
教員用マニュアル

【【【【留意点留意点留意点留意点』』』』

１．生徒の登録が完了するまでユーザーコードを失くさないよう、１．生徒の登録が完了するまでユーザーコードを失くさないよう、１．生徒の登録が完了するまでユーザーコードを失くさないよう、１．生徒の登録が完了するまでユーザーコードを失くさないよう、

ご留意下さい。ご留意下さい。ご留意下さい。ご留意下さい。

２．生徒の登録完了後、生徒が解く「問題の指定」を行ってください。２．生徒の登録完了後、生徒が解く「問題の指定」を行ってください。２．生徒の登録完了後、生徒が解く「問題の指定」を行ってください。２．生徒の登録完了後、生徒が解く「問題の指定」を行ってください。
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＊＊ご利用にあたって＊＊
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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部動作保証しかね
ます。ご了承ください

◆ 生徒への指示

① 生徒へ資料を配布
ユーザーコードやマニュアルを生徒に配布してください。
※ ユーザーコードは紛失しないよう生徒へ必ずお声掛けをお願い致します。

② 生徒の登録状況を確認
「教員用ログイン情報」に記載されているログインIDとパスワードで管理者用システ
ムにログインし、生徒の登録状況を確認してください。

③ 生徒が解く問題を指定
初期設定では生徒が解答できないように問題が「Lock」されていますので、問題指定
を行ってください。 ▶ 問題指定方法は p.6〜8 参照

▶ 登録状況の確認方法は p.5 参照

◆ 利用環境の確認

OS ブラウザ
Windows Google Chrome Microsoft Edge

Macintosh Safari

Android Google Chrome

iOS Safari

ChromeBook Google Chrome



＊＊目次＊＊
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＊＊管理者用アカウントにログインする＊＊
１. スマコレホームページにアクセスする

同梱の「教員用ログイン情報」に記載
されているログインID・パスワードを
入力し、ログインします。

画面右上のログインボタンをクリック
し「管理者用ログイン」を選択します。

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。

２．ログインページへ進む

３．ログインする
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＊＊ホーム画面の使い方＊＊

添削の状況を表示しています。

登録した生徒の一覧です。

学年やクラス、名前で検索することができます。

生徒の添削結果を確認します。
生徒の情報を編集します。

生徒A

生徒B

運営からのお知らせを表示しています。
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●通知を確認する

●添削状況を確認する

●生徒の登録状況を確認する



１．「問題を指定する」をクリッ
クします。

２．指定したい問題のチェック
ボックスに☑を入れます。

レッスン番号または生徒の番号
をクリックすると、全選択がで
きます。

生徒の一覧が表示されます。学年
やクラス、名前で検索し、指定を
行う生徒を絞りこむこともできま
す。

３．「問題指定を確定する」を
クリックします。

生徒A

生徒B

生徒C

生徒D

生徒E

生徒F

生徒A

生徒B

生徒C

生徒D

生徒E

生徒F

例) 生徒Dは問題4題、類題1題で合計5題とカウントされます。

●生徒が解答できる問題を指定する

＊＊ライティングトピック一覧＊＊
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生徒に解かせる問題の指定、問題の確認・印刷を行うことができます。
（出荷時生徒が問題を解けないよう、問題に「Lock」がかかっています。）

生徒A

生徒B

生徒C

生徒D

生徒E

生徒F

生徒G

生徒H

生徒I
生徒J

生徒K
生徒L

この時点で登録が完了していな
い生徒には問題指定が反映され
ません。
問題指定後に登録した生徒は、
個別で問題指定を行ってくださ
い。

問題で1題、類題で1題とカウントされます。

p.7へ続く



＊＊ライティングトピック一覧＊＊
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指定された問題は、生徒の画面で
⻩⾊でハイライトされます。

問題指定が完了すると、生徒に自動
で通知が送信されます。

作成

４．「正常に問題指定が行われ
ました」というメッセージが表
示されたら、指定完了となりま
す。

生徒A

生徒B

生徒C

生徒D

生徒E

誤った問題を指定した場合、
☑☑☑☑を外して再度「問題指定を
確定する」ボタンを押すと指
定を取り消すことができます。

生徒画面

生徒画面

生徒画面

「Lock」をかけた状態で問題指定
を行わないと、生徒用画面で右図
のように表示されます。
必ず問題指定を行ってください。



＊＊ライティングトピック一覧＊＊

●ライティングトピックの確認と印刷

ご利用のプランのライティングト
ピックを確認することができます。

「印刷」をクリックすると、印刷
プレビューが表示されます。

サイズ等を任意で調整して印刷し
てください。
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※生徒に問題を自由に解かせたい

問題指定自体は解答すべき問題を示す機能であり、ほかの問題への解答を制限する機能で
はありません。【「Unlock」にして問題指定を行っている】場合、生徒は「指定していな
い問題も解ける状態」になりますので、ご留意ください。

「Lock」を「Unlock」にしてください。

「Unlock」から再度「Lock」にすると、
右のような通知が生徒へ送信されます。

生徒ごとに問題の「Lock／ Unlock 」を
変えることはできません。
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●解説動画の視聴履歴画面へ移動する

生徒がどの動画をどのくらい視
聴したか確認できます。

ホーム画面のメニューバーにあ
る「解説動画の視聴履歴」をク
リックすると解説動画の視聴履歴
画面が表示されます。

＜レッスンごとに確認する＞
１．「Lesson 〇」ボタンをク
リックします。

２．選択したレッスンの解説動画
の視聴履歴(全生徒分)が表示され
ます。

生徒A

生徒C
生徒D
生徒E

生徒B

生徒F

生徒A

生徒C
生徒D
生徒E
生徒F
生徒G

生徒K

生徒B

生徒H
生徒I
生徒J

生徒L
生徒M
生徒N
生徒O
生徒P
生徒Q
生徒R
生徒S
生徒T生徒A

生徒C
生徒B

●視聴履歴を確認する

生徒A

生徒C
生徒D
生徒E
生徒F

生徒B

ご利用のプランの解説動画を視聴
することができます。視聴したい
解説動画の「レッスン開始」をク
リックすると、解説動画が再生さ
れます。

バーをスライドして倍速で視聴す
ることも可能です。

●解説動画を視聴する

＊＊テキストの解説動画・解説動画の視聴履歴＊＊



■履歴の見方

・⻘いゲージ…視聴したところ
・白いゲージ…視聴していないところ
(早送りをすると視聴したことにはな
りません。)

Lessonのパーセンテージ：
当Lesson全体の平均視聴率

メーター右のパーセンテージ：
動画１個あたりの視聴率

生徒A

生徒C
生徒D
生徒E
生徒F
生徒G

生徒K
生徒L
生徒M
生徒N
生徒O
生徒P
生徒Q
生徒R

生徒B

生徒H
生徒I
生徒J

生徒S
生徒T

生徒C
生徒D
生徒E
生徒F
生徒G

生徒K
生徒L
生徒M
生徒N
生徒O
生徒P
生徒Q

生徒B

生徒H
生徒I
生徒J

生徒A

※視聴履歴における注意点

＊ネット環境が不安定な場合、動画が止まった
りしたことで視聴履歴が正しく保存されない可
能性があります。

＊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、生徒に動画視聴後は必ず「閉じ
る」ボタンを押すよう伝えてください。
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＜生徒ごとに確認する＞

１．「グラフ」ボタンをクリック
します。

２．生徒が視聴した全ての動画の
視聴履歴が表示されます。

生徒A

生徒C
生徒D
生徒E
生徒F
生徒G

生徒K
生徒L
生徒M
生徒N
生徒O
生徒P
生徒Q

生徒B

生徒H

生徒J
生徒S

生徒I

＊＊解説動画を視聴する・動画視聴履歴機能＊＊



＊＊添削状況一覧＊＊

●・・・提出済
〇・・・添削済
◎・・・リライト済

「印刷」をクリックすると、印
刷プレビューが表示されます。
サイズ等を任意で調整して印刷
してください。

添削状況をクリックすると、
解答を確認することができま
す。

生徒A

生徒B

生徒G

生徒C

生徒D

生徒E

生徒F

生徒H

生徒I

生徒J

生徒K

生徒L

生徒M

生徒A

生徒N

●生徒の添削状況を確認・印刷する

添削状況を確認することがで
きます。学年やクラス、名前
で確認したい生徒を検索する
ことができます。

生徒A

生徒B

生徒C

生徒D
生徒E
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●生徒の添削状況一覧をCSVで出力する

生徒の添削結果にミスがあっ
た場合や疑問が生じた場合、
画面下部のフォームから問い
合わせることができます。

フォームに必要事項を入力し、
「送信」をクリックすると、
内容が送信されます。

カテゴリーは、複数選択が可
能です。

送信が完了すると、下記のメッセージが表示されます。

「CSV出力」をクリックすると、
ファイルがダウンロードされま
す。

ダウンロードされたファイルを
クリックすると、添削状況一覧
のCSVデータを取得することがで
きます。

生徒A

生徒C

生徒D

生徒E

生徒F

生徒G

生徒K

生徒L

生徒M

生徒N

生徒O

生徒P

生徒Q

生徒R

生徒B

生徒H

生徒I

生徒J

生徒A

生徒B

生徒G

生徒C

生徒D

生徒E

生徒F

●添削・コメントについてのお問い合わせ

＊＊添削状況一覧＊＊
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１．「添削結果の印刷」をクリッ
クします。

生徒A

生徒B

生徒C

２．印刷したい添削結果のチェック
ボックスに☑を入れます。

レッスン番号または生徒の番号をク
リックすると、全選択ができます。

３．「印刷」をクリックします。

生徒D

生徒E

印刷したい学年やクラス、名前を
検索することができます。

生徒A

４．チェックを入れた添削結果が
PDFで表示されます。

サイズ等を任意で調整して印刷し
てください。

生徒C

生徒A

生徒B

生徒C

生徒D

生徒E

生徒F

●添削結果を印刷する

＊＊添削状況一覧＊＊
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【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。

※添削結果の分析(フィードバック機能) の利用には、安定した分析結果を提示するため「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。)

生徒が提出し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(フィードバック機能) のイメージ】

比較

・生徒一人ひとりの苦手な文法
項目と語彙レベルを確認でき
る！

・学年/クラス単位の苦手な文
法項目と語彙レベルを確認でき
る！

フィードバック

生徒が提出した英作文 添削された英作文

【先生】

・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！

【生徒】

＊＊添削結果の分析＊＊
添削分析(フィードバック機能)とは
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自動分析

【文法分析】
生徒が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、
個人単位、学年/クラス単位で表示します。

【語彙分析】
生徒が書い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、個人単
位、学年/クラス単位で表示します。

※生徒が問題を解答していない場合は、「分析情報なし」と表示されます。
※該当文法項目の間違いをしていない場合は、「選択文法項目の間違いなし」と表示されます。



＜生徒別に確認する＞
１．ホーム画面のメニューバー

にある「添削結果の分析」を
クリックし、分析したい生徒
に☑を入れ、 「選択した生徒
を分析」をクリックします。
「全」をクリックすると、最
大50名まで選択が可能です。

※分析可能題数に達していない
生徒には☑☑☑☑を入れることができ
ません。

２．選択した生徒別に間違いの
多い文法項目の上位５項目と
その回数が表示されます。

３．間違いの回数をクリックする
と、生徒が実際に書いた英文を
確認することができます。

生徒C

生徒D

生徒E

生徒G

生徒C

生徒A

生徒B

生徒C

生徒E

生徒D

生徒A

生徒B

生徒C

生徒D

生徒E

生徒F

＊＊添削結果の分析＊＊
文法分析 ●間違いの傾向を確認する

＜学年/クラスごとに確認する＞
１．分析したい問題番号の上に

ある「分析」ボタンをクリッ
クします。 生徒A

生徒B

生徒C

問題別に、学年/クラス単位で
間違いの多い文法項目の上位５
項目と、その回数が表示されま
す。

啓林館高等学校

２．間違いの回数をクリック
すると、生徒が実際に書い
た間違いを含む英文を確認
することができます。

生徒C

生徒E

生徒G

生徒H

生徒J

生徒F

生徒I

生徒D
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＊＊添削結果の分析＊＊

＜生徒別に確認する＞
１．ホーム画面のメニューバーにあ

る「添削結果の分析」をクリック
し、分析したい生徒に☑を入れ、
「選択した生徒を分析」をクリッ
クします。

２．選択した生徒の分析結果が表示
されるので、「語彙」のタブをク
リックします。選択した生徒の平
均語彙スコアや問題別の語彙スコ
アが表示されます。

＜問題別に確認する＞
確認したい問題の語彙スコアをク
リックすると、生徒が英作文で使
用した単語の語彙レベルがそれぞ
れ表示されます。

高等学校

生徒C

生徒D

生徒E

生徒F

生徒G

生徒A

生徒B

生徒C

生徒D

生徒E

生徒F
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語彙分析 ●語彙スコアを確認する

＜学年/クラス別に確認する＞
１．分析したい問題番号の上に

ある「分析」ボタンをクリッ
クします。

生徒A

生徒B

生徒C

生徒D

英作文で使用されている語
彙レベルの割合をグラフ化

選択した生徒の語彙スコア
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

問題別の語彙スコアを時系
列でグラフ化

棒グラフ
選択した生徒の語彙スコア

折れ線グラフ
学校の平均語彙スコア

２．選択した問題の分析結果が
表示されるので、「語彙」の
タブをクリックします。
学年/クラス単位で、その問題
の語彙スコア(平均値等)が表
示されます。

啓林館高等学校

３．クラスの語彙スコアをク
リックすると、選択したクラ
スの生徒別の語彙スコアを確
認することができます。また、
語彙と文法等のクロス分析結
果のコメントを確認すること
ができます。

生徒A

生徒B

生徒C

生徒D

生徒E



生徒にお知らせを出すことがで
きます。

１．「お知らせを作成する」を
クリックし、作成画面へ進み
ます。

２．必要事項を入力し、「保
存」をクリックすると、お知
らせが送信されます。

送信したお知らせは、管理者用
画面で右の画像のように表示さ
れます。表示期限を過ぎても、
管理者用画面には記録が残りま
す。

生徒には自動で通知が送信され、
右の画像のように表示されます。

「編集ボタン」をクリックする
と、お知らせの内容を編集する
ことができます。

編集画面

●お知らせを出す
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●解答ダウンロード・マニュアルダウンロード

一学年のみ選択

複数選択可能

表示期限指定(任意)

各レッスンの解答(Ace、Hopeを除く)を
ダウンロードすることができます。
WordファイルまたはPDFファイルでの
ダウンロードが可能です。

マニュアルは以下の3つをPDFファイル
でダウンロードできます。

・教員用マニュアル
・生徒用マニュアル
・テキスト追加マニュアル

＊＊お知らせを出す・解答ダウンロード・マニュアルダウンロード＊＊



１．「ホーム」の「登録情
報」内の、該当する生徒の

「編集」をクリックします。

２．正しい情報を入力し、
「保存」をクリックすると、
情 報 が 更 新 さ れ ま す 。 生徒A

３．ページ上部に「登録情報
は正常に更新されまし

た。」というメッセージが表
示されます。

生徒用画面または管理者用画面から情報の修正ができます。
（生徒用画面から修正を行う場合は、生徒用マニュアルを参照してください。）

kjs01

kjs02

kjs03

kjs04

生徒A

生徒B

生徒C

生徒D

●生徒が誤った情報を登録した

＊＊トラブルシューティング＊＊
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●生徒がユーザーコードを失くした

生徒の重複登録を防ぐ為、該当生徒が登録できているか事前にご確認ください。
生徒の登録ができておらず、ユーザーコードを紛失している場合は、ご利用のプランを
啓林館の営業担当者へお知らせください。



＊＊トラブルシューティング＊＊
●生徒がログインIDを忘れた

●生徒がパスワードを忘れた

「ホーム」の「登録情報」
内のログインIDを確認し、
該当の生徒へ伝えてください。

※前年度のアカウント情報を確認
する場合は、前年度の管理者アカ
ウントから確認してください。

kjs01

kjs02

kjs03

生徒A

生徒C

生徒B

生徒A

生徒B

生徒C

生徒D

kjs01

kjs02

kjs03

kjs04

生徒A

生徒A
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生徒A

１．「ホーム」の「登録情報」
内の、該当する生徒の「編
集」をクリックします。

２．「パスワード変更」をク
リックします。

３．「新しいパスワード」と
「新しいパスワード(再入
力)」を入力し、「パスワー
ド変更」をクリックします。

４．ページ上部に「パスワード
は正常に変更されました」
というメッセージが表示さ
れます。変更したパスワー
ドを生徒へ伝えてください。
ログイン後、生徒は自身の
ページでパスワードを変更
できます。



●生徒がログインできない

＊＊トラブルシューティング＊＊

●生徒画面でテキストが表示されない
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・正しいログインIDとパスワードを入力されているか、確認してください。

・「ユーザーコード」はログインIDとは異なります。ユーザーコードをログインID欄に
入力していないか確認してください。

・ログインIDとパスワードが合っているにも関わらずログインできない場合は、端末の
再起動とブラウザのキャッシュクリアをお試しください。キャッシュクリアの詳細に
つきましては p.22 をご参照ください。

・端末の再起動とブラウザのキャッシュクリアを行ってもログインできない場合は、該
当生徒のアカウントのパスワードを仮のものに設定してください。

※ログイン時、エラーメッセージが表示された場合
何らかの原因でアカウントの登録が正常に行われなかった可能性があります。その際
はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

前年度のアカウントと今年度のアカウントを所持している場合、「前年度のアカウン
ト」にログインしている可能性があります。前年度のアカウントは利用期間が終了してい
るため、テキストが表示されませんので、今年度のアカウントにログインするよう伝えて
下さい。



●生徒が英文を提出できない(解答欄が表示されない)

「添削状況一覧」から生徒が
提出している英文の数を確認
してください。

提出した問題数が採用プラン
の上限題数に達している場合、
英文提出はできません。

【例】
採用プランの題数が5題の場合

添削状況一覧
Kさんは5題の英文を提出済です。
※問題で1題、類題で1題とカウントさ
れます。

生徒A

生徒C

生徒D

生徒E

生徒F

生徒G

生徒K

生徒L

生徒B

生徒H

生徒I

生徒J

生徒K

生徒L

生徒H

生徒I

生徒J

Kさんのライティング画面
採用プランの題数の問題を解
答し終えていると右のように
英文を記入する枠や提出ボタ
ンなどは表示されません。

＊＊トラブルシューティング＊＊
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●リライトを提出したのに提出されていない

「下書き保存」の方をクリックして
いないか、または提出ボタンをク
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
クリックしているか生徒に確認して
ください。

生徒のライティング画面



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。

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」をタップ。
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」をタップ。

＊＊トラブルシューティング＊＊
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●その他の不具合

＜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）

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。



＊＊ Q＆A ＊＊
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Q 管理者画面にログインできません。
A パスワードが変更されている可能性があります。関係の先生にご確認をお願いいたします。解決しない
場合は、ホームページのお問い合わせフォームからお問い合わせください。

Q 問題指定をしたはずですが、指定されていない生徒がいました。
A 問題を指定した時点で、該当の生徒の登録が完了していなかったことが原因だと考えられます。管理者
画面で、再度問題指定を行ってください。

Q 生徒が間違った問題を解答してしまいました。取り消しはできますか？
A 提出後2時間半以内でしたら生徒用画面か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 添削結果が返ってくるまでどのくらいかかりますか？
A 添削結果は1週間程度で返却されます。 ※時期によって添削が混み合う場合がございます。

Q 添削結果にミスがありました。
A p.13の「添削・コメントについてのお問い合わせ」をご確認の上、詳細をご報告ください。

Q 利用期限はいつまでですか？
A ご利用開始日より年度末(3月31日)までです。利用期限内に提出された英作文は添削・返却されます。

Q 利用期限を過ぎても、管理者画面にログインできますか？
A ご利用期限を過ぎても、ログインして生徒の学習内容を確認することは可能です。

Q 前年度のアカウントにログインしたいのですが、ログイン情報が分からなくなりました。
A ホームページのお問い合わせフォームからお問い合わせください。

Q 生徒は、利用期限を過ぎてもアカウントにログインすることはできますか？
A ご利用期限を過ぎても、アカウントへのログインは可能です。過去に提出した添削結果を確認すること

ができます。解説動画の視聴はできません。

Q 生徒が、本来テキスト追加をすべきでしたが新しくアカウントを登録してしまいました。どのように対
応すればいいですか？

A 新しくアカウントを登録しても、問題なく利用できます。新しいアカウントにログインし、利用してく
ださい。過去に提出した英作文は、以前登録したアカウントで確認できます。

Q ログインできない
A 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。

Q 添削完了通知が届かない
A 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。

Q 画面がフリーズしてしまった
A 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。

よくある質問

アプリ版について



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


