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 2019 年 4月 9日 

大学院生 各位 

Graduate School Students 

 

 

本学における研究倫理教育の受講について 

Obligatory Program for Compliance and Research Ethics Education 

 

 

各研究科の新年度ガイダンスでお知らせした通り，本学では大学院生に研究者倫理に

関する規範意識を徹底できるよう，研究倫理教育「APRIN eラーニングプログラム」の

受講を義務付けています。同プログラムは e-ラーニングにより教材を受講し，さらに

教材内容に関するクイズに解答して８０％以上正答することで修了できます。受講にあ

たっては，必ずクイズに回答し，修了判定まで終えるようにしてください。 

As you have been noticed at each guidance session of your graduate school, our 

graduate schools mandate each student to receive research ethics education [APRIN 

e-Learning Program]. This is an On-line Program, which requires 80% correct 

answers at the minimum for completion of the course of your choice. When taking 

this course, make sure to complete thoroughly by answering all the quizzes and 

by activating the acknowledgement process at the end by checking the relevant 

button on the screen. 

 

 

 

１．ＵＲＬ 

https://edu.aprin.or.jp/ 

 

2019年度新入生は 4月 10日から受講可能です。5月末日までに受講を終えてください。 

New students will be accessible to this program from April 10. 

Make sure to complete the program by the end of May. 

 

 

 

 

 

 

https://edu.aprin.or.jp/
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２．ＩＤ（Username）・パスワード（Password） 

（1）2017 年度以前入学者（Students enrolled in AY 2017 and before） 

ＩＤ 

（Username） 

MJ ＋ 学生番号 10桁 

（MJ + your 10-digit Student ID Number） 

パスワード 

（Password） 

meiji ＋ 学生番号下 5桁 

（meiji + the last 5 digits of your Student ID Number） 

 

 

（2）2018 年度以降入学者（Students enrolled in after AY 2018） 

ＩＤ 

（Username） 

MJ ＋ 学生番号 10桁 

（MJ + your 10-digit Student ID Number） 

パスワード 

（Password） 

Meiji ＋ 学生番号下 5桁 ＋#   

（Meiji + the last 5 digits of your Student ID Number + #） 

 

 

３．受講時のコース選択について 

大学院生は，【JSTコース】のうち，自身の研究分野に近いコースを 1つ選択し，受

講しなければなりません。 

初回ログインの際，明治大学受講者コースと JST コースの両方が表示されますが，

明治大学受講者コースは選択しないでください。また，その際，JST コースのチェッ

クボックスすべてにチェックが入っていますが，受講するコース以外のチェックを外

してください。 

 Choose one course which is closest to the field of your research among “JST  

Course” by filling a check in the checkbox. Make sure to uncheck the checkbox 

of which you do not take. 

 

 

受講しないコースのチェック

を外してください。 

Uncheck the course you do not 

take. 
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４．補足（Footnote） 

（1）初期パスワードと初期メールアドレスは仮登録ですので，各自で必ず登録しなお 

してください。 

The initial password and the initial email address (dummy) are for temporary  

use. Make sure to change them to your own original password and email address. 

 

（2）すでに他機関の ID とパスワードで受講している場合，本学の ID とパスワードで

受講する必要はありませんが，他機関で受講したことを証明する「修了証」を研究

科窓口まで提出してください。 

   If you have already completed a course of the same program with an Username 

and a password under the supervision of another institution, you are required 

to submit the “COURSE COMPLETION REPORT” at Graduate School Office. Taking 

a course with Meiji University’s Username and password is not necessary. 

 

（3）内部進学者で，現在の課程に入学前に受講を終えている場合，改めて受講する必

要はありません。 

If you have completed the program at the previous course at Meiji University, 

you are exempt from this requirement this time. 

 

以上 

大学院事務室 


