
新規登録のしかた

ログインのしかた（新規登録後）

④ の画面が表示されたら
先生から指示のある クラス ID を
を入力後、【送信】をクリックして
ください。

①

②

【パソコンの場合】 【アプリの場合】

④

⑤

パソコンの場合は、EnglishCentral のホームページ（  　                                                      ）のページ右上の
「ログイン」から、登録したメールアドレス・パスワードを入力しログインしてください。
アプリの場合は、アプリインストール後にアプリを立ち上げ、同様にログインしてください。
（※利用先選択画面が表示される場合は「学校や企業へ」を選択の上、ログインして下さい。）

アプリインストール後は、
スマートフォン・タブレットの場合は
アプリでのご利用も可能となります。

▲コードの設定＝アカウントにコースを付与

※ 登録手続き完了後のアクセス先URLは                                                          です。

上記の登録手続き完了後に、クラスページが表示されます。
学習コース表示をクリックし、学習を進めましょう。

① https://ja.englishcentral.com/partner/seibido  にアクセス後、
② の「アカウント新規登録画面」が表示されます。 

③

② にて、名前・メールアドレス・
パスワード入力し「無料登録」を
クリックしてください。
※可能であればメールアドレスには
「大学メールアドレス」をご入力下さい。

次に③ の「アクセスコード入力画面」にて、
表紙裏のシールに記載のアクセスコードを
入力して、【送信】をクリックしてください。

※ クラス ID 設定後に、先生が皆さんの学習状況を確認することが可能となりますので、必ず④の手続きもおこなって下さい。

 【新規アカウント登録】  【アクセスコード設定】  【クラス ID 設定】

URL をクリックすると登録画面が表示されます▼
 QRコードから
新規登録画面を
開くことも出来ます。
◀

URL をクリックすると
ログイン画面が表示されます

画面右上の「ログイン」よりアカウント情報（Email アドレス、パスワード）を入力の上、ログインし、
コースの学習を進めて下さい。

https://ja.englishcentral.com/partner/seibido

https://ja.englishcentral.com

https://ja.englishcentral.com

※ ㈱成美堂テキスト（EnglishCentral コース付）を
　ご購入いただいた方への登録のご案内です。



アプリで学習する

上記QRコードからアプリのインストール画面に移動して、アプリをインストールしましょう。
もしQRコードをうまく読み込めない場合は、iPhone 端末をお持ちでしたら、App Store へ、
Android 端末では、Google Play ストアを開き、“EnglishCentral” と入力してください。
インストール後、アプリを立ち上げ、
登録手続きの際に作成したアカウント（メールアドレスとパスワード）を入力して、
ログインして下さい。　

▲ アプリ検索

▲ スマホでログイン

ログイン後、マイクラス画面
（クラスページ）のクラス用コース、
または
「コース」の「マイコース」に
受講コースが表示されていますので、
コースのサムネイルをタップして、
コース内動画の学習画面を開き、
学習をお進め下さい。

※表示されるコース名は
テキストにより異なります（以下同）

▼ アプリのダウンロードはこちらから

iOS Android



 コースについて

コースへのアクセス方法

コースはユニットで構成されています。

各ユニットにはそれぞれリスニング、単語学習、スピーキング練習可能な動画が

表示されています。　　　　　　　　　　　　　※受講コースにより各ユニット動画数は異なります。

動画で「見る ( リスニング )」、「学ぶ ( 単語学習 )」、「話す ( スピーキング練習 )」の学習を

完了すると 　　（緑のチェックマーク）が表示されます。学習途中の場合は　     が表示されます。

また、コース右上（またはコースのサムネイル上）にはコース全体の完了率（%）が表示されます。

スマホ・タブレットでのアプリ学習時と同様に、Web版（ブラウザ経由）でご利用いただく場合も

コースはマイクラス画面（クラスページ）の「クラス用コース」、または「コース」の「マイコース」に

表示されております。

コース完了率



動画を使った学習の流れ

単語学習 ( 学ぶ )

②
動画で重要な単語が空欄で表示されます。
動画の音声を聞きながら、空欄にスペルを
入力することでリスニングと単語学習を行えます。
また、学習前に「全ての単語」から学習を行う
単語を追加することも出来ます。

①

リスニング学習 ( 見る )
＜便利な機能＞
・日本語字幕ON/OFF 
（日本語字幕がないコースもあります）

・スロー再生

・単語ごとの音声再生、辞書機能
  (単語をクリックしてください)

クリックした単語は、
次の「学ぶ」で学習単語として
出題されます

スピーキング練習 (話す )
③ 動画にマイクボタンが表示されたら、クリックして

セリフを話してみましょう。発音されたセリフは単語
ごとに採点されて、どの発音に改善が必要かを視覚
的に、確認することができます。

見本音声と、
自分の発話音声を
聞き比べることができます。

　　　　　　　　　　　　　　　判定（色別評価）
■：よくできました　■：できました　■：がんばろう

▲発話比較

▲発話判定（セリフごと）

▲発話判定（総合）

分からない単語は字幕をクリックして
文脈に即した意味を確認しましょう。



推奨動作環境について

※最新の動作環境については、サイト（EnglishCentral ホームページ）の  ヘルプ  動作環境  をご確認ください。

「コースのみ」のアカウント権限となっているため、登録コース内（テキストに付随のオリジナル1コースのみ）の
動画に限り、「見る」「学ぶ」「話す」の全学習機能について、制限がかからず学習することが出来ます。

※オリジナルコースの学習終了後、もっとたくさんの動画・コースでの学習をご希望される方はEnglishCentral プレミアムサービス（有料）を
　ご利用いただけます。プレミアムサービスをご利用いただくと、サイト上に表示されている全ての動画・コースを使って全学習機能
　（「見る」「学ぶ」「話す」）を（ご利用期間内）無制限に学習することが出来ます。また、「Skypeを使ったオンライン英会話レッスン」を
　受けることができるプランもあります。ご興味がある方はこちらのメールアドレス 　ec@seibido.co.jp　 までご連絡ください！

その他の動画（サイト上部メニュー「動画」で一覧表示される15,000本以上の動画及び、「コース」で表示される
100本以上のコース）については、月に数本お試しいただくことが可能ですが、途中で制限がかかる仕様となっております。
なお、「コースのみ」をご利用いただく場合は、教科書にご利用料は含まれておりますので別途料金は発生致しません。

サイト上でのご利用範囲について

当サイトでは以下のOS・ブラウザにて動作確認をしております。以下の動作環境以外では
正常に表示・動作しない場合がございますので予めご了承ください。
（パソコンの場合）
【オペレーティングシステム（OS）】   【ブラウザ】
 Windows 10, MacOS 10.13 以上, ChromeOS 79 Google Chrome 79 以上, Firefox 69 以上, 
       Edge Chromium 79 以上, Safari 12 以上
【ハードウェア】
Windows
　Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz (4 CPUs), ～2.2GHz 以上, 8GB RAM 以上
　内蔵マイクとスピーカー、接続型マイク付きヘッドセット
Mac
　Intel Core i7 以上のプロセッサ , 8GB RAM 以上, 内蔵マイクとスピーカー、接続型マイク付きヘッドセット
Chrome OS
　Intel Celeron @ CPU N2830 @ 2.16GHz, 4GB RAM 以上, 内蔵マイクとスピーカー、接続型マイク付きヘッドセット
【接続スピード】 高速インターネット接続 (最低 5 mbps)
　※ 各学習動画は動画視聴時に端末にダウンロード、再利用されます。　動画一本あたりのサイズは約4MBです。
　※ 他のWindowsでも動作の確認は行われていますが、将来にわたって動作の保障を行うものではありません。
　※ Windows 8 Metro UI modeの互換表示モードはサポートされていません。

（スマートフォン等のモバイル端末の場合）
【オペレーティングシステム（OS）】   【ハードウェア 】
　Android v6.0 以上, iOS 11 以上   Android：Quad-core CPU, 4GB RAM, 32GB メモリ
　       iOS：iPhone 6 以上
【アプリダウンロード】     【端末のタイプ】
　 Google Play または Apple Store   タブレットまたはスマートフォン

【解像度】
　360x640 以下, スクリーンサイズ: 4.0インチ
※ 最低 5Mb/s のインターネット接続速度をおすすめしています。
※ 各学習動画は動画視聴時に端末にダウンロード、再利用されます。動画一本あたりのサイズは約4MBです。



よくある質問と回答

＜その他　お問い合わせ先について＞
成美堂（ec@seibido.co.jp）迄ご連絡下さい。アカウントの登録状況をお調べ致しますので、
お問い合わせ内容と併せて、大学名・お名前・使用テキスト名・お手元のアクセスコードを
お書き添え下さい。

新規登録、ログインについて

Q: ログインができません。
A: 【ログインのしかた】についての記載を確認して、ご登録のメールアドレス、パスワードを再度入力
　 してください。また、（PCの場合）キーボードの Caps Lock が押されていないかご確認ください。
　 
Q: パスワードを忘れました。
A: ログイン画面下「パスワードをお忘れの場合」を
　クリックし、アカウントのメールアドレスを
　 入力するとパスワード再設定通知が送られて
　きますのでご確認の上、再設定を行ってください。
　 サイトからメールが送られて来ない場合は、
　弊社（ec@seibido.co.jp）までお問い合わせください。

　 

Q: 既に登録済みのアカウントを持っていて、アクセスコードのみ設定していない、
　または、コードを設定せず、アカウント登録のみ完了してしまった。
A: Web 版（ブラウザ経由）で EnglishCentral にログインしていただき、
　画面下部メニュー「生徒として登録」をクリックすると、
　「アクセスコード入力画面」が表示されるので、
　お手元の（教科書に貼り付けされている）
　アクセスコードを設定して下さい。
　「生徒として登録」が画面に表示されていない場合は、
　登録用URL：https://ja.englishcentral.com/partner/seibido から
　ログインしていただくとコード入力画面が表示されます。

Q: 登録情報  ( 名前、メールアドレス、パスワード ) を変更したい。
A: ログイン後、画面右上の人物アイコンにカーソルを合わせ、
　プルダウンメニュー「プロフィールと設定」の、「一般」タブから
　 変更可能となっております。

Q: コードの設定が問題なく完了しているか確認したい。
A: 上記の「プロフィールと設定」の「アカウントのステータス」が
　「コースのみ」と表示されていたらコード設定は完了しております。
　「無料」と表示されていたら、設定が完了していないので、コードの
　設定を行って下さい。




