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【受講者用】e-learningシステム操作手順
１.ログイン

ユーザー名・新しく設定したパスワード
を入力してログインをクリックします。

トップページが表示されます。

１.-1
インターネットから、「TRC e-learning」 にアクセスします。

１.-2  

１.-3  

*******

新しく設定したパスワード
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【受講者用】e-learningシステム操作手順
２.講座の受講

「学習」をクリック後、トレーニング受講
リストの表示」をクリックします。

左上のタブが「アクティブ」であることを
確認して（各講座・初回受講時のみ）
「登録」をクリックします。

右上の をクリックして、ナビゲー
ションメニューを表示します。

２.-1  

２.-2  

２.-3  

ようこそページ右上 を
クリック
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【受講者用】e-learningシステム操作手順
２.講座の受講 ~Ｔ1.危険認知度クイズ～

「開始」をクリックし、受講を開始します。

最後まで受講したら、タブもしくは
ウィンドウを閉じます。

Ｔ1-1  

Ｔ1-3

タイトルが表示されましたら、右下の
「次のスライドへ」をクリックして
進みます。

クイズ三択では、いずれか一つを選択し
て「送信」をクリックします。

Ｔ1-2  
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【受講者用】e-learningシステム操作手順
２.講座の受講 ~Ｔ2.ヒヤリハット映像集～

「開始」をクリックし、受講を開始します。

2つとも最後まで受講したら、画面右上の
「ｘ」をクリックしてウィンドウを閉じます。

Ｔ2-1

Ｔ2-3

タイトルが表示されましたら、次のスライド
へ進みます。

２つのヒヤリハット映像集を配信しますので、
1つずつ確認します。

1つめのヒヤリハット映像を確認後に、右下
「映像選択ページ」をクリックして、２つめの
ヒヤリハット映像を確認します。

Ｔ2-2
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【受講者用】e-learningシステム操作手順
２.講座の受講 ~Ｔ3.交通安全クイズ～

「テストの開始」をクリックし、受講を開始
します。

Ｔ3-1

Ｔ3-2 

まず最初にテストの手順について説明を
ご確認ください。
「続行」をクリックします。

質問は、合計3つありますので、すべて同じ
要領で回答します。

選択の中から1つ回答を選択して、「次へ」
をクリックします。

すでに回答した質問について、再確認する
場合は「戻る」をクリックします。

Ｔ3-3

Ｔ3-4
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【受講者用】e-learningシステム操作手順
２.講座の受講 ~Ｔ-3.交通安全クイズ～

すべて回答を選択しましたら、
「サマリー」をクリックします

受講したら、画面右上の
「ｘ」をクリックしてウィンドウを閉じます。

Ｔ3-5

Ｔ3-9 

質問3つがすべて回答済みであることを
確認して、「最終回答の提出」をクリック
します。

Ｔ3-6

「合格済」であることを確認します。
「レビュー」をクリックして、回答と解説を
確認します。

「不合格」の場合は、合格済になるまで
ご受講いただきます。→Ｔ3-10へ

Ｔ3-7

Ｔ3-8

「詳細表示」をクリックして、
回答と解説を確認します。
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【受講者用】e-learningシステム操作手順
２.講座の受講 ~Ｔ-3.交通安全クイズ～

「不合格」の場合は、「完了」をクリック
します。

Ｔ3-10

「受け直し」をクリックして、テストを再受
講します。
→Ｔ3-2 へ

Ｔ3-11
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【受講者用】e-learningシステム操作手順
２.講座の受講 ~Ｔ4.安全運転ニュース～

「テストの開始」をクリックすると、別ウィン
ドウで受講を開始します。

「テストの開始」ボタンから、「完了する」
ボタンに変更されているのを確認して、
「完了する」をクリックします。

Ｔ4.-1

Ｔ4.-3

Ｔ4.-2

ＰＤＦファイル2枚が表示されます。
下へスライドして2枚目へ進みます。

全て読み終わりましたら、ウィンドウ画面
の上に表示される「Ｘ」で閉じます。
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【受講者用】e-learningシステム操作手順
２.講座の受講 ~Ｔ5.運転能力トレーニング～

「開始」をクリックし、受講を開始します。

スコアが表示されましたら、画面右上の
「ｘ」をクリックしてウィンドウを閉じます。

Ｔ5.-1 

Ｔ5.-3 

Ｔ5.-2

トレーニングの概要とルールを確認し、
ゲームの開始をクリックします。

トレーニングによって、受講方法が異
なりますので、各トレーニングの概要と
ルールをご確認ください。



10

【受講者用】e-learningシステム操作手順
３.修了証・トレーニング受講リストの出力方法

「学習」をクリック後、「トレーニング受講
リストの表示」をクリックします。

受講記録の出力方法には、2通りの方法があります。
用途に応じて、受講記録を出力してください。

用途・目的 出力方法

1講座ごとに受講記録を印刷したい 修了証

修了した講座を一覧で印刷したい トレーニング受講リスト

トップページ右上 を
クリック

右上の をクリックして、ナビゲー
ションメニューを表示します。

３.-1  

３.-2  

修了証・受講リスト出力方法
（共通）
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【受講者用】e-learningシステム操作手順
３.修了証・トレーニング受講リストの出力方法

「修了証の表示」をクリックします。
３.-4  

受講が「完了」した講座を表示
します。

受講ステータスを「アクティブ」
から「完了」に変更

３.-3  

修了証の発行方法

修了証・受講リスト出力方法
（共通）
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【受講者用】e-learningシステム操作手順
３.修了証・トレーニング受講リストの出力方法

３.-4   
右上 をクリックし、
「トレーニング受講リストの印刷」
をクリックします。

３.-5  
「印刷」をクリックします。

トレーニング受講リストの出力方法
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【受講者用】e-learningシステム操作手順
４.メールアドレス・ユーザー情報の変更

４.-1   
右上の をクリックして、
ナビゲーションメニューを表示します。

４.-2
「ユニバーサルプロフィール」をクリック
します。

４.-3
「ユーザーレコード」をクリックして、
ユーザーレコード画面を表示します。

４.-4
「レコードの編集」をクリックして、
ユーザーレコードの編集画面を表示
します。

トップページ右上 を
クリック
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【受講者用】e-learningシステム操作手順
４.メールアドレス・ユーザー情報の変更

４.-5
名前やユーザ名、Eメールアドレス
などを入力・編集します。
名・姓・ユーザー名・部門は必須です。

注意事項
姓名は要注意。
名に名字、姓に名前 を入力。
（例）名：東海 姓：太郎

注意事項
職種、コストセンター、ロケーションは
使いません。

部門を変更したい場合は、一度
「×」をクリック後、部門を選択し
ます。

４.-6
入力・編集が完了したら、右下の
「保存」をクリックします。

注意事項
ユーザー名、メールアドレスの重複して
登録できません。
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【受講者用】e-learningシステム操作手順
５.パスワードを忘れてしまったら・・・

５.-1
メールアドレスを登録している場合は、
「パスワードを忘れた方はこちら」
をクリックします。

注意事項
自己登録中に５分以上操作を行わない場合は、
タイムアウトすることがございます。

注意事項
送信をクリックして５分以上経ってもメールが届かな
い場合は、所属企業の管理者様にお問い合わせく
ださい。
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【受講者用】e-learningシステム操作手順
５.パスワードを忘れてしまったら・・・

５.-2
登録されているメールアドレスにパスワード
リセットに関するご案内が届きます。

記載されたパスワードリセット用の
URLへアクセスしてください。

５.-3
再度、パスワードを登録します。

事前にメールアドレスを登録していない場合は、所属企業の
管理者様までお問い合わせください。

注意事項
パスワードは、以下を満たすように変更してください。
・文字数制限：8文字～20文字
・英数字および大文字・小文字の混合
・使用制限：ユーザー名、ユーザーＩＤ、メール

アドレス、スペース以外の文字

*******

*******



■ ブラウザ

Internet Explorer  11以上（Win）

Microsoft Edge（Win）

Mozilla Firefox 最新版（Win）

Google Chrome 最新版（Win、Android）

Safari 11以上（Mac、iOS）

■CPU

1GHz以上

■メモリ（RAM）

1GB以上

■解像度

1024×768 以上

■プラグインソフト

Adobe Acrobat Reader

■その他

サウンドボード、スピーカーまたはヘッドフォン
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【受講者用】e-learningシステム操作手順
６.推奨環境



お問い合わせ先
東京海上日動リスクコンサルティング株式会社
e-learningシステム・ヘルプデスク
■メール：lms_support@tokiorisk.co.jp


