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教員免許更新講習講習生専用ページ
学校教育開発研究所教員免許更新講習講習生専用ページを説明します。
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１．ログインページを開く

学校教育開発研究所ホームページ（http://aises.info/）を開き、①「免許更新講習生サイト」を
クリックします。
「教員免許更新講習」の下の「eラーニングサイト」は、免許更新講習とは別の受講ページですので
ご注意ください。
（注意：マニュアル内の画像には過去講習時のものがあります。実際と見た目が若干異なりますので予めご了承ください。）

②「教員免許更サイト
受講者ログイン」ページ

教員免許更新講習案内ページ（上図参照）右
横の「免許更新講習生サイト」をクリックする
と②「教員免許更サイト 受講者ログイン」
（https://menkyo.aises.info/users/login/）が
表示されます。

こちらのeラーニングサイトは

免許更新講習ではありませんので、
お間違えないようご注意下さい。

①「免許更新」から
「免許更新e-ラーニング

ログイン」をクリック



２．ログインする

①ログインID（受講生番号）及びパスワードを入力して②「ログイン」ボタンをクリックします。

３．ログイン状態を確認する

学校教育開発研究所認証システムで正しく認証されると、ログインされた状態で講習生専用

ページが表示されます。ログイン後は画面左上の「ログインボタン」は表示されなくなり、画面右
上の赤枠部分に講習生氏名が表示されるようになります。
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ログイン ID ：「入金確認及びIDとパスワード」メールに記載されている講習生番号（半角数字10ケタ）
パスワード ： 「入金確認及びIDとパスワード」メールに記載されているパスワード（英数大小文字8ケタ）
※必ずログインIDとパスワードは、コピー＆ペースト（貼り付け）をしてください。

▼学校教育開発研究所認証システムのログイン画面

①ログイン ID、パスワード
を入力する

②「ログイン」を
クリック



Home画面
ログイン後に表示される画面の説明をします。

4

①ログアウト

教員免許更新サイトからログアウトします。

②お知らせ

最新のお知らせが表示されます。必ずご確認ください！

③コース一覧

お申し込み時に選択されたコースがコース一覧に表示されます。

申込時と違う講座が表示される（されない）場合、事務局まで連絡してください。

各コース名をクリックすると受講コース画面が表示され、学習とテストが受講できます。

④受講の残り

コース毎の受講数（未受講コンテンツとテストの数）が表示されます。

「残り〇〇」をクリックすると受講コース画面が表示され、学習とテストが受講できます。

⑤受講者マニュアル

本冊子「教員免許更新講習利用者マニュアル」が表示されます。

お申し込み時に選択されたコースが
表示されます

▼教員免許更新サイトHome画面 ①

④

②

③

⑤

全ての講座を受講完了すると、
「受験票を印刷する」ボタンが表示されます。



受講コース画面
学習とテストを受講する「受講コース画面」を説明します。

①受講コースのタイトル
受講コース名が表示されます。

受講コンテンツ一覧
受講コンテンツの一覧が表示されます。コンテンツは学習とテスト、資料が用意されています。

②配布資料のダウンロード
受講コースに配布資料などがある場合、こちらからダウンロードできます。
（ をクリック）

③動画を視聴する（学習）
受講コースのコンテンツを視聴学習します。
（ をクリック）

④受講確認（テスト）
コンテンツ視聴学習後のテストを行います。
（ をクリック）

⑤理解度（自己評価）
動画視聴後入力した理解度が表示されます。
◎よく理解できた、〇まあまあ理解できた、△あまりよく理解できなかった、
×全く理解できなかった、中断

⑥受講確認の合否
受講確認（テスト）の合否が表示されます。
・合格の場合 … 受講確認完了
・不合格の場合 … 再テストが必要 合格するまで繰り返し
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④

③

②

⑥

①

▼受講コース画面

⑤



受講方法（1/6）
受講方法を説明します。

１．受講コースを選ぶ

受講するコースの①「コース名」または「残り○」をクリックして、受講コース画面を開きます。

２．動画を選ぶ【学習】

各章の学習コンテンツを①クリックすることで動画を視聴することができます。
をクリックしてください。
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▼Home画面

▼受講コース画面

①視聴するコンテンツをクリック

①クリック

または①クリック



受講方法（2/6）
受講方法を説明します。

３．動画を視聴する【学習】

視聴画面の①「再生」ボタンをクリックして、動画を②視聴します。動画が終わったら③理解度
を選んで視聴を終了します。

視聴画面の概要

音量設定

画質の設定：Auto、540p、360p

全画面表示

インターネット配信の動画が視聴できない場合
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▼視聴画面

②動画が再生さ
れます

③理解度を選んで（クリック）
視聴を終了

学校教育開発研究所事務局まで、ご連絡ください。

・お問い合わせする際は、整理番号、お名前、不具合の症状
を記載の上、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

（画面をスクリーンショットした画像などもあれば、添付してく
ださい。）
E-mail：a d m i n @ a i s e s . i n f o

①再生ボタンを
クリック

※「中断」や「学習履歴を残さずに終了」ボタン
を押すと、動画を受講したことになりません。



４．受講確認を行う【テスト】

動画の視聴（学習）が終わったら受講確認を行います。選択したコースのすべてのコンテンツを
視聴し、すべての受講確認に合格すると、修了認定試験の受験資格を得ます。

Ｉ．受講確認（テスト）に解答する

受講コース画面の①「受講確認」をクリックして、受講確認の設問画面を開きます。

②受講確認の設問・解答が表示されます。指示に従って③解答を選択し、④「採点」をクリック
します。

受講方法（3/6）
受講方法を説明します。
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▼受講確認の設問・解答画面

②設問が表示されます

③解答を選択

▼受講コース画面

①「受講確認」をクリック

④「採点」をクリック



４．受講確認を行う【テスト】 （つづき）

採点確認の画面が表示されます。⑤「採点」をクリックしてください。
「キャンセル」をクリックすると受講確認の設問・解答画面に戻ります。

⑥テスト結果が表示されます。

受講方法（4/6）
受講方法を説明します。
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▼テスト結果の画面

▼採点確認の画面

⑤「採点」をクリック

⑥テスト結果と合否
が表示されます



ＩＩ．テスト結果

Ａ）解答が正しい場合

解答が正しい場合、テスト結果に合格と表示されます。このコンテンツの受講確認は完了です。

引き続き新たな受講を行う場合は、「戻る」をクリックして受講コース画面に戻り、次の動画を視
聴してください。

受講方法（5/6）
受講方法を説明します。
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▼テスト結果の画面

合格と表示される

正解と○が表示される

「戻る」をクリック



ＩＩ．テスト結果

B）解答が間違っている場合

解答が間違っている場合、テスト結果に不合格と表示されます。

再度、受講確認（テスト）を受ける必要があります。

①もう一度、動画を視聴する場合は
「戻る」をクリックして受講コース画面に戻り、もう一度見たい動画を視聴してください
②動画は視聴しないで、受講確認（テスト）を受ける場合は
「戻る」をクリックして受講コース画面に戻り受講確認画面を開き、再度解答を選び直してくだ
さい。

受講方法（6/6）
受講方法を説明します。
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不合格と表示される

×が表示される

「戻る」をクリック

▼テスト結果の画面



受講確認（テスト）の状況
「理解度」の項目で受講状況が確認できます。

①「合格」の場合
この受講確認は完了です。

②「不合格」の場合
再度、受講確認（テスト）を行なってください。
受講確認画面を開き、再度解答を選び直してください。

③空欄の場合
テストの未受講を表します。
受講確認画面を開き、受講確認（テスト）を行なってください。

この画面で、１つでも、「不合格」「空欄」と表示されている場合には、受講完了とは認められま
せん。
必ず、受講講座全て「合格」と表示されていることを確認してください。

受講状況を確認する
受講状況の確認方法について説明します。
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▼受講コース画面

①

②

③

【注意事項】
※お申込みいただいた講座が全て受講できましたら、受験票が発行されます。
受験票は各自で印刷し、修了認定試験当日に会場までお持ちください。

※eラーニング受講期間は、修了認定試験の会場によって異なります。必ずご確認ください。
※受講期間後～修了認定試験当日まで、繰り返し動画の視聴はできますが、
事務局が受講期間最終日に受講確認を行うため、
必ず受講された全ての講座の受講を完了しておいてください。


