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このたびは eLPIT 受講者の教育担当者をお引き受けいただきまして、誠にありがとうございます。 

eLPIT の教育担当者メニューを活用し、全受講者が elPIT 修了試験に合格できるよう、受講者の学習状況を定期

的に把握し、各受講者に対し適切なアドバイス・支援・指導を実施していただきますようお願いいたします。 

 

〈eLPIT からお届けするもの〉 

教育担当者キット一式 教育担当者 ID・指定パスワードのご案内 

認証キー（eToken） 

教育担当者の手引き（ダウンロード可） 

eLPIT 学習アプリインストールマニュアル（ダウンロード可） 

工事担任者養成課程受講中止申出書 

受講者の手引き〈学習編〉（ダウンロード可） 

受講者の手引き〈修了試験編〉（ダウンロード可） 

〈ご用意いただくもの〉 

パソコン 

 

Windows 7・8・8x・10  Mac OS X ｖ10.7 以降 

詳細は、eLPIT 学習アプリインストールマニュアルをご参照ください 

※タブレット端末・スマートフォンは対応不可 

インターネット環境 光回線 

ADSL 回線 

Wifi 回線 

〈受講者の受講スケジュール〉 

 

(1) 学習期間 

受講開始日・最大受講期間は、eLPIT 教育担当者メニューにログインすると確認できます 

eLPIT 教育担当者メニューへのログイン方法は、次ページ以降をご覧ください 

学習方法は、受講者の手引き〈学習編〉をご覧ください 

(2) 修了試験・追試験受験期間 

受講期限内に修了試験 1 回・追試験 1 回を受験できます（追試験は別途追試験料が必要） 

修了試験・追試験受験スケジュールは、eLPIT 受講者の手引き〈修了試験編〉をご覧ください 

(3) 資格者証交付申請 

eLPIT 修了試験合格後、3 ヶ月以内に総務省 関東総合通信局へ交付申請が必要です 

資格者証交付申請方法は、eLPIT 受講者の手引き〈修了試験編〉をご覧ください 

また、詳細は総務省 関東総合通信局 HP にてご確認ください 

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/com/jigyo/shunin/ 
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(1) eLPIT 学習アプリのインストール 

教育担当者メニューを利用するには、eLPIT 学習アプリをパソコンにインストールする必要があります。 

受講者と同じ手順で eLPIT 学習アプリをインストールします。 

eLPIT 学習アプリのインストールにあたり、教育担当者キットに同梱の「eLPIT 学習アプリインストールマニュ

アル」を参照してください。 

 

① eLPIT 学習アプリインストールマニュアルに従い、 

ご利用のパソコンに eLPIT 学習アプリをインストールして

ください 

 

eLPIT 学習アプリインストールは教育担当者キットに 

同梱または以下 URL よりダウンロードできます 

https://www.elpit.dekyo.or.jp/ 

 

② eLPIT 学習アプリのインストール後、パソコンのデスクト

ップに「eLPIT 学習アプリ」のショートカットが作成されま

す 

 

③ eLPIT 学習アプリが起動したらインストール完了です 

  

(2) 教育担当者メニューへのログイン  

 

① 「ご契約内容と教育担当者 ID 及び指定パスワードのご

案内」に記載の 

(ア) eLPITID（例 17A0000@elpit.jp） 

(イ) eToken(4 ケタの指定パスワードと eToken 表示の数

字 6 ケタ)  

を続けて入力します 

 

② Login を選択します 

 

③ 教育担当者メニューが表示されます 

 

（ア） 

（イ） 
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教育担当者メニューにログインすると、次の画面が表示されます 

 

(1) お知らせ 

 eLPIT 事務局からの「お知らせ」が掲示されます。ログインの都度確認してください。 

 eLPIT システムのメンテナンスについても周知されますので、随時確認してください。 

(2) FAQ 

 受講者の皆様からのご質問、受講体験記等をジャンル別に掲載しています。 

(3) 登録情報の変更 

 メールアドレス変更届け・基本情報の変更届け・教育担当者の変更手続き行うことができます。 

指定パスワードの変更・認証キー紛失については、eLPIT 事務局までご連絡ください。 

(4) お問い合わせ 

 受講中に発生するシステムトラブル等のご質問に、電話またはＥメールで対応いたします。 

(5) 情報提供 

① 受講者の学習状況 

 ログイン履歴 

 学習進捗グラフ 

 学習状況の一括ダウンロード（Excel 化） 

② 学習項目詳細表示・中間テスト 

③ 修了試験平均比較 

(6) ログアウト 

 教育担当者業務終了後はログアウトしてください。 

アクセスしない時間が 90 分以上続くと自動的にタイムアウトになります。 

（1）   （2）   （3）   （4）   （5）    （6）  
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〈情報提供メニューでできること〉 

(1) 受講者の学習状況進捗確認 

(2) ログイン履歴 

(3) 学習進捗グラフ 

(4) 学習状況の一括ダウンロード（Excel 化） 

(5) 学習項目詳細表示・中間テスト 

(6) 修了試験平均比較 

 

(1) 受講者の学習状況進捗確認 

 

① 情報提供を選択します 

 

② 受講者の学習状況を一覧にて確認できます 

※Excel ファイルで活用することもできます 

手順は 6 ページ参照 

 

③ 受講者 ID を選択すると、下部にログイン履歴・学習進捗

グラフを表示します 
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(2) ログイン履歴 

 

① 受講者 ID を選択します 

② 選択した受講者および担当全受講者のログイン履歴

（ログインしている時間帯）をグラフ表示します 

  

(3) 学習進捗グラフ  

 

① 受講者 ID を選択します 

 

② 選択した受講者の学習進捗グラフを表示します 

 

■目標進捗：受講者が設定した学習の目標修了期間 

■標準進捗：eLPIT が推奨する標準的な学習期間 

■中間テスト進捗率：中間テストの学習状況 

■進捗率：標準進捗に対する学習状況 
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(4) 学習状況の一括ダウンロード 

CSV 形式でダウンロードする方法もございますが、ここではより簡単な手順をご紹介いたします。 

 

① 学習状況を表示します 

 

② 学習状況の一覧表の全てを選択します 

③ マウスの右クリックまたはキーボードの Ctrl＋C にて

コピーします 

 
 

④ Microsoft Excel を起動し、マウスの右クリックまたは

キーボードの Ctrl＋V にて貼付します 

 

⑤ 指定のExcelシートに受講者学習状況データが取り込

まれました 

受講状況の確認資料としてご活用ください 

※本データの取り扱いにはご注意願います 

 

CSV 形式によるダウンロードは 9 ページを参考にして

ください 
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(5) -1 学習項目詳細表示 

 

① 学習状況一覧表の受講者 ID を選択します 

② 学習項目詳細表示を選択します 

基礎・技術・法規ともに操作は同様です 

 

③ 受講者の詳細な学習進捗状況や各項目の学習時

間・中間テストの得点を表示します 

 

 

(5) -2 中間テスト 

受講者の中間テスト成績を自社平均・全体平均と比較できます 

 

① 中間テストを選択します 

 

② 以下内容をレーダーチャートで表示します 

 

受講者の得点：受講者の中間テスト最高点 

自社平均点：自社における中間テスト平均点 

全体平均点：eLPIT 受講者全体における中間テスト平

均点 

偏差値：eLPIT 受講者全体に対する受講者の偏差値 

※偏差値＝10（得点-全体平均）/標準偏差+50 

中間テストは 60 点以上を獲得すると各章の学習は

「受講済」になりますが、最低でも 80 点以上獲得を目

指し高レベルの知識習得および修了試験対策をして

ください 
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(6) 修了試験平均比較 

 

① eLPIT修了試験（中間テストではありません）の得点を

eLPIT 受講者全体の得点と比較できます 

 

② 修了試験平均比較を選択します 

 

③ 科目（基礎・技術・法規）ごとの平均点および総合（3

科目合計）平均点を表示します 

※修了試験受験後に表示されます 
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(7) 参考 

学習状況の CSV ダウンロード 

受講者の学習状況を一括してダウンロードし、Excel ファイルで管理できます 

 

① CSV 書き出しを選択します 

 

 

② 任意のフォルダーへ保存します 

左図では、デスクトップに保存しています 

※必要に応じ、ファイル名を変更してください 

 

③ CSV ファイルを Excel に取り込みます 

※左図では Excel2013 を使用しています 

④ データタブ→外部データの取り込み→テキストファイ

ル→任意のフォルダーへ保存した CSV ファイル→イ

ンポートを選択します 

 

⑤ 設定を確認し「次へ」を選択します 
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⑥ 設定を確認し「次へ」を選択します 

 

⑦ 表示された受講者を確認し「完了」を選択します 

 

⑧ 受講者データを保存するワークシート（既存・新規）を

選択し「OK」を選択します 

 

⑨ 指定のExcelシートに受講者学習状況データが取り込

まれました 

受講状況の確認資料としてご活用ください 

※本データの取り扱いにはご注意願います 
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