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1 操作方法 
1.1. メニュー 

1） 以下の処理が行えます。 
業績管理メニュー 

教育活動 
• 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）を確認、変更したい場合は、「１．教

育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）」をクリックします。 
• 作成した教科書、教材、参考書を確認、変更したい場合は、「２．作成した教科書、

教材、参考書」をクリックします。 
• 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等を確認、変更したい場合は、「３．教

育の方法、教育実践に関する発表、講演等」をクリックします。 
• その他教育活動上特記すべき事項を確認、変更したい場合は、「４．その他教育活

動上特記すべき事項」をクリックします。 
研究活動 
• 著書を確認、変更したい場合は、「１．著書」をクリックします。 
• 論文を確認、変更したい場合は、「２．論文」をクリックします。 
• その他を確認、変更したい場合は、「３．その他」をクリックします。 

• 学会等および社会における主な活動を確認、変更したい場合は、「学会等および社会

における主な活動」をクリックします。 
• その他を確認、変更したい場合は、「その他」をクリックします。 

その他 
• 基本情報を確認、変更したい場合は、「基本情報の確認」をクリックします。 
• 公開/非公開を変更した場合は、「公開/非公開」をクリックします。 
• Web 上で情報を確認したい場合は、「Web プレビュー」をクリックします。 
• 教員情報（公開情報のみ）を Excel で保存したい場合は、教員情報（公開情報のみ）

右側の「実行」ボタンをクリックします。 
• 教員情報（全登録情報）を Excel で保存したい場合は、教員情報（全登録情報）右

側の「実行」ボタンをクリックします。 
2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 
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←各管理画面へ 

←ログオフ

←各一覧画面へ

←Excel 出力
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Excel ダウンロード 
メニュー画面でいずれかの「実行」ボタンがクリックされた場合、以下の処理を実行し

ます。 
• ログインしている教員の情報が『教員 ID.xls』という名前で作成されます。 
• 以下の形式で教員の詳細情報と業績が出力されます。 

「Excel 出力（公開情報のみ）」の「実行」ボタンをクリックした場合は、ステー

タスが「表示」になっている情報のみが出力されます。 
「Excel 出力（全登録情報）」の「実行」ボタンをクリックした場合は、登録され

ている全ての情報が出力されます。 
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1.2. 教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）一覧 

メニュー画面の「１．教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）」をクリックすると実行

されます。 
 
教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）一覧画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 情報を登録する場合、「新規登録」ボタンをクリックします。 
• 登録されている情報を確認、変更したい場合は、該当する情報の「編集」ボタンを

クリックします。 
• 登録されている情報を削除したい場合は、「削除」ボタンをクリックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）新規登録－入力画面へ

←各処理画面へ

←メニュー画面へ
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1.2.1. 教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）新規登録 

教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）一覧画面の「新規登録」ボタンをク

リックすると実行されます。 
 
教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）新規登録－入力画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 登録する業績情報を入力します。 
• 教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）一覧画面に戻りたい場合は、

「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「確認」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←登録する業績情報を入力する 

↑ 
教育活動 教育内容・方法の工夫 
（授業評価等を含む）一覧画面へ 

←教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む） 
新規登録－確認画面へ 
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教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）新規登録－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）新規登録－入力画面で入力し

た情報を確認します。 
• 教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）新規登録－入力画面に戻りた

い場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「登録」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←登録する業績情報を確認する 

↑ 
教育活動 教育内容・方法の工夫 

（授業評価等を含む）新規登録－入力画面へ

←教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む） 
 新規登録－完了画面へ 
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教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）新規登録－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）一覧画面に戻りたい場合は、

「教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）一覧へ戻る」をクリックし

ます。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ 

↑
教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）一覧画面へ 
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1.2.2. 教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）編集 

教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）一覧画面の「編集」ボタンをクリッ

クすると実行されます。 
 
教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）更新－入力画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 更新する業績情報を入力します。 
• 教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）一覧画面に戻りたい場合は、

「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を更新したい場合は、「確認」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←更新する業績情報を入力する 

↑ 
教育活動 教育内容・方法の工夫 
（授業評価等を含む）一覧画面へ 

←教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む） 
更新－確認画面へ 
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教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）更新－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）更新－入力画面で入力した情

報を確認します。 
• 教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）更新－入力画面に戻りたい場

合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「更新」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←更新する業績情報を確認する 

↑ 
教育活動 教育内容・方法の工夫 

（授業評価等を含む）更新－入力画面へ 

←教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む） 
 更新－完了画面へ 
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教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）更新－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）一覧画面に戻りたい場合は、

「教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）一覧へ戻る」をクリックし

ます。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ 

↑
教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）一覧画面へ 
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1.2.3. 教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）削除 

教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）一覧画面の「削除」ボタンをクリッ

クすると実行されます。 
 
教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）削除－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 削除する業績情報を確認します。 
• 教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）一覧画面に戻りたい場合は、

「戻る」ボタンをクリックします。 
• 内容を削除したい場合は、「削除」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←削除する業績情報を確認する 

↑ 
教育活動 教育内容・方法の工夫 
（授業評価等を含む）一覧画面へ 

←教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む） 
 削除－完了画面へ 
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教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）削除－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）一覧画面に戻りたい場合は、

「教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）一覧へ戻る」をクリックし

ます。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ 

↑
教育活動 教育内容・方法の工夫（授業評価等を含む）一覧画面へ 
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1.3. 教育活動 作成した教科書、教材、参考書一覧 

メニュー画面の「２．作成した教科書、教材、参考書」をクリックすると実行されます。 
 
教育活動 作成した教科書、教材、参考書一覧画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 情報を登録する場合、「新規登録」ボタンをクリックします。 
• 登録されている情報を確認、変更したい場合は、該当する情報の「編集」ボタンを

クリックします。 
• 登録されている情報を削除したい場合は、「削除」ボタンをクリックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←教育活動 作成した教科書、教材、参考書新規登録－入力画面へ 

←各処理画面へ

←メニュー画面へ
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1.3.1. 教育活動 作成した教科書、教材、参考書新規登録 

教育活動 作成した教科書、教材、参考書一覧画面の「新規登録」ボタンをクリックすると

実行されます。 
 
教育活動 作成した教科書、教材、参考書新規登録－入力画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 登録する業績情報を入力します。 
• 教育活動 作成した教科書、教材、参考書一覧画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタ

ンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「確認」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←登録する業績情報を入力する 

↑ 
教育活動 作成した教科書、教材、参考書一覧画面へ 

←教育活動 作成した教科書、教材、参考書
新規登録－確認画面へ 



 
 
 
研究業績管理システム教員用マニュアル 

Copyright © 2012 SourcePod, Inc. All rights Reserved. 
 

       18
 

教育活動 作成した教科書、教材、参考書新規登録－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教育活動 作成した教科書、教材、参考書新規登録－入力画面で入力した情報を確認

します。 
• 教育活動 作成した教科書、教材、参考書新規登録－入力画面に戻りたい場合は、「戻

る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「登録」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←登録する業績情報を確認する 

↑ 
教育活動 作成した教科書、教材、参考書 

新規登録－入力画面へ 

←教育活動 作成した教科書、教材、参考書
 新規登録－完了画面へ 



 
 
 
研究業績管理システム教員用マニュアル 

Copyright © 2012 SourcePod, Inc. All rights Reserved. 
 

       19
 

教育活動 作成した教科書、教材、参考書新規登録－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教育活動 作成した教科書、教材、参考書一覧画面に戻りたい場合は、「教育活動 作
成した教科書、教材、参考書一覧へ戻る」をクリックします。 

• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 
2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ

↑ 
教育活動 作成した教科書、教材、参考書一覧画面へ 
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1.3.2. 教育活動 作成した教科書、教材、参考書編集 

教育活動 作成した教科書、教材、参考書一覧画面の「編集」ボタンをクリックすると実行

されます。 
 
教育活動 作成した教科書、教材、参考書更新－入力画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 更新する業績情報を入力します。 
• 教育活動 作成した教科書、教材、参考書一覧画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタ

ンをクリックします。 
• 入力内容を更新したい場合は、「確認」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←更新する業績情報を入力する 

↑ 
教育活動 作成した教科書、教材、参考書一覧画面へ 

←教育活動 作成した教科書、教材、参考書
更新－確認画面へ 
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教育活動 作成した教科書、教材、参考書更新－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教育活動 作成した教科書、教材、参考書更新－入力画面で入力した情報を確認しま

す。 
• 教育活動 作成した教科書、教材、参考書更新－入力画面に戻りたい場合は、「戻る」

ボタンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「更新」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←更新する業績情報を確認する 

↑ 
教育活動 作成した教科書、教材、参考書 

更新－入力画面へ 

←教育活動 作成した教科書、教材、参考書
 更新－完了画面へ 
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教育活動 作成した教科書、教材、参考書更新－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教育活動 作成した教科書、教材、参考書一覧画面に戻りたい場合は、「教育活動 作
成した教科書、教材、参考書一覧へ戻る」をクリックします。 

• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 
2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ

↑ 
教育活動 作成した教科書、教材、参考書一覧画面へ 
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1.3.3. 教育活動 作成した教科書、教材、参考書削除 

教育活動 作成した教科書、教材、参考書一覧画面の「削除」ボタンをクリックすると実行

されます。 
 
教育活動 作成した教科書、教材、参考書削除－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 削除する業績情報を確認します。 
• 教育活動 作成した教科書、教材、参考書一覧画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタ

ンをクリックします。 
• 内容を削除したい場合は、「削除」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←削除する業績情報を確認する 

↑ 
教育活動 作成した教科書、教材、参考書 

一覧画面へ 

←教育活動 作成した教科書、教材、参考書
 削除－完了画面へ 
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教育活動 作成した教科書、教材、参考書削除－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教育活動 作成した教科書、教材、参考書一覧画面に戻りたい場合は、「教育活動 作
成した教科書、教材、参考書一覧へ戻る」をクリックします。 

• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 
2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ

↑ 
教育活動 作成した教科書、教材、参考書一覧画面へ 
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1.4. 教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等一覧 

メニュー画面の「３．教育の方法、教育実践に関する発表、講演等」をクリックすると実

行されます。 
 
教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等一覧画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 情報を登録する場合、「新規登録」ボタンをクリックします。 
• 登録されている情報を確認、変更したい場合は、該当する情報の「編集」ボタンを

クリックします。 
• 登録されている情報を削除したい場合は、「削除」ボタンをクリックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等新規登録－入力画面へ

←各処理画面へ

←メニュー画面へ
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1.4.1. 教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等新規登録 

教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等一覧画面の「新規登録」ボタンをク

リックすると実行されます。 
 
教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等新規登録－入力画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 登録する業績情報を入力します。 
• 教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等一覧画面に戻りたい場合は、

「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「確認」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←登録する業績情報を入力する 

↑ 
教育活動 教育の方法、教育実践に関する 

発表、講演等一覧画面へ 

←教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等 
新規登録－確認画面へ 
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教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等新規登録－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等新規登録－入力画面で入力し

た情報を確認します。 
• 教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等新規登録－入力画面に戻りた

い場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「登録」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←登録する業績情報を確認する 

↑ 
教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等 

新規登録－入力画面へ 

←教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等 
 新規登録－完了画面へ 
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教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等新規登録－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等一覧画面に戻りたい場合は、

「教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等一覧へ戻る」をクリックし

ます。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ 

↑
教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等一覧画面へ 
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1.4.2. 教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等編集 

教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等一覧画面の「編集」ボタンをクリッ

クすると実行されます。 
 
教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等更新－入力画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 更新する業績情報を入力します。 
• 教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等一覧画面に戻りたい場合は、

「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を更新したい場合は、「確認」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←更新する業績情報を入力する 

↑ 
教育活動 教育の方法、教育実践に関する

発表、講演等一覧画面へ 

←教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等 
更新－確認画面へ 
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教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等更新－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等更新－入力画面で入力した情

報を確認します。 
• 教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等更新－入力画面に戻りたい場

合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「更新」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←更新する業績情報を確認する 

↑ 
教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等 

更新－入力画面へ 

←教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等 
 更新－完了画面へ 
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教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等更新－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等一覧画面に戻りたい場合は、

「教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等一覧へ戻る」をクリックし

ます。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ 

↑
教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等一覧画面へ 
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1.4.3. 教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等削除 

教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等一覧画面の「削除」ボタンをクリッ

クすると実行されます。 
 
教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等削除－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 削除する業績情報を確認します。 
• 教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等一覧画面に戻りたい場合は、

「戻る」ボタンをクリックします。 
• 内容を削除したい場合は、「削除」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←削除する業績情報を確認する 

↑ 
教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等 

一覧画面へ 

←教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等 
 削除－完了画面へ 
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教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等削除－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等一覧画面に戻りたい場合は、

「教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等一覧へ戻る」をクリックし

ます。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ 

↑
教育活動 教育の方法、教育実践に関する発表、講演等一覧画面へ 
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1.5. 教育活動 その他教育活動上特記すべき事項一覧 

メニュー画面の「４．その他教育活動上特記すべき事項」をクリックすると実行されます。 
 
教育活動 その他教育活動上特記すべき事項一覧画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 情報を登録する場合、「新規登録」ボタンをクリックします。 
• 登録されている情報を確認、変更したい場合は、該当する情報の「編集」ボタンを

クリックします。 
• 登録されている情報を削除したい場合は、「削除」ボタンをクリックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←教育活動 その他教育活動上特記すべき事項新規登録－入力画面へ 

←各処理画面へ

←メニュー画面へ
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1.5.1. 教育活動 その他教育活動上特記すべき事項新規登録 

教育活動 その他教育活動上特記すべき事項一覧画面の「新規登録」ボタンをクリックする

と実行されます。 
 
教育活動 その他教育活動上特記すべき事項新規登録－入力画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 登録する業績情報を入力します。 
• 教育活動 その他教育活動上特記すべき事項一覧画面に戻りたい場合は、「戻る」ボ

タンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「確認」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←登録する業績情報を入力する 

↑ 
教育活動 その他教育活動上特記すべき事項 

一覧画面へ 

←教育活動 その他教育活動上特記すべき事項 
新規登録－確認画面へ 



 
 
 
研究業績管理システム教員用マニュアル 

Copyright © 2012 SourcePod, Inc. All rights Reserved. 
 

       36
 

教育活動 その他教育活動上特記すべき事項新規登録－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教育活動 その他教育活動上特記すべき事項新規登録－入力画面で入力した情報を

確認します。 
• 教育活動 その他教育活動上特記すべき事項新規登録－入力画面に戻りたい場合は、

「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「登録」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←登録する業績情報を確認する 

↑ 
教育活動 その他教育活動上特記すべき事項 

新規登録－入力画面へ 

←教育活動 その他教育活動上特記すべき事項 
 新規登録－完了画面へ 
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教育活動 その他教育活動上特記すべき事項新規登録－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教育活動 その他教育活動上特記すべき事項一覧画面に戻りたい場合は、「教育活動 
その他教育活動上特記すべき事項一覧へ戻る」をクリックします。 

• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 
2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ 

↑
教育活動 その他教育活動上特記すべき事項一覧画面へ 
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1.5.2. 教育活動 その他教育活動上特記すべき事項編集 

教育活動 その他教育活動上特記すべき事項一覧画面の「編集」ボタンをクリックすると実

行されます。 
 
教育活動 その他教育活動上特記すべき事項更新－入力画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 更新する業績情報を入力します。 
• 教育活動 その他教育活動上特記すべき事項一覧画面に戻りたい場合は、「戻る」ボ

タンをクリックします。 
• 入力内容を更新したい場合は、「確認」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←更新する業績情報を入力する 

↑ 
教育活動 その他教育活動上特記すべき事項 

一覧画面へ 

←教育活動 その他教育活動上特記すべき事項 
更新－確認画面へ 
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教育活動 その他教育活動上特記すべき事項更新－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教育活動 その他教育活動上特記すべき事項更新－入力画面で入力した情報を確認

します。 
• 教育活動 その他教育活動上特記すべき事項更新－入力画面に戻りたい場合は、「戻

る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「更新」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←更新する業績情報を確認する 

↑ 
教育活動 その他教育活動上特記すべき事項 

更新－入力画面へ 

←教育活動 その他教育活動上特記すべき事項 
 更新－完了画面へ 
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教育活動 その他教育活動上特記すべき事項更新－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教育活動 その他教育活動上特記すべき事項一覧画面に戻りたい場合は、「教育活動 
その他教育活動上特記すべき事項一覧へ戻る」をクリックします。 

• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ 

↑
教育活動 その他教育活動上特記すべき事項一覧画面へ 
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1.5.3. 教育活動 その他教育活動上特記すべき事項削除 

教育活動 その他教育活動上特記すべき事項一覧画面の「削除」ボタンをクリックすると実

行されます。 
 
教育活動 その他教育活動上特記すべき事項削除－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 削除する業績情報を確認します。 
• 教育活動 その他教育活動上特記すべき事項一覧画面に戻りたい場合は、「戻る」ボ

タンをクリックします。 
• 内容を削除したい場合は、「削除」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←削除する業績情報を確認する 

↑ 
教育活動 その他教育活動上特記すべき事項 

一覧画面へ 

←教育活動 その他教育活動上特記すべき事項 
 削除－完了画面へ 
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教育活動 その他教育活動上特記すべき事項削除－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教育活動 その他教育活動上特記すべき事項一覧画面に戻りたい場合は、「教育活動 
その他教育活動上特記すべき事項一覧へ戻る」をクリックします。 

• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 
2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ 

↑
教育活動 その他教育活動上特記すべき事項一覧画面へ 
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1.6. 研究活動 著書一覧 

メニュー画面の「１．著書」をクリックすると実行されます。 
 
研究活動 著書一覧画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 情報を登録する場合、「新規登録」ボタンをクリックします。 
• 登録されている情報を確認、変更したい場合は、該当する情報の「編集」ボタンを

クリックします。 
• 登録されている情報を削除したい場合は、「削除」ボタンをクリックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←研究活動 著書新規登録－入力画面へ

←各処理画面へ 
←メニュー画面へ



 
 
 
研究業績管理システム教員用マニュアル 

Copyright © 2012 SourcePod, Inc. All rights Reserved. 
 

       44
 

1.6.1. 研究活動 著書新規登録 

研究活動 著書一覧画面の「新規登録」ボタンをクリックすると実行されます。 
 
研究活動 著書新規登録－入力画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 登録する業績情報を入力します。 
• 研究活動 著書一覧画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「確認」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←登録する業績情報を入力する 

↑ 
研究活動 著書一覧画面へ 

←研究活動 著書新規登録－確認画面へ
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研究活動 著書新規登録－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 研究活動 著書新規登録－入力画面で入力した情報を確認します。 
• 研究活動 著書新規登録－入力画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックし

ます。 
• 入力内容を登録したい場合は、「登録」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←登録する業績情報を確認する 

↑ 
研究活動 著書新規登録－入力画面へ 

←研究活動 著書新規登録－完了画面へ
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研究活動 著書新規登録－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 研究活動 著書一覧画面に戻りたい場合は、「研究活動 著書一覧へ戻る」をクリック

します。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ

↑ 
研究活動 著書一覧画面へ 
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1.6.2. 研究活動 著書編集 

研究活動 著書一覧画面の「編集」ボタンをクリックすると実行されます。 
 
研究活動 著書更新－入力画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 更新する業績情報を入力します。 
• 研究活動 著書一覧画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を更新したい場合は、「確認」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←更新する業績情報を入力する 

↑ 
研究活動 著書一覧画面へ 

←研究活動 著書更新－確認画面へ
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研究活動 著書更新－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 研究活動 著書更新－入力画面で入力した情報を確認します。 
• 研究活動 著書更新－入力画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「更新」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←更新する業績情報を確認する 

↑ 
研究活動 著書更新－入力画面へ 

←研究活動 著書更新－完了画面へ
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研究活動 著書更新－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 研究活動 著書一覧画面に戻りたい場合は、「研究活動 著書一覧へ戻る」をクリック

します。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ

↑ 
研究活動 著書一覧画面へ 
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1.6.3. 研究活動 著書削除 

研究活動 著書一覧画面の「削除」ボタンをクリックすると実行されます。 
 
研究活動 著書削除－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 削除する業績情報を確認します。 
• 研究活動 著書一覧画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 内容を削除したい場合は、「削除」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←削除する業績情報を確認する 

↑ 
研究活動 著書一覧画面へ 

←研究活動 著書削除－完了画面へ
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研究活動 著書削除－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 研究活動 著書一覧画面に戻りたい場合は、「研究活動 著書一覧へ戻る」をクリック

します。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ

↑ 
研究活動 著書一覧画面へ 
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1.7. 研究活動 論文一覧 

メニュー画面の「２．論文」をクリックすると実行されます。 
 
研究活動 論文一覧画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 情報を登録する場合、「新規登録」ボタンをクリックします。 
• 登録されている情報を確認、変更したい場合は、該当する情報の「編集」ボタンを

クリックします。 
• 登録されている情報を削除したい場合は、「削除」ボタンをクリックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←研究活動 論文新規登録－入力画面へ

←各処理画面へ 

←メニュー画面へ
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1.7.1. 研究活動 論文新規登録 

研究活動 論文一覧画面の「新規登録」ボタンをクリックすると実行されます。 
 
研究活動 論文新規登録－入力画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 登録する業績情報を入力します。 
• 研究活動 論文一覧画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「確認」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←登録する業績情報を入力する 

↑ 
研究活動 論文一覧画面へ 

←研究活動 論文新規登録－確認画面へ
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研究活動 論文新規登録－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 研究活動 論文新規登録－入力画面で入力した情報を確認します。 
• 研究活動 論文新規登録－入力画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックし

ます。 
• 入力内容を登録したい場合は、「登録」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←登録する業績情報を確認する 

↑ 
研究活動 論文新規登録－入力画面へ 

←研究活動 論文新規登録－完了画面へ
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研究活動 論文新規登録－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 研究活動 論文一覧画面に戻りたい場合は、「研究活動 論文一覧へ戻る」をクリック

します。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ

↑ 
研究活動 論文一覧画面へ 
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1.7.2. 研究活動 論文編集 

研究活動 論文一覧画面の「編集」ボタンをクリックすると実行されます。 
 
研究活動 論文更新－入力画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 更新する業績情報を入力します。 
• 研究活動 論文一覧画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を更新したい場合は、「確認」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←更新する業績情報を入力する 

↑ 
研究活動 論文一覧画面へ 

←研究活動 論文更新－確認画面へ
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研究活動 論文更新－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 研究活動 論文更新－入力画面で入力した情報を確認します。 
• 研究活動 論文更新－入力画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「更新」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←更新する業績情報を確認する 

↑ 
研究活動 論文更新－入力画面へ 

←研究活動 論文更新－完了画面へ
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研究活動 論文更新－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 研究活動 論文一覧画面に戻りたい場合は、「研究活動 論文一覧へ戻る」をクリック

します。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ

↑ 
研究活動 論文一覧画面へ 
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1.7.3. 研究活動 論文削除 

研究活動 論文一覧画面の「削除」ボタンをクリックすると実行されます。 
 
研究活動 論文削除－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 削除する業績情報を確認します。 
• 研究活動 論文一覧画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 内容を削除したい場合は、「削除」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←削除する業績情報を確認する 

↑ 
研究活動 論文一覧画面へ 

←研究活動 論文削除－完了画面へ
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研究活動 論文削除－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 研究活動 論文一覧画面に戻りたい場合は、「研究活動 論文一覧へ戻る」をクリック

します。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ

↑ 
研究活動 論文一覧画面へ 



 
 
 
研究業績管理システム教員用マニュアル 

Copyright © 2012 SourcePod, Inc. All rights Reserved. 
 

       61
 

1.8. 研究活動 その他一覧 

メニュー画面の「３．その他」をクリックすると実行されます。 
 
研究活動 その他一覧画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 情報を登録する場合、「新規登録」ボタンをクリックします。 
• 登録されている情報を確認、変更したい場合は、該当する情報の「編集」ボタンを

クリックします。 
• 登録されている情報を削除したい場合は、「削除」ボタンをクリックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←研究活動 その他新規登録－入力画面へ

←各処理画面へ 

←メニュー画面へ
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1.8.1. 研究活動 その他新規登録 

研究活動 その他一覧画面の「新規登録」ボタンをクリックすると実行されます。 
 
研究活動 その他新規登録－入力画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 登録する業績情報を入力します。 
• 研究活動 その他一覧画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「確認」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←登録する業績情報を入力する 

↑ 
研究活動 その他一覧画面へ 

←研究活動 その他新規登録－確認画面へ
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研究活動 その他新規登録－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 研究活動 その他新規登録－入力画面で入力した情報を確認します。 
• 研究活動 その他新規登録－入力画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリック

します。 
• 入力内容を登録したい場合は、「登録」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←登録する業績情報を確認する 

↑ 
研究活動 その他新規登録－入力画面へ 

←研究活動 その他新規登録－完了画面へ
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研究活動 その他新規登録－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 研究活動 その他一覧画面に戻りたい場合は、「研究活動 その他一覧へ戻る」をクリ

ックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ

↑ 
研究活動 その他一覧画面へ 
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1.8.2. 研究活動 その他編集 

研究活動 その他一覧画面の「編集」ボタンをクリックすると実行されます。 
 
研究活動 その他更新－入力画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 更新する業績情報を入力します。 
• 研究活動 その他一覧画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を更新したい場合は、「確認」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←更新する業績情報を入力する 

↑ 
研究活動 その他一覧画面へ 

←研究活動 その他更新－確認画面へ
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研究活動 その他更新－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 研究活動 その他更新－入力画面で入力した情報を確認します。 
• 研究活動 その他更新－入力画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックしま

す。 
• 入力内容を登録したい場合は、「更新」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←更新する業績情報を確認する 

↑ 
研究活動 その他更新－入力画面へ 

←研究活動 その他更新－完了画面へ
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研究活動 その他更新－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 研究活動 その他一覧画面に戻りたい場合は、「研究活動 その他一覧へ戻る」をクリ

ックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ

↑ 
研究活動 その他一覧画面へ 
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1.8.3. 研究活動 その他削除 

研究活動 その他一覧画面の「削除」ボタンをクリックすると実行されます。 
 
研究活動 その他削除－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 削除する業績情報を確認します。 
• 研究活動 その他一覧画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 内容を削除したい場合は、「削除」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←削除する業績情報を確認する 

↑ 
研究活動 その他一覧画面へ 

←研究活動 その他削除－完了画面へ
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研究活動 その他削除－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 研究活動 その他一覧画面に戻りたい場合は、「研究活動 その他一覧へ戻る」をクリ

ックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ

↑ 
研究活動 その他一覧画面へ 
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1.9. 学会等および社会における主な活動一覧 

メニュー画面の「学会等および社会における主な活動」をクリックすると実行されます。 
 
学会等および社会における主な活動一覧画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 情報を登録する場合、「新規登録」ボタンをクリックします。 
• 登録されている情報を確認、変更したい場合は、該当する情報の「編集」ボタンを

クリックします。 
• 登録されている情報を削除したい場合は、「削除」ボタンをクリックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←学会等および社会における主な活動新規登録－入力画面へ 

←各処理画面へ 

←メニュー画面へ



 
 
 
研究業績管理システム教員用マニュアル 

Copyright © 2012 SourcePod, Inc. All rights Reserved. 
 

       71
 

1.9.1. 学会等および社会における主な活動新規登録 

学会等および社会における主な活動一覧画面の「新規登録」ボタンをクリックすると実行

されます。 
 
学会等および社会における主な活動新規登録－入力画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 登録する業績情報を入力します。 
• 学会等および社会における主な活動一覧画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをク

リックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「確認」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←登録する業績情報を入力する 

↑ 
学会等および社会における主な活動

一覧画面へ 

←学会等および社会における主な活動
新規登録－確認画面へ 
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学会等および社会における主な活動新規登録－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 学会等および社会における主な活動新規登録－入力画面で入力した情報を確認しま

す。 
• 学会等および社会における主な活動新規登録－入力画面に戻りたい場合は、「戻る」

ボタンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「登録」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←登録する業績情報を確認する 

↑ 
学会等および社会における主な活動 

新規登録－入力画面へ 

←学会等および社会における主な活動新規登録－完了画面へ 
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学会等および社会における主な活動新規登録－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 学会等および社会における主な活動一覧画面に戻りたい場合は、「学会等および社会

における主な活動一覧へ戻る」をクリックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ

↑ 
学会等および社会における主な活動一覧画面へ 
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1.9.2. 学会等および社会における主な活動編集 

学会等および社会における主な活動一覧画面の「編集」ボタンをクリックすると実行され

ます。 
 
学会等および社会における主な活動更新－入力画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 更新する業績情報を入力します。 
• 学会等および社会における主な活動一覧画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをク

リックします。 
• 入力内容を更新したい場合は、「確認」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←更新する業績情報を入力する 

↑ 
研学会等および社会における主な活動 

一覧画面へ 

←学会等および社会における主な活動更新－確認画面へ 
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学会等および社会における主な活動更新－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 学会等および社会における主な活動更新－入力画面で入力した情報を確認します。 
• 学会等および社会における主な活動更新－入力画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタ

ンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「更新」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←更新する業績情報を確認する 

↑ 
学会等および社会における主な活動 

更新－入力画面へ 

←学会等および社会における主な活動更新－完了画面へ 



 
 
 
研究業績管理システム教員用マニュアル 

Copyright © 2012 SourcePod, Inc. All rights Reserved. 
 

       76
 

学会等および社会における主な活動更新－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 学会等および社会における主な活動一覧画面に戻りたい場合は、「学会等および社会

における主な活動一覧へ戻る」をクリックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ

↑ 
学会等および社会における主な活動 

一覧画面へ 
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1.9.3. 学会等および社会における主な活動削除 

学会等および社会における主な活動一覧画面の「削除」ボタンをクリックすると実行され

ます。 
 
学会等および社会における主な活動削除－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 削除する業績情報を確認します。 
• 学会等および社会における主な活動一覧画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをク

リックします。 
• 内容を削除したい場合は、「削除」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←削除する業績情報を確認する 

↑ 
学会等および社会における主な活動 

一覧画面へ 

←研学会等および社会における主な活動削除－完了画面へ 
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学会等および社会における主な活動削除－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 学会等および社会における主な活動一覧画面に戻りたい場合は、「学会等および社会

における主な活動一覧へ戻る」をクリックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ

↑ 
学会等および社会における主な活動

一覧画面へ 
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1.10. その他一覧 

メニュー画面の「その他」をクリックすると実行されます。 
 
その他一覧画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 情報を登録する場合、「新規登録」ボタンをクリックします。 
• 登録されている情報を確認、変更したい場合は、該当する情報の「編集」ボタンを

クリックします。 
• 登録されている情報を削除したい場合は、「削除」ボタンをクリックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←その他登録－入力画面へ

←各処理画面へ 

←メニュー画面へ
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1.10.1. その他新規登録 

その他一覧画面の「新規登録」ボタンをクリックすると実行されます。 
 
その他新規登録－入力画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 登録する業績情報を入力します。 
• その他一覧画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「確認」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←登録する業績情報を入力する 

↑ 
その他一覧画面へ 

←その他新規登録－確認画面へ
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その他新規登録－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• その他新規登録－入力画面で入力した情報を確認します。 
• その他新規登録－入力画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「登録」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←登録する業績情報を確認する 

↑ 
その他新規登録－入力画面へ 

←その他新規登録－完了画面へ
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その他新規登録－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• その他一覧画面に戻りたい場合は、「その他一覧へ戻る」をクリックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ

↑ 
その他一覧画面へ 
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1.10.2. その他編集 

その他一覧画面の「編集」ボタンをクリックすると実行されます。 
 
その他更新－入力画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 更新する業績情報を入力します。 
• その他一覧画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を更新したい場合は、「確認」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←更新する業績情報を入力する 

↑ 
その他一覧画面へ 

←その他更新－確認画面へ
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その他更新－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• その他更新－入力画面で入力した情報を確認します。 
• その他更新－入力画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を登録したい場合は、「更新」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←更新する業績情報を確認する 

↑ 
その他更新－入力画面へ 

←その他更新－完了画面へ
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その他更新－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• その他一覧画面に戻りたい場合は、「その他一覧へ戻る」をクリックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ

↑ 
その他一覧画面へ 
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1.10.3. その他削除 

その他一覧画面の「削除」ボタンをクリックすると実行されます。 
 
その他削除－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 削除する業績情報を確認します。 
• その他一覧画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 内容を削除したい場合は、「削除」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←削除する業績情報を確認する 

↑ 
その他一覧画面へ 

←その他削除－完了画面へ
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その他削除－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• その他一覧画面に戻りたい場合は、「その他一覧へ戻る」をクリックします。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ

↑ 
その他一覧画面へ 
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1.11. 教員基本情報確認 

メニュー画面の「基本情報の確認」をクリックすると実行されます。 
 
教員基本情報確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• ログインしている教員基本情報を確認します。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 教員基本情報を編集したい場合は、「編集」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

↑ 
メニュー画面へ 

←教員基本情報更新－入力画面へ
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教員基本情報更新－入力画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 更新する教員情報を入力します。 
• 「参照」ボタンクリックで、登録する画像が選択できます。 

（jpeg/jpg/gif/png 形式） 
• 教員基本情報確認画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を更新したい場合は、「確認」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←更新する教員情報を入力する 

↑ 
教員基本情報確認画面へ 

←教員基本情報更新－確認画面へ
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教員基本情報更新－確認画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教員基本情報更新－入力画面で入力した情報を確認します。 
• 教員基本情報更新－入力画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 入力内容を更新したい場合は、「更新」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←更新する教員情報を確認する 

↑ 
教員基本情報更新－入力画面へ

←教員基本情報更新－完了画面へ
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教員基本情報更新－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 教員基本情報確認画面に戻りたい場合は、「教員基本情報確認へ戻る」をクリックし

ます。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←メニュー画面へ

↑ 
教員基本情報確認画面へ 
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1.12. 公開/非公開の切り替え 

メニュー画面の「公開/非公開」をクリックすると実行されます。 
 
公開/非公開の切り替え画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 公開状況が選択できます。 
• メニュー画面に戻りたい場合は、「戻る」ボタンをクリックします。 
• 選択した公開状況を反映したい場合は、「切り替え」ボタンをクリックします。 

2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

 

←ログオフ

←公開状況を選択する 

↑ 
メニュー画面へ 

←公開/非公開の切り替え－完了画面へ
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公開/非公開の切り替え－完了画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• メニュー画面に戻りたい場合は、「メニューへ戻る」をクリックします。 
2） ログオフしたい場合は、「ログオフ」ボタンをクリックします。 

  

←ログオフ

←メニュー画面へ
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1.13. Web プレビュー 

メニュー画面の「Web プレビュー」をクリックすると実行されます。 
 
教員別業績詳細画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• ログインしている教員基本情報、業績情報を別ウィンドウで表示します。 
• 画面を閉じたい場合は、「閉じる」をクリックします。 

 

←画面を閉じる
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1.14. ログオフ 

各画面の「ログオフ」ボタンをクリックすると実行されます。 
 
ログイン画面 
1） 以下の処理が行えます。 

• 再度ログインしたい場合は、ログイン ID とパスワードを入力して、「ログイン」ボ

タンをクリックします。 

 
 

←ログイン


