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＊＊ご利用の前に＊＊
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・スマートレクチャーコレクションを推奨環境下以外で利用すると、不具合が発生する可
能性があります。必ず下記の推奨環境下で利用してください。

OS ブラウザ

Windows Google Chrome Microsoft Edge

Macintosh Safari

Android Google Chrome

iOS Safari

ChromeBook Google Chrome

・OSは常に最新のバージョンにアップデートしておくことを推奨します。
・ネットワークの状態が安定したところで利用してください。
・推奨環境は変更される場合があります。
・ご利用の端末および端末の設定によっては、推奨環境下であっても一簿動作保証しかね

ます。ご了承ください。

◆アカウントの登録

先生から配布されたカードに書いてある
「ユーザーコード」を使って、アカウント
(ログインID、パスワード)を登録します。

ユーザーコード用紙(名刺サイズの紙)

ナビゲーションブックがある場合は、登録
したログインID・パスワードを裏表紙に記
載しておきましょう。

◆利用環境の確認

※「ユーザーコード」はアカウントの登録が完了するまで失くさないようにしてください。

▶ 登録方法は p.4 参照



＊＊目次＊＊
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内容 ページ
【アカウントの登録方法】 4
スマコレホームページにアクセスする 4
ログインページへ進む 4
利用規約を読み、「同意する」にチェックを入れる 4
「初めての方はこちら」をクリックし、ユーザーコードを入力する 4
情報を入力する 5
ログインID・パスワードを設定する 5
登録完了 5
【主な機能の使い方】 6
ホーム画面 6
解説動画を視聴する 8
ライティングする 8
英文の正しい入力方法 9
特殊文字の入力方法 9
英作文を提出する 10
英作文の提出を取り消す 10
添削結果を確認する 11
リライトする 11
添削結果を印刷する 11
添削者を評価する 12
【添削結果の分析】 13
概要 添削分析(フィードバック機能)とは 13
文法分析 《間違いの傾向を確認する》 14
文法分析 《解説動画を視聴する》 14
語彙分析 《語彙スコアとコメントを確認する》 15
語彙分析 《問題別の語彙スコアを確認する》 15
【アプリ版の使い方】 16
アプリをインストールする 16
アプリを起動する 16
アプリ版独自の機能 17
困った時の解決策 17
アプリの更新 17
【ヘルプ Q＆A】 18
【ヘルプ トラブルシューティング】 19



画面右上のログインボタンをクリック
し、「生徒用ログイン」を選択します。

「初めての方はこちら」をクリックす
ると、ユーザーコードの入力画面が表
示されます。

先生から配布されたユーザーコードを
入力し、「次へ」をクリックしてくだ
さい。

※ユーザーコードはアカウント登録時のみ必要です。
登録が完了するまで、カードを失くさないようにし
てください。使用後は廃棄しても構いません。

検索スマコレ 英語

検索サイトで「スマコレ 英語」とい
うキーワードで検索し、スマコレホー
ムページにアクセスします。

先生から配布されたユーザーコード用紙
(名刺サイズの紙)

１. スマコレホームページにアクセスする

２．ログインページへ進む

３．利用規約を読み、「同意する」にチェックを入れる

＊＊アカウントの登録方法＊＊
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利用規約をよく読み、「利用規約・プ
ライバシーポリシーに同意する」に
チェックを入れてください。

４．「初めての方はこちら」をクリックし、ユーザーコードを入力する



学校名が合っていることを確認し、自分の情
報を入力します。

「名前(ローマ字)」、「クラス」、「番号(出
席番号)」は
半角英数字で入力してください。

※「クラス」は、A組(クラス)の場合は「1」、
E組(クラス)の場合は「5」と入力してください。

「学年」は選択式です。

入力が完了したら「次へ」をクリックします。
未入力の項目があった場合、次の画面に移動
できません。

啓林高等学校(A1)
フルネームで入
力してください

任意の「ログインID」「パスワード」を設定し、
登録します。

※ユーザーコードはログインIDではありません。

※IDは半角英数字（文字数制限なし）、パスワードは
半角英数字６文字以上で設定してください。

※ログインIDとパスワードは同じものを設定できません。

※ログインIDが「既に使われています」と表示された
場合は、別のものに設定してください。

※ログインIDは一度設定すると変更できません。

登録が完了すると自動的にログイン画面に戻り、
「正常に登録しました！」の文字が表示されます。

設定したログインIDとパスワードを入力してログ
インすると、画面右上に登録したお名前が表示さ
れます。

※利用規約の「同意する」にチェックを入れていない
とログインできません。

５．ユーザー情報を入力する

６．ログインID・パスワードを設定する

７．登録完了

＊＊アカウントの登録方法＊＊

-5-



＊＊主な機能の使い方＊＊

運営や先生からのお知らせが表示
されます。

最近見た動画が表示されます。
「レッスン開始」をクリックする
と動画が視聴できます。

残りの添削可能題数が表示され
ます。
「状態」欄を見て進捗状況を確
認できます。

先生が指定した課題は、⻩⾊で
⾊付けされます。

Taro Keirin

動画コンテンツを見て学習
します。

英作文を入力して提出しま
す。

添削結果を確認したり、リ
ライトしたりできます。

ベルマークをクリックすると、添削課題や
添削結果に関するお知らせが表示されます。

アイコンをクリックすると、主に使う機能の画面に移動します。

・通知を確認する

・主に使う機能

・お知らせを確認する

●ホーム画面

・最近見た動画の履歴

・解答の進捗を確認する

・プロフィールを編集する
名前の横の▼をクリックすると「プロフィー
ル」という項目があります。そちらから編集
が可能です。
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Taro Keirin

→ 詳しい見方はp.7参照



＊＊主な機能の使い方＊＊

学習完了
リライトまで提出された状態です。再度添
削結果とコメント、リライトを確認し、学
習の振り返りをしましょう。

ホーム画面から見た状態 ライティングから見た状態

◆課題の取り組み状況

未作成
まだ英作文を入力していない状態です。
問題文を読んで英作文を入力し、提出しま
しょう。

作成中
英作文を「下書き保存」している状態です。
提出はされていません。続きを入力して提
出してください。

添削中
提出は完了している状態です。添削結果が
返ってくるまでしばらくお待ちください。

添削済
添削結果が返ってきた状態です。添削結果
とコメントを確認し、リライトをしましょ
う。
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＊＊主な機能の使い方＊＊

ご利用のプランのテキストの解説動画
を視聴することができます。

１．ホーム画面の （解説動画）をク
リックします。

２．視聴する動画を選択し、「レッスン
開始」をクリックすると動画が再生され
ます。

※バーをスライドして倍速で視聴することも
できます。

※解説動画の視聴は2024年3月31日まで可能
です。

※閉じるボタンを押すことで視聴履歴が保存
されますので視聴後は必ず「閉じる」ボタン
をクリックしてください。

●解説動画を視聴する

●ライティングする

＜ライティングから行う場合＞
１．ホーム画面の をクリックし
ます。

２．課題を選択し、「作成」をクリック
します。

英作文の入力・提出をすることができ
ます。

解答可能な問題数に達して
いると、英文の入力欄が表
示されなくなります。
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＜ホーム画面から行う場合＞
ホーム画面下部にある課題をクリック
します。

ホーム画面から ライティングから

※先生が指定した課題は、⻩⾊で表示されます。

※「このテキストでは、あと０題の添削が受け
られます。」というメッセージが「0題」になっ
ていた場合は解答可能な問題数に達したため、
これ以上解答はできません。

p.9へ続く



●ライティングする

３．問題文を読み、解答に必要な
ワード数を確認して枠内に英文を
入力します。

ここに記載されている語数の範囲内でな
いと提出ができません。

「下書き保存」をクリックすると、
その時点までの英文を保存することがで
きます。「下書き保存」はこまめに行っ
てください。

※コピーアンドペースト機能は使用でき
ません。

※提出された英文に不適切な内容が含ま
れている場合、担当の先生へ連絡するこ
とがあります。

※入力した単語数が表示されます。

ここに英文を入力します
0ワード

＊＊主な機能の使い方＊＊

●英文の正しい入力方法の例

Shift + アルファベット大文字 ・・・・
・・・・
・・・・ Shift + 7’アポストロフィー

Shift + 2ダブルクォーテーション

Shift + めクエスチョンマーク ・・・・
Shift + 1エクスクラメーションマーク ・・・・

“
A
？
！

××××悪い例
Today ,Iwanttotalkaboutmy mother’ s favorite songs.She likes to ・・・

〇良い例
Today, I want to talk about my mother’s favorite songs. She likes to ・・・

「r’s(アポストロフィー)」の

後ろは詰めて入力する

単語間は半角スペース

を入れる

「，(カンマ)」の後ろは

半角スペースを入れる

「，(カンマ)」の前は

詰めて入力する

文と文の間は半角スペース

を入れる

●特殊文字の入力方法

※ ＜＞ ←この特殊記号を入力していると英作文が正しく表示されませんので、
入力しないようにしてください。
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I will talk about 'hanami'. It is a Japanese culture and we celebrate it by sitting under the cherry tree while it is fully 

bloomed. 

When we celebrate it, we drink alcohol and eat delicious foods under the trees. Also, there are many kinds of branch 

stores such as Japanese pancake and icecream.

●英作文を提出する

１．「提出」をクリックすると右
図のメッセージが表示されます。
「OK」をクリックすると提出が
完了します。

提出した英作文は、
提出後2時間半以内であれば提出
を取り消すことができます。

１．画面から問題を選択し、「提
出取り消しボタン」をクリックし
ます。

２．提出を取り消した英作文は
「下書き」に保存されます。

●英作文の提出を取り消す

＊＊主な機能の使い方＊＊
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※提出する前に

・Lesson 1の解答をLesson 4の課題に提出してしまった等、問題文の内容に合っていない
解答を提出されるケースがあります。提出しようとしている解答が問題文の内容と合って
いるか確認してください。

２．提出が完了すると自動的に
ホーム画面へ戻り、「正常に提出
されました。添削結果は１週間程
度で返却されます。」というメッ
セージが表示されます。

※提出してから2時間半以上時間が経つと、提出の取り消しはできません。



をクリックすると、ダウンロー
ド・印刷ができます。

生徒C

「リライト」をクリックすると、提出した
問題の添削結果を確認・リライトすること
ができます。
リライト時も「下書き保存」はこまめに
行ってください。

※リライトは添削されません。
※リライトを提出する際は、提出ボタンをクリック
した後に表示される確認のメッセージ内の「OK」ボ
タンまでクリックしてください。

●添削結果を確認する

●リライトする

●添削結果を印刷する

＊＊主な機能の使い方＊＊
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＜添削結果から行う場合＞
１．ホーム画面の （添削結果）を

クリックします。

２．返却されたライティング課題が表示
されます。

３．「振り返る」をクリックすると、提
出した問題の添削結果を確認すること
ができます。

＜ホーム画面から行う場合＞
ホーム画面下部にある「添削済」の課
題をクリックします。

ホーム画面から

添削結果から



添削結果とコメントについて、評価を行うこと
ができます。

添削者名をクリックすると、添削者プロフィー
ルを見ることができます。

返却された添削結果とコメントを、以下の５段
階で評価できます。

●添削者を評価する

＊＊主な機能の使い方＊＊
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☆５・・・とてもわかりやすかった。

☆４・・・わかりやすかった。

☆３・・・どちらでもない。

☆２・・・わかりにくかった。(※コメント必須)

☆１・・・とてもわかりにくかった。(※コメント必須)

１．評価を決め、☆をクリックすると、「こち
らで提出してもよろしいですか。」というメッ
セージが表示されます。評価を確認し、
「OK」をクリックします。

※☆1か☆2を選択した場合は、その理由をコメン
ト欄に入力して送信をクリックしてください。

２．「OK」をクリックすると、メッセージが
表示され、評価が完了となります。

※提出したコメントは、添削の質向上のため管理
者に共有されます。

※評価は同じ画面からいつでも変更が可能です。

※評価は任意です。



【注意事項】
※英作文で使用された語彙のレベルを、「語彙スコア」として算出しています。
語彙スコアは、CEFR-J Wordlistをもとに、A1レベルの単語を1、A2を2、B1を3、B2を
4として平均値を算出しています。
※フィードバック機能の利用には、「VQⅠは10題以上、それ以外は5題以上の添削」が
分析に必要です。
※自動分析の結果は目安としてご利用ください。(スペルミスなどにより、分析結果が
正確に反映されない可能性があります。)

提出された英作文と添削された英作文を比べて、「苦手な文法項目」と「語彙レベル」を
自動分析し、フィードバックする機能です。

＊＊添削結果の分析＊＊
添削分析(フィードバック機能)とは

【添削分析(フィードバック機能)のイメージ】

比較

自動分析

フィードバック

★苦手な文法項目と語彙レベルを確認できる！

★苦手な文法項目を解説動画で復習できる！

提出した
英作文

添削された
英作文
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＊＊添削結果の分析＊＊

●間違いの傾向を確認する

文法分析
過去に取り組んだ英作文の中で、間違いの多い文法項目の上位５項目とその回数を表示。
実際に間違った箇所を確認し、該当の文法項目を解説動画で復習することができます。

１．ホーム画面のメニューバーにある
「添削分析」をクリックします。

２．これまでに取り組んだ英作文で間
違いの多かった文法項目の上位５項目と
その回数が表示されます。

３．各文法項目の、間違いの回数をク
リックすると、実際に間違えた箇所を確
認することができます。

●解説動画を視聴する

各文法項目の「再生」をクリックすると、
該当の文法項目の解説動画を視聴するこ
とができます。

※解説動画は、Vision Questの参考書に
準拠しています。
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＊＊添削結果の分析＊＊
語彙分析
提出した英作文で使用されている語彙レベルを「語彙スコア」として算出し、語彙と文法
等のクロス分析結果のコメントを確認できます。

●語彙スコアとコメントを確認する

ホーム画面のメニューバーにある「分析結
果」のページに入り、「語彙」のタブをク
リックすると、問題別の語彙スコアと語彙
と文法等のクロス分析結果のコメントを確
認できます。

問題別の語彙スコアを時系列でグラフ化し、
表示します。

※棒グラフが自分の語彙スコア、折れ線グラフ
が学校の平均語彙スコアを示しています。

●問題別の語彙スコアを確認する

各問題をクリックすると、提出した英作文
で使用された単語の語彙レベルがそれぞれ
表示されます。

英作文で使用されている語彙レベルの割合
がグラフ化され、表示されます。

自分の語彙スコアや、学校の平均語彙スコ
ア、語彙と文法等のクロス分析結果のコメ
ントが表示されます。
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＊＊アプリ版の使い方＊＊

iPhone、iPadの方は「App Store」、
Androidの方は「Google Play」から「ス
マートレクチャーコレクション」をインス
トールします。
その他動作環境については2ページを参照
してください。

スマートレクチャーコレクションはアプリでの利用も可能です。アプリのインストール
は任意です。ご利用の際はこのマニュアルの16〜17ページを参照してください。

検索検索検索検索スマコレ

スマートレクチャーコレクションスマートレクチャーコレクションスマートレクチャーコレクションスマートレクチャーコレクション

App Store Google Play

インストールインストールインストールインストール

アプリのインストールは無料です。

１．アカウントを入力する
ブラウザ版のスマートレクチャーコレクショ

ンで作成したアカウントのログインIDとパス
ワードを入力してください。

２．SLCから添削完了等の通知を受け取る
添削完了のプッシュ通知が届きます。あらか

じめスイッチはオンになっています。オンのま
まにしておくことを推奨します。

３．情報が入力できたら「保存」をタップする

2回目以降のログイン時
ログイン画面にIDとパスワードが表示され
ています。ログインボタンをタップしてロ
グインしてください。

●アプリをインストールする

●アプリを起動する

-16-

★スマホやタブレットからワンタッチでスマコレへアクセスできます。

★添削完了通知ですぐに結果を確認できます。

★隙間時間でいつでもスマコレができます。

◎アプリ版を使うと便利なところ

保存

▼iPhone ▼Android

●●●●●●●●

アプリ版からアカウント登録はできません。
登録がお済みでない場合は、ブラウザ版のス
マートレクチャーコレクションからアカウン
トの登録を行ってください。



＊＊アプリ版の使い方＊＊

【添削完了通知】
アプリ版では、英作文の添削完了後、端末のロック
画面に通知が届きます。

表示内容は、「添削完了」、「テキスト名」、
「レッスン名」です。

通知が届いたら、アプリにアクセスして添削結果を
確認しましょう。

▼画面全体
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●アプリ版独自の機能

●困った時の解決策

■アプリがインストールできない
端末の容量を確認してください。容量が不足していると、アプリのインストールができ

ない可能性があります。不要なデータを削除してインストールしてください。
または、電波状況が良好な場所でインストールを行ってください。

■アプリをアンインストールしてしまった
「App Store」、「Google Play」から再インストールしてください。再インストール後

は再度ユーザー情報の入力が必要になります。

■ログインできない
ログインID・パスワードが正しいものか確認してください。

ブラウザ版のスマートレクチャーコレクションでパスワードを変更した場合、アプリ版で
も変更したパスワードを入力するようにしてください。

■添削完了通知が届かない
ログイン画面で通知許可のスイッチが「オン」になっているか確認してください。

■画面がフリーズしてしまった
一度アプリを閉じて起動し直してください。念の為、端末自体も再起動いただくことを

推奨します。

●アプリの更新
アプリは随時バージョンアップされます。バージョンアップには軽微不具合の修正など

も含まれますので、アプリの最新バージョンが公開されましたら、アプリのアップデート
を行って頂きますよう、お願い致します。



＊＊ヘルプ Q＆A＊＊
Q ユーザーコードを失くしました。
A 先生に申し出てください。

Q ユーザーコードを入力すると、「このユーザーコードは無効です」というメッセージが表示されます。
A ユーザーコードが無効の場合、誤ったユーザーコードを入力しているか、既に登録されている可能性がありま
す。もう一度ユーザーコードを正しく入力してください。それでも解決しない場合は、先生に申し出て登録がされ
ているか確認してください。

Q アカウントが登録できません。
・未入力の項目がないか確認してください。
・「このログインIDは既に使用されています」とメッセージが表示された場合は、別のログインIDを設定してくだ
さい。
・ログインIDとパスワードを同じものに設定していた場合は別のものに変更してください。
・解決しない場合は、先生に申し出てください。

Q ログインできません。
A 誤ったログインIDまたはパスワードを入力している可能性があります。もう一度正しい情報を入力してくださ
い。それでも解決しない場合は先生に申し出てください。

Q ログインIDを忘れました。
A 先生に申し出てログインIDを確認してください。

Q パスワードを忘れました。
A 以下の流れで再設定をしてください。

１．先生に申し出て仮のパスワードを再設定してもらう。
２．仮のパスワードで「マイページ」にログインする。
３．ホーム画面の「サブメニュー」から「パスワード変更」のページに移動し、新しいパスワードを設定する

Q 一度提出した英作文の提出を取り消すことはできますか？
A 提出後2時間半以内でしたら取り消し可能です。取り消した英作文は、下書きに保存されます。

Q ライティングが指定されておらず入力できません。
A 担当の先生に確認をしてください。

Q  間違った情報(学年、クラス等)を登録してしまいました。
A マイページ名前右横の、▼をクリックすると表示されるタブの中に、 「学年、クラス、番号の変更」という項
目があります。そちらから、情報の変更を行ってください。

Q  ログインIDまたはパスワードを変更したいです。
A ログインIDの変更はできません。パスワードの変更は、マイページ名前右横の、▼をクリックすると表示され
るタブの中に、「パスワードの変更」という項目がありますので、そちらから行ってください。

Q  問題を違う所に提出してしまいました。
A 提出後2時間半以内でしたら取り消し可能です。２時間半経った場合、提出の取り消しはできません。

Q  テキストが表示されません。
A アカウントを「昨年度」と「今年度」のものと2つ作成されていた場合、「昨年度」のアカウントにログインす
ると、テキストは表示されません。「今年度」のアカウントにログインしてください。

Q  問題の解答欄が表示されません。
A 解答可能な問題を全て解いている場合、問題の解答欄は表示されません。ホーム画面、もしくはライティング
画面の「状況」欄を確認してください。

Q 添削が返ってくるのはいつですか。
A 添削結果は1週間程度で返却されます。

Q 添削内容について不明な点があります。
A 先生に申し出てください。

不明な点、困ったことがあったらこちらをご覧下さい。
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＊＊ヘルプ トラブルシューティング＊＊
動画を視聴することができない、英作文が提出できない、英作文が保存できない、デー
タが正しく表示されない等、不具合が生じた場合

１．p.2に記載されている推奨環境下で利用されているか確認してください。

２．上記１で解決しない場合、使用している端末を再起動してください。

３．上記２で解決しない場合、使用しているブラウザのキャッシュクリアしてください。

４．上記１〜３で解決しない場合、担当の先生またはホームページのお問い合わせ
フォームよりお問い合わせください。

その他困ったことがあれば、右のQRコードを読み取り、
スマコレホームページの「よくある質問」を参照してください。

マニュアルはダウンロードできます。
ホーム画面にある「マニュアルダウンロード」タブを
選択すると、マニュアルをダウンロードできます。
（スマコレのホームページからも閲覧可能です。）

Google Chrome
① Google Chromeの「設定(三つの点のアイコン)」を開く。
② 「履歴」をクリック。
③ 「閲覧履歴データの削除」をクリック。
④ 項目を確認し、「データを削除」をクリック。

Microsoft Edge
① Microsoft Edgeの「設定(三つの点のアイコン)」を開く。
② 「履歴」をクリック。
③ 「その他のオプション(三つの点のアイコン)」 、 「閲覧履歴データの削除」をクリック。
④ 項目を確認し、「データを削除」をクリック。

Safari
① iPhoneの「設定」アイコンをタップ。
② 「Safari」という項目をタップします。
③ ②で表示されたページの下部にある「履歴とwebサイトのデータを消去」をタップ。
④ 確認のメッセージが表示されたら、「履歴とwebサイトのデータを消去」ボタンをタップ。
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＜問い合わせる場合＞
以下の情報をお知らせください。

・ご利用中の端末・OS（バージョン含む）・ブラウザ
・問題発生時の画面のスクリーンショット（ URLアドレスバー含む）



世界世界世界世界とつながる喜び喜び喜び喜びを日常日常日常日常へ


