注意事項
更新日 2021.09.08

英文は次のページにあります。
English on the next page.

⚫ ブラウザ環境は常に最新の状態でご使用ください。
⚫ 成績評価に関わる操作(レポート提出、テスト等)はスマートフォン、モバイル画面
(注.e-class for Smartphoneおよびe-class for PCでブラウザ画面を小さくしたもの)で
は実施しないでください。
⚫ 課題の提出を行った場合は、提出後にきちんと送信されているかを再度確認してくだ
さい。特に添付ファイルでのレポート提出の場合、提出後にe-classから「レポートを
受け取りました」というメールが届いた後、「マイレポート」で自分が提出したファイル
が正しく開けるか、ファイルが破損していないか、内容に間違いないか等を必ず確認
してください。
⚫ 提出したレポート等のデータは、成績が確定するまでは必ず保管しておいてください。
⚫ メッセージ等に添付ファイルをつける場合は、送信後にファイルが添付できているかを
確認してください。
⚫ e-classを複数立ち上げて操作しないでください。
⚫ ブラウザの戻るボタン、進むボタンでページを移動せず(ショートカットキーなども含む)、
e-class上のナビゲーションボタンからページを移動してください。
⚫ ログイン出来ない時は、連続でログインせずに数分、時間を置いてから再度お試しく
ださい。
⚫ 何も操作をしないまま長時間ログインした状態にしないでください。
⚫ 本学が提供しているサービス以外では、ユーザIDとパスワードを入力しないでください。
⚫ システムに障害があった場合は、 お知らせ で周知します。

PC
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
※
※

推奨環境

Microsoft Edge
Firefox86
Firefox ESR68、78
Google chrome93
Safari14
Javascriptが有効になっている必要があります。
ポップアップブロックを無効にする必要があります。

スマートフォン・タブレット
⚫
⚫
⚫
※

Android 8以降 + Chrome
iOS 14 (iPhone, iPod touch) + Safari
iPadOS 14 (iPad) + Safari
ご利用いただく端末やブラウザによっては、ファイルの閲覧やダウンロード、アップロード
ができないことがあります。
※ ドラッグアンドドロップでの教材とラベルの並び替えはできません。

Important Notices
Update date 2021.09.08
⚫ Always use the latest version of your browser to operate e-class.
⚫ If you have trouble logging in, please do not try login continuously, but wait for a
few minutes and then try again.
⚫ Please do not use Smartphones or mobile screens (Note: e-class for Smartphone
and e-class for PC with a smaller browser screen) for operations related to grading
(report submission, tests, etc.).
⚫ When you submitted your report, please confirm that your report has been sent
correctly. Especially when your report was submitted as attachment file, please
make sure that the file opens correctly, not corrupted, and the content is
correct, after you received e-mail from e-class “Your report was accepted“.
You can check your submitted reports from “My Reports”.
⚫ Be sure to keep the submitted data until your grades are finalized.
⚫ When you have sent message with attached files, make sure that the files are
attached and sent correctly to the recipients.
⚫ Do not launch and operate multiple e-class.
⚫ Do not use the browser's back and forward buttons (including shortcut keys)
to move through the pages. Please use the navigation buttons on the e-class
to move through the pages.
⚫ Do not leave your e-class logged in for long periods of time without performing any
operations.
⚫ Please do not enter your User ID and password except for the services provided by
Doshisha University.
⚫ If there is a problem with the system, it will be announced in “Notices”.

System Requirement
PC
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Microsoft Edge
Firefox 86
Firefox ESR68、78
Google chrome93
Safari14

※ JavaScript must be enabled.
※ Pop-up blocking must be
disabled.

Smartphone/Tablet
⚫
⚫
⚫
※

Android 8 and later version + Chrome
iOS 14 (iPhone, iPod touch) + Safari
iPadOS 14 (iPad) + Safari
Depending on your device or browser, you may not be able to view, download, or
upload files.
※ You cannot change the order of teaching materials and labels by dragging and
dropping.

