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学習に際し、守っていただきたいこと 

守秘義務、機密情報について 

学生の皆さんが提出した課題・レポートは、守秘義務契約を結んだ教員および LA(Learning Advisor)のみが採点を行

い、本大学も、情報の漏洩防止に関しては、万全を期しています。学生の皆さんも大学との間で交わされている守秘義

務(秘密保持契約書)を遵守し、機密情報の扱いについては注意するようお願いします。 

 

懲戒処分 

大学の学則、諸規則もしくは命令に違反し、または学生としての本分に反する行為をした場合は、学則(手続きその他

の必要な事項については、ビジネス・ブレークスルー大学学生懲戒規則、ビジネス・ブレークスルー大学不正行為者処分

規則等)の定めるところにより、懲戒処分(訓告、停学、退学)が下されることがあります。学生の本分を自覚し、有意義な

学生生活を送ってください。 

 

ハラスメントの防止 

本学では、セクシュアル・ハラスメントおよびアカデミック・ハラスメントの防止や、ハラスメントに起因する問題が生じた場合

の対応措置に関して、「ビジネス・ブレークスルー大学ハラスメント防止に関する規程」を定めています。もしハラスメントを

受けているのではと思ったら、ハラスメント相談窓口（sos@ohmae.ac.jp）までご相談ください（ハラスメント相談員が

対応し、プライバシーは守られます）。   

 

個人情報保護方針 

当社は、個人情報の大切さを深く認識し、その保護に取り組むことが、遠隔マネジメント教育を担う事業者として、また

放送分野の一翼を担う事業者としての重要な責務であると考えています。次の事項を含む個人情報保護方針を定め、

これを実施し、かつ、維持することを宣言いたします。 

 

「個人情報保護方針」 

1． 当社は、すべての事業で取扱う個人情報（特定個人情報等を含む）及び従業員等の個人情報（特定

個人情報等を含む）の取扱いに関し、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を

mailto:sos@ohmae.ac.jp
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遵守いたします。さらに、日本工業規格「個人情報保護マネジメントシステム―要求事項」（JIS Q15001）

に準拠した個人情報保護マネジメントシステムを策定し、個人情報を保護いたします。 

 

2. 当社は、個人情報の取得、利用にあたっては、その利用目的を特定することとし、特定された利用目的の達

成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い（目的外利用）はいたしません。また、目的外利用を行わない

ために、適切な管理措置を講じます。 

 

3. 当社は、ご本人の同意を得ている場合や法令にもとづく場合等を除き、取得した個人情報を第三者に提供

することはいたしません。 

 

4. 当社は、個人情報の取扱いに関する苦情および相談を受けた場合は、その内容について迅速に事実関係等

を調査し、合理的な期間内に誠意をもって対応いたします。 

 

5. 当社は、取得した個人情報を適切に管理するため、組織的・人的・物理的・技術的な安全対策措置を講じ、

個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止および是正に取り組みます。 

 

6. 当社は、社会情勢・環境の変化を踏まえて、継続的に個人情報保護マネジメントシステムを見直し、個人情

報保護への取り組みを改善していきます。 

 

7. 本方針内で使用する「個人情報」とは、「個人情報の保護に関する法律」に定める意味を有し、「特定個人

情報」とは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める意味

を有するものとします。 

制定：平成 17年 4月 1日 

改定：令和 3年 11月 1日 

 

株式会社ビジネス･ブレークスルー 

代表取締役社長 柴田巌 

 

［個人情報保護方針についてのお問合せ先］ 

株式会社ビジネス･ブレークスルー 苦情・相談窓口 

電話：０３－６２７１－０７５７(受付時間：平日９時３０分～１７時) 

E-mail：privacy@bbt757.com 
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資料の譲渡、著作権保護 

入学時に提出した「誓約書」および「システム利用倫理規則」を遵守してください。 

講義で使用されるテキスト、講義映像、PowerPoint、PDFなどのファイルは著作権で保護されています。使用は個人で

の学習に限りますので、予めご了承ください。 

著作権ガイドライン 

AirCampus上における著作権関連の取り扱いについては、ガイドラインを定めています。AirCampus トップページ左上

【授業・履修関係】内よりダウンロードし、必ず目を通し、ガイドラインに即して学習を進めてください。 

 

盗用 

他人の論文・課題等の盗用(Plagiarism)は禁じられています。以下の点に注意してください。 

盗用(Plagiarism)とは 

盗用(Plagiarism)とは他人のアイデアや言葉を自分のアイデアや言葉のように発表することです。盗用(Plagiarism)はカ

ンニングとみなされ懲戒処分(放学等の処分)となります。 

盗用(Plagiarism)は以下の事柄を含みます 

・適切な文献の提示、あるいは承認を受けずに引用、言い換え、コピーなどをすること  

・スプレッドシートやインターネットのページ、デジタルツール（例：チャット bot、翻訳ツール）など使用して生成した文章を

自分のものとして複製すること 

・承認を受けずに他人と仕上げたものを提出すること 

・テスト時にメール等で解答・課題を他人と交換すること 

 

引用、言い換え、参考文献について 

課題レポートを書く際、他人のアイデアを承認なしに使用してはいけません。他人と共にプロジェクトを立ち上げることは大

切なことですが、その場合は必ずその事実を記載しておく必要があります。 
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引用と言い換えの区別 

引用(著者のことばをそのまま掲載)をする場合は、必ず引用マーク、あるいは改行、インデントをしてください。さらに、その

すぐ後、または脚注にその出典(ページ・著者名など)を記載してください。 

言い換えは、オリジナルの著者の趣旨はそのままに、表現を少し変えて書くことを言います。言い換えによって著者の趣旨

が変わってしまう危険がありますので、なるべく避けるか、もしくは自分のことばで言い換える場合、脚注にその出典(ペー

ジ・著者名など)を記載してください。 

出典を記載する際は、他人がその出典を容易に探せるよう、ページなどを含む充分な情報を記載してください。その出典

を同じ論文内で何度か使用する際は、初回のみ詳しく記載し、2回目以降は省略することができます。さらに、論文の最

終ページには文献の出典先をまとめて記載してください。 

雑誌記事の場合は、著者、記事の番号、雑誌の名前、出版年、ページ番号など、書籍の場合は、さらに出版の場所と

出版社名も記載してください。詳細は各科目によっても異なる場合がありますので、心配な場合は教務部までお問い合

わせください。 

なお、AirCampus トップページ左「授業・履修関係」→「著作権ガイドライン」に引用例が記載されています。 

 

試験等の不正行為 

「ビジネス・ブレークスルー大学不正行為者処分規則」により、試験等の不正行為および処分は、以下のように定められ

ています。上述した盗用等とみなされないよう、十分注意してください。 

第 ２ 条 試験等に際して、次の各号のいずれかに該当する者を不正行為者とみなし、処分する。 

（１）代人受験をした者、及び代人受験を依頼した者 

（２）相互に連絡しあった者 

（３）解答にあたり、その内容の一部または全部を文献・インターネット等から盗用した者および、著しく似通った解答を

行った者 

（４）上記に関連し、大学が不正を行ったとみなした者 

第 ４ 条 不正行為者の処分は、原則として当該科目、またその期の受験全科目を不合格とするほか、学則に基づ

いて懲戒処分とする。 

不正行為に対する措置 

不正行為を見つけた場合、厳正な措置を行います。AirCampus トップページ左【不正行為に対する措置】より詳細を

確認できますので、必ず目を通し、注意して学習を進めてください。 
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科目受講の流れ 

大まかな科目受講の流れは、下記のとおりです。 

 

 

 

 

履修登録

●シラバスの確認 ●配信スケジュールの確認

教科書の準備

開講

●学習ガイドの確認 ●シラバスの確認 ●コースのお知らせの確認

講義映像の受講

●受講認証 ●理解度テスト ●顔認証

ディスカッション

課題提出

最終試験

閉講

成績発表
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受講をはじめる前に 

受講に必要な環境の準備 

本学の授業は、サイバー上のディスカッションツールである AirCampus を使用し、全てオンラインで行われます。パソコンが

インターネットに接続された環境さえあれば、時間と場所を問わず講義を受講し、また各地にいるクラスメイト、教員、Ｌ

Ａ（ラーニング・アドバイザー）と共に、ディスカッションすることができます。 

システム利用推奨環境と受講に必要な機器 

下記サイトより、学習に必要な環境と機器をご確認ください。 

 

⚫ PC 

「AirCampus ポータル動作環境」および「顔認証に必要な環境」を満たすＰＣが必要です。随時アップデートされ

ます。下記サイトより最新状況を確認ください。 

受講に必要な環境（AirCampus ポータル 受講に必要な環境） 

http://aircamp.us/support/env_portal/ 

受講画面再生テスト 

http://aircamp.us/support/check/ 

顔認証に必要な環境 

http://aircamp.us/support/env_fr/ 

 

⚫ ヘッドセット 

主にミニプラグで接続するタイプと、USB で接続するタイプのものがあります。購入前に使用する PCの接続端子を確

認してください。 

片耳タイプの簡易的なものは英会話レッスンに適していません。 

Bluetooth（無線）の機器は推奨していません。 

 

http://aircamp.us/support/env_portal/
http://aircamp.us/support/check/
http://aircamp.us/support/env_fr/
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⚫ Web カメラ 

UVC対応Web カメラ（UVC−USB ビデオクラスの略。ドライバのインストールが不要でmacOSでも使用できま

す） 

解像度の高いカメラを購入する必要はありません。 

内蔵カメラがある場合は、購入の必要はありませんが、オンラインミーティングツール上で動作しない場合は別途購入

していただくこともあります。 

 

※ヘッドセットとWeb カメラは、顔認証の登録や、English Conversation科目における英会話レッスン、卒業論文の指

導、学生支援センターとの個別相談等に利用します。開講前までに準備を済ませてください。 

 

⚫ プリンタ（推奨） 

 

受講に必要なツール 

⚫ Microsoft Office 

《Windows》 Microsoft Office 2016以降～、365 のいずれか（Excel/Word/PowerPoint） 

《Mac》 Microsoft Office for Mac 2019以降～、365 のいずれか（Excel/Word/PowerPoint） 

※入学後、アカデミック価格で購入できます。オープンオフィス（無料ソフト）は使用できません 

 →詳細は「BBT大学キャンパスガイド（学生生活編）」を確認してください。 

 

⚫ モバイル版 AirCampus（スマートフォンやタブレット端末をお使いの方） 

スマートフォン・タブレット端末向けの受講キャンパスです。アプリケーションをインストールし、アプリケーション内に講義

をダウンロードすれば、外出先で講義を受講したり、講義資料を閲覧したりすることができます。 

また、ディスカッションの閲覧や発言の投稿も可能です。ディスカッションフォーラムで自分の発言に返信があった場合

はプッシュ通知を受け取ることができます。 

アプリケーションのインストール・動作環境・マニュアルは下記からご確認ください。 

➢ iOS： http://aircamp.us/support/ac/ios/ 

➢ Android：http://aircamp.us/support/ac/and/ 

 

 

 

 

http://aircamp.us/campus/wp-content/uploads/bbtu_CampusGuide_gakuseiseikatsu.pdf
http://aircamp.us/support/ac/ios/
http://aircamp.us/support/ac/and/
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⚫ ZOOM 

無料の通信ソフトです。一部の科目でのライブ講義、English Conversation科目における英会話レッスン、卒業論

文の指導、学生支援センターとの個別相談等に利用します。 

テレビ会議と同様に映像（ビデオ）と音声を使って、オンライン上の相手とのコミュニケーションを可能にするツールで

す。主催者が共有した URL をクリックすることで参加者がビ デオ会議に参加することができます。 

ダウンロード URL：https://zoom.us/download  

ヘルプとサポート：https://support.zoom.us/hc/ja?mobile_site=false  

 

⚫ Skype 

無料の通信ソフトです。一部の科目、English Conversation科目における英会話レッスン、卒業論文の指導、学

生支援センターとの個別相談等に利用します（既に Skype を利用されている方は、既存のアカウントをご利用いた

だけます）。 

➢ ダウンロード URL： http://www.skype.com/ja/download-skype/skype-for-computer/  

➢ ヘルプとサポート： https://support.skype.com/ 

 

教科書の購入 

履修に必要な教科書等は、履修登録時点で確認し、開講までに間に合うように、ご準備ください。間に合わない場合

も、できるだけ早く入手しましょう。 

お近くの書店やオンラインストアにて各自でご購入ください。 

オンラインストアの場合、発送に時間がかかることがあります。お早めに手続きを済ませてください。 

 

参考サイト 

Amazon http://www.amazon.co.jp/ 

書籍横断検索システム http://book.tsuhankensaku.com/hon/ 

教科書の確認方法 

各科目のシラバスで確認してください。 

 AirCampus トップページ左【授業・履修関係】内「Webシラバス」 

  

https://zoom.us/download
https://support.zoom.us/hc/ja?mobile_site=false
http://www.skype.com/ja/download-skype/skype-for-computer/
https://support.skype.com/
http://www.amazon.co.jp/
http://book.tsuhankensaku.com/hon/
https://sites.google.com/a/ohmae.ac.jp/bbt/home
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学習ガイド・シラバス・コースのお知らせの確認（開講直後・開講中随時） 

開講後は、まず下記の資料を熟読し、科目の目的や学習の進め方をよく確認してください。 

また、受講中も繰り返し確認することをおすすめします。 

学習ガイド ⚫ 学習ガイドは開講日に「コースのお知らせ」で公開されます。 

⚫ シラバスへのリンク、詳しい学習の進め方、課題内容と出題時期・期限、フォーラムの使

い方、投稿期限、クラス表、受講にあたっての諸注意などが掲載されています。 

シラバス 講義の目的、講義の各内容、評価方法、指定の教科書などが掲載されています。 

コースのお知らせ ⚫ 随時、課題出題や受講に関する重要なお知らせが公開されます。 

⚫ 開講後は頻繁に新しいお知らせをチェックしながら、学習を進めてください。 

 

 

AirCampus の期限等をお使いのカレンダーと同期 

AirCampus の期限等を iCalendar形式にて Google カレンダーなどに追加し、表示することができます。 

※iCalendar形式とは、任意のソフトウェア間でカレンダー情報を共有する際に用いられる共通フォーマットです。 

詳しくは、「AirCampusの期限等をお使いのカレンダーと同期」をご参照ください。 

 

 

 

 

 

重要： 

効果的な学習と確実な単位修得のために、上記 3 つは繰り返し確認し、見落としがないように注意しましょう。

特に、「コースのお知らせ」は、講義の進行に合わせて順次公開されます。未読のお知らせが残らないよう、頻繁

に新しいお知らせをチェックしましょう。 

https://aircamp.us/ical/url_get
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講義映像の受講 

講義映像の受講方法 

開講期間中の科目は、AirCampus画面中央「開講中のコース」に表示されます。 

１． 受講したい科目のサムネイルをクリック 

 

２． 画面左側のツリーより、講義フォーラム（「【講義】科目名」）を

クリック 

 

３． 講義一覧画面から、受講したい講義のサムネイルをクリック 

 

４．講義を受講 

 

 

 講画面の操作方法については下記を参照してください 

http://aircamp.us/support/ac/ac-contents/ 

 

 

     

 

理解度テスト 

理解度テストがある科目は、講義を受講後、「理解度テスト」ボタンをクリックして、理解度テストを受けてください。 

受験後、講義一覧画面に戻り、「理解度テスト」ボタン横にある「完了」ボタンをクリックすると、テスト受験が完了します

（「完了」ボタンが表示されていない場合はクリック不要）。 

受験後に「A理解度結果」ボタンが表示される場合は、クリックすると、理解度テストの解答と解説を確認できます。 

 

 

 

http://aircamp.us/support/ac/ac-contents/
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受講認証 

受講の際は、受講認証（出席確認）を行います（講義タイトルに「受講認証不要」と表示された講義を除く）。 

 

受講認証の方法 

講義開始とともに、画面上部に「受講認証が開始されました」と表示され、受講認証が自動で始まります。 

画面上部の受講進捗バー（緑のバー）により、受講状況の確認ができます。 

講義が始まりしばらくすると、ランダムなタイミングで、画面上に英数字が表示されます。赤字で指示された英数字のボタン

を、右側に表示された文字ボタンの中から選び、クリックしてください。 

 

※全画面（フルスクリーン）表示では、受講認証は表示されませんのでご注意ください。 

※講義の受講を進めても受講進捗バーが緑にならない場合は、受講認証が正常にできていない可能性がありますの

で、講義受講画面を開き直して、再度講義を再生してください。 

※受講認証の詳しい操作方法は、「受講認証の手引き」を参照してください。

http://aircamp.us/support/manual/manual_ac-contents/ 

 

受講認証ができない場合の問合せ 

「受講認証」ができない場合、テクニカルサポートのお問合せフォームで詳細をお知らせください。その際に、エラーのあった

科目名、講義名、表示内容、エラーの状況をお知らせください。また、可能であれば、下記を参考にエラー画面のコピー

を添付してください。 

http://aircamp.us/support/manual/manual_ac-contents/
https://www.bbt757.com/ac/feedback2.asp
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顔認証による本人確認 

顔認証による本人確認は、講義受講・試験等において、学生本人が行っているかどうかを確認するために実施します。

本人確認は不定期で行います。科目ページ内（講義一覧画面等）に「本人確認」欄が表示された際には、必ず行う

ようにして下さい。顔認証実施後、通常通り続きの講義視聴や、課題と試験に対する答案提出が可能となります。 

 

 

顔認証に必要な環境 

顔認証には以下が不可欠です。 

・本人情報の登録 

顔認証ツールが動作する環境については、下記よりご確認ください 

http://aircamp.us/support/env_fr/ 

 

【科目等履修生として学習されていた方と再入学された方】 

既に登録を済まされている方は再登録不要です。 

画面コピー（スクリーンキャプチャ）方法 

⚫ Windows 

Fn + PrtSc (※一部キーの異なる PCあり)、または「Snipping Tool」を使うこともできます。 

http://aircamp.us/support/qa/1725/ 

⚫ MacOS 

Command + Shift + 3 

コピーした画像は、Microsoft Office Word等へ貼付け（Ctrl + v）保存してください。保存したファイルを

添付し、お問い合わせください。  

http://aircamp.us/support/qa/1733/ 

注意： 

本人確認ができない場合は、成績評価に関わらず単位を付与することができません。開講期間内に必ず認証を

済ませてください。 

http://aircamp.us/support/env_fr/
http://aircamp.us/support/qa/1725/
http://aircamp.us/support/qa/1733/
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顔認証の方法 

初回 

顔認証マニュアル  

http://aircamp.us/support/manual/manual_fr/ 

 

1. BBT大学のポータルにログインし、右上のメニューから「顔認証設定」を選択します。 

2. 画面に従って顔認証の登録をします。 

二回目以降 

1. AirCampusポータルの講義一覧上にて、本人確認画面を起動します。 

2. 顔認証を実行します。 

※何らかの理由で顔認証が出来ない場合には、教務部またはテクニカルサポートまでご連絡ください。 

  

http://aircamp.us/support/manual/manual_fr/
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ディスカッション 

AirCampus上で、講義内容や指示された課題内容についてディスカッションを行います。 

（ディスカッションに参加するために、自分の意見を AirCampus上に投稿することを「発言」と呼んでいます） 

学習ガイドや「コースのお知らせ」で示されたルールに従い、指定のフォーラムで積極的にディスカッションを行いましょう。 

 

表示名について 

AirCampus では、入学期や学年が異なる学生の皆さんが議論や会話を交わします。 

発言の際、発言者を把握しやすく、検索性を高めるために、AirCampus に登録されている情報を元に、 

表示名が自動的に表示されます。 

 

 

⚫ 原則、「日本語フルネーム（学籍番号の最初の 5文字）」で表示されます。 

⚫ 氏名には本名を使用します。ニックネーム等は表示されません。 

  例：学籍番号 SA230000 麹まちこさんの場合…「麹 まちこ（SA230）」 

⚫ 英語科目では、「ローマ字表記フルネーム（学籍番号の最初の 5文字）」で表示されます。 

  例：学籍番号 SA230000 麹まちこさんの場合…「Machiko Koji（SA230）」 
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学籍番号の記号・番号の意味 

  SA 23 0 000 

  [1] [2] [3] 

[1] アルファベット：入学期   

「SA」…春期入学 

「FA」…秋期入学 

 ※「KA」…単科生です 

 

[2] 左側から 1,2番目の数字：入学年度の下二桁   

例）2023年度入学の本科生は「23」 

※編入生は、1年次から入学した場合の年度で表記されています 

例）2023年度入学の 2年次編入生は「22」 

2023年度入学の 3年次編入生は「21」 

 

[3] 左側から 3番目の数字：学科と本科／編入の別 

「0」…グローバル経営学科本科生 

「2」…デジタルビジネスデザイン学科本科生 

「4」…グローバル経営学科２年次編入生 

「5」…グローバル経営学科３年次編入生 

「6」…デジタルビジネスデザイン学科２年次編入生 

「7」…デジタルビジネスデザイン学科 3年次編入生 

「8」…グローバル経営学科 4年次再入学生 

「9」…デジタルビジネスデザイン学科 4年次再入学生 

 

※また、4年次以外の学年の再入学生は、現状に含みます。 

例）「0」...グローバル経営学科本科生・1年次再入学生 

「4」...グローバル経営学科 2年次編入生・2年次再入学生 

 



 

- 16 - 

ビジネス・ブレークスルー大学 キャンパスガイド 

Business Breakthrough University 

 

ディスカッション参加 

ディスカッション画面の概要 

AirCampus においてディスカッションに参加するとは、フォーラム上で自分の考えや質問等を発言することを指します。 

１． 科目詳細ページ左側のフォーラムツリー（フォーラム一覧）より、ディスカッションに参加したいフォーラムをクリック。 

２． 画面中央に、そのフォーラムへ投稿された発言のタイトルや発言者が一覧で表示されます。一覧から内容を読みた

い発言を選んでクリックすると、画面右側に発言内容が表示されます。 

３． その発言に対して返信する場合は「返信」ボタンをクリックし、返信内容を作成します。作成後「送信」ボタンを押し

てフォーラムへ投稿します。 

４． 新たに自分でスレッドを立てる（新しいトピックで発言する）場合は「新規」をクリックして新規に発言する内容を作

成し、「送信」ボタンを押してフォーラムへ投稿します。 

 

 

各フォーラムに未読の発言がある場合には、画面左側のフォーラム一覧で、フォーラム名の右側に未読件数が表示されま

す。 

 

 

注意： 

各フォーラムで発言すべき内容は、各「コースのお知らせ」で案内されます。 

お知らせ内容をよく確認してから、ディスカッションに参加してください。 
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題名を入力する 

新規・返信を行う際には、「題名」の入力欄があります。 

講義に関して自分でスレッドを立てて先頭で発言する場合、どの講義についての発言か容易に判別できるよう、冒頭部

分に講義回数を含めるようにしてください（例：【第 3回】ＸＸＸＸＸＸ）。 

返信する際には、ディスカッションツリー（あるトピックに関する一連のディスカッション）のまとまりがわかりやすいよう、題

名はそのままにしておいてください。また、各科目の「学習ガイド」や「コースのお知らせ」にて題名の記入方法の詳細が指

示されている場合には、その指示に沿って題名を入力してください。 

 

下書き保存  

発言内容の作成中に自動で下書きが保存されます。保存された下書きはページ左側のフォーラムツリー（フォーラム一

覧）の「下書き＆送信予約」で確認できます。下書きを再編集する際は、「下書き」フォルダより該当の発言を選択し、

編集してください。 

 

ファイルの添付 

編集画面下方「ファイルを添付」ボタンを押すと、発言（投稿）にファイルを添付することができます。 

ファイルを添付する場合、以下の点に注意してください。 

⚫ 添付可能なファイルの種類  

Adobe Reader(.PDF)、 Microsoft PowerPoint(.pptx)、 Microsoft Excel(.xlsx)、 Microsoft Word 

(.docx), 画像(.JPG、 .BMP、 .GIF)、テキストファイル(.TXT)、 XML ファイル(.OPML、 .XML、 .RDF)、 圧縮フ

ァイル（.zip）、numbers、pages、keynote Apple オフィススイート、md マークダウン形式、heic 

HEIC/HEIF形式画像、psd、ai フォトショップ、イラストレータ  

※添付できない形式のファイルを指定した場合はメッセージが表示されます。 

FAQ：https://aircamp.us/support/qa/1516/ 

⚫ アクティブなウィルス対策ソフトで、ファイルがウィルスに感染していないことをチェックしてください。 

⚫ 1 メッセージにつきファイルは 3つまで添付できます。ファイル一つあたりの容量は 25MB までです。 

⚫ ファイル名は、拡張子を含め半角英数字 50文字以下、日本語（又は全角の文字）の場合には 25文字以下

である必要があります（エラーを避けるため、半角英数字のファイル名での添付を推奨します）。 

 

  

https://aircamp.us/support/qa/1516/
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返信時の注意点 

AirCampus を快適に使用するため、引用返信のルールにご注意ください。 

 

 

1. 自分のメッセージより先に引用部分を持ってくる 

返信相手の発言内容を先に置くことで、読み手にとって議論の関連が一目でわかるようになります。 

 

2. 他の学生の発言内容を引用する場合は、引用箇所（グリーンの箇所）を必要最低限にする 

返信相手のメッセージから引用する場合は、引用したい箇所だけを残し、その他の部分は削除するようにしま

しょう。相手の発言を全て残した場合、どの部分に対しての発言かわかりづらくなります。また発言内容が長く

なると、下までスクロールしないと自分の発言が表示されず、読みづらい場合があります。 

 

3. 引用文字列と自分の文章とがはっきり区別できるように、行間をあける等工夫する 

 

上記１～３をあてはめると、例えば下記のメッセージのようになります。 

------------------（↓ 投稿例↓ ）--------------------- 

> 私はフルアウトソーシングすべきだと思います。 

> （他人の発言の引用箇所） 

 

××××さん 

 

私もその点は同意します。なぜなら・・・（自分の発言） 

------------------（↑ 投稿例↑ ）--------------------- 
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送信した発言を削除する 

誤って送信してしまった場合など、自分の発言を削除したいときは、削除したい発言を選び、「削除」ボタンをクリックすると

削除できます。ただし、返信がついた発言を削除した場合は、削除されたことを表す発言タイトルが残ります。頻繁にメッ

セージを削除することは受講の妨げになりますので、メッセージの削除はなるべく避けてください。なお、他の人の発言を削

除することはできません。 

 

便利機能 

1. 返信をつけたい文章の一部だけを返信メッセージ上に残す 

返信をつけたい発言を選択し、画面右下に本文を表示させた状態で、引用したい部分のみを選択します。その状

態で「返信」をクリックすると、引用したい部分のみが引用として残され、返信文の編集ができます。 

2. 未読メッセージを読む 

スペースキーを押すと、未読メッセージのみを選択して読み進めることができます。 

3. メッセージ内の単語の検索 

各科目内において、単語の検索をかけることができます。画面左上の検索欄に、発言の本文や題名、発言者名に

ある単語を入力し Enter を押すと検索されます。 

4. マーク設定をつける 

ディスカッションフォーラムの発言には以下のようなマークをつけることができます。自分がつけたマークは他の人には見え

ません。後で読み返しや発言の投稿をする際の目印として活用できます。 
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気になった投稿に「気になる」マークを設定。 

画面左の「マーク」から設定したマークごとに投稿を読むことができます。 

 

 

5.メンション機能  

Twitter、Facebook、LINEなどのメンション機能と同様に@で指定した相手にメンションを飛ばすことができます。 

メンションを飛ばした相手には、メール通知およびスマートフォンのプッシュ通知が飛びます。（デフォルト通知設定の

場合）@でメンションを送ることができる相手は、対象のフォーラムで発言可能なメンバーです。 

詳細：http://aircamp.us/information/user/detail/25818/ 

6.リアクション（いいね）機能  

Twitter、Facebook、LINEなどのいいね機能と同様に投稿へのリアクションを相手に伝えることができます。 

自分の発言にリアクション（いいね）が付いたタイミングで１度だけメール通知およびスマートフォンのプッシュ通知が

飛びます。 

また、モバイルの通知一覧に、リアクション通知が表示されます。人数が増えた場合は更新され、一覧の前の方に表

示されます。 

 

※通知設定は「個人設定」→「通知設定」から変更できます。 

http://aircamp.us/information/user/detail/25818/
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課題提出 

科目の課題の内容や提出方法は、主に以下の 2 ヵ所で確認できます。 

⚫ コースのお知らせ 

⚫ 科目の講義一覧画面に含まれる「課題提出」ページ（※左記で出題される場合、「学習ガイド」や「コースのお知

らせ」でも案内されることがあります） 

開講中は「コースのお知らせ」を頻繁に確認し、課題の確認漏れがないように注意してください。 

課題の提出期限は、科目の閉講日とは限りません。開講途中で提出期限が設けられている場合もありますので、「学習

ガイド」や「コースのお知らせ」の指示をよく確認し、期限を厳守して提出してください。 
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中間／最終試験 

レポート提出／時間指定試験 

各科目の中間と最終試験の詳細日程は、「コースのお知らせ」に提示します（中間試験の有無は科目によって異なりま

す）。下記は一般的な試験（課題）の出題・提出・確認方法です。科目により試験実施・提出方法が異なる場合が

ありますので、詳細については、必ず「コースのお知らせ」を参照してください。 

出題場所 

試験出題日になると、講義一覧画面へ演習・レポート、または出題リンクのサムネイルが表示されます。 

 

 

 

サムネイルを押すと、試験の内容、期間、提出方法等の詳細が表示されます。表示された先のページを「ガイド」と呼んで

います。 

ガイドから、試験に関する注意書きをよく読んだ後、試験を実施してください。また、解答用紙が用意されている場合に

は、ガイド内から解答用紙をご自身で PCにダウンロードし、試験に臨んでください。 

※一部の英語科目等で実施される、時間制限付きの試験問題に回答する形式のものについては、モバイル版エアキャ

ンパスからの解答ができません。PC からアクセスしていただきますようお願いします。 

 

提出方法 

解答用紙作成後、「コースのお知らせ」または「課題提出」のガイドで指示された方法にしたがい、解答用紙を提出してく

ださい。 

 

解答用紙提出時の注意事項 

⚫ 解答用紙には、学籍番号と氏名を必ず記載してください。 

⚫ 解答用紙の 1枚目に注意書きがある場合は、そのページは削除し、解答部分のみ提出してください。 

⚫ 提出ファイル名は、出題された画面で指示されている通りにつけてください。 

演習・レポート リンク 
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⚫ 提出できるのは 1 ファイルのみです。複数のデータの提出が必要な場合には、圧縮ファイル（ZIP ファイル等）にし

て提出してください。 

⚫ 何らかの理由により AirCampus からの提出ができなかった場合には、メールに解答ファイルを添付して教務部宛

（bbtukamoku@ohmae.ac.jp）に提出してください。 

 

複数ファイルの圧縮方法 

提出ファイルが複数ある場合には、下記の手順に従って、全ての提出ファイルを含む「ZIP ファイル」を作成し、提出してく

ださい。 

Windows版 

1. 提出する全てのファイルを選択（Ctrl+左クリックで 1 つずつファイルを選択） 

2. 選択したファイルの上で右クリック 

3. 「送る」を左クリック 

4. 「圧縮（zip形式）フォルダ」を左クリック 

Mac版 

1. 提出する全てのファイルを選択（Ctrl+左クリックで 1 つずつファイルを選択） 

2. 選択したファイルの上で右クリック 

3. 「"フォルダ名"を圧縮」をクリック 

 

上記の手順後、同フォルダ内に圧縮されたフォルダが作成されます。 

 

提出の確認 

ファイルが提出されている場合には、ファイル提出直後、画面上に「提出を受け付けました」と表示されます。 

また、課題提出ページ下方で提出したファイルを確認することができます。正しいファイルが提出されていることを確認してく

ださい。確認時には、学籍番号・氏名・解答内容が正しく記載されているかを確認してください。 

提出物は、提出期限内であれば再度提出することが可能です。但し、既に提出したファイルは上書きされますので注意

してください。 

mailto:bbtukamoku@ohmae.ac.jp
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病気・不慮の事故等による試験特別対応 

試験は原則、AirCampus上で所定の期日または期間内に行いますが、学生本人の病気や不慮の事故等、やむを得な

い理由により、試験日に受けられない場合や、期限までに提出できない場合、試験日の変更を申請することができます。 

例）試験出題日から提出期限の間、入院するので試験が受けられない場合 

試験日の変更には下記の通り、申請および書類の提出を行ってください。 

⚫ 申請は必ず事前に行うこと。  ※試験期間中や、期限後の申請は認められません 

⚫ 申請後、指示された日までに、医師による診断書、その他大学が指定する必要な書類を提出すること。 

事前申請および提出された書類に基づき、該当科目の教員が変更を認めるか判断します。 

変更が認められた場合、変更後の試験日は、所定の期日の翌日から 10日後までの日程で、担当教員の指定する日

となります。 

★参照：履修規程第 8条 
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科目終了時アンケート 

科目終了時には、今後の授業改善の参考資料とすることを目的として、科目終了時アンケートを実施します。 

通常、講義閉講日の 2 週間前から「科目終了時アンケートフォーラム」が開設され、そこから回答できるようになりま

す。課題の実施状況等にかかわらず、必ず回答してください。なお、AirCampus科目トップ画面に表示される「受講状

況」の分母に科目終了時アンケートもカウントされます。 

科目終了時アンケートの回答は成績評価に影響することはありません。また、回答者の名前は非表示となりますので忌

憚なく回答してください。 
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開講期間終了後の復習 

開講期間が終了した科目は、AirCampus画面上部の「コース」プルダウンの「終了したコース」から復習することができま

す。 

注意点 

⚫ 履修した学期の終わりまでは、引き続き講義の視聴、発言の閲覧ができます（春期は 9月、秋期は 3月）。 

⚫ 単位を修得して終了した科目は、卒業するまで何度でも閲覧することができます。 

⚫ 成績評価で「Ｆ(不合格）」と判定された科目は、次期より、講義視聴やフォーラム閲覧はできません。 

終了後の科目の閲覧方法 

AirCampus画面上部の「コース」プルダウンから「終了したコース」をクリックし、終了した科目の「詳細ページへ」をクリック

して表示します。  
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成績発表 

各科目の成績は、原則、各タームが終了する毎に発表されます。成績が発表されましたら、AirCampus のお知らせから

ご案内します。 

評価方法 

成績評価の基準は、原則、授業への参加 10％、レポートとディスカッションにおける発言 40％、試験 50％を統合し、

60点以上を合格とします。ただし、60点以上であってもいずれかの評価が著しく低い場合は、不合格とすることがありま

す。なお、評価配分は科目によって異なりますので、必ずシラバスを確認してください。 

最終成績は、成績評価区分である A+、A、B、C、F の記号をもって表し、A+、A、B、C を合格とし、F を不合格としま

す。 

成績 合格/不合格 点数 

A+ 

合格 

100～90点 

A 89～80点 

B 79～70点 

C 69～60点 

F 不合格 59点以下 

※単位認定制度による認定科目の評価は、「認」と表記されます。 

※卒業論文の評価は、合格・不合格のみで表記されます。 

 

成績確認方法 

AirCampus画面上部「履修管理」プルダウンから「成績確認」をクリックして成績画面を表示します。 

原則、最終成績評価のみの発表ですが、科目によっては、フィードバックがある場合もあります。最終成績の異議に関す

るお問合せ以外はお受け致しかねますのでご了承ください。 

 

成績問合せ 

最終成績に異議のある場合は、成績問合せ申請書を提出することができます。 

申請書は、成績発表がなされた日を含め 10日間以内に、下記宛先まで提出してください。尚、成績問合せ制度は、

発表された成績に対する異議申し立てを行うものであり、教員に対し、詳細のフィードバックや今後の学習アドバイスを求

めるものではありません。 
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申請書ダウンロード https://www2.kitei-kanri.jp/vpb/bbtu/doc/gakusei/rule/61.html 

申請書提出先・問合せ先 seiseki@ohmae.ac.jp 

 

休学した場合の単位 

休学した場合でも、休学前に修得した単位は復学後も修得済み単位として算入されます。 

 

GPA 

GPA(Grade Point Average、成績評価の平均点)は、奨学金制度や早期卒業対象者の選定、卒業論文のゼミ選考

の参考情報など、成績の指標として活用されます。 

GPA スコアは、成績の「修得状況」欄の一番下にある「現時点の GPA」に表示されています。 

GPA スコアは成績開示毎に更新されます。 

 

 

 

 

https://www2.kitei-kanri.jp/vpb/bbtu/doc/gakusei/rule/61.html
mailto:seiseki@ohmae.ac.jp
mailto:seiseki@ohmae.ac.jp
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GPAは次のようにして算出されます。 

GPA ＝  

(修得単位数×成績値(Grade Point))の合計 

履修登録科目の単位数合計 

 

評価 
成績値 

(Grade Point) 
評価点 

A+ 4 100～90点 

A 3 89～80点 

B 2 79～70点 

C 1 69～60点 

F 0 59点以下 

※入学以前に修得した単位認定、資格による単位認定など、成績がつかない認定科目は GPA に算入されません。 

※GPAの表示と計算方法について http://aircamp.us/campus/gpa/ 

  

http://aircamp.us/campus/gpa/
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困ったときは 

皆さんが AirCampus を使っていて困った時には、下記の方法でお問い合わせください。 

 

オンライン FAQ を調べる 

AirCampus ポータル画面右上の マークから「FAQサイト」をクリックすると、新規画面よりオンライン FAQ画面

が表示されます。まずは、こちらで解決策が紹介されていないかどうか、ご確認ください。 

 

各窓口へ問い合わせる 

テクニカル 

サポート 

受 付 事 項 

・AirCampusでの操作に関する質問・不具合の問合せ 

 [視聴・発言、受講認証、本人確認（顔認証）など] 

連 絡 先 

まずはテクニカルサポートサイトをご覧ください。 

それでも解決できない場合： 

●お問合せフォーム （随時受付）※対応は受付時間となります。 

▽連絡時は、下記の点をお知らせください▽ 

・所属（BBT大学○○学科）、学年、学籍番号、名前 

・問題が生じているアプリケーション 例：AirCampus 

・ご利用の環境（PC の場合：OS、ブラウザ モバイルの場合：機種 など） 

・トラブル内容（フォーラム名、講義名、起こっている現象）、エラーメッセージ 

受 付 時 間 

月～金 10：00～17：30（日本時間）  

※ 土曜・日曜・祝日は原則的に休業です。 

※ 年末年始休暇は、「AirCampusポータル」でご案内します。 

教務部 

受 付 事 項 特定の科目に関する質問 （講義内容、課題、学習の進め方など） 

連 絡 先 

●メール bbtukamoku@ohmae.ac.jp 

●電話 03-5860-5552 

受 付 時 間 

月~金 9：30～17：30（日本時間）  

※ 土曜・日曜・祝日は原則的に休業です。 

※ 年末年始休暇は、「AirCampusポータル」でご案内します。 

http://aircamp.us/support/ac/portal/
https://www.bbt757.com/svlEnquete/jsp/user/top?id=bbt_acsupport
mailto:bbtukamoku@bbt757.com
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学生支援 

センター 

受 付 事 項 履修相談、学習相談、進路相談、その他学生生活に関する問合せ   

連 絡 先 

●メール bbtustudent@ohmae.ac.jp 

●電話 03-5860-5552 

受 付 時 間 

月～金 9：30～17：30（日本時間）  

※ 土曜・日曜・祝日は原則的に休業です。 

※ 年末年始休暇は、「AirCampusポータル」でご案内します。 

BBTオンライ

ン英会話事

務局 

受 付 事 項 英会話レッスン中のトラブル 

連 絡 先 

お問合せはなるべくお問い合わせフォームにてご連絡ください。 

●メール bbtonline@bbt757.com 

●電話 050-5534-2270 

●Skype bbtonlineadm 

※レッスン受講時、現地インストラクターとの対応で解決できない問題については、日本人スタッフが対

応します。BBTオンライン英会話事務局へのコール時には、学籍番号と氏名をお伝えください。 

受 付 時 間 

メール、Skype・・・平日 9：30～23：00／土日祝 17：30～23：00 

電話・・・平日・土日祝：17：30～23：00  

※年末年始をのぞく 

ハラスメント 

相談窓口 

受 付 事 項 ハラスメントに関する相談 

連 絡 先 

sos@ohmae.ac.jp 

※ハラスメント相談員が対応し、プライバシーは守られます。 

※本学では、セクシュアル・ハラスメントおよびアカデミック・ハラスメントの防止や、ハラスメントに起因する

問題が生じた場合の対応措置に関して、「ビジネス・ブレークスルー大学ハラスメント防止に関する規

程」を定めています。 

受 付 時 間 毎日、随時受付 

成績問合せ 

窓口 

受 付 事 項 発表された成績に対する問合せ 

連 絡 先 

seiseki@ohmae.ac.jp 

※成績問合せ制度は、教員に対し、詳細のフィードバックや今後の学習アドバイスを求めるものではあ

りません。 

mailto:bbtustudent@ohmae.ac.jp
https://www.bbt757.com/inquiry/bbtonline_mailform.asp?id=0&_ga=1.46711970.426430651.1450528672
mailto:bbtonline@bbt757.com
mailto:sos@ohmae.ac.jp
mailto:seiseki@ohmae.ac.jp
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申請書ダウンロード https://www2.kitei-

kanri.jp/vpb/bbtu/doc/gakusei/rule/61.html 

受 付 期 間 成績発表がなされた日を含め10日間 

 

https://www2.kitei-kanri.jp/vpb/bbtu/doc/gakusei/rule/61.html
https://www2.kitei-kanri.jp/vpb/bbtu/doc/gakusei/rule/61.html
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