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1. はじめに 

本書では、National Geographic Learning オンライン練習で教育機関管理者アカウントをセッ

トアップして管理する方法について説明します。 

2. アカウントの種類 

オンライン練習のプラットフォームには、３種類のアカウントがあります。 

a. 教育機関管理者 

教育機関管理者の役割が行う作業は次のとおりです。 

- コースの管理 

- ユーザー (講師および生徒) の管理 

- 生徒、コース、および講師のレポートの管理とエクスポート 

- メッセージの管理 

教育機関ごとに作成できる教育機関管理者アカウントは１つだけです。 

b. 講師 

講師の役割が行う作業は次のとおりです。 

- 課題の管理 

- 生徒の進捗状況と成績簿の管理 

- 生徒とコースのレポートの管理およびエクスポート 

- オンラインバージョンの Classroom Presentation Tool へのアクセスと

使用 

- 保護者/生徒との連絡 

講師は一度に複数のコースを担当することができますが、各コースを担当できる

講師は１人だけです。 

c. 生徒/保護者 

生徒/保護者の役割が行う作業は次のとおりです。 

- モバイル デバイスに最適化された使いやすい対話型ユーザーインターフ

ェイスを使用してアクティビティやゲームをする 

- 進捗状況および成績に基づいてアワードを獲得する 

- 成績簿で生徒の進捗状況を追跡する 
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3. 推奨システム 

本製品の最小推奨システム要件は、以下のとおりです。 

 

オペレーティング システム: 

● Windows (64 ビットのみ) 7/8/8.1/10 

● Mac OS 10.13 以降 

● Ubuntu 18.04 以降 

ブラウザー: 

    Windows 

● Chrome の最新バージョン 

● Firefox の最新バージョン 

● Edge の最新バージョン 

    Mac 

● Safari の最新バージョン 

 

インターネット速度:2 Mbps 

RAM:4 Gb 

ハード ドライブの容量:100 Mb の空き領域 

画面寸法: 

● 768 * 1024 px (横向き) 

● 1334 * 750 px (縦向き) 

 

最適な成果が得られるように、[設定] > [システム] > [ディスプレイ] の [拡大縮小

とレイアウト] セクションで表示画面を 100 % に設定します。 
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4. 最初の手順 

National Geographic Learning オンライン練習を教育機関管理者として使用するには、まず、

自身の教育機関のコースおよびユーザーを管理できるように National Geographic Learning 

に連絡し教育機関管理者アカウントを作成する必要があります。 

National Geographic Learning から提供された資格情報を使用して learn.eltngl.com にアク

セスし、サインインします。 

初回サインイン時に、パスワードの変更、および、利用規約とプライバシーに関するポリシー

の承諾を求めるメッセージが表示されます。直ちに変更・承諾し更新してください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learn.eltngl.com/
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5. マスターコースのセットアップ 

コースまたはユーザーを作成するには、学校または教育機関で採用している教材またはマスタ

ーコースを追加する必要があります。自習型コースおよび講師指導型コースはこれらのマスタ

ーコースに基づいて作成されます。 

マスターコースを追加するには、[マスターコース] に移動して  をク

リックします。 

 

新しいウィンドウで、マスターコースのキーまたはトークン (National Geographic Learning 

から教育機関に提供) を入力する必要があります。 

 
 

新しいマスターコースを保存すると、マスターコースリストに表示されます。 
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6. コース管理 

[コース管理] セクションでは、コースの作成、編集、インポート、およびエクスポートを行う

ことができます。コースは、自習する生徒に対しては自習型、講師が指導する授業を受ける生

徒に対しては講師指導型となります。 

 

１人の講師が、コースごとに生徒が異なるコースを複数指導する場合 (例：月曜日午前のクラ

ス、火曜日午前のクラス、月曜日午後のクラスがそれぞれレベル１など)、これらのクラスはす

べて個別に指定する必要があります。 

生徒がコースに登録してプラットフォームにアクセスするにはコースキーが必要となるため、

コースは事前に作成しておく必要があります。 

メイン画面には、作成されたすべてのコースのリストとコース詳細が表示されます。 

- コース名:コースの名前。 

- 作成日:コースが作成された日付。 

- 講師:講師がコースを指導する場合は、その講師の名前がこの列に表示されます。自習

型コースは  アイコンで示されます。 

- 生徒:コースに登録している生徒の数。 

- 開始日:生徒がコースを見ることができ、学習を開始できる日付。 

- 終了日:コースが終了する日付。 
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コース名やコース名の一部を検索バーに入力すると、具体的なコース名を簡単に検索できま

す。自習型コース別や講師指導型コース別にクラスをフィルター処理することもできます。 

 

ドロップダウン  アイコンをクリックすると、以下の列フィールドリストの情報を並べ替え

ることもできます。 

- コース名 

- 作成日 

- 開始日 

- 終了日 

 
 

a. コースの作成 

新しいコースを作成するには、[新しいコース +] ボタン を

クリックします。新しいウィンドウが表示されたら、次のコース情報を入力しま

す。 

■ コース名:講師が見るコース名。 

■ コースキー:[保存] をクリックし新しいコースが作成されると、コース

キーはシステムによって自動的に生成されます。 

■ 開始日:コースが開かれ生徒が学習を開始できるようになる日付。 

■ 終了日:コースが終了する日付。 

■ 追加情報:400文字まで入力できます。 

■ コースの種類:自習型または講師指導型。 

■ マスターコース:使用するマスターコースを選択します (例：Look Level 

1など)。 

■ 講師:コースを指導する講師を選択します。１つのコースを指導できるの

は講師１人だけです。自習型コースの場合は、講師を選択しないでくだ

さい。 

[保存] をクリックすると、新しいコースがコースリストに表示されます。 
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b. 新しいコースの一括作成 

複数のコースを一度に作成する場合は、テンプレートに項目を記入して複数のコ

ースをインポートするオプションがあります。  をクリックし、

指示に従ってテンプレートをダウンロードおよびアップロードします。 
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テンプレートの入力フィールドは次のとおりです。 

• マスターコースコード* 

• コース名* 

• 開始日:dd-MMM-yyyy (例: 1-JAN-2019) 形式を使用してください 

• 終了日:dd-MMM-yyyy (例: 1-JAN-2019) 形式を使用してください 

• 追加情報 

• 講師 (ユーザーネーム):講師のユーザーネームを指定します (コースが

講師指導型の場合) 

 

注意:アスタリスク (*) が付いたフィールドは必須です。テンプレートは csv 

形式のファイルでアップロードする必要があります。 

 

 

テンプレートを指定の場所にドラッグするか、[参照] をクリックしてファイル

をインポートします。 

 
[送信] をクリックしてユーザーをアップロードします。 

プラットフォームで csv ファイルが処理され、アップロードのステータスが表

示されます。 
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テンプレートにエラーがある場合は、次の警告が赤色で表示されます。 

 
システム内に既に登録されているコースがテンプレートに含まれている場合は、

オレンジ色で警告が表示され、更新されるコースの数が表示されます。 

 

c. コース詳細のエクスポート 

作成されたすべてのコースのリストをエクスポートしてその情報を抽出するに

は、  をクリックします。コースは、次の情報を含む csv 形

式のドキュメントでエクスポートされます。 

- マスターコース 

- コース名 

- コースキー 

- 開始日 

- 終了日 

- 追加情報 

- 講師のユーザーネーム 

d. コース成績簿レポートのエクスポート 

特定のコースの生徒の成績簿レポートをエクスポートするには、コースの上にマ

ウスポインターをかざしてエクスポート  アイコンをクリックします。 
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e. コースの更新/編集/削除 

コースを更新するには、コースの上にマウスポインターをかざします。鉛筆 

 アイコンが表示されます。 

 
このアイコンをクリックすると、コースの詳細が新しいウィンドウに表示されま

す。必要に応じて情報をこのウィンドウで編集し、変更を保存します。 

 
 

コースを削除するには、  アイコンをクリックします。 

 

7. ユーザー管理 

[ユーザー管理] セクションでは、新しいユーザー (生徒アカウントと講師アカウント両方) の

作成、編集、インポート、およびエクスポートを行うことができます。 
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新しいユーザーを作成するには、まず、[コース管理] セクションで少なくとも１つのコースを

作成する必要があります。 

メイン画面に、作成されたすべてのユーザーのリストと次の詳細情報が表示されます。 

- 名前:講師または生徒の姓名。 

- ユーザーネーム:このフィールドは、プラットフォームにサインインするために必要で

す。 

- 役割:講師または生徒。 

- コース:この列には、ユーザーが講師である場合、この講師が指導するコースの数が表

示されます。ユーザーが生徒である場合は、この生徒が講師指導型コースに登録してい

るのか、自習型コースに登録しているのかが表示されます。 

- :講師指導型コースを表します。 

- :自習型コースを表します。 

- 作成日:コースが作成された日付。 

- アクティブ:ユーザーがアクティブな場合は、  チェックマークが付いた状態で表示

されます。 

 

 

ユーザーの詳細を更に表示するには、  ドロップダウン矢印をクリックします。 

講師の役割の詳細情報には、次が含まれています。 

- 講師の電子メールアドレス 

- 前回のログイン 

- コース 

- 各コースの開始日と終了日 
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生徒の役割の詳細情報には、以下が含まれています。 

- 生徒の電子メールアドレス 

- 前回のログイン 

- 講師の名前 

- 生徒が登録しているコース 

- コースの開始日と終了日 
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具体的なユーザーネームは、検索バーに入力して簡単に検索できます。ユーザーネームは、[生

徒] ボタンまたは [講師] ボタンをクリックすると、ユーザーの種類 (生徒または講師) 別に

フィルター処理することもできます。 

 

ドロップダウン  アイコンをクリックすると、以下の列フィールドの情報を並べ替えること

もできます。 

- 名前 

- ユーザーネーム 

- 役割 

- 作成日 

 

a. 新しいユーザーの作成とコース登録 

新しいユーザーを作成するには、[新しいユーザー] ボタン  を

クリックします。新しいウィンドウが表示されます。次のユーザー情報を入力し

ます。 

 

■ 名 

■ 姓 

■ ユーザーネーム:このフィールドは、プラットフォームにサインインする

ために必要です。 

■ 役割:講師または生徒 

■ 電子メール 

■ パスワード:このフィールドは、プラットフォームにサインインするため

に必要です。 

■ パスワードの再入力 

■ コースへの登録/コースへの割り当て:コースには、必ず、講師と生徒の

両方が割り当てられます。生徒は、自習型コースまたは講師指導型コー

スに登録できます。 

 

[作成] をクリックすると、新しいユーザーがコースリストに表示されます。 
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注意:アスタリスク (*) が付いたフィールドは必須です。 

 

講師アカウントを作成する場合は、次の追加フィールドが表示されます。 

- アバターのアップロードオプション。講師のプロフィールにアバターを

表示するには、[アバターのアップロード] 領域をクリックし、アバター

画像をコンピューター内で検索して開きます。 

  
- 講師がアバターをアップロードするオプションを有効または無効にしま

す。 
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注意:アスタリスク (*) が付いたフィールドは必須です。 

b. 新しいユーザーの一括作成 

一度に新しいユーザーを複数作成するには、[インポート] ドロップダウンボタ

ン  をクリックし、生徒をインポートするのか講師をインポー

トするのかを選択します。 

 

 
新しい画面が表示されます。この画面では、テンプレートをダウンロードし、作

成するユーザーをテンプレートで指定した後、再びテンプレートをインポートで

きます。 
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テンプレートの入力フィールドは次のとおりです。 

• ユーザーネーム* 

• 名* 

• 姓* 

• 電子メール 

• コースキー* 

• アクセスコード* 

 

注意:アスタリスク (*) が付いたフィールドは必須です。テンプレートは csv 

形式のファイルとしてアップロードする必要があります。 

 

テンプレートを指定の場所にドラッグするか、[参照] をクリックしてファイル

をインポートします。 

 
[送信] をクリックしてユーザーをアップロードします。 

講師には、複数のコースを割り当てることができます。講師ごとにコースキーを 

20 まで指定できます。 
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テンプレートにエラーがある場合は、次の警告が赤色で表示されます。 

 
 

システム内に既に登録されているユーザーがテンプレートに含まれている場合

は、オレンジ色で警告が表示され、更新されるユーザーの数が表示されます。 
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c. ユーザーの詳細のエクスポート 

ユーザーの詳細をエクスポートするには、[エクスポート] ボタン 

 をクリックします。次に、エクスポートするデータ ([す

べて]、[生徒]、または [講師] のデータ) を選択します。 

 
次のフィールドが含まれた csv ファイルがダウンロードされます。 

• ユーザーネーム 

• 名 

• 姓 

• 電子メール 

• コースキー 

• アクセスコード 

d. 生徒の成績簿レポートのエクスポート 

特定のユーザーの成績簿レポートをエクスポートするには、レポートを生成する

生徒の上にマウスポインターをかざし、エクスポート  アイコンをクリック

します。 

e. ユーザーの更新/編集/削除 

ユーザーを更新するには、そのユーザーの上にマウスポインターをかざします。

次のアイコンが表示されます。 

. 
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鉛筆 アイコンをクリックすると、新しいウィンドウにユーザーの詳細情報

が表示されます。いずれかのフィールドに情報を再入力すると、情報を編集でき

ます。変更を行ったら、[保存] をクリックして変更を保存します。 
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f. ユーザーのパスワードのリセット 

ユーザーのパスワード (生徒または講師) をリセットするには、鉛筆 アイ

コンをクリックします。ユーザー詳細が新しいウィンドウに表示されます。次

に、[パスワードのリセット] をクリックします。パスワードをリセットするか

どうか尋ねる警告メッセージが表示されます。 

 
[OK] をクリックすると、リセットされたパスワードが緑色に変わり、「パスワ

ードが正常にリセットされました!」と表示されます。 

 

 
 

ユーザーは、National Geographic Learning から提供された教育機関用のデフ

ォルトパスワードを使用してログインできるようになります。ログイン後、パス

ワードの更新を求めるポップアップが表示されます。 
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注意:ユーザーの [現在のパスワード] に、提供された仮パスワードを入力しま

す。新しいパスワードには、数字１つ、大文字１つ、小文字１つを含む８文字以

上を指定する必要があります。 

 

g. ユーザーの削除 

ユーザーを削除するには、そのユーザーの上にマウスポインターをかざし、[削

除]  アイコンを選択します。 

 
確認メッセージが表示されます。 

 
ユーザーを削除するには [はい] を、キャンセルするには [いいえ] を選択し

ます。 
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h. 生徒の進捗状況の表示 

生徒の進捗状況を表示するには、ユーザーの上にマウスポインターをかざし、

[起動]  アイコンを選択します。 

 
この画面には、コースの完了率とアクティビティの完了数が表示されます。 

 

 
 

ユニット別にこの生徒に割り当てられているすべてのアクティビティのリストと

アクティビティ別の次の情報が表示されます。 

- 課題 

- 最終変更日 

- 結果 

- 試行回数 

- 費やした時間 

この生徒の別のユニットでの進捗状況を表示するには、ユニットのドロップダウ

ンメニューをクリックし、ユニットを選択します。 
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8. 設定 

[設定] セクションでは、次を指定することができます。 

• コースにおける [メッセージング] 機能を、教育機関内で使用することができます。

このボックスをオンにすると、講師と保護者/生徒間でコース中にメッセージを交換

し、変更を保存することができます。 

• 講師および教育機関管理者がサインインすると、[カスタマーサポート] ボタンが表示

されます。[カスタマーサポート] ボタンをクリックすると、National Geographic Lea

rning カスタマーサポートサイトに転送されます。 

• [成績簿のエクスポート] は講師に許可されている操作です。デフォルトで、講師は生

徒の成績簿をエクスポートできます。 
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9. 自分のアカウント 

自分のアカウントにアクセスするには、[アカウント]  アイコンをクリックします。この

画面では、ユーザーネームや電子メールアドレスを変更したりパスワードをリセットすること

ができます。オンライン練習で使用する言語を変更することもできます。 
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10. サポート 

サポートを受けるには、右下にある [カスタマーサポート] ボタンをクリックします。 

 

 

詳細については、各国の現地事務所（ローカルオフィス）に連絡するか、support.eltngl.c

om/onlinepractice にアクセスしてください。 


