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ｅライブラリをはじめる

https://ela.education.ne.jp/students
１）ｅライブラリをひらきます

２）学校コード・ログインID・パスワードを半角で入力し[ログイン]をおします

半角で入力したとき

全角で入力したとき

はじめてログインしたときに
チェック すると
つぎはパスワードの入力のみで
ログインできます

←アイコンからもひらけます
先生の指示にしたがいましょう
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ホームがめんについて（小学1～2年）

◆学校用ｅライブラリのログイン後メニュー（小学1～ 2年）
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1 じぶんのものとちがうときは先生につたえます

2 先生からパスワードをかえるようにいわれたときは、ここからかえます

3 先生から「かだい」があれば、おすことができます

4 [じぶんで えらぶ]をおして、がくしゅうをはじめます

5 がくしゅうのとりくみをふりかえったり、先生とメッセージをやりとりするときにえらびます
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6 いろいろなコンテンツをつかってがくしゅうします

学校名・学年・クラス・出席番号・名前または番号が出ます

パスワードをかえたいのに、かえられないときは、先生につたえます

「かだい」がなければ、「しじはありません」と出ておすことはできません

ドリルやテストのけっかによって、「とくい」や「にがて」なもんだいがランダムで出ます

[ちゅうだんした もんだいへ]をおすと、つづきからドリルができます

がくしゅうしたかいすうで、木がそだちます

いろいろカード帳をつかって、けいさんやかんじのがくしゅうをします

（学校によって、「ライブラリ」のしゅるいは、ちがいます）

がっこうよう イー ご
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せんせい

せんせい

がっこうめい がくねん しゅっせきばんごう なまえ ばんごう で
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ホームがめんについて（小学3年以上）

◆学校用ｅライブラリのログイン後メニュー（小学3年以上）
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1 ログインしているひとの名前や番号が自分のものとちがうときは先生につたえます

2 学校からパスワードを変えるように指示があったときは、ここから変更します

3 先生から課題が出ているときに押すことができます

4 [自分で選ぶ]を押して、学習をはじめます

5 学習状況を確認したり、先生とメッセージをやりとりするときにえらびます
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6 いろいろなコンテンツを使って学習します（学校によって表示されるコンテンツがちがいます）

学校名・学年・クラス・出席番号・名前または番号が表示されます

パスワードを変えたいのに変えられないときは、先生に相談しましょう

課題が出ていないときは、「指示はありません」と表示され押すことはできません

ドリルやテストの結果に応じて、得意や苦手な教材がランダムで表示されます。

[中断した問題へ]を押すと、前回の続きから学習できます。

学習回数に応じて、木が成長していきます

いろいろカード帳、ゴーゴーサンセットタウンは特に人気のコンテンツです

がっこうよう イー ご

なまえ ばんごう せんせい

がっこう か へんこうしじ

せんせい かだい で お

じぶん えら お がくしゅう

がくしゅうじょうきょう かくにん せんせい

がくしゅうつか

がっこうめい がくねん しゅっせきばんごう なまえ ばんごう ひょうじ

か か せんせい そうだん

かだい で しじ ひょうじ お

けっか おう とくい にがて きょうざい ひょうじ

ちゅうだん もんだい お ぜんかい つづ がくしゅう

がくしゅう かいすう おう せいちょう

ちょう

がっこう ひょうじ

とく にんき

しょうがく ねん いじょう
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◆ドリルがめん

ドリルをとちゅうでやめますドリルがめんのせっていをかえられます

おすと[かいとう]
がでます

1問ずつこたえ
あわせをします

すべてといたあとに
こたえあわせをします

文字の大きさ、はいけいの色などを

かえて見やすくします

〇×の音をつけるときに
オンにします

がめんの下にヒントが

でます

がくしゅうメモが
ひらきます

かいせつ
きょうざい
などの
コンテンツが
ひらきます

見たい
きょうざいを
えらびます

※学校と家の

せっていは

同じです

もん

もじ おお いろ

み した

がっこう いえ

おと

み

ドリルがめんについて
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◆ドリルがめん（ぜんぶのこたえあわせがおわったら）

[リトライ]をせずに、ドリルを

おわるときに[さいてん]をおすと、

けっかがほぞんされます

すべてのもんだいに「〇」がつくと
[リトライ]が[さいてん]にかわります
[さいてん]をおすと、
けっかがひょうじされます

[もどる]をおすと、
[がくしゅうりれき]のがめんに
いどうします

まちがえたもんだいがあれば、

[リトライ]でやりなおします

100点を目ざしてリトライ！
てん め
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「自由学習」単元からさがして学習する

１）[自分で選ぶ]をおします

２）[単元から探す]をえらびます

教科書ページを入力して教材をさがします
※教科書がちがう場合は、先生にそうだんしてください
※国語は教科書ページからはさがせません
※入力したページ数が多いと時間がかかります。

10ページぐらいを入力してさがします

キーワードから教材をさがします
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３）[学年]と[教科]をえらびます

４）たんげんをえらび、教材をえらびます

※さいしょに表示されるのは、学年：自分の学年、教科：算数または数学

◀学年によって、えらべる教科が
ちがいます
（がめんは中１以上）

５）レベルをえらびます

今月の学習けっかが表示されます

[期間変更]をおすと古い学習けっかを
かくにんできます

◆ドリルのレベルについて

【基本・標準・挑戦】の３つがあります

一部の教科は【標準】のみです

▲小１～中３をえらべます
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６）もんだいにとりくみます

もんだいをとちゅうでやめますもんだいがめんのせっていをします

正しいとおもう答えをえらびます

おした数字のもんだいにとりくめます

1問ずつではなく
すべてのもんだいを

まとめて

答えあわせします

[採点]をすると
ほぞんされます

学習メモ ヒント 調べる

【×（とじる）】をおして

もんだいにもどります
解説などが表示されます

７）答えあわせをして、まちがえたもんだいがあると[リトライ]が表示されます
[リトライ]をおします

[採点]をおすと、けっかがのこります
[リトライ]せずにけっかをのこすばあいは、
[採点]をおします
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８）まちがえたもんだいにもういちど、とりくみます

９）[採点]をおすと、けっかが表示されます
[もどる]をおします

まちがえたもんだいが

いくつかあると

[次の問題]ボタンが表示されます
1問のみのばあい、[採点]ボタン
が表示されます

1問ずつではなく
すべてのもんだいを

まとめて答えあわせします

▲表示されたけっかが、きろくとしてほぞんされます

１０）「学習履歴」のがめんにもどります

同じ教材にもういちど、とりくむときは

レベルをえらびます

ほかの教科や単元にとりくむときは

[単元から探す]をおし、
ホームがめんにもどるときは[ホーム]をおします

◆くわしい学習結果について

学習結果をえらぶと、もんだいごとの〇×などが

がめんの下に表示されます

・・・学習メモがほぞんされています

・・・まちがえたもんだいに
もういちど
とりくめます
※採点結果は変わりません
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こんなときは・・・よくあるしつもん

ログインしようとしたら、赤い文字で

「学校コード、ログインID、パスワードの組み合わ

せが違います」

とメッセージが出て、ログインができません

つぎのことをかくにんしましょう

①半角で入力していますか

②入力している学校コードはすうじ11けたですか

③自分が入力している学校コード・ログインID・パスワードは正しいですか

かくにんしたいときは、先生にしらべてもらいましょう

④かよっている学校からてんこうしたり、そつぎょうしたばあいは、つかえなくなります

きちんと入力していてもログインできないときは、先生にそうだんしましょう

右上に出ているなまえ（またはすうじ）が自分のものではありません

ログインのときに入力した「ログインID、パスワード」がほかの人のじょうほうの

かのうせいがあります。

先生に、自分が入力したログインID、パスワードが自分のじょうほうかどうかを

かくにんしましょう。

ドリルのもんだいがめんが、まっ白だったり、

コンテンツのメニューがめんやもんだいがめんが

出なかったりします

つかっているブラウザの【キャッシュのクリア（りれきのさくじょ）】をしたあとに、

たんまつの再きどうをしましょう。

【キャッシュのクリア】のしかたは、ブラウザによってちがいます。

わからないばあいは、先生にそうだんしましょう。

つうじょうは学年などのメニューがめんが表示される▶
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