
宮崎国際大学 – シラバス管理システム 
MIC – Syllabus management System 

 

 

Introduction / はじめに 

This manual has instructions of how to upload a class syllabus to MIC DB and is intended to be used by staff 

and faculty.  

 

What can I do with this system? 

Faculty can submit syllabus files for their own courses. Any user accessing this system can download files 

from any course. 

教員は担当科目のシラバスファイルをアップロードすることができます。教職員及び学生は全員シ

ラバスをダウンロードすることができます。 

 

Accessing the System / システムにアクセスする 

To access the system, please go to the MICDB, access the “Course” section and then “Syllabus.  

このシステムは下記の図のようにMICイントラネットからアクセスできます。 

 

                           

Figure 1 – How to access the upload syllabus function in MICDB /イントラネット MICDB Extrasにアクセスして、シラバス管理
システムのリンクをクリックします。 

 

 

 



Using the system / システムの使用方法 

The page will list all classes that the instructor is teaching in the selected semester. Additionally, all classes 

can be listed by checking the “Show All Term” checkbox, but only syllabi for classes taught by the instructor 

can be uploaded. 

ページ表示すと、当該学期の担当科目の一覧が表示されます。「全教科表示」チェックボックスを

クリックすと、全ての授業が表示されますが、他の教員のシラバスファイルのアップロードができ

ません。 

 

Figure 2 - Syllabus listing screen / シラバス一覧画面 

 

The list of classes has a column labeled “Syllabus” where different actions will be listed. The explanation for 

each action is given in Table 1. 

科目一覧の「シラバス」欄にアクションが 2種類表示されます。アクションの説明は Table 1を参

照してください。 

 

Table 1 – Action explanation / アクション説明 

Download Appears when a syllabus for a class has been entered. Clicking it will download 
the syllabus for that class. 

シラバスがアップロード済み時に表示させます。クリックすると、シラ

バスファイルをダウンロードします。 
 
 

Upload Allows a teacher or administration to upload a syllabus file for a class. 

添付アイコン：ファイルをアップロードします。 
 

 

  



Uploading a file / ファイルをアップロードする 

 

 

Figure 3 - Syllabus submission screen / シラバスアップロード画面 

 

Below is the explanation of the syllabus submission screen (Figure 3) and its behavior. 

シラバスアップロード画面（Figure 3）を説明します。 

① Current File 

If there is a syllabus file for this class, a download link will be shown here. 

シラバスファイルが存在する場合には、ダウンロードリンクが表示されます。 

② Please choose a file 

Allows the user to browse and choose a file to upload 

アップロードするファイルを選択することができます。 

③ Upload Syllabus 

Sends the chosen file to the system. 

選択したファイルを転送します。 

④ Cancel 

Goes back to the syllabus list 

シラバス一覧の画面に戻ります。 

 

Additional Information / その他 

 Only PDF files can be uploaded. 

PDFファイル以外のアップロードができません。 

 Please use the MS Word template to make sure all MIC syllabi have the same look. 

宮崎国際大学のシラバスは同じ形にしないといけませんので、MS Wordテンプレートを使

用してください。 

 A clear description must be provided for every class session.  If you are working on the same 

material, topics, themes, etc. in consecutive sessions, be sure to provide topic statements, etc. to 

distinguish the class session in question from other class sessions.  

授業計画について、各回の授業内容を具体的に書くこと。 複数回にわたって同様のテーマ

を取り扱う場合でも、数字のみで区別するのではなく、回数ごとに扱うテーマのキーワー

ドを記載し各界の違いを明確にすること。 

 


