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同朋学園 情報共有システム 
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本マニュアルは同朋学園での desknet’sNEO の利用で覚えておきたい操作をまとめたものとなって

います。 

より詳しい操作方法の説明が必要な方は、ログイン後のヘルプボタンでリンクされている公式サイ

トのヘルプを参照ください。 

なお、公式サイトのヘルプでは同朋学園では利用していない機能の説明も含まれている事をご了承

ください。 

 

 

＜編集＞図書・情報センター 



 - 2 - 

情報共有システムの利用 

 
◇ログインＩＤとパスワード 

・desknet’s NEO を利用するにはログインＩＤとパスワードが必要です。 

・desknet’s Neo のログイン ID／パスワードはすべての専任職員と嘱託職員、大学専任教員に発行され

ます。それ以外の方（非常勤職員等）の利用は図書・情報センターへ申し出が必要です。 

 

◇パソコンの要件 

情報共有システムを利用するには下記の要件を満たしたパソコンが必要です。 

 

○動作を確認しているホームページ閲覧ソフト 

・Internet Explorer 9 以上 

・Mac OS 用 Safari 6 以上 

※動作保証はありませんが、HTML5 規格に準拠したホームページ閲覧ソフトであれば大抵動作するよ

うです 

 

◇アクセスする為には 

ホームページ閲覧ソフトのアドレスバーに次のアドレスを入力してください。 

なお、学内・学外問わずアクセスすることが可能です。 

https://dnet.doho.ac.jp/ 
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desknet’s NEO のログイン画面 

 

手順.   

ログイン ID、パスワード入力によるログイン  

ログイン ID 欄に、自分のログイン ID を入力、

パスワード欄にパスワードを入力してくださ

い。 

 

1. ログイン ID を入力します。  

2. パスワードを入力します。  

3. 次回も同じログイン ID、パスワードでログ

インしたい場合は、「この情報をブラウザに

保存する」を押してチェックを付けている状

態にしてください。  

 

入力が完了したら[ログイン]ボタンを押して、ロ

グインしてください。 

 

 

desknet’s NEO のポータル画面 

 

desknet's NEO をより良く利用するために各機能の一部をポータル画面に表示し、使用できます。 

◇ポータル画面（ログイン直後の画面） 

スケジュール、設備予約等の desknet's NEOで使用できる機能が表示されています。 
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◇ユーザー情報の変更 

 ログインパスワードやメール通知の届け先メールアドレスなどが変更できます 

手順 1．desknets’s NEOの画面右上の［利用者の名前］をクリックすると

メニューが表示されますので、そこから［プロフィール］をクリックしま

す 

 

 

 

手順 2．必要に応じて内容を更新し［変更］をクリック

してください。 

 

 

電子メールアドレスについて 

・電子メールアドレス[職場]、[携帯]、[自宅]、[その他]でチェックしたメールアドレスに通知メール

が送信されます。通知メールとは、対象者に設定したユーザーに対してある内容を報告すると同時

に、メールでも同じ内容を送信することです。 通知メールを使用する機能は以下の通りです。 

 

 ･ スケジュール ･ 回覧板  ･ アラーム機能 

 

 

◇個人グループ設定 

個人グループ機能では任意のユーザーを選択し、自由にグループを作成することができます。 

＜個人グループの追加手順＞ 

手順 1．desknets’s NEOの画面右上の［利用者の名前］をクリックす

るとメニューが表示されますので、そこから［個人グループ設定］を

クリックします 
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手順 2. ［個人グループの追加］ボタンをクリックします。 

 
※この画面ですでに登録されているグループ名をクリックすると、そのグループの登録内容を変更す

る画面に移動します 

※グループ名のチェックボックスにチェックを入れて［削除］ボタンをクリックすると、チェックを

入れたグループを削除します。 

 

手順 3. グループ名と所属するユーザーを選択し［追加］をクリックしてください。 

 

 

 

 

スケジュール 

 

  スケジュールを「１月間」「１週間」「１日」単位で参照したい場合は、「スケジュールの表示」を参照し

て下さい。スケジュールの登録方法又は、内容（設備予約、定期的なスケジュール、付箋、アラーム）

についての説明は「スケジュールの登録」で説明を行っています。 

 また、スケジュールの登録にあたっては、下記のガイドラインを参考に運用を進めてください。 

＜入力項目＞ 

内 容 誰が入力するのか どこに入力するのか 

行事予定 
その行事を担当する部門の職員、もしく

は行事予定を総括している部門の職員 

機関もしくは部門のスケジュール欄 

会議予定 

（教授会、学部・学科会議、

各種委員会 等） 

その会議の庶務を担当する部門の職員 

機関もしくは部門のスケジュール欄

と、その会議のメンバーとなる教職

員の個人スケジュール欄（※注） 

出張予定 本 人 個人のスケジュール欄 

年次休暇 等 本 人 個人のスケジュール欄 

業務の予定 

（来客、打合せ 等） 
本 人 個人のスケジュール欄 

※メール連携機能を利用し、会議参加者への予定連絡に活用する。その際には、議題等を内容欄に入力する。 
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◇スケジュールの表示 

１．スケジュール表示手順 

A. 組織の週間スケジュールの表示手順 

画面上部にある［組織週間］ をクリックしま

す。 

 

B. 他の組織週間スケジュールの表示手順 

画面にある［組織選択］をクリックすると表

示される組織の一覧から、確認したい組織を

クリックしてください。 

画面に選択した組織の週間スケジュールが表

示されます。 

 

C. 過去の予定・この先の予定の表示手順 

画面にある をクリックします。ク

リックしたボタンに応じて表示スケジュール

が移動します。 

 

D．個人の月間スケジュールの表示手順 

画面上部にある［個人月間］をクリックしま

す。画面にはユーザーの１ヶ月のスケジュー

ルが表示されます。 

 

 

 

E. 他のユーザーの月間スケジュールの表示手順 

組織週間スケジュール画面のユーザー名の下にある の「 」をクリックします。 

 画面には選択した他のユーザーの１ヶ月のスケジュールが表示されます。 

 

◇スケジュールの登録 
手順 1.登録画面の呼び出し  

組織１日、組織週間、個人１日、個人週間、個人

月間画面のスケジュール表示欄を押すと、押した

場所に色が付いて選択状態になります。 

選択状態になった場所をもう一度押すと日付、時

間がある場合は日時を引き継いで予定の追加画面

が表示されます。 

 

 

 
 

 

 

 

手順 2.スケジュール情報を入力します 

次の入力項目の内容を適宜入力し［追加］ボタンをクリックしてください 

 

表示欄をクリックすると色が変わるので、そこ

をもう一度クリックするとスケジュール登録画

面が呼び出せます 
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＜入力項目の説明＞ 

日時 予定の開始日時と終了日時を入力してください。 

※定期、不定期の予定は、開始時間が終了時間以降でも登録できます。 

※終日をチェックすると時間は選択できなくなります 

予定 予定の内容を選択、または入力してください。 

場所 予定がどこで行われるか場所を選択または、入力してください。 

内容 予定の詳細内容を入力します。 

オプション オプションとして予定に付けるアイコンを選択してください。 

登録先 登録先に選択されているユーザーを表示します。 

[選択]ボタンを押すと、ユーザー選択ウィンドウが表示されます。 

通知の方法 予定登録時の通知方法を選択します。 

閲覧先 予定の閲覧先（誰が内容を確認できるか）を選択します。 
 

 

＜ボタン関連＞ 

 

利用設備 利用設備を押すと、利用設備選択ウィンドウが表示されます。設備の空き状況や、

予約状況を確認して予定と同時に設備の予約を行いたい設備を選択します。 

登録先 自分以外のユーザーに同じ予定の登録を行う時に登録先のユーザーを選択します。 

登録先を押すと、ユーザー選択ウィンドウが表示されます。 

登録先のユーザーを選択してください。 

※アクセス権の設定により、予定を追加する権限が与えられていないユーザーは登

録先に設定できません。 

定期的な予定 定期的に発生する予定の繰り返し間隔を設定します。 

定期的な予定を押すと、定期的な予定ウィンドウが表示されます。 

定例会議など、いつも同じ時間・場所で行われる予定がある場合、繰り返しの間隔

を設定することで定期的な予定を登録することができます。 

不定期な予定 定期的な間隔ではない同じ内容の予定を複数回行う場合、日付を複数選択して予定

を追加することができます。 

不定期な予定を押すと、不定期な予定ウィンドウが表示されます。 

表示されているカレンダーから予定に登録したい日付を選択します。 

承認依頼 自分以外のユーザーに予定を登録する際に、登録先のユーザーに対して予定の承認

依頼を行います。 

承認依頼されたユーザーは、対象の予定の詳細画面から予定の承認、または否認を

行います。承認するとそのまま予定として登録され、否認すると予定は削除されま

す。 

※承認依頼なしで入力した予定はそのまま登録されます。 

添付 予定にファイルを添付します。ボタンを押すと、添付ファイルウィンドウが表示さ

れます。添付したいファイルを選択してください。 

アラーム アラームを押すと、アラームウィンドウが表示されます。 

通知メールを送信するタイミングを選択してください。 

※メールの送信先はプロフィールのメールアドレス欄で選ばれているアドレスとな

ります。 

※登録先に自分自身が設定されていない場合は設定することはできません。 

予定の色 予定の色を押すと、予定に付ける色を 6 色 12 種類の中から選択できます。 

付箋 付箋ボタンを押すと、付箋機能へ情報をコピーすることができます。 

詳しくは、付箋機能の説明をご覧ください。 

※登録先に自分自身が設定されていない場合、付箋を設定することはできません。 

アイコン アイコンを押すと、アイコンウィンドウが表示されます。 

予定に付けたいアイコンを選択してください。 
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◇スケジュールの変更 

詳細画面の[予定の変更]ボタンを押すと、予定の変更画面が表示されます。また、スケジュール表示欄

の予定を 2 回続けてすばやく押すことで予定の変更画面を表示することができます。 

アクセス権 

・アクセス権の設定により、権限が与えられていないユーザーの予定を変更することはできません。 

・変更権限が与えられていないユーザーの予定の場合、[ＯＫ]ボタンは表示されません。 

 

◇スケジュールの削除 

予定の詳細画面、変更画面の[削除]ボタンまたは、吹き出しの削除リンクを押すと削除確認ウィンドウ

が表示されます。削除確認ウィンドウの内容は削除を行うユーザーによって異なる場合があります。  

※以下の条件に当てはまるユーザーが予定を削除できます。 

 予定の所有者 

 予定の登録先に設定されているユーザー 

 予定の登録先に設定されているユーザーに対して削除権限を持つユーザー 

 

 

この削除確認ウィンドウは以下の条件のときに表示されます。  

予定の所有者の場合 

削除確認ウィンドウの[はい]ボタンを押すと、対象の予定が削

除されます。削除された予定は復活できません。  

予定の登録先に設定されているユーザー（すべての登録先、利

用設備に削除権限がない）の場合 

削除確認ウィンドウの[はい]ボタンを押すと、対象の予定の登

録先から自分が削除されます。  

※予定本体は削除されません。 

※予定の登録先が一人だった場合は予定も削除されます。  

 

この削除確認ウィンドウは、 

予定の登録先に設定されているユーザー（すべての登録先、利

用設備に削除権限がある）の場合に表示されます。 

＜削除対象＞ 

自分の予定のみ・・・対象の予定の登録先から自分が削除され

ます。 

他の登録先や利用設備に指定されている予定もすべて・・・対

象の予定が削除されます。 

 

削除確認ウィンドウの[OK]ボタンを押すと、対象の予定が削除

されます。削除された予定は復活できません。 

 

予定の登録先に設定されていないユーザー（すべての登録先、

利用設備に削除権限がある）の場合に表示されます。 

削除確認ウィンドウの[はい]ボタンを押すと、対象の予定が削

除されます。削除された予定は復活できません。 

 

定期、不定期の予定の場合に表示されます。 

削除確認ウィンドウの[はい]ボタンを押すと、対象の予定が削

除されます。削除された予定は復活できません。  

※削除実行者が予定の登録先に設定されているユーザー（すべ

ての登録先、利用設備に削除権限がある）の場合、 

以下の削除確認ウィンドウ（削除範囲を選択する確認ウィンド

ウ）が先に表示されてから定期/不定期の予定の削除確認ウィン

ドウが表示されます。 
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削除を行うユーザーが予定の削除通知機能を「使用する」に設

定している場合、削除確認ダイアログに予定の削除を通知する

入力欄が表示されます。 

通知は予定の登録先に設定されているユーザー宛に送信され

ます。  

※予定の削除通知機能は個人設定の予定の削除通知設定から

行います。 

※管理者の設定により、予定の削除通知機能を「使用する」に

設定しても削除通知入力欄が表示されない場合があります。  

 

設備予約 

 

登録はその設備の利用者、もしくは使

用願いを受理した者が行う形で運用を

進めております。また、予約について

は設備毎にアクセス権が設定されてお

り、権限のある方だけが予約可能とな

っております。 

 

 

 

 

 

◎基本的な操作方法はスケジュールと同じです！ 

 

◇設備予約の表示 

過去の予定・この先の予定を表示するには、画面にある をクリックします。クリックした

ボタンに応じて表示スケジュールが移動します。 

 

 

設備名の下のアイコンをクリックすることで、その設備だけの予約状況を確認すること

が出来ます。 

 
設備 1 日画面に切り替えます 

 
設備週間画面に切り替えます 

 
設備月間画面に切り替えます 

 

 

注意事項 

・参照権限が与えられていない設備の予約状況は表示されません。 

・サブウィンドウの[表示設定]で、初期状態で選択される設備グループを設定することができます。 
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◇設備の予約 
手順 1.登録画面の呼び出し  

設備群１日、設備群週間、設備月間画面の設備予

約表示欄を押すとマスの色が変わり選択状態にな

ります。 

選択状態になっているマスをもう一度押すと、日

付、時間がある場合は時間を引き継いで設備予約

の追加画面が表示されます。 

 
なお、クリックしても色が変わらない場合は、

その設備に対して予約する権限がないという事

です。予約権限のある部署に連絡して、設備の

予約をお願いしてください。 

 

 
 

 

 

 

 

手順 2.スケジュール情報を入力します 

次の入力項目の内容を適宜入力し［追加］ボタンをクリックしてください 

 
 

＜入力項目の説明＞ 

日時 設備予約の開始日時と、終了日時を入力してください。 

※定期、不定期の予定は、開始時間が終了時間以降でも登録できます。 

※終日をチェックすると時間は選択できなくなります。  

利用目的 設備の利用目的を選択または、入力してください。 

内容 設備予約の詳細内容を入力します。 

オプション オプションとして設備予約に付けるアイコンを選択してください。 

登録先 登録先に選択されているユーザーを表示します。 

[選択]ボタンを押すと、登録先選択ウィンドウが表示されます。 

通知の方法 登録先ユーザーへの通知方法を選択します。 

閲覧先 予定の閲覧先（誰が内容を確認できるか）を選択します。 

利用設備 利用設備に選択されている設備を表示します。 

 

＜ボタン関連＞ 

各種ボタンの使い方はスケジュール機能と同じです。スケジュールでの説明を参照ください。 

 
 

＜予約の変更・削除＞ 

設備予約の変更・削除方法は、基本的にはスケジュール機能における予定の変更・削除と変わりませ

ん。そちらの操作方法を参考にしてください。 

 

表示欄をクリックすると色が変わるので、そこ

をもう一度クリックすると登録画面が呼び出

せます 


