
※ 対策講座で利用可能

模擬試験講座で利用可能

給与計算実務能力検定試験® ＷＥＢ講座
利用マニュアル

自動採点
機能

Wi-Fi
推奨

注意

・解説動画は があります。
期限より後はご視聴頂けませんのでご注意下さい。

・学習に使用する教材は一部データがダウンロード可能ですが、
決済完了後、製本済みの教材をお届けしますので、併せてご活用下さい。

本試験日23：59までの視聴期限
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ログイン～講座メニュー画面

解説動画の視聴方法について

‥‥Ｐ４資料のダウンロードについて

‥‥Ｐ５～１１模擬試験の受験方法について

‥‥Ｐ１２採点と解答解説について

‥‥Ｐ１３受験履歴の表示について

模擬試験対策

模擬試験対策

模擬試験対策

模擬試験

模擬試験

模擬試験
受験履歴
蓄積機能

フラグ
機能

チェック
ボックス
機能

このたびは給与計算実務能力検定試験®ＷＥＢ講座をご覧いただき、

ありがとうございます。

本マニュアルでは、ご利用いただくために必要となる基本的な内容を

記載しておりますので、よくご確認ください。

操作テスト をお忘れなく!

実際にご受講予定の端末で動作に問題がないことをお試しの上、ご利用下さい

https://brain-learning.com/training01/course/view.php?id=7

模擬試験

対策

給与計算 ＷＥＢ 操作テスト



ログインすると、システム上、全ての講座が表示されます。
お申込みの講座をクリックして下さい。

以下のコースはどなたでもクリック出来ます。
〇ＷＥＢ講座操作テスト・利用マニュアル
〇ＷＥＢ講座模擬試験（トライアル）

1

ログイン～講座メニュー画面 模擬試験対策

ログインについて

XXXXXXX

XXXXXXX



講座メニュー画面について

お申込みの講座メニュー画面です。
マイコースをクリックすると、お申込み頂いた講座が表示されます。

XXXXXX
X

XXXXXXX

お申込み頂いた講座のみ表示されます。
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ＷＥＢ講座メニューの構成

ＳＴＥＰ３
動画解説

ＳＴＥＰ４
計算演習動画解説

ＳＴＥＰ３
模擬試験

ＳＴＥＰ４
動画解説

ＳＴＥＰ１ はじめに

ＳＴＥＰ２ 資料のダウンロード

対策講座 模擬試験講座



講座の講義動画が視聴できます。

ご覧になりたい項目名をクリックすると次の画面にうつります。
（ ）内の数字は再生時間です。

XXXXXXX

XXXXXXX

画面中央の ボタンをクリックして再生します。

画面左下の ボタンをクリックして再生を一時停止します。

＊チェックボックス機能

任意でチェックマークを
つけることが出来ます。
視聴し終わった動画や、
もう一度見直したい動画等、
お好みでご活用下さい

3

チェック
ボックス
機能

解説動画の視聴方法について 模擬試験対策



講座に使用する教材がダウンロードできるページです。

こちらの資料につきましては、決済完了後、製本した教材をお申込み
いただいた住所へ発送手配も致します（発送日は土日祝日を除く）。
製本版も併せてご利用下さい。

クリックすると資料画面にうつります。
（ ）内はデータの大きさです。

印刷やダウンロードはこちらの画面で行います。
（スマホでもダウンロードは可能です）

4

資料のダウンロードについて 模擬試験対策



模擬試験を受験することができます。

「給与計算実務能力検定試験」と同じ４０問の問題が用意されています。
（２級：知識問題３５問＋計算問題５問＝全て四肢選択）
（１級：知識問題３０問＝四肢選択＋計算問題１０問＝記述式）

「給与計算実務能力検定〇級模擬試験問題」をクリックすると次の画面にうつります。

5

フラグ
機能

模擬試験の受験方法について 模擬試験



模擬試験を受験する際に必要な条件が示されています。
開始する前によくご確認ください。

（お届けする問題(製本版)表紙にも条件が記載されています）
（このページへは模擬試験の途中でも戻ることが出来ますが、
その場合は解答を保存する「次へ」のボタンを必ずクリックしてから
移動してください⇒次ページ参照）

XXXXXX

XXXXXXX

条件

このボタンをクリックして
解答を開始します。

6



XXXXXX

画面を開いている
問題に黒枠がつい
ています

XXXXXX

模擬試験問題が１～２問ずつ表示されます。

設問を読んで、四肢選択の場合は、該当する選択肢の をクリックして下さい。

表示されている問題の解答が終わったら、左下の をクリックして下さい。

※ をクリックすることで解答が保存されます。

次へ

次へ

解答が終わったら、必ずこのボタンをクリックして下さい。
クリックせずに進むと、解答が残りませんのでご注意下さい。

7

＊フラグ機能

任意でフラグをつけること
が出来ます。

再確認したい問題や、後で
じっくり解答したい問題等、
お好みでご活用下さい。

17

31

→フラグを立て、未解答

→フラグを立て、解答済

XXXXXX



8

テスト終了ボタンをクリックするか、

問題40のページで をクリックすると

「問題ステータス」の画面にうつります。

次へ

【ステータス】解答状況が確認できます。

「解答保存」解答が終わっているもの
「未解答」 解答が終わっていないもの

問題番号をクリックすると
該当する問題ページにうつります。

次へ

XXXXXX

XXXXXX

はフラグを立てた設問です。

この画面で をクリックすると

該当する問題ページにうつります。
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途中でログアウトしても、前回終了した問題から模擬試験を受験する
ことができます。

XXXXXX

XXXXXX

を

クリックすると

続きから受験できます。

間違いの修正も可能です。



10

講座メニューについて
（模擬試験問題）

１級模擬試験講座では問題３１～４０まで記述式問題になります。

≪解答方法について≫では、解答の入力方法の記載がありますので
よく確認の上、入力をお願いします。
※解答が合っていても、入力方法に間違いがあると不正解となります。

≪解答方法まとめ≫

解答が１つのもの
・・・999,999円

解答が２つ以上あるもの
・・・999,999円999,999円
・・・ 999,999円999,999円999,999円

解答が特殊なもの
・・・超過額999,999円
・・・不足額999,999円

XXXXXX

XXXXXX
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講座メニューについて
（模擬試験問題）

問題に戻りたい場合は をクリックすると戻ります。

これで模擬試験は終了です。

全ての解答が終わったら bbbbb をクリックして下さい。

XXXXXX

XXXXXX
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解答が終了すると、自動採点された結果と解説画面が表示されます。

「すべての問題を1ページに表示する」でまとめて印刷することも可能です。

XXXXXX

XXXXXX

不正解の場合は

解答部分が赤く

表示されます。

■四肢選択の場合

■記述式の場合

不正解の場合

正解の場合 解答部分が緑色に表示されます。

間違えた問題に

フラグを立てて

みましょう

問題番号を
クリックすると
その問題ページ
に飛びます

自動採点
機能

採点と解答解説について 模擬試験



XXXXXX
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「模擬試験講座」のページに戻ると受験履歴が残ります。

もう一度模擬試験が出来ます。
問題は同じですので、何度も繰り返すことで知識の定着が可能です。

確認したい回の
採点結果が確認
出来ます

これまでの
最高得点が
表示されます

ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
BraiN e-learning room事務局 TEL：03-5217-2670（平日：10：00～18：00）

【お問い合わせフォーム】https://www.e-brain.ne.jp/contact/

受験履歴の表示について 模擬試験
受験履歴
蓄積機能



Windows環境
Microsoft Windows Vista SP2/ 7 SP1/ 8/8.1
（8ならびに8.1はデスクトップモードのみ動作、またタッチパネル操作には対応しておりません）

ブラウザ
Internet Explorer9、10、11、Google Chrome最新バージョン、Firefox最新バージョン

ハードウェア（動画コンテンツの場合）
・音声ならびに映像の再生に対応（2004年度以降に発売されたメモリ1G以上のPCが目安です）
・インターネット接続環境（CATV回線、光回線、4G以降のモバイル通信環境、WiMAX）

Macintosh環境
OSMacOS X v10.5 Leopard以上

ブラウザ
Safari 最新バージョン

ハードウェア（動画コンテンツの場合）
・音声ならびに映像の再生に対応（2004年度以降に発売されたメモリ1G以上のPCが目安です）
・インターネット接続環境（CATV回線、光回線、4G以降のモバイル通信環境、WiMAX）

※「Windows10」および「Microsoft Edge」対応について
マイクロソフト社よりリリースされました、Windows OS「Windows 10」およびインターネットブラウザ「Microsoft 
Edge」についての動作検証は完了しておりません。

誠に恐れ入りますが、上記のOSおよびブラウザをご利用のお客様につきましては、必ず操作テストを行っていただき、
動作に問題がないことをご確認の上、お申込みくださいますよう、お願い申し上げます。

ご利用環境を確認下さい


