動画をご覧いただくための推奨環境
■推奨環境
OS ： Windows XP / Windows Vista / Windows 7/ Windows8
ブラウザ ： Internet Explorer

入門／初級Ⅰ／初級Ⅱ／中級Ⅱ

中級Ⅰ

会話トレーニング

※他のレベルと異なり、
「講師画面」
「資料画面」
「目次」と３画面で構成されいます。

Windows

○

○

OS ：

再生可能です。

再生可能です。

Windows XP

Internet Explorer をご利用下さい。

Internet Explorer をご利用下さい。

Windows Vista

※再生できない場合・・・
2 ページ目以降をご覧下さい。

Windows 7
Windows 8
Macintosh
OS ：Mac

△

△

QuickTime に Windows Media のサポ

再生できない場合があります。

ートを追加するプラグインを使用するこ

再生できる場合でも「資料画面」は再生不可

とで、動画を再生できる場合があります。 「講師画面」のみ再生可能
※ご利用環境により再生できない可能性

『スマートフォンの方』ボタンで再生可能

があります。
Android 携帯

△
機種によって見れない場合があります。

△
機種によって再生できない場合があります。
再生できる場合でも「資料画面」は再生不可
「講師画面」のみ再生可能
『スマートフォンの方』ボタンで再生可能

iPhone・iPad

△
○

「資料画面」は再生不可
「講師画面」のみ再生可能
『スマートフォンの方』ボタンで再生可能
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中級Ⅰ（前半・後半）が再生できない場合①
・・・Windows8／Internet Explorer10、11 の場合
≪バージョン確認方法≫
メニューバーの「ヘルプ」を選択し、「バージョ
ン情報」をクリックします。
バージョンをご確認ください。

●Internet Explorer10 の場合
ホームページの上部にある、下記の画像の中の赤で囲んであるボタン（互換性表示のボタン）をクリックし、灰
色から青色に変更してから再生をお試しください。

●Internet Explorer11 の場合
1.

当院の Web サイトを表示し、メニューバー
の「ツール」を選択し、「互換表示設定」を
クリックします。

2.

小さいウィンドウが開きます。

3.

そ の ウ ィ ン ド ウ の 中 に 「 追 加 す る Web サ イ ト 」 の 項 目 に
「shin-gogaku.com」が入力されていることをご確認の上、
「追加」
ボタンをクリックします。

4.

「互換表示に追加した Web サイト」に「shin-gogaku.com」が追加
されたことが確認できましたら、閉じるボタンを押してください。

5.

上記の設定変更後、再度動画の再生をお試しください。
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中級Ⅰ（前半・後半）が再生できない場合②
・・・Windows8／Internet Explorer10、11 以前の場合
≪バージョン確認方法≫
メニューバーの「ヘルプ」を選択し、「バージョ
ン情報」をクリックします。
バージョンをご確認ください。

コンテンツを作動させるためのプログラム（ActiveX コントロール）をインストール（設置）してから視聴する
必要があります。
≪ActiveX コントロールをインストールする前に行う作業≫
InternetExplorer の「ツール＞ポップアップブロックで、
「ポップアップブロックを無効にする」に設定をして
ください。
また、
「InternetExplorer7.0」がインストールされている PC の場合は、InternetExplorer の「ツール＞インタ
ーネットオプション」で 3 箇所設定の変更をしておく必要があります。（6 ページ目をご覧下さい）
●Windows2000 / Windows XP(Service Pack1 の場合
1. コンテンツのリンクをクリックします。
2. すると、セキュリティ警告のウィンドウが表示されます。
3. 下のようなウィンドウが表示された時、
「はい」をクリックします。インストール時間は約５秒です。
（回線の速度によって個人差があります）
4. インストールが終了すると、自動的にコンテンツの再生がスタートします。
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●Windows XP(Service Pack2/Service Pack3)の場合（Internet Explorer6.0）
1. コンテンツのリンクをクリックします。
2. クリックすると、Windows のセキュリティが作動するため、以下のような「情報バーにお気づきですか？」
というメッセージが表示されます。
3. 情報バーにお気づきですか？のウィンドウでは、OK をクリックします。

また、
「コンテンツを視聴するためのコンポーネントがインストールされませんでした」というメッセージも
表示されます。
（ここで、ViewerOCX.exe ダウンロードのリンクはクリックしないで下さい）

1. IE の画面上部に表示されている「Xinics.inc からの StreamNote2 をインストールするには、ここをクリ
ックしてください」という黄色のバーが表示されている場合、黄色のバーをマウスでクリックして、
「ActiveX コントロールのインストール」をクリックします。

2. このメッセージが表示されたら、
「インストールする」をクリックします。インストール時間は約 5 秒です。
（回線の速度により個人差があります）

3. クリックすると、自動的にコンテンツの再生がスタートします。
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●Windows XP(Service Pack2/Service Pack3)/Windows Vist の場合（Internet Explorer7.0）
1. コンテンツのリンクをクリックします。
2. クリックすると、Windows のセキュリティが作動するため、以下のような「情報バーにお気づきです
か？」というメッセージが表示されます。
また、
「コンテンツを視聴するためのコンポーネントがインストールされませんでした」というメッセージ
も表示されます。

3. IE の画面上部に表示されている「この Web サイトは、Xinics.inc からの StreamNote2 アドオンをイン
ストールしようとしています、
、
（中略）ここをクリックしてください」という黄色のバーが表示されている
場合、黄色のバーをマウスでクリックして、
「ActiveX コントロールの実行」をクリックします。

4. このメッセージが表示されたら、
「インストールする」をクリックします。インストール時間は約 5 秒です。
（回線の速度により個人差があります）

5. クリックすると、自動的にコンテンツの再生がスタートします。
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≪Internet Explorer 7.0 に対する設定の変更について≫
※InternetExplorer6.0 がインストールされた PC では、この手順が省略されます。
InternetExplorer7.0 がインストールされている PC での設定の変更について、記載します。
Internet Explorer の「インターネットオプション」では、3 箇所設定を変更する必要があります。
1. Internet Explorer7.0 を開きます。
2. Internet Explorer7.0 のメニューから「ツール＞インターネットオプション」をクリックします。
3. インターネットオプションのウィンドウが表示された
ら、
「セキュリティ」のタブをクリックして、
「レベルの
カスタマイズ」をクリックします。

4. （設定変更箇所 1）
「ActiveX コントロールに対して自動的にダイアログ
を表示」の部分を「有効」に設定します。

5. （設定変更箇所 2）
「前回使用されなかった ActiveX コントロールを警告なし
で実行するのを許可」の部分を「有効」に設定します。

6. （設定変更箇所 3）
「スクリプトでのステータスバーの更新を許可する」の
部分を「有効」に設定します
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