
 
 
 

 
※新入生は，まず情報セキュリティ研修を受講し合格

する必要があります．情報セキュリティ研修に合格す

ることで，はじめて名古屋大学 ID が有効になります． 
https://ist.nagoya-u.ac.jp/ より受講してください．詳

細は情報セキュリティ研修受講手順書をご覧下さい． 
 
ラボの端末を初めて利用する際は，必ず最初にパスワ

ード変更を行ってください． 
１．端末を起動します． 
２．ログイン画面では次のように入力しログインして

ください． 
ユーザー名 password 
パスワード 何も入力しないでください 

 
 
 
 
３．Windows にログインすると自動的にパスワード

変更システムのログイン画面が表示されます．次

のように入力しログインしてください． 
User ID 自分自身の名古屋大学 ID 
パスワード 名古屋大学 ID のパスワード 

 
 
 
 
 
 
 
 

このあとは，画面の指示に従ってパスワード変更を行

い，最後に Windows からログアウトし，次回からは

自分自身の名古屋大学 ID でログインしてください． 

 
 
 

 
ラボの Windows は日本語だけでなく，複数の言語に

切替て利用することができます． 
１．端末を起動します． 
２．ログイン画面では次のように入力しログインして

ください． 
ユーザー名 lang 
パスワード lang 

 
 
 
 
 
 
３．Windows にログインすると自動的に言語切替シ

ステムのログイン画面が表示されます．次のよう

に入力しログインしてください．もし言語切替シ

ステムのログインできない場合は，左の項のパス

ワード変更を行ってください． 
User ID 自分自身の名古屋大学 ID 
パスワード 名古屋大学 ID のパスワード 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
このあとは，画面の指示に従って希望の言語選択を行

い，最後に Windows からログアウトし，次に自分自

身の名古屋大学 ID でログインしたときから，先ほど

選択した言語で Windows が利用可能になります． 

情報メディア教育システムを初めて利用する際の注意点 

初回ログイン時のパスワード変更について Windows の言語切替について 



 
 
 
 
 
 
 
 
When you use the terminal of lab for the first time, 
you have to change your password. 
１．You start the terminal. 
２．Enter the following on the login screen. 

ユーザー名 (User name) password 
パスワード (Password) Please do not enter 

anything. 
 

 
 
 
 
３．Login screen for the password change system is 

appeared automatically when you login to 
Windows. Enter as follows and login. 

User ID Your Nagoya University ID 

Password Password of your Nagoya University ID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

After that, you change your password according to 
the instruction, then logout of Windows at the end. 
Please login using your Nagoya University ID from 
the next time. 

 
 
 
Windows terminal in the lab is available to switch 
to multiple languages. 
１．You start the terminal. 
２．Enter the following on the login screen. 
ユーザー名 (User name) lang 
パスワード (Password) lang 

 

 
 
 
 
 
 
３．Login screen for the language switching system 

is appeared automatically when you login to 
Windows. Enter as follows and login. If you 
can’t login this system, please change your 
password by the way described in the left part. 

User ID Your Nagoya University ID 
Password Password of your Nagoya University ID 

 
After that, you choose language according to the 
instruction, then logout of Windows at the end.  

Windows starts in the language that you chose from 
your next login. 

About a password change at the first login About the switching the language to use 

Notes when using the Information Media system for the first time 

First year students have to take the Information Security 

Training. When you pass the test, your Nagoya University 

ID will be usable. 

Access https://ist.nagoya-u.ac.jp/ . For more information, 

refer to the Information Security Training instruction. 


