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１. Ｐｏｒｔａｌ-ＯＳＵ（保護者ポータルシステム）とは？

Ｐｏｒｔａｌ-ＯＳＵとは、ご子女の学生生活に関する情報（時間割、その他お知らせなど）をＷｅｂ上で提供する総合案内シ

ステムです。

お知らせや時間割など学生個人に応じた内容の情報が表示されます。また、メール配信設定をすることにより、大学

からの個人連絡をメールで受け取ることもできます。

このＰｏｒｔａｌ-ＯＳＵの一部の機能は、通常のパソコンブラウザだけでなく、スマートフォンなどからでも利用可能です。 

【主な機能】

(1) お知らせ 大阪産業大学及び後援会等、各部署からの各種お知らせを確認できます。

(2) 時間割  休補講、教室教員変更など講義に関する連絡を確認できます。

(3) イベント出欠登録 後援会が実施する地区教育懇談会、定期総会などの開催案内やご回答を提供します。

(4) 成績表ダウンロード ご子女の成績表をダウンロードすることができます。

(5) 個人設定 各種お知らせメールの配信設定、Ｗｅｂリンクの作成（ブックマーク）等を設定できます。

※ご子女の履修に応じた情報（時間割、休補講情報等）は履修確定後から配信されます。

※スマホ用で参照可能項目は、お知らせ、時間割、授業関連情報、履修登録確認表ダウンロード、成績表ダウンロード、

メール通知設定です。（一部利用できない機種があります）

※「メール通知設定」にて配信希望の設定を行うと、「お知らせ」がメールで配信されます。

２. ユーザーID とパスワード

保護者ポータルを利用するには、ユーザーID・パスワードが必要です。 
ユーザーID と初期パスワードは

・ユーザーID  ：”p”+ご子女の学籍番号（英小文字） 学籍番号が 17P999 ならば、p17p999 です。 
・初期パスワード ：事前に送付しているものをご利用ください。

初期パスワードは必ず変更し、各自が責任を持って管理してください。

変更方法は「３. パスワード、初期化用メールアドレスを変更（設定）する。」を参照し、変更してください。

１０．住所等を変更する。 ............................................................................................................ 15  
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３. ご利用する前の初期設定方法

(1) 大阪産業大学後援会 ホームページからリンクをクリックしてください。

大阪産業大学のホームページ→「保護者の方」→「後援会 （保護者の会）」

保護者ポータルサイト

①大学のホームページの

後援会をクリック。

③保護者情報変更をクリック。

②後援会のページから保護者

ポータルサイトにログイン

します。
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(2) 保護者情報変更にログインする。

(3) 保護者情報を変更する。

ユーザーID とパスワードを入力し、

「ログイン」をクリックする。

保護者情報変更には、以下の３つの機能があります。 

A.初めて利用される場合

⇒4 ページへ

B.パスワードのみ変更される場合

⇒4 ページへ

C.メールアドレスのみ変更される場合

⇒5 ページへ
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A.初めて利用される方へ

■新しいパスワードとメールアドレスを入力してください。

登録が完了すると登録したメールアドレスに登録完了メールが送信されますのでご確認ください。 

B.パスワードのみの変更

■新しいパスワードを入力してください。

新しいパスワードとメールアドレスを入力して、「保存」をクリック。 

※メールアドレスはパスワードを初期化する場合に必要になりますので

必ず登録してください。

また保護者ポータルのメール通知設定とは異なるのでご注意ください。

新しいパスワードを入力して、「保存」をクリック。 



5 / 22 

登録完了画面がでます。 

新しいパスワードは各自が責任を持って管理してください。 

C.メールアドレスのみの変更

新しいメールアドレスを入力してください。 

登録が完了すると登録したメールアドレスに登録完了メールが送信されますのでご確認ください。 

新しいメールアドレスを入力して、「保存」をクリック。 
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４. 保護者ポータルへのログイン方法

下記の URL、または QR コードからログイン画面にアクセスしてください。 
保護者ポータル（PC 用） https://j04-ppplw.osaka-sandai.ac.jp/uniprove_pt/UnLoginControl 

保護者ポータル（スマホ用） https://j04-ppplw.osaka-sandai.ac.jp/uniprove_pt/UnLoginControlSP 

■スマートフォン用 QR コード

※スマートフォン版保護者ポータルのマニュアルはこちらをご参照ください。

上記の URL または QR コードよりログイン画面が表示されます。 

・学生・教職員用ポータルシステムのログイン画面からでは保護者はログインできませんので、必ず保護者ポー

タルのログイン画面よりログインをしてください。

・ユーザーID・初期パスワードは事前に送付しているものをご利用してください。

パスワードを忘れた場合「11.パスワードを Web 上で初期化する。」を参照してください。

・パスワード初期化用のメールアドレス未登録でパスワードをお忘れになった場合は、下記 URL より PDF を

ダウンロードし、大学に送付してください。

■申請書ダウンロード

http://wr19.osaka-sandai.ac.jp/cnt/pp29/pdf/pw_reset.pdf

」
ユーザーID とパスワードを入力して

ログインボタンをクリックしてください。

https://j04-ppplw.osaka-sandai.ac.jp/uniprove_pt/UnLoginControl
https://j04-ppplw.osaka-sandai.ac.jp/uniprove_pt/UnLoginControlSP
http://wr19.osaka-sandai.ac.jp/cnt/pp29/pdf/pw_reset.pdf
http://wr19.osaka-sandai.ac.jp/cnt/pp29/pdf/pw_reset.pdf
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ログインすると、ポータルトップ画面が表示されます。

・お知らせ

⇒「５. お知らせ・個人伝言を確認する。」を参照。

・イベント一覧

⇒「６. イベントの出欠回答をする。」を参照。

・時間割

⇒「７. 学生の時間割を確認する。」を参照。

・履修登録確認表

⇒「８. 履修登録確認表をダウンロードする。」を参照。

・成績表

⇒「９. 成績表をダウンロードする。」を参照。

・メール通知設定

⇒「１０. お知らせ等のメール通知設定をする。」を参照。
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５. お知らせ・個人伝言を確認する。

・大阪産業大学及び後援会等、各部署からの各種お知らせを確認できます。

(1) ポータルトップ画面より「お知らせ一覧へ」をクリック。

(2) お知らせの一覧が表示されます。

【アイコン種別】

：教務事項（教務課）に関する連絡です。

：学生生活（学生生活課）に関する連絡です。

：進路支援（キャリアセンター）に関する連絡です。

：大学からの伝言のお知らせです。

：大学からの呼出のお知らせです。

：その他のお知らせです。
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(3) お知らせをクリックすると詳細の内容が確認できます。

・添付ファイルがある場合は、クリックすることで、ダウンロードすることができます。

・URL がある場合は、クリックすることで指定のページに遷移できます。

６. イベントの出欠回答をする。

・後援会が実施する地区教育懇談会、定期総会などの開催案内やご回答を提供します。

回答をするイベントをクリック。

イベントは 2 種類あります。

A.定期総会

⇒１０ページへ

B.地区教育懇談会

⇒１１ページへ
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A.定期総会の場合

イベント回答完了画面が表示されます。

【回答内容】

・定期総会出欠【必須】：定期総会の出欠の回答をします。

・定期総会出席者数：定期総会を出席の場合は必ず出席者数を回答してください。

・就職懇談会出欠【必須】：就職懇談会の出欠の回答をします。

・就職懇談会出席者数：就職懇談会を出席の場合は必ず出席者数を回答してください。

・懇談希望：就職懇談会を出席の場合は必ず懇談希望を入力してください。

入力が完了したら、「登録」をクリック。
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B.地区教育懇談会の場合

【回答内容】

地区懇談会出欠【必須】：出欠の回答をします。

会場：出席回答した場合は必ず会場を選択してください。

質問事項：地区教育懇談会での質問事項を選択します。

支部総会出欠：支部総会の出欠の回答をします。

入力が完了したら、「登録」をクリック。

イベント回答完了画面が表示されます。
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７. 学生の時間割を確認する。

左に表示された月日の時間割が表示されます。

授業に関する連絡事項がある場合には、下部に下記アイコンが表

示されます。

右側の矢印ボタンが下記のようにピンク色になっている

場合は、6 時限目の授業が存在します。 
授業情報を確認する場合は、矢印ボタンを押して下さい。

授業名クリックでシラバスを参照できます。

日付クリックで、カレンダーから表示したい日を選

択できます。また、上下のボタンクリックで表示日を

１日毎に変更することもできます。
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８. 履修登録確認表をダウンロードする

(1) 「履修登録確認表ダウンロード」をクリック。

(2) 「履修登録確認表ダウンロード」をクリックし、ダウンロードする。

履修登録確認表の見方はこちらをクリックし、参照。

http://www.osaka-sandai.ac.jp/file/life/ins/b_bord/report/kmkrk.pdf
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９. 成績表をダウンロードする

(1) 「成績表ダウンロード」をクリック。

(2) 「成績表ダウンロード」をクリックし、ダウンロードする。

成績表の見方はこちらをクリックし、参照。

http://www.osaka-sandai.ac.jp/file/life/ins/b_bord/report/kmkssk.pdf


(2)「メニュー画面へ」をクリックし、「学生情報登録申請」をクリックする。

※デバイスの設定によっては、起動画面（2）が省略され、（1）→（3）へ遷移する場合があります

（3）住所等を変更する対象者横の鉛筆マーク をクリックし、変更申請を行います。
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10.  住所等を変更する。

(1)「学生情報登録申請」をクリックする。
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学生変更画面 

学生の氏名変更は、教務課窓口にて申し出てください。 

E-MAIL の変更は、こちらを参照してください。

正しい郵便番号、住所、電話番号を入力してください。 
郵便番号横の  から、郵便番号を入力することで、市区郡町村名まで自動入力されます。 
※マンションにお住まいの方は、マンション名および部屋番号を必ずご記入ください。

授業料（等）納付書・成績表といった重要な書類の送付先です。 
送付先の変更後、到着書類の見落とし等がないように充分ご注意ください。 
安易に変更せず必ず学生および保証人（保護者等）とで相談の上、変更してください。 

※修正後は、必ず「申請」ボタンを押してください。

※修正後は必ず「申請」ボタンを押してください。

保証人（保護者等）の変更および氏名変更は、教務課窓口にて申し出てください。 

保証人（保護者等）変更画面 

http://wr19.osaka-sandai.ac.jp/cnt/qa/portal/set_mail.html
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１1. お知らせ等のメール通知設定をする。

「メール通知設定」にて配信希望の設定を行うと、「お知らせ」がメールで配信されます。

(1) 「メール通知設定」をクリック。

(2) お知らせを受信する PC・携帯メールアドレスの入力、「種別」、「メール受信希望時間」を選択する。

３

「メールアドレス」

お知らせを受け取りたい PC・携帯メールアドレスを入力します。 
 【重要】メール送信時に使用するメールアドレスを登録してください。

「お知らせ種別」

・「教務」 ：教務事項（教務課）に関するお知らせ

・「学生生活」 ：学生生活（学生生活課）に関するお知らせ

・「進路支援」 ：進路支援（キャリアセンター）に関するお知らせ

・「その他」 ：その他、大学部署からのお知らせ

・「伝言」 ：個人に対する伝言

・「呼出」 ：大学からの呼出

「メール受信希望時間」

・「随時」 ：お知らせ掲示毎に配信

※緊急連絡の場合、受信希望時間に関わらず即時配信されます。
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(3) 配信先入力後、登録ボタンを押す。

メール通知設定　メール通知設定情報編集画面

設定条件

※学内メールアドレスは登録済みです。(s17a000@ge.osaka-sandai.ac.jp)

メールアドレス

登録状態 仮登録

配信先1

種別

メール受信時間（目安）

教務 学生生活 進路支援 その他✓ ✓ ✓ ✓ 伝言 呼出✓ ✓
※指定された種類のお知らせがメールで配信されます。

※指定された時間にメールが配信されます。

随時✓

メールアドレス

登録状態 未設定

配信先2

種別

メール受信時間（目安）

教務 学生生活 進路支援 その他✓ ✓ ✓ ✓ 伝言 呼出✓ ✓
※指定された種類のお知らせがメールで配信されます。

※指定された時間にメールが配信されます。

随時✓

メールアドレス

登録状態 未設定

配信先3

種別

メール受信時間（目安）

教務 学生生活 進路支援 その他✓ ✓ ✓ ✓ 伝言 呼出✓ ✓
※指定された種類のお知らせがメールで配信されます。

※指定された時間にメールが配信されます。

随時✓

登録 リセット

s17a000 @ sab.osaka-sandai.ac.jp

(4) 本登録を行うため、届いたメールの URL をクリックします。

※メールが受信できない場合、よくある質問にある「携帯・スマートフォンで大学からのメールを受け取れない。」

を参照し、メールフィルターの設定を見直してください。

入力した配信先へ仮登録メールが届くと、「未設定」⇒「仮登録」へ変更 

※メール受信後、「トップページ」→「メール通知設定」をクリックして確認すること

URL をクリック。
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(5) ユーザーID とパスワードを入力してログインをクリック。

(6) 配信先の状態が「本登録」と表示されれば、メール通知設定は完了です。

※配信先の状態表示が「本登録」以外の場合、メールは配信されません。

本登録を行うため、ユーザーＩＤとパスワードを入力。 

ログインをクリック。

設定終了後、「仮登録」⇒「本登録」へ変更 

※設定終了後、「トップページ」→「メール通知設定」をクリックして確認すること
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１2. パスワードを Web 上で初期化する。

(1) 保護者ポータルサイトより「パスワードを忘れた場合」をクリックする。

(2) 「保護者パスワードリセット」をクリックする。
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(3) ユーザーID と登録しているメールアドレスを入力。

※メールアドレスを登録していない場合は Web 上でのパスワードリセットができません。

その為、(2)に戻っていただき、申請書を記入し、大阪産業大学後援会に送付してください。

(4) 登録しているメールアドレスに送信します。

「送信」をクリックすると、登録し

ているメールアドレスに届きます。 
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(5) 届いたメールの URL をクリックする。

(6) 新しいパスワードを登録します。

(7) パスワード登録が完了しました。




