
学内データサーバについて

データサーバとは個人のデータを一時的に保管したり、他の人と 1つのデータを共有することが
できる、ネットワーク上の場所のことです。名古屋造形大学にある PC( 貸出用 PC、PCルームな
ど )、また学内無線 LAN接続された個人の持ち込み PCでもサーバに接続して使うことができます。
※学内無線 LAN接続の設定は、情報センターで行なっています。

PCルームの PC 個人用 PCまたは別の場所にあるPC

データサーバ保存

取り出し

他の場所からも保存、
取り出すことが出来る

学内でネットに繋がっている PCならOK

使用例）・授業で使うデータを配布
　　　  ・課題などで作成したデータの提出先
　　　  ・グループ制作などで大人数でデータの扱う場合

※注意事項※

・データサーバは一時的にデータを保存したり、誰かとデータを共有するためのものです。
  データを保管する場所ではありません。なので、サーバ内に保存したデータはUSBメモリや
  ハードディスクなどにデータのバックアップを必ず取るようにしてください。

・サーバにアクセスできるのは学内のみです。

・名古屋造形大学を卒業するとデータサーバを使用することはできません。
　サーバ内に残っているデータは削除されます。
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・教職員のみ学外からのリモート接続でサーバにアクセス可能な場合がありますが、
  詳細は情報センターに確認してください。
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学内データサーバ接続方法 (Mac 版 )

学内のMacからサーバにアクセスする手順を紹介します。
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①デスクトップ上部メニューから【移動】をクリックします。
そこからプルダウンメニューの一番下にある【サーバに接続】を
クリックします。

②【サーバアドレス】の欄にアドレスを入力します。

afp://fs○.nzu.ac.jp ここに1から4までの数字を入力しますが、
使用する人によって数字が異なります。
詳しくは、サーバマニュアル4に記載され
ているので、そちらをご覧ください。

入力したら【接続】をクリックします。

ここの数字に注意！

③IDとパスワードを入力する画面が表示されます。
<1>のところに IDを、<2>のところにパスワードを入力して
ください。
IDとパスワードは、Web履修登録やNZU Mail で使用するもの
と同じものです。
入力したら右側にある【接続】をクリックします。

<２>

④使用するサーバ上のマウントするボリュームの選択画面が
表示されます。
【(使うサーバ名 )Groups】が選択されているかを確認して、
【OK】をクリックします。

⑤サーバに接続することができました。
サーバの中身については、サーバマニュアル5に記載されてあります。
そちらをご覧ください。

⑥使用が終了したら、必ずサーバへの接続を解除してください。
解除方法は、サーバ名の隣にあるを     のマークをクリックすると、
接続が解除されます。

終わったら必ずここをクリック！

ここに注意！

<１>
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学内データサーバ接続方法 (Windows 版 )

学内のwindows からサーバにアクセスする手順を紹介します。
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①デスクトップの左下にあるスタートボタンをクリックし、
右側のメニューの中から【ファイル名を指定して実行】をクリックします。
※メニューに「ファイル名を指定して実行」が表示されていない場合は、以下の手
順で表示させることができます。

1.【スタートボタン】→【コントロール パネル】→【デスクトップのカスタマイズ】→
【タスク バーとスタートメニュー】の 順にクリックし、
【タスク バーとスタートメニューのプロパティ】を開きます。

2.【スタートメニュー】タブをクリックし、【カスタマイズ】をクリックします。

3. スタート メニュー オプションの一覧で【ファイル名を指定して実行コマンド】
チェックボックスをオンにして、
【OK】をクリックします。【ファイル名を指定して実行】コマンドが、
スタート メニューの右側に表示されます。

この数字部分に注意！

②サーバーのアドレスの入力画面が表示されます。
【名前】の欄に以下のアドレスを入力します。

¥¥fs○.nzu.ac.jp ここに1から4までの数字を入力しますが、
使用する人によって数字が異なります。
詳しくは、サーバマニュアル4に記載されています。
そちらをご覧ください。

入力できたら【OK】をクリックします。

③IDとパスワードを入力する画面が表示されます。
<1>のところに IDを、<2>のところにパスワードを入力して
ください。
IDとパスワードは、Web履修登録やNZU Mail で使用するもの
と同じものです。
入力右側にある【OK】をクリックします。

<1>
<2>

④サーバ内の【Groups】と【Home】を選択する画面が表示され
ます。
【(使うサーバ名 )Groups】の方をダブルクリックします。

⑤サーバに接続することができました。
サーバの中身については、サーバマニュアル5に記載されています。
そちらをご覧ください。

※PCの電源を切らないとサーバとの接続が解除されません！
　なので、最後に使い終わったらPCの電源を必ず切るようお願いします！
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4 学内データサーバ接続アドレス

名古屋造形大学にはデータサーバが４つあり、下記のようにコースごとに割り振られています。自
分の所属するコースのデータサーバに接続して使用してください。

■４台のサーバに割り振られた学科

 
グラフィック
庶務課
学務課 (教務 )
学務課 ( 学生 )
入試広報課
就職指導室
図書館
共同研究室
情報センター
プロジェクト

 
デジタルメディア
日本画
洋画
彫刻
陶芸

 
イラストレーション
建築・インテリア
プロダクト
ジュエリー

 
コンテンポラリーアート
アニメーション
マンガ
アートプロデュース
美術系
NZUALL

※下記のコースは名称を変えてあります。
視覚伝達→グラフィック
映像・アニメーション→アニメーション
総合造形→コンテンポラリーアート

※データサーバへの接続方法はサーバマニュアル (2)、(3) を参照してください。

■各サーバに接続するためのアドレス

  Macintosh
afp://fs1.nzu.ac.jp
afp://fs2.nzu.ac.jp
afp://fs3.nzu.ac.jp
afp://fs4.nzu.ac.jp

  Windows
¥¥fs1.nzu.ac.jp
¥¥fs2.nzu.ac.jp
¥¥fs3.nzu.ac.jp
¥¥fs4.nzu.ac.jp

 fs1
 fs2
 fs3
 fs4

(※12 に説明 )

fs1 fs2 fs3 fs4
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5 学内データサーバフォルダ構造について ① ( 学生用 )

■フォルダのアクセス権について

■フォルダ構造について

■「全学生受け取り」フォルダについて

学内データサーバのフォルダには、アクセス権が制限されているものがあります。
アクセス権とは、フォルダにデータを入れたり取り出しすことができる権限こことです。

全学生受け取りフォルダは、fs4サーバ >> fs４Groups >> NZUALLフォルダのなかにあります。このフォ
ルダは、教職員が全学生にむけて資料を配布するためのフォルダです。そのため学生には書き込み権限があ
りません。

使用期限　　特になし
対象　　　　全学生、教職員
アクセス権　学生：読み込みのみ、教職員；読み /書き

読み /書き　　データを出し入れすることが可能

読み込みのみ　データを取り出しのみ可能

書き込みのみ　データを入れることのみ可能（そのため、フォルダ内を見ることはできない）

学生のみなさんが使用できるのは、個人用 IDフォルダ、コースフォルダのなかにある各学年用のフォルダ、
コースALLのなかにある 学生スペース、学生受け取り、学生提出用のフォルダ、fs4 サーバにある
NZUALL フォルダのなかの 全学生受け取りです。
その他のフォルダにはアクセス権がないため使用できません。

※このフォルダの中にあるデータを取り出すことは
できますが、データを入れることはできません。
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6 学内データサーバフォルダ構造について ② ( 学生用 )

■「個人用 ID」フォルダについて
個人用 IDフォルダは、所属コースが割り振られているサーバ >> 個人用 ID のボリュームをマウントさせま
す。この場所は、パブリック >> ドロップボックスフォルダを除いて、他のユーザはアクセス権がないため
使用できません。

使用期限　　在学中のみ
アクセス権　読み /書き
使用例　　　授業で制作した課題や作品などを一時的に保存する。

個人用 IDフォルダは、所属コースが割り振られているサーバ (例：fs1サーバ ) >> fs○Home( 例：
fs1Home) からもアクセスできます。fs○Homeには、fs○に所属しているユーザ全員の個人用 IDフォ
ルダがあります。※他人の個人用 IDフォルダ >> パブリック >> ドロップボックスフォルダのみ、他のユー
ザもアクセス権 (書き込みのみ )があります。

↑※個人用 ID

※個人用 IDフォルダ

※これらのフォルダは、Mac用に
自動で作成されたものです。

※他人の個人用 IDフォルダ

※「ドロップボックス」フォルダ以外には
アクセスできません。
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7 学内データサーバフォルダ構造について ③ ( 学生用 )

■コースフォルダの中にある「各学年用」のフォルダについて
各学年用のフォルダは、所属コースが割り振られているサーバ (例：fs1サーバ ) >> fs○Groups( 例：
fs1Groups) >> 所属コース名のフォルダの中にあります。各学年用のフォルダは「入学した年度の数字＋
年度入学生」という名称になっています。入学年のフォルダのみアクセス権 (読み /書き ) があり、同じ学
年の学生 (例：デジタルの 1年次生 )同士でデータを共有し合うために使用します。

使用期限　　在学中のみ
対象　　　　同じコースの同学年、教職員
アクセス権　学生：読み /書き、教職員：読み /書き
使用例　　　授業で使用する資料を配布したり、課題を提出するなど。

■「学生スペース」フォルダについて

学生スペースフォルダは、所属コースが割り振られているサーバ >> fs○Groups >> 所属コース名のフォ
ルダ >> コースALLの中にあります。コースの全学生にアクセス権 (読み /書き ) がありますが、フォルダ
の中のデータは毎月 1日のAM1:00 を過ぎると自動的に削除されます。

使用期限　　毎月 1日のAM1:00 まで ( 毎月末日深夜 25:00)
                  ※1 日の AM1:00 を過ぎると自動的に削除されます。
対象　　　　同じコースの全学年、教職員
アクセス権　学生：読み /書き、教職員：読み /書き
使用例　　　学年を超えてデータのやり取りをする時に使用
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8 学内データサーバフォルダ構造について  ④ ( 学生用 )

■「学生受け取り」フォルダについて
学生受け取りフォルダは、所属コースが割り振られているサーバ >> fs○Groups >> 所属コース名のフォ
ルダ >> コースALLの中にあります。コースの全学生に読み込みのみ、アクセス権があります。

使用期限　　特になし
対象　　　　同じコースの全学年、教職員
アクセス権　学生：読み込みのみ、教職員：読み /書き
使用例　　　教職員が全学年に資料を配布するなど

■「学生提出用」フォルダについて
学生提出用フォルダは、所属コースが割り振られているサーバ >> fs○Groups >> 所属コース名のフォル
ダ >> コースALLの中にあります。コースの全学生にアクセス権 (書き込みのみ )があります。※1このフォ
ルダは書き込み専用のフォルダのため、データを入れたあとは、フォルダ内を見ることも中から取り出すこ
ともできません。※2また、同じ名前のデータがある場合、データを入れることができません。

使用期限　　特になし
対象　　　　同じコースの全学年、教職員
アクセス権　学生：書き込みのみ、教職員：読み /書き
使用例　　　課題を提出するなど

※2 同じ名前のデータがある場合、上記のアラートがでます。名前を変更して下さい。※1「学生提出用」フォルダにデータを入れようとすると、上記のアラー
トがでます。【OK】を選択すると作業が完了します。



他コース教員による授業での学内データサーバの利用について

◎ 「学生受け取り」フォルダ

［他コース用］学生受け取りフォルダには、コースの全学生に【読込のみ】のアクセス権があります。

使用期限 特になし（年度末にフォルダ内データ削除予定）
対象  同コースの全学年・教職員、全専任教員
アクセス権 学生：読込のみ、教職員・全専任教員：読込/書込
使用例  他コースの教員による授業にて学生に資料を配布する場合など

◎ 「他コース」フォルダ

「他コース」フォルダは、他コースの教員による授業にて資料の配布や課題の提出などを行うためのフォルダです。
学生の所属コースが割り振られているサーバ >> fs○Groups >> 所属コース名のフォルダ 内にあります。
この中に、「学生受け取り」と「学生提出用」の2つのフォルダを作成しています。詳細は下記を確認してください。
※「コースALL」フォルダ内の同名称フォルダと間違わないように注意してください。

このフォルダは、同コースの全学年が使用します。コース内で混乱が
起きないよう、教職員の指示に従って使用してください。教職員の方は、
コース間で使用上のルールを決めてから使用するようにしてください。
（例：ファイル名称を学年・課題などの区別がつくように変更、使用
後はデータを削除 .., etc.）
同時期に複数の学年でデータの出し入れが行われる場合があります。
データを削除する際は十分に注意してください。

fs1 グラフィック
fs2 デジタルメディア
fs3 イラストレーション、建築・インテリア、プロダクト、ジュエリー
fs4 アニメーション、マンガ、美術系

◎ 「学生提出用」フォルダ

［他コース用］学生提出用フォルダには、
コースの全学生に【書込のみ】のアクセス権があります。
※1） このフォルダは書込専用フォルダのため、データを入れた後は、
 フォルダ内を見ることも中から取り出すこともできません。
※2） 同名称のデータがある場合、データを入れることができません。

使用期限 特になし（年度末にフォルダ内削除予定）
対象   同コースの全学年・教職員、全専任教員
アクセス権 学生：書込のみ、
   教職員・全専任教員：読込/書込
使用例  他コースの教員による授業にて課題を
   提出する場合など

※1） 「学生提出用」フォルダにデータを入れようとすると、上記の
 アラートがでます。【OK】を選択すると作業が完了します。

※2）  同じ名称のデータがある場合は、上記のアラートがでます。
 名称を変更してください。

Mac  afp://fs○.nzu.ac.jp Win  ¥¥fs○.nzu.ac.jp
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