
「コンサルティングコース」
受講者マイページの使い方

受講者マイページご使用の前に

● [ログインID」・「パスワード」

受講申込完了後に受信されたeメール「受講者マイページのお知らせ」に記載された

「ログインID」および「パスワード」が必要です。

●ご利用いただく際に必要となるパソコン環境は次のとおりです。

【推奨環境】

※ご利用いただけない場合は、教育事務センター（03-6736-2531）までご連絡
ください。

●JavaScriptについて
マイページではJavaScriptを使用しています。

ご使用になる際は、JavaScript機能を有効にしてください。

●cookie（クッキー）について
マイページではcookie（クッキー）を使用しています。

お使いのブラウザのメニュー設定で、クッキーを許可する設定にしてください。

「コンサルティングコース」受講者マイページとは、「コンサルティングコース」
受講者専用 オンライン サイトです。

確認テスト（科目検定テスト）の受検、セミナーのスケジュール照会・変更、
学習科目の修了状況確認・登録情報の確認および変更・本プログラムへの質問な
どを行うことができます。

2022年8月 第6版

OS Windows 10

ブラウザ Microsoft Edge（Chromium版）

ディスプレイ 1024×768px以上の解像度
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ブラウザを起動して、「受講者マイページ」へのログイン画面を表示します。

https://www.sonpo-daigakukatei.jp/logon.aspx
1

「ログインID」および「パスワード」を入力します。
※受講申込完了時に受信した eメール「受講者マイページのお知らせ」 に記載

2

「ログイン」ボタンをクリックします。3

ログイン画面 https://www.sonpo-daigakukatei.jp/logon.aspx

「ログインID」・「パスワード」を入力
※「受講者マイページのお知らせ」メールに記載

1

2

「パスワード」が不明な場合
はここをクリック（P.2参照）

「ログイン画面」を「お気に入
り」に登録する場合はここをク
リック（P.3参照）

ここをクリック

3

1



「パスワード」を忘れた場合

ログイン画面右下「パスワードを忘れた方はこちらへ」をクリックする。1

「パスワード問い合わせ」画面が表示される。2

受講申込時に登録した「eメールアドレス」と「生年月日」を入力する。3

「送信する」をクリックする。4

登録している eメールアドレスに新しいパスワードのお知らせメールが届く。5

ここをクリック

「パスワード問い合わせ」画面

「eメールアドレス」と
「生年月日」を入力

2

3

ここをクリック4

1

5

登録したeメールアドレスを忘れ
た場合はこちらをクリックし
お問い合わせください。

お知らせメール

ログイン画面

「パスワード問い合わせ」画面

2



「ログインID」を忘れた場合

損害保険大学課程 教育事務センターにご連絡ください。

電話番号 03-6736-2531

受付時間 （平日） 9：00～ 17：00

受講者マイページのログイン画面を、お気に入りに登録すると、すぐに表示ができ便利です。

ログイン画面左上の「お気に入りに登録」をクリックする。1

「お気に入りの追加」ウインドウが開く。（OSにより画面が異なります）2

「名前の欄」に自分にわかりやすい名前を入力する。3

2

「追加ボタン」をクリックする。4

ここをクリック

1

「お気に入りの追加」ウインドウ
（windows７の場合）

3

ブラウザのお気に入り☆に追加されます。5

自分にわかりやすい名前を入力

ここをクリック

4

3



ログインすると、「受講者マイページ」の トップページが表示されます。
確認テストの受検やセミナー受講状況などをいつでもチェックできます。

1
5

4

4

2

3

タブメニュー
現在選択しているページのタブに色がつき、どのメニューを選んでいるか一目でわかります。
各タブをクリックし、目的のページを表示させることもできます。

サイドメニュー

■TOP トップページに戻ります。

■お知らせ トップページ に表示されているお知らせが表示されます。

■受講状況
集計表（受講修了状況）・通信研修、セミナーの受講状況を確認するページ
です。確認テストの受検も行えます。

■スケジュール照会 通信教育・セミナーの受講スケジュールを確認できます。

■登録内容確認・変更 住所・電話番号・勤務先等の登録内容の確認および変更を行うページです。

■お問合せ 受講に関する問い合わせを行います。

メインメニュー

■確認テスト
（科目検定テスト）

確認テスト（科目検定テスト）の受検を行います。

■受講状況
集計表（受講修了状況）・通信研修、セミナーの受講状況を確認するページ
です。確認テストの受検も行えます。

■セミナー受講
セミナーの受講状況を確認するページです。
受講地区の変更、受講票の印刷が行えます。

■お問合せ 受講に関する問い合わせを行います。

重要なお知らせ/
お知らせ

システムメンテナンス情報、重要なお知らせ等が表示されます。

ログアウト 学習を終える時にクリックします。クリックすると「ログイン画面」に戻ります。

11

55

44

22

33

44



通信教育の確認テスト（科目検定テスト）の受検を行うページです。

トップページのメインメニュー「確認テスト（科目検定テスト）」の を
クリックするとページが表示されます。

≫実行する

5

受検結果が
表示される

確認テストの
受検ボタン

科目ごとの
受検可能な

期間

受検期限



確認テスト(科目検定テスト)の構成および表示

6

確認テストは、合格するまで4回受検できます。

再受検問題は、合格・不合格に関わらず、下表のとおり受検可能期間になると、各科目の最
初の問題の下に追加表示されます。

合格になった科目については、再受検はできませんが、参考として全ての再受検問題を見る
ことができます。

年 受検可能期間 科目１ 科目２ 科目３ 科目４ 科目５

１年目

４月～６月 受検期間 受検期間 受検期間 *** ***

７月～９月 再受検期間 再受検期間 再受検期間 *** ***

１０月～１２月 *** *** *** 受検期間 受検期間

１月～３月 *** *** *** 再受検期間 再受検期間

２年目

４月～６月 再受検期間 再受検期間 再受検期間 *** ***

７月～９月 再受検期間 再受検期間 再受検期間 *** ***

１０月～１２月 *** *** *** 再受検期間 再受検期間

１月～３月 *** *** *** 再受検期間 再受検期間

≪確認テストの受検サイクル≫

※ 問題が追加された確認テストページの表示イメージは、
P.7 ｢≪表示例≫1年目7月～9月時点での、確認テストページ画面」を参照。

※ 受講在籍期間は原則1年ですが、最大2年まで在籍することができます。



7

≪表示例≫ 1年目7月～9月時点での、確認テスト画面

科目１
初期問題

科目2
初期問題

再受検１回目

初期問題
科目３

受検期間外科目５

項目名 表示 説明

受検ボタン欄

受検する 受検可能な問題です。クリックして受検できます。

期限切れ 受検期間が切れた問題です。受検できません。

確認テスト欄

合格
科目の修了です。
クリックして問題および解説を見ることができます。

不合格 クリックして問題および解説を見ることができます。

※参考問題
クリックして問題および解説を見ることができます。
受検はできません。
（当該科目に合格した場合に表示）

≪表示の説明≫

1

2

2211

再受検期間になると
初期問題の下に再受検問題が
追加表示される

再受検１回目

受検期間外科目４



「確認テスト」画面

受検する科目の受検する をクリックする。2

1

4 問題にそって解答欄をクリックする。

54

問題および解答欄画面

「受検にあたっての注意事項」

トップページ

ここをクリック

8

5 を繰り返し最後まで解答する。4 5解答後、「次の問題へ」ボタンをクリックする。

トップページ「メインメニュー」の「確認テスト（科目検定テスト）」の
をクリックする。

1 ≫実行する

ここをクリック

3

ここをクリック

「受検にあたっての注意事項」を確認し、「確認テストを開始（再開）する」をクリックする。3

ここをクリック

2

★確認テストを受検する前に、全問題印刷が可能です★

「確認テストを開始（再開）する」ボタンを

クリック後の問題画面で、右上の「全問題印刷用のペー
ジを開く」をクリックし印刷してください。

33



問題画面の構成

解答欄

問題を指定して解答
したり、途中で「答
案の確認」画面を表
示させる場合に使用

「受検にあたっての注意事項」を
確認する場合にクリックする。
１問目のみ表示

次の問題に進む

問題を印刷する場合に使用

受検を一時中断する場合に
クリック

採点前に問題を見直したいときに使用
P.10「付箋を使う」参照

★注意★
確認テストを受検中、「中断する」ボタンをクリックした場合、または2時間入力を行わない
と、受検は終了します。
直前までの解答内容は、保存され、再開時は続きから受検するこができます。

2問目以降の表示 最終問題の表示前の問題
へ戻る

解答一覧
「答案の
確認」画
面が表示
される

9



付箋を使う

●付箋とは
付箋を付けた問題を、採点前に「答案の確認」画面で見直すことができます。

見直したい問題の左上「付箋」マークをクリックする。1

「付箋」の色が黄色に変わる。2

問題を最後まで解答し、「確認画面へ」ボタンをクリックする。3

解答の一覧画面「答案の確認」画面が表示され、「付箋を付けた問題」に付箋マークが表示
される。

4

問題番号をクリックすると、問題が表示される。必要に応じて解答を修正する。5

解答を見直した後、解答の一覧画面「答案の確認」画面に戻るには、右下「問題指定」欄で
「確認画面」を選択する。

6

「答案の確認」画面の一番下の「採点」ボタンをクリックし採点を行う。
（P.12「確認テストを採点する」参照）

7

1

黄色に変わる

2

3

ここをクリック

問題画面

問題の「解答欄」画面

10

最終問題解答後
ここをクリック



ここをクリックし、
採点画面へ

問題番号を
クリック

5

P.12「確認テストを採点する」参照

7

解答見直し後、
「確認画面」を選択

6

「答案の確認」画面

問題の「解答欄」画面

「答案の確認」画面

11

付箋マークが表示
される

4



最終問題解答後、解答欄右側の「確認画面へ」ボタンをクリックする。1

解答の一覧画面「答案の確認」画面が表示される。画面下「採点」ボタンをクリックする。2

採点実行の確認ウインドウが表示される。「OK」ボタンをクリックする。3

「確認テスト結果概要」画面が表示される。結果確認後、画面下「閉じる」ボタンをクリッ
クする。

4

「受講状況」画面に戻る。「確認テスト（科目検定テスト）」欄に受検結果が表示される。5

1

ここをクリック「答案の確認」画面

ここをクリック

採点実行確認ウインドウ

3

最終問題の「解答欄」画面

12

問題番号をクリックすると、
解答の見直しができる

ここをクリック

2



「確認テスト結果概要」画面

ここをクリック

得点結果：○○点
合否判定：合格 / 不合格

13

受検結果が表示される。
※ クリックすると、上図「確認テスト結果概要」画面が
表示される。

4

出題された問題についての意見・ご要望等
を入力（任意）

「受講状況」画面

全問題を印刷する場合に使用

5

クリックすると、問題および
解説文が表示される。

「問題と解説文」画面



14

ここをクリックして受検

確認テストが、「不合格」または「期限切れ」となった科目は、再受検可能期間に再受検が可
能です。※ 再受検可能期間は、P.6の≪確認テストの受検サイクル≫参照

再受検可能期間になると、最初の問題の下に「再受検」問題が追加表示されます。
受検ボタン項目の「受検する」ボタンをクリックし、受検してください。

再受検は、在籍可能期間内（2年間）に3回まで受検できます。

≪表示例≫ 科目１の再受検問題が追加表示された通信研修の確認テスト画面

再受検1回目 ：再受検可能期間 7月～9月

再受検2回目 ：再受検可能期間 翌年4月～6月

ここをクリックして受検

再受検3回目 ：再受検可能期間 7月～9月

ここをクリックして受検

受検手順：P.8 「2.確認テスト（科目検定テスト）を受検する」をご覧ください。
採 点 ：P.12「3.確認テスト（科目検定テスト）を採点する」をご覧ください。

再受検問題が追加された｢確認テスト(科目検定テスト)｣画面の構成

再受検の受検手順および採点



15

「確認テスト」画面

「通信研修」確認テスト画面で、確認テスト（科目検定テスト）欄に「合格」・「不合
格」・「※参考問題」表示がある問題は、解答および解説を確認することができます。

ここをクリック

トップページ

「問題と解説文」画面

ここをクリック

1

3

｢確認テスト結果概要｣画面

確認テスト結果概要
画面に戻る

前後の問題を確認
できる。

2

4

トップページ「メインメニュー」の「確認テスト（科目検定テスト）」の
をクリックする。

≫実行する1

確認テスト画面が表示される。見たい問題の「確認テスト」欄の表示をクリックする。2

問題と解説文画面が表示される。前後の選択した問題を確認することができる。
｢中断する」をクリックすると、「確認テスト結果概要」画面に戻る。4

｢確認テスト結果概要」画面が表示される。確認したい設問の「解説へ」をクリックする。3

見たい問題の表示を
クリック



セミナー受講状況の確認を行うページです。
トップページのメインメニュー「セミナー受講」の をクリックすると、
ページが表示されます。

16

セミナーの開催日
が表示される

セミナーの受講状
況が表示される

≫実行する

WEB受講票が
表示される

標準スケジュールが
表示される
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1 トップページ「メインメニュー」の「セミナー受講」の をクリックする。≫実行する

2 「セミナー」画面の、「詳細」をクリックする。

3 「WEB受講票」画面が表示される。セミナーの開催日時や会場など、詳細内容を確認できる。

ここをクリック

トップページ

「セミナー」画面

「WEB受講票」画面

スケジュールの詳細情報を
確認できる。

1

3

受講地区（会場）を変更する場合は、ここをクリック。（詳細はP.18参照）

2

ここをクリック



受講地区を変更する

18

2

各セミナーは、他の地区での受講が可能です。
※ 変更可能期限は、開催日を含め1週間前までです。
※ 定員に達している地区へは変更できません。

3

｢セミナー受講会場変更」画面が表示され、変更可能な他地区の受講会場が表示される。
希望の地区（会場）を選択すると、右の開催地区表示が、希望地区に変わる。

4

｢確認する」をクリックする。

5

変更内容に誤りがないことを確認し、「変更する」をクリックする。

｢スケジュール照会」画面が表示される。変更したセミナー開催月のスケジュール画面を送り
ボタンをクリックし表示する。

｢WEB受講票」画面の、「会場を変更する場合はこちら」をクリックする。1

「WEB受講票」画面

ここをクリック

1
「セミナー受講会場変更」画面

2

ここをクリック

3

希望会場を選択すると、
希望の開催地区が表示される。
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6 ｢内容」欄の「詳細を見る」をクリックし、「WEB受講票」画面を表示し、内容を確認する。

希望会場を選択する



「変更内容確認」画面

ここをクリック

4

変更内容を確認する。

「スケジュール照会」画面

クリックして、変更後のセミ
ナー開催月を表示する。

5

ここをクリック

6

変更後の内容を確認する。

「WEB受講票」画面

19



｢WEB受講票｣を印刷する

20

「WEB受講票」画面

郵送された受講票を紛失したり受講地区を変更した場合は、「WEB受講票」を印刷し、セミ
ナー会場へお持ちください。

※ 「WEB受講票」の表示方法はP.17「2.セミナーの詳細を確認する」参照。

画面上でマウスを右クリックし、メニューから「印刷」を選択し印刷してください。

これを選択して印刷する
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1

修了済みの科目数が表示される。

2

トップページ

｢受講状況」画面の集計表が表示される。

トップページ「メインメニュー」の「受講状況」の をクリックする。≫実行する

2

受講科の種類

全体科目数が表示される。 修了必要科目数が表示される。

「受講状況」画面

現在の受講状況が確認できます。
画面をスクロールすると、「通信教育」「セミナー」の受講状況の詳細を確認できます。

ここをクリック

1
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受講状況集計表

「通信教育」受講詳細
操作方法はP.5参照

「セミナー」受講詳細
操作方法はP16参照
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1 トップページ「メインメニュー」の「受講状況」の をクリックする。

2 ｢受講状況」画面の「修了証明書」が表示される。

3 必要に応じ｢印刷」する。（画面上で、マウスを右クリックして印刷を選択）

≫実行する

全科目を修了すると、eメールおよび「受講者マイページ」の「受講状況」画面で、
「コンサルティングコース」修了をお知らせします。

「受講状況」画面には、「コンサルティングコース」試験の受験に必要な情報が表記されます
ので、必ずご確認ください。

2

3

ここをクリック

1

2



「スケジュール照会」画面は、確認テスト（科目検定テスト）の受検期限と受講するセミ
ナー月を確認することができます。

「スケジュール照会」画面の構成
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≪ 確認テスト（科目検定テスト）の受検期限月の表示 ≫

≪ セミナー開催月の表示 ≫

各科目の
確認テスト受検期限日

選択した月およびその月
に期限をむかえる科目

クリックして
受検可能

※ 確認テスト（科目検定テスト）の受検期限案内は受検期限月にのみ表示され、他の月は
受検期間内であっても「今月の予定はありません」と表示されるのでご注意ください。

トップページ左のサイドメニュー「スケジュール照会」を クリックすると「スケジュール
照会」画面が表示されます。

選択した月および
その月に開催するセミナー

クリックすると
「WEB受講票」が表示される

セミナー開催日



「登録内容確認・変更」画面では、現在の登録内容の確認、変更を行うことができます。

「登録内容確認」画面が表示される。2

トップページの「登録内容確認・変更」をクリックする。1

「変更内容確認」画面で、内容を確認し、画面下の「登録する」をクリックする。5

「登録内容変更]画面が表示される。登録内容を変更し、画面下の「入力内容を確認」をク
リックする。

4

内容を変更するには場合は、画面下の[変更する」をクリックする。3

「登録内容確認」画面
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トップページ

ここをクリック

1

ここをクリック

3

2



「登録内容変更」画面

「変更内容確認」画面
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変更内容確認後、
ここをクリックし
登録完了

5

4
登録内容変更後、
ここをクリック



トップページの「登録内容確認・変更」をクリックする。1

「パスワードを変更する場合はこちら」をクリックする。2

「パスワード変更」画面が表示される。3

「現在のパスワード」を入力し、「新しいパスワード」を2か所入力する。4

「変更する」ボタンをクリックする。新しいパスワードに変更される。5

トップページ

ここをクリック

1

ここをクリック

2

「登録内容確認」画面

3
「パスワード変更」画面

ここをクリック

5
「登録内容確認」画面
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現在のパスワードと
新しいパスワードを入力

4



お問合せ画面で、システム操作やテキスト内容などの質問を送ることができます。
後日、教育事務センターより、電話またはメールにて回答します。

トップページのサイドメニュー「お問合せ」、または、メインメニューの「お問合
せ」の をクリックしてください。≫実行する

「お問合せ」画面の「ご質問区分」をプルダウンして、質問区分を選択する。1

質問内容を入力する。2

「内容を確認する」ボタンをクリックする。3

質問内容を確認後、「送信する」ボタンをクリックする。4

「送信完了」画面が表示される。
後日、教育事務センターより、電話またはメールにて回答します。

5

質問内容を入力
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2

3
ここをクリック

1 ここをプルダウン
して選択

質問内容を入力



4

質問内容を確認後、
ここをクリック

「送信完了」画面5

損害保険大学課程 教育事務センター

電話番号 03-6736-2531

受付時間 （平日） 9：00～ 17：00
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