
お問い合わせはラインズヘルプデスクまで 

講習会テキスト 

学習支援システム 

ラインズeライブラリアドバンスは、 

『子どもたち一人一人に、 

わかった！できた！の喜びを。』 

をコンセプトに作られた 

学習支援のための 

ソフトウェアです。 

 
 

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

■ ＦＡＸ             03-6861-6006 

■ メール             el-help@education.jp 

■ お客様サポートサイト 

        https://support.education.ne.jp/ela/ 



教材を提示する 教材をつくる・さがす 

単元のまとめに 『自ら学ぶ力』を身につける 

基礎基本の定着・個別指導に 

ｅライブラリアドバンスでできること 
◆学習意欲を高め、理解を助ける 
 

 「ラインズeライブラリアドバンス」は、小学校１年生から中学校３年生までの 
 ５教科+中学校実技教科の学習支援のためのソフトウェアです。 
 ドリル問題や提示教材など、児童生徒の学習意欲を高め、理解を助ける教材が揃っています。 
 基礎・基本の定着にぜひお役立てください。 
 

◆さまざまな活用場所 
 

 サーバから配信して利用するシステムで、パソコン教室、 
 職員室、普通教室、特別教室、ご家庭など、学校内外で幅広くご利用いただけます。 
 

◆教材は毎年更新 
 

 教材は毎年更新され、ご契約期間中は最新の教材をご利用いただけます。 
 
 

◆マルチブラウザ対応 
 

 PCだけではなく、iPadやAndroidのタブレットやスマートフォンでもご利用いただけます。 

・ドリル学習コース    
・学習指示   
・解説教材/確認問題      
・プリント教材（別紙） 

・教材検索                    
・解説教材/確認問題   
・いろいろカード帳    
・ステープラ       
 

オフラインでつかう 

・いろいろカード帳         
・シミュレーション教材   
・ステープラ            
・ダウンロード学習機能 
（別紙） 
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はじめるまえに 

・児童生徒メニュー        
・先生メニュー              
・よくある質問（FAQ）  

・ドリル学習コース    
・ドリル（単元学習） 
・学習履歴の確認       
・学習指示       

・解説教材/確認問題      
・ライブラリ              
・英語教材            
 ゴーゴーサンセットタウン   
・ツールボックス          

・学習の進め方               
・マイページ                  
・苦手を学びなおす         
・学習をふりかえる         
・ふりかえりの確認と返信   
・学習管理                     

家庭でつかう 
・家庭学習サービス   P23 
・保護者向け連絡メール 
（別紙）  
  

※プリント教材はオプションコンテンツです 

P3 
P9 
P24 

P7 
P7 
P8 
P8 
P12 
P13 

P16 
P17 
P20 
P21 

P20 
P20 
P21 
 

P4 
P5 
P10 
P14  

P4 
P14 
P17 

P17 
P18 
 
P19 
P20 



児童生徒メニュー 
【児童生徒用アイコン】 

アイコンを2回連続 
して押すと児童生徒
メニューが開きます。 

A B C 

D E 

G Ｈ 

I 

L 

J 

F 

K 

A→P5へ 
 

B→P17へ 
 

C→P4へ 
 

D→P4へ 
 

E→P4へ 
 

F→オプションコンテンツ 
 

G→調べ学習や確認・定着 
     のためのコンテンツを収録 
 

H→P7へ 
 

I→教科書ページを 
     指定して検索 
 

J→ジャンルやキーワード 
    を選択して検索 
 

K→任意の言葉を入力して 
     検索 
 

L→学習コースごとに 
     詳細な学習履歴を確認 

要ログイン 

要ログイン 

【ログイン前】 

【ログイン後】 

【小学校低学年でログイン後】 

 

    
◆各メニューアイコンを大きく表示 
◆低学年にもわかりやすい、 
   ひらがな、カタカナ表記 
◆以下の機能は使えません 
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ログインなしの学習    

 

    
 

   

児童生徒メニューの戻り方 

高学年のログイン画面との違い 

◆学習履歴は残りませんが、学習結果を 
 印刷して残すことができます。 
◆学習を終えるときに、右上のメニュー 
 から【ホーム】を選択すると、 
 学習結果の印刷画面が表示されます。 

◆左上の      を選択すると戻れます。 
 

◆ドリル画面から戻る際は、右上の 
 【メニュー】から【ホーム】を選択します。 

テーマ学習 
単元テスト 
教科書復習テスト 



ドリル学習コース 
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・小学校1年生から中学校3年生までの57,000問以上の問題を 
 収録しています。 
・ログインすると学習履歴が残ります。 
・他の学年の問題を学習することもできます。 

◆４つの学習コースをご用意しています。 

概要 

A ドリル（単元学習） 

単元に沿って演習するコースです。 
自分で難易度（基本/標準/挑戦）を選択して、
各自の理解度に合わせて学習できます。 

■対象学年    小学１年～中学３年 
■主な活用場面  単元のまとめ、学期のまとめ、 
         朝学習、放課後学習 

★算数・数学は 
「トライ」ボタンが表示され、
学年を越えて関連単元の学習も
できます。 

C テーマ学習 

D 単元テスト 

E 教科書復習テスト 

設定した範囲内の理解度をテストし、 
復習するコースです。教科書のページを入力するだけで、 
自動で範囲が設定されます。 

■対象学年    小学３年～中学３年 
■主な活用場面  補習、テスト勉強 

単元単位で理解度をテストし、 
弱点部分に絞って復習するコースです。 
先生がクラスの単元理解傾向を把握することもできます。 

■対象学年    小学３年～中学３年 
■主な活用場面  単元のまとめ、学期のまとめ、補習 

要ログイン 

要ログイン 

要ログイン 

学年の枠を越えて、系統別にドリルを解き、無理なく 
定着させるのに役立ちます。 
進捗や平均点によりスタンプがつき、学習を後押しします。 

■対象学年    小学３年～中学３年 
■主な活用場面  学期・学年のまとめ、補習 

（算数・数学、理科、英語、英語きそ、社会、  
 国語、にほんご） 



ドリル（単元学習） 

※ログインすると学習履歴が残ります。ログインしなくても利用できます。 
   ログイン方法は、選択式と入力式の２種類があります。 

① 児童生徒メニュー右上の【ログイン】からログインを行います。 
  学年→組→氏名の順に選び、パスワードを入力します。 

【パスワード入力】 

【氏名選択】 

② 【ドリル（単元学習）】を選択し、学年・教科を選択します。 

③ 単元を選び、教材のレベル（基本／標準／挑戦）を選択すると、問題が始まります。 
  問題はランダムに出題されます。 
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④ 問題画面では、【学習メモ】をひらいて、計算式等を書き込むことができます。 
  解答は選択肢を選び、【判定】を選択します。【次の問題】を選択すると、 
  次の問題が表示されます。 

 【ヒント！】 
 

ヒントを表示させます。 
判定後は、【解答解説】に変わります。 

 【調べる】 
 

解説教材や百科事典で調べることができます。 

 【キーワードリンク、ドラッグ検索】 
 

文中の青い文字はリンクが張られており、 
選択するとその語句を検索できます。 
リンクの張られていない語句でも、 
ドラッグすると 
   

【学年・教科選択】 

【単元選択】 【教材レベル選択】 

      
  ◆右上のメニューボタンから【終わる】を 
   選択すると、教材一覧に戻ります。 
  ◆【音を止める】で判定音のオン/オフを 
   切り替えることができます。 

A 

メニュー 

マークが表示され、そこから検索できます。 

※学習メモ機能は学校管理者メニューで 
  【使用しない】に設定できます。 
  



⑤ 全問解き終えた後、間違えた問題を【リトライ】でやり直します。 

⑥ 【採点】を選択すると、学習結果が表示されます。 
  採点を選択しないと学習の履歴が残らないのでご注意ください。 
  得点に応じて次のおすすめ教材が左下に表示されます。 

※全問正解の場合は、【リトライ】は表示されません。 

【リトライ中の問題選択タブ】 

⑦ 【戻る】を選択すると、教材一覧に戻ります。 
  学習済みの教材には、レベルごとの点数が表示されます。 

【学習結果】 

６ 

教科・単元を選び直します。 

 学習メモ機能 

◆ドリル画面内の【学習メモ】を選択すると、 
 問題の上に半透明で学習メモ機能がひらき、 
 メモを書き込むことができます。 
◆ログインして利用した場合は「りれき」として 
 学習メモも保存されます。 

  …メモ画面をとじる 
   （ログインして利用した場合、採点後に 
    学習結果とともに保存されます） 
 

     …フリーハンドモード 
 
  …テキストモード 
 
  …消しゴム 
   （部分的に修正したい時に使います） 

記入
不可 

記入
不可 

              

※保存したメモは         から   を選択すると確認できます。 

    
 
 

◆39点以下  
◆40点～79点 
◆80点～99点 
◆100点    

…赤 
…黄 
…青 
…緑 

 

   
 

◆40点以下 
 
◆41点～79点  
◆80点～100点          

…【前のレベルへ】or【前の教材へ】 
 （復習/戻る） 
…【もう一度】（再チャレンジ） 
…【次のレベルへ】or【次の教材へ】 
 （レベルアップ/進む） 

次のおすすめ教材 

点数の表示色 

記入可能 



Ｈ 

『自ら学ぶ力』を身につける 

学習履歴を見る（P7） 

苦手を学びなおす（P8） 

学習をふりかえる（P8） 

ドリルで学習する（P5） 

＜学習サイクルの一例＞ 
「目標を立てる」→「ドリル学習」→「苦手を見つけて学びなおす」→「学習を
ふりかえる」→「学習意欲を高める」という学習サイクルを繰り返すことで、
基礎基本の定着を図りながら「学び方」を学びます。 

eライブラリには、児童生徒の「主体的・意欲的な学習」をサポートする様々なしかけがあります。 

① 

② 

③ 月の学習回数をグラフで比較します。
視覚的表示で分かりやすく、目標達成
や意欲向上につながります。 

※グラフの最大値は「学校管理者メニュー」で
変更できます。 

学習回数に応じて、人物が山を登り下
りします。前月との比較や背景の変化
で達成感を味わえます。 

学習回数・平均点・学習日数によって、
メダルが表示されます。メダルが一定
数集まると、コインに交換されます。 

① 先月と今月の学習回数 

② 年間学習回数ピクチャ 

③ 今月の元気度 

現在の学習状況をイラストやグラフでわかりやすく表示します。 
マイページを確認して、目標をもって学習することができます。 
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 ◆学習の進め方 

 ◆マイページ 

ピクチャは全13ステージ 
40種類あります。 

「もう一度」の数によって、 
イラストとメッセージが変わります。 

要ログイン 



 ◆苦手を学びなおす 
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 ◆学習をふりかえる 

「今日のふりかえり」では、児童生徒が学習のふりかえりを入力して先生に送信できます。 
 その日の学習で「できたこと」や「できなかったこと」などを具体的に書くことで、 
 学んだことを整理し、次の学習につなげていくことができます。 

①今日のふりかえり 
 

 記入欄と月ごとの 
 ふりかえりの書き込み 
 が表示されます。 
 

②記入欄 
 

 学習をふりかえり、 
「できたこと」や 
「できなかったこと」 
 感想などを入力します。 
 

③スタンプ 
 

 今の気持ちを8種類の 
 スタンプから選びます。 
 

④先生に送信 
 

 「今日のふりかえり」 
 を入力したら、 
 送信します。 
 

⑤月ごとの一覧 
 

 当月の記入内容と 
 先生からのコメントが 
 一覧表示されます。 

「学習の見直し」では、児童生徒が自分の学習結果を確認し、苦手な分野を見つけて学習することが 
 できます。「もう一度」の教材にくりかえし取り組み、苦手分野の克服を目指します。 

①学習の見直し 
 

 単元学習の結果が表示されます。 

③ドリルに再挑戦  
 

 絞り込んだ教材を選びます。 

④ 再挑戦でOKに 
 

 50点以上をとると、 
 状態が【OK】に変わります。 
 また、再挑戦した履歴は、 
 1番上に追加されます。 

②状態【もう一度】の絞り込み 
 

 初回（リトライ前）の得点が 
 50点未満に【もう一度】が 
 表示され、再学習に必要な教材を 
 ナビゲーションします。 

◆【もう一度】がついていない 
 教材も再学習できます。 
◆【教材】【学年】【レベル】で 
 絞り込みもできます。 

状態について 

① 

② 

④ 

③ 

① 

② 

④ 
③ 

⑤ 



先生メニュー 
【先生用アイコン】 

【ログイン後】 

◆児童生徒アカウントの確認 
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◆先生用アカウント 
 アイコンを2回連続して押すと先生メニューが開きます。 
「校長先生」という名前であらかじめ1名登録されています。 
 先生アカウントを追加する場合は、学校管理者メニューより発行できます。 

※学校管理者メニューの詳細は「かんたん運用ガイド」をご覧ください。 
                                          ※必要に応じて先生アカウント情報を下記にご記入ください。  

 
先生ID：         先生パスワード： 

 
ア→P14へ 
 

イ→P10へ 
 

ウ→児童生徒のアカウント管理 
  や教科書を設定 
 

エ→P12へ 
 
 
 

ⅰ→P16へ 
 

ⅱ→P18へ 
 

ⅲ→単元に沿ったコンテンツ 
  表示やWebサイトの登録 
 
 
 
 
 

 
    

要ログイン 

ログイン不要 

※Webサイトの登録にはログインが必要です。 

1234567890 1234567890

◆IDカードの印刷 

児童生徒アカウントの登録や確認を先生メニューで行います。 
※名簿登録方法は「かんたん運用ガイド」をご覧ください。 

児童生徒アカウントをカードに印刷して配布します。 
 

※パスワードや家庭学習用の【学校コード】は表示の有無を選択できます。 
※全学年、各学年、各学級ごとに印刷することができます。 

ア イ ⅰ 

ⅱ ⅲ ウ 

エ 
    
 

先生メニューの戻り方 

どの画面でも左上のロゴを選択 
すると先生メニューに戻ります。 
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学習履歴の確認 イ 

◆成績管理では学習コース別や個人別に学習履歴を確認できます。 

概要 
・児童生徒のドリルの学習履歴を見ることができます。 
・クラス全体の理解度を確認したり、個人のつまずきを把握することができます。 
・児童生徒が作成した【学習メモ】の内容も反映、確認できます。 

学習コース別（単元学習・単元テスト・教科書復習テスト）にクラス全体の学習状況や 
理解度を確認できます。 

【単元テストのクラス詳細】 

 ◆学習コース別表示 

【単元テストのクラスの実施状況】 

 単元テストごとの実施者数や平均点を確認できます。 

個人別の履歴も確認できます。 

学習メモマーク 

児童生徒がメモを作成し
ている場合表示されます。 

 学習メモの内容を確認する 

 
 
 

   で 
 
 

画面を閉じま
す。 
 

成績詳細画面に戻ります。 

◆単元テストの学習履歴の確認 

児童生徒が作成した学習メモは【成績管理】から確認できます。 
 

   のついた教材を選択し、        を選択すると内容を確認できます。 

実施状況、理解状況、関連教材などを確認できます。 

1 

2 

1 

要ログイン 
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個人の学習状況を確認したり、一人ひとりのつまずきを把握することができます。 

 ◆個人別表示 

◆個人の単元学習履歴の確認 

【つまずきを把握】 

【個人の単元学習詳細】 

◆テーマ学習履歴の確認 

【テーマ学習の学習状況詳細】 

    
ふりかえりの確認 

テーマ学習では児童生徒が
採点後につけた「ふりかえ
り」も成績管理から確認が
できます。 
 
 ☆…バッチリ 
 ○…だいたいわかった 
 △…ちょっと不安 

【コース】を選択し、コース順に表示できます。 

※テーマ学習の学習状況は【個人別表示】からのみ確認できます。 

教材ごとの学習結果が学習日付順に表示されます。 

問題の正誤と問題内容、児童
生徒が作成した学習メモの内
容も確認できます。 

2 

問題の正誤と問題内容、児童生徒が 
作成した学習メモの内容も確認できます。 

⇒家庭の学習結果 

⇒学校の学習結果 
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学習サポート 
概要 

・児童生徒の単元学習、ダウンロード学習の学習履歴を、 
 「マイページ」（P7）や学習推移の画面で確認ができます。 
・児童生徒が入力した「今日のふりかえり」（P8）の確認や返信ができます。 
 

 ◆「今日のふりかえり」の確認と返信 

エ 

② 児童生徒のコメントを確認したら、 
 「未読」の□にチェックします。 
  全員を選択したいときは、 
 ＜全て選択＞の□にチェックします。 
 
③【既読にする】を選択します。 
   →児童生徒の画面に     マーク 
    がつきます。 
 
④ 個人にコメントを送信する場合には、 
  対象者の氏名を選ぶと、 
  送信用画面が開きます。 

① 対象の【学年】【クラス】を 
 選択すると、今日のふりかえり 
（最新の書込）が一覧表示されます。 

◆同じコメントの一括送信 
①  対象の児童生徒の「送信」の□にチェック  

  します。 

② 【一括送信】を選択します。 

③  児童生徒へのコメントを入力します。 

④ 【スタンプ】から顔スタンプを選択します。 

⑤ 【送信】を選択します。 

※コメントまたはスタンプのみの送信も可能です。 

先生メニューの「今日のふりかえり」では、児童生徒の入力内容を一覧で確認でき、コメント
やスタンプを返信できます。ドリルの履歴だけでは見えにくい理解度や心情面の把握、児童
生徒へのアドバイスなどにご活用ください。 

 ※児童生徒の「今日のふりかえり」の入力方法は、 
  P8をご覧ください。 

【今日のふりかえり提出一覧】 

※未読の場合□の横に【 】が表示されます。 

1 

2 

1 

要ログイン 

① 

② 

③ 

① 

② 

③ 

④ ⑤ 
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① 

 ◆学習管理 

先生メニューの「学習管理」では、定着度やつまずきなど、児童生徒一人ひとりの学習 
履歴を確認することができます。きめ細やかな指導・支援にご活用ください。 

 
※間違えた問題を確認できるので、 
 つまずきの把握や指導に役立ちます。 

①【学習管理  クラスリスト】から確認したい【学年】【教科】【クラス】を選択します。 

②【児童生徒名】を選択すると、マイページが表示されます。 

③マイページで、学習回数や平均点などの学習状況を確認します。 

マイページの活用 

◆マイページから児童生徒の 
 「がんばり」具合を確認できます。 
◆学習回数ピクチャやメダル・コインの 
 情報を、先生からの声がけや 
 学習アドバイスにお役立てください。 
 

④【学習結果詳細】タブを選択すると、対象の児童生徒の「学習結果詳細」画面が開きます。 

⑤【教材名】を選択すると、その教材の学習状況を詳しく確認できます。 

学習結果詳細 

◆選択した児童生徒の「学習の見直し」 
 画面と同じものが開きます。 
◆ドリル（単元学習）で学習した結果が 
 表示されます。 
◆【状態】や【教科】【レベル】で 
 絞り込んで表示することもできます。 

「もう一度」の数によってイラストが変わります。 

 0      1-5     6-10    11-20   21-40   41以上 

2 

① ② 

③ 

④ 

⑤ 
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学習指示 ア 

概要 
・特定の学級やグループに対して、単元や難易度を指定してドリルを 
 出題することができます。 
・理解度判定テストや学期・学年のまとめとしてご活用いただけます。 

 ◆一斉授業の設定 

③授業の種類を選びます。ひとつの単元を出題する場合は【単元指定学習】を、 
   複数の単元を出題する場合は【オリジナル教材学習】を選択します。  

 ○自由学習 

  時間と学級を指定し、教材は児童生徒が自由に選びます。 

 ○単元指定学習 

  単元をひとつ指定して出題します。 

 ○オリジナル教材学習 

  複数の単元を指定して出題します。 

 ○単元テスト 

  単元全体のテストを行った後、弱点に絞って各自が 

  ドリルで学習します。 

 ○教科書復習テスト 

  教科書ページを指定してテストを行った後、 

  弱点に絞って各自がドリルで学習します。 

ダウンロード課題の設定 

クラスやグループ単位で、ダウンロード
学習用の教材を出題します。課題の取り
組み状況も確認できます。 

①【授業設定状況】から対象の【学年/クラス】または【グループ】を選択します。  

②【授業追加】から 新しい授業を作成します。 

クラスやグループ単位で、一斉にドリル学習の指示を出します。 
学習状況が一目でわかるモニター機能付きなので、クラス全体の理解度の把握もできます。 

【グループの管理】では、 
学年をまたいだグループ
の設定ができます。 

1 

2 

1 

要ログイン 

① 
② 

③ 



【オリジナル学習の授業設定】 
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記入
不可 

記入
不可 

 ◆課題の設定 

④ 授業内容を設定します。対象・教材・学習レベル・授業時間を選び、【登録する】を選択します。 

⑤ 登録した授業は授業一覧に保存され、指定した日時に 
 自動的に出題が行われます。出題中に先生メニューに 
 ログインすると、モニター画面に移行します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

授業を終了するときに選択
します。 

クラスやグループ単位で、課題を出題できます。児童生徒の学習状況に合わせて教材を 
自由に選択できますので、習熟度別授業や個別指導ができます。 

 
 
 
 
 
 

全員に同じ問題を出題する場合は、レ
ベルを選び、【全員に同じ問題を出題
する】を選択します。 

【開始時間を指定】で、授業の開始日
時を設定します。 

【教材を探す】で出題する単元・教材
を選び、【追加する】を選択します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

◆児童生徒メニューにログインすると、 
 先生が指定した教材のみ表示されます。 
◆出題時間内は、他の教材を学習する 
 ことはできません。 

児童生徒メニューの見え方 

【課題設定】 

◆児童生徒メニューにログインすると、 
【課題】のタブに  と表示されます。 
 
 
 
 
 
 
◆一斉授業とは異なり、課題出題中も、 
 他の教材を学習できます。 

児童生徒メニューの見え方 
（課題出題時） 

学習状況がリアルタイムで 
表示されます。 

2 

学習レベルを個別に設定できます。 
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指導教材 ⅰ 

概要 
・先生が教材を探したり、ドリル問題やコンテンツを確認する際に、便利です。 
・印刷したり、提示して使えるコンテンツがすぐに探せます。 

 ◆教材検索 

④ 検索結果が表示されます。 
 

② 対象の【学年】【教科】を選択します。 

①【教科書ページから探す】を選択します。  

③ 検索したいページを入力し、【さがす】を選択します。 

【教科書ページ】【単元】【キーワード】【ことば】で関連教材やコンテンツを検索できます。 

※プリント教材はオプションコンテンツです。 

すべての 
ドリル問題を 
確認できます。 
解答表示の 
有無を選べるの
で提示して利用
することもでき
ます。 

教科書ページ検索 

◆教科書設定が必要です。（国語は対象外） 
◆指定ページ数が多いと読み込みに時間が 
 かかる場合があります。 
 10ページ前後で検索してください。 

【解説教材】 【プリント教材】 【ドリル問題】 

オプションコンテンツの百科事典やプロジェ
クタ教材も教科書ページから検索できます。 

◆教科書ページで検索 

1 

2 

1 

① 

② 

③ 

④ 
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① 

 ◆解説教材/確認問題 

解説教材で要点を復習することができます。 
要点を確認した後、確認問題で確実に定着させます。 

①【学年】【教科】を選択します。 

②【単元】を選択し、見たい教材の【解説】を選択すると解説教材が表示されます。 
 【確認問題】を選択すると確認問題が表示されます。 

解説教材の活用方法 

◆印刷して校内に掲示 
◆電子黒板で提示 
◆自作教材の素材に図版を利用 
◆Wordなどに貼り付け、重要語句を 
 空白にして小テストを作成 

【解説教材】 【確認問題】 

※図版を選択すると図版のみが拡大表示されます。 

黄色の部分を選択すると
シールがはがれて答えが 
表示されます。 

単語を並べ替えて英文を完成させます。 
 
1.【選択肢ボタン】から解答を順に選択します。 
2.やり直したいときは、【リセット】を選択します。 
3.【答えを見る】を選択すると、解答が 
   表示されます。 

2 

並べ替え問題＜確認問題英語＞ 

① ② 
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ライブラリ ⅱ 

概要 ・調べ学習や確認・定着のためのコンテンツが収録されています。 
・電子黒板やプロジェクタなどの大型モニタで提示して利用できる教材も収録 
 されています。 
・プリント教材や百科事典といったオプションコンテンツのご契約がある場合は、 
 「ライブラリ」の中に表示されます。 

対応端末について 

◆一部の教材は、Windows端末のみ対応 
 しています。 
◆iPad/Android端末でも利用可能な教材は 
   のマークがついている教材です。 

◆ライブラリコンテンツ一覧 

英会話教材 

学習ワードマップ 

関連するキーワードを結び付
けて視覚化したイメージマッ
プです。 
※中央の単語を選択すると、eライブ
ラリ内に検索をかけられます。 

理科資料集 

2,000種以上の動物・植物・
菌類の図鑑。 

人名事典 

歴史・文学・芸術など幅広い
分野の約1,500名を収録。 

英単語辞書 

約2,500語の英単語を収録。 
スピーカーマークを選択する
と発音も確認できます。 

アニメーション教材 

G 

【児童生徒メニュー】 

【先生メニュー】 

P.19へ 

ゴーゴーサンセットタウン 

シミュレーション教材 

→P20へ 

いろいろカード帳 

→P20へ 

スマホ･ケータイファミリーガイド 

情報モラル教材。 
アニメーションやクイズで 
正しい使い方を学べます。 

英会話教材 

基本文法に沿った英会話を、
イラストと音声で学べます。 

動きを使ってわかりやすく伝
える提示・解説のための教材。 

「児童生徒用」「先生用」が 
あります。 
 

    →P19へ 



【     】縮小表示 【     】拡大表示 
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 ◆ゴー！ゴー！サンセットタウン（英語教材） 

英語の聞き取り練習のコンテンツです。サンセットタウンの住民の話を聞き、新聞の記事を書
いていきます。「類推しながら聞く力」を高め、コミュニケーション能力の素地を養います。 

◆ゴー！ゴー！サンセットタウン＜先生用＞を提示 

①話を聞くキャラクターを選択します。 

・全部で40本のストーリーを用意しています。 
・1回の学習を10分程度で構成しています。 
・何度でも、話を聞き、記事を書くことができます。 

教科書との対応表、指導用資料、ワークシート
などを用意しています。 
 

児童生徒の画面では、
【完成】を選択後、記
事が作成・保存されま
す。 
 

「その他の情報」に記
入した内容は
【◇◇◇】の下に反映
されます。 
 

②再生速度と字幕の設定をします。 

※速度の変更はAndroid端末や一部のブラウザには対応していません。 

1 

2 

3 1 

③動画を再生します。 

2 3 

児童生徒がログインをして学習すると新聞記事を 
保存できます。 
☆の色に応じて記事の作成状況が分かります。 
 （赤:作成済み ピンク：作成途中 白：未作成） 

まるい吹き出しの住民は 
5年生以上におすすめ 

四角い吹き出しの住民は 
6年生以上におすすめ 

④記事を作成します。 
。 

⑤【完成】を選択すると正誤判定されます。 

◆児童生徒の取り組み状況を見る ◆資料 
クラス・個人の学習状況を確認できます。 

先生用では下記の機能を利用できます。 

【     】一時停止 
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ツールボックス 

・デスクトップ上の【eライブラリ ツールボックス】を開いて使える機能です。 
・端末に保存されているのでインターネットにつながっていないところでも、 
 使うことができます。 
・提示利用や教材作成などでご活用ください。 
 

※ご導入時期により、デスクトップのフォルダ名が「ラインズeライブラリアドバンス」と表記されています。 

 ◆いろいろカード帳（いろいろカード帳 編集ツール） 

オフライン利用可 

① 

※Windows端末のみ対応 

概要 

ページをめくりながら、単語帳のように学習できる190タイトル以上のカード帳です。児童生徒が
演習に使うほか、先生がフラッシュカードとして電子黒板に提示して使うこともできます。 
また、先生はオリジナルのカード帳を作成することもできます。 
 

※先生メニュー、児童生徒メニューのライブラリからもご利用いただけます。（オンラインのみ） 

 ◆シミュレーション教材 

児童生徒の活用 

児童生徒がログインして使うと、覚えたかどうかしる
しをつけることができ、次に利用する時に「○を付け
てないカードを見る」から復習できます。 

カード帳の内容を編集してオリジナルカードに 
することもできます。 

編集ツールでは、写真やイラストを使った 
オリジナルのカード帳を新規作成できます。 

【立方体の切り口】 

提示教材としても利用できるシミュレーション教材は、食物連鎖や回転体などの11種類を収録して
います。 
 

※シミュレーション教材は【eライブラリ ツールボックス】からのみ起動できます。 

【回転体シミュレーション】 

【いろいろカード帳】 【いろいろカード帳編集ツール】 

【小学校グラフ】 【タングラム】 

完成したカード 
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① 

 ◆ステープラ 

視覚効果の高いオリジナルの提示教材を簡単な操作で作成できます。 
児童生徒の発表資料作成にもおすすめです。 

範囲選択するだけで簡単に画像を取り込めます。 
eライブラリ内の素材はもちろん、手持ちの写真も
取り込めます。 

目隠しシールでヒントや重要事項を隠し、選択して
シールをめくります。自然に視線が集まるので発表
が盛り上がります。 

オリジナルのクイズ問題が簡単に作成できます。 
児童生徒のプレゼンテーション練習にもおすすめで
す。 

画像取り込み 

めくりシール 

選択問題 

※ 作成した教材は、オフラインでも利用できます。 
※ タッチ対応のため、Windowsタブレットでもご利用できます。 

◆ヒントつきの4択問題の作成方法 

① 【ステープラ】からさらに【ステープラ】を選択します。 

③ 【文字をかく】を選択すると赤い枠が表示されます。枠を2回連続して押し、問題を入力します。 

※デスクトップにショートカットがない場合は、 
 【すべてのプログラム】→【eライブラリツールボックス】→【ステープラ】で起動します。 

文字の大きさ・色・フォントを変更します。 

④ 【問題作成】を選択すると選択肢が表示されます。選択肢を2回連続して押し、解答を入力します。 

正解の選択肢に 
チェックを入れます。 

配置や選択肢の数を選
びます。 

②「ステープラエディタ」が起動します。 

① 

⑫ 

③ ⑪ ⑩ ⑦ ⑨ ④ 
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⑤ 画像を貼ります。まずはステープラを最小化します。 

⑥ 貼りたい画像をデスクトップ上に表示させます。タスクバーのステープラアイコンを選択して、 
 最小化したステープラを開きます。 
 
 

⑦ 【がめんとりこみ】を選択します。⑥で用意した画像の上でカーソルが   になります。 

  取り込む範囲をドラッグして囲むと、選択した範囲の画像が教材に貼り付けられます。 
  ※ 画像はドラッグして大きさや位置を変えられます。 

⑧ 【文字をかく】で問題のヒントを入力します。 

 

※ライブラリ内の［理科
資料集］を利用します。 

⑩ 【プレビュー】を選択すると、解答したり、めくりシールをはがしたり、操作を確認できます。 

⑪ 【ほぞん】を選択し、【パソコンにほぞんする】で「マイドキュメント」などに保存します。 

⑨ 【めくりシール】を選択すると、ピンク色のシールが表示されます。シールをドラッグして位置や 
  大きさを変更し、文字や画像の上に貼ります。 

 

⑫ 保存した教材を実行するときは【ステープラ】から【ビュアー】を選択します。 

1.【がぞうよみこみ】を選択します。 
2.写真を保存している場所を開きます。 
3.写真を選び【開く】を選択します。 
 
※写真の大きさは     を   で操作して調整
できます。また、複数の写真を使用する場合、
１枚ずつ読み込んでください。 

★保存している写真を使う 

★ふきだしをつける 

応用 

応用 

1.【ふせんシール】を選択します。 
 

2.黄色の  
 
 

3.位置や大きさを調整します。 
4.【ダブルクリックで文字が入力できます】 
 を選択し、文字を入力します。 

が貼付されます。   



家庭学習サービス 
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概要 ・インターネットに接続可能なパソコン、タブレット、スマートフォンを使って、 
 ご自宅からも学校と同じドリル教材が学習できます。 
・小学校でも中学校でも小学校1年生～中学校3年生の教材に取り組むことが 
 できます。 
・教科書ページからも教材検索が可能です（P16）。 

 ◆児童生徒専用サイト 

 ◆先生専用サイト 

①https://katei.kodomo.ne.jpに接続します。 

②【学校コード】【児童生徒用ログインID】【パスワード】を入力し、【ログイン】を選択します。 

 ※児童生徒用ログインID、パスワードは学校で利用しているアカウントと同じです。 

③学習用のメニュー画面が開きます。 

【しっかり学習】からドリルに挑戦できます。また、
【解説教材】で学習のポイントを確認できます。 

①https://katei.kodomo.ne.jp/teacher/に接続します。 

②【学校コード】【先生用ログインID】【パスワード】（P9）を入力し、【ログイン】を選択します。 

③先生メニューが開きます。 

学年またはクラス単位で児童生徒へ連
絡メッセージを送れます。 

② 

③ 

② 

③ 

【高校入試過去問】 
【高校入試過去問 
データベース】は、 
中学校プリントパック
をご契約の場合のみご
利用いただけます。 

家庭学習の成績を
確認します。 



よくある質問（FAQ） 
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児童生徒がＩＤカードをなくしてしまいました。ＩＤカードを再発行できますか。 

先生メニューの【設定】→【ＩＤカード印刷】から再発行できます（P9）。 Ａ 

その他のご質問と回答は、「ｅライブラリお客様サポートサイト」のFAQをご確認ください。 

また、各種マニュアルや教材一覧表、単元別コンテンツ一覧表など、先生が授業で活用できるツールも 

ございますので、是非ご活用ください。 

ｅライブラリお客様サポートサイト 

前の画面に戻りたくて、ブラウザの【戻る】を押したら、画面が白くなってしまい 
ました。どのようにしたら良いでしょうか。 

キーボードの【Ｆ５】キーを押して、ブラウザを更新（リロード）してください。 
先程まで開いていたページが再表示されます。 
改善されない場合は、ｅライブラリアドバンスを再起動してください。 

Ａ 

※ひとつ前のメニューへ戻るときは、画面右上の【メニュー】から戻るようにして
ください。 

先生メニューのアカウントを増やしたいのですが、どの画面から設定したら良いで
すか。 

ｅライブラリ学校管理者メニューから先生の名簿を登録してアカウントを発行する
ことができます。操作方法は、「かんたん運用ガイド」をご覧ください。 

Ａ 

児童生徒が進級してもアカウントはそのまま利用できますか。 

引き続きご利用いただけます。 Ａ 

インターネットが利用できない教室があります。 
先生が提示で利用できるオフラインのコンテンツはありますか。 

いろいろカード帳編集ツール（P20）とシミュレーション教材（P20）、 
ステープラ教材（P21）はオフラインでご利用いただけます。 

Ａ 

Ｑ1 

Ｑ2 

Ｑ3 

Ｑ4 

Ｑ5 
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