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会員登録で「あなただけのページ」を手に入れましょう。

まなびネットでは、会員登録（無料）をすることであなた専用のページ「マイページ」を持つことが出来ます。

マイページを持つことでまなびネットに情報提供することが出来たり、自分の好みに合った情報が表示されるようになります。

トップページの①新規登録はこちらからをクリックします。

新規会員の登録ページが開きます。

会員登録者利用規約を確認して頂き、同意後入力フォームにて入力願います。

会員ID欄に４字以上、１０字以内の任意の半角英数字を入力します

次にメールアドレス欄にあなたのメールアドレスを上下の欄に２回入力してください。

入力完了後「登録」ボタンをクリックします。

しばらくすると、入力したメールアドレスにログイン・パスワードが送られて来ます。

このパスワードと登録時に入力したIDでログインできるようになります。

※初回ログインが行われない状態で３０日を経過した場合、会員ＩＤは失効してしまいますので注意してください。

ここに任意のIDを入

力します。

ここにメールアドレ

スを入力します。

ここにもメールアド

レスを入力します。

（入力ミス確認用）

入力後は「登録」

ボタンをクリック

します。



会員登録後、初めて会員IDとパスワードを入力して「マイページ」にログインした場合に以下の画面が表示されます。

トップページのログイン入力欄に会員IDとパスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックします。

次回ログインする場合も同じように行います。

初期登録画面です※赤色で表示されている項目は、必須項目ですので入力してください。

キャンパスネットやまなしに入学希望される方は、「キャンパスネット」アイコンの項目も入力お願いします。

キャンパスネットやまなしに入会希望される方は、チェックボックスにチェックして下さい。

※後日、キャンパスネットやまなし事務局よりまなびの手帳が送付されてきます。

※会員情報はいつでもマイページの「会員情報の変更」から変更することが出来ます。

「登録ボタン」クリック後に、下図の画面が表示されます。

メールマガジンを購読する方

はチェックを入れて下さい。

キャンパスネットやまなしへ

の入学を希望する方はチェッ

クを入れて下さい。



この画面では自分が興味ある項目にチェックを入れて下さい。

何もチェック入れない場合は、全てをチェックした時と同じ動作になります。

複数指定してもOKです。

ここでチェックされた項目は、「マイページ」トップページのおすすめ情報 に反映されますのであなたが興味のある

最新情報が表示されるようになります。

この情報は後から編集することができます。メニューの中の「リコメンデーション」で行えます。

最後に「送信」ボタンをクリックします以上で初期登録は完了です。

「マイページ」トップページが表示されます。



マイページのスケジュールをクリックします。

以下のページが表示されます。

カレンダー部分
登録されているスケジュールをカレンダーで表示しています。
日付部分に色が付いている個所には、何らかの予定が登録されているはずですのでクリックしてみてください。
（スケジュールはこの画面の下部に表示されます）
また、年月の部分をクリックすると一ヶ月分のスケジュールが表示されます。

スケジュールを入力する（手動登録）部分
スケジュールの登録方法は２種類あります。
一つはイベントカレンダーで表示される情報をスケジュールに追加する方法です。
この方法で追加した場合、登録されているスケジュールと学習機会・イベント情報は連動しますので実施日が変更されても確認し
易くなります。

もう一つは、手動でスケジュールを登録する方法です。
個人的なスケジュールは、この画面にて（手動で）登録してください。

用件項目の文字をクリックすること
で学習機会情報の詳細ページにジャ
ンプします。

年月の部分をクリックすると、その月にスケジュー
ルされた全ての学習機会・イベントの一覧を見る事
が出来ます。

年月の部分をクリックすると一ヶ月
分のスケジュールが表示されます。

個人的なスケジュールは、この画面
にて（手動で）登録してください。
入力後「送信」ボタンをクリックし
ます。

イベントの「スケジュールに入れる」で登録したデ
ータがこのように反映しています

マイページにログイン後に
左図のメニューが
ページ左上に表示されます。



マイページの学習履歴をクリックします。

以下のページが表示されます。

アルバム一覧
学習記録はシリーズや目的別にアルバムとして分けることができます。
この一覧では、そのアルバム別に情報を表示することができます。

履歴リスト
学習履歴の一覧表を表示させることができます。

タイトルの文字をクリックすると矢印先の画面に変
わります

履歴詳細画面

学習履歴の新規登録
学習履歴を新しく登
録することができま
す。

入力後「登録」ボタ
ンをクリックしてく
ださい。

マイページにログイン後に
左図のメニューが
ページ左上に表示されます。



マイページの申し込み一覧をクリックします。

以下のページが表示されます。 申し込み一覧を表示させることがで

きます。

参加した感想などを記録しておきたい場

合は、「感想を書く」列のペンをクリッ

クしてください。

学習履歴の新規登録フォームが表示され

ます。

ここをクリックするこ

とで申し込みの解除ペ

ージへジャンプしま

す。

ここをクリックするこ

とで申し込み情報の詳

細が表示出来ます。

申し込みを行った学習機会・イベントの情報は「申し込み」列をクリックすることにより確認することが出来ます。

（申し込みを行った情報に日付情報が登録されている場合は、スケジュールにも自動反映します）

ここをクリックするこ

とで申し込みを解除

（キャンセル）するこ

とができます。

学習機会・イベントの情報から「ネットからの申込」を行った場合に、申し込み一覧に登録されます。

マイページにログイン後に

左図のメニューが

ページ左上に表示されます。



マイページの会員情報の変更をクリックします。

以下の個人情報更変更フォームが表示されます。

キャンパスネットやま
なしに入会希望の方は
チェックしてくださ
い。
※住所及び電話番号の
入力が必須となります

入力後「確認」ボタン
をクリックすることで
確認画面が表示されま
す。

パスワードの変更が行えます。
8文字（半角英数字）以上でお願いします

ログインIDは、変更
することはできませ
ん

メールアドレスの変更が行えます。

名前と一緒でも構いません。

性別を選択してください。
選択肢として団体も選べます。

メールマガジンを購
読する場合にチェッ
クしてください。

マイページにログイン後に
左図のメニューが
ページ左上に表示されます。

確認後「登録」ボタ
ンをクリックするこ
とで更新することが
できます。

郵便番号を入力すると下の「ご
住所」に住所が自動入力されま
す。

確認画面



マイページのリコメンデーションをクリックします。

以下のページが表示されます。

この画面では自分が興味ある項目にチェックを入れて下さい。
何もチェック入れない場合は、全てをチェックした時と同じ動作になります。
複数指定してもOKです。
ここでチェックされた項目は、「マイページ」トップページのおすすめ情報
に反映されますのであなたが興味のある最新情報が表示されるようになります。

入力後「送信」ボタ
ンをクリックするこ
とで更新することが
できます。

マイページにログイン後に
左図のメニューが
ページ左上に表示されます。



マイページの情報の登録をクリックします。

ログイン後、初めて情報提供をクリックした場合は以下の画面が表示されます。

「情報提供者への入り口」ボ
タンをクリックすると情報提
供画面が表示されます

マイページにログイン後に
左図のメニューが
ページ左上に表示されます。



「情報を新たに登録する」
3項目の情報を登録することができます。
（学習機会 できる人材 ほしい人材 ）

現在登録されている
情報が表示されてい
ます。
例：学習機会情報は
５件登録されていま
す

マイページの情報の登録をクリックします。

クリックするのが２度目以降ならば以下のページが表示されます。

検索結果一覧

マイページにログイン後に
左図のメニューが
ページ左上に表示されます。

チェックボックスにチェックを
入れることで学習機会情報を検
索対象条件にしますその後で
「検索」ボタンをクリックする
ことで検索結果一覧が表示され
ます。

このIDをクリックするこ
とにより編集画面を呼
び出すことが出来ま
す。

現在の状態が表示されます。
※公開審査中は、事務局の
承認待ち状態を指します。



情報の登録ページが

表示します。

情報の登録ページの学習機会をクリックします。

次の登録フォームが表示されます。

マイページの情報の登録をクリックします。

以下の情報の登録ページが表示します。

マイページにログイン後に

左図のメニューが

ページ左上に表示されます。



※マークは、必須項目です。

必須項目には全て入力して下

さい。入力されていないと登

録することができません。

情報登録フォームが表示されたら必要事項を入力して下さい。

必須項目は、必ず入力して下さい入力が無いと登録することが出来ません。

開催期間

ここで入力したデータを基に検索していますので正確に入力して下

さい。

※開催期間 開始と終了をカレンダーから入力して下さい。

キーワード

情報に関連した言葉を入力してください。キーワード

が多いほどフリーワード検索時にヒットする確率が高

まります。言葉と言葉の間はスペースで区切ってくだ

さい。

郵便番号入力による住所自動入力に

なっております。

概要

装飾文字が使えるようになりました。

（太文字・下線・斜体・フォントサイズ・

フォントカラー）

概要の中に画像・PDFファイルをアップロード後に挿

入することが出来るようになりました。

画像・PDFファイルを「参照」ボタンを押して選択し

ます。

選択後「アップロード」ボタンを押すことでサーバに

画像をアップして概要欄に挿入されます



必須項目は、必ず入力して下さい入力が無いと登録することが出来ません。

開催日付

検索結果リスト及び情報詳細ページの開催

日に表示される項目です。

「随時」「通年」「期間指定のみ」「日付

指定」のいずれかを選択してください。

「随時」を選択した場合は、随時と表示さ

れます。

「通年」を選択した場合は、通年と表示さ

れます。

「期間指定のみ」を選択した場合は、開催

期間で入力した値が表示されます。例：

20/01/20～20/01/29

必要事項に全て入力しましたら「確認画面へ」

ボタンをクリックして下さい。

入力チェック後登録確認画面が表示されます。

郵便番号入力による住所自動入力に

なっております。

日付指定を撰択した場合最大20日分の入力

欄が表示されます。

ここで入力した日付が、カレンダー検索の

対象となりますので開催日が確定している

場合は入力をおすすめいたします。

※カレンダーフォームにて入力出来ます。

費用

有料を選択時に、金額等補足入力

欄が表示されます

申込方法

「申し込みを受付する」

を選択時に、受付メール

アドレス入力欄が表示さ

れます

開催時間

リストボックスから時間を撰択してください。（10分

刻み）

開始～終了時間を6セット分登録することができます

※開催時間がリストボックスから撰択では説明できな

い場合は文字の入力も行えます。



必須項目は、必ず入力して下さい入力が無いと登録することが出来ません。

必要事項に全て入力しましたら「確認画面へ」

ボタンをクリックして下さい。

入力チェック後登録確認画面が表示されます。

特記事項（配慮情報）が入力出来るようになりました

障害者や育児中の方などが講座を受講する上で、事前に

配慮の有無を登録できます

その他の、配慮情報も登録出来ます



入力項目を確認して下さい。問題なければ「登録」ボタンをクリ

ックして下さい。

登録はされますが公開とはなりませんのでご注意下さい

事務局でのチェック後公開されます。



情報提供ページが表

示します。

情報の登録ページの「▼ 学習情報を新たに登録する ▼ 」項目の中のできる人材をクリックします。

次の登録フォームが表示されます。

情報の登録ページが

表示します。

マイページにログイン後に

左図のメニューが

ページ左上に表示されます。

マイページの情報の登録をクリックします。

以下の情報の登録ページが表示します。



情報登録フォームが表示されたら必要事項を入力して下さい。

必須項目は、必ず入力して下さい入力が無いと登録することが出来ません。

※マークは、必須項目です。

必須項目には全て入力して下

さい。入力されていないと登

録することができません。

キーワード

情報に関連した言葉を入力してください。キーワード

が多いほどフリーワード検索時にヒットする確率が高

まります。言葉と言葉の間はスペースで区切ってくだ

さい。

概要

装飾文字が使えるようになりました。

（太文字・下線・斜体・フォントサイズ・

フォントカラー）

年代

リストボックスから選択してください

団体の場合は「団体」を選択してください

※必須項目です。

性別

リストボックスから選択してください

団体の場合は「団体」を選択してください

概要の中に画像・PDFファイルをアップロード後に挿

入することが出来るようになりました。

画像・PDFファイルを「参照」ボタンを押して選択し

ます。

選択後「アップロード」ボタンを押すことでサーバに

画像をアップして概要欄に挿入されます



情報登録フォームが表示されたら必要事項を入力して下さい。

必須項目は、必ず入力して下さい入力が無いと登録することが出来ません。

※マークは、必須項目です。

必須項目には全て入力して下

さい。入力されていないと登

録することができません。

郵便番号入力による住所自動入力に

なっております。

必要事項に全て入力しましたら「確認画面へ」

ボタンをクリックして下さい。

入力チェック後登録確認画面が表示されます。



入力項目を確認して下さい。問題なければ「登録」

ボタンをクリックして下さい。

登録はされますが公開とはなりませんのでご注意下

さい

事務局でのチェック後公開されます。



情報の登録ページの「▼ 学習情報を新たに登録する ▼ 」項目の中のほしい人材をクリックします。

次の登録フォームが表示されます。

情報提供ページが表

示します。

情報の登録ページが

表示します。

マイページにログイン後に

左図のメニューが

ページ左上に表示されます。

マイページの情報の登録をクリックします。

以下の情報の登録ページが表示します。



情報登録フォームが表示されたら必要事項を入力して下さい。

必須項目は、必ず入力して下さい入力が無いと登録することが出来ません。

※マークは、必須項目です。

必須項目には全て入力して下

さい。入力されていないと登

録することができません。

キーワード

情報に関連した言葉を入力してください。キーワード

が多いほどフリーワード検索時にヒットする確率が高

まります。言葉と言葉の間はスペースで区切ってくだ

さい。

概要

装飾文字が使えるようになりました。

（太文字・下線・斜体・フォントサイズ・

フォントカラー）

郵便番号入力による住所自動入力に

なっております。

必要事項に全て入力しましたら「確認画面へ」

ボタンをクリックして下さい。

入力チェック後登録確認画面が表示されます。

概要の中に画像・PDFファイルをアップロード後に挿
入することが出来るようになりました。

画像・PDFファイルを「参照」ボタンを押して選択し
ます。

選択後「アップロード」ボタンを押すことでサーバに

画像をアップして概要欄に挿入されます



入力項目を確認して下さい。問題なければ「登録」

ボタンをクリックして下さい。

登録はされますが公開とはなりませんのでご注意下

さい

事務局でのチェック後公開されます。



情報の登録ページの「▼ 追加機能 ▼ 」項目の中のマイフォルダをクリックします。

次のページが表示されます。

マイページの情報の登録をクリックします。

クリックするのが２度目以降ならば以下のページが表示されます。

マイページにログイン後に
左図のメニューが
ページ左上に表示されます。



「ファイルを撰択」ボタンをクリッ
クしファイルを選択して、アップロ
ードボタンを押してください。
注1） ファイル名に日本語やWebで閲
覧が難しい文字の場合は[$]に変換さ
れることがあります。
注2） 「アップロード」ボタンを押
してから（送信サイズによって）大
変時間が掛かることがあります。

フォルダを作成することができます。
英数半角（記号を含まない）を入力後
「作成」ボタンをクリックしてくださ
い。

現在アップロードされているファイ
ル一覧です。

ファイルの容量やフォルダの空き容量が
表示されます

「削除」ボタンでファイルを
削除することができます。

初期値にて10MBのアップロード領域
が与えられます。
※拡張することも可能なので必要で
あれば、事務局に問合せください。

アップロード出来るファイルは、

jpg・gif・png・pdfのみです
他の拡張子のファイルはアップ

することが出来ません。

情報の登録で、概要に画像を挿入したい時に、この機能を使用し事前にファイルをサーバーにアップロードします。
初期設定では、合計で10MBの容量までファイルをアップロードすることが出来ます。



ここをクリックすると詳細ページを

表示します

タイトルをクリックすることで詳細ペー

ジにジャンプします。

やまなしまなびネットに、現在から３０日以内に新規登録された情報の中からアクセス数が多かった上位１０件を表示しています。

※まなびネットのトップページで閲覧することが出来ます。

トップページ右下に表示さ

れています。

現在から３０日以内に新規登録

された情報の中からアクセス数

が多かった上位５０件を表示し

ています。



１．まなびネットに関する質問や疑問等の相談がある場合には、まなびネットのトップ

ページ右下にあります「学習相談窓口・その他問合せ」をクリックします

３．相談窓口のフォームに必要事項を入力し、送信してください。

全ての項目が必須項目となって

おりますので入力されていないと

送信できません。



情報検索の方法の一つに「キーワードからさがす」検索があります。

１．まなびネットトップページの「講座情報をキーワードからさがす」の枠に、探したい内容の言葉を入力し、検索ボタンをクリックします。

ここに検索したい言葉を入力します。

２．例えば、「音楽」関係での「指導」のことについて探したい場合、

下の図のように、言葉で探す枠の中に「音楽 指導」（音楽と指導の間は、１文

字空ける）と入力し、検索ボタンをクリックします。

（もし、音楽についてのみの場合は、「音楽」と入力します。）

入力後検索ボタンをクリック

します。

３．すると検索の結果が下の図のように一覧となって表示されます。

一覧の表の内容はタイトル・開催期間/曜日・問合せとなっております。

もっと詳しく見たい場合は、詳しく見たいタイトルをクリックすると

詳細ページが表示されます。

入力後検索ボタンをクリック

します。



情報検索の方法の一つに「分野からさがす」検索があります。

１．まなびネットトップページの「講座情報を分野からさがす」の分類（５のカテゴリー）の調べたいカテゴリーの画像をクリックしま

す。

３．すると検索結果一覧が表示されます。

他の分類を検索したい場合は、分類リストボックスから選択後、右下の「検索開始」ボタンをクリックします。

一覧の表の内容はタイトル・開催期間/曜日・問合せとなっております。

もっと詳しく見たい場合は、詳しく見たいタイトルをクリックすると

詳細ページが表示されます。

２．リストボックスに分類が表示されますので、検索したいタイトルをクリックしてください。



情報検索の方法の一つに「カレンダーからさがす」検索があります。

１．まなびネットトップページの「講座情報をカレンダーからさがす」のカレンダー内の日にちをクリックします。

※クリーム色に背景色がなっている場合は講座及びイベントがあることを意味します。

２．すると検索結果一覧が表示されます。

一覧の表の内容は実施日・タイトル・概要となっております。

もっと詳しく見たい場合は、詳しく見たいタイトルをクリックすると

詳細ページが表示されます。

ここをクリックすると

現在の月を表示します

ここをクリックすると

次の月を表示します

ここをクリックすると

前の月を表示します

※過去の月は表示しません



情報検索の方法の一つに「地域からさがす」検索があります。

１．まなびネットトップページの「地域からさがす」の地図内に４つの地域で分けられています。

この地域名をクリックすることで検索いたします。

２．すると検索結果一覧が表示されます。

一覧の表の内容は実施日・タイトル・概要となっております。

もっと詳しく見たい場合は、詳しく見たいタイトルをクリックすると

詳細ページが表示されます。

ここをクリックすると

検索結果一覧表を表

示します。

他の地域を検索したい場合はこのリ

ストボックスから選択後「検索開始」

ボタンをクリックしてください。



ネットからの受付が出来る

状態を意味します

キャンパスネットやま

なし連携講座を意味し

ます。



「登録済みの情報を呼び出す」の情報区分のところに、現在登録済みの分類と件数が表示されます。

更新したい情報の区分を選択して、「検索」ボタンをクリックしてください。

検索結果一覧が表示されますので更新したい情報の「編集」項目の数字の上をクリックしてください。

更新用の登録フォームが表示されますので、編集後「確認画面へ」ボタンをクリックして確認後、登録してください。

※登録フォームは、新規情報登録した内容と同一のものです。

現在登録されている

情報が表示されてい

ます。

例：学習機会情報は

１件登録されていま

す

チェックボックスにチェックを

入れることで学習機会情報を検

索対象条件にしますその後で

「検索」ボタンをクリックする

ことで検索結果一覧が表示され

ます。

検索結果一覧

この数字の上をクリックするこ

とで更新用の登録フォームが

表示されます。

この▲の上をクリックすると、情

報登録内容の詳細ページが確認が

できます。

マイページにログイン後に

左図のメニューが

ページ左上に表示されます。

マイページの情報の登録をクリックします。

以下の情報の登録ページが表示します。



情報登録フォームが表示されたら必要事項を入力して下さい。

コピーモードを使用して情報を登録すると、新規登録扱いになり新着情報やアクセスランキング等に反映いたしますので

旧情報を更新して登録するよりもおすすめいたします。

開催期間

ここで入力したデータを基に検索していますので正確に入力して下

さい。

※開催期間 開始と終了をカレンダーから入力して下さい。

キーワード

情報に関連した言葉を入力してください。キーワード

が多いほどフリーワード検索時にヒットする確率が高

まります。言葉と言葉の間はスペースで区切ってくだ

さい。

郵便番号入力による住所自動入力に

なっております。

概要

装飾文字が使えるようになりました。

（太文字・下線・斜体・フォントサイズ・

フォントカラー）

開催時間

リストボックスから時間を撰択してください。（10分刻み）

開始～終了時間を3セット分登録することができます

※開催時間がリストボックスから撰択では説明できない場合は文字

の入力も行えます。

更新用の登録フォームが開くと、この

ようにコピーモードが撰択出来るよう

になります。（学習機会情報のみ）

※マークは、必須項目です。

必須項目には全て入力して下

さい。入力されていないと登

録することができません。

コピーモードを撰択した場合は、下

に「コピーモードで動作中」が表示さ

れます

※新規情報として登録されます

概要の中に画像・PDFファイルをアップロード後に挿

入することが出来るようになりました。

画像・PDFファイルを「参照」ボタンを押して選択し

ます。

選択後「アップロード」ボタンを押すことでサーバに

画像をアップして概要欄に挿入されます



必須項目は、必ず入力して下さい入力が無いと登録することが出来ません。

開催日付

検索結果リスト及び情報詳細ページの開催

日に表示される項目です。

「随時」「通年」「期間指定のみ」「日付

指定」のいずれかを選択してください。

「随時」を選択した場合は、随時と表示さ

れます。

「通年」を選択した場合は、通年と表示さ

れます。

「期間指定のみ」を選択した場合は、開催

期間で入力した値が表示されます。例：

20/01/20～20/01/29

必要事項に全て入力しましたら「確認画面へ」

ボタンをクリックして下さい。

入力チェック後登録確認画面が表示されます。

郵便番号入力による住所自動入力に

なっております。

日付指定を撰択した場合最大20日分の入力

欄が表示されます。

ここで入力した日付が、カレンダー検索の

対象となりますので開催日が確定している

場合は入力をおすすめいたします。

※カレンダーフォームにて入力出来ます。

費用

有料を選択時に、金額等補足入力

欄が表示されます

申込方法

「申し込みを受付する」

を選択時に、受付メール

アドレス入力欄が表示さ

れます



コピーモードで登録する時は、「新

規登録」と表示されます。

ID番号が表示されている時は、この

情報が更新登録されます。

入力項目を確認して下さい。問題なければ「登録」ボタンをクリ

ックして下さい。

新規登録の場合は、登録はされますが公開とはなりませんのでご

注意下さい

事務局でのチェック後公開されます。
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