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記録
▼情報処理センター運営委員会（第 1 回）
平成２５年５月１３日 (月)
「報告事項」
１．作業部会からの報告について
２．センター作業報告について
３．その他
3－1 テック・サポータの採用について
「審議事項」
１．作業部会分担について
２．その他
▼情報処理センター運営委員会（第 ２ 回）
平成２５年９月２日（月）

「報告事項」
１．作業部会からの報告について
２．センター作業報告について
３．その他
3－1 後期採用のテック・サポーターについて
「審議事項」
１．平成２３年度情報処理センター経費の決算報告について
２．平成２４年度情報処理センター経費の予算案について
３．その他
3－1 寮のネットワークについて
▼情報処理センター運営委員会（第 ３ 回）
平成２５年１２月１６日（月）
「報告事項」
１．作業部会からの報告について
２．センター作業報告について
３．その他
「審議事項」
１．次期情報処理センター長について
２．その他
2-1 H28/4 からの SINET4->5 への移行に伴う回線費用の発生について
SINET 接続への変更と提案（ベストエフォート方式に）
▼情報処理センター運営委員会（第 ４ 回）
平成２６年２月２４日（月）
「報告事項」
１．作業部会からの報告について
２．センター作業報告について
３．その他
「審議事項」
１．次期運営委員会委員の選出について
２．その他

作業報告
2013/3/1 新システム稼働開始
2013/3/8 OCN 光フレッツ DNS 登録情報変更
JPNIC ネットワーク情報の変更等
whois データベース
2013/3/14 コンピュータ室光配線替えラック搬入
2013/3/15 情報機器の操作 TA 説明会
2013/3/18 テックサポータ演習室メンテナンス講習
2013/3/26 情報機器の操作打ち合わせ
2013/4/4 情報機器の操作クラス分け・情報機器の操
作 TA 割り振り、 院生パスワード交付講習会
2013/4/8 テック・サポータ顔合わせ会－勤務開始
2013/4/11 miyakyo-up へ接続できない問い合わせ－
多数、miyakyo-up Mac 編のマニュアル作成
2013/4/12 寮生向けネットワーク講習会
2013/4/15 学長裁量経費実施報告の提出

2013/4/16 motion の確認 Apple－発注
http://www.curri.miyakyo-u.ac.jp/を
http://students.miyakyo-u.ac.jp/へ
2013/4/17 宮教 Gmail の迷惑メール設定
「大学生協送信先アドレス」リスト作成し、メール
アドレスを追記
2013/4/18 サテライト PC（235 番教室）10 台の設置
2013/4/19 TIPIC 総会＆学認シンポジウム
2013/4/22 機器操作－TA マニュアル
無線 LAN のマニュアルを－女子寮から要請
2013/4/25 インク・用紙の在庫管理－ランニングコ
スト算出
2013/4/30 演習室PC がシャットダウンできない多発
2013/5/7 毎回、ログインする度に、GoogleChrome
の設定が消える等のトラブル

新任教員 FD・新任職員等研修
2013/5/10 卒業生 OBOG へ
2013/5/14 新任講習の資料アップ
学長裁量経費申請
usermgr のサーバ証明書廃止手続き
掲示：MacOffice の印刷、個人領域のお知らせ
2013/5/15 科目等履修生登録-入退室登録確認
kamisugi-net25 メーリングリストの作成
2013/5/20 宮教 Gmail を Thuderbird で送受信のマニ
ュアル作成
2013/5/22 図書館作業－光ケーブルの損傷で交換
obog メールが届かない！Whitelist 化により回復
2013/5/23 第１演習室 iMac にて、YouTube の動画を
再生できない
2013/5/27 MacOfficeWord の両面印刷トラブル
標準端末（Acrobat 専用）でスキャンができない
演習室端末シャットダウンできずにブルー画面
学生が、Google+ を利用できるように変更依頼
2013/5/29 iMovie を使う授業で、保存先（１.HD、
２．DATA 領域）を選択するときに、前システムと
同様に２を選択すると権限がないと断られる
2013/5/30 上杉地区ネットワーク担当者会議
2013/6/5 UPS 交換-予算スケジュールを作成（経費マ
ップをスプレッドシートに）－財務へ提出
2013/6/11 ネットワーク停止（6/15）案内
2013/6/18 マシンルームのエアコンが故障。
6/19 復旧、基盤交換。
2013/6/28 平成２５/度教育研究設備実態状況調査
2013/7/2 寮生のネット問題（7/2 指導）
2013/7/8 7 月異動職員への講座
2013/7/11 GoogleGroups（mue2013 ）の設定ミス
2013/7/16 moodle の不具合のため webhost をメモリ
8ＧＢ、CPU4Core にスペックアップ
moodle スペック増設のため webhost10 分程度停止
サーバ室空調故障停止
2013/7/18 UPS1 台がエラー が 復旧
2013/7/21 授業コンテンツ作成開始、STORM Maker
の動作確認。
2013/7/23 オンラインマニュアルの見直し WP ブロ
グでリニューアル
2013/7/24 サーバ室空調を「更新」
【依頼】国立大学法人情報系センター協議会東北地
区報告に関するアンケート調査について
STRATA ファイルが保存されない
moodle コース登録時の氏名の書き方－学番を
-http://www.ipc.miyakyo-u.ac.jp/man/moodle2/
2013/7/25 miyakyo-up の認証解除方法について
MUENET 検索窓
WP によるオンラインマニュアルページ、デビュー！
2013/7/29 女子寮トラブル－接続中に再接続のため
に認証のページへ飛ぶ
2013/8/7 入退室システムで 16 時半までの特定日の
設定

2013/8/12 第一演習室プリンタハード障害（7/29）
USB-HDD で仮運用→Mac プリントサーバの HDD 交換及
び、イメージ復元作業にて復旧
2013/8/12 Bind の脆弱性対策（Update）
2013/8/20 上杉地区事務 IP アドレス変更について
2013/8/21 Finalcut フリーズ Mac で Chrome が強制
終了 Photoshop 起動エラー
2013/8/26 第３演習室のドア電気錠について 今回
はドア固定（調達係）来年度でドア交換の予定。
2013/8/29-30 第２５回情報処理センター等担当者
技術研究会
2013/9/10 国立大学法人情報系センター協議会
2013/9/10 国立大学法人情報系センター協議会
2013/9/13 各種サーバ一覧・センターロードマップ
の作成と共有
2013/9/17-20
テックメンテナンス作業
2013/9/24 NTT 定期報告
2013/9/26-27 平成 25 年度ＴＯＰＩＣネットワーク
担当職員研修会
2013/9/27 事務情報からのトラブル法人文書管理シ
ステム 大型カラープリンタの不具合解消→手順書
2013/9/30 第３演のドア鍵の取り替え Active!mail
を騙ったメール！！Wha's New!に注意喚起
2013/10/1 留学生王さん 12：10 センター長室へ
ネット利用停止を解除 留学生係同席
2013/10/3 EBSCO 担当者を登録（図書館学認利用）
2013/10/11 APNIC の情報更新について
JPNIC より更新
2013/10/14 本学の計画停電に伴なうシステム停止
-BCP および安否確認の訓練
2013/10/15 留学生のための講習会
2013/10/17-18 北海道・東北地区情報処理センター
等技術担当者情報交換会
2013/10/23 APNIC のデータベースの本学担当者情報
変更
2013/11/7-8 NICT 機器更新
2013/11/18 eduroam のゲスト用の IP アドレス TOPIC
側の設定変更完了
2013/11/21 端末への追加インストール（[第二・第
三演習室・図書館端末]圧縮・解凍ソフト
「Bandizip」・HP 作成ツール「BlueGriffon」、[図
書館端末]ScanSnap のドライバー）
2013/11/28 復興支援センターのサーバ移設
2013/12/4．9 キャリアサポートセンターフォロアッ
プ講座－IT 講習会
2013/12/12 キャンパスネットワークシステム定期
点検
2013/12/18 デスクトップアイコン, VNC, 一斉起動
2013/12/13 予算要求書作成
2014/1/20 上杉地区、青葉山地区を結ぶ VPN 装置の
DRAM メモリーエラー
2014/1/17 airplay の名前のルール作成

センター関係会議
センター会議等
2013/2/5
センター会議（第 11 回）
2013/3/5
センター会議（第 12 回）
2013/4/11
センター会議（第 1 回）
2013/5/13
センター会議（第 2 回）
2013/6/10
センター会議（第 3 回）
2013/7/8
センター会議（第 4 回）
2013/9/2
センター会議（第 5 回）
2013/10/3
センター会議（第 6 回）
2013/11/12
センター会議（第 7 回）
2013/12/10
センター会議（第 8 回）
2014/1/16
センター会議（第 9 回）
定例会等
2013/1/22、2013/1/29、2013/3/11、2013/4/26、2013/5/23、2013/6/20、2013/7/25
2013/8/27、2013/9/19、2013/10/21、2013/11/18、2013/12/16
利用者へお知らせ
2013/2/14
2013/3/5
2013/3/5
2013/3/22
2013/3/22
2013/4/17
2013/5/7
2013/6/11
2013/7/16
2013/10/8
2013/12/18
2014/1/20
2014/1/24

【重要】システム入れ替えに伴うお知らせ（最終）(IPC からのお知らせ)
3/9 瞬断(IPC からのお知らせ)
新システム利用案内(IPC からのお知らせ)
新システム利用案内(IPC からのお知らせ)
１号館の無線 LAN アクセスポイント工事について(IPC からのお知らせ)
Active!Mail 修正パッチ適用作業に伴う停止（IPC お知らせ）
5 月 11 日無線ネットワーク停止範囲のお知らせ（IPC からのお知らせ）
6/15 ネットワーク停止（IPC からのお知らせ）
7/16webhost サービス 10 分程度の停止（IPC からのお知らせ）
本学を起点とする SPAM メール送信に伴う転送エラー(IPC からのお知らせ)
長期休暇中のセキュリティ対策等について(IPC からのお知らせ)
ネットワークトラブル復旧
上杉地区停電のお知らせ(2/11)

