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6-2 OC導線カセットを編集する

6-3 OCページを編集する
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動画の撮影・投稿・管理方法を説明します。
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6-1 OCストーリーズとは
OCストーリーズは、ご参画いただいた学部学科のオープンキャンパスの魅力を伝えるOCページを作成し、
OCページへのアクセスを促すための機能です。

OCストーリーズでできること

OC導線カセットの作成と編集 OCページへ誘導する導線カセットを作成します。
作成した導線カセットは、スタディサプリ進路の分野検索結
果一覧などに表示され、OCページへのアクセスを促します。

OCページ／学校OCページの
作成と編集

オープンキャンパスイベントを紹介するOCページを作成しま
す。イベントの概要のほか、イベントの流れやインタビュー
なども簡単に作成できます。

「OCカメラ」で撮影された
動画や静止画の投稿

専用カメラアプリ「OCカメラ」を使って、貴校のスタッフや
学生が撮影した動画や静止画を、OCページに投稿します。

OCカメラ
撮影・動画投稿

承認

管理者

スタッフ・学生

アクティベー
ションコード

動画公開

OCページ

OCカメラ／OCストーリーズ

OC導線カセット
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6-2 OC導線カセットを編集する
OC導線カセットは、スタディサプリ進路の分野検索結果一覧や貴校ページから、オープンキャンパスイベ
ントを紹介するOCページに誘導する導線です。

1. 原稿入稿システムのサイドナビゲーションメニュー［OCページ・OC導
線カセット］をクリックします。

2. OC導線カセットを編集する学校
または学部の［OC導線カセット
確認／編集］ボタンをクリック
します。

原稿入稿システムについては、「3-1 原稿入稿システムとは」を参照してく
ださい。

参照

［OCページ・OC導線カセット］画面が表示されます。
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［OC導線カセットの編集］画面が表示されます。

掲載するカセットを選択

スタディサプリ進路に掲載するOC導線
カセットを選択します。

⚫ リクルート制作
リクルートが制作したOC導線カ
セットです。

⚫ お客様入稿
貴校が制作したOC導線カセットで
す。

カセットを編集する

［編集］ボタンをクリックして表示さ
れる［OC導線カセットの編集］画面で、
OC導線カセットを編集してください。

編集方法については、次ページを参照
してください。

カセットを新規作成する

［新規作成］ボタンをクリックして表
示される［OC導線カセットの編集］画
面で、OC導線カセットを作成してくだ
さい。

作成方法は、OC導線カセットの編集と
同じです。次ページを参照してくださ
い。
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6-2 OC導線カセットを編集する

3. ［OC導線カセットの編集］画面の各項目を編集します。

OC導線カセット

⚫ タイトル
OC導線カセットのタイトルを入力
します。

⚫ キャッチ
OC導線カセットのキャッチコピー
を入力します。

⚫ 開催地
開催地を入力します。

⚫ 開催日程
［開催日を設定］ボタンをクリック
して表示される［開催日程の設定］
画面でオープンキャンパスイベント
の開催日を選択し、［設定する］を
クリックします。

⚫ 画像
OC導線カセットに関連する画像を
アップロードします。［画像を追
加］ボタンをクリックし、画像を選
択してください。
すでに画像がアップロードされてい
る場合、画像にマウスカーソルを合
わせると［画像を削除］ボタンが表
示されます。［画像を削除］ボタ
ンをクリックすると、画像が削除さ
れます。

⚫ アップロード可能な画像サイズ
最小 W640px H640px
最大 W8000px H8000px 

4. 以下のどちらかの操作を実行します。

◼ 編集結果を保存する場合
［保存］ボタンをクリックします。

OC導線カセットの編集結果が保存され、［OC導線カセッ
トの編集］画面に戻ります。

◼ OC導線カセットを削除する場合
［削除］ボタンをクリックします。

確認のメッセージが表示されます。［OK］ボタンをクリッ
クするとOC導線カセットが削除され、［OC導線カセット
の編集］画面に戻ります。
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6-3 OCページを編集する
OCページは、オープンキャンパスイベントの紹介ページです。

2. OCページを編集する学校または
学部の［OCページ確認／編集］
ボタンをクリックします。

1. 原稿入稿システムのサイドナビゲーションメニュー［OCページ・OC導
線カセット］をクリックします。

原稿入稿システムについては、「3-1 原稿入稿システムとは」を参照してく
ださい。

参照

［OCページ・OC導線カセット］画面が表示されます。

［OCページの編集］画面が表示されます。
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（次ページに続く）

開催地と日程

開催地と日程を追加・編集します。

［＋追加］ボタンをクリックすると、
開催地と日程を追加できます。
登録されている開催地と日程を編集す
る場合は、［編集］ボタンをクリック
します。編集方法については、「開催
地と日程を編集する」を参照してくだ
さい。

概要

概要を追加・編集します。

［＋追加］ボタンをクリックすると、
概要を追加できます。
登録されている概要を編集する場合は、
［編集］ボタンをクリックします。

編集方法については、「概要を編集す
る」を参照してください。

イベントの流れ

イベントの流れを追加・編集します。

［＋追加］ボタンをクリックすると、
イベントの流れを追加できます。

登録されているイベントの流れを編集
する場合は、［編集］ボタンをクリッ
クします。編集方法については、「イ
ベントの流れを編集する」を参照して
ください。

［プレビュー］ボタン

OCページのプレビュー画面を別ウィン
ドウに表示します。

インタビュー

インタビューを追加・編集します。

［＋追加］ボタンをクリックすると、
インタビューを追加できます。

登録されているインタビューを編集す
る場合は、［編集］ボタンをクリック
します。

編集方法については、「インタビュー
を編集する」を参照してください。

リクルートがOCページの制作を代行するオプションを利用されている場合、各項目に「リクルート制
作」が表示され、OCページの内容が表示されます。

参考
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（前ページからの続き）

その他

その他の情報を追加・編集します。

［＋追加］ボタンをクリックすると、
その他の情報を追加できます。

登録されているその他の情報を編集す
る場合は、［編集］ボタンをクリック
します。

編集方法については、「その他の情報
を編集する」を参照してください。

［プレビュー］ボタン

OCページのプレビュー画面を別ウィン
ドウに表示します。
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開催地と日程を編集する

① ［開催地と日程の編集］画面の各項目を編集します。

開催地
⚫ 開催地写真

開催地の写真をアップロードします。
［画像を追加］ボタンをクリックし、
画像を選択してください。

⚫ 開催地補足コメント
開催地についての補足事項を入力し
ます。

⚫ 開催地
開催地を入力します。

イベント
⚫ オープンキャンパスイベントのタイ

トルを入力します。
⚫ 対象学部学科名

オープンキャンパスイベントの対象
の学部や学科の名称を入力します。

⚫ 開催日程
［開催日を設定］ボタンをクリック
して表示される［開催日程の設定］
画面でオープンキャンパスイベント
の開催日を選択し、［設定する］を
クリックします。

⚫ 日時補足コメント
開催日時についての補足事項を入力
します。

クリックすると、イベントの掲載順を
入れ替えます。

［イベントを追加］ボタン
イベントを追加できます。

② ［一時保存］ボタンをクリックし
ます。
開催地と日程の編集結果が一時保
存され、［OCページの編集］画面
に戻ります。

※［掲載停止］ボタンをクリックする
と、OCページへの開催地と日程の
掲載を停止します。
新規作成の場合、ボタンは表示され
ません。
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概要を編集する

① ［概要の編集］画面の各項目を編集します。

メインカラム

メインカラムは、概要のメインの情報です。
⚫ 見出し

概要の見出しを入力します。
⚫ 画像

概要に関連する写真をアップロードしま
す。［画像を追加］ボタンをクリックし、
画像を選択してください。

⚫ 画像キャプション
画像のキャプションを入力します。

⚫ タイトル
概要のタイトルを入力します。

⚫ 本文
概要の本文を入力します。

サブカラム

サブカラムは、概要の補足情報です。
⚫ タイトル

概要の補足情報のタイトルを入力します。
⚫ 画像

概要の補足情報に関連する写真をアップ
ロードします。［画像を追加］ボタンを
クリックし、画像を選択してください。

⚫ 画像キャプション
画像のキャプションを入力します。

⚫ 本文
概要の補足情報の本文を入力します。

クリックすると、サブカラムの掲載順を入
れ替えます。

［サブカラムを追加］ボタン
サブカラムを追加できます。

② ［一時保存］ボタンをクリックします。

概要の編集結果が一時保存され、［OC
ページの編集］画面に戻ります。

※［掲載停止］ボタンをクリックすると、
OCページへの概要の掲載を停止します。
新規作成の場合、ボタンは表示されませ
ん。

［削除］ボタン
サブカラムが削除されます。



6-11

6-3 OCページを編集する

イベントの流れを編集する

① ［イベントの流れの編集］画面の各項目を編集します。

見出し

⚫ 見出し
イベントの流れの見出しを入力しま
す。

カラム

カラムには、イベントの内容を1カラ
ムに1つずつ、順番に入力します。
⚫ タイトル

イベントの内容を示すタイトルを
入力します。
（タイトル例）
1つ目のカラム：学校説明会
2つ目のカラム：体験実習

⚫ 画像
関連する写真をアップロードしま
す。［画像を追加］ボタンをク
リックし、画像を選択してくださ
い。

⚫ 画像キャプション
画像のキャプションを入力します。

⚫ 本文
イベントの流れの説明を入力しま
す。

クリックすると、カラムの掲載順を入
れ替えます。

［カラムを追加］ボタン
カラムを追加できます。

② ［一時保存］ボタンをクリックし
ます。

イベントの流れの編集結果が一時
保存され、［OCページの編集］画
面に戻ります。

※［掲載停止］ボタンをクリックする
と、OCページへのイベントの流れ
の掲載を停止します。
新規作成の場合、ボタンは表示され
ません。

［削除］ボタン
クリックすると、カラムが削除されま
す。
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インタビューを編集する

① ［インタビューの編集］画面の各項目を編集します。

メインカラム

メインカラムは、インタビューのメインの情報で
す。
⚫ 見出し

インタビューの見出しを入力します。
⚫ 画像

インタビューに関連する写真をアップロードし
ます。［画像を追加］ボタンをクリックし、画
像を選択してください。

⚫ 画像キャプション
画像のキャプションを入力します。

⚫ タイトル
インタビューのタイトルを入力します。

⚫ 所属
インタビュー対象者の所属（学部・学科等）を
入力します。

⚫ 名前
インタビューの対象者の名前を入力します。

⚫ 本文
インタビューの本文を入力します。

サブカラム

サブカラムは、インタビューの補足情報です。
⚫ タイトル

インタビューの補足情報のタイトルを入力しま
す。

⚫ 画像
インタビューの補足情報に関連する写真をアッ
プロードします。［画像を追加］ボタンをク
リックし、画像を選択してください。

⚫ 画像キャプション
画像のキャプションを入力します。

⚫ 本文
補足情報の本文を入力します。

クリックすると、サブカラムの掲載順を入れ替え
ます。

［サブカラムを追加］ボタン
サブカラムを追加できます。

② ［一時保存］ボタンをクリックします。

インタビューの編集結果が一時保存され、
［OCページの編集］画面に戻ります。

※［掲載停止］ボタンをクリックすると、OCペー
ジへのインタビューの掲載を停止します。
新規作成の場合、ボタンは表示されません。

［削除］ボタン
クリックすると、サブカラムが削除されます。
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その他の情報を編集する

① ［その他の編集］画面の各項目を編集します。

メインカラム

メインカラムは、その他の情報の、メイン
の情報です。
⚫ 見出し

その他の情報の見出しを入力します。
⚫ タイトル

その他の情報のタイトルを入力します。
⚫ 画像

その他の情報に関連する写真をアップ
ロードします。［画像を追加］ボタンを
クリックし、画像を選択してください。

⚫ 画像キャプション
画像のキャプションを入力します。

⚫ 本文
その他の情報の本文を入力します。

サブカラム

サブカラムは、その他の情報の補足情報で
す。
⚫ タイトル

補足情報のタイトルを入力します。
⚫ 画像

補足情報に関連する写真をアップロード
します。［画像を追加］ボタンをクリッ
クし、画像を選択してください。

⚫ 画像キャプション
画像のキャプションを入力します。

⚫ 本文
補足情報の本文を入力します。

クリックすると、サブカラムの掲載順を入
れ替えます。

［サブカラムを追加］ボタン
サブカラムを追加できます。

② ［一時保存］ボタンをクリックします。

その他の情報の編集結果が一時保存され、
［OCページの編集］画面に戻ります。

※［掲載停止］ボタンをクリックすると、
OCページへのその他の情報の掲載を停
止します。
新規作成の場合、ボタンは表示されませ
ん。

［削除］ボタン
クリックすると、サブカラムが削除されま
す。
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3. OCページを編集後、以下のいずれかの操作を実行します。

ボタン 説明
新規追加の

場合
下書きの場合

掲載中原稿の
場合

下書き保存 OCページを下書きとして保存します。 〇 ー ー

一時保存
下書きや掲載中原稿の編集内容を一時
保存します。

ー 〇 〇

入稿 OCページを入稿します。 ー ー 〇

削除 OCページを削除します。 ー 〇 〇

掲載停止 OCページの掲載を停止します。 ー ー 〇

OCページの状態によって、表示されるボタンが異なります。以下の表を参照のうえ、操作を実行してくだ
さい。画面例は、掲載中原稿の場合です。

（凡例）〇：ボタンあり －：ボタンなし
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6-4 OCカメラ動画を投稿・編集する

アクティベーションコードは、OCカメラと貴校を紐付けるための認証コードです。

アクティベーションコードの作成、配布、および削除方法を説明します。

6-4-1 アクティベーションコードを管理する

3. ［新規コードを作成］ボタンを
クリックします。

［OCカメラアプリのアクティベー
ト］－［新規コード発行］画面が
表示されます。

1. 原稿入稿システムのサイドナビゲーションメニュー［OCカメラ動画］を
クリックします。

原稿入稿システムについては、「3-1 原稿入稿システムとは」を参照してく
ださい。

参照

2. ［アクティベーションコード一
覧］ボタンをクリックします。

［OCカメラアプリアクティベー
ション］－［アクティベーション
コード一覧］画面が表示されます。

4. アクティベーションコード配布
時のタイトルをテキストボック
スに入力し、［コードを生成す
る］ボタンをクリックします。

アクティベーションコードを作成する

アクティベーションコードの作成方法を説明します。

OCカメラ動画は、貴校のスタッフや学生が撮影して投稿します。スタッフや学生がOCカメラ動画を撮影す
るには、OCカメラという専用のアプリを使用します。

OCカメラ動画を投稿・編集をするための以下の操作を説明します。

⚫ OCカメラをアクティベーションするためのアクティベーションコードの管理
⚫ OCカメラインストールと設定、およびOCカメラ動画の撮影・編集・投稿
⚫ 投稿されたOCカメラ動画の管理
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［印刷用画面を表示］ボタンをク
リックすると、アクティベーショ
ンコードの印刷用画面が表示され
ます。印刷用画面の例を次ページ
に示します。

1. ［詳細］ボタンをクリックしま
す。

アクティベーションコードが表示
されます。

2. 表示されたアクティベーション
コードのQRコードを配布します。

アクティベーションコードが作成され、
［OCカメラアプリアクティベーショ
ン］－［アクティベーションコード一
覧］画面に戻ります。

アクティベーションコードを配布する
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アクティベーションコードの印刷用画面の例

印刷用画面を印刷し、OCカメラを利用する貴校の学生や担当者に配布してください。

アクティベーションコードの削除方法を説明します。

1. ［削除］ボタンをクリックしま
す。

確認のメッセージが表示されます。

2. ［OK］ボタンをクリックします。

アクティベーションコードが削除
されます。

アクティベーションコードを削除する
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6-4-2 OCカメラ動画を投稿する

OCカメラのインストール方法を説明します。

1. 配布されているアクティベー
ションコードに記載されている
OCカメラインストール用のQR
コードを、スマートフォンで読
み込みます。
ここでは例として、印刷したア
クティベーション情報に記載さ
れているQRコードを示します。

OCカメラのインストールページが
表示されます。

3. ［はじめる］ボタンをタップします。 4. ［ニックネーム］と［所属］を入力し、
［登録する］ボタンをクリックします。

2. 画面の指示に従って、OCカメラをインストールします。

インストールが完了すると、OCカメラが起動し、初期画面が表示されます。

［あなたのプロフィールを入力してくださ
い］画面が表示されます。 アクティベーションコードのQRコードを読み

取る画面が表示されます。

OCカメラをインストールする

iOS版とAndroid版で一部機能が異なります。ここではiOS版でご説明します。
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5. アクティベーションコードのQRコードを枠
内に映します。

7. ［OK］をタップします。

アクティベーションが完了し、プロフィール
を入力する画面が表示されます。

6. ［ニックネーム］と［所属］を編集し、
［登録する］ボタンをタップします。

プロフィールが登録され、カメラへのアクセ
スを求めるメッセージが表示されます。

※ アクティベーションできなかった場合
アクティベーションコードのQRコードを読
み取れなかった場合は、「まだQRコードを
もらっていない場合」をタップし、表示され
たメッセージで［OK］をタップしてくださ
い。

カメラへのアクセスを求めるメッセージが表
示されます。アクティベーションできなかった場合は、

右の「※アクティベーションできなかった場
合」を参照してください。

参考
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［あなただけのOCストーリーズを届けよ
う！］画面が表示されます。

次回以降の起動時は、OCカメラのアイコン
をタップしてください。［あなただけのOC
ストーリーズを届けよう！］画面が表示され
ます。

参考

OCカメラがアクティベーションされた後は、同じ学校の
他のユーザーが投稿したストーリーを参照できます。

参考
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OCカメラの以下の設定方法を説明します。

⚫ プロフィールを編集する

⚫ 利用規約・プライバシーポリシーを確認する

⚫ 学校を設定する

⚫ 登録情報をリセットする

OCカメラは、［あなただけのOCストーリーズを届けよう！］画面右上の をタップして表示される［設
定］画面で設定します。

1. ［設定］画面で［プロフィール編集］を
タップします。

2. ［ニックネーム］と［所属］を編集し、
［更新する］ボタンをタップします。

［あなたのプロフィールを入力してくださ
い］画面が表示されます。

プロフィールが更新され、［設定］画面に戻
ります。

OCカメラを設定する

◼ プロフィールを編集する
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1. ［設定］画面で［利用規約・プライバシー
ポリシー］をタップします。

2. 利用規約とプライバシーポリシーを確認し、
［完了］をタップします。

利用規約とプライバシーポリシーが表示さ
れます。

［設定］画面に戻ります。

1. ［設定］画面で［学校を設定する］をタッ
プします。

2. 「OCカメラをインストールする」の手順5.
と手順6.を実行します。

アクティベーションコードのQRコードを読
み取る画面が表示されます。

◼ 利用規約・プライバシーポリシーを確認する

◼ 学校を設定する
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動画と静止画を撮影する

1. ［設定］画面で［登録情報をリセットす
る］をタップします。

2. ［リセットする］をタップします。

確認のメッセージが表示されます。

登録情報がリセットされ、初回にOCカメラを
インストールした後に表示される初期画面が
表示されます。

3. 再びOCカメラを使用する場合は、「OC
カメラをインストールする」の手順3.以
降を実行します。

OCカメラで動画と静止画を撮影する方法を説明します。

動画と静止画は、［あなただけのOCストーリーズを届けよう！］画面の をタップして表示される撮影
画面で撮影します。

⚫ 「あなただけのOCストーリーズを届けよ
う！」画面に戻ります。

⚫ 下書きが保存されている場合は、下書きの
一覧が表示されます。

フラッシュを使用する場合
にタップします。

タップするごとに、前面カメラ
と背面カメラを切り替えます。

スマートフォンに保存されている動画
と静止画のサムネールを表示します。

撮影ボタンです。
動画または静止画を撮影する
ときに使用します。

◼ 登録情報をリセットする
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1. 撮影ボタンを長押しします。

撮影中は、撮影ボタンの円に沿って赤いゲー
ジが表示されます。

2. 撮影を止める場合は、撮影ボタンから指を
離します。

加工画面が表示されます。

長押しする

動画の加工については、「動画と静止画を加工する」を参照してください。

参照

1. 撮影ボタンをタップします。 静止画が撮影され、加工画面が表示されます。

タップする

静止画の加工については、「動画と静止画を加工する」を参照してください。

参照

◼ 動画を撮影する

◼ 静止画を撮影する



加工画面は、以下のいずれかを実行すると表示されます。

⚫ 動画や静止画を撮影

⚫ 撮影画面で をタップし、スマートフォンに保存されている静止画を選択

⚫ 撮影画面で をタップし、スマートフォンに保存されている動画を選択してトリミング

加工画面について、以下に説明します。
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OCカメラの加工画面で、動画と静止画に文字を追加できます。
また、保存した動画を読み込んだときに表示される動画編集画面で、動画をトリミング（動画の開始位置と
終了位置を変更）できます。

撮影画面に戻ります。

動画または静止画を保存し
ます。

動画の音声をミュートします。

動画と静止画に文字を追加します。
操作方法については、以下の「文字
を追加する」の説明を参照してくだ
さい。

加工を完了したらタップして投稿し
ます。動画と静止画の投稿について
は、「動画と静止画を投稿する」を
参照してください。

動画と静止画を加工する

1. 以下のどちらかを実行します。

⚫ 加工画面の右上の をタップする
⚫ 加工画面の任意の場所をタップする

2. ［文字色］をタップし、文字色をタップし
ます。また、［背景色］をタップして文字
の背景色をタップします。

画面をスライドすると、別の色パレットが表
示されます。

文字加工画面が表示され、色パレットと
キーボードが表示されます。

文字の追加方法について、以下に説明します。

任意の場所を
タップする

◼ 文字を追加する
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3. 文字を入力します。
背景色を指定した場合は、文字の背景に色
が表示されます。

5. 画面右上の をタップします。

文字が追加され、加工画面に戻ります。

4. 画面左上の をタップし、段落レイアウ
トを設定します。
タップするごとに右揃え→左揃え→中央揃
えが切り替わります。

文字を入力して加工画面に戻った場合、およ
び保存していた動画や静止画を読み込んだ場
合は、文字部分をタップしてから段落レイア
ウトを設定してください。

参考

6. 以下のどちらかの操作を実行します。

⚫ をタップして保存する
⚫ ［加工完了］をタップして投稿する

動画と静止画の投稿については、「動画と静
止画を投稿する」を参照してください。

参照



撮影画面で をタップし、スマートフォンに保存されている動画を読み込んだ場合、動画のトリミング画
面が表示されます。
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動画をトリミングします。

撮影画面に戻ります。
トリミングを完了した後、タップし
ます。加工画面が表示されます。

1. 左の黄色のバーをスライドし、動画の開始
位置を設定します。また、右の黄色のバー
をスライドし、動画の終了位置を設定しま
す。

2. 画面右下の をタップします。

加工画面が表示されます。

開始位置

動画を再生します。

終了位置

加工画面、および文字の追加については、前
述の「文字を追加する」を参照してください。

参照

◼ 動画をトリミングする

最短で1秒間、最長で30秒間トリミングできます。
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OCカメラで撮影した動画と静止画の投稿方法を説明します。また、投稿の下書きを保存し、編集してから
投稿する方法を説明します。

1. 加工画面で［加工完了］をタップします。

3. 学部・学科をタップし、［OK］をタップし
ます。

カテゴリを選択する画面が表示されます。

動画と静止画を投稿する

◼ 動画と静止画を投稿する

コメントを入力する画面が表示されます。

2. カテゴリを選択し、［完了］をタップしま
す。

学部・学科を選択する画面が表示されます。

4. コメントを入力し、［完了］をタップしま
す。

ストーリーを投稿する画面が表示されます。

［下書き保存］をタップすると、下書きとし
て保存できます。「■動画と静止画の投稿の
下書きを保存し、後日投稿する」を参照して
ください。

参照



6-29

6-4 OCカメラ動画を投稿・編集する

5. ［ストーリーを投稿する］ボタンをタップ
します。

ストーリーの投稿が開始されます。
投稿が完了すると、「あなたの学校のス
トーリー」画面が表示されます。

また、投稿したストーリーが［OCカメラ動
画の確認/承認］-［OCカメラ動画一覧］に
表示されます。

［OCカメラ動画の確認/承認］-［OCカメラ
動画一覧］については、「6-4-3 OCカメラ
動画を管理する」を参照してください。

参照

［下書き保存］をタップすると、下書きとし
て保存できます。「■動画と静止画の投稿の
下書きを保存し、後日投稿する」を参照して
ください。

参照
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1. 加工画面で［加工完了］をタップします。

下書きが保存され、「あなたのストー
リー」画面が表示されます。

3. 以下のどちらかの操作を実行します。

⚫ 下書きをタップし、改めて編集する

⚫ をタップして撮影画面を表示し、別の動
画や静止画を撮影する

手順5.以降を参照してください。

参照

「動画と静止画を撮影する」を参照してくだ
さい。

参照

◼ 動画と静止画の投稿の下書きを保存し、後日投稿する

カテゴリを選択する画面が表示されます。

2. ［下書きを保存］をタップします。
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4. 下書きを保存した後に別の操作を実行した
場合、以下のどちらかの操作で下書き一覧
を表示します。

⚫ OCカメラを終了し、改めて起動する
⚫ 撮影画面左上の をタップする

5. 「あなたのストーリー」画面で、編集する
下書きをタップします。

下書きの編集画面が表示されます。

6. 画面右上の［編集］をタップします。

⚫ ［×］をタップすると、「あなたのストー
リー」に戻ります。

⚫ をタップするとスマートフォンに動画または
静止画が保存されます。

操作メニューが表示されます。
加工画面が表示されます。

加工画面、および文字の追加については、前
述の「文字を追加する」を参照してください。

参照

7. ［編集・投稿］をタップします。

⚫ ［削除］をタップすると、下書きが削除されま
す。

⚫ ［キャンセル］をタップすると、下書きの編集
画面に戻ります。
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6-4-3 OCカメラ動画を管理する

OCカメラ動画は、原稿入稿システムのサイドナビゲーションメニュー［OCカメラ動画］をクリックして表
示される［OCカメラ動画の確認/承認］-［OCカメラ動画一覧］画面で管理します。

動画や静止画が入稿されていない
場合は、左記の画面が表示されま
す。［アクティベーションコード
一覧］ボタンをクリックし、
［OCカメラアプリアクティベー
ション］画面でアクティベーショ
ンコードを作成して、スタッフや
学生に動画や静止画の入稿を依頼
してください。
アクティベーションコードの作成
方法については、「6-4-1 アク
ティベーションコードを管理す
る」を参照してください。

参考

画面右上の［アクティベーションコード一覧］ボタンをクリックすると［OCカメラアプリアクティ
ベーション］画面が表示され、アクティベーションコードの管理操作ができます。アクティベーショ
ンコードの管理については、「6-4-1 アクティベーションコードを管理する」を参照してください。

参考

以下に、OCカメラ動画の検索、情報の編集、および承認／公開方法を説明します。また、OCカメラ動画の
公開停止と削除方法を説明します。
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他の学部・学科・コースのOCカメラ動
画を表示する場合、［学部・学科・
コースを選択］ボタンをクリックし、
［学部・学科・コースを選択］画面で
学部・学科・コースを選択します。

OCカメラ動画の一覧の表示順を選択し
ます。

⚫ 新着順
投稿日が新しいOCカメラ動画から
順番に表示されます。

⚫ 優先度順
優先度が高いOCカメラ動画から順
番に表示されます。

一覧に表示するOCカメラ動画のステー
タスにチェックを付けます。

2. ［情報を編集］ボタンをクリッ
クします。

［OCカメラ動画の編集］画面が表
示されます。

1. 「OCカメラ動画を検索する」を実行し、情報を編集するOCカメラ動画を検索します。

OCカメラ動画を検索する

OCカメラ動画の情報を編集する
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2. 各項目を設定します。

OCカメラ動画概要

⚫ 所属
撮影者の所属を入力します。

⚫ ニックネーム
撮影者のニックネームを入力します。

⚫ プロフィール写真
撮影者のプロフィール写真が表示さ
れます。

⚫ コメント
OCカメラ動画のコメントを入力し
ます。

⚫ 撮影日
［撮影日を設定］ボタンをクリック
して表示される［撮影日を設定］画
面で、撮影日を選択します。

⚫ カテゴリ
OCカメラ動画のカテゴリをドロッ
プダウンリストで選択します。

⚫ 優先表示
スタディサプリ進路に公開される表
出優先度をドロップダウンリストで
選択します。★が多いほど、上位に
表示されます。

公開先
⚫ 公開ページ

OCカメラ動画を公開するページに
チェックを付けます。

イベント画面への表示

⚫ OCカメラ動画を表示するイベントの一覧が表示されます。
⚫ ［追加］ボタン

［OCカメラ動画を表示するイベントを選択］画面が表示さ
れ、OCカメラ動画を表示するイベントを選択して追加でき
ます。

⚫ ［削除］ボタン
［削除］ボタンをクリックすると、イベントからOCカメラ
動画が削除されます。

OCカメラ動画を表示するイベントの選択と追加について
は、次ページの「OCカメラ動画を表示するイベントを選
択して追加する」を参照してください。

参照

3. ［保存］ボタンをクリックします。

OCカメラ動画の情報が保存され、
［OCカメラ］画面に戻ります。

⚫ ［承認／公開］ボタンをク
リックすると、OCカメラ動画
を承認して公開します。OCカ
メラ動画の承認／公開につい
ては、「OCカメラ動画を承認
／公開する」を参照してくだ
さい。

⚫ ［リジェクト］ボタンをク
リックすると、OCカメラ動画
を削除します。OCカメラ動画
の削除については、「OCカメ
ラ動画を削除する」を参照し
てください。

参照
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OCカメラ動画を表示するイベントを選択して追加する

OCカメラ動画の情報を編集する画面の「イベント画面への表示」で［追加］ボタンをクリックします。

［OCカメラ動画を表示するイベントを選択］画面が表示されます。

2. OCカメラ動画を表示するイベントにチェッ
クを付けます。

3. ［OK］ボタンをクリックします。

選択したイベントが、OCカメラ動画の情報を
編集する画面の「イベント画面への表示」に
追加されます。

2. ［承認／公開］ボタンをクリッ
クします。

OCカメラ動画が公開されます。

1. 「OCカメラ動画を検索する」を実行し、承認／公開するOCカメラ動画を検索します。

OCカメラ動画を承認／公開する

OCカメラ動画を承認して公開するには、「カテゴリ」と「公開先」の設定が必要です。「OCカメラ動
画の情報を編集する」を参照し、事前に「カテゴリ」と「公開先」を設定することを推奨します。

参考

「カテゴリ」と「公開先」を設定していない場合、手順2.を実行すると［OCカメラ動画の編集］画面
が表示されます。「カテゴリ」と「公開先」を設定し、画面下部の［承認/公開］ボタンをクリックし
てください。

参考
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3. 著作権に関する注意事項を確認
の上、「確認して投稿する」を
クリック
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2. ［公開停止］ボタンをクリック
します。

OCカメラ動画の公開が停止されま
す。

1. 「OCカメラ動画を検索する」を実行し、公開を停止するOCカメラ動画を検索します。

OCカメラ動画の公開を停止する

OCカメラ動画の削除方法を説明します。

2. ［リジェクト］ボタンをクリッ
クします。

OCカメラ動画が［ゴミ箱］タブに
移動します。

1. 「OCカメラ動画を検索する」を実行し、削除するOCカメラ動画を検索します。

OCカメラ動画を削除する
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3. ［ゴミ箱］タブをクリックしま
す。

4. 削除するOCカメラ動画の［完全
に削除］ボタンをクリックしま
す。

［ゴミ箱］からOCカメラ動画が削
除されます。

次の手順を実行すると、OCカメ
ラ動画が削除され、元に戻せませ
ん。削除しても問題がないことを
確認のうえ、操作を実行してくだ
さい。

注意

⚫ ［情報を編集］ボタンをクリックすると、OCカメラ動画の情報を編集できます。OCカメラ動画の
情報の編集については、「OCカメラ動画の情報を編集する」を参照してください。

⚫ ［元に戻す］ボタンをクリックすると、OCカメラ動画が［OCカメラ動画一覧］タブに戻ります。

参考
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