
G-groupの使い方 

～ 基本的な機能の使い方 ～ 
・掲示板の使い方 
・スケジュールの登録・確認 
・スペースの使い方 
・メッセージの使い方 

最終更新 2012.7.18 



G-groupで使える主な機能 
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G-groupで使える主な機能の概要 
■ポータル 
→G-groupのトップ画面。各種情報を一覧表示。 

■掲示板 
→大学全体や所属部局（課）に対しての通知を行う。 

■スケジュール 
→予定の登録・変更・削除や確認を行う。 

■スペース 
→自分の所属しているグループ（委員会等）内で情報共有する 

■メッセージ 
→G-group内で個人的に連絡を取る場合に使用。 

■個人設定 
→一部の設定について、個人的に使いやすくなるよう変更した

り、追加したりする。ヘルプもこの中にある。 



■G-groupにログインする 

ログイン画面 

１．webブラウザで以下のアドレスにアクセスする 
⇒URL:https://gugr.gifu-u.ac.jp/ 

２．ログインする 

２）ユーザIDを入力※ 

３）パスワードを入力 

４）クリック 

1）「gugr.gifu-u.ac.jp」 
  と表示されていることを確認 

※ユーザIDについて 
 事務職員の方は「事務用アカウント」、 
 教員の方は「個人アカウント」をご使用ください。 



■G-groupのトップ画面：ポータル 

■「ポータル」：G-groupのTOP画面 

最新情報 

今日の予定 
明日の予定 

月間スケジュール 

リンク集 

メニュー 個人設定 



■G-groupのトップ画面：ポータル 
■メニュー 
→各種機能を起動させたり、画面を表示するときに使用 

■最新情報 
→通知設定された掲示板やスペース等に書込みが行われたり、

電話メモ等が登録されたりした際に表示される 
■今日の予定・明日の予定 
→ログインした当日と翌日の予定を表示 

■リンク集 
→業務に関する各種システムへのリンク集 

■月間スケジュール 
→ログインした月の月間予定。予定の登録等も行える 

■個人設定 
→一部の設定について、個人的に使いやすくなるよう変更し

たり、追加したりする。ヘルプもこの中にある。 



■掲示板機能 

■掲示板画面 

掲示板の場所 

書き込まれた掲示のリスト 

掲示の検索はここ 

掲示の書込み 



■掲示板機能 

■書き込みは事務職員のみ可能 
⇒学内への通知機能として使用するため、事務職員以外は

書き込むことはできません。 
■閲覧可能な範囲：全学向け及び所属部局 
⇒閲覧できる掲示板は、全学向けの他は自分の所属してい

る部局のもの。 

■利用上の注意事項 



■掲示板機能 

■掲示内容の確認 

確認する掲示板を選ぶ 

掲示のリストが表示されたら
タイトルをクリック 

掲示の内容を確認 



■掲示板機能 

■掲示の書込み（事務職員のみ可能） 

書き込む掲示板を選ぶ 

「掲示を書き込む」
をクリック 

書き込んだ掲示がリスト
の先頭に表示される 

掲示のタイトルを入力 

必要があれば掲示を
表示する期間を指定。 

掲示の本文を入力 

完了したらクリック 

添付ファイルがある場合はここで選択 



■スケジュール機能 

■スケジュール画面 

任意のユーザやグループを検索 

表示期間をずらす 

表示形式（内容）の変更 

表示形式（内容）の変更 

表示中のグループ 

予定登録ボタン 

予定登録ボタン 

メニューのスケジュールをクリックするとスケジュール画面に切り替わる。 
切り替え直後はログインユーザの所属グループ（係等）の週間予定が表示される。 

公開中の予定は青字でタイトルが表示され、
クリックすると予定の詳細を確認可能。 
非公開のものは黒字で時間と「予定あり」と
だけ表示され、内容は確認できない。 

期間登録された予定の場合は
グリーンのバーで表示される 



■スケジュール機能 

■スケジュールの種類 
■グループ日／グループの日予定 
  部局（係等）単位で、任意の１日のスケジュールを表示する 
■グループ週／グループの週予定 
  部局（係等）単位で、任意の１週間のスケジュールを表示する 
■日／日予定 
  １人の任意の１日のスケジュールを表示する 
■週／週予定 
  １人の任意の１週間のスケジュールを表示する 
■週／週予定 
  １人の任意の１ヶ月間のスケジュールを表示する 

これらのタブまたはリンクで
種類を変更する 

※年予定は月日と曜日は表示されるが、
予定が表示されないので注意。 



■スケジュール機能 

■スケジュールの確認（任意のユーザを表示する） 

ここをクリック 

※ここで検索する事も可能 

予定を確認したいユーザが
所属する組織を選択する 

ユーザが表示されたら表示したい
ユーザを選択して「候補」をクリック 

この枠に表示したいユーザが
移動したことを確認する 

問題なければ
ここをクリック 

選択したユーザの予定が表示される 



■スケジュール機能 

■スケジュールの登録 
ここをクリック 

※このボタンをクリック
しても登録できます 

日時を指定 

予定のタイトルを入力 

参加者の設定： 
所属組織から選択するか、
ユーザー検索にて参加者
を検索・選択する 

使用する設備
（部屋）を設定 
【省略可】 

内容についての概要メモや
コメントを登録 
（省略可） 完了したらクリック 

登録した予定の内容が表示さ
れたら問題ないか確認する 

修正する場合はここをクリック 

公開範囲の指定 

登録方法の指定 



■スケジュール機能 

■登録方法について 
ー通常予定：単発の予定 
 ⇒会議（打合せ），休暇，作業日など 
ー期間予定：数日間連続で続くような予定 
 ⇒出張、登録（手続き）期間など 
ー繰り返し予定：定期的に行われる予定 
 ⇒決まった曜日や日付で行われる講義や会議など 

■スケジュールの登録 



■スケジュール機能 

■公開範囲について 
ー公 開：全員に対して公開する 
 ⇒ログインした人全員が予定の内容を確認可能 
ー非公開：参加者以外には公開しない 
 ⇒参 加 者：内容を確認可能 
  参加者以外：「予定あり」と表示。内容を確認不可 
ー公開先を設定する：一部に限定して公開する 
 ⇒参 加 者：内容を確認可能 
  参加者以外：指定した人については内容を確認可能。 
        その他の人は非公開と同じ扱い。 

■スケジュールの登録 



■スペース機能 

■スペース画面 

ディスカッション 

書き込まれた内容 

記入欄 

参加者リスト 



■スペース機能 

■投稿された内容の確認 

確認するスペースを
クリック 

確認するディスカッション
を選ぶ 

投稿されたものが時系列で
並んでいるので内容を確認 



■スペース機能 

■スペースを新たに作成する 

「スペースを作成する」
をクリック 

スペースのタイトルを
入力【必須】 

参加者を設定【必須】 

アイコンを選択 

参加者以外に対する公開の可否 
完了したら「作成する」

をクリック 

追加されたことを
確認する 



■スペース機能 

■スペースにディスカッションを作成する 

投稿するスペースを
クリック 

ディスカッションが
増えたことを確認 

「ディスカッションを追加
する」をクリックする 

ディスカッションの
タイトル【必須】 

完了したら「書き込む」
をクリック 

添付ファイルがある
場合はここから選択 

ディスカッションの
説明「【省略可】 



■スペース機能 

■コメント等を投稿する 

投稿するスペースを
クリック 

投稿するディスカッション
を選ぶ 

投稿内容を入力 

添付ファイルがある
場合はここで選択 完了したら「書き込む」

をクリック 
投稿されたことを確認 



■メッセージ機能 

■メッセージ画面 

メッセージの
保存フォルダ 

メッセージの
作成・送信 

保存フォルダ
の追加作成 

メッセージの検索 

受信したメッセージ一覧 



■メッセージ機能 

■メッセージの確認 
確認するメッセージの
タイトルをクリック 

確認後、「確認しました」を
クリック 

タイトル 
差出人と宛先リスト 

メッセージ本文 

フォローができ
るようになる 

※『フォロー』について 
メッセージの『フォロー』を行うと差出人だけ
ではなく宛先に含まれる人全員にも読める。そ
のため、差出人に対してのみ返信を行う場合は
フォローせず、新規メッセージとして差出人に
送信すること。 



■メッセージ機能 

■メッセージの作成・送信 

メッセージを送る メッセージタイトル 

メッセージ本文 

宛先の設定： 
所属組織から選択するか、
ユーザー検索にて参加者
を検索・選択する 

準備できたら『送信する』をクリック 

添付ファイルがある
場合はここで指定 

送ったメッセージは『送信箱』の
中に自動的に保存される 



■個人設定について 

■「MYポータル」の追加 
 各アプリケーション⇒ポータル⇒Myポータルの一覧 
 （左上の「Myポータルを追加する」にて追加する） 

 ポータルに新規タブを追加し、自分専用のポータル画面を作成する。 
 初期設定のポータル「岐阜大学」は変更不可 

 
■「Myグループ」の設定 
 共通設定⇒ユーザー⇒Myグループの設定 
 （左上の「Myグループを追加する」にて追加する） 

 委員会等で参照するユーザーをグループ化して参照しやすくする。 

■個人設定にてできることの例 



G-groupの問合せについて 

■問合せ先について 
 G-groupについての問合せは以下までお願いします。 

学術国際部情報戦略課基幹システム係 
  内 線：2040 
  E-mail：imc-kanri@gifu-u.ac.jp 


