
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
The easy-Speak software allows Toastmaster clubs to automate their meeting planning and to track and support 
members' development. It provides full data management system, automating the agenda and freeing the VPE's 
time to do what is important - support and encourage the members. 
The system is designed to minimise human effort in the administration of the club and maximise the data available 
to run the club effectively. 
 
easy-Speak（イージースピーク）は、トーストマスターズ独自のオンラインシステムで、このガイドを使うと、(1) 例会への出席・欠席を知ら
せる, (2) スピーチの予約, (3) ミーティングロールの登録,(4) スピーチ学習の進捗の確認, (5) 個人情報の管理 ができるようになり
ます。 
  
  

Welcome to easy-Speak 
イージースピーク ユーザーズガイド バイリンガル版 
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Step 1. Login into easy-Speak - ログイン 
 
1. Log into easy-Speak with the user name and password provided to you from the VPE. 

http://easy-speak.org にアクセスし、入会時に付与されたユーザー名とパスワードを入力してログインします。 
 
2. Your user name and password can be changed at any time (see Update your profile). 
ユーザー名とパスワード、プロフィール写真は 個人情報ページを更新する参照）でいつでも登録・変更できます。 

 

 

ユーザー名と 
パスワードを入力し 

「Log in」をクリックします。 

http://easy-speak.org/
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3. At the home page, if you are a member of only one club on easy-Speak, your screen would look  
something like this; 
 
ログインに成功すると、所属するクラブのトップページが開きます。 
 

 

How to Select Language (Japanese) 表示を日本語にするには 
 

easy-Speak は英語以外の言語でも表示することができます。 

初めのうちは、慣れないシステムの、しかも英語での操作にストレスを感じることもあるかもしれません。そんなときは、ぜひ母国語
で！慣れてきたら英語にチャレンジしてみてくださいね。 
 
日本語でメニューを表示したい場合は、画面上部のメニューバーの一番右にある、地球儀マークをクリックし、プルダウンメニュー上の
「日本語」をクリックします。（下図参照） 

（このマニュアルは、英語表示を標準として説明します） 
 

 
 

  

ログインに成功すると 
プロフィール写真（登録して
いる場合のみ）と氏名が 

表示されます。 
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Step 2. Confirm your attendance at upcoming meeting and sign up for roles 

次の例会の出欠を知らせ、役割担当を申し出る 
 

In this section, how to report your attendance and your meeting role in the upcoming meeting. TMOE is 
responsible to make sure that every role is assigned to someone, so your swift registration and active 
participation would be highly appreciated.  
 
ここでは、例会の出欠を登録し、出席する場合に、例会の役割の担当を申し出る手順を説明します。 

この手続きはとても大切です。例会の TMOE（Toastmaster of the Evening：司会者）は、毎回のミーティングに何名が参加し、
誰がどの役割を担当するかを把握し、アジェンダを印刷して例会に持参することになっています。 

したがって、みなさんが早めに出欠を知らせ、積極的に例会の役割を担当することで、TMOE はとても助かります。 
 

1. On the left hand side of the screen, to view the agenda for the upcoming meeting, click on [View  
Meeting]. This will take you to the latest meeting page; 
 
今後予定されている例会の情報を見るには、画面の左パネルの[View Meeting]をクリックして、次回のミーティングのページを
開きます。（ちょっとコツがいるので、下図を参考にして開いてください）。 

 

 

             

ここにマウスの 
ポインターをかざすと、 
詳しいメニューが開きます 
（まだクリックしない） 

メニューが開いたら 
View Meeting を
クリックします 
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2. After clicking on the View Meeting link, if you have been assigned a role, find your name in the Sign Up 
for Roles section and click on the Green Thumb to ACCEPT this role, or Red Thumb Down to DECLINE 
this role. 
 
画面の左パネルの View Meeting をクリックすると、次回の例会のページが開きます。左パネルでご自身の例会への出
欠を入力することができます。緑色の親指マーク（サムアップ）をクリックすると「出席する」,赤い親指マーク（サムダウ
ン）をクリックすると「欠席する」となります。 
 
また、右パネルに例会の役割リストが表示されます。緑色の親指マーク（サムアップ）をクリックすると「担当する」赤い
親指マーク（サムダウン）をクリックすると「担当をやめる」となります。 

(各例会の役割の詳しい説明については、ここをクリックして、渋谷トーストマスターズクラブのオフィシャル WEB サイトを参
照してください) 

 
 
 

 
  

出欠の登録（アテンダンス） 

準備スピーチ（プリペアードスピーチ）予約 

総合論評者（ジェネラル・エヴァリュエーター） 

論評者（エヴァリュエーター） 

司会者（トーストマスター・オブ・ジ・イブニング、TMOE） 

即興スピーチ司会（テーブルトピックス・マスター） 

Ah カウンター 

文法チェッカー （グラマリアン） 

タイマー 

投票（バロット）カウンター 

即興スピーチのスピーカー
はその場で指名されます。 

https://www.shibuya-toastmasters.com/our-objective?fbclid=IwAR2SdB1YIimm4lbEeaUmuhgD5iI0f96AhKhfiAqutUuwG9enjGWe1vF5UsQ
https://www.shibuya-toastmasters.com/
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Step 3. Confirm your attendance and sign up for roles for several meetings at one time  
一度に複数の例会の出欠を知らせ、役割担当を申し出る 

 

１．Go to My Participation click on Sign up for Meetings 

      画面上部メニューバーのMy Participation をクリックし、その中の Sign up for Meetings をクリックします。 

 
 

2. In this page, you can confirm your attendance and sign up for roles for several meetings at  
    one time.  
     このページでは、複数の例会の役割の担当を前もって申し出ることができます。いったん登録した役割を変更したり、 

     都合が悪くなった場合は、キャンセルしたりできます。緑色の親指マーク（サムアップ）をクリックすると「担当する」 

     赤い親指マーク（サムダウン）をクリックすると「担当をやめる」となります。 

 
  

出欠の登録（アテンダンス） 

準備スピーチ（プリペアードスピーチ）予約 

総合論評者（ジェネラル・エヴァリュエーター） 

論評者（エヴァリュエーター） 

司会者（トーストマスター・オブ・ジ・イブニング、TMOE） 

即興スピーチ司会（テーブルトピックス・マスター） 

Ah カウンター 

文法チェッカー （グラマリアン） 
タイマー 



easy-Speak in 5 Easy Steps 
 

 7 / 12  

Step 4. Request a speech  
例会でスピーチをするには 
 

In this section, how to reserve your slot for prepared speeches. A prepared speech is the speech you 
prepared based on Pathways curriculum (a Toastmasters club’s original education program) to make in a 
regular meeting. Your registration will be notified to VPE, and VPE will allocate each speech to a speech slot. 
 
ここでは、準備スピーチの予約方法について説明します。ここで言う準備スピーチとは、トーストマスターズの教育プログラム
「Pathways（パスウェイズ）」のカリキュラムにしたがって、準備をしたスピーチのことです。これを例会で発表するには、予約が必
要となります。予約をすると、その内容が VPE（教育担当）に連絡されます。VPE は各例会にスピーカーを割り当てます。 

 

1. Open [View Meeting] page (See here). Click on [Request a Speech] button. 
 
      こちらを参照して [View Meeting]を開き、[Request a Speech]ボタンをクリックします。 

 
 

2. In the window that appears, enter your Speech Title and Introduction. If not, you won’t  
    be able to complete the application. If you have not decided your speech title yet, please  
    enter TBD. 
 

下のような画面が開きます。最初に Speech Title 欄と Introduction 欄にスピーチのタイトルと簡単な紹介文を英語で
記載します。未定の場合は TBD=To be determined などとしておきます。（ここに記入しないと登録が完了できませ
ん） 
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3. Select which workbook and speech number of Pathways (See this page for detailed  
    manual) you are doing; 
 

[Workbook and speech number] タブをクリックすると、登録された Pathways（パスウェイズ）のカリキュラムが自動
で表示されます（初めてスピーチを予約する方は—Select a new workbook—をくりっくしてパスウェイズのカリキュラムを
選択してください。パスウェイズの詳しい説明については、こちらのページにあるマニュアルを参照してください。）。 

 
 

 
 
 

 
初めてスピーチを予約する方は—Select a new workbook—をクリックしてパスウェイズのカリキュラムを選択してください 

  

For first time users of Pathways  

https://www.toastmasters.org/pathways-overview
https://www.shibuya-toastmasters.com/document
https://www.toastmasters.org/pathways-overview
https://www.shibuya-toastmasters.com/document
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4. Select the Preferred Dates you want to complete your speech in 1st, 2nd and 3rd  

    preferences. 
 

[Preferred Dates]タブをクリックし、希望する例会の日・発表する順番を指定します。第 1 希望～第 3 希望まで候
補日を指定できます。早いもの順ですので、希望に添えない場合があります。 

 

 
 
5. A notification will be sent to the VPE, who will review your speech request and try to  
    accommodate you within your preferred dates. 
 
入力した情報は VPE（教育担当副会長）に自動で送信され、VPE は各例会のプログラムにスピーチを組み入れま
す。（結果については各例会の詳細を後日確認してください） 

 

Step 5. Exit easy-Speak ログアウトする 
 

That’s it! You have successfully signed up for the upcoming Toastmasters meeting.You can now log out 
of Easy-speak. 
 
これで例会に参加するための手続きは終わりです！ログアウトして終了してください。 
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Review your progress 学習の進捗を確認する 

Step 1. View your Pathways speech progress スピーチの学習進捗を確認する 
 
スピーチは Pathways（パスウェイズ）= トーストマスターズ独自のスピーチ学習プログラム）を段階的に学習することで、
スキルを向上させ、自信をもってスピーチができるようになります。定期的にご自身の学習の進捗を確認することで達成感
を感じながら、新たな目標に向かって進むことができます。 
 
1. To see your personal page, under My Participation click on View my Speech Progress 
 
ご自身の進捗ページを見るには、画面上部メニューバーのMy Participation をクリックし、その中の View 

my Speech Progress をクリックします。 
 

 
 

2. Now you can confirm your speech progress in Workbook History. 
 

[Workbook History]下に、今までのスピーチのタイトルと完了日が示され、カリキュラムの進捗状況が一目
でわかります。 

 

 
  

 

https://www.toastmasters.org/pathways-overview
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3. To see all members progress, under My Participation click on Member Statistics, and  
    select Pathways Chart. 
 

クラブ全体の進捗を見るには、画面左パネルの、My Participation の下にあるMember Statistics をクリッ
クし、その中の Pathways Chart をクリックします。 

 
 

クラブ内の全員のパスウェイズの進捗が表示されます。 

 
 

 
 

  

ここをクリック。 
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Update your profile 個人情報ページを更新する 

Step 1. View your profile 個人情報ページを開く 

• On the left hand side of the screen, click on your name 

• 左パネルに表示されたご自身のユーザー名（Welcome の右横）をクリックします。 
 

 
Step 2. My User Profile page 個人情報ページでできること 

• In the My User Profile page, you can: 

• 個人情報ページでは主に次のようなことができます。 

 Change your username; ユーザー名の変更 

 Update your email address; メールアドレスの変更 

 Change your password; ログインパスワードの変更 

 Add/update your address and contact details in the Personal tab;住所など連絡先の詳細の変更
（[Personal]タブ） 

 Add a profile picture in the Images tab; プロフィール写真の登録、変更、削除（プロフィール写真は
ファイル容量ををあらかじめ小さくしてアップロードしやすくしておきます） 

  

 
 

Step 3. Save it! 変更後、保存するのを忘れずに！ 

• Click on the Save button to confirm your changes. 画面左上の[Save]をクリックすると変更した情報が保存されます
（クリックし忘れると変更が無効になってしまうので、ご注意ください。） 
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