Web掲示板（TIPS）ジャンル別事項等一覧【学生周知用】
（Tsukuba Information Portal Site(TIPS) Categorized Items List ［For Students］）
作成日：2017/12/01
No.

ジャンル名称／Category

掲載される主な掲示物の種類／
Type of notice mainly posted

主な担当／Major place in charge

授業（主としてmanaba（コースニュースからのお知らせ））
/Classes

教員/Faculty members

2

学生呼び出し/Paging

エリア支援室/Academic Service Office
CEGLOC
体育センター/Sports and Physical Education Center

3

在学生へのお知らせ
/News for Current Students

1

4

5

6

大学から学生へのお知らせ（学内専用）
/News from University (Internal Use Only)

所属組織からのお知らせ
/Notice from Schools and Colleges

学群授業に関するお知らせ
/Notice about Undergraduate Courses

在学生へのお知らせ

/News for Current Students
最新ニュース
/Latest News
お知らせ
/Notice
注意喚起
/Warning
学内イベント
/Events on campus
学外イベント
/Events outside campus
連絡事項
/Message
公開講座
/Extension Program
各種案内
/Various Guidance
学群教務
/Undergraduate Academic Affairs
大学院教務
/Graduate Academic Affairs
学群共通
/Undergraduate Course in General
大学院共通
/Graduate Course in General
学生支援関係
/Student Support
発表会・論文関係
/Presentation, Dissertation related matters
研究助成公募
/Publicly Offered Research Grant
お知らせ・行事等
/Notice, Events, etc.
入試関係
/Entrance Exam and related matters
注意喚起
/Warning
その他
/Others
卒業（修了）関係
/Graduation or Completion related matters
クラス分け
/Class formation
TA関係
/TA related matters
センター関係
/Center related matters
セミナー等
/Seminars, etc.
ボランティア
/Volunteers
作品公募
/Contest
授業料関係
/Tuition Fees related matters
重要なお知らせ
/Important Notice
授業関係・履修関係連絡事項
/Messages related to a class or a course
新規開設科目
/New Subject
筑波大学公開臨海実習
/University of Tsukuba Marine Practical Training
他大学公開臨海実習
/Marine Practical Training in other universities
実技理論・実習
/Practical Theory and Training
実技検定
/Practical skill test
注意事項（授業）
/Note (Class)
テュートリアル
/Tutorial
実習関係
/Practice related matters
受講調整
/Class capacity adjustment
開設授業科目一覧変更
/Change of Course List
教員変更
/Change of Teacher
時間割変更
/Change of Schedule
教室変更
/Change of Classroom
総合科目
/General Subject
情報
/Information
国語
/Japanese
芸術
/Art
外国語
/Foreign Language
その他
/Others
体育
/Physical Education
集中講義
/Intensive Course
卒論関係
/Dissertation related matters
重要なお知らせ
/Important Notice

掲載：広報室/Articles will be posted by Office of
Public Relations
原稿：各部局/Original articles will be prepared by
each department

備考／Remarks
教員が、授業科目に関するお知らせを登録する際、このジャンルに掲載しま
す。
manabaで登録したコースニュースがこのジャンルに掲載されます。
/Class information registered by faculty members will be posted in this
category. Course news registered in manaba will be posted in this category.
学生の呼び出しを行う場合に、このジャンルに掲載します。
/A message to page a student will be posted in this category.

ログイン前画面の「在学生へのお知らせ」（筑波大学HP）に表示する記事が掲
載されます。
/Articles shown in Information for Current Students on the screen before log
in to TIPS in the University homepage will be posted here.
大学全体の学生を対象とし、緊急性が高く、ジャンルに分類されないお知らせ
（学内のみ公開）が掲載されます。
/Notice for all students that has a content of urgency, cannot be classified
into any categories and is to be released only inside the university will be
posted here.

各部局
/Each department

支援室や専攻事務室等が、学生の所属を自身の所掌する学生組織に限定し
たお知らせが掲載されます。
/Academic Service Offices, Program Offices in Graduate Schools or etc. will
post a notice for students enrolled in their courses or programs in here.

エリア支援室
/Academic Service Office

学群学生を対象とした授業に関するお知らせ（新規開設科目、教室変更等も
含む）が掲載されます。
/Notice about classes (including new subjects, change of classroom, etc.) for
undergraduate students will be posted here.

教育推進課/Division of Educational Promotion
社会連携課/Division of Educational Partnership
エリア支援室/Academic Service Office
CEGLOC
体育センター/Sports and Physical Education Center

No.

7

8

9

10

ジャンル名称／Category

掲載される主な掲示物の種類／
Type of notice mainly posted

大学院授業に関するお知らせ
/Notice about Graduate Courses

授業関係・履修関係連絡事項
/Messages related to a class or a course
新規開設科目
/New Subject
講義情報
/Lecture Information
集中講義
/Intensive Course
大学院便覧変更
/Change of Graduate School Handbook
時間割変更
/Change of Schedule
教室変更
/Change of Classroom
教員変更
/Change of Teacher
大学院共通科目
/General Subjects in a Graduate School
重要なお知らせ
/Important Notice

期末試験、追試、レポート
/ Final Exam./ Make-up Exam./Reports

資格取得に関するお知らせ
/Notice about Acquisition of a Qualification

学生支援に関するお知らせ
/Notice about Student Support

11

外国人留学生へのお知らせ
/News for International Students

12

科目等履修生、研究生へのお知らせ
/News for Credited Auditors and Research Students

期末試験・追試・レポート
/Final Examination, Make-up examination, Report
検定
/Certification
国家試験
/National Examination
資格
/Qualification
教職課程
/Teacher Training Course
教育実習
/Teaching Practice
博物館
/Museum
介護等体験
/Nursing Care Experience
学生宿舎関係
/Student Residence Hall
学生生活関係
/Student Life related matters
図書館関係
/Library related matters
学生支援
/Student Support
厚生施設関係
/Welfare Facilities related matters
公務員・教員
/Civil Servant, Teacher
企業
/Company
インターンシップ
/Internship
他大学・研究所募集関係
/Recruitment in other universities and research
institutes
就職関係
/Employment related matters
キャリア支援関係
/Career support related matters
学内就職支援イベント
/University Career Support Event
企業説明会
/Company Information Sessions
就職セミナー
/Career Seminar
進学関係
/Continuing to a higher education
進路関係
/Career and Academic Path related matters
入学料・授業料免除
/Admission and Tuition Fees Exemption
経済支援関係
/Financial Support related matters
日本学生支援機構奨学金
/JASSO Scholarship
その他奨学金（民間団体等）
/Other Scholarship (private organizations etc.)
海外留学
/Study abroad
日本語関係
/Japanese
外国人研究生
/International Research Student
短期留学生
/Short-term Exchange Student
入国・在留管理
/Immigration and Residence Status
奨学金関係
/Scholarship and related matters
地域交流関係
/Regional Exchange and related matters
その他
/Others
科目等履修生・聴講生・研究生
/Credited Auditor, Non-degree Research Student

主な担当／Major place in charge

大学院学生を対象とした授業に関するお知らせが掲載されます。
/Notice about classes for graduate students will be posted here.

教育推進課/Division of Educational Promotion
社会連携課/Division of Educational Partnership
エリア支援室/Academic Service Office

教育推進課/Division of Educational Promotion
社会連携課/Division of Educational Partnership
エリア支援室/Academic Service Office
CEGLOC
体育センター/Sports and Physical Education Center

社会連携課/Division of Educational Partnership
エリア支援室/Academic Service Office

学生生活、学生宿舎、就職情報、経済支援、海外留学、附属図書館等に関す
るお知らせが掲載されます。
なお、アルバイト求人については、当分の間、紙媒体による掲示とします。
/Notice about student life, Student Residence Hall, employment information,
financial support, study abroad and university libraries etc. will be posted
here. Part-time job information will be posted on a paper basis for a while.

学生部/Department of Student Affairs
エリア支援室/Academic Service Office

外国人留学生向けのお知らせが掲載されます。
/Notice for international students will be posted here

学生交流課/Division of Student Exchange
国際室/Office of Global Initiatives
グローバル・コモンズ機構/Global Commons
エリア支援室/Academic Service Office
CEGLOC

教育機構支援課/Division of Educational Renovation
Support
社会連携課/Division of Educational Partnership
エリア支援室/Academic Service Office

13

落し物情報/Lost and found

14

学外
/External University

各部局/each department

15

その他/Miscellaneous

期末試験、追試、レポートに関するお知らせが掲載されます。
/Notice about final exams, make-up examinations or reports will be posted
here.

国家試験、各種検定及び資格に関すること、教職に関する科目等及び、博物
館に関する科目に関するお知らせが掲載されます。
/Notice about national examinations, various certifications and qualifications,
and subjects about teaching and museum will be posted here.

学生部/Department of Student Affairs
エリア支援室/Academic Service Office
CEGLOC
体育センター/Sports and Physical Education Center
総務部（大学会館）/Department of Administrative
Affairs (University Hall)

その他
/Others
他雑件（ポスター等）
/Other miscellaneous matters (Poster, etc.)
各種掲示
/Various notice

備考／Remarks

科目等履修生、社会人学生、研究生に関するお知らせが掲載されます。
/Notice for credited auditors, adult students, research students will be
posted here.

落し物に関するお知らせが掲載されます。
/Lost and found information will be posted here.

学外からの掲示依頼物が掲載されます。
/Notice from external organizations will be posted here.
該当するジャンルが無い場合に、このジャンルに掲載します。
/Notice not applicable to any genres will be posted here.

エリア支援室等/Academic Service Office

