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クラスの学習履歴を確認する
1. 画面左上の [≡] > [クラス] をクリックします。
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学習履歴を確認する



クラスの学習履歴を確認する
2. 学習履歴を確認するクラスを選択します。
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学習履歴を確認する



クラスの学習履歴を確認する
リアルタイム
リアルタイムでは、生徒の学習履歴をリアルタイムに確認することができます。
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学習履歴を確認する



クラスの学習履歴を確認する
期間
期間では、指定した期間の学習履歴を教科ごとに確認することができます。
手元で確認したい場合は、[ダウンロード] をクリックし、Excelファイルをダウンロードすることもできます。
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学習履歴を確認する



クラスの学習履歴を確認する
単元
単元では、単元別の学習履歴を教科ごとに確認することができます。
手元で確認したい場合は、[ダウンロード] をクリックし、Excelファイルをダウンロードすることもできます。
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習熟度：正答率や解答速度などを総合的に評価し算出しています。

A：よく理解できている
B：概ね理解できている
C：あまり理解できていない
D：ほとんど理解できていない

学習履歴を確認する



クラスの学習履歴を確認する
ワークブック
ワークブックでは、配信されているワークブックを教科ごとに確認することができます。
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学習履歴を確認する



グループの学習履歴を確認する
1. 画面左上の [≡] > [グループ] をクリックします。
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学習履歴を確認する



グループの学習履歴を確認する
2. 学習履歴を確認するグループを選択します。
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学習履歴を確認する



グループの学習履歴を確認する
リアルタイム
リアルタイムでは、生徒の学習履歴をリアルタイムに確認することができます。
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学習履歴を確認する



グループの学習履歴を確認する
期間
期間では、指定した期間の学習履歴を教科ごとに確認することができます。
手元で確認したい場合は、[ダウンロード] をクリックし、Excelファイルをダウンロードすることもできます。
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学習履歴を確認する



グループの学習履歴を確認する
単元
単元では、単元別の学習履歴を教科ごとに確認することができます。
手元で確認したい場合は、[ダウンロード] をクリックし、Excelファイルをダウンロードすることもできます。
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習熟度：正答率や解答速度などを総合的に評価し算出しています。

A：よく理解できている
B：概ね理解できている
C：あまり理解できていない
D：ほとんど理解できていない

学習履歴を確認する



グループの学習履歴を確認する
ワークブック
ワークブックでは、配信されているワークブックを教科ごとに確認することができます。
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学習履歴を確認する



生徒の学習履歴を確認する
1. 画面左上の [≡] > [生徒] をクリックします。
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学習履歴を確認する



生徒の学習履歴を確認する
2. 学習履歴を確認する生徒を選択します。
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学習履歴を確認する



生徒の学習履歴を確認する
期間
期間では、指定した期間の学習履歴を教科ごとに確認することができます。
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学習履歴を確認する



生徒の学習履歴を確認する
単元
単元では、単元別の学習履歴を教科ごとに確認することができます。
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習熟度：正答率や解答速度などを総合的に評価し算出しています。

A：よく理解できている
B：概ね理解できている
C：あまり理解できていない
D：ほとんど理解できていない

学習履歴を確認する



生徒の学習履歴を確認する
ワークブック
ワークブックでは、配信されているワークブックを教科ごとに確認することができます。
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学習履歴を確認する



ワークブックの学習履歴を確認する
1. 画面左上の [≡] > [ワークブック] をクリックします。
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学習履歴を確認する



ワークブックの学習履歴を確認する
2. 教科を選択し、学習履歴を確認するワークブックを選択します。
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学習履歴を確認する



ワークブックの学習履歴を確認する
3. 学習履歴を確認する配信先を選択します。
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学習履歴を確認する



ワークブックの学習履歴を確認する
生徒の学習履歴
生徒の学習履歴では、ワークブックの学習履歴を生徒ごとに確認することができます。
手元で確認したい場合は、[ダウンロード] をクリックし、Excelファイルをダウンロードすることもできます。
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学習履歴を確認する



ワークブックの学習履歴を確認する
問題の解答数・正答率
問題の解答数・正答率では、ワークブックの学習履歴を問題ごとに確認することができます。
手元で確認したい場合は、[ダウンロード] をクリックし、Excelファイルをダウンロードすることもできます。
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学習履歴を確認する



ワークブックを作成する
1. 画面左上の [≡] > [ワークブック] をクリックします。
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ワークブックを作成/配信する



ワークブックを作成する
2. 教科を選択して、[ワークブック新規作成] をクリックします。
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ワークブックを作成/配信する



ワークブックを作成する
3. ワークブックの名称を入力します。
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ワークブックを作成/配信する



ワークブックを作成する
4. 指定問題欄の[問題を選択] をクリックします。
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ワークブックを作成/配信する



ワークブックを作成する
5. 出題する問題を選択して、[戻る] をクリックします。（選択した問題は自動保存されています）
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問題グループにチェックを入れると、グループ内の問題がすべて選
択されます。
問題を個別に選択したい場合は、問題番号にチェックを入れてくだ
さい。
問題番号の行をクリックすると、問題のプレビューを確認すること
ができます。
選択できる問題数は最大100問です。

適切な問題を自動出題する：
チェックを入れた場合：生徒の解答に応じて適切な問題を自動出題しま
す。基本的な内容の問題や易しい問題、 「自動出題」タグの付いている問題
などが選ばれます。生徒によっては想定学習時間を大きく超える可能性が
あります。
チェックを外した場合：指定問題だけが出題されます。

ワークブックを作成/配信する



ワークブックを作成する
6. 出題パートを4パターンのうちから選択します。
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学習時間と各パートの設定を自分で設定します。

確認パート：指定問題の内容に合わせた基礎問題が自動的に出題され
ます。出題数は生徒によって異なるため、表示されている時間よりも早く終
了する場合もあります。AIが必要ないと判断した生徒には出題されないこと
もあります。
指定パート：指定した問題が出題されるパートです。「全体の目標時間」が
経過する前にこのパートが終了した場合、復習パートに移行します。
復習パート：生徒に合わせた復習問題が自動的に出題されます。「全体
の目標時間」が経過するよりも早く確認パートと指定パートが終了した生徒
にだけ出題されます。このパートは「全体の目標時間」が経過するか、復習
問題をすべて解き終わると終了します。

全体の目標時間：ワークブックの目標時間を入力してください。
（確認パート）最大：確認パートを有効にする場合は学習時間を入
力してください。
強制終了の設定：
「全体の目標時間」超過時に強制終了するにチェックを入れた場合：「全
体の目標時間」が経過するとワークブックを強制的に終了します
「全体の目標時間」超過時に強制終了するのチェックを外した場合：「全体
の目標時間」が経過しても指定問題を全問解ききるまで継続します
（復習パート）ON/OFF：復習パートを有効にする場合はONにして
ください。

ワークブックを作成/配信する



ワークブックを作成する
7. [保存] をクリックします。
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8. 完了画面が表示されれば、作成完了です。

ワークブックを作成/配信する



ワークブックを配信する
1. [新しく配信する] をクリックします。
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ワークブックを作成/配信する



ワークブックを配信する
2. 配信情報を設定して、[配信する] をクリックします。
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配信先のクラス/グループ：配信先のクラスまたはグループを選択し
ます。配信先にグループを選択できるのは、グループの作成者だけ
です。

配信日時：配信期間を設定します。

説明・ヒント設定：配信先の生徒がワークブックを学習する時に、説明・
ヒントを表示できるかを設定します。

3. 完了画面が表示されれば、配信完了です。

ワークブックを作成/配信する



ワークブックの配信設定を変更する
1. 設定を変更する配信の [⚙] をクリックします。
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ワークブックを作成/配信する



ワークブックの配信設定を変更する
2. 変更したい項目を修正して、[変更する] をクリックします。
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3. 完了画面が表示されれば、変更完了です。

ワークブックを作成/配信する



ワークブックの配信を終了する
1. 終了する配信の [⚙] をクリックします。
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ワークブックを作成/配信する



ワークブックの配信を終了する
2. 配信設定の変更の [配信を終了する] をクリックします。
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ワークブックを作成/配信する



ワークブックの配信を終了する
3. 内容を確認して、[配信を終了する] をクリックします。
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4. 完了画面が表示されれば、配信終了です。

ワークブックを作成/配信する



ワークブックを複製する
1. [ワークブックを複製する] をクリックします。
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ワークブックを複製/編集/削除する



ワークブックを複製する
2. 変更がある項目を修正し、[保存] をクリックします。

40

ワークブックを複製/編集/削除する

3. 完了画面が表示されれば、編集完了です。



ワークブックを編集する
1. [編集する] をクリックします。
※学習履歴が存在するワークブックを編集することはできません。
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ワークブックを複製/編集/削除する



ワークブックを編集する
2. 変更がある項目を修正し、[保存] をクリックします。
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3. 完了画面が表示されれば、編集完了です。

ワークブックを複製/編集/削除する



ワークブックを削除する
1. [削除する] をクリックします。
※学習履歴が存在するワークブックを削除することはできません。
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ワークブックを複製/編集/削除する



ワークブックを削除する
2. 内容を確認して、[削除] をクリックします。
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3. 完了画面が表示されれば、削除完了です。

ワークブックを複製/編集/削除する



グループを作成する
1. 画面左上の [≡] > [グループ] をクリックします。
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グループを作成/編集/削除する



グループを作成する
2. [グループ新規作成] をクリックします。
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グループを作成/編集/削除する



グループを作成する
3. グループの情報を入力して、[保存] をクリックします。
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グループ名【必須】：グループ名を入力してください。

グループ名（カナ）【必須】：グループの読み仮名を入力してくだ
さい。

所属生徒【必須】：グループに所属させる生徒を選択してください。
※一つのグループに所属させることができる生徒は最大300名です。

4. グループ一覧にグループが表示されていれば、作成完了です。

グループを作成/編集/削除する



グループを編集する
1. 編集するグループの [⚙] をクリックします。
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グループを作成/編集/削除する



グループを編集する
2. 編集したい項目を修正して、[保存] をクリックします。
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3. グループ一覧に編集が反映されていれば、編集完了です。

グループを作成/編集/削除する



グループを削除する
1. 削除するグループの [⚙] をクリックします。
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グループを作成/編集/削除する



グループを削除する
2. [削除] をクリックします。
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グループを作成/編集/削除する



グループを削除する
3. 内容を確認して、[削除] をクリックします。
※削除したグループは復元することができませんので、ご注意ください。
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4. グループ一覧からグループが削除されていれば、削除完了です。

グループを作成/編集/削除する



搭載問題を確認する
1. 画面左上の [≡] > [搭載問題一覧] をクリックします。
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問題を確認する



搭載問題を確認する
2. 教科、学年を選択して、問題を確認する単元を選択します。
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問題を確認する



搭載問題を確認する
3. 搭載問題のプレビューを確認することができます。
手元で確認したい場合は、[ダウンロード] をクリックし、PDFファイルをダウンロードすることもできます。
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問題を確認する


