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★学院ドメイン一覧

学院ドメイン一覧

学院ドメイン一覧リンク(不採用)

FAQ

よくある質問を掲載しています

情報メディアセンター紹介

概要
所長挨拶
教員紹介
パンフレット

Student Advantage/Teacher Advantage セルフサインアップ手順

セルフサインアップ手順(初回のみ)

1. 以下のURLにアクセスしてください。
学生：http://aka.ms/self/sign/up

教職員：http://aka.ms/self/sign/up/te

2. ご自身の「AOYAMA-mailのメールアドレス」を入力し、”使い始める”をクリックします。
★AOYAMA-mailのメールアドレスには、”@”以降もすべて入力してください

学生 ： ******@aoyama.jp
教職員： ******@aoyamagakuin.jp

3. 以下の画面が表示されますので、該当する方をクリックします。

4. 既にアカウントがあることを確認する画面が表示されますので、”サインイン”をクリックします。
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Student Advantage/Teacher Advantage インストール手順

Windows版 インストール手順

※インストールするためにはセルフサインアップが必要です。セルフサインアップの方法は前半ページ参照

1. セルフサインアップ後、またはAOYAMA-mailのサインイン後、
右上の“歯車マーク”＞”Office365の設定”＞”ソフトウェア”の順にクリックします。以下の画面が表示されます。
”インストール”をクリックします。

2. 以下の画面が表示されますので、”実行”をクリックします。
※ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、”はい”をクリックします。

3. インストールが開始されます。環境によっては時間がかかる場合があります。
※オンライン状態を維持してください。
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