットワーク」画面 を表示。

9.

見たいサイトが表示され れば OK です！

表示されない場合には、更新（リロード）ボタンをタッ
4.

パスワードを入力し [接続]をタップ。

プ。

※パスワードは、情報科学センター の「LEONET Wi -Fi
（無線 LAN）」のページで確認。
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