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１．本書について 

 

 本書は、学びエイドポートをご利用の際に《こんなときはどうすれば 

 良いか》についてまとめたものです。 

 

 本書は使い方ガイドの《索引》になっています。お困りの際には、 

 まず目次をご確認いただき、該当するケースをお探しください。 

 

 

２．本書で解決できない場合は… 

 

 『使い方ガイド』の他に、以下の資料・手段をご用意しています。 

 

 ① オンラインヘルプ - よくある質問 

  ▶ https://help.manabi-aid.jp/port 

 

 ② 掲示板サービス 

  ▶ 塾の垣根を越えた情報交換ができる掲示板です。 

 

 ③ 学びエイドサポート 

  ▶ 専用フォームまたはメール・電話にて、お問い合わせ 

   ください。 
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３．契約したばかり。何から始めたら良いでしょう？ 

 

 生徒さまが実際のご利用を開始する前に、まずは管理者・指導者 

 の方が学びエイドポートの概要・機能を確認し、操作をご体験 

 ください。以降をご参考に、どうぞひと通りお試し下さい。 

 

 

 ① 生徒台帳への登録、生徒アカウントの発行 

 

 学びエイドポートは『生徒ありき』のシステムです。そこでまずは、 

 生徒台帳にサンプルの生徒を登録してみましょう。 

 

 生徒台帳に登録すると、生徒アカウントが発行されます。ぜひ最初に 

 ログイン情報の確認方法をご理解ください。また、ログイン情報画面 

 の内容は、印刷するか内容を控えておいてください。 

 

 生徒を登録した旨が《できごと》に記録されます。このように、 

 利用者の操作は《できごと》で確認することができます。 

 

 つぎに、生徒台帳の生徒欄にある《学習》《成績》《報告》《入退情報》 

 リンクを押し、その生徒について各種情報・機能にアクセスできる 

 ことを確認します。つまり、生徒台帳は各種機能・情報へのリンク集 

 （目次）としての役割もあります。このように、学びエイドポートの 

 機能や情報は、生徒台帳を基点に構成されています。 
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 ② 生徒台帳に情報を加える、検索機能を試す 

 

 生徒情報を充実させると、学びエイドポート全体の使い勝手が向上 

 します。 

 生徒台帳の《氏名》リンクを押し、対象の生徒の詳細画面に移り 

 ます。 

 《基本情報の編集》リンクを押し、基本情報の編集画面に移ります。 

 各項目を入力・変更して、《登録する》ボタンを押します。 

 入力・変更した情報がすぐに反映されることを確認します。 

 《戻る》リンクを押して、生徒台帳に戻ります。 

 

 生徒台帳 一覧画面にて、各種検索機能をお試しください。 

 対象の生徒をすばやく見つけることができると思います。 

 

 

 ③ 主な機能をひとめぐり 

 

 それでは、生徒の代わりに情報を登録してみましょう。（通常は 

 生徒自身が入力します。） 

 

 生徒台帳にて、対象生徒の《学習》リンクを押すと当該生徒に 

 ついての学習管理画面に移ります。 

 学習管理機能では、ひとつひとつの学習計画を「タスク」という 

 単位で扱います。 

 《学習タスク追加》ボタンを押します。 

 必要事項を入力し、《登録する》ボタンを押します。 



 

 

5 

 

 

 入力内容が学習管理画面に反映されたことを確認します。 

 このように、生徒の代わりに管理者・指導者が学習タスクを設定する 

 運用も可能です。 

 

 次は成績管理を体験しましょう。 

 生徒台帳に戻り、対象生徒の《成績》リンクを押します。 

 当該生徒についての成績管理画面に移ります。 

 《書く》ボタンを押します。テストの種類を選び、得点を入力して、 

 《登録する》ボタンを押します。一覧画面に戻りますので、《見る》 

 ボタンを押して、登録内容が表やグラフで表示されることを確認 

 します。 

 

 次は指導報告書を書いてみましょう。 

 生徒台帳に戻り、対象生徒の《報告》ボタンを押します。 

 指導報告書画面に移ります。 

 《書く》ボタンを押します。続けて《確認》ボタンを押します。 

 指導報告書の入力は4ページに分割されています。各ページにて 

 情報を入力し《次の項目へ》ボタンを押します。情報はページごとに 

 保存されますので、途中、作業を中断してもすぐに続きを書くことが 

 できます。 

 最終ページでは、登録内容が指導報告書として表示されることを確認 

 します。 

 

 以上のように、まず対象の生徒を生徒台帳から見つけ、その生徒に 

 ついての情報・機能を利用することが、基本の流れになります。 
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 ④ ダッシュボードについて 

 

 ここでダッシュボードに戻り、ダッシュボードについて学び 

 ましょう。画面左上のロゴマーク部を押します。『迷ったら 

 とりあえずロゴマークを押してみる』と覚えておくと良いかも 

 しれません。 

 

 ダッシュボードには《学習管理》《成績管理》《指導報告書》の 

 ボタンが配置されています。これらのボタンを押すと、教室全体の 

 サマリー（一覧）画面に移ります。 

 

 サマリー（一覧）画面では全体の様子を俯瞰でき、生徒個人への 

 リンク集として機能します。これに対し、生徒台帳は『○○さんの 

 △△情報が見たい！』と、対象者が定まっている時に使います。 

 

 

 ⑤ 生徒の立場で体験しておきましょう 

 

 さて、いよいよ生徒の立場での利用方法を体験しておきましょう。 

 

 グローバルメニュー部、マイメニューを押し、《ログアウト》を押し 

 ます。 

 先で控えておいた生徒アカウントのログイン情報を参考に、生徒 

 として学びエイドポートにログインします。 

 ログイン後、最初に表示される画面は、生徒の場合《マイページ》と 

 なります。 
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 塾長（と先生）向けのダッシュボードとは異なり、生徒のマイページ 

 は各機能へのボタンだけが配置されたシンプルな画面です。 

 

 ここでは「塾長向けと生徒向けでは、ログイン後の最初の画面は 

 異なる」ということをご理解ください。ボタンを押すと各機能の画面 

 に移ります。 

 なお、《学習管理》《成績管理》《指導報告書》画面は、すべての利用者 

 でほぼ同じ構成（見た目）になります。 

 

 生徒の立場でひと通りの確認を終えたら、マイページの 

 《ログアウト》ボタンを押してください。 

 ログアウトは、特に複数の利用者で共用パソコン・タブレットを使う 

 際にとても大切な操作になります。 

 生徒さまには「離席したり帰宅するときはログアウトするように！」 

 とご指導ください。 

 

 

 ⑥ この後は... 

 

 使い方ガイドやよくある質問をご参照いただき、学びエイドポートを 

 どんどんご活用ください。 
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４．オススメの日頃の使い方を教えてください。 

 

 ◆ 概況を知る・全体を俯瞰する 

 

  状況をこまめに確認し、調整することが管理者・指導者の務め 

  です。 

 

 ◇ ウォッチリスト 

 

  入塾したての生徒や受験生など、気にかけておきたい生徒を 

  ウォッチリストに登録しておくと便利です。 

  学習管理について動きがあると、ダッシュボード上に表示され 

  ます。  

 

 ◇ できごと 

 

  利用者の操作・活動を確認することができます。 

  全体的な利用状況を把握したり、特定の生徒についてその活動を 

  確認します。  

 

 ◇ 入退出の記録（カレンダー） 

 

  入退出の打刻操作があると、《できごと》や《カレンダー》に記録 

  されます。  

 

  



 

 

9 

 

 

 ◇ 学習管理 全体の様子 

 

  ダッシュボードの《学習管理》アイコンを押すと、すべての 

  生徒について【今週の予定】が表示されます。 

  学習計画（タスク）を詰め込み過ぎている生徒や、学習計画を 

  登録していない生徒をケアします。  

 

 ◇ 成績管理 全体の様子 

 

  ダッシュボードの《成績管理》アイコンを押すと、すべての生徒 

  について【最近登録された成績情報】が表示されます。 

  同じ学校・同じ学年の生徒を見比べ、成績情報の登録状況を管理 

  します。  

 

 ◇ 指導報告書 全体の様子 

 

  ダッシュボードの《指導報告書》アイコンを押すと、【最近作成 

  された10件】を確認することができます。 

  また、《報告書をさがす》画面にて、対象生徒・担当講師別の指導 

  報告書の作成状況や申し送り事項を確認することができます。  

 

 ◆ 学習指導 

 

  『ちゃんと管理する』ことが学習塾の強みと考えています。 
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 ◆ 学習管理 

 

  学習の進捗や分量を確認し、状況に応じて調整します。 

  学習計画を登録していない生徒に対しては、自立学習の促進の 

  ために、まず計画を立てることの大切さをご指導下さい。  

 

 ◆ 指導報告書 

 

  指導報告書は、主に個別指導の学習塾において、塾・生徒・ 

  保護者をつなぐ重要なコミュニケーション手段です。 

  生徒のため、保護者満足のため、自塾の指導品質向上のために 

  ご活用ください。  

 

 ◆ 面談時 

 

  面談は最も重要なコミュニケーション機会であり、学習塾の 

  実力が反映される場と考えます。 

 

 ◆ 成績管理 

 

  面談の効果を最大にするために、その資料となる成績情報を 

  確実に登録しておきます。 

  または、面談の場で生徒と一緒に成績情報を登録することも良い 

  と思います。  
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 ◇ 生徒メモ 

 

  面談記録とは別に、備忘録・日頃気にとめておきたい事柄 

  については、生徒メモに記録しておきます。 

 

 ◇ カレンダー 

  面談の場で伝えたり得たりした行事・イベント日程については、 

  カレンダーに登録しておきます。 

 

  



 

 

12 

 

 

５．生徒が入塾したとき 

 

 生徒さまが入塾した際の一連の流れを、サンプルとして提示いたし 

 ます。ご参考ください。 

 

 ① 入塾面談時 ── アカウントの発行 

 

 入塾面談の際に、学びエイドポート（と学びエイドマスター）に 

 ついてご案内します。 

 入塾申込書の内容が、生徒台帳の入力情報となります。 

 生徒アカウントは数分で用意できますので、即日提供をおすすめ 

 します。（ただし、面談当日はログイン情報を渡さず、後日あらためて 

 提供という運用スタイルもあるかと存じます。） 

 保護者アカウントについて、後日ご案内か当日提供を決めて 

 おきます。 

 時間に余裕があれば、生徒さまの入退出の操作（打刻）や 

 生徒アカウントでのログイン・ログアウト操作を一緒にご確認して 

 おくと安心です。 

 

 生徒台帳より、新規生徒を登録します。 生徒アカウントが発行され 

 ます。 

 生徒アカウントについてのログイン情報画面を印刷し、お渡し 

 ください。（必要に応じてコピーを取っておいてください。） 

 必要に応じて、つづけて保護者登録（ペアレンタル登録）して、 

 保護者アカウントを発行します。 

 保護者アカウントについてのログイン情報画面を印刷し、お渡し 
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 ください。面談時の作業は以上です。 

 

 ② 生徒台帳を更新 

 

 生徒・保護者が退出された後、入塾申込書をもとに生徒台帳の情報を 

 追記しておきます。 

 《学校名》《学年》《ふりがな》を登録しておくと、検索性が向上して 

 大変便利になります。 

 

 生徒台帳の当該生徒の《氏名》を押し、生徒台帳 詳細画面を表示 

 します。《基本情報の編集》ボタンを押します。 

 《学校名》《学年》《生年月日》《性別》などを入力し、《登録》ボタン 

 を押します。 

 生徒台帳の情報が更新されます。 

 必要に応じて、入塾面談日などを《追加情報》に登録したり、 

 《生徒グループ》への登録などを行います。 

 また、面談で得た情報を《生徒メモ》に書き留めておくのも良い 

 でしょう。 

 必要に応じて、当該生徒をしばらくウォッチリストに登録しておく 

 のも良いでしょう。 

 

 ③ ログインできたかな？の確認 

 

 生徒がログインできたことを確認できると、まずはひと安心です 

 よね。 
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 生徒台帳の当該生徒の《氏名》を押し、生徒台帳 詳細画面を表示 

 します。 

 生徒台帳 詳細画面の《できごとを見る》リンクを押します。 

 生徒台帳を経由すると、当該生徒について絞られた状態で 

 《できごと》を見ることができます。 

 できごとの記録画面の《ログイン関連》を選択します。 

 できごとがログイン関連に絞られます。 

 

 当該生徒のログインは確認できましたか？ 

 ログインされていない場合は、『まずはアイコンを好きなものに変えて 

 みようよ』などお声がけしてみてください。 

 

 ④ 成績管理 ── 成績情報を登録 

 

 『次回の通塾日にテスト結果を持って来てね』と声がけしておき 

 ます。はじめは、生徒と一緒に成績情報を登録しておくと安心です。 

 

 テスト結果の用紙を見て、テストの種類や実施年月などを確認して 

 おきます。 

 成績管理画面より、テスト結果をもとに成績情報を登録します。 

 かんたんな操作で表・グラフが出来上がることを体感させてあげて 

 ください。 

 貴塾における運用ルールをお伝えください。（テスト名などの表記を 

 揃えておくと良いでしょう。） 
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 ⑤ 学習計画を立ててみましょう 

 

 面談を実施します。カリキュラムや当該生徒の学習進度・定着度など 

 を考慮して、目標・学習計画を立てます。 

 併せて、学校の行事や部活動の大会など、イベント日程がわかるもの 

 については《カレンダー》に登録しておくと良いでしょう。 

 テキスト学習においては、《学習状況の変更》や《メモ》を上手に 

 ご活用ください。 

 学びエイドマスター利用生徒については、映像授業の視聴状況を 

 《動画学習》として管理できます。 

 

 面談で決めた（合意が大切です）学習計画をもとに、学習管理画面 

 から目標・計画を登録します。詳しくは こちらをご参照ください 

 学習計画の目的や効果について、また操作手順などをご説明 

 ください。 

 貴塾における運用ルールをお伝えください。 

 書き方を揃える、タスクの分割・期間の目安、学習状況の変更 

 タイミング、メモの使い方、など 

 『次回からは自分で登録してみよう』とお声がけください。自立学習 

 の第一歩です。 
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 ⑥ 学習状況を確認 

 

 継続的・定期的に学習状況を確認してあげてください。 

 テキスト学習においては、特に《メモ》欄がコミュニケーションの 

 有効な手段です。その日の学習についてひとこと感想や、指導者への 

 質問を書く、など自由にご活用ください。 

 当該生徒がウォッチリストに登録されている場合、学習管理に関する 

 《できごと》がダッシュボードに表示されます。 

 

 生徒台帳にて当該生徒の《学習》アイコンを押します。 

 学習管理画面で進み具合や《メモ》を確認します。 

 進捗が遅れていたり、《メモ》欄にメッセージがあった場合には生徒の 

 ケアを行い、状況に応じて計画を調整します。 

 テキスト学習においては、計画した学習《すること》が完了したら、 

 《完了にする》ボタンを押して、学習状況を完了にしておきます。 

 動画学習は当該講座のコマをすべて見る（または完了にする）と、 

 学習状況が自動的に完了となります。 

 

 ⑦ できごとの記録を確認 

 

 生徒の利用状況や活動は《できごと》に記録されています。詳しくは  

 こちらをご参照ください 

 《できごと》を定期的に・こまめに見ることで、生徒の様子の変化に 

 気づくことができます。 

 《カレンダー》も併せて確認すると、勉強以外の行事などで忙しい 

 のかも、と気づくことができます。  
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６．生徒にログイン情報を知らせたい 

 

 学びエイドポートのホームページURLがわからない、学びエイドIDも 

 忘れてしまったという場合は、以下の手順でログイン情報を確認 

 します。 

 

 生徒台帳にて対象生徒の《氏名》を押し、生徒台帳 詳細画面を表示 

 します。《ログイン情報を確認》リンクを押します。 

 ログイン情報画面が表示されます。 

 

 ログイン情報画面を印刷して生徒さまにお渡し頂くか、または内容を 

 控えてお伝え下さい。 

 《パスワード》を忘れてしまった！という場合は、《パスワードを 

 初期化する》ボタンを押します。 

 パスワードを初期化すると、新しいパスワードが発行され、 

 現在のパスワードは無効となります。 

 

 ※ パスワードは利用者本人が変更するまで（初期パスワードといい 

   ます）は、塾長がいつでも確認することができます。 
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７．生徒が ID・パスワードを忘れた 

 

 生徒さまが《学びエイドID》や《パスワード》を忘れてしまった 

 場合は、以下の要領でご対応ください。 

 

 Ａ．学びエイドIDを忘れた場合 

 

 生徒台帳にて対象生徒の《氏名》を押し、生徒台帳 詳細画面を表示 

 します。生徒台帳 詳細画面に表示されている《学びエイドID》を生徒 

 さまにお伝え下さい。 

 

 ログイン情報画面を印刷する場合は、生徒台帳 詳細画面の 

 《ログイン情報を確認》リンクを押します。 

 ログイン情報画面が表示されます。《印刷する》ボタンを押して 

 ください。 

 

 Ｂ．パスワードを忘れた場合 

 

 パスワードはセキュリティ保護のため、アカウント発行後または 

 初期化後のみ（1度だけ）表示されます。 

 現在のパスワードについて、後から確認することはできません。 

 学びエイド事務局でも調べることができません。 

 このため、パスワードを忘れてしまった場合は、初期化（リセット） 

 する必要があります。 
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 生徒台帳にて対象生徒の《氏名》を押し、生徒台帳 詳細画面を表示 

 します。 

 生徒台帳 詳細画面の《パスワードを初期化》リンクを押します。 

 確認画面で《実行する》ボタンを押します。 

 新しいパスワードが発行され、現在のパスワードは無効となります。 

 ログイン情報画面が表示されます。印刷して生徒さまにお渡し 

 頂くか、または内容を控えてお伝え下さい。 
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８．生徒の利用状況を確認したい 

 

 本ページでは、生徒の利用状況を確認するいくつかの方法をご案内 

 します。 

 

 ◆できごとの記録を見る 

 

 《できごと》には、利用者の操作や活動が記録されています。 

 使い始めの生徒さまについてはまず【自力でログインできたか】を 

 確認すると良いでしょう。 

 まったく利用のない生徒については、《できごと》が少なくなります。 

 

 ◆入退出の記録を見る 

 

 《カレンダー》にて、入退出の状況を確認することができます。 

 《できごと》でも確認できます。 

 ウォッチリストに登録しておく 

 

 特に気にかけておきたい生徒をウォッチリストに登録しておくこと 

 で、ダッシュボード上で学習の様子（概況）を確認することが 

 できます。 

 

 ◆学習状況を確認する 

 

 生徒自身が学習計画を登録させる運用スタイルの場合、最も効果的に

 利用状況を確認できるのが《学習管理》です。 
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 新しい学習計画（すること）が定期的に登録されているか、学習状況

 をこまめに切り替えているか、メモを活用しているかなどをチェック 

 します。 
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９．生徒に関する情報を記録したい 

 

 本ページでは、生徒に関する情報を記録するいくつかの方法をご案内 

 します。 

 

 ◆ 生徒メモ 

 

 特定の生徒についての情報を記録するのに便利です。 

 特に、講師が本機能を利用するためには【個人情報 閲覧可】にする 

 必要があるため、個人的な事柄についての記録に向いています。 

 

 ◆ 生徒台帳の追加項目 

 

 すべての生徒について、同じ事柄を記録・整理する際にご利用 

 ください。 

 例えば、部活動や趣味、座右の銘、好きな食べ物 ... といった日々の 

 話題のヒントになりそうなものや 

 緊急連絡先、住所といった事務的なものなど、自由にご活用 

 ください。 

 

 ◆ 指導報告書 

 

 学習に関する情報は、指導報告書に記録することが良いと考えて 

 います。保護者に指導報告書を公開しない運用の場合でも、 

 校内資料としてご活用ください。 
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 ◇ 保護者の方へ ： 

  校内での様子や良いところなど、ご家庭にお伝えしたい情報を 

  書きます。この欄は生徒向け画面では表示されません。 

 

 ◇ 申し送り事項 ： 

  講師間での情報共有にお使いください。この欄は生徒・保護者 

  向け画面では表示されません。 
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10．生徒の卒塾・退塾時の際は 

 

 Ａ．生徒情報を削除するときは 

 

 生徒情報を削除すると、生徒台帳を始めとした当該生徒についての 

 情報がすべて削除されます。 

 生徒情報を削除するときは、以下の要領でご対応ください。 

 

 生徒台帳にて対象生徒の《氏名》を押し、生徒台帳 詳細画面を表示 

 します。 

 生徒台帳 詳細画面の《生徒情報の削除》ボタンを押します。 

 確認画面の内容をご確認の上、《削除する》ボタンを押して下さい。 

 

 Ｂ．卒塾生として生徒台帳に残すときは （その１） 

 

 生徒グループを活用することで、在籍生と区別しつつ生徒情報を保持 

 することができます。 

 ただし、一部の画面（学習管理・成績管理の生徒リストなど）では 

 表示されますのでご了承ください。 

 

 生徒台帳にて、【卒塾生】や【OB・OG】という《生徒グループ》を用意 

 します。 

 当該生徒をこの生徒グループに所属させます。 

 生徒台帳では、この生徒グループを検索条件にして該当者を絞り込む 

 ことができます。 
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 Ｃ．卒塾生として生徒台帳に残すときは （その２） 

 

 特定の生徒についての情報を【みほん生徒】として残す場合は、 

 生徒台帳の生徒台帳 詳細画面にて、氏名やふりがな等を変更し、 

 個人が特定できない状態にします。（仮名にするなど） 

 ただし、生徒メモや指導報告書、学習タスクのメモなどに個人名が 

 含まれている場合もありますので、注意が必要です。 
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11．兄弟・姉妹の入塾時対応 

 

 在籍生徒の兄弟・姉妹の方が入塾された場合も、基本的な流れは同じ 

 です。こちらをご参照ください。 → 生徒が入塾したとき 

 

 ◆ 管理上のヒント 

 

 とある生徒について、兄弟・姉妹がいることがわかると、管理が便利 

 になります。 

 

 ◆ 生徒台帳 追加情報 

 

 生徒台帳の《追加情報》に【兄弟・姉妹】という項目を作り、兄弟・ 

 姉妹の氏名を登録しておきます。 

 兄・姉が卒塾してしまっても、「この子はあの子の弟・妹さん 

 なんだな」と連想することができます。  

 

 ◆ 生徒台帳 生徒グループ 

 

 《生徒グループ》として【兄弟・姉妹 在籍中】を作り、当該生徒を 

 このグループに所属させておきます。 

 このグループで絞り込み検索することで、兄弟・姉妹のペアを 

 見つけることができます。  
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 ◆ 生徒台帳 生徒メモ 

 

 兄弟・姉妹について、より詳しい文字情報を残す場合は《生徒メモ》 

 が便利です。 

 例えば、「○月○日 入会金について兄弟・姉妹割引を適用」など。  

 

 ◆ 保護者登録（ペアレンタル登録）について 

 

 ペアレンタル登録とは、生徒アカウントと保護者アカウントを 

 紐付けるものです。 

 先に入塾された生徒について、すでにペアレンタル登録がされている 

 状況で後から入塾された生徒について、同じ保護者を紐付ける場合は 

 『登録済みの保護者を一覧からさがして追加する』ことになります。 

 

 【例】 

 山田太郎さん[兄]に保護者の山田ママ美さんがペアレンタル登録済み 

 の状況で、山田花子さん[妹]が入塾した場合 

  

 保護者一覧から山田ママ美さんを見つけて、山田花子さんに 

 ペアレンタル登録（紐付け）します。 

 山田ママ美さんは、山田太郎さんと山田花子さんの学習状況などを 

 確認できるようになります。 

 

 保護者登録（ペアレンタル登録）についての詳細は、こちらをご参照 

 ください。 → 保護者の利用 
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12．自分の ID・パスワードを変更したい 

 

 《学びエイドID》や《パスワード》は、いつでも変更することが 

 できます。 

 

 Ａ．学びエイドIDを変更する 

 

 《設定》ボタンを押して、マイ設定画面を表示します。 

 《学びエイドIDを変更する》リンクを押します。 

 以下を入力して、《変更する》ボタンを押します。 

 

 新しい学びエイドID ： ご希望の《学びエイドID》を入力して 

       ください。 

 パスワード ：    本人確認のため、《パスワード》を入力して 

       ください。 

 

 次回のログイン時から、新しい《学びエイドID》をお使いください。 

 

 ※ すでに他の人が使っている学びエイドIDは重複登録できません。 

  （いわゆる早い者勝ち方式です。） 
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 Ｂ．パスワードを変更する 

 

 《設定》ボタンを押して、マイ設定画面を表示します。 

 《パスワードを変更する》リンクを押します。 

 以下を入力して、《変更する》ボタンを押します。 

 

 現在のパスワード ： 本人確認のため、今お使いの《パスワード》を 

      入力してください。 

 新しいパスワード ： 忘れないようにしてください。 

      他の人に教えないで下さい。 

 

 次回のログイン時から、新しい《パスワード》をお使いください。 
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13．自分のアイコン画像を変えたい 

 

 《アイコン画像》は、いつでも変更することができます。 

 

 Ａ．登録のしかた 

 

 画像ファイルをご準備ください。 

 《設定》ボタンを押して、マイ設定画面を表示します。 

 《アイコン画像を登録する》リンクを押します。 

 《画像ファイルを選んでください》ボタンを押し、アップロード 

 したい画像ファイルを選択してください。 

 画像のトリミング（切り抜き）範囲を指定してください。 

 《登録する》ボタンを押してください。 

 

 Ｂ．画像についてのヒント 

 

 画像は正円（まんまる）にトリミングされて表示されます。 

 表示サイズは最大80×80ピクセルです。画面によっては縮小表示 

 されます。 

 対応ファイル形式は JPEG, PNG, GIF です。 

 対応ファイルサイズは最大5MB程度となります。 
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14．講師の管理（先生アカウントの管理） 

 

 先生アカウントは、講師・チューター・事務スタッフ向けの 

 アカウントです。 

  

 学習管理・成績管理・指導報告書など、生徒指導に関する機能を利用 

 できます。また、映像授業の視聴制限がありません。 

  

 先生アカウントのご利用は、学びエイドマスターの契約が必要です。 

  

 先生アカウントは、定員制です。基本プランでは、定員5名まで登録 

 できます。6名以上の場合は追加料金が発生し、別途お申込が必要 

 です。 
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15．講師が ID・パスワードを忘れた 

 

 先生アカウントをお使いの講師の方が、《学びエイドID》や 

 《パスワード》を忘れてしまった場合は、以下の要領でご対応 

 ください。 

 

 Ａ．学びエイドIDを忘れた場合 

 

 ダッシュボードの《先生の管理》リンクを押します。 

 先生アカウント管理画面が表示されます。当該アカウントの 

 《ログイン情報を確認》ボタンを押してください。 

 ログイン情報画面に表示されている《学びエイドID》を講師の方へ 

 お伝え下さい。 

 

 Ｂ．パスワードを忘れた場合 

 

 パスワードはセキュリティ保護のため、アカウント発行後または 

 初期化後のみ（1度だけ）表示されます。 

 現在のパスワードについて、後から確認することはできません。 

 学びエイド事務局でも調べることができません。 

 このため、パスワードを忘れてしまった場合は、初期化（リセット） 

 する必要があります。 

 

 ダッシュボードの《先生の管理》リンクを押します。 

 先生アカウント管理画面が表示されます。当該アカウントの 
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 《ログイン情報を確認》ボタンを押してください。 

 ログイン情報画面の《パスワードを初期化する》ボタンを押します。 

 パスワードを初期化すると、新しいパスワードが発行され、現在の 

 パスワードは無効となります。 

 ログイン情報画面の《パスワード》を講師の方へお伝え下さい。 

 または、ログイン情報画面を印刷してお渡し頂くか、内容を控えて 

 お伝えください。 
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16．先生アカウントの定員を増やすには 

 

 講師の方がお使いになる先生アカウントは定員制です。基本プラン 

 では最大5名となっています。 

 6名以上の先生アカウントが必要となった際には、お申込みフォーム 

 よりお手続きください。 

 

 ※ 先生アカウント利用には、学びエイドマスターのご契約が必要 

   です。 

 

 

17．保護者の利用開始 

 

 保護者の方がお子さま（生徒）の学習状況・成績情報・指導報告書を 

 確認するには、《保護者登録・ペアレンタル登録》が必要です。 

 

 保護者登録により保護者アカウントが発行され、学びエイドポートに 

 ログインできるようになります。 

 ペアレンタル登録とは、生徒アカウントと保護者アカウントを 

 紐付ける手続きです。 

 

 保護者登録（ペアレンタル登録）についての詳細は、こちらをご参照 

 ください。 
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18．保護者が ID・パスワードを忘れた 

 

 保護者の方が、《学びエイドID》や《パスワード》を忘れてしまった 

 場合は、以下の要領でご対応ください。 

 なお、『対象者がどの生徒に対してペアレンタル登録されているか』を 

 把握しておくと、作業がスムーズです。 

 

 Ａ．学びエイドIDを忘れた場合 

 

 目的の対象者がペアレンタル登録されている（であろう）生徒に 

 ついて、生徒台帳 詳細画面を表示します。 

 生徒台帳 詳細画面の《保護者情報》リンクを押します。 

 表示された保護者情報画面に対象者がいる場合は、次の手順に 

 進みます。いない場合は、手順1.に戻ります。 

 対象の保護者の《ログイン情報を確認》ボタンを押します。 

 ログイン情報画面に表示されている《学びエイドID》を保護者の方へ 

 お伝え下さい。 

 または、ログイン情報画面を印刷してお渡し頂くか、内容を控えて 

 お伝えください。 

 

 Ｂ．パスワードを忘れた場合 

 

 パスワードはセキュリティ保護のため、アカウント発行後または 

 初期化後のみ（1度だけ）表示されます。 

 現在のパスワードについて、後から確認することはできません。 
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 学びエイド事務局でも調べることができません。 

 このため、パスワードを忘れてしまった場合は、初期化（リセット） 

 する必要があります。 

 

 目的の対象者がペアレンタル登録されている（であろう）生徒に 

 ついて、生徒台帳 詳細画面を表示します。 

 生徒台帳 詳細画面の《保護者情報》リンクを押します。 

 表示された保護者情報画面に対象者がいる場合は、次の手順に進み 

 ます。いない場合は、手順1.に戻ります。 

 対象の保護者の《ログイン情報を確認》ボタンを押します。 

 ログイン情報画面の《パスワードを初期化する》ボタンを押します。 

 パスワードを初期化すると、新しいパスワードが発行され、現在の 

 パスワードは無効となります。 

 ログイン情報画面の《パスワード》を保護者の方へお伝え下さい。 

 または、ログイン情報画面を印刷してお渡し頂くか、内容を控えて 

 お伝えください。 
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19．保護者の利用終了 

 

 生徒が卒塾・退塾された場合など、保護者の方が学びエイドポートの 

 利用を終了する際は《ペアレンタル登録の解除》と《保護者 

 アカウントの削除》が必要です。 

 

 保護者アカウントは生徒ありきの存在です。 

 （兄弟・姉妹）すべてのペアレンタル登録が解除されると、保護者 

 アカウントは自動的に削除されます。 

 

 保護者登録（ペアレンタル登録）についての詳細は、こちらをご参照 

 ください。 
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20．指導報告書を運用しない、保護者には公開しない場

合は 

 

 指導報告書について、保護者に公開する・しないを設定により 

 切り替えることができます。 

 公開しないに設定した場合は、生徒向け画面および保護者向け画面 

 （マイページ）の《指導報告書》アイコンが非表示となります。 

 

 ダッシュボードの《各種設定》リンクを押します。 
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 （申し訳ございません。現在準備中です。） 

 

 

22．学びエイドマスターを利用するには 

 

 

 学びエイドマスターは、高品質の映像授業を中心とした自立学習を 

 支援するサービスです。詳しくは こちらをご参照ください 

 

 学びエイドマスターの利用開始（を許可する）には、二通りの方法が 

 ございます。 

 

 Ａ．生徒登録時に 

 

 生徒登録時に、併せて学びエイドマスターの利用を許可することが 

 できます。 

 

 生徒台帳の《生徒を登録》ボタンを押します。 

 生徒の登録画面にて、学びエイドマスターの《利用を許可する》に 

 チェックを入れて、《登録する》ボタンを押します。 

 学びエイドマスターおよび学びエイドポートが利用できる生徒 

 アカウントが発行されます。 
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 Ｂ．途中から 

 

 生徒登録後、任意のタイミングで学びエイドマスターの利用を許可 

 することができます。 

 

 生徒台帳にて対象の生徒の《氏名》を押します。 

 生徒台帳 詳細画面にて、学びエイドマスター利用欄が《未登録》と 

 なっていることを確認し、《利用を許可する》リンクを押します。 

 確認画面が表示されます。内容をご確認の上、《○○さんの利用を許可 

 する》ボタンを押します。 

 学びエイドマスター用生徒アカウントが発行され、 

 学びエイドマスターが利用できるようになります。 

 

 

 

 

以 上 

 


