年

月

日

学内固定 IP 接続申請書
Application for IP Network Connection
情報システム室長 殿／To: the Deputy Director of ICT Office
学内における学内固定 IP 接続を申請いたします。また、次頁の利用上の注意事項を了承いたしました。
I would like to apply for IP Network Connection. I agree to the rules in the next page.

教職員番号 / ID No.
申請者

※専任教員および常勤嘱託教員のみ申請可 /

Only full-time and shokutaku teachers can apply.

Applicant
Phone（Ext.）

所属 / Dept.

ID No.

利用者 / User
本人の場合は記入不要

Phone（Ext.）

所属 / Dept.
身分
Position
利用場所

□専任教員 / Full-time teacher

□職員 / Staff

□客員 / Visiting researcher

□大学院生 / Grad students

□その他 / Others（

）

建物 / Bldg.

部屋 / Room

Place
使用台数
Number of PCs
2 台目以上の場合

上記の部屋で

□ 1 台目 □ 2 台目以上

First PC in this room?

□Yes

■

□No

※現在部屋で使用している IP アドレスを全て記入してください。Please fill in the IP address you use in the room.

In case there is more
than one PC(IP address)

□退職・卒業まで利用 / Use until retirement・graduation

利用期間
Term of use

□期間限定 / Use temporarily
【From】 20

/

/

【To】 20

/

/

□部屋備付（共有）／Shared computer

注意事項
Terms of use

□裏面（次頁）の注意事項を読み内容を理解し、サインしました。
I accept the terms of use written in the next page, and signed in the signature line.

備考 / Comments

次頁へ Go on to the next page.

【学内ネットワークの利用に当たっての注意】
◆ 設定は各自で行うこと。OS に応じた接続マニュアルを情報システム室で用意しています。
◆ 学内ネットワークを利用する際は、必ずウイルス対策、セキュリティ対策をすること。
情報システム室の HP からトレンドマイクロ社のウィルスバスターをダウンロードできます。
◆ ウイルス対策、セキュリティ対策を怠ったことにより学内ネットワークに影響を与えた場合、上智大学総合
メディアセンター利用規定第 9 条および 10 条に基づき、学内ネットワーク利用停止やアカウント停止の措
置を取ることがあります。
また、自身の PC がウイルス感染して破損したり、データが消滅したりした場合、情報システム室では修復
作業、復旧作業等は実施できかねます。各自で責任を持って取り扱うこと。
◆ 特段の指定がない限り情報コンセントは「1 番」を利用すること。
◆ IP アドレスが不要になったり、部屋が移動になったりした場合、承認書を情報システム室まで必ず返却す
ること。あるいはその旨を情報システム室に通知すること。
IP アドレスが正確に管理できなくなり、ネットワークトラブルの原因となります。
◆ 利用者や部屋の変更があった場合は、変更届を提出すること。

【Terms of use】
◆

Please set up your PC and IP address by yourself. ICT Office provides the setup manual for each OS.

◆

You are required to install antivirus software when you connect to the campus network.
ICT Office provides teachers the “Trend Micro Virus Buster”.

◆

If you infect the campus network because of not taking the measure for viruses, ICT Office may stop your
campus network environment or account.
ICT Office never supports your recovery work if your PC or data is broken due to the virus infection.

◆

Please use the information outlet #1 unless it is specified to use #2.

◆

Please never fail to return the written permission to ICT Office when the IP address becomes
unnecessary. Or please notice about it to ICT Office.
If you will not inform us the exact IP information, we cannot regulate the campus network properly and
network troubles could arise.

◆

If a user or a room is changed, please submit “Application for Changing IP Network Connection” to ICT
Office.

上記内容を理解し、承諾します。I agree to the rules of ICT Office above.
署名 / Sign.

［情報システム室記入欄／For ICT Office use only］

IP アドレス

133 ．12 ．

/

ホスト名
ﾊﾟｯﾁｹｰﾌﾞﾙ作業

処理

．

□済

/

受付
/

/

□未済
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