
Instructor

Criterion サイト (https://criterion.ets.org) で 
"Returning User" の下に User Name と
Password を入れ、[Sign In] をクリックします。
Go to Criterion. Enter Instrcutor user name 
and password, then click [Sign in].

Free Submissions x 20 Instructor x 1 Student x 1

Security Question と Answer を設定し、
[Save] をクリックします。
Choose (or create) your Security Question and 
enter your answer, then click [Save].

新しい Password を入力して [Submit] をク
リックし、次の画面で [OK] をクリックします。
Enter your new password and click [Submit]. 
Click [OK] on the next page.

“CIEE Demo ～” となっている Class 名をク
リックします。
Click the class name starting with "CIEE 
Demo".

Criterion の Instructor 機能をお試しくださ
い。Assignment の追加・編集、Student の
提出状況確認、レポート出力など、製品版と
同じ機能をご利用いただけます。デモアカウン
トには Assignment が一つ追加されています。
Instructor の操作方法については QuickStart 
Guide for Instructor（下記リンク）を参照し
てください。
Explore the Criterion as Instrcutor. Add  
assignments, see how students' essays are 
evaluated and stored, and try reports feature 
as provided in full. In your demo account, 
there is an assignment already created.
For instructions, refer to the Quick Start Guide 
for Instructor (link below).

Demo Card 

Criterion Quick Start Guide for Instructor (PDF)
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https://etsjapan.jp/criterion/pdf/CriterionQuickStartGuideV13INS.pdf

https://criterion.ets.org


Student
Criterion サイト (https://criterion.ets.org) で 
"Returning User" の下に User Name と
Password を入れ、[Sign In] をクリックします。
Go to Criterion. Enter Student user name and 
password, then click [Sign in].

Security Question と Answer を設定し、
[Save] をクリックします。
Choose or create your Security Question, and 
enter your answer, then click [Save].

“CIEE Demo ～” となっている Class 名をク
リックします。
Click the class name starting with "CIEE 
Demo".

[Assignments] をクリックします。
Click [Assignments]. 

入力欄にエッセイを書き、[Submit] をクリッ
クします。数秒後に表示される診断結果をご
確認ください。Revise や Writer's Handbook
などの Student 用機能もお試しください。
Student の操作方法については Student 
Guide （PDF）または Criterion Student（Web
ページ）をご覧ください。
Enter your essay and click [Submit]. You will 
receive the the results in seconds. Try using 
features for students, such as Revise and 
Writer's Handbook.

Criterion に関するお問合せ

Assignment を選択し、[Start Response] を
クリックします。
Select an assginment and click [Start 
Reponse].
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エッセイ入力欄
Enter Essay Here

Criterion Student Guide (PDF)

Criterion Student (Web page)

https://etsjapan.jp/criterion/pdf/CriterionStudentGuideV13.pdf

https://etsjapan.jp/criterion/student.html
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