
保育の質向上・学びの機会創出を支援する

保育オンライン研修

よくあるご質問
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保育の質向上・学びの機会創出を支援する保育オンライン研修です。

ライブ研修と研修動画を展開しており、すべての保育者に学びや気づき、振り返りの機

会を提供しております。

①コドモンカレッジとは

Q,コドモンカレッジとは

ライブ研修とは、ZOOMを通してリアルタイムで受講できる研修を示しております。

一方通行の講義型と、アンケートやブレイクアウトルームなどを使った双方向のワーク

ショップ型に分けられます。

Q,ライブ研修とは

Q,研修動画とは

研修動画とは、ライブ研修の見逃し配信(録画動画)および、階層別／専門分野別に分類

された動画を示しております。

好きな時間に、好きなテーマを選んで動画を視聴いただけます。



本研修は保育に携わっている方・保育に携わろうとしている方であれば、どなたでもご参

加いただけます。

保育園・認定こども園・幼稚園・発達支援センター等の子ども関連施設で勤務されている

方や保育士を目指している方を対象としております。

②参加条件と料金について

Q,ライブ研修に参加条件はありますか

完全無料でご参加いただけます。

コドモンカレッジの実施およびコンテンツにおいては、保育者の学ぶ環境を支援したいと

いうコドモンの想いに共感いただいた多くの企業様のご協力により、質の高い研修を無料

で皆様に提供しております。

Q,料金について教えて欲しい



お申し込み手順につきましては、下記をご確認ください。

❏ お申込み手順について

③申し込みについて

Q,申し込み手順について

Q,施設IDとは何ですか

「施設ID」とは、コドモン管理画面の右上に記載のある3-5桁の数字を示しております。

本研修(ライブ研修)は、施設IDをお持ちでない方でもお申込みいただけます。

※研修動画をご視聴希望の場合は、施設IDの取得が必要です。

Q,複数名で参加する場合の申込方法を教えて欲しい

１つの端末を用いて、皆さんでご視聴いただいても差し支えありません。その場合、代表

者が1名お申込みいただきますようお願いいたします。

複数端末での視聴をご希望の際は、大変お手数ではございますが、それぞれのメールアド

レスをご準備いただき、別途お申込みいただきますようお願いいたします。

Q,申し込みをしたが、メールが届きません

再度お申込みをお願いいたします。

Webセミナー開催の1週間前、1日前、1時間前にもリマインドメールをお送りしておりま

す。メールが届かない場合、登録時に間違えて入力されていた可能性がございます。

※まれにメールフォルダの迷惑メールにリマインドメールが入ってしまうことがありま

すので、迷惑メールフォルダもご確認ください。

※ご登録情報が重複することはございませんので、ご安心ください。



④ライブ研修について

Q,研修当日の参加方法を教えて欲しい

研修の参加方法につきましては、下記をご確認ください。

❏ 研修当日の参加方法について

Q,研修に参加できなくなった場合の連絡は必要か

当日研修に参加できなくなった場合のご連絡は不要です。

Q,同じ参加URLを共有して複数端末で参加することは可能か

同じURLを共有して複数端末より同時にご視聴いただくことは可能ですが、正常に接続で

きない可能性があるため、できる限り別のメールアドレスで複数お申込みください。

Q,参加URLをクリックすると登録画面に戻ってしまいます

同じメールアドレスで複数名登録されていた場合で、どなたか1名がキャンセルしたとき

に登録画面に戻るようになっております。

お手数をお掛け致しますが、再度お申込みいただきますようお願いいたします。

Q,ZOOMが上手く開けない

❏ 【ZOOMアプリで開く場合】

❏ 【ZOOMブラウザ版で開く場合】

※ ZOOMアプリをお持ちでない方やZOOMのアプリをお持ちの方で上手く開けない場合、

   上記の【ZOOMブラウザ版で開く場合】をご確認ください。



⑤研修動画について

Q,オンライン研修に参加したいが日程が合わない。
　後日見逃し配信を見ることはできますか？

視聴いただけます。

見逃し配信を視聴する場合、予めお申込みいただく必要がございます。

お申し込みや視聴方法につきましては、下記をご確認ください。

❏ 見逃し配信のお申し込みについて

❏ 見逃し配信および研修動画視聴方法について

Q,研修動画の視聴方法を教えて欲しい

研修動画を視聴するためには、まずコドモンカレッジへログインしていただく必要

があります。

詳細につきましては、下記をご確認ください。

❏ 研修動画の視聴方法について

Q,園内で研修動画を共有したい

お渡ししているアカウント(研修動画視聴のためのID/PW)を園内で共有し、コドモン

カレッジサイト内の右上にあります「ログイン」よりログインください。

ログイン後、ページの中盤に「研修動画」と表示されているものが録画動画です。

※コドモン職員管理画面にログインする際のIDとPWではありませんのでご注意くだ

さい。

Q,料金について教えて欲しい

研修動画についても完全無料です。

コドモンカレッジの実施及びコンテンツにおいては、保育士の学ぶ環境を支援した

いというコドモンの想いに共感いただいた多くの企業様のご協力により、質の高い

研修を無料で皆様に提供しております。



❏ メールアドレス
info_college@codmon.com

❏ お問い合わせフォーム
https://forms.gle/A2MVVjZVZAshziDx9

コドモンカレッジ運営事務局
操作方法など、ご不明な点がありましたら、下記のメールアドレスまたはフォームにて

ご連絡ください。

お気軽にお問い合わせください

※土・日曜日、祝祭日、夏期休業、年末年始などにお問合せをいただいた場合は、
　翌営業日以降の対応となりますのでご了承ください。

ご相談窓口

初めてご利用の方へのマニュアルもございます。

こちらも併せてご確認ください。

　　　　　コドモンカレッジマニュアル

mailto:info_college@codmon.com
https://forms.gle/A2MVVjZVZAshziDx9
https://college.codmon.com/wp-content/uploads/2022/01/%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E5%88%9D%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%94%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E6%96%B9%E5%90%91%E3%81%91.pdf


以下の手順でお申し込みください。

❏ 申し込み手順

①コドモンカレッジサイト内の上部にある【ライブ研修】を選択し、ライブ研修のページ

に移動してください。

コドモンカレッジサイト内

①申し込みについて

ライブ研修について

②参加したい研修のタイトルをクリックしてください。クリックをすると、研修ごとの詳

細ページに移動します。

ライブ研修のページ

①

②



③日時や研修内容をご確認の上、ページ中央にあります【事前参加申込みはこちら】をク

リックし、ZOOMのお申込み画面へ移動してください。

研修ごとの詳細ページ

②申し込みについて

ライブ研修について

③



④ZOOMのお申込み画面より、必要事項を入力し、登録のボタンを押します。

⑤お申込み完了

③申し込みについて

ライブ研修について

登録ボタン

④

⑤



❏ 研修当日の参加方法

お申込み時に送付しているメール、もしくは研修前日にお送りしているリマインドメール

より『ウェビナーに参加』のボタン、またはURLをクリックいただくことで ご参加いただ

けます。

※ クリックいただいた際に、ZOOMのアプリで開いてしまう可能性もございます。

　 接続ができないなどの場合は、次のページをご確認の上、ブラウザ版で開いていただ　 

くようお願いいたします。

メール

当日の参加方法について

ライブ研修について

ウェビナーに参加のボタン

URL



【ZOOMアプリで開く場合】

　① ZOOMのアプリをお持ちの方は、『Zoom Meetingsを開く』を選択してください。

  ※ ZOOMのアプリをお持ちの方で上手く開けない場合、

　　 次のページにあります 【ZOOMブラウザ版で開く場合】をお試しください。

当日の参加方法について

ライブ研修について

① ZOOMのアプリをお持ちの方

    『Zoom Meetingを開く』

② ZOOMが開きますので、そのままお待ちください。

　

【ZOOMアプリをお持ちでない方】や【ブラウザ版で開く場合】は、次のページより

操作をお願いいたします。



【ZOOMブラウザ版で開く場合】

　① ZOOMのアプリをお持ちでない方やZOOMのブラウザ版で開く方は、『キャンセル』を　　 

選択してください。

当日の参加方法について

ライブ研修について

① ZOOMのアプリを

　お持ちでない方

　『キャンセル』

 ② 一番下の『ブラウザから参加してください』を選択します。

④ ブラウザから参加してください

③ 下記の画面が開くので、お名前の部分が入っていることを確認し、『参加』のボタン

　 ボタンよりご参加ください。

　　※お名前が入っていない場合は、入力後に参加ください。

④ お名前の確認後、参加をクリック



②ZOOMを開くための画面が開くので、状況に併せて下記のどちらかをクリックします。

　②-1 ZOOMのアプリをお持ちの方は、『Zoom Meetingsを開く』を選択してください。

  ※ ZOOMのアプリをお持ちの方で上手く開けない場合、

　　 下記②-2 ZOOMのアプリをお持ちでない方の方法をお試しください。

　②-2 ZOOMのアプリをお持ちでない方は、『キャンセル』と選択してください。

当日の参加方法について

ライブ研修について

②-2

  ZOOMのアプリを

　お持ちでない方

　『キャンセル』②-1 ZOOMのアプリをお持ちの方

    『Zoom Meetingを開く』

③ ②で、『Zoom Meetingsを開く』を選択された方は、Zoomが開きますので、

　 そのままお待ちください。

　 ②で、『キャンセル』を選択された方は、次のページより操作をお願いいたします。



❏ 見逃し配信および研修動画の視聴方法

動画を閲覧するためには、コドモンカレッジへログインしていただく必要があります。

※ログイン情報をお持ちでない方はログイン情報取得についてをご確認ください。

　◆ コドモンカレッジへのログイン情報をお持ちの場合

①コドモンカレッジサイト内の右上ある「ログイン」より各施設ごとに発行されておりま

すIDとパスワードをご入力ください。

※コドモン職員管理画面にログインする際のIDとPWではありませんのでご注意ください。

コドモンカレッジサイト内

　ログイン情報は下記件名にてメールで送付しておりますので、ご確認ください。

　　件名： ●月●日  研修録画動画・テーマ別研修動画のご案内【コドモンカレッジ】

※メールが見当たらない場合は、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

②ログイン後、ページの中盤に「研修動画」と表示されているものが録画動画です。

または、コドモンカレッジサイト内の上部にある【研修動画】を選択することで閲覧でき

ます。

①②

視聴方法について

研修動画について

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjE2efjVpU809aiTRBbKjpjY3yOi5Vyo6e6lJzFzUrlw1j6w/viewform


❏ ログイン情報の取得方法

ログイン情報取得について

研修動画について

ログイン情報につきましては、コドモンアカウント(施設ID)をお持ちの施設様に限定して

発行しております。

 ◆ コドモンアカウント(施設ID)をお持ちの場合

コドモンカレッジ利用申請フォームよりお申込みをお願いいたします。

お申し込み後、2営業日以内にログイン情報および研修動画の視聴方法をメールにて

ご案内いたします。

 ◆ コドモンアカウント(施設ID)をお持ちでない場合

①下記URLよりコドモンアカウントの登録をお願いします。(登録は無料です)

　URL：https://www.codmon.com/manage/#/register/join_for_free

　<注意点>

・コドモンアカウントは施設として発行いただきます。

  発行時のメールアドレスは施設のもの(業務用のアドレス)をご登録ください。

  私用アドレスでのご登録はできません。

②コドモンカレッジ利用申請フォームよりお申込みをお願いいたします。

お申し込み後、2営業日以内にログイン情報および研修動画の視聴方法をメールにて

ご案内いたします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyqlahQg2XSBpNO2gOlhGs49ueyBD-vCxKBzJm-jkVuos-Rg/viewform
https://www.codmon.com/manage/#/register/join_for_free
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyqlahQg2XSBpNO2gOlhGs49ueyBD-vCxKBzJm-jkVuos-Rg/viewform


❏ 見逃し配信の申し込みについて

①見逃し配信は、研修にお申込みの際に、下記項目へチェックを入れていただくことで、

　お申込み完了となります。

　項目：「イベント終了後にアーカイブ(録画)の視聴を希望しますか？」

②お申込みいただきますと、見逃し配信公開後(研修実施後1週間以内)に、ログイン情報

　と視聴方法をメールにてご案内いたしますので、そちらよりご視聴ください。

なお、過去に発行されたコドモンカレッジ公式サイトのログイン情報を既にお持ちの場合

は、新たなお申込みなしで見逃し配信を視聴いただくことができます。

※コドモン職員管理画面にログインする際のIDとPWではありませんのでご注意ください。

※既にログイン情報をお持ちの場合でも、見逃し配信が公開された際に案内を受け取りた

いという施設様は、上記項目へチェックを入れていただきますと、公開の際にメールにて

案内通知が届きます。ぜひご活用ください。

見逃し配信の申し込みについて

研修動画について


