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１．必ずお読みください 
 

■セットアップについて 

ラインズ e ライブラリアドバンス（以下「e ライブラリ」と略す）のクライアントセットアップは、 

ご契約の学校・施設ごとにおこなってください。 

Windows PC には、ご契約の学校・施設ごとに発行されたコード（学校コード）を専用の 

プログラム（ラインズクリプトプログラム）と一緒にインストールする必要があります。 

付属のクライアントセットアップ CD を使うと、学校コードとラインズクリプトプログラムが 

自動でインストールされます。 

また、ラインズクリプトプログラムは Internet Explorer のインターネットブラウザーでのみ 

動作しますので、Internet Explorer を通常使用するブラウザー（既定のブラウザー）に 

設定してください。 

ラインズクリプトプログラムをインストールしていない、あるいは Internet Explorer を通常 

使用するブラウザー（既定のブラウザー）に設定していない場合には、お使いのブラウザーを 

起動後、アカウント一覧表に記載のアドレスと認証情報を入力してからのご利用となります。 

 

■セットアップに必要な物 

    e ライブラリのセットアップ作業に際しましては、以下の物をご用意ください。 

     ・クライアントセットアップ CD 

     ・アカウント一覧表 

     ・クライアントセットアップマニュアル WindowsPC 編（本書） 

 

 ■Internet Explorer の設定について 

    本書で案内している「信頼済みサイトの設定」、「プロキシの例外設定」、「既定のブラウザー

に設定する」の各種設定を必ずおこなってください。 

 

 ■フィルタリングについて 

インターネットのご利用にあわせて、自治体あるいは学校・施設内で有害サイトの閲覧を 

防止するフィルタリング機能を導入されている場合があります。 

この場合、コンテンツが正しく表示されない、一部機能が動作しないことがありますので、 

ｅライブラリをフィルタリングの対象から外してください。 
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２．セットアップの流れ 
 

1 Windows PC の環境を確認する 

↓ 
参照先 3. 動作環境 

 

2 環境復元機能を無効にする 

↓ 
参照先 ご導入されている製品のマニュアル 

 

3 
管理者(Administrator)または Administrators グループに属するユーザーアカウント

で Windows にサインイン(ログオン)する 

↓ 
 

 

4 クライアントセットアップＣＤでプログラムをインストールする 

↓ 
参照先 4. セットアップ 

 

5 Windows からサインアウト(ログオフ)する 

↓ 
 

 

6 先生・生徒(児童)のユーザーアカウントで Windows にサインイン(ログオン)する 

↓ 
 

 

7 Internet Explorer の信頼済みサイトを確認・設定する 

↓ 
参照先 5.1 信頼済みサイトの登録確認と設定 

 

8 
Internet Explorer のプロキシの例外を設定する 

※主に校内型・自治体イントラ型サーバーをご利用の場合 

↓ 
参照先 5.2 プロキシの例外設定 

 

9 Internet Explorer を既定のブラウザーに設定する 

↓ 
参照先 5.3 IE を既定のブラウザー（通常使用するブラウザー）に設定する 

 

10 動作を確認する 

↓ 
参照先 6. 動作確認 

 

11 Windows からサインアウト(ログオフ)する 

↓ 
 

 

12 環境復元機能を有効にする 

↓ 
参照先 ご導入されている製品のマニュアル 

 

13 セットアップ終了 
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３．動作環境 

３．１ Windows PC の環境 

e ライブラリを正しくご利用いただくためには、次の環境で正常に動作している Windows 

PC が必要となります。セットアップを始める前に環境の確認をしてください。 
 

Ｏ Ｓ 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Update 

Microsoft Windows 7 SP1 

※日本語版のみ対応 

ブ ラ ウ ザ ー 

Microsoft Internet Explorer 11 

Microsoft Edge(最新バージョン) 

Google Chrome(最新バージョン) 

Firefox(最新バージョン) 
※Internet Explorer を既定のブラウザに設定する必要があります 

※学校管理者、サーバー管理者ページは Microsoft Internet Explorer 

でのみ利用可能です 

画 面 表 示 
画面領域：1024×768 (XGA)以上 

画面の色：True Color（32 ビット） 

入 力 機 器 キーボード・マウス必須 

サ ウ ン ド 上記ＯＳで正常に動作するサウンドカード 

ネットワーク 上記ＯＳで正常に動作するＬＡＮカード 

       ※上記 OS・ブラウザー以外での動作は保証いたしかねます 
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３．２ インストールが必要なプログラムについて 

Windows PC にあらかじめインストールしておくプログラムは複数あります。 

これらは、 基本コンテンツ用プログラム  と  オプションコンテンツ用プログラム  に 

分類されます。 

 

基本コンテンツ用プログラム 

 

標準で搭載されているコンテンツを「基本コンテンツ」と呼びます。 

基本コンテンツの利用に必要なプログラムは下表のとおりです。 

 

プログラム 基本コンテンツ 

・ラインズクリプトプログラム 
・ラインズファイルユーティリティ 
・ステープラ 
・ステープラビュアー 
・シミュレーション教材 
・ラインズ教材提示ツール 
・ラインズいろいろカード帳 編集ツール 
・Adobe Ｆｌａｓｈ Ｐｌａｙｅｒ 
・Adobe Acrobat Reader 
・ダウンロード学習アプリ（※） 
 

  ※ダウンロード学習アプリは 

   セットアップ CD に収録されていません。 

   別途、必要に応じてダウンロードと 

インストールを実施してください。 

（詳細は「付録 2」を参照） 

・単元学習コース（単元別ドリル） 
・単元テストコース（弱点確認ドリル） 
・テーマ学習コース（系統別ドリル） 
・総復習コース（教科書ページに沿ったテスト） 
・成績管理機能 
・解説教材・確認問題 
・いろいろカード帳（フラッシュカード） 
・学習ワードマップ（調べ学習ツール） 
・アニメーション教材（提示教材） 
・英会話教材（提示教材） 
・ゴー！ゴー！サンセットタウン（小学校英会話教材） 
・理科資料集（図鑑） 
・英単語辞書 
・人名事典 
・シミュレーション教材（提示教材） 
・ステープラ教材（提示教材） 
・子どもとケータイファミリーガイド ON WEB ※KDDI（株）提供 

・授業メニュー（単元別コンテンツ管理機能） 
・ステープラ（教材作成ツール） 
・家庭学習サービス 
・連絡メールサービス 
・ダウンロード学習 
 

 

 

オプションコンテンツ用プログラム 

 

基本コンテンツに追加されたコンテンツを「オプションコンテンツ」と呼びます。 

オプションコンテンツの利用に必要なプログラムは次表のとおりです。 

プログラムの多くは付属の「クライアントセットアップＣＤ」に収録されていますが、 

未収録プログラムについては、表中の入手先にてご案内しております。 
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オプションコンテンツ用プログラムの一覧表① 

 
オプションコンテンツ プログラム名 入手先 

マイペディア for School - - 

具満タン for e ライブラリ - - 

PC 教育素材集 Windows Media Player Windows に付属 

デジタル地図帳 - - 

ニューワイド学習百科事典 

 for e ライブラリ 

①Adobe Shockwave Player  

②Windows Media Player 

③Adobe Acrobat Reader 

①CD に収録 

②Windows に付属 

③CD に収録 

マルチメディア図鑑 一覧表②を参照 

ネットワーク図鑑 一覧表②を参照 

１００ますけいさん Adobe Flash Player CD に収録 

１００題わり算 Adobe Flash Player CD に収録 

小学館の図鑑 NEO Adobe Acrobat Reader CD に収録 

小学館スクールナレッジ 
①Adobe Flash Player 

②Windows Media Player 

①CD に収録 

②Windows に付属 

高校入試問題集（解答） 
①Adobe Acrobat Reader  

②Microsoft Word 2010 以上 *1 

①CD に収録 

②別途ご用意ください。 

高校入試模擬試験 Adobe Acrobat Reader  CD に収録 

中学校単元別プリント 
①ラインズ単元別プリント編集ツール 

②Adobe Acrobat Reader  

①CD に収録 

②CD に収録 

高校入試問題過去問 DB 
①Adobe Acrobat Reader  

②Microsoft Word 2010 以上 *1 

①CD に収録 

②別途ご用意ください。 

宿題プリント（月別） Adobe Acrobat Reader  CD に収録 

宿題プリント（単元別） Adobe Acrobat Reader  CD に収録 

強化プリント  Adobe Acrobat Reader  CD に収録 

小学校単元別プリント 
①ラインズ単元別プリント編集ツール 

②Adobe Acrobat Reader  

①CD に収録 

②CD に収録 

プロジェクタ教材 小学校算数 Adobe Flash Player CD に収録 

プロジェクタ教材 小学校理科 Adobe Flash Player CD に収録 

プロジェクタ教材 中学校理科 Adobe Flash Player CD に収録 

*1 先生用機能で問題集を編集できます 
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オプションコンテンツ用プログラムの一覧表② 

 
オプションコンテンツ プログラム名 入手先 

マルチメディア図鑑 

 

植物 
①Adobe Flash Player 

②Windows Media Player 

①CD に収録 

②Windows に付属 

昆虫 
①Adobe Flash Player 

②Windows Media Player 

①CD に収録 

②Windows に付属 

魚類 
①Adobe Flash Player 

②Windows Media Player 

①CD に収録 

②Windows に付属 

爬虫類・両生類 
①Adobe Flash Player 

②Windows Media Player 

①CD に収録 

②Windows に付属 

鳥類 
①Adobe Flash Player 

②Windows Media Player 

①CD に収録 

②Windows に付属 

哺乳類 
①Adobe Flash Player 

②Windows Media Player 

①CD に収録 

②Windows に付属 

生き物いろいろ飼育・観察大百科 Adobe Shockwave Player CD に収録 

ネットワーク図鑑 

 

植物図鑑 - - 

昆虫図鑑 Windows Media Player Windows に付属 

デジタル昆虫博物館 
①Adobe Flash Player 

②Windows Media Player 

①CD に収録 

②Windows に付属 

人体図鑑 Adobe Flash Player CD に収録 

天体図鑑 Adobe Flash Player CD に収録 

天気図鑑 Adobe Flash Player CD に収録 

3D 結晶カタログ[無機編] 
Adobe Flash Player 

blaxxun contact CD に収録 

3D 結晶カタログ[有機編] blaxxun contact CD に収録 

新聞写真図鑑 - - 

美術の散歩道 Adobe Flash Player CD に収録 

世界の音楽と楽器 Windows Media Player Windows に付属 

食べ物百科 - - 

世界の国々 - - 

漢字遊戯 Adobe Flash Player CD に収録 

小学校英語教室 Adobe Flash Player CD に収録 

英語だいすき Adobe Flash Player CD に収録 

かきかただいすき Adobe Flash Player CD に収録 
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４．セットアップ 

セットアップには、付属の「クライアントセットアップＣＤ」（以下、CD と略す）を使います。 

このＣＤに収録されているセットアッププログラムは、ご契約コンテンツにあわせて、 

自動で必要なプログラムをインストールします。 

既に必要なプログラムが導入されている場合には自動的にインストールされません。 

 

 

クライアントセットアップ CD 

※ＣＤのお取り扱いについて 
 
・ＣＤのラベル面に記載されている 

学校・施設でのみご利用いただけます。 
 

・弊社の許可なく複製、改変、再配布する事は 
できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① セットアップする Windows PC の設置先と、ＣＤに記載されている学校・施設名が 

一致することを確認します。 

 

② セットアップする Windows PC の CD/DVD ドライブに CD をセットします。 

 

※以下のようなメッセージが表示されたら、[はい]を押してください。 

 

《セットアップに関する注意事項》 
セットアップの際には、必ず管理者(Administrator)または Administrators グループに 

属するユーザーアカウントで Windows にサインイン(ログオン)して作業してください。 

 また、他のユーザーはサインアウト（ログオフ）した状態で作業してください。 

学校・施設名 
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③ しばらくすると、メニュー画面が表示されます。 

表示されない時は、CD の中にある setup.exe ファイルを実行します。 

 

メニュー画面 

 

④ 下段のオプション欄を見て、インストールされるプログラムを確認・設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェックボックス

の状態 
説 明 

有効 

（チェックあり） 
コンテンツの利用にインストールが必要なプログラムです。 

有効 

（チェックなし） 

既にコンテンツの利用に必要なプログラムがインストールされています。 

（※但し、CD に収録されている物よりもバージョンが古い） 

必要に応じて手動でチェックを付けることで、インストールできます。 

無効 

以下のいずれかに該当し、インストールは不要です。 

・既にコンテンツの利用に必要なプログラムがインストール済み 

（※CD に収録されている物以上のバージョン） 

・ご契約の無いコンテンツ向けのプログラム 
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⑤ 下表を参考に、Windows PC の設置場所と利用者でインストールタイプを選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

設置場所 利用者 インストールタイプ 

コンピュータ教室 
先生 学校管理者用インストール 

児童・生徒 児童・生徒用インストール 

職員室 先生 先生用インストール 

普通教室等 
先生 先生用インストール 

児童・生徒 児童・生徒用インストール 

 

下表は、各インストールタイプでインストールされるプログラムです。 

   ○ … インストールされます 

   △ … ご契約内容に応じてインストールをする・しないが選べます 

   × … インストールされません 

 

プログラム 

インストールタイプ 

児童 

生徒用 
先生用 

管理者 

用 
選択 

ラインズクリプトプログラム ○ ○ ○ ○ 

ラインズファイルユーティリティ ○ ○ ○ ○ 

ステープラ ○ ○ ○ ○ 

Adobe Flash Player △ △ △ △ 

Adobe Shockwave Player △ △ △ △ 

Adobe Acrobat Reader △ △ △ △ 

blaxxun Contact (VRML プレーヤー) △ △ △ △ 

e ライブラリアドバンスへのリンク ○ ○ ○ △ 

e ライブラリアドバンス先生へのリンク × ○ ○ △ 

e ライブラリアドバンス学校管理者へのリンク × × ○ △ 

ラインズ教材提示ツール × ○ ○ △ 

シミュレーション教材プログラム ○ ○ ○ △ 

ラインズいろいろカード帳 編集ツール × ○ ○ ○ 

ラインズ単元別プリント編集ツール 

 ※オプションコンテンツの「単元別プリント」をご契約時のみ 
× ○ ○ ○ 
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※以下のようなメッセージが表示されたら、[OK]を押してください。 

（Windows7 の場合は表示されません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 「ラインズ e ライブラリ アドバンス セットアップウィザードの開始」画面が表示されたら、 

［次へ］を押します。 

     

 

⑦ インストールが始まります。 

 

⑧ 「インストールが終了しました」と表示されたら、セットアップ完了です。 

 

引き続き、Internet Explorer の設定、および動作確認をおこなってください。 
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５．Internet Explorer の設定 
※ 本設定は、ユーザーアカウントごとにおこなう必要があります。 

先生・生徒(児童)のユーザーアカウントで Windows にサインイン(ログオン)した状態で 

設定作業を実施してください。 

    また、他のユーザーアカウントはサインアウト(ログオフ)した状態で作業してください。 

 

５．１ 信頼済みサイトの登録確認と設定 

 

① Internet Explorer を起動し、 

画面右上の歯車アイコン →[インターネットオプション]の順にクリックします。 

② [インターネットオプション]画面が表示されたら、 

[セキュリティ]→[信頼済みサイト]→[サイト]の順にクリックします。 

 

 

インターネットオプションのセキュリティ 画面 
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③ [信頼済みサイト]画面が表示されたら、 

Ｗｅｂサイトの欄にｅライブラリのアドレスが登録されているかを確認します。 

 →登録されている場合、[閉じる]をクリックして⑥へ進みます。 

 →登録されていない場合、④に進みます。 

 

 

[信頼済みサイト]画面 

（例：ラインズサーバーアクセス型をご利用の場合の設定状況） 

  

④ 「信頼済みサイト」への登録は次の手順でおこないます。 

「信頼済みサイト」画面 

→「このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認（https:）を必要とする」 

にチェックが入っている場合には、チェックを外します。 

→「この Web サイトをゾーンに追加する」欄に 

「http://ｅライブラリのアドレス/」と「https://ｅライブラリのアドレス/」 

をそれぞれ入力します。 

※「ｅライブラリのアドレス」 は、e ライブラリのサーバーごとに異なります。 

→[追加]をクリックします。 

→「このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認（https:）を必要とする」 

のチェックを元に戻します。 

  

⑤ [閉じる]をクリックし、 [信頼済みサイト]画面を閉じます。 

上記手順④にて、「この Web サイトをゾーンに追加する」欄がグレーアウトしていて入力が 

できない場合は、PC のセキュリティ設定により設定変更が制限されている可能性があります。 

 その場合は、お手数ですが PC の管理者にお問い合わせください。 



14 
 

 

⑥ [インターネットオプション]画面に戻りましたら、 

[セキュリティ]→[信頼済みサイト]の順にクリックし、 

「このゾーンのセキュリティのレベル」を[中]にします。 

 

 

インターネット オプション のセキュリティ 画面 

（例：信頼済みサイトのセキュリティレベルを「中」に設定） 

  

⑦ [ＯＫ]をクリックし、 [インターネットオプション]画面を閉じます。 

  

 

《プリントパック(オプションコンテンツ)をご契約の方へ》 
 PC の環境によっては、「このゾーンのセキュリティのレベル」を[中]に設定していても 

プリントの内容が表示できない場合があります。 

 その場合は、「このゾーンのセキュリティのレベル」を[低]に設定してください。 
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５．２ プロキシの例外設定 

対象：主に校内型・自治体イントラ型サーバーをご利用の場合 

 

プロキシサーバーを経由せずに e ライブラリを利用できる場合には、コンテンツの表示を 

速くする効果が期待できますので、プロキシの例外設定をおこなってください。 

設定後、e ライブラリをご利用できなくなった場合には元の設定に戻してください。 

 

■設定手順 

① Internet Explorer を起動し、 

画面右上の歯車アイコン →[インターネットオプション]の順にクリックします。 

② [インターネットオプション]画面が開いたら、 

[接続]→[LAN の設定]の順にクリックします。 

③ [ローカル エリア ネットワーク(LAN)の設定]画面が開いたら、 

[詳細設定]をクリックします。 

④ 「プロキシの設定」画面が表示されたら、 

例外の欄に「ｅライブラリのアドレス」を入力します。 

 

 

「プロキシの設定」画面 

  

⑤ 入力後、[ＯＫ]→[ＯＫ]→[ＯＫ]の順にクリックし、 

「プロキシの設定」→「ローカル エリア ネットワーク（LAN）の設定」 

→「インターネット オプション」画面を閉じます。 

⑥ Internet Explorer を終了します。 

⑦ e ライブラリの表示を確認します。 
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５．３ IE を既定のブラウザー（通常使用するブラウザー）に設定する 

 

Internet Explorer を既定のブラウザー（通常使用するブラウザー）に設定してください。 

この設定がされていると、デスクトップの「e ライブラリ」ショートカットを実行後、認証情報を 

入力せずに e ライブラリの児童・生徒用トップ画面が表示されます。 

 

■設定手順 

① コントロールパネルを開き、 

[プログラム]→[既定のプログラム]→[既定のプログラムの設定]の順に開きます。 

② 「既定のプログラムを設定します」画面が開いたら、 

画面左側の[プログラム]から「Internet Explorer」を選択し、 

[すべての項目に対し、既定のプログラムとして設定する]を押します。 

 

既定のプログラムの設定 

 

③ 設定後、[OK]をクリックし、「既定のプログラムを設定します」画面を閉じます。 

④ [×]を押してコントロールパネルを閉じます。 

  

 

  ※Windows10 の場合、①を実施すると「既定のアプリ」画面が開く場合があります。 

    その場合は[「Web ブラウザー」に設定されているアイコン]→[Internet Explorer]の順に 

    押します。 

   （その際、「切り替え前に」というメッセージが出たら[強制的に変更する]を押してください） 
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既定のブラウザーが IE の場合 

及び 

Windows 10 の場合 

既定のブラウザーが IE 以外の場合 

 
↓ 

 
↓ 

 

認証画面なし 

 

 

 

↓ 

認証画面あり 

↓ 

 
児童・生徒用トップ画面 
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６．動作確認 
セットアップが終わりましたら、セットアップ情報の確認と基本コンテンツ、 

およびオプションコンテンツの動作確認をおこなってください。 

 

 

 

 

 

 

６．１ 学校・施設名の確認 

セットアップをおこなった Windows PC の設置先と、ｅライブラリの画面に表示される 

学校・施設名が同じであることを次の手順で確認します。 

① デスクトップにある「ｅライブラリアドバンス」 をダブルクリックします。 

② Internet Explorer が起動し、「児童・生徒用トップ画面」が表示されます。 

③ 画面上部（［ログイン］ボタンの左）に学校・施設名が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒(児童)用トップ画面 

 

画面に表示された学校・施設名が、セットアップをおこなった Windows PC の設置先と異なると、

ご契約上ｅライブラリをご利用いただくことができません。 

この場合は、「プログラムと機能」（コントロールパネル＞プログラム＞プログラムと機能）から「ラインズ 

ｅライブラリアドバンス(2013-)」を実行し、セットアップされたプログラム等を全て削除して 

ください。 

《動作確認に関する注意事項》 
動作確認の際には、必ず実際に e ライブラリを使用するユーザーアカウント（先生、 

または生徒・児童のユーザーアカウント)で Windows にサインイン(ログオン)した状態で 

作業してください。 

※Administrator で動作確認をすると、正常に動作しない場合がございます。 
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６．２ 基本コンテンツの動作確認手順 

※コンテンツの動作確認は、 先生用のアドレス  にアクセスしておこないます。  

※基本・オプションコンテンツ共通です。 

 

６．２．１ 先生メニューを表示する 

① Internet Explorer を起動し、アカウント一覧表に記載されている  先生用のアドレス  に 

アクセスします。 

先生用の WindowsPC では、デスクトップにある「ｅライブラリ先生」アイコンを実行すること 

でもアクセスできます。 

                       
 

② 「先生メニュー画面」が表示されます。 

         
                    先生メニュー画面 

 

③ [ログイン]ボタンをクリックします。 

④ ログイン画面が表示されますので、次のＩＤ・パスワードを使用してログインします。 

 ※ログイン ID・パスワードにつきましては、アカウント一覧表をご参照ください。 

  

ログイン画面 

 

※アカウント一覧表に記載のログイン ID・パスワードでログインできない場合は、 

 パスワードが変更されている可能性があります。 

 その場合は、学校管理者メニューから対象のログイン ID の情報をご確認ください。 
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６．２．２ アニメーション教材を表示する 

※このコンテンツでは「Adobe Flash Player」を必要とします。 

 

① 先生メニュー画面にアクセスし、ログインします。（→「６．２．１」参照） 

② [ライブラリ] をクリックします。 

③ 「ライブラリ」の中から「アニメーション教材」   をクリックします。 

④ 新しくウィンドウが開き、「アニメーション教材」の画面が表示されます。 

⑤ 「アニメーション教材 円の面積の考え方」にある【実行】をクリックします。 

⑥ 下図のようなコンテンツが表示されることを確認します。 

 

アニメーション教材 円の面積の考え方 

 

６．２．３ ステープラを起動する 

① デスクトップ画面から、[ｅライブラリ ツールボックス]→[ステープラ]→[ステープラ]  

の順に開いていきます。 

② 下図のような「ステープラ画面」が表示されることを確認します。 

 
ステープラ画面 
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６．２．４ 解説教材を表示する 

① 先生メニュー画面にアクセスし、ログインします。（→「６．２．１」参照） 

② [指導教材]→[教材検索]→[単元から探す] 

→[学年：小学４年]→[教科：算数] 

→[大きい数]→[さがす] 

→[解説教材：小学４年 算数 大きな数 大きな数のしくみ]の順にクリックします。 

③  下図のように教材が表示されることを確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解説教材 
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６．３ オプションコンテンツの動作確認手順 

※オプションコンテンツはご契約内容によって異なります。 

 

 ６．２．２の①②と同様の手順で「ライブラリ」を表示し、基本（標準搭載）以外のコンテンツがある場合 

には、その画像をクリックし、下記手順にて動作確認をおこないます。 

 

オプションコンテンツの動作確認一覧① 

 

コンテンツ名 確認手順 

マイペディア for School トップページを表示できる 

具満タン for e ライブラリ トップページを表示できる 

PC 教育素材集 [音声素材]→[言葉]→[あ]→[あっ]の順にクリックし、音声を再生できる 

デジタル地図帳 トップページを表示できる 

ニューワイド学習百科事典 

for e ライブラリ 

①[理科]→[学習資料]→[無機化合物：化合物３Ｄモデル]→[アンモニア]

の順にクリックし、内容を表示できる 

②[マルチメディア図鑑]→[ライオン]→[動画：フィルムのアイコン]の順に

クリックし、動画再生できる 

１００ますけいさん 
①トップページが表示できる 

②[100 ますけいさんをする]→[れんしゅう]→[スタート]で開始できる 

１００題わり算 
①トップページが表示できる 

②[100 ますけいさんをする]→[れんしゅう]→[スタート]で開始できる 

小学館の図鑑 NEO 

①トップページを表示できる 

②[わくわくボックス-日時計ペーパークラフト]→[印刷のしかた]→ 

[印刷する]でペーパークラフトが表示できる 

小学館スクールナレッジ 

①トップページから［年表で調べる］をクリックし、年表を表示できる 

②トップページから［ニッポニカ］→［マルチメディア検索］→［映像記録］ 

→［1987 年…］→［再生］の順にクリックし、動画を再生できる 

プロジェクタ教材 

小学校算数 
トップページから[小学校算数]をクリックし、内容を表示できる 

プロジェクタ教材 

小学校理科 

トップページから[小学校理科]→3 年から[しぜんのかんさつをしよう] 

の順にクリックし、内容を表示できる 

プロジェクタ教材 

中学校理科 

トップページから[中学校理科]→[1 年]→[エネルぎー・粒子編へ]→ 

[水滴のレンズ効果]をクリックし、内容を表示できる 
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オプションコンテンツの動作確認一覧② 

 

コンテンツ名 確認手順 

プリント教材 

 

中学校単元別プリント 

先生メニュー画面にアクセスし、 

【指導教材】→【プリント教材】→【中学校単元別プリント】→学年：【中学１年】

→教科：【国語】→【漢字の読み方と書き方】→【漢字の読み方①-1】 

の順にクリックし、内容を表示できる 

高校入試問題 

先生メニュー画面にアクセスし、 

【指導教材】→【プリント教材】→【高校入試問題】→【北海道】 

→【平成 29 年度（2017 年度）】→【数学】→【PDF を見る】 

の順にクリックし、内容を表示できる 

高校入試問題 

過去問 DB 

先生メニュー画面にアクセスし、 

【指導教材】→【プリント教材】→【高校入試問題過去問 DB】 

→【単元検索】→【数学】→【正の数・負の数】の順にクリックし、 

「問題を選択してください」から適当な項目をクリックして内容を表示できる 

高校入試模擬試験 
先生メニュー画面にアクセスし、 

【指導教材】→【プリント教材】→【高校入試模擬試験】 

→【模擬試験 第 1 回】→【数学】の順にクリックし、内容を表示できる 

小学校単元別プリント 

先生メニュー画面にアクセスし、 

【指導教材】→【プリント教材】→【小学校単元別プリント】→【小学 4 年】 

→【算数】→【大きい数】→【大きな数[きほん]-1】の順にクリックし、内容を 

表示できる 

宿題プリント（単元別） 

先生メニュー画面にアクセスし、 

【指導教材】→【プリント教材】→【宿題プリント（単元別）】→【小学１年】 

→【さんすう】→【１０までのかず】→「適当な教材」の順にクリックし、 

内容を表示できる 

宿題プリント（月別） 
先生メニュー画面にアクセスし、 

【指導教材】→【プリント教材】→【宿題プリント（月別）】→【1 年生用】 

の順にクリックし、適当な【表示】をクリックし内容を表示できる 

強化プリント 

先生メニュー画面にアクセスし、 

【指導教材】→【プリント教材】→【強化プリント】→【１年生用 こくご】 

→【＜タイプ①＞まっすぐ型の矯正①】→【練習】 

の順にクリックし、内容を表示できる 
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オプションコンテンツの動作確認一覧③ 

 

コンテンツ名 確認手順 

マルチメディア図鑑 

 

植物 

①トップページを表示できる 

②[ミュージアム]→[ムービーシアター]→[イチョウ]の横の    ボタン 

の順にクリックし、動画再生できる 

昆虫 

①トップページを表示できる 

②[ミュージアム]→[ムービーシアター]→「エンマコオロギ」の横の    ボタン 

の順にクリックし、動画再生できる 

魚類 

①トップページを表示できる 

②[ミュージアム]→[ムービーシアター]→[カラフトマス] の横の    ボタン 

の順にクリックし、動画再生できる 

爬虫類・両生類 

①トップページを表示できる 

②[ミュージアム]→[ムービーシアター]→[カミツキガメ] の横の    ボタン 

の順にクリックし、動画再生できる 

鳥類 

①トップページを表示できる 

②[ミュージアム]→[ムービーシアター]→[カンムリカイツブリ] の横の    ボタン 

の順にクリックし、動画再生できる 

哺乳類 

①トップページを表示できる 

②[ミュージアム]→[ムービーシアター]→[マウンテンゴリラ] の横の    ボタン 

の順にクリックし、動画再生できる 

生き物いろいろ飼育 

・観察大百科 

[生き物リスト]→[哺乳類：ハムスター]→[すまいづくり：ハムスターをはじめて 

飼うときの準備] 

ビデオライブラリー→哺乳類：飼いやすい動物・ヤギ 

ネットワーク図鑑 

 

植物図鑑 トップページを表示できる 

昆虫図鑑 [ムービー]→[みつを吸うアオスジアゲハ]の順にクリックし、動画を再生できる 

デジタル昆虫博物館 
①デジタル昆虫博物館のトップページを表示できる 

②[昆虫って何だろう]→[生命の誕生]の順にクリックし、動画を再生できる 

人体図鑑 
[感覚器]→[目(視覚)]→[明るさと瞳の大きさ]→[ネコ] 

の順にクリックし、ネコを表示できる 

天体図鑑 [星空ガイダンス]→[太陽の動き]の順にクリックし、内容を表示できる 

天気図鑑 天気図鑑のトップページを表示できる 

3D 結晶カタログ 

[無機編] 

①[ムービー]→[立法最密構造]の順にクリックし、動画再生できる 

②[比較]→[あ]→[亜鉛]の順にクリックし、内容を表示できる 

3D 結晶カタログ 

[有機編] 
[比較]→[ＲＮＡ]の順にクリックし、内容を表示できる 

新聞写真図鑑 トップページを表示できる 

美術の散歩道 [鑑賞]→[ふしぎなものたちの世界]の順にクリックし、内容を表示できる 

世界の音楽と楽器 
[もくじへ進む]→[ふろく：演奏ムービー]→[シタール]の順にクリックし、動画再生

できる 

食べ物百科 

トップページを表示できる 

世界の国々 

漢字遊戯 

小学校英語教室 

英語だいすき 

かきかただいすき 
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付録 1：共有フォルダを利用したセットアップ方法 

 

すでに教室内および校内のネットワークが整備され、セットアップするWindows PCが複数ある

場合には、共有フォルダを利用したセットアップ方法が便利です。 

ここでは、Windows サーバー上に作成した共有フォルダに付属の「クライアントセットアップ

CD」のデータをコピーしてセットアップする手順をご紹介します。 

 

 ※クライアントセットアップ CD の内容は学校ごとに異なります。 

必ずインストール対象の PC に合った学校のクライアントセットアップ CD のデータを 

コピーしてください。 

 

① Wｉｎｄｏｗｓサーバー上に共有フォルダを作成し、各 Windows PC からアクセスできるように

設定します。 

 

② ①で作成した共有フォルダの中に、付属の「クライアントセットアップ CD」のデータを全て

コピーします。これで共有フォルダ側の準備は完了です。 

 

③ セットアップする Windows PC から、①で作成した共有フォルダにアクセスし、「setup.exe」

ファイルを実行します。 

 \\サーバ名\共有フォルダ名\setup.exe 

 

④ ＣＤと同様の手順でセットアップします。 

 

⑤ ①で作成した共有フォルダを削除し、セットアップ終了となります。 

 

⑥ Internet Explorer の設定と動作確認をおこないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セットアップ中にサーバーのアドレス入力を省略する方法 

プログラムのインストールが始まる前に、e ライブラリサーバーのアドレスの入力を 
要求される場合があります。 

この場合、下記ファイルにサーバーアドレスを設定しておくことで、 
入力の要求を回避することができます。 

 

対象ファイル：\\サーバー名\共有フォルダ名\01_LINES\auto_setup.ini 

【編集方法】 

① 対象ファイルの属性：読み取り専用を解除します。 

② メモ帳でファイルを開き、「url=」の後に続けてサーバーのアドレスを入力し 

上書き保存します。 

 例）編集前：url= 

   編集後：url=サーバーのアドレス 

   ※「http://」は不要です。 

③ 編集終了です。 
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付録 2：ダウンロード学習アプリのセットアップ方法 

 

「ダウンロード学習アプリ」とは、e ライブラリのドリル問題と解説教材をダウンロードして 

 オフライン環境でも学習できるようにするアプリケーションです。 

 （※教材のダウンロード時、成績の提出時には通信が発生します。） 

  また、先生がダウンロード課題を指定し、それを児童・生徒にダウンロードさせて学習させること

もできます。 

  ここでは、Windows 端末にダウンロード学習アプリをセットアップする手順をご紹介します。 

 

  【インストール手順】（管理者権限の Windows ユーザーで実施してください） 

① e ライブラリの「児童・生徒用トップ画面」にアクセスします。（→「６．１」参照） 

 

② [ライブラリ] をクリックします。 

 

③ 「ライブラリ」の中から[ダウンロード学習]をクリックします。 

 

④ Windows 版の「ダウンロード」ボタンを押して「DLStudyWin.zip」をダウンロードします。 

 

⑤ ダウンロードが完了したらファイルを解凍し、「DLStudyWin.exe」を実行します。 

 

⑥ インストール画面が起動したら、画面の指示に従いインストールを実施します。 

 

 

 【初回起動手順】（実際に使用する Windows ユーザーで実施してください） 

  ※ 本設定は、Windows ユーザーアカウントごとにおこなう必要があります。 

 

① デスクトップ画面の[e ライブラリ DL 学習]アイコンからアプリを起動します。 

 

② 「URL [IP アドレス]」、「学校コード」の入力を求められるので、以下の通りに入力して 

[ログインして始める]を押します。 

 

 URL：「ｅライブラリのアドレス」 ※先頭の「https://」、後ろの「/pc/student」は不要です。 

 学校コード：アカウント一覧表をご参照ください。 

 

③ 「学校名：○○ を設定しますか？」というメッセージが表示されるので、正しければ[OK]を

押します。 

 

以上でダウンロード学習アプリのセットアップは完了です。 

「ログイン ID」「パスワード」に生徒・児童のログイン ID とパスワードを入力してログインすれば、 

ダウンロード学習アプリをお使いいただけます。 
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