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      読 下  

    方法   

                    参画機関 次    行    

    機能 利用     管理画面       必要   

講座 講習会     情報 掲
載     

 

参画機関 開催    講座 講演会   
     情報              
    掲載          

 講座     情報

参画機関 情報 PR情報 
掲載     

 

参画機関 情報 機関 PR情報     
             掲載      
    

 施設 団体     情報

 参画機関  情報

募集案内  知      
       掲載      
    

 

              参画機関  
  知   掲載          

              

他 参画機関 情報交換 行 
        

 

他 参画機関 情報交換      交流
          

 参画機関交流掲示板 管理画面内 
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    画面     方法

     画面
http://www.hyogo-intercampus.ne.jp/master/

 ID
ID 半角英数字 入力

      
      半角英数字 入力
 大文字 小文字 区別       

管理画面  情報 登録          新  情報 簡単 掲載          
以下     画面           各機能  利用     

              管理画面     画面 

ID       入力  
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    後      

    後             管理者    知   表示     

       
                 管理画面             

      名
               名 参画機関名 表示     

       
   管理画面         事           画面        

  左    
   管理画面 機能一覧           利用   機能 遷移    

  管理者    知  
                管理者    知  情報 表示     

 5 

 2 
 3 

 1 

 4 



 学習情報管理

講座 講習会情報
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講座 講習会情報 登録 流  手順   説明    

1.左      学習情報管理   講座 講習会          

2. 新規登録          

講座 講習会情報 入力     画面 移動    

 新規登録         講座 講習会情報 入力          移動    

講座 講習会 文字         
     情報 登録 修正 場合 
                

 新規登録          

登録 編集



講座 講習会情報
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3. 講座 講習会  情報 入力    

開催  講座名称 入力    

講座名      入力    

講座     入力    

開催地 選択    
開催地  別画面 選択    

開催地  以下 中  選択    

開催地          選択  
 選択  内容 入力     反映  
  
         選択 完了   

開催  施設名 入力    

開催時間 曜日 選択    

講座情報 一覧    主 検索
結果     表示   画像 
登録    

  持         画像 
使用  場合   参照     
      作成    選択  
         URL  入力 
        画像 自動 生
成    

  手持  画像 登録  場合
    手持  画像       
  使用    選択   参照  
           使     
  保存     画像 選択 
      

情報 表示   期間 選択  
  選択  期間     自動 
非表示      

  画像         

講座名 開催期間   公開画面 表示   情報 登録    

講座 講習会 受講   方 選択    

対象者 
 誰    女性  男性  親子  高齢者 
 小 中学生  青少年   団塊世代    他

  *        
項目  必須項目   

登録 編集

 1 

 2 

 4 

 5 

 6 

 7 

   8 

 9 

       10 

 11 

 12 

 3 

日程 補足説明 入力    

登録  講座 関連         選択    
   選択             検索時 利
用    

詳細情報 入力      講座 関  詳
細情報 入力       作成     
詳細情報 入力   場合        
 URL  入力   URL     設定 
    

関連         名称 入
力    
 詳細情報 入力     選択 
 場合    入力       
      設定    

     検索      表示 
         入力    
例  歴史  絵画         
 検索  時 表示    場合
   歴史 絵画  入力    

情報 登録  機関名 自動
 表示     

情報 登録  担当者名 自
動 表示     

講座 開催  日程 選択    

関連         URL 入
力    
 詳細情報 入力     選択 
 場合    入力  URL   
  設定    



講座 講習会情報
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登録  講座 申 込 要項 追加     
  日程  申込方法  募集定員
  締切方法  情報 追記     

開催  講座 講習会 問合 先 登録     
     
  問合 先  郵便番号  住所  電話番号  FAX
番号           補足事項  追記     

受講形態 入力    例      個人    等

受講費用 入力    例 無料等

講座 内容 入力    

詳細    表示   画像 選択    
最大4枚  画像 表示     
        画像 説明 入       
 画像 選択   参照            使 
       画像 選択       

登録  画像 表示    場合   非表示  選
択       

項目   情報 掲載   場合 自由記述   
   内容 入力       

登録  内容   公開     非公開     
 一時保存 非公開   設定      下書  非
公開               公開    変更
           一時保存 非公開      
    必須項目入力前 状態 保存      

 14 

 15 

 16 

 18 

 19 

 20 

 21 

内容 保存    一覧 戻   選択     
入力  情報 破棄        注意     

全  項目 入力 完了     内容 確認   
            

登録 編集

 17 

詳細情報 入力    
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講座 講習会情報

     
 不備   項目 赤 表示    

  確認画面

内容 保存    一覧 戻   選択     
入力  情報 破棄        注意     

 内容 確認           確認画面
 進    
 入力 不備    先 進    

    画面

正  入力     再度
 内容 確認            
確認画面 進    

 確認画面

入力  内容 間違       
   内容 登録          

 完了画面

 登録 完了         表示
     
以上  登録 完了    

        確認 登録完了

9Copyright © 2015 Bridge Corporation Inc. All Rights Reserved.



講座 講習会情報
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公開画面  反映箇所 一覧    

登録  講座 講習会情報  登録  日 表示期間内    公開画面    反映
          登録  講座 講習会情報  公開画面   場所 表示    
 説明    登録 際 参考        

 5 

 7 

 3 

施設名 表示    

 番号  P.7-8 入力箇所 連動    

一覧      講座 講習会情報 概要 掲載     
 詳細 見           詳細情報 入力  場合 
  内容 表示   未入力 場合 入力        
 URL  直接移動    

公開画面  表示

 4 

   講座  1 
 10 
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講座 講習会情報
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 4 

 11 

 13 

 14 

 15 

 16 

登録画面 詳細情報 入力      詳細 情報 表示       作成     

公開画面  反映箇所 詳細    

問合 先情報 表示     

 5 期間 表示     

 7 時間 表示     

 8 曜日 表示     

 9 回数 表示     

受講対象者 表示     

開催施設 表示     

申込 関  情報 
表示    

公開画面  表示
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   講座  1 

       12 

概要内容 表示    

 17 

自由記述欄 内容 表示    

 19 

 20 

 18 

   

 番号  P.7-8 入力箇所 連動    



講座 講習会情報

 3 複写

登録済  内容 再利用   新規
 講座 講習会 情報 登録    

講座 講習会 新規登録     
遷移     再利用  情報 内
容      入力       

開催日程  変更 必要 箇所 
入力     登録       

12

登録済  講座 講習 検索    CSV 一括登録             
新  情報 登録     必要      情報 削除 登録済  情報 修正 行    可能 
  

 1 
 2 

 3 

 講座 講習会情報 削除  場合   削除          

 削除          確認画面 表示     削除   問題  場合
   OK             一度削除  情報 元 戻       
   

 講座 講習会情報 検索  場合  以下 手順 行    

講座等 名称 検索  場合  名称          講座名 入力
      他 情報 講座 詳細情報 開催要項    検索   場
合          検索   文言 入力    
入力 完了後   検索             4  該当  情報 表示
     

登録情報 管理

 2 一覧 編集 削除 

登録      講座 講習会 情
報 検索          

 名称
講座名  検索    
      
登録     情報  検索    

 1 新規登録

講座 講習会 新規登録     
遷移    

 4 登録内容一覧

登録      講座 講習会 情
報 一覧 表示     
 学習情報   
 名称
 情報登録機関
 表示     

      登録    情報 
 複写  削除           
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    情報

    情報 登録 流  手順   説明    

1.左      学習情報管理                 

2. 新規登録          

    情報 入力     画面 移動    

 新規登録              情報 入力          移動    

     文字         

 新規登録          

登録 編集

Copyright © 2015 Bridge Corporation Inc. All Rights Reserved.



    情報

14

開催要項 補足情報 追記     
  主催者  参加費用  日程補足 
 情報 追記     

開催       問合 先 登録       
   
  問合 先  郵便番号  住所  電話番号  FAX
番号           補足事項  追記     

項目   情報 掲載   場合 自由記述   
   内容 入力       

 14 

 17 

 19 

 20 

内容 保存    一覧 戻   選択     
入力  情報 破棄        注意     

全  項目 入力 完了     内容 確認   
            

登録 編集

 15 

 16 

 18 

 21 

開催       講師   場合 講師 関  
情報 入力    

     内容 入力    

詳細    表示   画像 選択    
最大4枚  画像 表示     
       画像 説明 入       
 画像 選択   参照            使 
       画像 選択       
登録  画像 表示    場合   非表示  選
択  下   

詳細情報 入力    

Copyright © 2015 Bridge Corporation Inc. All Rights Reserved.

登録  内容   公開     非公開     
 一時保存 非公開   設定      下書  非
公開               公開    変更
           一時保存 非公開      
    必須項目入力前 状態 保存      



    情報
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3.       情報 入力    

開催      名称 入力    

    名      入力    

         入力    

開催地 選択    
開催地  別画面 選択    

     開催  日程 選択  
  

開催時間 曜日 回数 選択    

情報 表示   期間 選択  
  選択  期間     自動 
非表示      

     検索      表示 
         入力    
例  歴史  絵画         
 検索  時 表示    場合
   歴史 絵画  記載    

    名 開催期間   公開画面 表示   情報 登録    

 1 

 2 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 12 

 13 

 3 

  *        
項目  必須項目   

登録 編集

     関  申込要項 入力 
   
補足事項   場合  下部 入
力欄 記載       

申込方法 入力    

 10 

 11 

開催地          選択  
 選択  内容 入力     反映    
         選択 完了   

補足事項    日程 補足説
明 入力    

講座情報 一覧    主 検索
結果     表示   画像 
登録    

  持         画像 使
用  場合   参照      
     作成    選択    
       URL  入力  
       画像 自動 生成
    

  手持  画像 登録  場合
    手持  画像       
  使用    選択   参照  
           使     
  保存     画像 選択  
     

  画像         

関連         名称 入
力    
 詳細情報 入力     選択 
 場合    入力       
      設定    

関連         URL 入
力    
 詳細情報 入力     選択 
 場合    入力  URL   
  設定    

詳細情報 入力      講座 関  詳
細情報 入力       作成     
詳細情報 入力   場合        
 URL  入力   URL     設定 
    

登録  講座      関連         選択
       選択             検索
時 利用    

Copyright © 2015 Bridge Corporation Inc. All Rights Reserved.

開催  施設名 入力    
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    画面

正  入力     再度
 内容 確認            
確認画面 進    

 確認画面

入力  内容 間違       
   内容 登録          

 完了画面

 登録 完了         表示
     
以上  登録 完了    

     
 不備   項目 赤 表示    

  確認画面

内容 保存    一覧 戻   選択     
入力  情報 破棄        注意     

 内容 確認           確認画面
 進    
 入力 不備    先 進    

        確認 登録完了

Copyright © 2015 Bridge Corporation Inc. All Rights Reserved.



登録      情報  登録  日 表示期間内    公開画面    反映  
        登録  講座     情報  公開画面   場所 表示     説
明    
登録 際 参考        

    情報

17

公開画面  反映箇所 一覧    

 番号  P.      入力箇所 連動    

一覧          情報 概要 掲載     
 詳細 見           詳細情報 入力  場合 
  内容 表示   未入力 場合 入力        
 URL  直接移動    

 5 

 4 

 3 

 14 

施設名 表示    

       

 6 

公開画面  表示

 12 

 1 
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    情報
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 1 

 2 

 4 

 15 

 16 

登録画面 詳細情報 入力      詳細 情報 表示       作成     

公開画面  反映箇所 詳細    

自由記述欄 内容 表示     

期間 表示     

 6 時間 表示     

 7 曜日 表示     
 8 回数 表示     

講師 情報 表示     

 13 

開催施設 表示     

 14 参加費用 表示     

 9 申込日程 表示     

申込日程     補足事項 表示      10 

 11 申込方法 表示     

       名称 表示     

 21 

 20 

 問 合  先 入力   情報 表示      17 

 18 

公開画面  表示

Copyright © 2015 Bridge Corporation Inc. All Rights Reserved.

 19 

 5 

日程補足 表示     

概要内容 表示     

 番号  P.      入力箇所 連動    



    情報
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登録済       検索    CSV 一括登録             
    管理          新  情報 登録     必要      情報 削除 登録済 
 情報 修正 行    可能   

登録情報 管理

   
   

   

 1 新規登録
     新規登録    
 遷移    

 2 一覧 編集 削除 
登録           
情報 検索        
  

 名称
    名  検索    
      
登録     情報  検
索    

 4 登録内容一覧
登録           
情報 一覧 表示     
 学習情報   
 名称
 情報登録機関
 表示     
      登録    情
報  複写  削除     
      

 3 複写

登録済  内容 再利用 
  新規      情報 
登録    

     新規登録    
 遷移     再利用  
情報 内容      入
力       

開催日程  変更 必要 
箇所 入力     登録 
      

     情報 削除  場合   削除          

 削除          確認画面 表示     削除   問題  場合
   OK             一度削除  情報 元 戻       
   

     情報 検索  場合  以下 手順 行    

     名称 検索  場合  名称              名 
入力      他 情報 検索   場合          検索   
文言 入力    
入力 完了後   検索             4  該当  情報 表示
     

Copyright © 2015 Bridge Corporation Inc. All Rights Reserved.
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 参画機関管理    登録  参画機関 情報 担当者 情報 登録 修正  
        

 参画機関情報   修正

 担当者情報   登録 修正

 参画機関情報  修正 管理者 承認 必要    
   承認 流  P.21  説明     

詳      

詳      

参画機関情報 修正   

担当者 登録 修正 削除    

 参画機関管理

Copyright © 2015 Bridge Corporation Inc. All Rights Reserved.
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参画機関情報 修正 

申 込       登録  参画機関情報 修正          

 参画機関情報 修正  管理者 承認 必要      
  管理者 承認      修正 適用      

    続 

  *        
項目  必須項目   

 1 

 2 

 3 

 5 

 6 

 7 

 1 機関名*
登録  参画機関名 入力
       

 2 機関名  *
参画機関名      入
力    

 3 機関 性格*
登録  機関 種別 選択
    

 5 市町*
機関 所在  市町 選択
    

 6 代表者
参画機関 代表者情報 入
力    
 氏名  所属機関  役職 
 入力    

登録 編集

Copyright © 2015 Bridge Corporation Inc. All Rights Reserved.

 4     
登録  参画機関 適  
     選択    複数
選択      

 4 

 7      検索用  
    
     検索 使用    
    入力       
活動内容   関連    
    入力       



参画機関情報 修正 
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 不備   項目 赤 表示    

  確認画面

内容 保存    一覧 戻   選択     
入力  情報 破棄        注意     

 内容 確認           確認画面
 進    
 入力 不備    先 進    

    画面

正  入力     再度
 内容 確認            
確認画面 進    

 確認画面

入力  内容 間違       
   内容 登録          

 完了画面

 登録 完了         表示
     
以上  登録 完了    

        確認 登録完了
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 10

 11 

 12 

 13 

 14 

 17 

 19 

 8 詳細情報 入力
詳細情報 入力      機関
 関  詳細情報 入力   
    作成     
詳細情報 入力   場合  
       URL  入力   
URL     設定     

 17 画像登録
詳細    表示   画像 最
大4枚             
   
            画像 説
明 入力       
登録  画像 表示    場合
   非表示  選択       

 15       URL
 持         URL 入
力       

 9 自由記述
詳細    表示    内容  
登録  項目 無     自由
記述 入力       

 19 登録状態
登録  内容   公開    
 非公開      設定     
 下書  非公開         
      公開    変更  
        

参画機関情報 修正 登録 編集

 10 愛称
 11 交通案内
 12     案内
 13 利用案内
 14 休館案内
登録  参画機関 関  各種
情報 登録          
入力  内容 公開側 詳細
    表示     

Copyright © 2015 Bridge Corporation Inc. All Rights Reserved.

 15 

 16      登録
検索結果    表示     
   画像 登録    

 16 

 8 

 18 問 合  
登録  参画機関 連絡先 入
力    
 名称  郵便番号  住所  電話
番号  FAX番号        
   入力    

 18 

 9 



参画機関情報 修正 
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参画機関情報 修正   管理者 承認 必要      
修正  内容  管理者 承認     公開画面 反映      

修正   内容  追記 修正    

入力 完了     内容 確認   
         

申請 完了     管理者    
 通知     
管理者 内容 確認  問題   
   承認通知    担当者様 
    通知     
    修正 反映     

入力  内容  問題      修
正 申請            
再度修正入力   場合   入力画
面 戻           

 参画機関情報 修正  管理者 承認 必要      
  管理者 承認      修正 適用      

内容 保存    一覧 戻   選択     
入力  情報 破棄        注意     

登録情報 管理
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登録  参画機関情報   施設 団体     情報     公開     
貴機関 情報       場        是非   詳細情報 入力  願
       

公開画面      

参画機関 情報 
検索結果 表示     

施設 団体     情報 検索結果

施設 団体     情報   
     閲覧      
参画機関情報 掲載     

検索条件入力   

公開画面  表示
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担当者情報 登録 修正 

新  担当者 追加登録    登録済  担当者情報 修正          
担当者 増  場合  修正  場合 利用    

 1 

新  担当者 追加  場合  新規登録  行    

登録済  担当者情報 修正  場合 名前 
        

登録済  担当者情報 削除  場合 
 削除             

詳      

詳      

 2 

 3 

 1 新規登録
担当者  新  登録   
       

 2 一覧
登録     担当者  
    検索       
   

 利用者ID
担当者 付与   ID  
検索    

 氏名 漢字      
担当者 氏名    含  
   検索    

        
登録           
   検索    

 3 登録内容一覧
登録      担当者 
情報 一覧 表示     
検索 行  場合  該当
  担当者 表示     

一覧 表示   項目  
 参画機関   
 参画機関名
 利用者ID
 氏名
      

      登録     
情報  複写  削除    
       

登録 編集
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担当者 追加登録    担当者情報 登録        管理画面     
     利用者ID       新  発行          

担当者情報入力画面

  *        
項目  必須項目   

内容 保存    一覧 戻   選択     
入力  情報 破棄        注意     

 1 

 2 

 6 

 3 

 4 

 5 

 7 

 8 

 1 利用者  
担当者 管理画面       時 ID
 入力    

 2      
管理画面    時 使用      
  入力    

 3     
氏名      入力    

 4       
       入力    

 5        
担当者         入力    参
画機関     配信        
 行     

 7 所属先等
担当者 所属  参画機関 連絡先 
  入力    

 6    所属機関
担当者 所属  参画機関 選択  
 状態 表示       

登録 編集

 8 全  項目 入力 完了     内容 確認
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 不備   項目 赤 表示    

  確認画面

内容 保存    一覧 戻   選択     
入力  情報 破棄        注意     

 内容 確認           確認画面
 進    
 入力 不備    先 進    

    画面

正  入力     再度
 内容 確認            
確認画面 進    

 確認画面

入力  内容 間違       
   内容 登録          

 完了画面

 登録 完了         表示
     
以上  登録 完了    

        確認 登録完了
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担当者情報 登録 修正 
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登録済  担当者情報 修正          

担当者情報入力画面

登録済  担当者情報 表示     
修正   項目 変更  内容 確認    
        

内容 保存    一覧 戻   選択     
入力  情報 破棄        注意     

修正

全  項目 入力 完了     内容 確認   
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 不備   項目 赤 表示    

  確認画面

内容 保存    一覧 戻   選択     
入力  情報 破棄        注意     

 内容 確認           確認画面
 進    
 入力 不備    先 進    

    画面

正  入力     再度
 内容 確認            
確認画面 進    

 確認画面

入力  内容 間違       
   内容 登録          

 完了画面

 登録 完了         表示
     
以上  登録 完了    

        確認 登録完了
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              登録    
登録        管理者 承認 必要      承認     公開画面 
 反映      

登録  内容         最新3件          中 表示     

       最新 3件 表示     

専用     詳細 情報 表示     

 1 新規登録
     新  登録   
       参画機関 登
録        管理者 
承認 必要      

 2 一覧 編集 削除 
登録       一覧 
確認     
承認申請 行      
  承認待  件数 表示
     

 1 

 2 

     登録

     管理
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     登録方法 説明    

     登録  管理者 承認 必要      
  管理者 承認      登録  内容 公開      

登録

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 1     
          入力 
   

 2 内容
     内容 入力    

 3 掲載期間
     掲載期間 設定
    掲載期間 過   
自動 非表示      

 4    先URL
   先URL 入力    
詳細    入力  URL
           

 5 画像
画像 1枚掲載      
    

 6 提供元 表示
     提供元 入力  
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 不備   項目 赤 表示    

  確認画面

内容 保存    一覧 戻   選択     
入力  情報 破棄        注意     

 内容 確認           確認画面
 進    
 入力 不備    先 進    

    画面

正  入力     再度 内容 確
認            確認画面 
進    

 確認画面

入力  内容 間違       
   内容 登録          
 下書 保存 選択       
   

 完了画面

 登録 完了         表示
     
以上  登録 完了    

        確認 登録完了

登録        承認後 公開画面
               PR情報   反映     

 公開後     
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登録       一覧 表示     

 1  2  3  4 

 1 登録日
     登録   日付
 表示     

 2 件名
          表示 
    

 3      
     承認 状態 表
示        下書 保
存        下書 保
存    表示     
承認        関  
   承認  表示   公開
側 表示     
 承認 通知     送
信     

 4 削除
登録          削
除    掲載中     
 削除    公開側   
削除     

登録情報 管理

Copyright © 2015 Bridge Corporation Inc. All Rights Reserved.



35

参画機関同士  相互           図    掲示板   
   登録   内容  管理画面   表示   公開画面  表示      

新規投稿  登録
詳      

掲示板 書 込   
他 参画機関 交流   

    投稿  登録
詳      

他 参画機関 書 込  
返答   

 1 

 2 

 3 

 5 

 4 

 1      検索
掲示板 登録     情
報 検索          

 2 表示形式
    表示
 親一覧
  表示形式 変更     

   表示 選択  場合  
     返信  表示   
  親一覧 表示  場合
       表示    
  

 3 新規登録
掲示板 新  投稿 親投
稿  行         

 5     投稿
親投稿 対        返
信       

 4 削除
投稿  内容 削除    
      親投稿 削除 
 場合      削除   
  

 削除時    
 参画機関  自身 投稿 
 削除          

 参画機関交流掲示板
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他 参画機関 意見交換 行    掲示板 利用    
新  意見 書 込 場合 以下 手順      

新規投稿            

掲示板 掲載   内容 入力    

     本文 入力    

入力  内容 反映     

登録
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    投稿
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他 参画機関 掲示板 書    内容 返答          

    投稿            

    投稿         

返答  内容 入力    

返答  内容 表示     

内容 入力    

内容 反映      

登録


