
■ 先生用フリーコール 0120-49-7130 （平日 9:00-17:00 携帯電話可）

■ 先生用ＦＡＸ 03-6861-6006

■ 先生・保護者用メール el-help@education.jp
※保護者様からのお電話での問い合わせは受付しておりません。

かんたん運用ガイド

学習支援サービス

情報担当者用 管理マニュアル

お問い合わせはラインズヘルプデスクまで

ＩＤを管理する

・ご利用開始時

・転入出があったら

・年度変わりに

全体の設定を

変更する

家庭学習を始める

・接続開始の設定

・学校コードの確認



情報担当者が行うこと

■ 本冊子は、情報担当者専用の管理マニュアルです。大切に保管してください。

■ 運用上必要な処理や各種設定などをご紹介しています。本冊子の手順に沿って管理してください。

■ I D管理やログイン方式、家庭学習サービスのご利用については、教育委員会で独自のご利用方針

を定めている場合があります。各教育委員会の方針に従ってご利用ください。
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■ 起動方法

・先生機や指導用端末などのデスクトップにあるショートカット

「eライブラリ先生」を起動すると、ログイン画面が開きます。

・見当たらない場合は、「ｅライブラリアドバンス」アカウント一覧表

記載のURLに接続してください。

■ ログイン方法

・「eライブラリアドバンス」アカウント一覧表に記載されている、学校コード、先生ID、パスワードを

入力し、ログインします。（P13.学校コード入力方式）
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※初期設定では、1名の先生アカウントが登録されています。アカウント一覧表をご確認ください。

※同じIDを使って、同時にログインはできません。

※ID・パスワードのお取り扱いには十分ご注意ください。

先生メニュー

※先生機以外の端末からも起動できます。

■ 教科書の設定

■ クラスの設定管理

■ 児童生徒ID・パスワードの管理

■ IDカード印刷

■ 家庭学習サービス 学校コードの確認

■ 先生【設定】メニューでできること

学校管理者メニュー

■ 家庭学習の接続開始設定

■ ログイン方式の変更

■ 先生ID・パスワードの管理

■ コミュニケーション・学習メモ機能の制限

■ 研修会モードの切り替え

■ SSO連携の設定

■ 同一自治体内の他校への転校処理

（別紙「年次更新手順書」参照）

■ 学校管理者メニューでできること

■ 起動方法

・先生機や指導用端末などのデスクトップにあるショートカット「eライブラリ学校管理者」を起動すると、

ログイン画面が開きます。

・見当たらない場合は、「ｅライブラリアドバンス」アカウント一覧表記載のURLに接続してください。

■ ログイン方法

・「eライブラリアドバンス」アカウント一覧表に記載されている、学校コード、学校管理者ID、パスワードを

入力し、ログインします。

※先生機以外の端末からも起動できます。

アカウント一覧表が見つからない場合は、ヘルプデスクでお調べしますので、ご連絡ください。
【ラインズヘルプデスク 0120-49-7130】



教科書を設定することで、ドリルの単元名が教科書に対応します。

また、教科書のページ数から教材を検索できるようになります。

教科書の設定をする

メニュー 先生メニュー【設定】

概要

４

① 先生メニューを起動し、先生ログインを行います。（P3 「先生メニュー／起動／ログイン方法」）

② 【ｅライブラリの設定】→【教科書設定】を選択します。

機能名 教科書設定

③ 教科、学年ごとに使用している教科書会社を選択します。全て設定後、【設定】を選択します。

※初期設定では全て「ラインズオリジナル」になっています。

※国語・体育・音楽・美術は教科書設定がありません。

1. IDを管理する ご利用開始時

中学校では【中学校教科書設定】に切り替えてから、
教科書会社を選択します。



児童生徒のIDとパスワードを一人一人に発行します。

（家庭学習サービスでも同じIDを利用します。）

児童生徒の I Dを発行する

メニュー 先生メニュー【設定】

概要

５

機能名 クラス/児童・生徒設定

ここでは、児童生徒IDの新規発行手順を紹介します。

クラスの作成ステップ１

① 先生メニューを起動し、先生ログインを行います。（P3 「先生メニュー／起動／ログイン方法」）

② 【ｅライブラリの設定】→【クラス/児童・生徒の設定】→【クラス一覧】を選択します。

③ 左上の【クラス追加】を選択します。学年ごとにクラス数を入力し、【登録】を選択します。

作成したい学年のチェックボックスにチェックを入れ、
追加クラスにクラス数（半角数字）を入力してください。

※学年の追加はできません。特別支援学級等の場合も、
どこかの学年にクラスを作成し、登録してください。

クラス作成後、【クラス名変更】から任意の
名称に変更できます。

クラス名を変更したい

ステップ１

クラスの作成

ステップ２

名簿ファイルの作成

ステップ３

名簿ファイルの入力

1. IDを管理する ご利用開始時

小学１年

小学２年

小学３年

小学４年

小学５年

小学６年

小学１年

変更したいクラス
名を6文字以内で
入力してください。
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① 【クラス/児童・生徒の設定】に戻り、【児童・生徒アカウント一覧】を選択します。

② 児童生徒が登録されていない学年を選び、【ファイル出力】を選択し、CSV形式の名簿フォーマット

を出力します。【名前を付けて保存】でデスクトップなどに保存しましょう。

③ ②で保存したCSVファイルを開き、以下のルールにそって児童生徒の名簿を作成します。

作成した名簿ファイルは、デスクトップなどに【名前を付けて保存】を選び、CSV(コンマ区切り)の

形式で、保存しましょう。

※氏名／表示名／状態／学年／クラス／出席番号は必ず入力が必要です。

※登録済のIDと重複するIDは使用できません。

※IDやパスワードは後から変更できます。（P10「IDやパスワードを変更する」）

名簿ファイルの作成ステップ２

【CSVファイル】

【希望ID】
・半角小文字英数字４～40文字で任意のID
を設定できます。

・空欄にしておき、自動発番することも
できます。その場合は8桁数字（入学年度
＋通し番号）のIDとなります。

【登録済ID】
空欄にします。

【表示名】20文字まで
画面上で表示される名前です。
氏名と同じでも構いません。

【状態】
「1」を
入力します。

【学年】
中学校では１年生を7、
２年生を8、３年生を9
と入力します。

【学年／クラス／出席番号】
・複数の学年・クラス・出席
番号の児童生徒を混在させて
構いません。

・クラス内で同じ出席番号は
登録できません。

【パスワード】
・半角英数字８～20文字で
設定します。

・空欄にしておき、自動発行
することもできます。

1. IDを管理する ご利用開始時
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名簿ファイルの入力ステップ３

① 【児童・生徒アカウント一覧】に戻り、【ファイル入力】を選択します。

（※どの学年・クラスが表示されている状態でも構いません）

② 「一括自動設定」の必要箇所を選択します。ファイル選択の【参照】を選択して、ステップ２で

作成した名簿ファイルを開きます。作成した名簿ファイルの情報が表示されますので、内容を確認し、

【登録】を選択します。

ID一覧を印刷しておくと、管理・運用に便利

ID発行後に【児童・生徒アカウント一覧】で任意の学年・クラスを表示させ、【ファイル出力】を選択すると、
IDが記載された名簿一覧をCSV形式で保存・印刷することができます。

※中学生は、学年が7、8、9と表示されますので、
ご注意ください。

※クラスは、クラスNo.で表示されますので、ご注意
ください。

【エラー表示】

・エラーが複数あると画面表示に時間がかかる

ことがあります。

・登録済IDと重複するIDは使用できません。

・データの修正が必要な場合は、名簿ファイル

を修正し、再度【参照】から開いてください。

1. IDを管理する ご利用開始時

[パスワードが空欄の時に自動設定する]に

チェックを入れると、パスワードを自動設定す

ることができます

※発行されたパスワードは一覧で確認してくだ

さい



登録済みの児童生徒の氏名・ID・パスワードが記載されたIDカードを自動発行

することができます。

ＩＤカードを印刷する

メニュー 先生メニュー【設定】

概要

８

機能名 IDカード印刷

① 先生メニューを起動し、先生ログインを行います。（P3 「先生メニュー／起動／ログイン方法」）

② 【ｅライブラリの設定】→【IDカード印刷】を選択します。

③ IDカードを印刷したい学年・クラスを選択します。

次に、パスワード表示、学年表示の有無を選択し、【プリント】を選択します。

1. IDを管理する ご利用開始時

家庭学習用の学校コードや接続先ＵＲＬは、ID

カードとは別にご家庭にご案内してください。

【家庭学習サービス】より「ご家庭向けご案内

文書」を印刷することができます。



転入時は新たに児童生徒を追加し、転出時は登録済みの児童生徒の状態

変更、または削除（Ｐ12）を行います。

転入・転出を設定する

メニュー 先生メニュー【設定】

概要

機能名 クラス/児童・生徒設定

転出の処理

① 【ｅライブラリの設定】→【クラス/児童・生徒の設定】→【児童・生徒アカウント一覧】を選択して、

変更したい学年・クラスを表示させます。

② 【クラス/児童・生徒の設定】で、転出した児童生徒の【編集】を選択します。

編集画面から、下段の【状態】を【卒業・転出】に変更し、【登録】を選択します。

転入の処理

① 【ｅライブラリの設定】→【クラス/児童・生徒の設定】→【児童・生徒アカウント一覧】を選択して、

変更したい学年・クラスを表示させます。

② 【クラス/児童・生徒の設定】で、【アカウント追加】を選択します。

必要な情報を入力し、【１件登録】を選択すると、児童生徒が追加されます。

続けて追加を行う場合は、【連続登録】を選択します。

パスワードを空欄で登録
する際には、自動設定の
条件を選択します。

９

1. IDを管理する 転入出があったら

同一自治体内の他校へ転出し、学習履歴を引き継ぐ場合は、別の方法（転校処理）となります ※P19参照



登録済みの児童生徒のID・パスワード・氏名などを変更することができます。

一人ずつ編集する方法と、ファイル入力でまとめて変更する方法があります。

I Dやパスワードを変更する

メニュー 先生メニュー【設定】

概要

機能名 クラス/児童・生徒設定

方法１ 先生が一人ずつ変更する

① 【ｅライブラリの設定】→【クラス/児童・生徒の設定】→【児童・生徒アカウント一覧】を選択し、

変更したい学年・クラスを表示させます。

② 変更したい児童生徒の【編集】を選択すると、個人の編集画面になります。

変更後のIDやパスワードを入力し、【登録】を選択します。

方法２ 先生が一括で変更する

① 【ｅライブラリの設定】→【クラス/児童・生徒の設定】→【児童・生徒アカウント一覧】を選択し、

変更したい学年・クラスを表示させます。

② 【ファイル出力】を選択し、

【名前を付けて保存】でデスクトップなどに

名簿ファイルを保存します。

③ 保存したCSV形式の名簿ファイルを開き、編集して上書き保存します。

④ 【児童・生徒アカウント一覧】で【ファイル入力】を選択し、【参照】から編集した名簿ファイルを

読み込みます。【登録】を選択すると、変更は完了です。

10

1. IDを管理する

【名簿の編集例】

【パスワードを変更する場合】
新しいパスワード（半角英数字
８～20文字）を入力します。

【IDを変更する場合】
「登録済ID」欄は変更せず、「希望ID」欄に任意の
ID（半角小文字英数字４～40文字）を入力します。



方法３ 児童生徒が自分で変更する

① 【ｅライブラリの設定】→【クラス/児童・生徒の設定】→【児童・生徒による編集制限】を選択します。

② 編集権限を与えたい項目の【許可する】にチェックを入れ、【設定】を選択します。

児童生徒にアカウント編集権限を与えることで、児童生徒が自らパスワードなどを変更できる

ようになります。

権限付与後は、児童生徒が自身のページの【設定】からパスワードなどを

変更できます。

① 児童生徒メニューを起動し、ログインを行います。

② 【設定】を選択すると、【大切な設定】が開きます。

「新しいパスワード」の欄にパスワードを入力して【設定】を選択します。

11

1. IDを管理する



登録済の児童生徒のIDを削除することができます。

IDを削除すると、学習履歴も全て消えてしまいます。

児童生徒の I Dを削除する

メニュー 先生メニュー【設定】

概要

機能名 クラス/児童・生徒設定

削除したIDは元に戻すことはできませんのでご注意ください。

最高学年は、年度末の自動進級処理で状態が「卒業」となりIDが無効になります。

卒業生の児童生徒アカウントデータは残っていますので、[卒業・転出一括括削除]

から「卒業・転出」状態の児童生徒アカウントの削除を行ってください。

① 【ｅライブラリの設定】→【クラス/児童・生徒の設定】→【児童・生徒アカウント一覧】を選択し、

変更したい学年・クラスを表示させます。

② 【削除】を選択します。

削除する児童生徒にチェックを入れ、【削除実行】を選択します。

③ 確認画面が表示されます。内容を確認し、【削除実行】を選択します。

【OK】を押すと、選択したアカウントが削除されます。
削除したアカウント情報を戻すことはできませんので、
ご注意ください。
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1. IDを管理する

④削除するアカウントは元に戻せないことを確認し、[OK]を押します



学校用のログイン方式には「学校コード入力」「ID・パスワード入力」

「学年・クラス・出席番号選択」の３通りがあります。

ログイン方式を変更する

メニュー 学校管理者メニュー

概要

機能名 ログイン方式の設定

① 学校管理者メニューを起動して、ログインを行います。（P3 「学校管理者メニュー／起動／ログイン」）

② 【学校情報・ログイン方式】→【ログイン方式の設定】を選択します。

③ 利用したい方式を選び、【設定】を選択します。

学校コード入力方式

学校コード・ID・パスワード

を入力してログインします。

学校コード省略・入力方式

ID・パスワードを入力して

ログインします。

※家庭用のログイン方式は変更できません

※学校ID入力方式を選択した場合、先生・児童生徒の

パスワード表示形式を選択できません。

学校コード省略・選択方式

学年・クラス・出席番号を選択し、

パスワードを入力して

ログインします。
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ログイン方式を変更すると、接続先のURLも変更されるのでご注意ください。

変更したい場合は、必ず各教育委員会の方針をご確認ください。

2. 全体の設定を変更する

※学校コード省略方式の場合、ショートカットから起動します。
ショートカットの作成方法は「スタートアップガイド」をご参照
ください。



先生メニューへログインする先生IDを追加することができます。

初期設定では、先生IDがひとつ登録されています。

先生の I Dを発行する

メニュー 学校管理者メニュー

概要

機能名 先生アカウントの設定

2. 全体の設定を変更する

② 【先生アカウントの設定】を選択すると、先生アカウントの一覧が表示されます。

【先生の追加】を選択すると、手入力で１アカウントずつ発行することができます。

必要項目を記入し、【登録】を選択します。

① 学校管理者メニューを起動して、ログインを行います。（P3 「学校管理者メニュー／起動／ログイン」）

先生IDは削除することができません。使用しない場合は、使用停止に設定します。

IDは自動発行されます。
指定することはできません。

設定すると、成績管理やコミュニケーション機能で、
担当クラスが最初に表示されます。
※複数の担当クラスを設定することはできません。

【ファイルへ出力】でCSV形式の名簿ファイルを出力します。
そのファイルを編集し、デスクトップなどに保存します。
【ファイルから入力】→【ファイルを選択】で、
保存したファイルを読み込みます。

先生のＩＤをまとめて発行したい 追加分の「ID」欄は必ず空欄にします。

コミュニケーション機能や学習メモ機能の有無を設定変更できます。

機能を制限する

メニュー 学校管理者メニュー

概要

機能名 コミュニケーション／学習メモの設定

② 【コミュニケーションの設定】／【学習メモの設定】を選択します。

使用の有無にチェックを入れ、【変更】を選択します。

① 学校管理者メニューを起動して、ログインを行います。（P3 「学校管理者メニュー／起動／ログイン」）

1４

【氏名】【表示名】
全角・半角どちらも20文字まで

【パスワード】
半角20文字まで

使用しない場合は、
【使用停止】を
選択します。



eライブラリの研修会を行う際に、操作体験を行っても学習履歴が

残らないよう、研修会専用モードに切り替えることができます。

研修会モードに切り替える

メニュー 学校管理者メニュー

概要

機能名 表示設定・運用モード

② 【表示設定・運用モード】→【運用モードの設定】→【講習会・研修会用に変更】を選択します。

① 学校管理者メニューを起動して、ログインを行います。（P3 「学校管理者メニュー／起動／ログイン」）

「研修会モード」になっている間は、本来の所属児童生徒のIDは利用できません。

研修会終了後には、必ず通常モードに戻しましょう。

③ 現在の運用モードが【講習会・研修会用】と表示されます。

【研修会用ユーザを作成】を選択して、操作体験用ダミーユーザーを作成します。

講習会・研修会用モードでの注意点

1５

2. 全体の設定を変更する

・「先生との連絡」などの【コミュニケーション機能】をご利用できません。

・通常モードで設定した「学校情報」「教科書設定情報」は、反映されています。

・講習会・研修会用モードで登録した児童生徒や学習履歴は、通常モードに反映されることはありません。
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「家庭学習サービス」でできること

■ ラインズeライブラリアドバンスをご導入いただいている学校に通う児童生徒と

その保護者の方は、無償でご利用いただけるサービスです。

■ インターネットを通じて、ご家庭や公共施設のパソコンなどから、

小学１年～中学３年の９学年各教科のドリル学習など（実技教科は中学校のみ）

をいつでも行うことができます。インストール作業の必要はありません。

■ 自学習の習慣づけにはもちろん、不登校対策としてもお役立ていただけます。

【 家庭学習ページの開き方 】

授業の続きや復習に

苦手や得意をのばそう

高校入試対策にも

授業で学習した単元の予習・復習を行えるだけではなく、

学校で取り組んだ教材の続きから学習することができます。

問題演習を通して授業で学習したことをしっかり身につけましょう。

これまでのドリル学習の結果から教材が自動構成され、

自分の苦手を補充したり、得意を伸ばしたりすることができます。

どこを学習すればいいかわからなくても、迷わずに学習を始められます。

「中学校プリントパック」をご契約の中学校では、家庭学習ページから

高校入試過去問を利用できます。毎年最新１０年分の入試問題が

配信されるため、ご家庭での入試対策におすすめです。

※家庭学習用学校コードは、学校用学校コードとは異なります。

※家庭学習サービスで利用できるコンテンツは、

学校のeライブラリとは一部異なります。

※学校と家庭の履歴は統合(同期)しています。

インターネットを起動し、以下を開きます。

【 https://ela.kodomo.ne.jp/students 】

家庭学習用学校コードとログインID、パスワードを

入力して、ログインします。

https://ela.kodomo.ne.jp/students/


家庭学習サービスのご利用には、名簿登録と接続開始の設定が必要です。

先生メニューと学校管理者メニューでそれぞれ設定を行います。

接続開始の設定をする

メニュー 学校管理者メニュー

概要

機能名 家庭学習サービスの設定

3. 家庭学習を始める

家庭学習サービスをご利用になるには、「家庭学習用学校コード」「児童生徒ID」

「児童生徒パスワード」の３点が必要です。

以下の手順で、家庭学習用学校コードやIDの発行を行ってください。

ステップ１

児童生徒のID発行

ステップ３

ご家庭への通知

◼ 児童生徒のIDを発行し
ます。

※学校でeライブラリを利用する際の
IDとパスワードを使用します。

すでに発行されている場合は
ステップ２へ

ステップ２

接続開始の設定

◼ 接続開始の設定を行い、
家庭学習用学校コード
を発行します。

◼ 家庭学習サービスの
利用に必要な情報を、
児童生徒と保護者に配布
します。

児童生徒のID発行ステップ１

P5 「児童生徒のIDを発行する」の手順に沿って登録してください。

すでに発行されている場合はステップ２へ進んでください。

【確認方法】

① 先生メニュー【ｅライブラリの設定】→【クラス/児童・生徒の設定】→【児童・生徒アカウント一覧】

を選択します。

② 児童生徒の登録情報が表示されれば、すでにIDが発行されています。

※正しい学年・クラスに登録されていなければ、変更が必要です。（P10「IDやパスワードを変更する」）

17



18

接続開始の設定ステップ２

家庭学習の利用を始めるには、接続開始の設定が必要です。

① 学校管理者メニューを起動して、ログインを行います。（P3「学校管理者メニュー／起動／ログイン」）

② 【家庭学習サービスの設定】を選択します。【使用する】にチェックを入れ、変更を選択します。

学校コードは、【ｅライブラリの設定】からいつでも確認できます。

学校コードを確認する

メニュー 先生メニュー【設定】

概要

機能名 家庭学習サービス

① 先生メニューを起動し、先生ログインを行います。（P3 「先生メニュー／起動／ログイン方法」）

② 【ｅライブラリの設定】→【家庭学習サービス】を選択し、学校コード（家庭学習用）を確認します。

ご家庭への通知ステップ３

「児童生徒ID」「児童生徒パスワード」を記載したIDカードを発行することができます。

（P12 「IDカードを発行する」）

保護者に配布するご案内文書と一緒にご案内してください。

3. 家庭学習を始める

学校コード（家庭学習用）

「アカウント一覧表」記載の学校コードとは

異なりますので、ご注意ください。



年次更新処理について
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新年度に

■ 別紙「年次更新手順書」をご確認ください。サポートサイト＞設定マニュアルにあります。

■ 年度が替わっても、在校生は同じＩＤを続けて使い、学習履歴も引き継がれます。

■ 4月1日にシステム側で自動進級処理が行われ、学年・クラスが持ち上がります。

■ クラス替えを予定している場合、4月1日以降に児童生徒アカウントの設定から新しいクラス

に変更します。あるいは、児童生徒が自分でクラスを登録します。

■ 最高学年の児童生徒は【卒業・転出】となります。

クラス替えの処理 新入生の登録

◼ クラス替えの学年を

一括処理します。

◼ 転入生や転出生を

個別に処理します。

◼ 卒業生を一括処理

します。

◼ 新１年生を一括処理

します。

4
月
1
日

自

動

進

級

4月1日以降に、児童生徒を新しいクラスに割りふる作業が必要です。

クラス替えの処理

方法1 CSVファイルで編集する

CSVファイルの出入力で新クラスに割りふる場合は、アカウント一覧から【ファイル出力】し、

新年度の情報に変更した後、【ファイル入力】で読み込んでください。

(P10 「IDやパスワードを変更する」-方法2)

方法2 児童生徒が自分でクラスを登録する

児童生徒が自分でクラスを設定することもできます。先生メニューで、

【ｅライブラリの設定】→【クラス/児童・生徒の設定】→【児童・生徒による編集制限】

で、設定してください。 (P11「児童生徒が自分で変更する」)

先生アカウントの登録

自動進級処理で、担当学年・クラスが持ち上がります。

先生の担当クラス

の登録

◼ 先生アカウントの担当

クラスを処理します。

新入生の登録

P5 「児童生徒のIDを発行する」の手順に沿って登録してください。

中学校の新入生については、小学校の学習履歴を引き継ぐことが可能です。

「年次更新手順書：小中履歴引き継ぎ処理」をご確認ください。

4月1日以降に、新しい担当学年・クラスに割りふる作業が必要です。

小学校から中学校の進学処理/転出処理（履歴の引継ぎ）

同自治体内で、小学校の学習履歴を中学校に引き継いだり、転校先

に学習履歴を引き継ぐことが可能です。詳細は「年次更新手順書」

をご確認の上、操作してください。

https://support.education.ne.jp/ela/ela2020/ela2020_manuals/annual_update_manual.pdf
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