Technical Notes for Presenters
プレゼンターの皆様へ プレゼンテーションに関する技術的なお知らせ
Connecting to a projector:

プロジェクターへの接続に関して

All presentation classrooms have ceiling projectors.
All projectors use VGA cables only. Our projectors do
not have wireless capabilities, or HDMI connectors. If
your device does not have a VGA connector, you will
need to bring your own adapter.
If you connect to a projector with your own PC, you
will be able to use the screen in front of the classroom.
But if you want to have attendees see your screen on
the student/client PCs, you must use the teacher panel
PC. If you want to share screens with the student PCs,
bring your presentation on a USB stick ready to transfer
to the teacher panel PC. The classroom PCs run on
Windows XP, and either Powerpoint 2007 or 2010.
Thus, if you are a Linux or Mac user and want to use
screen sharing, you will need to convert your
presentation to Powerpoint format. Note also that the
Flash and Java versions on these PCs are not up to date.
Rooms 201, 202, and 213 are CALL classrooms with
dual projectors. In these rooms you can project on one
screen with your own PC using one projector, and
project something else on the other screen using the
teacher panel PC.
One final note. Laser pointers are not provided.

プレゼンテーションが行われる全ての教室は天井から吊
り下げ式のプロジェクターの準備があります。全てのプロ
ジェクターはＶＧＡケーブルのみの接続可能ですので、
ＨＤＭＩをお使いの場合はご自分のアダプターをお持ちく
ださい。プロジェクターへの無線接続は対応していませ
ん。
ご自分のＰＣを使用される場合、プレゼンの際は前
方のスクリーンをお使い頂きます。 参加者のＰＣにプレ
ゼン資料を映し出されたい場合は、教卓ＰＣを使用す
る必要がありますので、その場合は資料をＵＳＢにてお
持ちください。教室のＰＣは Windows XP,
Powerpoint 2007 または 2010.で対応可能です。
Linux またはＭａｃをお使いの方は
Powerpoint フォーマットへの変換をお願いします。 教
室ＰＣのフラッシュやＪＡＶＡの最新バージョンではありま
せんので、ご了承ください。
２０１、２０２、２１３のＣＡＬＬ教室はデュアル・プロジェ
クター方式ですので、一方でご自分のＰＣから画像を
見せながら、同時に教師用パネルＰＣで別の画像を見
せることが可能です。
レーザー・ポインターの準備は各自でお願いします。

LAN Access:

ＬＡＮアクセス

Wi-fi access is available in all presentation
classrooms. However, be sure to request your account
at the reception desk ahead of time, input your SSID
and key, and test your PC in advance. Wi-fi signal
strength in the presentation classrooms should be
excellent.
OKIU security policy prohibits guest access to the
wired LAN. Sorry, but all access must go through the
wireless LAN.
For more details, see the OKIU Wireless LAN Access
Notes.

プレゼンテーションが行われる全ての教室では Wifi の使用が可能です。その場合、受付にてアカウン
トの申し出をして頂き、ＳＳＩＤとＫＥＹを入力の上、
ＰＣの状況を事前確認下さい。プレゼン教室のシグ
ナルは良好です。
沖縄国際大学のセキュリティポリシーとして、ワイヤ
レスのみの対応となります。
詳しくは無線ＬＡＮアクセス・ガイドラインを参照下さ
い。

