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1. 概要 

本マニュアルは介護福祉士実務者研修 WEB 学習システムⅡをご利用いただく際の操作方法を説明したもので

す。 

ご利用される前に必ず本マニュアルをお読みいただき、内容を十分に理解した上で操作を開始してください。 
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2. 動作環境 

介護福祉士実務者研修WEB学習システムⅡは、インターネットに接続した状態でご利用いただくサービスです。

そのため、インターネットに接続できる環境が必要となります。 

 

Windows 

・ Internet Explorer 11 

・ Microsoft Edge 

・ Google Chrome 

・ Firefox 

 

Macintosh 

・ Safari 

 

2.1. タブレット端末をご利用の場合 

ご利用の端末により、スマートフォン用の画面と同じ表示になる場合があります。ただし、動作には問題はござい

ませんので、そのままご利用いただけます。 

 

2.2. ネットワーク環境について 

低速なネットワーク環境でご利用されますと、表示が遅いといった現象が発生する可能性があります。 
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3. ログイン 

介護福祉士実務者研修 WEB学習システムⅡをお使いになるには、ログイン画面からログインしてください。 

 

3.1. ログイン方法 

1. ブラウザを起動して以下の URLにアクセスします。 

https://ctt.chuohoki.co.jp/echj/student/ 

※ URLは登録証にも記載されています。 

 

2. ログイン画面が表示されるので、ID と PW（パスワード）を入力後、「ログイン」ボタンをクリックします。 

※ ログインに失敗すると、「ログインに失敗しました」というエラーメッセージが表示されます。ID・PWに間違

いがないことを確認して再度入力してください。 

※ 席を立つなどして長期間操作がない場合、最後に操作してから 2時間経つと接続が切断されます。 

 
  

https://ctt.chuohoki.co.jp/echj/student/
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3. ログインすると、[マイページ] 画面が表示されます。 

 

 

3.2. パスワードを忘れた場合 

初期パスワードをお忘れの場合は、登録証をご確認ください。変更したパスワードが不明の場合は、研修事業

者にお問い合わせください。お問い合わせ先は、登録証を参照してください。 
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4. 受講者サイトの使い方 

受講者サイトの左側にあるメニューの項目をクリックして各ページに移動すると、練習問題・修了評価の学習や、

FAQ・受講者情報などの確認を行うことができます。 

 
 

4.1. メニュー 

① マイページ 「マイページ」に移動します。詳細は 6ページを参照してください。 

② 練習問題 「練習問題」に移動します。詳細は 7ページを参照してください。 

③ 修了評価 「修了評価」に移動します。詳細は 12ページを参照してください。 

④ お知らせ（全受講生向け） 「お知らせ（全受講生向け）」に移動します。詳細は 19 ページを参照して

ください。 

⑤ おたより（個人向け） 「おたより（個人向け）」に移動します。詳細は 19 ページを参照してくださ

い。 

⑥ 実務者研修 章・節一覧 「実務者研修 章・節一覧」に移動します。詳細は 20 ページを参照してく

ださい。 

⑦ 修了認定免除科目一覧 「修了認定免除科目一覧」に移動します。詳細は 20 ページを参照してく

ださい。 

⑧ 受講者情報 「受講者情報」に移動します。詳細は 21ページを参照してください。 

⑨ FAQ 「FAQ」に移動します。詳細は 23ページを参照してください。 

⑩ ムービー 「ムービー」に移動します。詳細は 23ページを参照してください。 

⑪ マニュアル（PC版） 「マニュアル（PC 版）」に移動します。詳細は 24 ページを参照してくださ

い。 

⑫ マニュアル（スマホ版） 「マニュアル（スマホ版）」に移動します。詳細は 24ページを参照してくだ

さい。 
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4.2. マイページ 

ログイン後、最初に表示されるページです。受講者情報、練習問題の学習状況、修了評価の合否判定が表示さ

れます。 

 

 

 

（A） 受講者情報 

(ア) 受講者コード 

ログインしているユーザの受講者コードが表示されます。 

 

(イ) ログインユーザ名 

現在ログインしているユーザの名前が表示されます。 

 

(ウ) 修了認定科目 

現在ログインしているユーザの修了認定科目が表示されます。 

 

(エ) ID有効期間 

受講者サイトのログイン IDの有効期間です。記載されている期間のみ、受講者サイドにログインでき

ます。ID有効期間が過ぎると IDが失効し、受講者サイトにログインできなくなります。 

 

（B） 練習問題 

練習問題の学習状況が表示されます。より詳しい内容は、メニューの「練習問題」より確認できます。 

（ア） 

（エ） 

（ウ） （イ） 
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（C） 修了評価 

修了評価の合否判定が表示されます。より詳しい内容は、メニューの「修了評価」より確認できます。  
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4.3. 練習問題 

練習問題では、各章・節の練習問題が 1問ずつ○×問題形式で出題され、1問解くごとに正誤の結果と解説が

表示されます。 

練習問題を解く場合は、各節の右側にある「学習実施」ボタンをクリックし、[練習問題 開始] 画面に進みます。 

 

 

（A） 章 No.・節 No.・内容 

章番号・節番号・章タイトルが表示されます。 

 

（B） 問題数 

節の問題数が表示されます。問題数は節によって変わります。 

 

（C） 学習状況 

節ごとの学習状況が表示されます。練習問題の実施状況によって表示内容が異なります。 

空白（未実施） ： 練習問題をまだ実施していない 

学習中 ： 練習問題が途中で終わっている 

学習済 ： 練習問題をすべて解き終わっている 

 

※ 取得資格により一部の問題が免除されている場合は背景がグレーアウトで表示されますが、免除され

ている問題であっても解くことは可能です。 

※ 練習問題では、途中で解答を止めた場合でも、[練習問題 開始] 画面の「前回の途中から」ボタンをク

リックして途中から再開することができます。 
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4.3.1. [練習問題 開始] 画面 

 [練習問題 開始] 画面では、以下のボタンが表示されるので、学習状況に合わせて選択してください。 

※ 学習状況に合わせて表示されるボタンは異なります。 

 

 

・ 「新しく始める」 

選択した節の練習問題を最初から学習します。前回途中まで練習問題を解いていた状態で「新しく始める」

ボタンをクリックすると、途中まで解いていた箇所から再開できなくなるのでご注意ください。 

 

・ 「前回の途中から」 

前回途中まで解いていた問題から練習問題を再開できます。初めて学習する場合は表示されません。 

（例：前回 10問目で終了していた場合、11問目から再開します。） 
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4.3.2. [練習問題] 画面 

問題文が表示されるので、「○」「×」のどちらかを必ず選択し、「解説へ」ボタンをクリックします。 

※ 2問目以降は「前の問題へ」が表示され、クリックすると前の問題に戻ります。 
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4.3.3. [練習問題 解説] 画面 

受講者が選択した解答と問題の正解、解説が表示されます。次の問題に進む場合は、「次の問題へ」ボタンをク

リックします。 

練習問題を最後まで解き終わると、[練習問題 解説] 画面に「解答終了」ボタンが表示されるので、クリックして

[練習問題 採点結果] 画面に進みます。 

 

 

（A） 節の名前 

学習中の節の名前が表示されます。 

（B） あなたの解答 

受講者が選択した問題の解答が表示されます。正解・不正解によって、文字の色が変わります。 

正解 ： 緑色 

不正解 ： 赤色 

 

（C） 正解 

問題の正解が表示されます。 

 

（D） 解説 

問題の解説が表示されます。 

  

（A） 

（B） 

（C） 

（D） 
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4.3.4. [練習問題 採点結果] 画面 

正解数や正答率、それぞれの問題の正誤の結果が一覧で表示されます。練習問題の学習状況画面に戻る場

合は、ページ最下部の「一覧に戻る」をクリックします。 

 
 

（A） 正解数 

学習した練習問題の正解数が表示されます。 

 

（B） 正答率 

学習した練習問題の正解率がパーセンテージで表示されます。 

 

（C） 解答 

受講者が選択した解答が表示されます。 

 

（D） 正解 

問題の正解が表示されます。 

 

（E） 結果 

正誤の結果が表示されます。結果によって表示される内容と文字の色が変わります。 

正解 ： 正（緑色） 

不正解 ： 誤（赤色） 

  



 介護福祉士実務者研修 WEB学習システムⅡ 

受講者操作マニュアル（PC版） 
 

13 
 

4.4. 修了評価 

修了評価では、本番の試験に近い形で問題が出題されます。各章の問題は五肢択一形式で出題され、用意さ

れている問題をすべて解き終わると、採点結果が表示されます。 

修了問題を開始する場合は、各章の右側の「試験実施」ボタンをクリックします。 

また、各章の問題を 1 回でも解いたことがある場合、「履歴表示」ボタンから過去の受験結果の内容を確認する

ことができます（詳細は 17ページを参照してください）。 

 
 

（A） 合否 

最後に受験した修了評価の合否が表示されます。 

― ： 修了評価をまだ実施していない 

不合格 ： 修了評価に合格したことがない 

合格 ： 修了評価に合格したことがある 

 

（B） 正解数 

最後に受験した修了評価の正解数が表示されます。 

 

（C） 正答率 

最後に受験した修了評価の正答率がパーセンテージで表示されます。 

 

※ 練習問題と同様に取得資格により一部の問題が免除されている場合は背景がグレーアウトで表示されま

すが、免除されている問題であっても解くことは可能です。 

※ 修了評価では、途中で解答を止めた場合、前回の途中から再開することはできません。 
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4.4.1. [修了問題] 画面 

[修了評価] 画面で「試験実施」ボタンをクリックすると、下図のように問題が表示されます。5つの選択肢の中か

ら適切なものを選び、「次の問題へ」ボタンをクリックします。 

最後の問題になると、「解答終了」ボタンが表示されるので、クリックして[修了評価 採点結果] 画面に進みま

す。 

※ 修了評価では、前の問題に戻ることはできません。 
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4.4.2. [修了評価 採点結果] 画面 

[修了評価 採点結果] 画面では修了評価の採点結果が一覧表示されます。各問題の下側の「解説」ボタンをク

リックすると、その問題の解説画面が表示されます。 

 

（A） 問題数 

受験した修了評価の問題数が表示されます。 

 

（B） 正解数 

受験した修了評価の正解数が表示されます。 

 

（C） 正答率 

受験した修了評価の正答率がパーセンテージで表示されます。 

 

（D） 合格基準 

受験した修了評価の合格基準が表示されます。 

 

（E） 合否 

受験した修了評価の合否の結果が表示されます。結果によって表示される内容と文字の色が変わります。 

合格 ： 合格（緑色） 

不合格 ： 不合格（赤色） 
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（F） 解答 

受講者が選択した問題の解答が表示されます。 

 

（G） 正解 

問題の正解が表示されます。 

 

（H） 結果 

正誤の結果が表示されます。結果によって表示される内容と文字の色が変わります。 

正解 ： ○（緑色） 

不正解 ： ×（赤色） 
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4.4.3. [採点結果 解説] 画面 

[修了評価 採点結果] 画面では、その問題の問題文、選んだ選択肢、問題の解説を確認できる画面が表示さ

れます。不正解の問題では上記に加えて正解の選択肢の文と解説も併せて表示されます。 

解説にはテキストのページ数を掲載しているので、テキストに戻って内容を確認することが出来ます。 

 

・ 正解の場合 

 

 

・ 不正解の場合 
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4.4.4. [修了評価 受験履歴] 画面 

[修了評価 受験履歴] 画面では、修了評価の初回合格や最終履歴の詳細が表示されます。 

 

 

初回合格 

修了評価に初めて合格した際の内容が表示されます。 

※ 合格したことがない場合は「合格履歴がありません」と表示されます。 

 

（A） 実施回 

修了評価に合格するまでに実施した回数の合計が表示されます（途中終了の回数も含まれます）。 

 

（B） 合否 

修了評価の合否が表示されます。結果によって表示される内容と文字の色が変わります。 

合格 ： 合格（緑色） 

不合格 ： 不合格（赤色） 

 

（C） 正解数 

修了評価の正解数が表示されます。 

 

（D） 正答率 

修了評価の正答率がパーセンテージで表示されます。 

 

（E） 実施日 

修了評価を受験した日が表示されます。 
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最終履歴 

修了評価に受験した際の内容が表示されます。 

※ 項目の説明は初回合格と同じです。 

※ 合格したことがない場合は「受験履歴がありません」と表示されます。 

 

初回合格 詳細 

修了評価に初めて合格した際の修了問題の問題 No、解答、正解が表示されます。 

 

 

（A） 実施回 

修了評価に合格するまでに実施した回数の合計が表示されます（途中終了の回数も含まれます）。 

 

（B） 問題 No. 

すべての問題の通し番号です。 

 

（C） 解答 

受講者が選択した問題の解答が表示されます。 

 

（D） 正解 

問題の正解が表示されます。 
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4.5. お知らせ（全受講生向け） 

研修事業者から受講生全員に対しての案内が表示されます。まだ確認していないお知らせがある場合は、メニ

ューに「NEW」が表示されます。また、まだ確認していないお知らせにも、それぞれ「NEW」が表示されます。 

※ 画面を表示して確認すると、次回以降「NEW」は消えます。 

 

 

4.6. おたより（個人向け） 

研修事業者から受講生 1人 1人に対しての案内が表示されます。まだ確認していないおたよりがある場合は、

メニューに「NEW」が表示されます。また、まだ確認していないおたよりにも、それぞれ「NEW」が表示されます。 

※ 画面を表示して確認すると、次回以降「NEW」は消えます。 
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4.7. 実務者研修 章・節一覧 

受講者が学習できる章と節の一覧が表示されます。 

 

 

4.8. 修了認定免除科目一覧 

介護福祉実務者研修修了認定科目につき、取得資格による受講時間を確認できます。 
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4.9. 受講者情報 

4.9.1. [受講者情報] 画面 

登録済みの受講者情報の内容を確認できます。[受講者情報] 画面の「変更」ボタンを押すと、受講者情報を編

集できます。 
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4.9.2. [受講者変更] 画面 

登録済みの受講者情報を編集できます。各項目を編集後、変更内容を保存したい場合は、「変更」ボタンをクリ

ックします。変更をキャンセルしたい場合は、「戻る」ボタンをクリックし、[受講者情報] 画面に戻ります。 

※ 氏名、フリガナ、ニックネーム、ログイン ID、パスワード、メールアドレスのみ編集できます。以下の項目は

編集できません。 

・ 受講者コード 

・ 研修事業者コード 

・ 修了認定区分 

・ ID発行日 

・ ID有効期間 
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4.10. FAQ 

受講者から寄せられた質問とその回答をまとめて掲載しています。お困りの際は一度こちらのページをご確認く

ださい。 

※ FAQがない場合は、「FAQはありません」と表示されます。 

 
 

4.11. ムービー 

介護福祉士実務者研修 WEB学習システムⅡの紹介動画などが掲載されているページです。 
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4.12. マニュアル（PC版） 

PC版の介護福祉士実務者研修 WEB学習システムⅡのマニュアルが PDFで表示されます。 

 

4.13. マニュアル（スマホ版） 

スマホ版の介護福祉士実務者研修 WEB学習システムⅡのマニュアルが PDFで表示されます。 
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5. ログアウト 

受講者サイトの画面右上にある「ログアウト」をクリックするとログアウトします。ログアウトすると、ログイン画面

に戻ります。 

 


