
先生・児童の画面操作について

マニュアル 2021.4.1～

※画面は開発途中のものです。

実際とは仕様が異なる場合があります。
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0.はじめに_アカウント登録・ログイン

●「アカウント作成」を選択し，必要な情報を入力します。

●登録後，確認メールが送られます。メールに記載のＵＲＬをクリックするとログイン画面が開きます。

登録したメールアドレス，パスワードを入力してログインしてください。
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※管理職の先生向け操作方法の詳細は16ページへ

管理職の先生は
「学校管理者作成」を
選択してください

画面操作(先生)



1.クラス一覧_クラスの作成

●学年・組・パスワード設定を入力後，「児童名簿の登録」「使用教材の登録」をしてください。

ポイント

パスワード管理が難しい場合は，
不要でも登録可能！

ポイント

エクセルから貼り付け可能！
手入力もできます。

画面操作(先生)
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1.クラス一覧_基本メニュー

●登録したクラス情報の確認・編集ができます。

ポイント

ＱＲコードを読み取ると，
児童用の画面のURLが表示されます。

ＱＲコードをクリックすると
印刷画面が開きます。

登録した児童名簿の閲覧や編集が
できます。

登録した学年・組・児童のパスワード設定・
使用教材の編集ができます。

新しいクラスを作成します。登録した学年組・使用教材が
表示されます。

登録したクラスを削除します。

画面操作(先生)
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⇒児童のログイン方法の詳細は19ページへ



●クラス一覧の中の「名簿の閲覧・編集」をクリックすると，児童の追加や削除ができるように
なります。

ポイント

児童がパスワードを忘れた場合，
先生はこの画面で確認できます。

1.クラス一覧_児童名簿の閲覧・編集

ポイント

転入で児童が増えた場合はこちら
から追加できます。

画面操作(先生)
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1.クラス一覧_クラスの編集

●学年・組・児童のパスワード設定の変更や使用教材の変更ができます。
注意！

学年や教材を変更すると，それまでに登録していた

がんばり表で記録したデータが失われます。

画面操作(先生)
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●児童のドリルの進捗状況を確認することができます。

2.提出チェック_基本メニュー

ごほうび操作ボタン

「自主学習モード」切り替えボタン

自主学習モード

OFF：先生がドリルに取り組んだ児童を選択してメダルをあげることができます。
ON ：ドリルに取り組んだ児童が自分で操作ボタンを押してメダルをもらえるようになります。

(先生は閲覧のみ可能)

データ管理ボタン

画面操作(先生)

8

学年組・教材・上下/学期を選択して を押すと、一覧表が表示されます。



ポイント

児童の選択は
どの方法でもできます！

●ドリルに取り組んだ児童を選択して「メダルをあげる」ボタンを押すと，
メダルの色が更新されていきます。

2.提出チェック_メダルをあげる・回収する

◆ 提出した児童を個別に選択

◆ 全員チェック欄を押して全員選択

◆ 全員選択した後で未提出児童の選択解除

●誤ってメダルを与えてしまった場合は，児童の選択後に「メダルを回収する」
ボタンを押すと取り消すことができます。

金メダル→銀メダル→銅メダル→ なし

▼メダルを回収する

なし →銅メダル→銀メダル→金メダル

▼メダルをあげる

画面操作(先生)
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児童名

※選択中はグレーの網かけになります。

※「まんてんスキル漢字・計算」は
なし→銀メダル→金メダルの順に更新されます。

※「まんてんスキル漢字・計算」は
金メダル→銀メダル→なしの順に取り消されます。



新学小学校

児童名

教材・上下/学期・名前(もしくは出席番号)を選択し直して

を押すと，画面が切り替わります。

ポイント

褒めたり励ましたりするコメントを
各ドリル数回ご用意しています。
該当ドリルページに取り組むと自動
送信されます。

先生から児童にコメントを送ること
も可能です。

●児童名を押すと，個々のがんばり表を閲覧することができます。

2.提出チェック_児童のがんばり表を確認する 画面操作(先生)
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提出チェックの一覧表画面に

戻ります。



●メダルがたまると，自動でトロフィーや王冠が児童に与えられます。

2.提出チェック_児童のがんばり表を確認する 画面操作(先生)

メダルがたまると
トロフィーが与えられます。

ドリルが一通り終わると
王冠が与えられます。
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●ドリルの取り組みをエクセルやPDFにして管理することができます。

2.提出チェック_データを管理する

ポイント

PDFに保存した児童のがんばり表を
出力して学期末に渡すことも可能！

画面操作(先生)
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3.ごほうび一覧_データを管理する

●メダルやトロフィーの種類別の個数をエクセルで保存できます。

画面操作(先生)
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ポイント

メダルやトロフィーの個数がエクセル
で保存でき，評価の参考にできます！



新学

○△×@gmail.com

○△×@gmail.com

新学太郎

京都市山科区

新学

4.プロフィール

●登録情報の確認や変更ができます。

画面操作(先生)
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パスワードを変更する
場合はこちらから

ポイント

パスワードを変更した場合はログイン画面に
ジャンプします。新規パスワードでログイン
してください。



○△×@gmail.com

新学太郎

京都市山科区

新学

京都府

5.お問い合わせ

●不具合・不明点等ございましたらお気軽にご連絡ください。

登録しているメールアドレス宛にご連絡いたします。電話連絡をご希望の場合は連絡先もご記載ください。

画面操作(先生)
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ポイント

お問い合わせ内容を入力するだけで
簡単に送信できます。



6.先生一覧

●「ドリルdeごほうび」を使用しているクラス担任の先生のアカウント情報を登録します。

画面操作(先生)-管理職向け-
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新学太郎 〇△×@gmail.com 2021/04/07

ポイント

アカウントを登録した先生のクラス
のドリル進捗状況が確認できるよう
になります。



7.クラス一覧
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●担任の先生が登録したクラス情報を閲覧できます。

新学太郎

ＱＲコードをクリックすると
印刷画面が開きます。

登録した児童名簿を閲覧することが
できます。

児童の獲得したごほうびを確認できます。

画面操作(先生)-管理職向け-



8.プロフィール／9.お問い合わせ
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●登録情報の確認や変更ができます。
⇒詳細は14ページへ

●不具合・不明点等ございましたらお気軽に

ご連絡ください。 ⇒詳細は15ページへ

画面操作(先生)-管理職向け-

○△×@gmail.com

新学太郎

京都市山科区

新学

京都府

○△×@gmail.com

新学太郎

京都市山科区

新学



新学小学校

●クラス一覧の「QRコード」を児童のタブレット端末で読み取らせ，URLからアクセスします。

5年1組のQRコード

0.はじめに_QRコードの読み取り・ログイン 画面操作(児童)
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注意！

URLを開くとクラス名簿に移行します。
QRコードの取り扱いにはご注意ください。



●自分の名前をタップしてログインします。

◆パスワード設定「必要」の場合

初回ログイン時に入力した半角英数字がパスワードに設定されます。

2回目以降もログイン時にパスワードの入力が求められます。

◆パスワード設定「不要」の場合

タップした児童の画面が開きます。

0.はじめに_QRコードの読み取り・ログイン

新学小学校

新学小学校

画面操作(児童)
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初回 2回目以降



2回目以降

●ログイン後，「ドリルdeごほうび」のショートカットをします。

0.はじめに_次回ログインのために

① をタップします。

＜Safariをお使いの場合＞

②「ホーム画面に追加」をタップします。

画面操作(児童)
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①

ここからアクセス

新学小学校

②

③ポップアップが出てきたら「追加」をタップします。

③



2回目以降

ここからアクセス

②「このページをスタートにピン留めする」をタップします。

③ポップアップが出てきたら「作成」をタップします。

0.はじめに_次回ログインのために

②「その他のツール」の中の「ショートカットを作成」をタップします。

＜Chromeをお使いの場合＞

① をタップします。

画面操作(児童)
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①

②

③

①

②

新学小学校



0.はじめに_次回ログインのために

②「その他のツール」から，「スタート画面にピン留めする」をタップします。

＜Microsoft Edgeをお使いの場合＞

① をタップします。

ポップアップが出てきたら，③「ピン留めする」，④「はい」を順番にタップします。

新学小学校

画面操作(児童)
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②

①
2回目以降

ここからアクセス
①

④③



▼ドリルの選択

選択中のドリルの表紙が
表示されます。

●自分のドリルの進捗状況が一覧で表示されます。

1.がんばり表_基本メニュー

コメントがある場合にアイコンが表示
されます。
新着コメントがある場合は●がつきます。

1冊のドリルで獲得したメダル・
トロフィー・王冠が表示されます。

最新のメダルを獲得した日にちが表示されます。

獲得したメダル・トロフィーが表示されます。

矢印をタップもしくは画面をスワイプ
すると，「学期」または「上下」が
切り替わります。

ごほうび操作ボタン

ごほうび操作ボタン

自主学習モードが「ON」のページに
ごほうび操作ボタンが表示されます。

新学小学校

画面操作(児童)
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新学小学校

●「自主学習モード」の欄にごほうび操作ボタンが表示されているときは，ドリルに取り組んだ児童が
自分でボタンを押してごほうびをもらうことができます。

1.がんばり表_メダルをもらう・取り消す

ポイント

誤ってメダルをもらってしまった
場合は「取り消し」ボタンでメダル
を取り消すことができます。

金メダル→銀メダル→銅メダル→ なし

▼「取り消し」ボタン

なし →銅メダル→銀メダル→金メダル

▼「やったよ！」ボタンを押す

画面操作(児童)
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※「まんてんスキル漢字・計算」は
なし→銀メダル→金メダルの順に更新されます。

※「まんてんスキル漢字・計算」は
金メダル→銀メダル→なしの順に取り消されます。


