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Ⅰ.先生メニューと学校管理者メニューの起動方法

４

1.設定メニュー

1-1 先生メニューで設定できること

学習指示 設定 学習サポート

一斉授業の設定 P25 学級設定 P11 学習回数最大値設定 P23

課題の設定 P28 児童生徒アカウント設定 P13 学習のふりかえりテーマ設定 P23

ダウンロード課題の設定 P29 卒業生一括削除 P19 生活のふりかえりテーマ設定 P23

グループの管理 P30 年次更新設定 P18

生徒による編集の制限 P16

登録情報リセット P19

教科書設定 P10

ＩＤカード印刷 P17

家庭学習学校コード確認 P34

1-2 学校管理者メニューで設定できること

学校情報の設定 年度別設定 先生のアカウント

学校名・学校種別設定 P7 学期・長期休暇設定 P8 追加 P20

学年名称設定 P7 編集 P20

ログイン方式の設定 P7 ファイル出力 P21

ファイル入力 P21

ｅライブラリの設定 学習サポート機能設定 学校家庭連携サービス設定

デフォルト学年表示 P9 学習サポート機能の使用 P22 接続開始 P33

先生のパスワード入力 P9 ふりかえり機能 P22 接続解除 P33

生徒のパスワード入力 P9 児童生徒ログイン後表示 P22 テーマ学習履歴の連携 P33

生徒の解答プリント表示 P9

運用モードの設定 P9

学習メモ機能の設定

学習メモ機能の使用 P31



・先生機などのデスクトップ上の「eライブラリ先生」のアイコンから起動する
と、先生メニューが開きます。

・アイコンがない場合は、児童生徒メニューを起動して、URL内の「student」
を「teacher」に変更してください。

・先生機以外の端末からも起動できます。 ＜図1-1.先生アイコン＞

５

※ ID・パスワードのお取り扱いには十分ご注意ください。

2.先生のログイン

2-1 ｢先生メニュー｣の起動

・先生メニュー右上の【ログイン】からログインID
とパスワードを入力して始めます。

・先生のログインIDとパスワードは、【学校管理者
メニュー＞先生アカウント】(P.20)で確認します。

・初期設定では、ひとつの先生アカウントが登録
されています。

2-2 ｢先生メニュー｣のログイン方法

2-3 ｢先生メニュー｣画面

Ⅰ.先生メニューと学校管理者メニューの起動方法

＜図1-2.先生メニュー（ログインなし）＞

2-4 自分のアカウント設定

＜図1-4.アカウント設定＞

＜図1-3.先生メニュー（ログインあり）＞

・ログインをすると、 のメニューを
選択できます。

・本マニュアルでは、
【学習指示】（P.25）
【設定】（P.11）
【学習サポート】（P.22）について
記載しています。

■担当学年・学級とパスワードの設定

・先生メニュー右上の【アカウント設定】
から、「担当学年・学級の設定」
「パスワードの変更」ができます。

・ パスワードは、4～8文字のアルファベット、
数字で変更します。

・先生アカウントは、【学校管理者メニュー＞先生アカウント】（P.20）で登録します。



・先生機などのデスクトップ上の「eライブラリ学校管理者」のアイコンから
起動すると、学校管理者ログイン画面が開きます。

・アイコンがない場合は、児童生徒メニューを起動して、URL内の
「PC/student」を「sc_admin」に変更してください。

・先生機以外の端末からも起動できます。
(ただし、ｅライブラリのセットアップされている端末です） ＜図1-5.学校管理者アイコン＞

６

3.学校管理者のログイン

3-1 ｢学校管理者メニュー｣の起動

・学校管理者IDとパスワードを入力してログインします。

・学校管理者IDとパスワードは、
「ｅライブラリアドバンスのアカウント表」に記載
されています。

※アカウント表が、見つからない場合は、
ヘルプデスク（0120-49-7130）にご連絡ください。

3-2 ｢学校管理者メニュー｣のログイン方法

3-3 ｢学校管理者メニュー｣画面

Ⅰ.先生メニューと学校管理者メニューの起動方法

＜図1-7.学校管理者メニュー＞

＜図1-6.学校管理者ログイン画面＞

3-4 学校管理者パスワード変更

＜図1-8.学校管理者アカウント設定＞

・ログインをすると、学校管理者メニュー
を表示します。

・【学校情報の設定】【年度別設定】
【先生のアカウント】【ｅライブラリの設定】
【学習サポート機能の設定】
【学校家庭連携サービスの設定】
【学習メモ機能の設定】

を設定します。

・学校管理者メニュー右上の
【アカウント設定】から、パスワード
の変更ができます。

・パスワードは、4～8文字のアルファ
ベット、数字で変更します。



「学校名」「学校種別」「学年名称」「ログイン方式の設定」など
基本情報を設定します。

Ⅱ．基本情報の設定
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1.学校情報の設定

1-1 ｢学校情報の設定｣画面

■起動方法

学校管理者メニューにログイン→【学校情報の設定】を選択します。

1-2 学校名・学校種別設定

・【学校名の設定】学校名を入力します。

・【学校種別】小学校、中学校、小中併設
のどれかを選択します。

・全て設定後、【登録】します。

1-3 学年名称設定

＜図2-1.学校管理者メニュー＞
＜図2-2.学校情報の設定＞

＜図2-5.児童生徒ログイン方式設定＞

＜図2-3.学校名・学校種別設定＞

・各学年の表示名(～４文字)を入力します。

・全て設定後、【登録】します。

＜図2-4.学年名称設定＞

1-4 児童生徒ログイン方式の設定

・【ログインID入力方式】
【ID選択方式】のどちらかを
選択します。

・選択後、【設定】します。

※児童生徒が、ログインIDとパス
ワードを入力するか、
学年学級から名前を選択するか、
どちらかを設定します。

1-2

1-3

1-4



「学期・長期休暇」を設定します。
成績管理画面などで、対象期間を選択するときに表示されます。

Ⅱ．基本情報の設定
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2.年度別設定

2-1 ｢年度別設定｣画面

■起動方法

学校管理者メニューにログイン→【年度別設定】を選択します。

2-2 学期・長期休暇設定

・「2学期制」または「３学期制」を選択します。

・「学期の期間」を入力します。（西暦-月-日）

＜図2-6.学校管理者メニュー＞ ＜図2-7.年度別設定＞

＜図2-8.学期・長期休暇設定＞

◆学期設定

◆休暇設定

・「休暇名称」を入力します。

・「休暇期間」を入力します。（西暦-月-日）

・休暇とする項目にチェックをつけます。

2-2



児童生徒・先生のパスワード入力の表示方法、児童生徒のプリント
教材の解答表示を設定します。

Ⅱ．基本情報の設定
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3.ｅライブラリの設定

3-1 ｢ｅライブラリの設定｣画面

■起動方法

学校管理者メニュー→【ｅライブラリの設定】を選択します。

3-2 デフォルト学年表示設定

ログインしていない場合、ドリルなどを選択すると最初に表示される学年を設定します。

3-3 先生・児童生徒のパスワード入力

＜図2-9.学校管理者メニュー＞ ＜図2-10.ｅライブラリの設定＞

ログイン入力画面で、「パスワード」「●●●●」のどちらかを選択します。
※初期設定：文字を置き換えて表示

3-4 児童生徒の解答プリント表示

プリント教材（オプションコンテンツ）の
解答プリントを児童生徒に「表示する」
「表示しない」を選択します。
※初期設定：表示する

3-5 運用モードの設定

講習会・研修会を行う場合のみ切り替えます。
使用後は【通常使用に変更】に戻します。

※【講習会・研修会モード】の場合、オレンジ色の枠
が表示されています。

※【講習会・研修会モード】の場合、講習会・研修会用
のユーザを作成し、使用します。

(【作成ボタン】で小学校｢3年1組｣・中学校｢1年1組｣
に50名分のIDが自動作成されます)

＜図2-11.プリント教材＞

＜図2-12.運用モード（講習会・研修会モード）設定＞

3-2

3-3

3-4

3-5



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。

Ⅱ．基本情報の設定
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※初期設定では全て「ラインズオリジナル」
になっています。

※国語は教科書の設定はありません。

4.教科書設定

4-1 ｢教科書設定｣画面

■起動方法

先生メニューでログイン→【設定】→【教科書設定】を選択します。

4-2 小学校教科書設定

・教科、学年毎に使用している教科書
会社を選択します。

・全て選択後、【設定】します。

4-3 中学校教科書設定

＜図2-13.先生メニュー（ログインあり）＞ ＜図2-14.設定メニュー＞

＜図2-15.小学校教科書設定＞

・【小学校教科書設定】画面（図2-15）の
左上の【中学校教科書設定】を選択します。

・教科、学年毎に使用している教科書会社を
選択します。

・全て選択後、【設定】します。

＜図2-16.中学校教科書設定＞

※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、教科書の設定は
ありません。



児童生徒のIDを発行する前に、今年度の学級数を登録します。
登録できる学級数は、各学年20学級までです。

Ⅲ．アカウントの設定
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1.学級の設定

1-1 ｢学級一覧｣の起動

■起動方法

①先生メニューでログインをします。

②【設定】→【学級・生徒の設定】を選択します。

③【学級一覧】を選択します。

④学級一覧の【対象年度】を選択します。

1-2 ｢学級一覧｣画面

学級の追加、削除、名称変更、
担任設定、年度更新時の学級
編成を行います。

1-3 学級追加

＜図3-1.先生メニュー（ログインあり）＞

＜図3-2.設定メニュー＞

＜図3-4.学級一覧＞

・学級一覧（図3-4）より
【学級追加】を選択します。

・追加する学年にチェックをつけ、
追加する学級数を入力します。

・全て設定後、【登録】します。

＜図3-5.学級追加＞

＜図3-3.学級・児童生徒の設定メニュー＞

※学級数の最大は20学級です。

学級名が「ABC」表記の場合は、
チェックを切り替えます。

1-4 学級名称変更

・学級一覧（図3-4）より学級を選択します。

・【学級名称変更】を選択します。

・学級名(6文字以内)を入力し【変更】します。

＜図3-6.学級名称変更＞

1-3 1-6 1-4

1-5

1-7



Ⅲ．アカウントの設定
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1-5 担任設定

1-6 学級削除

＜図3-7.担任設定＞

・学級一覧（図3-4）より学級を選択
します。

・【担任設定】を選択します。

・選択した学級に設定する担任に
チェックをつけます。

・全て設定後、【設定】します。

※学級に児童生徒、先生が所属している場合
には削除できません。

1-7 学級編成

・学級一覧（図3-4）より学級を選択
します。

・【学級編成】を選択します。

・前年度の児童生徒から、登録する
児童生徒をチェックをつけ、
を選択します。

・ で児童生徒の表示順を設定
します。

・児童生徒の編成後、【設定】します。

・学級一覧（図3-4）より【学級削除】
を選択します。

・削除する学級にチェックをつけます。

・【削除実行】を選択します。

＜図3-8.学級削除＞

※出席番号を表示順で自動発番することもできます。

◎年次更新処理
前年度のうちに、次年度のクラス替えの有無を設定しておきます（P.18）
【クラス替えする】に設定した場合、次年度に学級編成を行います。
旧年度のリストから新年度の学級に児童生徒を設定します。

＜図3-9.学級編成＞



児童生徒のIDを発行します。学習履歴を残したり、家庭学習を利用
する際にはIDが必要です。

Ⅲ．アカウントの設定
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2.児童生徒アカウントの設定

2-1 ｢児童生徒アカウント一覧｣の起動

■起動方法

①先生メニューでログインをします。

②【設定】→【学級・生徒の設定】を選択します。

③【児童生徒アカウント一覧】を選択します。

④学級一覧の対象年度を選択します。

2-2 ｢児童生徒アカウント一覧｣画面

児童生徒アカウントの追加、編集、
削除や、名簿ファイルを作成し、
ファイル登録を行います。

2-3 児童生徒アカウント追加

＜図3-10.先生メニュー（ログインあり）＞

＜図3-11.設定メニュー＞

＜図3-13.児童生徒アカウント一覧＞

・児童生徒一覧（図3-13）より
【アカウント追加】を選択します。

・追加する児童生徒を入力します。

・全て入力後、【1件登録】あるいは
【連続登録】を選択します。

＜図3-12.学級・児童生徒の設定メニュー＞

※登録に必須な項目は、
【パスワード】【氏名】【表示名】です。

※表示名、パスワードを自動設定する場合
には、登録条件にチェックをつけます。

※状態は「使用中」を選択します。

※複数登録する場合は、CSVファイルを
作成し、一度に登録できます。（P.15）

＜図3-14.児童生徒アカウント追加＞

※学級を作成していないと登録できませんので、
ご注意ください。 2-3 2-4 2-8

2-5 2-7 2-9
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2-5 ファイル出力

2-4 児童生徒アカウント編集

・児童生徒一覧（図3-13）より児童生徒
を選択します。

・【アカウント編集】を選択します。

・該当箇所を編集します。

・全て入力後、【登録】します。

・児童生徒一覧（図3-13）より学年・
学級を選択します。

・【ファイル出力】を選択します。

・【出力】を選択し、CSVファイルを
保存するフォルダを指定し、保存します。

＜図3-15.児童生徒アカウント編集＞

＜図3-16.ファイル出力＞

2-6 名簿ファイル作成

【学年／学級】
複数の学年・学級の児童生徒を
混在させて構いません。

※氏名／状態／学年／学級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。

※データ量が多いと読み込みに時間がかかるため、１ファイルあたり10クラス（400名）程度に
しておきましょう。

※複数編集する場合は、CSVファイルを作成し、
一度に登録できます。（P.15）

※状態は、使用中・使用停止・留学中・卒業・
転出・退学を選択します。

ファイル出力したCSVファイルをもとに、
登録する名簿ファイルを作成します。

【状態】
「1」（使用中）を記入します。

【表示名】
画面上で表示
される名前

【学年】中学校の場合
１年は7・２年は8・３年
は9と入力します。

【パスワード】
・半角英数字４～８文字

・空欄で、自動発番可能

【変更後ID】空白

【ID】
・半角小文字英数字４～40文字

・空欄で、自動発番可能。その場合は
8桁数字(入学年度＋通し番号)のID
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2-7 ファイル入力

■操作手順

① 児童生徒一覧（図3-13）より【ファイル入力】を選択します。

② 表示名空欄で、自動設定（氏名+IDの下４桁）する場合は、チェックをつけます。

③ パスワード空欄で自動設定する場合は、チェックをつけます。
固定、ランダム（英数字6～8文字）、ランダム（数字4桁）を選択します。

④ 【参照】から登録する名簿ファイル（CSVファイル）を選択します。

⑤ 表示された内容を確認します。

※エラーの場合はファイルを編集しなおします。

⑥ 【登録】します。

2-8 児童生徒アカウント削除

【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。

■削除方法

・児童生徒一覧（図3-13）より【削除】を
選択します。

・【学年選択】【学級選択】で対象者を表示
します。

・削除する児童生徒にチェックをつけます。

・【アカウント削除実行】を選択します。

※注意※ 削除したIDは元に戻すことはできません

登録済の児童生徒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。

＜図3-18.児童生徒アカウント削除＞

＜図3-17.ファイル入力＞

2-9 児童生徒ID検索

児童生徒IDを入力し、登録状況を確認します。
IDが存在しない場合には、新規登録の画面に移動します。

＜図3-19.児童生徒ID検索＞

②

③
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2-10 児童生徒による編集の制限

児童生徒により所属学級、出席番号、パスワード、表示名の編集
を許可するかを制限します。

■操作方法

① 先生メニューでログインをします。

②【設定】→【学級・生徒の設定】を選択します。

③【生徒による編集の制限】を選択します。

④ 各項目をチェックし、【設定】します。
＜図3-20.先生メニュー（ログインあり）＞

＜図3-21.設定メニュー＞ ＜図3-22.学級・児童生徒の設定メニュー＞

＜図3-23.児童生徒による編集の制限＞

＜図3-25.児童生徒：設定（編集制限許可あり）＞

＜図3-26.児童生徒：設定（編集制限許可なし）＞

＜図3-24.児童生徒メニュー＞

【児童生徒メニュー＞設定】
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2-11 IDカード印刷

児童生徒アカウント登録後、氏名・ID・パスワード記載のIDカード
を印刷します。

■操作方法

① 先生メニューでログインをします。

②【設定】→【IDカード印刷】を選択します。

＜図3-27.先生メニュー（ログインあり）＞ ＜図3-28.設定メニュー＞

③ IDカードを発行したい学年・学級を選択します。

④ パスワード表示・学年表示の有無を選択します。

⑤ 家庭学習用情報(学校コード・アドレス)表示の有無を選択します。

⑥切り取り線［点線・四隅］を選択します。

⑦ 画面下部のプレビュー内容を確認し、【プリント】を選択します。

※印刷の総ページ数を確認したい場合、ブラウザの「印刷プレビュー」機能を使って確認してください。

※IDカードを編集したい場合、お客様サポートサイトのWord文書で、差込印刷をご利用ください。
・お客様サポートサイト＞活用資料＞共通＞IDカード（小学校用・中学校用・先生用）
・お客様サポートサイト＞連絡メール・家庭学習＞マルチブラウザ対応版家庭学習＞家庭学習用IDカード

＜図3-29.IDカード印刷＞

④

⑦

⑤ ⑥

1234567890 1234567890



次年度のクラス替えの有無を選択し、4月1日の自動処理に備えます。
クラス替えする場合、学級は「未設定」、
クラス替えなしの場合、学級は「持ち上がり」ます。

Ⅲ．アカウントの設定
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3.年次更新

3-1 年次更新設定

■操作方法

①先生メニューでログインをします。

②【設定】→【学級・生徒の設定】を選択します。

③【年次更新設定】を選択します。
＜図3-30.先生メニュー（ログインあり）＞

＜図3-31.設定メニュー＞
＜図3-32.学級・児童生徒の設定メニュー＞

④【全学年一括設定】または【学年個別設定】を選択します。

⑤【クラス替えする】【クラス替えしない】を選択します。

⑥ 全て選択後、【設定】します。

＜図3-33.年次更新設定＞

◎年次更新処理
【クラス替えする】に設定した場合、次年度に学級編成を行います（P.12）
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3-2 卒業生一括削除

3-3 登録情報リセット

卒業生のアカウントと履歴を一括削除します。

■操作方法

① 先生メニューでログインをします。

②【設定】→【学級・生徒の設定】を選択します。

③【卒業生一括削除】を選択します。

＜図3-34.設定メニュー＞ ＜図3-35.学級・生徒の設定メニュー＞

④一覧を確認し、【削除】を選択します。

登録されているすべてのアカウントと履歴、学級を削除します。

■操作方法

① 先生メニューでログインをします。

②【設定】→【学級・生徒の設定】を選択します。

③【登録情報リセット】を選択します。

④【リセットに同意する】にチェックをつけます。

⑤ 氏名を入力し、【実行】を選択します。

＜図3-36.卒業生一括削除＞

＜図3-37.学級・児童生徒の設定メニュー＞

＜図3-38.登録情報リセット＞

※注意※ 削除すると元には戻せません。

※注意※ リセットすると元には戻せません。



先生のIDを発行します。担任設定をして児童生徒の学習サポートを
行います。

Ⅲ．アカウントの設定
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4.先生アカウントの設定

4-1 ｢先生アカウント設定｣の起動

■起動方法

学校管理者メニュー→【先生のアカウント】
を選択します。

4-2 ｢先生アカウント｣画面

先生アカウントの追加、編集、ファ
イル出力、ファイル入力をします。

4-3 先生アカウント追加

＜図3-39.学校管理者メニュー＞

＜図3-40.先生アカウント＞

・先生アカウント（図3-40）より
【先生の追加】を選択します。

・追加する先生を入力します。

・全て入力後、【登録】します。

※登録に必須な項目は、
【パスワード】【表示名】です。

※先生IDは自動発番します。

4-4 先生アカウント編集

※先生アカウントの削除はできません。
状態（使用停止、転出など）を変更します。

＜図3-41.先生アカウント追加＞

＜図3-42.先生アカウント編集＞

・先生アカウント（図3-40）より
【編集】を選択します。

・該当箇所を編集します。

・全て入力後、【登録】します。

※複数編集する場合は、CSVファイルを
作成し、一度に登録できます。（P.21）
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4-5 ファイル出力

4-7 ファイル入力

＜図3-43.先生アカウント・ファイル出力＞

追加分の「ID」欄は
必ず空欄にします。

・先生アカウント（図3-40）より
【ファイルへ出力】を選択します。

・【実行】を選択し、CSVファイルを
保存するフォルダを指定し、保存します。

4-6 名簿ファイル作成

ファイル出力したCSVファイルをもとに、登録する名簿ファイルを作成します。

ここに追加入力します。

■操作手順

① 先生アカウント（図3-40）より【ファイルから入力】を選択します。

② パスワード空欄で、自動設定する場合は、チェックをつけます。
固定（4～8文字）、ランダムを選択します。

③ 【ファイル選択】から登録する名簿ファイル（CSVファイル）を選択します。

④ 表示された内容を確認します。

⑤ 【登録】します。

＜図3-44.先生アカウント・ファイル入力＞

②

【パスワード】
・半角英数字４～８文字

・空欄で、自動発番可能



「学習サポート機能」の使用を設定します。
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22

1.学習サポート機能の設定

1-1 ｢学習サポート機能設定｣画面

■起動方法

学校管理者メニュー→【学習サポート機能の設定】を選択します。

1-2 学習サポート機能の使用

学習サポート機能の使用有無を選択します。
※初期設定：使用する

1-4 児童生徒ログイン後表示設定

＜図4-1.学習サポート機能の設定＞

児童生徒がログイン後に表示する画面を
【マイページ】あるいは【メニューページ】
を選択します。
※初期設定：メニューページ

1-3 ふりかえり機能の設定

ふりかえり機能の使用有無を選択します。
使用の場合、先生の指導対象範囲を【担当
学級】あるいは【全生徒】を選択します。
※初期設定：使用する、全生徒

＜図4-2.児童生徒メニュー（学習サポート機能・ふりかえり機能あり）＞

＜図4-3.児童生徒メニュー（学習サポート機能・ふりかえり機能なし）＞

1-2

1-3

1-4



マイページの「先月と今月の学習回数」グラフ
の最大値を設定します。

Ⅳ．学習の設定
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1-5 学習回数最大値の設定

■設定方法

①先生メニューにログインをします。

②【学習サポート】を選択します。

③【学習サポートの設定】を選択します。

④【学習回数最大値】を選択します。

⑤最大値を入力します。（10～99999）
※初期設定：30

1-6 学習（生活）のふりかえり テーマ設定

学習サポート機能の「今月のふりかえ
り」で児童生徒が選択する学習面・生
活面のテーマを設定します。

＜図4-5.先生・学習サポート＞

■起動方法

①先生メニューにログインをします。

②【学習サポート】を選択します。

③【学習サポートの設定】を選択します。

④【学習のふりかえり テーマ設定】あるい
は【生活のふりかえり テーマ設定】を入力
します。

＜図4-4.児童生徒・マイページ＞

＜図4-7.学習回数最大値設定＞

＜図4-6.学習サポートの設定＞

＜図4-8.児童生徒・今月のふりかえり＞

＜図4-9.学習サポートの設定＞
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・【追加】を選択します。

・設問を30文字以内で入力します。

・表示順（1～99）を入力します。

・編集するテーマにチェック

・【表示順変更】を選択します。

・編集項目を入力します。

・削除するテーマにチェック

・確認画面で、【OK】を選択します。

◆表示順編集 <2>

◆削除 <3>

◆追加 <1>

＜図4-10.学習のふりかえり テーマ設定＞

＜図4-12.学習のふりかえり テーマ設定 追加＞

＜図4-13.学習のふりかえり テーマ設定 表示順編集＞

＜図4-14.学習のふりかえり テーマ設定 削除＞

<1> <2> <3>

＜図4-11.生活のふりかえり テーマ設定＞

<1> <2> <3>



児童生徒にドリル学習の指示を
設定します。

Ⅳ．学習の設定
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2.学習指示の設定

2-1 一斉授業の設定

■起動方法

① 先生メニューにログインをします。

②【学習指示】を選択します。

③【一斉授業の設定】を選択します。

④ 選択した学年・クラスの【授業設定状況】が表示されます。

＜図4-17.授業種別＞

＜図4-15.学習指示メニュー＞

＜図4-16.授業設定状況＞⑤【授業追加】を選択します。

⑥ 授業種別を選択します。

⑦ 各種別で一斉学習の授業設定をします。

◆自由学習 授業設定

＜図4-18.自由学習 授業設定＞

学習する単元は児童生徒が選びますので、次の画面内容を設定します。

授業開始時間を選択
することができます。

①すぐに始める

②開始時間の設定

※ 授業時間は
【5分単位】設定です。

③授業設定の登録のみ

※一時保存している課題を
授業設定状況画面より、
【編集・削除】ができます。

①

②
③

【授業時間】

※【編集】【削除】
一時保存している授業の編集・削除が可能です。
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＜図4-19.単元指定学習 授業設定＞

◆単元指定学習 授業設定

◆オリジナル教材学習 授業設定

＜図4-20.オリジナル学習 授業設定＞

学習する単元を先生が選びます。

学習する教材を先生が選びます。また、学習レベルも設定できます。
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◆単元テスト 授業設定

＜図4-21.単元テスト 授業設定＞

◆教科書復習テスト 授業設定

＜図4-22.教科書復習テスト 授業設定＞

先生が教科書ページを設定し、問題が出題されます。

単元から抽出された問題が出題されます。
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2-2 課題の設定

提出期限をつけた「課題」をクラスやグループに出題します。

■起動方法

① 先生メニューにログインをします。

②【学習指示】を選択します。

③【課題の設定】を選択します。

④【課題設定】画面が表示されます。

＜図4-23.学習指示メニュー＞

⑤【課題追加】を選択します。

⑥課題名称、対象（クラス・グループ）、提出期限、学習する教材を設定します。

※グループは、【グループの管理】で設定します。（P.30）

※【教材セットに登録】をしておくと、次回は教材セットから選択できます。

＜図4-24.課題設定状況＞

※【削除】…  児童生徒が学習していない課題について、削除することが可能です。

【My課題一覧へ・全ての課題一覧へ】…  作成課題の表示を切り替えられます。

・My課題一覧へ ⇒ 自分が作成した課題のみ表示

・全ての課題一覧へ ⇒ 他の先生が作成した課題全て表示
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＜図4-28.ダウンロード課題の設定＞

2-3 ダウンロード課題の設定

ダウンロード学習の課題を出題します。

■設定方法

① 先生メニューにログインをします。

②【学習指示】を選択します。

③【ダウンロード課題の設定】を選択します。

④ ダウンロード課題の設定状況が表示されます。
（図4-27）

※提出状況や学習状況を確認します。

⑤【課題追加】を選択します。

※課題名称、対象（クラス・グループ）、提出期限、学習する教材を設定し、出題します。

＜図4-26.学習指示メニュー＞

＜図4-27.ダウンロード課題 設定状況＞

＜図4-29.児童生徒ダウンロード画面＞

※児童生徒が、ダウンロード学習を
起動したときに【課題】がメニュー
に表示されます。
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2-4 グループの管理

「グループ」を設定します。

■設定方法

① 先生メニューにログインをします。

②【学習指示】を選択します。

③【グループの管理】を選択します。

④ グループ一覧が表示されます。（図4-30）

⑤【新規作成】を選択します。

グループ名、グループメンバーを選択します。 ＜図4-30.学習指示メニュー＞

＜図4-31.グループの管理＞

＜図4-32.グループの新規作成＞

※【編集 / 削除】…  作成したグループの編集・削除が可能です。

【Myグループ一覧へ・全てのグループ一覧へ】…  グループ表示を切り替えられます。

・Myグループ一覧へ ⇒ 自分が作成したグループのみ表示

・全てのグループ一覧へ ⇒ 他の先生が作成したグループ全て表示
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3.学習メモ機能の設定

1 ｢学習メモ機能の設定｣画面

■起動方法

学校管理者メニュー→【学習メモ機能の設定】を選択します。

学習メモ機能の使用有無を選択します。

※初期設定：使用する

＜図4-1.学習メモ機能の設定＞

学習メモ機能は、ドリル問題右の【学習メモ】ボタンから、メモ画面を呼び出せます。

学習メモ機能の使用

※家庭学習サービスの学習メモ機能も

この設定によって使用の有無が決まります。
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1.学校・家庭連携サービスの設定

1-1 ｢学校・家庭連携サービス｣とは

【推奨動作環境】
・ O S   ： Windows 8.1 / 10 / 11

iOS９.３.５以上 , Android5.0 / 5.1 / 6.0 / 7.0 / 8.0 
・ブラウザ： Edge (最新), Google Chrome (最新) , Safari(iOS版)

■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、ドリル学習
など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使いいただけます。

家庭学習ページの開き方

① インターネットで【 https://katei.kodomo.ne.jp 】を開きます。

② 学校コードと児童生徒用ID・パスワードを入力して、ログインします。

児童生徒 I Dの発行ステップ１

接続開始の設定ステップ2

ご家庭への通知ステップ３

■ 学校管理者メニューで、【接続開始の設定】を行うと、「学校コード」が発行されます。
（P.32）

■ 【接続開始の設定】を行った翌日から、家庭学習サービスを利用できるようになります。

■ 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。

■ 保護者に配布する文書のサンプルを
お客様サポートサイトにご用意しています。

■ 児童生徒に配布する家庭学習用IDカードを
発行します。（P.17）

家庭学習 利用開始の流れ

■ 先生メニューで、児童生徒IDを発行します。(P.13)
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1-2 ｢学校・家庭連携サービス｣との接続

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。
接続開始の設定を行った翌日から家庭学習を利用できます。

■設定方法

① 学校管理者メニュー→【学校・家庭
連携サービス設定】を選択します。

＜図5-1.学校管理者メニュー＞

②【接続開始】を選択すると、利用規約が
表示されます。利用規約をご確認の上、
【同意する】を選択します。

＜図5-2.学校・家庭連携サービス設定＞ ＜図5-3.利用許諾＞

オフライン設定（自治体イントラ型あるいは校内型サーバご利用の場合）

■ 【接続開始】を選択して【オフライン設定】が表示される場合は、
自治体や学校内に設置されたeライブラリのサーバがオフラインに
なっています。

■ その場合は、【オフライン設定】を選択し、ウィザードに従って設定を
行ってください。eライブラリ内のデータをダウンロードし、家庭学習用
サーバに手動でアップロードすることができます。

③ 家庭学習用【学校コード】が発行され
ますので、メモを取ります。

※学校コードは学校ごとに異なります。

＜図5-4.設定完了＞

＜図5-5.オフライン設定＞

1-3 テーマ学習履歴の連携

※ 家庭学習サービスを接続開始にすると【連携予約中】になり、翌日から【連携中】に変わります。
※ 家庭学習サービスが【設定済】の場合、設定後すぐに反映されます。

学校と家庭のテーマ学習の履歴連携（同期）の設定を変更します。

＜図5-2.学校・家庭連携サービス設定＞

1234567890

1234567890
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② 学校コード（家庭学習用）が表示されます。

【家庭学習サービス】を接続開始していると、先生メニューに
【家庭学習サービス】のボタンが表示されます。

表示されていない場合は、まずは接続開始の設定を行ってください。

※学校コードは学校ごとに異なります。
（数字10ケタ）

1234567890

Ⅴ．家庭学習サービスの設定

1-4 ｢学校コード｣の確認

■起動方法

①先生メニューでログイン→【設定】→【家庭学習サービス】を選択します。

＜図5-6.先生メニュー（ログインあり）＞ ＜図5-7.設定メニュー＞

1-5 家庭への案内

■家庭学習用の学校コード・接続先アドレスを記載したIDカードを発行する
ことができます。（P.17）

■サポートサイトに家庭へのご案内文書を掲載しています。

＜図5-8.家庭学習サービスの設定情報＞
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2.児童生徒連携機能

2-1 児童生徒への連絡

家庭学習の先生画面では、クラス宛の連絡を送信することができます。

家庭学習先生ページの開き方

① 【 https://katei.kodomo.ne.jp/teacher/ 】を開きます。

② 学校コードと先生ID・パスワードを入力して、ログインします。

＜図5-9.家庭学習先生メニュー 児童生徒への連絡作成＞

■作成方法

①【新規作成】を選択します。

② 送信先の選択、題名・内容を入力

③ 【送信】を選択します。

2-2 ｢今日の１問｣の作成

｢今日の１問｣の問題を先生が作成することができます。

■起動方法

家庭学習先生メニューにログイン→児童生徒連携機能の【今日の１問作成】を選択します。

◆新規作成

■作成方法

①【新規作成】を選択します。

②【出題学年】を選択し、
【問題文】【正解選択肢】
【誤り選択肢】を入力します。

③ 【出題】を選択します。

＜図5-10.家庭学習先生メニュー 今日の１問作成＞

■起動方法

家庭学習先生メニューにログイン→児童生徒連携機能の【児童生徒への連絡】を選択します。

◆新規作成



学習履歴をのこしたい ①教科書設定 （P.10）
②学級の作成 （P.11）
③児童生徒アカウント発行 （P.13）

さくいん

年次更新の処理 ＜本年度中＞
①年次更新設定 （P.18）
＜新年度＞
②学級の作成 （P.11）
③学級編成または （P.12）

児童生徒アカウント設定 （P.14）
④卒業生一括削除 （P.19）

家庭学習をはじめたい ①学級の作成 （P.11）
②児童生徒アカウント発行 （P.13）
③接続設定 （P.33）
④家庭への案内 （P.34）

*IDカード印刷 （P.17）
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