
スマートフォン・タブレットでの受講希望の方・・・P.2～P.5

パソコンでの受講希望の方 ・・・P.6～P.8

キャリアアップ研修：e-ラーニング
端末操作マニュアル



研修カリキュラム P.1端末からは下記の対象となるコースのみしか選択することが
出来ません。

コース名 コンテンツ 形式 時間 記録時間

1年目-1

認知症高齢者の理解と認知症ケアマネジメント スライド 1時間
2.5時間
※150分人生を楽しみ成果を上げる３つの法則 動画 1時間20分

パワーハラスメント防止講座 動画 12分

1年目-2

メンタルヘルス職場での感情コントロール 動画 32分
2.5時間
※150分ストレスマネジメント 動画 58分

心を動かすスピーチ・プレゼンの技術 動画 58分

1年目-3

意識マナー・コミュニケーション表現
※伝える力編 動画 18分

2.5時間
※150分意識マナー・コミュニケーション表現

※ビジネスマナー編 動画 41分

あなたの魅力を引き出す９つの力 動画 1時間35分

2年目-1

ＳＮＳに気をつけよう 動画 40分
2.5時間
※150分感染・衛生管理 動画 22分

仕事の進め方とPDCA講座 動画 1時間15分

2年目-2

人がおもしろいように育つ[ホメ] [シカ]理論 動画 36分
2.5時間
※150分魂を揺さぶる話し方（話す・伝える響かせる） 動画 1時間41分

タイムマネジメント講座 動画 21分

2年目-3
現場で使える本物のコミュニケーションスキル 動画 1時間57分

3.0時間
※180分専門別研修（介護職・看護職・他） 動画/スラ

イド 1時間

3年目-1

専門別研修（介護職・看護職・他） 動画/スライド 57分
2.5時間
※150分コーチング講座 動画 12分

説得力を高めるプレゼンテーション 動画 1時間14分

3年目-2
自立型ハイパフォーマーのコツ 動画 43分 2.5時間

※150分論理的思考力を身につけよう 動画 1時間44分

3年目-3

セルフケア研修 スライド 1時間
3時間
※180分事例で学ぶコーチング入門 HTML 1時間

書き方・話し方が変わるロジカルシンキング HTML 1時間

4年目-1
ビジネス文書のためのWord活用テクニック 動画 52分 2.5時間

※150分今の時代に求められるリーダーシップ 動画 1時間31分

4年目-2
プライバシーマークと個人情報保護 スライド 30分 2.5時間

※150分謝罪のマニュアル（ピンチをチャンスに変える） 動画 1時間45分

4年目-3
生産性を高める意識改革の方法とは HTML 1時間 3.0時間

※180分Excelを間違って覚えないための最初の一歩 動画 1時間57分



P.2

受講の流れ（スマートフォンもしくはタブレットご利用の場合）
スマートフォン、タブレットの方はコチラ

※パソコンからの受講マニュアルは「P.6～」を参照下さい。

スマートフォン
操作マニュアル

スタッフ専用ページは、ぜひ
ブックマークまたは、ホーム
画面に追加をお願いします。

キャリアアップ研修に加え
・WEB給与明細 入口
・就業規則 等
他の情報も見ていただけます。

ご活用くださいませ。

①研修システムURL欄へ

tsukui-staff.manebi.jp
を入力し、次へ進む
をクリック

または

下部QRコードから探す
をクリックし、下記QR
を読み取る。

②IDとパスワード
を入力します。

ログインID
：スタッフコード
パスワード
：s（小文字）
＋生年月日８ケタ

（例：1983年2月9日
⇒ s19830209）

アプリで受講も可能

ツクイスタッフ スタッフ専用ページ 検索

https://tsukui-staff.manebi.jp/

App Storeまたは、Google Playから「派遣のミカタ」で検索
※Wi-Fi環境でコンテンツをダウンロードできます。

サイト接続方法は2種類あります。

①URLまたはQRコード接続 ②ツクイスタッフHP>スタッフ専用ページ



P.3

（図１） （図２）
①IDとパスワードを入力します。

ログインID：スタッフコード
パスワード ：s（小文字のエス）＋生年月日
８ケタ

（例：1983年2月9日 ⇒ s19830209）

（図３） （図４）

③図３「絞り込む」タブ選択を行い、
「□」の全てのコース内の３つのコースの
中から受講したい研修を選択します（図4）

※各コースの研修コンテンツについては、
「P.１：研修カリキュラム」を参照下さい。

スマートフォン
操作マニュアル

②「探す」を選択

（図５）

研修は入社時期に応じて、
「２年目」「３年目」「４年目」
のコースを用意しています。

（図６）は２年目のコースを選択
した場合の選択画面です。

④選択したコース（１年目-
１・１年目-２など）の選択
画面が表示されますので、
「受講する」を選択します。

（図６）



（図７）

⑤コースの中から受講
する研修を選択します
（図７→図８）

⑥動画視聴の際に、
「学習場所」の選択画
面になります。就業中
の受講はできません。
公休日に実施してくだ
さい。

２２:００～翌５:００
の間も受講が出来ませ
んのでご注意下さい。

（図８）

⑦「視聴ボタン」を選択
し、講座を受講します
（図10→11）
早送りをしたりすること
なく、全て視聴が完了す
れば「図12」のアナウ
ンスが表示されます。
動画を「早送り」したり
すると、受講完了となり
ません。最後まで視聴下
さい。
※視聴が途中で終わって
しまった場合、途中から
視聴を開始することが出
来ます。

P.4スマートフォン
操作マニュアル

（図９）

（図10） （図11） （図12）

（図13）
⑧「レッスン一覧へ戻る」と達成度が表示
されますので、達成度を確認してください。

⑨（図14）「探す」を選択し、（図3-
4※P.3）と同じ項目から未受講分の研修コ
ンテンツへ戻り、残りの未受講分のコンテ
ンツも受講してください。

（図14）



P.5

（図15）
⑩（図15）受講済のコンテンツには「完了済」と記載されていま
す。残りのコンテンツの受講をお願いします。

※完了済であっても、繰り返し視聴することは可能です。ただし、
研修という扱いには出来ませんので無給となります。

スマートフォン
操作マニュアル

お疲れ様でした。受講はここまでです。
受講日時と受講内容等の必要事項をタイムシートへご記入ください。
タイムシートの記入の方法につきましては、別紙「ツクイスタッフの教育訓練」を参照下さい。

キャリアアップ研修は全て３つのコースに分類されています。

（1年目） 1年目-1・1年目-2・1年目-3
（2年目） 2年目-1・2年目-2・2年目-3
（3年目） 3年目-1・3年目-2・3年目-3
（4年目） 4年目-1・4年目-2・4年目-3

1コースあたり2.5時間～3時間のコンテンツ（カリキュラム）を組
んでいます（P. 1参照）
各コースには、複数のコンテンツが含まれていますが、1コース分
全て受講しなければ、受講済とみなすことが出来ませんので、ご
注意下さい。
研修名にコース名記載はありませんので、コンテンツと突合して
ください。

コース名対象

■受講終了日の確認方法■

「学ぶ」を選択すると、その下（左図）に受講終了
日が表示されます。
延長・変更はできませんので、期間内に受講をお願
いします。



P.6

受講の流れ（パソコンご利用の場合）
パソコンの方はコチラ

https://tsukui-staff.manebi.jp/

パソコン
操作マニュアル

①IDとパスワードを入力します。

ログインID：スタッフコード
パスワード ：s（小文字のエス）＋生年月日
８ケタ

（例：1983年2月9日 ⇒ s19830209）

➁ 「□」の全てのコース内の３つのコー
スの中から受講したい研修を選択します。

※各コースの研修コンテンツについては、
「P.１：研修カリキュラム」を参照下さい。

④選択したコース（１年目-１・１年目-２
など）の選択画面が表示されますので、
「受講する」を選択します。

研修は入社時期に応じて、
「２年目」「３年目」「４年目」
のコースを用意しています。

⑤コースの中から受講するコンテンツを選
択します

⑥「学習場所」の選択画面になります。就
業中の受講はできません。公休日に実施し
てください。

２２:００～翌５:００の間も受講
が出来ませんのでご注意下さい。



P.7パソコン
操作マニュアル

⑦「視聴ボタン」を選択し、講座を受講
します。

動画を「早送り」したりすると、受講完
了となりません。最後まで視聴下さい。
※視聴が途中で終わってしまった場合、
途中から視聴を開始することが出来ます。

⑧ 早送りをしたりすることなく、全て視
聴が完了すれば「コース完了」のアナウン
スが表示されます。

⑨「レッスン一覧へ戻る」と達成度が表示
されますので、達成度を確認してください。

※「 」を右クリックすると動画を拡大し
て視聴することが出来ます。

⑩「探す」を選択し、（P.6 ➁）と同じ
項目から未受講分の研修コンテンツへ戻り、
残りの未受講分のコンテンツも受講してく
ださい。



P.8パソコン
操作マニュアル

お疲れ様でした。受講はここまでです。
受講日時と受講内容等の必要事項をタイムシートへご記入ください。
タイムシートの記入の方法につきましては、別紙「ツクイスタッフの教育訓練」を参照下さい。

⑪受講済のコンテンツには「完了済」と
記載されています。残りのコンテンツ受
講をお願いします。

※完了済であっても、繰り返し視聴する
ことは可能です。ただし、研修という扱
いには出来ませんので無給となります。

キャリアアップ研修は全て３つのコースに分類されています。

（1年目） 1年目-1・1年目-2・1年目-3
（2年目） 2年目-1・2年目-2・2年目-3
（3年目） 3年目-1・3年目-2・3年目-3
（4年目） 4年目-1・4年目-2・4年目-3

1コースあたり2.5時間～3時間のコンテンツ（カリキュラム）を組んでいます（P. 1参照）

各コースには、複数のコンテンツが含まれていますが、1コース分全て受講しなければ、受講
済とみなすことが出来ませんので、ご注意下さい。
※研修名にコース名記載はありませんので、コンテンツと突合してください。

コース名対象

■受講終了日の確認方法■
「学ぶ」を選択すると、画面左上に
受講終了日が表示されます。
延長・変更はできませんので、期間内
に受講をお願いします。
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