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eLPITの開講から受講終了までの流れは以下の通りです。 
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(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) マイ・コース 

 受講者様の学習コーナーです。  

受講期間内に養成課程を修了されますよう、計画的に学習を進めてください。 

(3) 修了試験 

    全ての学習が終了すると、このメニューが有効となり、修了試験の受験許可申請を行うことができます。 

（受講者の手引き 修了試験編 P3） 

(4) 学習計画 

 学習開始に先立ち、先ず受講期間内に修了試験に合格できるように学習計画を立ててください。 

 追試験を受験するためには、学習は受講期限の 2 ヶ月～遅くても 1 ヶ月前までに終えられるように計画 

立ててください。 

＊学習計画はクラス担任とのコミュニケーションツールにも使用しますので、あらかじめご了承ください。 

(5) FAQ 

 受講者の皆様からいただきました多くのご質問を取りまとめておりますので、学習を進めるなかで 

不明な点がございましたら参照してください。 

(6) Q&A 

 学習を進めるなかで判らない箇所、または理解し難い個所等がございましたら、ご質問ください。 

 科目毎に受講者様の担当チュータが個別に対応し、サポートいたします。 

 また、受講者様全員が養成課程を修了されるよう、学習が進んでいない受講者様には担当者から 

学習指導支援メール等によりご連絡いたしますので、あらかじめご了承ください。 

(7) 掲示板（BBS） 

 受講者の皆様に開かれた情報交換の場です。有意義にご活用ください。 

＊掲示にあたっては自己の責任において、公序良俗および法令等に反することがないようご注意ください。 

＊内容によっては、eLPIT事務局にて事前に断りなく削除する場合があります。あらかじめご了承ください。 

(8) 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を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。 

(9) 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。 

(10) ログアウト 

 学習が終わりましたら、学習サイトからログアウトしてください。 

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） 
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各メニュー機能紹介 

 

(1) お知らせ 

ｅＬＰＩＴ事務局からのお知らせが掲示されますので、 

ログインの都度、確認してください。 

 

(2) マイ・コース 

受講者様個々の学習コーナーです。 

内容に誤りがないか確認してください。 

① お名前 

② 受講状況 

③ 受講種別（お申込み講座名） 

④ 受講期間（最大受講期限） 

＊受講開始日は、受講者キット発送日です。 

受講者キットの送付期間、修了試験の受験期間も含

む受講期間になっておりますので、計画的な学習を

お願いします。 

⑤ 学習コンテンツ（基礎・技術・法規） 

＊「学習する」を選択し、学習を開始してください。 

 

 

(3) 修了試験 

学習終了後受験する「eLPIT 修了試験」の受験許可

申請を行うメニューです。 

学習が全て終了すると、修了試験メニューが選択で

き、試験申請ページへ移動します。 

 

＊全ての学習が終了する前は、左の画面①のメッセー

ジ「修了試験のページは、マイ・コースのオプション

以外の学習項目が全て『受講済み』になるまで、表

示されません。」が表示され、修了試験申請ページ

に進むことはできません。 

 

① 
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(4) 学習計画 

学習を始める前に、受講者様のご都合にあわせた学

習計画を設定してください。 

ご自身で、受講開始日から受講終了日までの期間で

目標終了日を設定してください。 

 

(5) FAQ 

受講者様から多くいただく質問をジャンル別に 

分類して取りまとめております。 

質問前に確認してください。 

 

(6) Q&A 

学習内容について担当チュータへ質問し、 

円滑な学習を進めてください。 

  ＊受講期間内に、回数に制限なく利用できます。 

① 過去に同種の質問がないか確認してください。 

② 新規の質問は、こちらのフォームから質問してく

ださい。 

 (7) 掲示板（BBS） 

受講者様に開かれた情報交換の場です。 

有意義に活用してください。スレッド順、日付順に表示

を並べ替え出来ます。 

① 過去に掲示された情報交換です。 

② 過去に掲示された情報への返信は、こちらから

記入してください。 

③ 新規の登録は、こちらから記入してください。 

＊掲示にあたっては自己の責任において、 

公序良俗および法令等に反することがないよう 

ご注意ください。 

＊掲示内容によっては、ｅＬＰＩＴ事務局にて 

事前に断りなく削除する場合がありますので、 

あらかじめご了承ください。 

 

 
① 

② 

 
① ② 

③ 
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(8) 登録情報の変更 

「登録情報の変更」から変更したい情報を選択し、 

変更作業を行ってください。 

 

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。 

【eLPIT事務局】 

TEL:03-5907-6169 

（平日 9：00～17：00・土日祝日を除く） 

E-Mail: elpit@dekyo.or.jp 

 

(9) お問い合わせ 

システムや学習に関するお問い合わせ窓口です。 

電話またはＥメールにて、お問い合わせください。 

 

(10) ログアウト 

学習終了後、ログアウトしてください。 

＊学習のオンライン接続は、サーバーへの無アクセス

が 90分続くと自動的にタイムアウトになりますので、 

あらかじめご了承ください。 
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学習を開始するため、学習項目（コンテンツ）を開きます。 

学習する科目（基礎、技術、法規）の順序は任意ですが、科目内では１章から順次進めることをお勧めします。 

ここでは、学習科目「基礎」の学習項目「静電気Ⅰ」の開き方を例示します。 

 

(1) マイ・コースを開く 

学習コンテンツを開きます。 

① 受講講座名、受講期間等が表示されます。 

・受講状況：画面表示時点の受講状況 

・受講種別：受講コース名 

・受講期間：受講可能期間 

② 受講科目（基礎・技術・法規）が表示されます。 

③ 「基礎」学習する、を選択します。 

（※学習する科目の順序は自由です。） 

 

  

 

(2) 「基礎」の学習項目「章」を表示 

① 基礎で学習する各章が表示されます。 

② 学習「章」の電気回路を開きます。 

③ 「基礎」の受講情報が表示されます。 

・コース名：【例】AI・DD総合種基礎 

・クラス名：【例】2016/01/13/AIDD総合種 3科目 

   ・受講開始日：受講開始日 

   ・標準学習終了日：基本的な学習終了日 

   標準学習終了日までにテキスト学習を終了して 

ください。 

      ・最大学習終了日：受講終了日  

      ※受講終了日を過ぎると修了試験受験はできま

せん。修了試験受験許可申請は、遅くても5営業

日前までに実施してください。 

      ・閲覧終了日：受講期間終了後の 1 ヶ月間、 

修了試験結果が閲覧できます。 

(学習はできません) 

 

  

 

(3) 「基礎」の学習項目「節」を表示 

① 基礎の電気回路の各節が表示されます。 

② 学習「節」の静電気を開きます。 

③ 「全てを開く」を選択すると、章・節が全て一覧で表

示されます。 

④ ここで表示される「学習経過時間」は、学習項目画

面に入ってからの経過時間です。実際の学習時間

は、各学習項目（コンテンツ）を表示後から記録さ

れます。 

 

 

 

① 

② 
③ 

 

  
① ② 

③ 

 

② 

 

①  

③ ④ 
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(4) 「基礎」の「学習項目（コンテンツ）」を表示 

① 基礎の電気回路の項目が表示されます。 

② 項目（コンテンツ）「静電気Ⅰ」を開きます。 

 

① 

 
 

② 
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選択された学習内容が自動的に進みますが、必要により「止めたり」、「繰返したり」して学習できます。 

なお、学習中に使える機能は、「学習中に使える機能」（11ページ以降）をご覧ください。 

  

 

(1) 学習する項目名が表示されます。 

「静電気Ⅰ」 

 

(2) 学習する項目の「学習の背景」を学習します。 

学習項目が理論的に証明された事実などについて 

学習します。 

 

(3) 学習目標が設定されております。 

これから学習を行う学習の目標が設定されております。 

 

(4) キーワード 

学習項目における重要なキーワードについて 

説明します。 

「キーワード確認」および「中間テスト」においても 

キーワードは重要語句です。 
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(5) 学習内容 

ナレーションの説明箇所を判りやすく表示するなど、

理解し易い表示方法により学習が進められます。 

 

(6) キーワード確認（Ver1.1.0以上は(8)の表示） 

学習開始時に設定した重要なキーワードの理解度を 

確認する小テストです。 

① 解答欄 

② 解答確認ボタン 

 

(7) 解答 

何度も繰返し確認ができますので、 

全問正解になるまで頑張りましょう。 

 

(8) キーワード確認（Ver1.1.0以上） 

左の解説文が示す適切なキーワードを右の解答群か

ら選択し、解説文の枠内にドラッグアンドドロップしま

す。  

「正解」の場合はキーワードが解説とともにオレンジ色

に表示され、不正解の場合はキーワードが解答群に

戻ります。  

全問正解になるまで頑張りましょう。 

 

 

 

① 

② 
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学習サイトの学習履歴および中間テスト等の結果表示は、次の操作により更新表示されます。 

なお、学習を終了し次のログイン時には、「最新の情報に更新」をしなくても学習履歴等は自動的に更新されます。 

 

(1) 学習履歴の更新 

学習項目の学習が終了した場合は、学習履歴を最新

の状況に更新してください。 

① 学習前の項目は、学習履歴が空欄です。 

② 「最新の情報に更新」を選択します。 

③ 学習履歴が更新され、学習履歴として登録され

ました。 

・学習開始日時 

・学習終了日時 

・経過時間 

  

 

(2) 中間テストの結果表示 

中間テストが終了した場合は、テスト結果を 

最新情報に更新します。 

① 中間テストを実施後、「学習開始日時」にデータ

が入ります。 

・学習終了日時 

・経過時間 

・中間テスト得点 

 

＊中間テストは合格点数を取得しても何回も 

チャレンジでき、得点表示は最高得点が表示されます。 

60点以上の得点で「合格」が表示されます。 

＊テスト問題は、実施ごとに変わります。 

修了試験対策として 80 点以上の得点をめざし、        

繰り返し学習してください。 

 

 

 

② 

③ 

 

① 
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学習の習熟を高める多彩な機能がありますが、次の機能は学習中に常時使用できる機能です。 

学習中の補助教材として活用してください。 

 

【学習中に使える機能】 

 （1）キーワード機能 

 （2）ミニ解説機能(工担ロボ) 

 （3）テキスト機能 

（4）コントローラー 

 

(1) キーワード 

  学習中に出てきた重要語句のうち、特に説明がなかっ

たものが表示されます。 

  ・タブの矢印ボタンを選択することで、キーワード画面

の表示/非表示を切り替えられます。 

  ・表示しきれていないキーワードは右端にあるスクロー

ルバーを使って表示できます。 

 

 

 

各キーワードを選択すると、その説明がキーワード解説画

面に表示されます。 
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(2) ミニ解説(工担ロボ) 

学習中に出てきた重要語句の詳しい解説を見ること

ができます。 

 

 

 

学習中に表示された「工担ロボ」を選択すると、そのシー

ン中に出てくるキーワードの解説しか表示されません

が、シーンの最後に表示された「工担ロボ」を選択する

と、全てのシーンに出てきたキーワードの解説を見ること

ができます。 

 

  

 

(3) テキスト機能 

タブの矢印ボタンを選択することで、テキスト画面の

表示/非表示を切り替えられます。 

 

表示しきれていないテキストは、テキストウィンドウ内をド

ラッグまたはスワイプして表示できます。 

 

  

 

(4) コントローラー 

アニメーションとナレーションの再生、停止、巻き戻し、 

早送り等を行なうことができます。 

詳細は次ページをご確認ください。 
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コントローラーは、アニメーションとナレーションの再生、停止、巻き戻し、早送りを行ったり、ヘルプやクイズなどの

各種ウィンドウを表示したり、学習を終了したりするときに利用する画面上に表示されるパネルです。 

 

 

※学習内容によって、コントローラーに表示されるボタンの

組合せは異なります。 

 

 

「再生」ボタン 

アニメーションとナレーションを再生します。 

 

「停止」ボタン 

アニメーションとナレーションを停止します。 

 

「巻き戻し」ボタン 

アニメーションとナレーションを現在学習している内容の区切りから、前の区切りに巻き戻し再生します。 

 

「早送り」ボタン 

アニメーションとナレーションを現在学習している区切りから、次の区切りに早送りし再生します。 

 

「頭だし」ボタン 

アニメーションとナレーションを現在学習している内容の先頭に戻って再生します。 

 

「ワークブック」ボタン 

学習内容の画面とナレーションテキストを表示します。 

 

「法規ＤＢ」ボタン 

法規データベース検索を表示します。 

 

「法規シミュレータ」ボタン 

法規シミュレータ画面を表示します。 

 

「シミュレータ」ボタン 

シミュレータウィンドウを表示します。 

 

「キーワード DB」ボタン 

キーワードデータベース検索を表示します。 

 

「クイズ」ボタン 

クイズウィンドウを表示します。 

 

「パズル」ボタン 

パズルウィンドウを表示します。 

 

「確認問題シミュレータ」ボタン 

確認問題シミュレータウィンドウを表示します。 

 

「ヘルプ」ボタン 

ヘルプウィンドウを表示します。 

 

「終了」ボタン 

ウィンドウを閉じます。 
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学習アクティビティ機能は充実した学習支援機能が満載です。 

データベース検索による知識・技能の確認、クイズ形式の問題集もあり、飽きずに学習できる工夫がされています。

また、確認問題においては単に問題に答えさせるだけでなく、原理・公式、重要語句、さらには解答の手順も示す

実践問題集です。各科目の学習補助教材として、ぜひ、活用してください。 

 

(1) 学習アクティビティを開く 

  マイ・コースを選択すると、学習科目の「基礎」・「技術」・  

「法規」が表示されます。 

  ＊学習アクティビティは、各科目共通で使用するため、

各科目の最終章に構成されています。 

  左図では、「基礎」で案内します。 

① 科目「基礎」の「学習する」を選択してください。 

「基礎」の各章が表示されます。 

 

  

 

② 「学習アクティビティ」を選択してください。 

学習アクティビティの各項目が表示されます。 

 

  

 

③ 学習アクティビティの各項目を選択すると、各内

容が表示されます。 

    ・キーワードデータベース検索 

   ・確認問題 

   ・工事担任者クイズ 

   ・法規データベース検索 

   ・法規シミュレータ 

   ・ネットワークの基礎 

   各アクティビティについては、次ページ以降の説明を 

   参照してください。 
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学習アクティビティのなかに多彩な学習支援機能があります。 

重要語句確認および確認問題等により知識・技能の修得確認に活用してください。 

 

<キーワードデータベース検索>  

（1） 科目の選択 

  キーワード検索する科目の選択をします。 

① プルダウンにより「科目」を表示させます。 

② 科目の選択をしてください。 

 例：「基礎」を選択する。 

（「全科目」「基礎科目」「技術科目（DD 種）」

「技術科目（AI 種）」「法規科目」の五つから選

択してください。） 

 

 

          

（2）-1 <学習範囲指定による検索> 

    学習範囲を指定します。 

  ①プルダウンにより「項目」を表示させます。 

  ②「項目」の選択をしてください。 

    例：「直流電力」を選択する。 

（2）-2 <キーワードによる検索> 

    学習したいキーワードを入力します。 

  ①キーワードを入力してください。 

 例：「ジュールの法則」と入力する。 

  ②検索を選択します。 

  

  

  キーワードを表示させます。 

  ①キーワードを選択します。 

  例：「ジュールの法則」を選択する。 

  ②選択したキーワードの解説文が表示されます。 

  例：「ジュールの法則」の解説文が表示されます。 

   キーワードを表示させます。 

   ①キーワードを選択します。 

   例：「ジュールの法則」を選択する。 

   ②選択したキーワードの解説文が表示されます。 

  例：「ジュールの法則」の解説文が表示されます。 
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<確認問題> 

 

(1) 科目と章の選択 

   確認問題を行う科目と章の選択を行います。 

① 出題コースを選択します。 

・基礎科目：電気回路/電子回路/論理回路/ 

伝送理論/伝送技術 

・技術科目：端末設備の技術(DD種)/ 

ネットワークの技術/接続工事の技術(DD種) 

・法規科目：関連法令Ⅰ/関連法令Ⅱ/関連法令

Ⅲ/関連法令Ⅳ/関連法令Ⅴ 

 

 

② 出題形式を選択します。 

    ・シーケンス：選択した範囲内の問題が、順番に

出題されます。 

    ・ランダム：選択した範囲内の問題が、ランダム 

出題されます。 

※この画面でコースの再選択が可能です。 

③ スタートを選択します。 

 

(2) 問題を解く 

   指定した章の問題が出題されますので、解答して

ください。 

① 解答欄から番号を選択します。 

② 「判定」ボタンを押して、正誤を判定します。 

③ 次の問題に進みます。 

「進む（右向き三角）」ボタンで次の問題に進 

む。または、「戻る（左向き三角）」ボタンで前の

問題に戻る。 

 

(3) 関連分野 

   該当する科目の「出題傾向分析表」（テーマ、項

目、学習ポイント）を表示します。 

該当する欄を強調して表示します。 
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(4) 原理・公式 

   該当する「重点整理」の内容が表示されます。 

 

(5) 重要語句解説 

   出題された問題の重要語句が表示できますの

で、問題解答時に参照できます。 

① 確認したいキーワードを選択してください。 

 

② キーワード解説（ミニ解説）が表示されます。 

③ 閉じるボタンを選択すると、①の画面に戻り

ます。 

 

(6) 「解答手順・解説」 

   出題された問題の解答手順・解説を 

参照してください。 

① 「ヒント 1」を選択します。 

② 「ヒント２」を選択します。 

③ 答えを選択すると表示されます。 
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<工事担任者クイズ> 

 

(1) クイズで学習 

   各科目分野の常識的内容がクイズ方式で出題され

ます。ゲーム感覚で学習を楽しんでください。 

  

 

(2) クイズの内容 

   ・クイズは 12問出題されます。 

   ・解答は 10秒以内に「はい」・「いいえ」で 

お答えください。 

  

 

(3) 得点表示 

   ・クイズが終了すると解答結果が表示されます。 

   ・クイズの出題は毎回異なりますので、何度でもチ

ャレンジしてください。 
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<法規データベース検索> 

法規データベース検索は、法規科目の語句を検索することができます。 

 

(1) 左上のプルダウンメニューから「検索したい法規科目

の法律」を選択します。 

  

 

(2) 選択した法規科目の法律の「条」と「見出し」が表示さ

れます。 

(3) 検索したい語句を「検索文字」テキストフィールドに入

力し、「検索」ボタンを選択してください。 

(4) 検索結果の件数が表示され、同時に、入力した語句

が入っている法規科目の法律の「条」と「見出し」の

みが表示されるので、それらをマウスで選択します。 

(5) 「解説文」テキストフィールドに、選択した法規科目の

法律の解説が表示されます。 検索した語句が「赤」

で、表示されます。 

 

<補足> 

右上の「参照条文リンク」では、選択した法規科目の法

律に関する項目を表示することができます。 

法律を選択し、表示された［条］と「見出し」を選択する

と、「参照条文リンク」のプルダウンメニューが「緑」に変

わり、プルダウンメニューに選択項目が増えるものがあ

ります。 

（下のテキストの中に「青」で表示された語句がある場

合にこの機能が使えます） 
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<法規シミュレータ> 

 

(1) インデックス画面のツリーメニューから学習する

法律名を選択します。 

(2) 展開された項目を選択します。 

(3) 出題形式からパターンを選択します。 

(4) スタートボタンを選択し解答してください。 

 

  

 

(5) 問題に解答してください 

  

 

(6) 解答の採点 

   「採点」を選択します。 

＊繰返し学習できます。 

全問正解になるまでチャレンジしてください。 



eLPIT受講者の手引き<学習編> 

 

6-3 学習中に使える機能【学習アクティビティ】 

Copyright©2016 Japan Data Communications Association All Rights Reserved. 

21 

 

<ネットワークの基礎> 

インターネットのシミュレーションによるネットワークの基礎を学習してください。 

 

 

＜操作手順とデータの流れ＞ 

(1) クライアントの PCからサービスを選択する 

WEBサイト閲覧／メール送信／メール受信 

(2) 「WEB サイト閲覧」選択時は URL を選択、「メール

送信」選択時はメールを送信する PCを選択する 

(3) 実行 
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中間テストは、基礎・技術・法規の各章の学習が終わるごとに、実施します。 

試験問題は 5問出題され、「60点」以上の取得で合格です。 

中間テストは何度でもチャレンジできますので、修了試験対策として 80点以上を目指し頑張りましょう。 

なお、マイ・コースの中間テスト表記欄には最高得点が表示されます。 

 

受講コース 基礎 技術 法規 

DD第一種 5 4 5 

DD第二種 5 4 5 

DD第三種 5 4 5 

AI・DD総合種 5 8 5 
 

受講コースごとの中間テストの実施項目は、左のとお

りです。 

＊中間テストの時間制限・回数制限はありません。 

 

 

(1) 中間テストを受ける 

選択解答式で、1回あたり 5問の問題が 

出題されます。 

① 解答の選択 

② 次の問題に進む。 

 ＊パソコン画面の大きさにより異なりますが、画面最

大または、画面をスクロールして問題を表示させて

ください。 

 

(2) 中間テストを終了する 

選択解答式で、5問の問題が出題されます。 

① 最終問題（5問目［5問中］と表示） 

② 「正解判定」ボタンを選択してください。 

 

(3) 中間テスト結果 

試験結果と模範解答が示されます。 

① 試験の採点結果が表示されます。   

「60点」以上で合格です。 

② 模範解答が表示されます。 

③ 問番号を選択すると、複雑な問題の場合は解説

が表示されますので参考にしてください。 

④ 試験終了後は、「終了する」を選択してください。 

右上の「×」ボタンで終了すると、テスト結果が受

講データに反映されない場合があります。 
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学習の進捗に対してのご質問・ご相談がある場合、また受験のアドバイス等が必要な場合は、質問してください。

経験・知識豊富な専任クラス担任やチュータが受講者一人ひとりにあったきめ細かな支援をいたします。 

（回数の制限はありません） 

 

(1) 質問する 

   メニューボタンの「Q&A」を選択します。 

① 「新規の質問は、こちらをクリックしてください」

を選択し質問フォームを開いてください。 

 

(2) 質問を入力する 

   質問フォームに質問内容を入力してください。 

① 分類・科目免除・学習項目について 

質問内容に一番近い内容を選択してください。 

② 質問のタイトル（題名）を記入してください。 

③ 質問内容を記入してください。 

④ 質問内容を他の受講者に「公開可/非公開」を

選択してください。 

⑤ 送信（質問）します。 

  （注）公開可の場合は、eLPIT事務局の判断で 

匿名にて公開する場合があります。 

   質問の削除は、eLPIT事務局までご連絡ください。 

 

(3) クラス担任・チュータからの回答 

① 回答日の日付で、クラス担任・チュータから回答

が届きます。 

② タイトルを選択して、回答をご確認ください。 

＊回答は、原則 24 時間以内(営業日)に致しますが、

質問内容により日数がかかる場合がありますので、

あらかじめご了承ください。 

また、別途 E メールにて個別に回答する場合もあり

ます。 

 

(4) 回答を確認する 

① ご質問に対する回答です。ご確認ください。 

② 回答に対して、必要により再度質問を行うことも

できます。 

  （注）回答内容により、お電話でご連絡を差し上げる

場合がございます。 

あらかじめご了承ください。 
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＜科目学習の終了＞ 

以下の条件を満たすと、科目学習の終了となります。 

  ①科目ごとに設定された、全ての章の学習が終了していること（オプション章を除く）。 

  ②科目で指定された全中間テストが 60点以上であること 

 

(1) 科目学習終了の確認 

トップメニューから、マイ・コースに入ります。 

① 当該科目の「学習する」を選択してください。 

  

 

② 当該科目の「進捗」が「受講済」になれば、当該

科目の学習終了です。 
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＜養成課程の学習終了について＞ 

「基礎」、「技術」、「法規」の科目学習が全て終了すると、工事担任者養成課程の学習終了です。 

マイ・コースメニューを選択し、受講中表示（オレンジ色のマーク）が全受講科目消えているか確認してください。 

学習を終了しても繰返し学習（中間テストを含む）できます。 

修了試験に向け継続して学習してください。 

 

(1) 養成課程学習終了の確認 

「基礎」・「技術」・「法規」の学習を終え、受講中表

示が消えれば、養成課程の学習終了です。 

基礎・技術・法規の「学習する」を選択し、学習終

了を確認してください。 

  

 

(2) 「基礎」・「技術」・「法規」のそれぞれの「進捗」に

「受講済」の表記になれば、養成課程の学習終了

です。 

 

*受講者の手引き「修了試験編」を参照し、 

修了試験受験許可申請を実施してください。 
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