
4.先生と児童・生徒の登録方法を知り、自分で登録する

1.1.1.1.先生先生先生先生とととと子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちのIDIDIDID、、、、パスワードをパスワードをパスワードをパスワードを決決決決めるめるめるめる

ログイン名ログイン名ログイン名ログイン名
アルファベットｔアルファベットｔアルファベットｔアルファベットｔ＋＋＋＋ 学校番号２桁の数字学校番号２桁の数字学校番号２桁の数字学校番号２桁の数字＋＋＋＋ 連番３桁連番３桁連番３桁連番３桁

ｔｔｔｔ ＋＋＋＋ １２１２１２１２ ＋＋＋＋ ００１００１００１００１

４桁の乱数（先頭が０ではない）４桁の乱数（先頭が０ではない）４桁の乱数（先頭が０ではない）４桁の乱数（先頭が０ではない）パスワードパスワードパスワードパスワード

■どのような方式でＩＤ、パスワードを決めるのか、やり方を決定します。

ログイン名ログイン名ログイン名ログイン名

パスワードパスワードパスワードパスワード ３桁の乱数（先頭が０ではない）３桁の乱数（先頭が０ではない）３桁の乱数（先頭が０ではない）３桁の乱数（先頭が０ではない）

入学年度２桁の数字入学年度２桁の数字入学年度２桁の数字入学年度２桁の数字＋＋＋＋ 連番３桁連番３桁連番３桁連番３桁

１１１１１１１１ ＋＋＋＋ ００１００１００１００１

先生と児童・生徒の登録方法を知り、自分で登録する

たとえば小学校の場合、名簿のログイン名は児童が卒業するまで利用しますので、入学時に割り
振られる児童番号のようなものがあれば、それをログイン名として採用してください。
そのような番号が無い場合は、上の例を参考に設定してください。



2.2.2.2.決決決決めためためためたIDIDIDID、、、、パスワードをパスワードをパスワードをパスワードを登録登録登録登録するするするする

指導者マスター名簿
全指導者を登録する名簿です。
この名簿を基本に、役割（権限）ごとにクラス編成機能で各名簿を作成します。

運用管理者名簿 システムを管理する指導者の名簿です。すべての機能が利用できます。

マスター名簿管理者名簿 学習者マスター名簿の編集やクラス編成が行える指導者の名簿です。

授業担当者名簿 学習･授業の設定や開始･終了など、授業を担任する指導者の名簿です。

先生用名簿の種類先生用名簿の種類先生用名簿の種類先生用名簿の種類

①①①①インタラクティブスタディをインタラクティブスタディをインタラクティブスタディをインタラクティブスタディを起動起動起動起動

先生用画面先生用画面先生用画面先生用画面が表示されます。

http://http://http://http://サーバアドレスサーバアドレスサーバアドレスサーバアドレス/teacher/index.html/teacher/index.html/teacher/index.html/teacher/index.html

先生用名簿の登録

インタラクティブスタディの先生用画面を表示させ、「管理者｣でログインします。
デスクトップのインタラクティブスタディインタラクティブスタディインタラクティブスタディインタラクティブスタディ(先生用先生用先生用先生用)のアイコンのアイコンのアイコンのアイコンをダブルクリックして
先生用画面を表示します。

http://http://http://http://サーバアドレスサーバアドレスサーバアドレスサーバアドレス/teacher/index.html/teacher/index.html/teacher/index.html/teacher/index.html

画面右下の
「学習設定を行う「学習設定を行う「学習設定を行う「学習設定を行う｣｣｣｣ボタンをクリックします。

②②②②「「「「管理者管理者管理者管理者｣｣｣｣でログインでログインでログインでログイン
先生用起動画面先生用起動画面先生用起動画面先生用起動画面

決決決決めためためためたIDIDIDID、、、、パスワードをパスワードをパスワードをパスワードを登録登録登録登録するするするする



管理者用のログイン名(admin)、
パスワードを入力し、「開始「開始「開始「開始｣｣｣｣ボタンをクリックします。

ログイン画面ログイン画面ログイン画面ログイン画面

先生用画面が表示されます。

決決決決めためためためたIDIDIDID、、、、パスワードをパスワードをパスワードをパスワードを登録登録登録登録するするするする((((ログインログインログインログイン画面画面画面画面))))

先生用画面先生用画面先生用画面先生用画面

管理者用のログイン名（ＩＤ）、
パスワードについては、このマニュアルの
「2.インストールの直後に知っていただくこと」の
「1.管理者(admin)パスワードの変更」を参照
してください。

③③③③指導者指導者指導者指導者マスターマスターマスターマスター名簿名簿名簿名簿のののの作成作成作成作成
■■■■指導者マスター名簿用ファイル（タブ区切りテキストファイル）の作成指導者マスター名簿用ファイル（タブ区切りテキストファイル）の作成指導者マスター名簿用ファイル（タブ区切りテキストファイル）の作成指導者マスター名簿用ファイル（タブ区切りテキストファイル）の作成

※※※※当初設定する先生のパスワードは当初設定する先生のパスワードは当初設定する先生のパスワードは当初設定する先生のパスワードは仮パスワード仮パスワード仮パスワード仮パスワードです。です。です。です。
後で各先生がログインした際に、後で各先生がログインした際に、後で各先生がログインした際に、後で各先生がログインした際に、必ず自分でパスワードを変更必ず自分でパスワードを変更必ず自分でパスワードを変更必ず自分でパスワードを変更いただくようお願いします。いただくようお願いします。いただくようお願いします。いただくようお願いします。

最初に、指導者マスター名簿に登録する先生の名前、パスワード、ログイン名を入力した
タブ区切りテキストファイルを作成します。
このファイルをインタラクティブスタディに読み込ませると、指導者マスター名簿が作成できます。

※EXCELなどの表計算ソフトを利用すると、簡単にファイルを作成できます。
保存する際に、ファイルの種類テキスト（タブ区切り）.txtを選択し、名前をつけて保存します。

メモ帳または、NOTEPADで作成する場合は、
氏名＜タブ＞パスワード＜タブ＞ログイン名氏名＜タブ＞パスワード＜タブ＞ログイン名氏名＜タブ＞パスワード＜タブ＞ログイン名氏名＜タブ＞パスワード＜タブ＞ログイン名の形式で入力し、保存します。
ログイン名、パスワードの決め方については、
1.1.1.1.先生と子どもたちの先生と子どもたちの先生と子どもたちの先生と子どもたちのIDIDIDID、パスワードを決めるを、パスワードを決めるを、パスワードを決めるを、パスワードを決めるを参照して下さい。

指導者マスター名簿のトップには学校名学校名学校名学校名を入力し、「運用管理」や「マスター名簿管理｣の
メンバーに登録して使用します。詳細は、④運用管理者の設定④運用管理者の設定④運用管理者の設定④運用管理者の設定をご覧下さい。

いちばん上にある「○○学校「○○学校「○○学校「○○学校｣｣｣｣は
「運用管理者「運用管理者「運用管理者「運用管理者｣｣｣｣として使用します。



決めた決めた決めた決めたIDIDIDID、パスワードを登録する、パスワードを登録する、パスワードを登録する、パスワードを登録する((((指導者マスター名簿の作成指導者マスター名簿の作成指導者マスター名簿の作成指導者マスター名簿の作成))))

画面左の管理者用メニューから、「指導者名簿管理「指導者名簿管理「指導者名簿管理「指導者名簿管理｣｣｣｣ボタンをクリックします。

画面の右上にある「「「「マスター名簿管理マスター名簿管理マスター名簿管理マスター名簿管理｣｣｣｣ボタンをクリックします。

メイン画面メイン画面メイン画面メイン画面

画面の右上にある「新規作成「新規作成「新規作成「新規作成｣｣｣｣ボタンをクリックします。

指導者マスター名簿の登録指導者マスター名簿の登録指導者マスター名簿の登録指導者マスター名簿の登録

マスター名に「指導者マスター名簿「指導者マスター名簿「指導者マスター名簿「指導者マスター名簿｣｣｣｣と入力し、「名簿ファイル読み込み「名簿ファイル読み込み「名簿ファイル読み込み「名簿ファイル読み込み｣｣｣｣ボタンをクリックします。



決めた決めた決めた決めたIDIDIDID、パスワードを登録する、パスワードを登録する、パスワードを登録する、パスワードを登録する((((指導者マスター名簿の作成指導者マスター名簿の作成指導者マスター名簿の作成指導者マスター名簿の作成))))「参照「参照「参照「参照…..｣｣｣｣ボタンをクリックし、③③③③指導者指導者指導者指導者マスターマスターマスターマスター名簿名簿名簿名簿のののの作成作成作成作成 で作成した .txt を選択します。

右上画面の「アップロード「アップロード「アップロード「アップロード｣｣｣｣ボタンをクリック

「更新「更新「更新「更新｣｣｣｣ボタンをクリックします。

「保存終了「保存終了「保存終了「保存終了｣｣｣｣ボタンをクリックします。

以上で、全ての先生が登録された
「指導者マスター名簿「指導者マスター名簿「指導者マスター名簿「指導者マスター名簿｣｣｣｣の作成は完了です。



④④④④運用管理者運用管理者運用管理者運用管理者のののの設定設定設定設定（（（（クラスクラスクラスクラス編成編成編成編成）））） 決めたID、パスワードを登録する(運用管理者運用管理者運用管理者運用管理者のののの設定設定設定設定)

続いて、運用管理者の設定を行います。
運用管理者はクラスの設定など、全ての機能が利用できます。
※今回の例では、学校名学校名学校名学校名（「○○学校「○○学校「○○学校「○○学校｣｣｣｣））））を運用管理者として使用しています。

「指導者名簿管理「指導者名簿管理「指導者名簿管理「指導者名簿管理｣｣｣｣ボタンをクリックし、「運用管理」をクリックします。

画面の右上にある「編集「編集「編集「編集｣｣｣｣ボタンをクリックします。

権限グループ：「指導者マスター名簿「指導者マスター名簿「指導者マスター名簿「指導者マスター名簿｣｣｣｣を選択します。



決めたID、パスワードを登録する(「「「「運用管理者運用管理者運用管理者運用管理者｣｣｣｣でログインしでログインしでログインしでログインし、「、「、「、「授業担当授業担当授業担当授業担当｣｣｣｣をををを設定設定設定設定)

左側のリストに指導者マスター名簿が

表示されるので学校名学校名学校名学校名を選択し、

「「「「>> >> >> >> 追加追加追加追加｣｣｣｣ボタンをクリックします。

右に学校名学校名学校名学校名が表示されたことを確認し、
画面右上の「保存終了「保存終了「保存終了「保存終了｣｣｣｣ボタンをクリックします。

⑤⑤⑤⑤「「「「運用管理者運用管理者運用管理者運用管理者｣｣｣｣でログインしでログインしでログインしでログインし、「、「、「、「授業担当授業担当授業担当授業担当｣｣｣｣をををを設定設定設定設定

ログイン画面ログイン画面ログイン画面ログイン画面

運用管理者のログイン名、パスワードを入力します。

以上で、「運用管理者「運用管理者「運用管理者「運用管理者｣｣｣｣が登録できました。

続いて、授業担当の設定を行います。
授業担当は、学習の設定、開始、終了など、授業に関係がある操作を行います。

①クリック

②クリック

③クリック

例） ログイン名ログイン名ログイン名ログイン名 kanri パスワードパスワードパスワードパスワードkanri

確認後、「開始「開始「開始「開始｣｣｣｣ボタンをクリックします。

「指導者名簿管理「指導者名簿管理「指導者名簿管理「指導者名簿管理｣｣｣｣ボタンをクリックし、「授業担当」をクリックします。



授業担当として設定する先生の氏名を選択し、
（例：学校名以外の全ての先生）

「追加追加追加追加 >>｣をクリックします。

決めたID、パスワードを登録する(「「「「授業担当授業担当授業担当授業担当｣｣｣｣をををを設定設定設定設定のののの続続続続きききき)「編集「編集「編集「編集｣｣｣｣ボタンをクリックします。

権限グループ：「指導者マスター名簿「指導者マスター名簿「指導者マスター名簿「指導者マスター名簿｣｣｣｣を選択します。

権限グループ：「指導者マスター名簿「指導者マスター名簿「指導者マスター名簿「指導者マスター名簿｣｣｣｣を選択します。

>>

※マウスでドラッグすれば、複数の氏名を選択できます。

右に授業担当として設定する先生が全て
表示されたことを確認し、
画面右上の「保存終了「保存終了「保存終了「保存終了｣｣｣｣ボタンをクリックし
ます。

授業担当に設定されている先生は、授業の開始終了、学習の設定などの基本操作のみ授業の開始終了、学習の設定などの基本操作のみ授業の開始終了、学習の設定などの基本操作のみ授業の開始終了、学習の設定などの基本操作のみが行えます。
名簿の登録・変更名簿の登録・変更名簿の登録・変更名簿の登録・変更を行う先生を設定される場合は、マスター名簿管理マスター名簿管理マスター名簿管理マスター名簿管理に先生の名前を設定します。
設定の手順は、授業担当の設定方法と同様です。

以上で、「授業担当「授業担当「授業担当「授業担当｣｣｣｣が登録できました。

「名簿一覧「名簿一覧「名簿一覧「名簿一覧｣｣｣｣画面で
「マスター名簿管理「マスター名簿管理「マスター名簿管理「マスター名簿管理｣｣｣｣を選択して設定します。



決めたID、パスワードを登録する(子どもたちの名簿の種類)

⑥⑥⑥⑥学習者学習者学習者学習者のののの名簿名簿名簿名簿のののの作成作成作成作成

学習者マスター名簿 すべての学習者が登録された、基本となる名簿です。

学習者クラス 学習者マスター名簿を元に、編成されたクラスです。

学習者の名簿の種類

■■■■学習者マスター名簿用ファイル（タブ区切りテキストファイル）の作成学習者マスター名簿用ファイル（タブ区切りテキストファイル）の作成学習者マスター名簿用ファイル（タブ区切りテキストファイル）の作成学習者マスター名簿用ファイル（タブ区切りテキストファイル）の作成

※※※※当初設定する学習者のパスワードは当初設定する学習者のパスワードは当初設定する学習者のパスワードは当初設定する学習者のパスワードは仮パスワード仮パスワード仮パスワード仮パスワードです。です。です。です。

最初に、学習者マスター名簿に登録する学習者の名前、パスワード、ログイン名を入力した
タブ区切りテキストファイルを作成します。
このファイルをインタラクティブスタディに読み込ませると、学習者マスター名簿が作成できます。
ここでは、Excelで作られている以下のような名簿ファイルから、必要なデータ部分だけを抜き出して
マスター名簿作成に利用する方法について説明します。

学習者用名簿の登録

名前 ←タブ→ パスワード ←タブ→ ログイン名
赤井　一郎 1 98001
池田　二郎 1 98002
上田　三郎 1 98003
内海　明広 1 98004
尾崎　吉男 1 98005

※念のため、元のExcelデータは
コピーするなどして
バックアップをとっておいて下さい。

※学習者マスター名簿用ファイルの内容は、氏名＜タブ＞パスワード＜タブ＞ログイン名氏名＜タブ＞パスワード＜タブ＞ログイン名氏名＜タブ＞パスワード＜タブ＞ログイン名氏名＜タブ＞パスワード＜タブ＞ログイン名の形式です。
既にこの形式の名簿用ファイルがある場合は、⑦学習者マスター名簿の作成⑦学習者マスター名簿の作成⑦学習者マスター名簿の作成⑦学習者マスター名簿の作成へ進んで下さい。

※ログイン名、パスワードの決め方については、
1.1.1.1.先生と子どもたちの先生と子どもたちの先生と子どもたちの先生と子どもたちのIDIDIDID、パスワードを決めるを、パスワードを決めるを、パスワードを決めるを、パスワードを決めるを参照して下さい。

名簿ファイルを開きます。

１～３行目を選択します。

マウスの右ボタンをクリックし、

削除をクリックして、３行削除します。

（不要な列・行は削除して下さい）

※※※※当初設定する学習者のパスワードは当初設定する学習者のパスワードは当初設定する学習者のパスワードは当初設定する学習者のパスワードは仮パスワード仮パスワード仮パスワード仮パスワードです。です。です。です。
後で各学習者がログインした際に、後で各学習者がログインした際に、後で各学習者がログインした際に、後で各学習者がログインした際に、必ず自分でパスワードを変更必ず自分でパスワードを変更必ず自分でパスワードを変更必ず自分でパスワードを変更するようお願いします。するようお願いします。するようお願いします。するようお願いします。



決めたID、パスワードを登録する(学習者の名簿の作成学習者の名簿の作成学習者の名簿の作成学習者の名簿の作成)

「ファイル「ファイル「ファイル「ファイル｣｣｣｣メニューをクリックし、「名前を付けて保存「名前を付けて保存「名前を付けて保存「名前を付けて保存｣｣｣｣を選択します。

後から、パスワード・ログインを設定する場合は、
B・C列に入力して下さい。

②クリック

①クリック

わかりやすい場所に
テキストファイル形式で保存します

デスクトップ ﾌｧｲﾙ名 ：6666学年学年学年学年

以上で、６学年の学習者マスター名簿用ファイルの完成です。

①クリック

②ファイル名入力

③ Excel97-2003を選択

④ 「保存「保存「保存「保存｣｣｣｣をクリック



⑦⑦⑦⑦学習者学習者学習者学習者マスターマスターマスターマスター名簿名簿名簿名簿のののの作成作成作成作成

メニュー画面の「学習者名簿管理「学習者名簿管理「学習者名簿管理「学習者名簿管理｣｣｣｣ボタンをクリックし、 「マスター名簿管理「マスター名簿管理「マスター名簿管理「マスター名簿管理｣｣｣｣をクリックします。

名簿一覧画面名簿一覧画面名簿一覧画面名簿一覧画面

決めたID、パスワードを登録する(学習者マスターの名簿作成)

作成した６学年の学習者マスター名簿用ファイルをインタラクティブスタディに読み込み、

学習者マスター名簿を作成します。

画面の右上にある「新規作成「新規作成「新規作成「新規作成｣｣｣｣ボタンをクリックします。

マスター名に 年度・学年（例：2011年度1学年）と入力し、「名簿ファイル読み込み「名簿ファイル読み込み「名簿ファイル読み込み「名簿ファイル読み込み｣｣｣｣をクリックします。



決めたID、パスワードを登録する(学習者マスターの名簿作成続き)
「参照「参照「参照「参照…..｣｣｣｣ボタンをクリックし、⑥⑥⑥⑥学習者学習者学習者学習者のののの名簿名簿名簿名簿のののの作成作成作成作成 で作成した .Xls を選択します。

右上画面の「アップロード「アップロード「アップロード「アップロード｣｣｣｣ボタンをクリック

「更新「更新「更新「更新｣｣｣｣ボタンをクリックします。

※ TAB区切りテキストファイル,CSVファイル、Excel 95, 97, 
2000, XP, 2003 ファイルに作成した名簿をサーバーへアップ
ロードすることが出来ます。

他学年の学習者のマスター名簿も同様の操作で作成してください。

「保存終了「保存終了「保存終了「保存終了｣｣｣｣ボタンをクリックします。



3.3.3.3.先生先生先生先生とととと子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに登録登録登録登録したしたしたしたIDIDIDID、、、、パスワードをパスワードをパスワードをパスワードを連絡連絡連絡連絡するするするする

・・・・名簿名簿名簿名簿プリントシートのプリントシートのプリントシートのプリントシートの作成作成作成作成、、、、プリントプリントプリントプリント

インタラクティブスタディ ログイン について

授業でのご活用に使用するログインＩＤ・パスワードは基本的に以下のよ
うに設定させていただいております。変更は可能です。

①教職員

【ログイン名】
・運用管理 ・・・ １名登録（情報教育担当の先生にお知らせ）
・授業担当 ・・・ t12001、t12002、 ・ ・ ・

【パスワード】

・パスワードは1に設定しています、ログイン後必ず変更してください。

②児童・生徒

先生と子どもたちに登録したID、パスワードを連絡する

・・・・子子子子どもたちにどもたちにどもたちにどもたちに配配配配るカードをるカードをるカードをるカードを作成作成作成作成しししし配布配布配布配布

【ログイン名】

入学年度（2桁）＋個人番号（3桁）
例・・・2011年入学（11）個人番号（001）

11001
【パスワード】

児童・生徒自身で自分のパスワードは変更可能です、(環境設定で許可・不許可設定できます。)

例・・・1

③名簿の追加・修正

ログイン名、パスワードは追加・変更可能です。詳細は名簿登録ﾏﾆｭｱﾙをご参考ください。



4.4.4.4.クラスにクラスにクラスにクラスに名前名前名前名前をををを付付付付けけけけ、、、、クラスをクラスをクラスをクラスを編成編成編成編成するするするする

クラスに名前を付け、クラスを編成する
①①①①マスターマスターマスターマスター名簿名簿名簿名簿からクラスごとにからクラスごとにからクラスごとにからクラスごとに振振振振りりりり分分分分けけけけ

登録されている学習者のマスター名簿から、クラスご
とに学習者を振り分けます。マスター名簿からクラス
ごとに振り分ける方法と、クラス編成用のテキスト
ファイルを用意して読み込ませ、振り分ける方法があ
ります。

ここでは例として、１学年の学習者マスター名簿から、１年１組を編成します。

画面左の管理者用メニューから、「学習者名簿管理「学習者名簿管理「学習者名簿管理「学習者名簿管理｣｣｣｣ボタンをクリックします。

画面の右上にある「「「「新規作成新規作成新規作成新規作成｣｣｣｣ボタンをクリックします。

クラス名に 年度・学年・組（例：11年度1年1組）と入力し、左下の「クラス｣より「「「「 2011年度年度年度年度1学年学年学年学年｣｣｣｣
を選択し、1組に属する学習者を選択し、「「「「 >>追加追加追加追加 ｣｣｣｣ボタンをクリックします。次に、画面の右上にあ
る、 「「「「保存終了保存終了保存終了保存終了｣｣｣｣ボタンをクリックします。



クラス編成用ファイルを作成して振り分け

名簿ファイルを開きます。

②②②②クラスクラスクラスクラス編成用編成用編成用編成用ファイルをファイルをファイルをファイルを作成作成作成作成してしてしてして振振振振りりりり分分分分けけけけ

学習者マスター名簿から同じログイン名の学習者を検索して、クラスに抽出します。

※念のため、元のExcelデータは、コピーするなどしてバックアップをとっておいて下さい。

３行目を選択し、「データ「データ「データ「データ｣｣｣｣メニューの
「フィルタ「フィルタ「フィルタ「フィルタ｣｣｣｣をクリックします。

「組｣欄にある矢印ボタンをクリックして

表示されるメニューから、

昇順をクリックします。



クラス編成用ファイルを作成して振り分け(続き)

エクセルを起動し、マウス右ボタンをクリックし、「貼り付け」をクリックします。エクセルを起動し、マウス右ボタンをクリックし、「貼り付け」をクリックします。エクセルを起動し、マウス右ボタンをクリックし、「貼り付け」をクリックします。エクセルを起動し、マウス右ボタンをクリックし、「貼り付け」をクリックします。

「ファイル「ファイル「ファイル「ファイル｣｣｣｣メニューから「名前を付けて保存「名前を付けて保存「名前を付けて保存「名前を付けて保存｣｣｣｣を選択します。

ファイル名：1111----1111

ファイル名をつけ、「保存「保存「保存「保存｣｣｣｣ボタンをクリックします。

クラスに名前を付け、クラスを編成する(続き)

クラスに名前を付け、クラスを編成する(クラス編成のもうひとつの方法)

これで、１年１組のクラス編成用ファイルができました。
このファイルをインタラクティブスタディに読み込ませて、クラス｢１年１組｣を編成します。



クラス編成用ファイルを作成して振り分け(続き)

画面左の管理者用メニューから、「学習者名簿管理「学習者名簿管理「学習者名簿管理「学習者名簿管理｣｣｣｣ボタンをクリックします。

画面の右上にある「「「「新規作成新規作成新規作成新規作成｣｣｣｣ボタンをクリックします。

クラス名に 1年1組 と入力し、画面の右上にある「「「「名簿ファイル読み込み名簿ファイル読み込み名簿ファイル読み込み名簿ファイル読み込み｣｣｣｣ボタンをクリックします。

「参照「参照「参照「参照…..｣｣｣｣ボタンをクリックし、作成した 6-1.XlS を選択します。

右上画面の「アップロード「アップロード「アップロード「アップロード｣｣｣｣ボタンをクリックします。

内容を確認し、「更新「更新「更新「更新｣｣｣｣ボタンをクリックし「保存修了「保存修了「保存修了「保存修了｣｣｣｣ボタンをクリックします。


