
オンライン授業における
NUCTを⽤いた出席確認⽅法

（特徴あるプログラム・プレミアムレクチャー）

The instruction of checking your attendance of online 
courses (TOKUPRO・Premium Lecture ) on NUCT



注意事項
 2020年9⽉以降、オンラインで開講される「特徴あるプログラム」及び「プレミアムレク
チャー」の出席確認は、NUCTの⼩テストへの回答をもって⾏います。
講義を受講していない学⽣が⼩テストへ回答することは禁⽌します。
（受講した講義は⼩テストを回答し、お⼿元のカードの該当欄へ⽇付と「Zoom受講」と記載し
てください。）

 ⼩テストが受講できるのは、講義開始から講義終了後60分までの間のみです。

 ⼩テストへ回答しない場合は、出席認定不要であるとして扱い、後⽇出席を認めることはいた
しません。

 講義開始30分を過ぎてからの⼊室は出席と認めません。原則60分以上の出席が必要です。
（Zoomでは受講者の⼊退室時刻及び滞在時間記録しています。）

 実際に講義に出席していないにも関わらず⼩テストへ回答する等の不正が発覚した場合、
⼤学院教育委員会及び教授会にて承認を得た上で、不正を⾏った学⽣の当該年度の特徴あ
るプログラム全てへの出席を取り消します。（2020年9⽉2⽇ ⼤学院教授会）



Important
 Starting from September 2020, attendance of “TOKUPRO” and “Premium Lecture” will be

checked by answering ”Tests & Quizzes” on NUCT.
”Tests & Quizzes” can only be answered by students who attended a lecture.
(You must answer a quiz, and write the date of attendance and ‘Taken through Zoom’ on your
TOKUPRO Card.)

 You can answer a quiz on NUCT during lecture-time and 60 minutes after a lecture.

 Your attendance won’t be accepted, if you don’t answer a quiz.

 Attending a lecture after 30 minutes from starting time is not accepted. You need to be in a
lecture at least 60 minutes.
(Zoom records the time of attendance/leave, and how long students stay in a lecture.)

 If we find students answering a quiz without attending a lecture, all attendance of
TOKUPRO in an academic year will be cancelled.



NUCTサイトへログイン１
Logging-in to NUCT

 https://ct.nagoya-u.ac.jp/portal

 ページ右上をクリックすると
ページが切り替わります。
The page will take you to log-
in screen by clicking the 
button. 



NUCTへログイン２
 https://ct.nagoya-u.ac.jp/portal

 名⼤IDとパスワードを
⼊⼒してください。

Please input your Nagoya University ID 
and password.



NUCTトップページから「（実施年度）特徴あるプログラム・プレ
ミアムレクチャー（TOKUPURO ／ Premium Lecture ）」を選択

 トップページ上部に選択できる
科⽬のタブがあります。
You can select a course category 
from the highlighted field.

 「2021特徴あるプログラ
ム・プレミアムレク
チャー（TOKUPURO／
Premium Lecture ）」
のタブをクリックして下さい。

Click 「2021特徴あるプログラム・
プレミアムレクチャー（TOKUPURO
／ Premium Lecture ）」tab.



⼩テストのタブをクリック

 「 2021特徴あるプログラム・プ
レミアムレクチャー
（TOKUPURO／ Premium 
Lecture ） 」のページ左側の
「⼩テスト」をクリックして
下さい。

 Click ”Tests & Quizzes” on
left after selecting 2020特徴
あるプログラム・プレミアム
レクチャー（TOKUPURO／
Premium Lecture ）.



⼩テストを受験（出席確認）  受験可能なテストが表⽰されます。
You can see available quizzes.

 各講義中に出されたキーワード⼜は問
題を解いて下さい。
Please answer a quiz or solve a
keyword provided during a lecture
you attended.

【注意】
⼩テストが受講できるのは、講義開始から
講義終了後60分までです。
You can answer a quiz on NUCT during 
lecture-time and 60 minutes after a 
lecture.
⼩テストに回答しない場合は出席と認めま
せん。
Failure of answering a quiz will result in 
an absence from a lecture.

後⽇出席の追認もいたしません。
We won’t confirm the attendance day 
after a lecture. 




