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*See below for the English version. 

2022「情報セキュリティ研修」 受講手引き 

 

１ 以下の URL から本学 e ラーニングシステム「kibaco」にログイン 

 

 （a）以下の URL にアクセスすると本研修のタブを直接閲覧できます。 

 

学年等 コース名 末

尾 

コース リンク 

教員・ 

派遣職員、臨時職員等 

(教員向け） https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securik 

博士課程前期 (学生向け)_m https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securim 

博士課程後期・専攻科・ 

専門職学位・科目履修生・ 

プレミアムカレッジ生・研究生・

研修生・留学生 

(学生向け)_d https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securid 

学部１年生 (学生向け)_1 https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securi0 

学部２年生 (学生向け)_2 https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securi1 

学部３年生 (学生向け)_3 https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securi2 

学部４年生 (学生向け)_4 https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securi3 

 

※ID、パスワードは学内でメールや無線 LAN を利用する際と同様です。 

※パスワードの有効期限が切れている場合は、リセットが必要となりますので、下記リンク掲載の対応窓口までお越しくだ

さい。（晴海キャンパス、丸の内キャンパスの場合は事務室窓口にご相談ください。） 

https://www.comp.tmu.ac.jp/tmuner/contact.html 

※学外からもアクセス可能です。 

  

https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securik
https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securim
https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securid
https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securi0
https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securi1
https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securi2
https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securi3
https://www.comp.tmu.ac.jp/tmuner/contact.html
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 （b）教育研究用情報システムの ID とパスワードを入力し、ログ

インボタンを押す。 

 

 （c）本研修のトップページが表示される。 

 

 

２ 情報セキュリティ研修資料の閲覧 

 （a）左メニューの「資料」を選択し、画面中央の「情報セキュリテ

ィ研修.pdf」を選択する。 

 （b）研修資料が表示されるので、最後まで閲覧する。 

 

３ ミニテストの実施 

 （a）左メニューの「テスト/アンケート」を選択し、画面中央の「ミニ

テスト」を選択する。 

 （b）「テスト開始」を押す。 

 （c）全問回答し、問題がなければ「提出」を押す。 

※一旦提出を保留したい場合は、「保存」を押すと回答を一時保存できる。 

 （d）「提出」を押す。 

 （e）「続ける」を押して、「テスト/アンケート」ページに戻る。 

 （f）「提出済みテスト」として「ミニテスト」のタイトルが表示され、点数が 100 点となっていれば、受講完了。 

100 点に満たない場合は、100 点を取得するまで繰り返し受講してください。 

 

４ kibaco からログアウトするには、「ログアウト」を押す。 
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---English-- 

AY2022 "Information Security Training" Course Guide 

 

1 Log in to the university's e-learning system "kibaco" from the following URL 

 

 (a) You can directly browse the tabs of this training by accessing the following URL 

 

Grade, etc. Course Name 

End 

Course Links 

Faculty, 

temporary staff, etc. 

(For 

teachers) 

https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securik 

Master Students (For 

students)_m 

https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securim 

Doctoral, Special 

Advanced Course, 

Professional Degree, 

Non-degree Students , 

Research Students, 

Trainee,  

International Students 

(For 

students)_d 

https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securid 

First-year 

undergraduate 

(For 

students)_1 

https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securi0 

2nd year 

undergraduate 

(For 

students)_2 

https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securi1 

3rd Year 

Undergraduates 

(For 

students)_3 

https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securi2 

Senior Undergraduates (For 

students)_4 

https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securi3 

 

IDs and passwords are the same as those used for e-mail and wireless LAN use on campus. 

*If your password has expired, you will need to reset it. (For Harumi Campus and Marunouchi 

Campus, contact the support office.) 

https://www.comp.tmu.ac.jp/tmuner/contact.html 

*You can access the course from outside the university. 

  

https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securik
https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securim
https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securid
https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securi0
https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securi1
https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securi2
https://kibaco.tmu.ac.jp/portal/site/ahz2022securi3
https://www.comp.tmu.ac.jp/tmuner/contact.html
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 (b) Enter the ID and password for the information 

system for education and research, then press the 

Login button. 

 

 (c) The top page of this training program will be 

displayed. 

 

 

2 Browse information security training materials 

 (a) Select "Documents" from the left menu, then 

select "Information Security Training.pdf" in the 

center of the screen. 

 (b) The training materials will appear, so read 

through them to the end. 

 

3 Conducting quiz 

 (a) Select " Test & Quizzes" from the left menu, then select "Mini Test" in the center of the 

screen. 

 (b) Press " BEGIN ASSESSMENT ". 

 (c) Answer all questions and if there are no problems, press " SUBMIT FOR GRADING". 

*If you wish to hold off on submitting your response, you can temporarily save your 

answer by pressing "Save." 

 (d) Press " SUBMIT FOR GRADING". 

 (e) Press "Continue" to return to the "Test & Quizzes" page. 

 (f) If the title of the "mini test" appears as "submitted Assessments" and the score is 100, 

the course is complete. 

If your score is less than 100, repeat the course until you get 100. 

 

4 To log out of kibaco, press " Log out" in the account menu. 

 


