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年  月  日 
  yyyy         mm            dd      

 

STBサーバ Webページ等実務担当者連絡先届 
WEBSITE MANAGER (for site on STB) — CONTACT DETAILS NOTIFICATION  

 

Web ページ学生委員会 

学生生活支援室ネットワーク委員会 御中 
To the UT website committees,  

Name of Organization学生団体： ●●●●●             

Representative代 表 者：筑波太郎 Taro TSUKUBA (20XXXXXXX) 

Faculty Advisor 顧問教員：土 浦 二 郎           

 

 

１．STBサーバ上の Webページ実務担当者として、緊急時の連絡先を届け出ます。 
   As a website manager, I hereby submit my contact details for emergency.  
        

学籍番号 
Student ID Number 

20XX XXXXX 
所属・学年 

Affiliation & Year Grade 
〇〇学類/２年次  College of 〇〇 2nd /year 

氏  名 
Name 

森田三郎 Saburo MORITA 
電話番号(携帯等) 

Phone 
0X0-XXXX-XXXX 

メールアドレス 
Email 

■■■[@]XXX.com 

    ※連絡先は、必ず連絡がとれるものを記入してください。 
Please provide valid email / phone number. The information you give will be used for contact you. 
  

２．以下のことを確認しました（チェックボックスに✓）。 
  I confirmed the thins below (place check marks) 

 
(1)当団体は STBサーバ上に以下の Web ページを開設し、管理しています。 

   We launched the following website on STB and have taken control it ourselves. 
 
URL: http://www.stb.tsukuba.ac.jp/ ~●●●●/                      _ 

 
(2)その Web ページの内容を変更するために必要なユーザ名は、以下の通りです。※1 

  The username that has authority to update / modify the website is as below. *1 
   
ユーザ名 Username:  ●●●●           _               

(3)その Webページの内容を変更するために必要なパスワードを知っています。 
I know the password for the website.  

(4)そのパスワードが分からなくなった時の対処方法を知っています。※2 
    I know how to deal with lost or forgotten passwords *2 

(5)-1 Web ページに掲示板や wiki 等、担当者以外の利用者が内容を変更できるページ

（以下、掲示板等）があります。Other than the website above, we also have websites below that let 
users / visitors post or edit (ex. Wikipedia) 

 
☐ ありません。※(6)に進んでください。No, we don’t have any other website (, etc.). →Go to section (6).   

 あります。URLは以下のとおりです。Yes. The URL(s) is as below. 

①   https://profile.ameba.jp/ameba/XXXXXX                  _ 

 ②                                                       _ 

 ③                                                       _ 

 

stbサーバに Webページ等を開設している団体は本届を提出してください 

本届は実務担当者本人の記入（顧問教員欄以外）とし、担当者ごとに作成してください 
Those that own their website on STB server shall submit this form. 
This form must be filled up by the person himself/herself (other than the section of Faculty Advisor) 

記入例  
GUIDE to Filling-Out 

提出日を記入 
Fill-in the date of submission. 

裏面へ 
Continue on Backside 
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☐ (5)-2 上記掲示板等を閲覧・編集等できる人を制限しています。制限方法は、次の通り

です。We restrict access to our website(s) as well as the person who can edit the website.  
 
☐ アクセスできるコンピュータを学内の IP アドレスに限定している。 
 We restrict access to IP address of campus network.  
☐ アクセスするためのユーザ名とパスワードを関係者にだけ配布している。 
  We set up the website to require login to access the site.  
☐ その他（具体的に）:                               _  

            Other (provide specific examples) 
 

 (5)-3 上記掲示板等を閲覧・編集等できる人を制限していません。 
We haven’t restricted access, however… 
 

  不正な書き込みがないことを（毎日 everyday・毎週 every week・その他

other                  ）に確認します。We regularly check for unauthorized postings (↑mark 
the frequency mentioned above.). 

   
☐ 掲示板等に不正な書き込みを発見した時には、即座に削除等の対応をとります。 
   We immediately remove unauthorized postings / materials if we find one.  

           

 (6)その他、緊急時（インシデント発生時）には、学生生活支援室ネットワーク委員会

及び Webページ学生委員会と協力して早急に解決できるよう努めます。 
In the event of a social media crisis,, we will try to resolve the issue immediately as well as consulting the matter to 
the UT website committees (学生生活支援室ネットワーク委員会 & Web ページ学生委員会)   

 
 

※1:ユーザ名は貴団体 Webページ（stb）URLの「http://www.stb.tsukuba.ac.jp/~○○/」

の○○の部分です。 
      User ID of your website is shown in the last part of the URL address: (ex.) http://www.stb.tsukuba.ac.jp/~○○/.  

The numbers and letters shown in the part of ○○ represent your user ID.    
     

※2：stb アカウントのパスワード再発行を希望する場合は、下記ページの手順に沿って申

請を行ってください。 

（Web ページ学生委員会パスワード再発行ページ） 

http://www.stb.tsukuba.ac.jp/~webgaku/reissue/ 
 
Recovering password is available. Please visit the website shown above and request for a new password.   

 

【注意事項】Notes 

(1) Web ページ等実務担当者が変更になった場合は、速やかに本書類を再提出してくださ

い。 
You shall submit this form in case of any change in contact information.  
 

(2) STB サーバに開設した Web ページを廃止する場合は、下記ページの手順に沿って申請

を行ってください。 

（ Web ペ ー ジ 学 生 委 員 会 ア カ ウ ン ト 廃 止 ペ ー ジ ）

http://www.stb.tsukuba.ac.jp/~webgaku/abolition/ 
 
When you’d like to shut down the website on STB, please visit the following website and request for account deletion:   
 http://www.stb.tsukuba.ac.jp/~webgaku/abolition/ 

 

担当： 

学生部学生生活課（総務）Div. of Student Welfare 

Tel：029-853-4484 

e-mail：gk.gakuseikikaku@un.tsukuba.ac.jp 
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