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全日病SQUE eラーニング 主な機能●

講義

講義は1コマ60分（映像講義45分＋講義確認テスト15分）に統一

されているため、研修計画の組み立て、研修の進め方が簡潔明

瞭です。受講者は手元資料を準備して、受講します。尚、講義は

何度でも受講可能です。

演習・実習

講義画面

講義確認テスト

受講状況を見る（マネージャー画面）

講義確認テスト

講義に関連する3〜5肢1択形式（一部例外あり）の問題が各5問

ランダムに出題されます。受講者が自身の理解度をチェックする

ための形成的評価としてご活用ください。講義時間の9割を視聴

後、受講可能です（講義を早送りしても講義確認テストは表示さ

れません）。

科目修了試験

総括的評価として2500問を超える問題群から科目修了試験の

設定が可能です。出題数、合格点、試験問題掲載期間、試験時

間を指定研修機関が自由に定めることができます。推奨する合

格点は8割以上です。

受講状況を見る

管理者画面の『受講状況をみる』から「ワンクリック」で個人の

受講状況を一目で確認できます。講義の受講状況（未受講、

受講中、受講済講義の状況）、講義の視聴時間、講義確認テスト

の点数、科目修了試験の結果が表示され、CSVデータで一括出力

可能です。

演習・実習

全日病SQUEeラーニングでは演習・実習も映像化しています。

演習・実習の進め方、症例提示、解説等はeラーニングでご利用

いただけます。演習・実習の詳しい手引きやワークシート、評価

表もダウンロードいただけます。

教育用電子カルテ

教育用電子カルテ

患者に対する実技を行う実習前訓練として活用できる「教育用電子

カルテ」を提供します。特定行為を実施するリアルに限りなく

近い患者の電子カルテを使用して情報収集を行い、シミュレー

ション学習の効果を飛躍的に向上させます。

New



2. 受講しているコースを選び、ユーザーID ・パスワードを入力し、ログインします。

S-QUE院内研修1000’のページが表示される場合
には、画面右上の「全日病SQUE看護師特定行為
研修」をクリックします。

ログイン方法について

クリックする

クリックする

クリックする

「ログインはこちら（会員専用）」をクリックする。

ホーム ホーム以外のページ

1. インターネットでS-QUE研究会サイトにアクセスして、「S-QUE院内研修1000’看護師特定行為研修（契約機関専
用）」ボタンをクリックします。

⚫ S-QUE研究会サイト https://s-que.net/

クリックする

クリック①

クリック②

https://s-que.net/


看護師特定行為研修のマイページと各機能について
学習ユーザー

科目一覧③

マイページ
科目一覧より講義を見たり、未受講の講義、受講中の講義、受講済みの講義が確認できます。
また、科目ごとに科目終了試験を受けることができます。

共通科目一覧
共通科目の講義一覧ページです。科目名を選択し、受講する講義名をクリックして講義を受
講してください。また、未受講の講義、受講中の講義、受講済みの講義が確認できます。

区分別科目一覧
区分別科目の一覧です。科目名を選択し、受講する講義名をクリックして講義を受講してくだ
さい。また、未受講の講義、受講中の講義、受講済みの講義が確認できます。
（※オプションで契約されている場合のみ表示されます）

教育カルテ 患者に対する実技を行う実習前訓練として活用できる「教育用電子カルテ」が利用できます。

ポートフォリオ 受講した研修の一覧、申請者番号を確認でき、また研修受講一覧をPDFで出力できます。

個人設定 個人の登録情報が確認、編集できます。

科目一覧から受講する科目を選択してください。

施設の担当者が設定画面にて受講許可をすると、科目修了試験に挑戦できます。

未受講の講義、受講中の講義、受講済みの講義が一覧で表示され、講義名をクリックし講義画面を開きます。

区分別科目を選択している施設

特定行為研修に関する疑問や不明点について確認、質問ができます。

①

③ ②

④
③

⑥
④

メニューバー各機能①

科目修了試験を受験する②

未受講の講義/受講中の講義/受講済みの講義④

美看⑥

②

⑤

デフォルトの画面

⑤

⑥

クリックする

マネージャーからのメッセージが表示されます。また受け取ったメッセージに返信することができます。

メッセージ⑤

New

①



⚫ 共通科目一覧

⚫ 区分別科目一覧

講義を受講する

2. テキストをダウンロードし、再生ボタンをクリックして動画を再生し、受講してください。

1. マイページの科目一覧、もしくはメニューバーの
『共通科目一覧』、『区分別科目一覧』より科目名
を選択し、受講する講義名をクリックしてください。

マイページ

⚫未受講の場合

⚫受講中の場合

⚫受講済みの場合

テキストをダウンロードし、動画
の再生ボタンをクリックして動画
を再生してください。

ダウンロードしたテキストを
用意し、動画の再生ボタンをク
リックして動画を再生してくだ
さい。

講義時間の9割以上を受講する
と講義確認テストができるよ
うになります。

表示が「受講済み」になり、
テスト結果の点数が表示され
ます。

受講済みの講義も何度でもご覧
いただけます。

※「全画面表示モード」ボタンで講義画面が全画面表示になります。

テキスト

全画面表示

学習ユーザー

クリックする
クリックする

再生ボタン 全画面表示



VI総合病院 高橋花子さん

講義確認テストをする

1. 講義時間の9割以上を受講すると講義確認テストが
できるようになります。表示された「テストを受ける」
ボタンをクリックして確認テストを受けてください。

2. 「テスト開始」ボタンをクリックし、テストを開始してくだ
さい。テストの制限時間は10分、問題数は5問です。

クリックする

3. テストは、選択式になっています。該当するものに
チェックして全ての設問に解答し、「採点する」ボタン
をクリックしてください。

設問画面

解答画面

4. テスト結果と解答、解説が表示されます。

クリックする

VI総合病院 高橋花子さん

学習ユーザー

※ご注意ください 各講義の講義確認テストの受講は1回限りです。

テスト開始をクリックしてた時点で有効になりますので、準備をして
からテストを始めてください。

講義詳細

マネージャーの方へ

講義確認テストは、デフォルトでは「1回のみ受講」に設定
されています。複数回の受講に変更をご希望の場合には、

S-QUE研究会（0120-128-774）までお問合せください。

クリックする



教育用電子カルテ

3. テキスト（演習シート）をダウンロードし、再生ボタン
をクリックして動画を再生し、受講してください。

4. 「教育カルテへ移動する」をクリックします。

5. 電子カルテを確認し、演習シートに記入してください。

学習ユーザー

クリックする

New

患者に対する実技を行う実習前訓練として活用できる「教育用電子カルテ」が使えるようになりました。
特定行為を実施するリアルに限りなく近い患者の電子カルテを使用して情報収集を行い、シミュレーション学習
の効果を飛躍的に向上させます。ペーパーシミュレーションの課題である情報の真正性、情報量、忠実度、
臨場感を補う教材としてご利用ください。

1. メニューバーの『教育カルテ』をクリックします。

2. 受講する教育カルテ名をクリックします。

クリックする

②クリックする

患者基礎情報 ／ 経過表

①クリックする



美看サイトでQ&Aを検索する

➢ 美看サイトの最新Q&A

最新の質問・回答された内容が閲覧できます。

1. 『美看』ボタンをクリックします。

3. 検索したい質問の内容が一覧にない時は、質問を受け付けます。
「美看CNへの質問はこちらから」、「美看CNに質問する」ボタン
をクリックし、質問フォームからご質問ください。

看護師特定行為

学習ユーザー

『美看』は、看護現場で感じる技術やケアについての疑問や不明点を確認するサイトです。看護師特定行為研修の
疑問について、各看護分野32人の専門家に質問できます。また、3000問を超えるQ&Aから検索もできます。

⚫ 検索できる看護分野

⚫ 検索できる看護管理

2. 「検索できる看護分野」から「看護師特定行為」を選択し、クリッ
クします。もしくは、検索したい質問のキーワードを入力し、「検
索」ボタンをクリックします。

キーワードに関連する質問の一覧が表示されます。閲覧する
質問をクリックして、質問と回答をご覧ください。

クリックする
クリックする

クリックする



1. メニューバーの『ポートフォリオ』をクリックします。
受講した科目の受講状況（単位数、科目修了試験
の点数、合否）が一覧で確認できます。

発行日：2021年5月16日

氏名：高橋花子

申請者コード：4833747277

3. 研修受講一覧は印刷いただけます。

⚫ 申請者コード

申請者コードは、ユーザー IDとは別に1人１人に割り当て
られる10桁の数字です。
受講者が指定研修機関にポートフォリオを提出すると、
指定研修機関の管理者は申請者コードを使用して、その
受講者の特定行為研修の受講履歴が確認できます。

ポートフォリオを作成する
学習ユーザー

特定行為研修

受講看護師

（あらかじめ受講済）

ポートフォリオ

を提出

ポートフォリオにある
申請者コードを使用
して特定行為研修
の受講履歴を管理

施設A 指定研修機関

指定研修機関が認めた場合は、指定研修機関及び協力施設でない看護職員が全日病SQUEeラーニングで既に履修

した科目について、履修の状況に応じその時間数の全部または一部が免除されます。
※あらかじめ、指定研修機関と協議することをお勧めします。

研修受講一覧

2. 科目名をクリックすると、科目ごとの受講した研修の
履歴が確認でき、また、研修受講一覧をPDFで出力
できます。

クリックする

発行日：2021年5月16日
氏名：高橋花子

申請者コード：4833747277 



マネージャーの管理機能について

演習・実習一覧 グループワークによる演習の一覧ページです。

科目修了試験管理 科目修了試験の細かい設定が行えます。

申請状況をみる 申請者コードから科目別修了試験の結果、科目別受講状況、受講状況が確認できます。

受講状況をみる
受講者ごとの受講状況、講義ごとの受講状況、科目修了試験の状況、演習/実習/OSCEの
状況が確認でき、CSV出力してデータを管理いただけます。また、特定行為研修成績報告書
の作成ができるようになりました。

登録状況をみる 登録ユーザーの確認、変更・削除ができます。

新規登録 ユーザーの新規登録ができます。

組織登録設定 部署、役職の登録設定ができます。

メッセージ 登録ユーザーへの連絡（全ユーザー、部署、役職ごと）ができます。

メニューバー各機能

クリックする

画面右上の「マネージャー」ボタンをクリックします。

マネージャー

New



1. メニューバーの『演習・実習一覧』をクリックし、
演習名・実習名をクリックしてください。

演習・実習一覧

※「全画面表示モード」ボタンで講義画面が全画面表示になります。

テキスト
再生ボタン 全画面表示

演習中には、グループワークを行う時間が設けられています。

演習・実習を受ける

『演習・実習一覧』からグループワークによる演習・実習が受講できます。

マネージャー

実施後は評価の基準をもとに受講者の評価を
行います。

マネージャー
(演習・OSCE・実習)

クリックする

「演習・OSCE・実習」の教材のみを閲覧できます。
指定研修機関以外の指導者で演習・OSCE・実習のコンテンツを確認する必要があるが、受講履歴までは確認する必要が
ない場合などに活用できます。

「演習・実習の手引き」ダウンロード

各演習・実習の事前準備や進め方、評価方法等が詳細に
記載された手引き資料です。
管理者・指導者の方の参考資料として活用できます。

※実習評価表（チェックリスト）が追加されました。

2. テキストをダウンロードし、「再生ボタン」を
クリックして動画を再生し、受講してください。

New

⚫ マネージャーの権限について

マネージャー

マネージャー
(演習・OSCE・実習)

登録状況や受講状況など、全ての管理を行うことができます。



科目修了試験管理
1. メニューバーの「科目修了試験管理」をクリックし、各

科目の項目を設定し、「確認する」ボタンをクリックして
確認後、「設定する」をクリックしてください。

※受験設定は、すべてを「有」「無」に設定
することができます。また、キーワード検索で
ユーザー名を入力して表示させることがで
きます。

科目修了試験管理

『科目修了試験管理』から科目修了試験の細かい設定が行えます。

マネージャー

2. メニューバーの『科目修了試験管理』をクリックし、
「科目修了試験受講者設定」ボタンをクリックして、各
科目の科目修了試験の受験者を設定してください。

3. 各科目の「受験者を選ぶ」ボタンをクリックして、
各受験者の受験設定の有無を選択してください。

科目修了試験受講者設定

※『科目修了試験管理設定』から引き続き設定
する場合には、「科目修了試験受験者を選ぶ」
ボタンをクリックしてください。

クリックする

クリックする

クリックする

• 問題数
• 合格点
• 制限時間
• 開始日時/終了日時の設定
• 出題内容の固定のON/OFF

※科目修了試験の出題内容を全ユーザー同じ、または
ランダムにするかの選択ができます。

New

⚫ 設定項目



メニューバーの『受講状況をみる』をクリックし、
『受講者ごとに受講状況をみる』、『講義ごとに受講
状況をみる』、『科目修了試験の状況をみる』、
『演習/実習/OSCEの状況をみる』のいずれかを
選択し、受講状況を確認します。

受講状況をみる

『受講状況をみる』から登録ユーザーの受講状況の管理が行えます。

マネージャー

受講者ごとに受講状況をみる
受講者ごとの受講状況を一覧で確認できます。
特定行為研修成績報告書が作成できます。

講義ごとに受講状況をみる 講義ごとの受講者全員の受講状況を一覧で確認できます。

科目修了試験の状況をみる 科目修了試験の受講状況を一覧で確認できます。

演習/実習/OSCEの状況をみる 演習・OSCE・実習を管理画面上で管理できます。

⚫受講者ごとに受講状況をみる

1. キーワードに確認する受講者名を入力し、「表示」
ボタンをクリックする。

2. 『講義ごとに受講状況をみる』の「詳細」ボタン
をクリックし、受講状況を確認します。

クリックする

New



マネージャーNew

共通科目の科目ごとの履修時間・出欠席・筆記試験結果・合否判定等の情報を入力／編集できる
機能に加え、eラーニングの全ての受講履歴を統合して PDFデータに出力できます。出力機能は学習
ユーザーの『ポートフォリオ』ページからも可能です。

⚫特定行為研修成績報告書を作成する

クリックする

1. 『講義ごとの受講状況をみる』の「成績」ボタンを
クリックし、受講状況を確認します。

2. 必要事項を入力してください。

3. 特定行為研修研修成績報告書はPDFで出力できます。

• 看護師特定行為研修センター長
• 登録研修期間
• 評価期間
• 履修時間
• 履修詳細
• 評価
• 欠席時間
• 筆記試験
• 判定
※一部の情報は履歴から自動で反映されます。

⚫ 設定項目

クリックする

クリックする



1. メニューバーの『受講状況をみる』をクリックし、
『講義ごとに受講状況をみる』を選択し、受講
状況を確認します。

受講状況をみる

⚫ CSV出力保存
CSV出力保存では、表示された講義の受講
状況とテストの状況をCSVデータで出力し、
管理いただけます。

⚫ プリントする
表示された講義のグループ受講状況を一覧
でプリントいただけます。

⚫ 科目別受講状況
科目別のグループ受講状況とテストの状況
をCSVデータで出力し、管理いただけます。

CSVデータ CSVデータは、登録ユーザーの講義の受講ステータス、視聴時間の合計、テスト最高点が表示されます。

➢ 受講ステータス

登録ユーザーの現在の受講ステータス（未受講か受講
中か受講済）が表示されます。

➢ 視聴時間合計

視聴時間合計は、講義を視聴した合計時間が表示さ
れます。

➢ テスト最高点

講義確認テストの最高点が表示されます。

マネージャー

テスト最高点

⚫講義ごとに受講状況をみる

New

「科目別受講状況」のCSV出力より、全科目の受講状況を一括出力できるようになりました。

⚫ 受講状況の全科目一括出力について

クリックする



マネージャー

⚫科目修了試験の状況をみる

1. 『科目修了試験の状況をみる』を選択します。

2. 科目を選択し、『結果詳細』の「詳細」ボタンを
クリックし、受講状況を確認します。

クリックする

3. 科目修了試験の結果詳細が確認できます。

受講状況をみる



マネージャー

⚫演習/実習/OSCEの状況をみる

1. 『演習/実習/OSCEの状況をみる』を選択します。

2. 科目、分類、研修名を選択し、『ステータス/メモ』
の「ステータス/メモ 変更」ボタンをクリックし、
受講状況を確認します。

クリックする

3. 「受講/未受講」、「症例数」「フリーワードメモ」など
更新可能で、OSCEでは「合格／不合格」の記載が
可能、実習では修了した「症例数」をセレクトボック
ス（1～10症例まで）から選択できます。

受講状況をみる

⚫ CSV出力保存
CSV出力保存では、表示された研修の受講
状況、症例、メモをCSVデータで出力し、管理
いただけます。

⚫ プリントする
表示された研修の状況を一覧でプリントいた
だけます。

「講義はeラーニングで管理」「演習・OSCE・実習は紙ベース

で管理」と分けて管理していたところ、講義・演習・OSCE・実習を
すべてeラーニングで一括管理できます。

使い方例

New⚫ 区分別科目の実習も管理できるようになりました。

クリックする



⚫ CSV出力保存
CSV出力保存では、登録職員の登録状況をCSV
データで確認いただけます。

⚫ プリントする
登録ユーザーの登録状況を一覧でプリントいた
だけます。

ユーザーの権限、部署、役職など登録ユーザーの登録内容の変更、削除が簡単に行えます。

『登録状況をみる』から登録ユーザーの登録状況を確認、変更、削除いただけます。

特定のユーザーの登録状況（ユーザーID、パスワード等）
を確認する。

クリックする

クリックする

1. メニューバーの『登録状況をみる』画面を開きます。

2. ユーザー検索のキーワードに検索したい登録ユーザーの
名前、ユーザーID、メールアドレスのいずれかを入力し、
「表示」ボタンをクリックします。

3. 「詳細」ボタンをクリックし、登録状況を確認ください。

※登録状況は部署、役職ごとに検索することが可能です。

登録状況をみる

登録状況を変更、削除する

1. メニューバーの『登録状況をみる』画面を開きます。

2. ユーザー検索のキーワードに検索したい登録ユーザー
の名前、ユーザーID、メールアドレスのいずれかを入力
し、「表示」ボタンをクリックします。

3. 「変更・削除する」ボタンをクリックしてください。

4. 変更したい箇所を修正して「確認」ボタンをクリック
し、登録内容に問題がなければ「登録」ボタンをクリッ
クして登録内容の変更は完了です。

※登録を削除するには、「削除」ボタンをクリックしてください。

クリックする

クリックする

マネージャー

※区分別科目の閲覧権限を受講者ごとに設定することが
できます。詳しくは、S-QUE研究会までご連絡ください。

「演習・OSCE・実習」の教材のみを閲覧できます。

指定研修機関以外の指導者で演習・OSCE・実習の
コンテンツを確認する必要があるが、受講履歴まで
は確認する必要がない場合などに活用できます。

⚫ マネージャーの権限について

マネージャー

マネージャー
(演習・OSCE・実習)

登録状況や受講状況など、全ての管理を行う
ことができます。



1. メニューバーの「申請状況をみる」をクリックし、申請者
コードを入力し、「表示」ボタンをクリックしてください。

申請状況をみる
マネージャー

※こちらの機能は、指定研修機関及び協力施設で使用します

2. 申請者の名前と「科目別修了試験結果」、「科目別
受講状況」、「受講状況」が一覧で表示されます。科目別修了試験結果

科目別受講状況

受講状況

ポートフォリオを提出

指定研修機関

申請状況を確認

施設 A

全日病SQUE eラ
ーニングで看護師
特定行為研修の講
義、講義確認テス
トを受講。

指定研修機関が認めた場合は、 指定研修機関及び協力施設でない看護職員が全日病SQUE eラーニ

ングで既に履修した科目について、履修の状況に応じその時間数の全部または一部が免除されます。

指定研修機関の管理者は、『申請状況をみる』から受講者の申請者コードで科目別修了試験の結果、

科目別受講状況、受講状況が確認できます。
※所属する受講者の受講履歴等は、『受講状況をみる』画面より確認できます。

特定行為研修
受講看護師

あらかじめ受講済

受講者の申請者
コードで『申請状
況をみる』 画面よ
り、その受講者の
特定行為研修の
受講履歴を管理

⚫ 申請者コードとは

申請者コードは、ユーザーIDとは別に受講者1人１人に割り当
てられる10桁の数字です。（※ポートフォリオの右上に記載）

受講者が指定研修機関にポートフォリオを提出すると、指定研
修機関の管理者は申請者コードを使用して、その受講者の
特定行為研修の受講履歴が確認できます。

（詳しくは→P８）



⚫ 一括登録

『新規登録』からユーザーの新規登録が行えます。 ⚫ 個別登録

CSVデータ入力

姓 名 セイ メイ 権限 部署名 役職名 パスワード
メール
アドレス

山田 花子 ヤマダ ハナコ 学習ユーザー

必須項目です 必須項目です

1000看護部 看護師長

⚫ 権限：「マネージャー」「マネージャー（演習/実習のみ）」「学習ユーザー」のいずれかを入力してください。

（※マネージャーは登録ユーザーの登録管理や受講管理が行えます。）

⚫ パスワード： 4文字以上、8文字以内で半角英数記号で入力してください。（必須）

⚫ 部署名・役職名：組織登録設定にて登録された「部署名」「役職名」を入力してください。部署名、役職名を追加したい場合には、『組織登録設定』

画面にて部署名、役職名を追加してください。

入
力
例

新規登録をする

クリックする

1. メニューバーの『新規登録』画面を開きます。

2. 新規登録フォームに登録者の情報を入力して「確認」ボタ
ンをクリックしてください。（※名前、ヨミガナ、パスワード
は必須項目です。）

3. 登録内容を確認し、「登録」ボタンをクリックして登録
は完了です。

4. 登録者のユーザーID・パスワードは、「ユーザー詳細」画
面にて確認ください。

※登録の際に、メールアドレスを登録した登録者には、自動
配信メールにてユーザーID・パスワードが連絡されます。

1. メニューバーの『新規登録』画面を開きます。

2. 一括登録のフォーマット（CSVファイル）をダウンロード
します。

3. フォーマットに登録者の情報を入力してください。

4. データをそのままの形式（拡張子は .csv）で保存します。

5. アップロードするCSVファイルを選択し、「アップロード」
ボタンをクリックしてください。

※一度に登録できるユーザー数は500が上限になります。

クリックする

6. 登録画面の情報を確認し、登録に誤りがなければ「確認」
ボタンをクリックします。

※エラー表示（赤）のある部分は修正してください。

7. 確認画面の「登録」ボタンをクリックして登録は完了です。

8. 登録者のユーザーID・パスワードは、「CSVダウンロー
ド」ボタンをクリックし、CSVデータとして出力ください。

※登録の際に、メールアドレスを登録した登録者には、自動
配信メールにてユーザーID・パスワードが連絡されます。

マネージャー



『組織登録設定』から部署、役職の追加、修正、削除が行えます。

部署、役職の「新規追加」ボタンをクリックして、登録する
部署名、役職名を入力し、「登録する」ボタンをクリック
して登録は完了です。

➢ 部署、役職を新規登録する

修正する部署、役職を選択し、「修正」ボタンをクリック
して、部署名、役職名を修正し、「登録する」ボタンを
クリックして登録修正は完了です。

➢ 登録した部署名、役職名を修正する

削除する部署、役職を選択し、「削除」ボタンをクリック
して、「消去する」ボタンをクリックしてください。

※削除したい部署、役職にユーザーが登録されている場合
は、そのユーザーの部署、役職を変更してから削除してく
ださい。

➢ 部署、役職を削除する

メニューバーの『組織登録設定』画面を開きます。

組織登録設定で部署、役職を登録する

クリックする

クリックする

クリックする

マネージャー



学習ユーザー画面

クリックする

1. 『メッセージ』画面を開きます。

2. 「新規作成」ボタンをクリックします。

3. 宛先※1、タイトル、メッセージを入力し、「確認」ボタン
をクリックします。

※1 選択項目を未選択の場合は登録者全員に送信されます。

4. 確認画面で内容を確認し、「送信」ボタンをクリックし
て、メッセージ送信完了です。

マネージャー

クリックする

クリックする

メッセージを送ってみましょう

『メッセージ』画面でマネージャーからユーザーへメッセージを送信できます。送信されたメッセージは、各ユーザー
のオンデマンド研修画面上に表示されます。

送信したメッセージは、学習ユーザー画面
の「メッセージ」欄に表示されます。

1. 「メッセージ」をクリックします。

2. 「メッセージを書く」欄にメッセージを入力し、「送信」ボタン
をクリックして、メッセージの送信完了です。

学習ユーザー画面

3/30の演習参加でお願いします。

ユーザーがマネージャーからのメッセージに返信することができます。

①クリックする

②クリックする



GoogleChromeでも映像が再生できない場合

お手数ですが下記まで電話またはメールでお問合せください

講義に関する質問やお問合せは、画面下の「お問合せ」をクリックし、お問合せフォームよりお問合せ
ください。

クリックする

お問合せフォーム

クリックする

講義に関する質問・お問合せ

技術に関するお問合せ

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

※上記の利用環境に対応しておりますが、各端末で
可能な限り最新のバージョンにアップデートしてご利用
ください。

InternetExplorer と Microsoft Edge

で視聴できない場合、

GoogleChromeをご利用ください。

⚫ Google Cromeダウンロードサイト

https://www.google.com/intl/ja_ALL/chrome/

クリックする

https://www.google.com/intl/ja_ALL/chrome/

