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オンライン学習を始める方法 

【詳細版（生徒向け）】
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3 学習する（eラーニングの基本操作） 

4 成績を見る 

5 メッセージボックス 

6 ログアウト 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はじめに 
用意するものや推奨環境などを記載しています。  



はじめてのオンライン学習を始めるにあたって 

まず学習を始めるツールを用意
しましょう。
learningBOXはマルチデバイス対応です。 
お手持ちのパソコン、スマートフォン、タブレット、 
どの端末でもご利用いただけます！ 



推奨環境 

6

▶パソコン 

▶スマートフォン 

　タブレット 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ログインについて 
ログイン方法、ログイン後画面について説明しています。  



8

 ログイン方法 

ログインボタンをクリックします。 

ログイン画面URL ▶ https://lms.quizgenerator.net/ 

https://lms.quizgenerator.net/


9

ログイン方法 

ログインID、パスワードを入力します。 

◀先生から配布された、もしくは登録
メールアドレス宛に届いた招待メール
から、ログインID、PWを取得してくださ
い。 



10

マイページ画面　※ログイン後の画面です  

▼ マイページ画面とは、 

ログイン後、一番最初に表示されるページです。ここから教材の学習をしたり、成績を確認したりできます。 

 
 

▲サイドバーの各項目をクリックして確認します。 
※各項目は管理者（先生）の設定により、表示されない場
合もあります。 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学習する（eラーニングの基本操作） 
問題の解き方、各教材の確認方法について説明しています。  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学習する画面について 

▼各教材はこのように表示されます。 

▼学習したい教材をクリックして下さい。 

『学習する』ボタンから教材の確認ができます。 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学習コース設定の見方 

▼制約バーを使用したコース 

教材がコース設計されています。黒く塗りつぶされ
ている箇所は、上記部分を全て解答・閲覧しない
かぎり学習できません。 
 

▼タイトルバーを使用したコース 

教材のコース設計が、制約を設けない形で段組み
されています。これらのコースはどの教材からでも
学習することが可能です。 
 
 



1
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クイズ・問題画面について 

▼ マスターモード：復習・演習向き 

 

▼ ノーマルモード：試験向き 

 

こちらのボタンから開始することができます。 

クイズ・問題画面は2種類あります。活用シーンに合わせて使い分けられています。 



マスターモード画面の見方 

攻略開始 未回答／学習中／間違った問題が出題されます。攻略率が100％に到達すると使用できません。 

弱点克服 学習中／間違った問題を優先的に出題/攻略率100％に到達すると、 

苦手な問題5問が上限なく出題され、出題順は（正解ー不正解）の値が小さい順に出題されます。 

総復習 攻略率が100％に到達しなければ使用できません。 

また、総復習ボタンは全ての問題がランダムに出題され％の上限はありません。 
15

出題ロジックが3種類あります。 
進捗度を%で表しています。 



 クイズ・問題教材の進捗確認 

未学習 学習中 合格

未学習の場合  学習中の場合  合格/不合格の場合 

こちらのアイコンが表示される場合は、ここから成績が確認できます。 
16



 クイズ・問題画面 

？ ボタンをクリックすると、各ボタンの説明が表示されます。 

17

3)棚からぼた餅とは『思いがけない幸運が舞い込んでくる』ことを意味する 



クイズ・問題を解く前に... 

18

ブラウザバックされ、学習する画面へ戻ってしまいます。 
ご注意下さい！ 

問題解答中にブラウザバックをすると、解答途中での採点となってしまいます。 
 
 



 クイズ・問題間移動 

19
前の問題へ移動します。  次の問題へ移動します。 

前後の問題に移りたい場合は、右下の　　　　　　　　　　　 
 
 

ブラウザバックです。 
問題が終了してしまいます。 

ボタンを押して下さい。 
 
 



 設問一覧ページ表示 

20

左上の　　　　　 
 

ボタンから設問ページに戻ります。 
 

ボタンから、設問の一覧を確認できます。 
 



 設問一覧ページ移動 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設問ページ一覧の　　　　　 
 
 

途中で問題移動をする場合に、非常に便利です。

ボタンを押すと、設問番号の問題に移ります。 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 問題形式の操作方法_1.択一問題（ラジオボタン） 

複数の選択肢から正答を選ぶ形式の設問です。 

正解だと思う選択肢の上を押して下さい。 
〇部分が青くなり、選択した状態になります。 



23

 問題形式の操作方法_2.択一問題（ボタン式） 

複数の選択肢から正答を選ぶ形式の設問です。 

正解だと思う選択肢ボタンの上を押して下さい。 
選択肢自体がボタンになっているため、 

ワンクリックで解答でき、効率的に学習できます。 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 問題形式の操作方法_3.複数選択問題（チェックボックス） 

選択肢の中から複数の正答を選ぶ設問です。 

正解だと思う選択肢の上を押して下さい。 
□部分がチェックに変わり、選択した状態になります。 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 問題形式の操作方法_4.並び替え問題 

ランダムに並んでいる選択肢をドラッグ＆ドロップさせて正し
い順番に並び替える形式の設問です。 

ドラッグ＆ドロップ  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 問題形式の操作方法_5.組み合わせ問題 

左側に表示されている項目に対して、右側の選択肢をドラッ
グ＆ドロップさせて対応関係となるように並び替える形式の

設問です。 

ドラッグ＆ドロップ  



27

 問題形式の操作方法_6.穴埋め問題 

文中の穴に対して正しい選択肢をドラッグ＆ドロップさせて埋めて
いく形式の設問です。 

正しい選択肢を、文中の穴に合わせると穴が黄色くなります。 
黄色くなれば、手を離すと選択肢が埋め込まれます。 

ドラッグ＆ドロップ  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 問題形式の操作方法_7.正誤問題（○✖問題） 

正誤を選択する形式の設問です。 
〇 か × ボタンをクリックして下さい。 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 問題形式の操作方法_8.記述問題 

学習者が解答をキー入力する設問です。 
1つの設問に対して、複数の正答例を指定できます。 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 問題形式の操作方法_9.記述問題＋ 

1つの設問に対して、複数の解答を入力できる設問です。 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問題形式の操作方法_10.複数記述問題 

1つの設問に対して、複数の枠に解答を入力できる設問です。 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問題形式の操作方法_11.プルダウン問題 

問題文内に挿入されているプルダウンリストの正しい選択肢
を選ぶ形式の設問です。 

を押すと、プルダウンリストが表示されます。 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問題形式の操作方法_12.レポート付き問題 

問題文にそった文章を自由に入力する設問です。 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 PDF教材 

管理者から許可設定のある場合は、こちらから 

「印刷」「ダウンロード」が可能となっています。 

PDF教材が確認できます。進捗は、『未学習』→『学習完了』と表示されます。 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 動画教材 

動画教材が確認できます。進捗は、『未学習』→『学習中』→『学習完了』と表示されます。 

管理者から許可設定のある場合は、シークバー操作も可能です。 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 アンケート教材 

アンケートに答えて提出して下さい。 

提出が完了したら、「提出に成功しました」と表示されます。 



37

 アンケート教材_提出後 

アンケート提出後、『未学習』から『回答完了』と表示されます。 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 レポート課題_文章提出 

文章でのレポート課題です。 

提出が完了したら、「提出に成功しました」と表示されます。 

レポート内容を入力して下さい。 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 レポート課題_ファイル提出 

ファイルを提出するレポート課題です。 

提出が完了したら、「提出に成功しました」と表示されます。 



 レポート課題_提出後 

レポート課題は、提出後『採点待』と表示されます。採点後は『合格』『不合格』と表示されます。 

40
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 認定書 

認定書の確認ができます。進捗は、『未学習』→『合格』と表示されます。 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 Webページ 

Webページを確認できます。進捗は、『未学習』→『学習完了』と表示されます。 

Webページとは管理者様が作成された、Webで確認できる説明ペー

ジ（教科書）のようなものです。 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 虫食いノート 

虫食いノートを確認できます。進捗は、『未学習』→『学習完了』と表示されます。 

虫食いノートは文章形式での暗記問題を簡単に作成することができます。
また、覚えた虫食いにチェックをいれることで、攻略率が表示されます。 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 虫食いノート 

▼虫食い箇所をクリック 

虫食い箇所をクリックすることで、表示・非表
示の切り替えが可能です。 

☑ 作成・管理 

30％

チェックを入れると、攻略率の％が増え、
成績に保存されます。 

・「学びなおす」で攻略率をリセットできます。 
・「未攻略問題へ移動」で覚えていない問題に移動します。 
・虫食いを全て表示、またはすべて隠すことが可能です。 
・虫食いを青枠・緑枠ごとに表示、隠すことが可能です。 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 タイピング教材 
 

タイピング教材を確認できます。進捗は、『未学習』→『学習中』→『合格』又は『不合格』と表示されます。 

▶ 制限時間、正解・不正解の文字数を確認することが可能です。 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 暗記カード 

暗記カード教材を確認できます。進捗は、『未学習』→『学習中』→『学習完了』と表示されます。 

◀青枠をクリックしますと、 
　回答が表示されます。 
 
◀赤枠の「覚えた」にチェッ　クしま
すと％が増えます。 



47

 受講制限について 

受講制限とは、教材に受講回数制限・受講間隔制限（時間）が設定されています。 

▼学習する画面では未学習の際、回数制限を2回と設
定されている場合、(0/2)と表示されます。 

▼学習後、再受講までの日時が表示されます。 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 教材間移動について 

前後に教材がある場合は、教材から次への教材へとスムーズに流れる仕組みとなっています。 

▲前後の教材がある場合 
 
次へ/前へボタン（画像赤枠）をホバーするとコンテンツ名が表示され、ク
リックすると前後の教材に移る事が可能です。 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 教材間移動_制約条件が設定されている場合 

制約条件が設定されている場合は、次へボタン（画像赤枠）が赤く表示され、ホバーするとコンテンツ名も赤く表示されます。ク

リックすると右下にエラーメッセージが表示されます。 

◀制限条件が解除された場合
は、右下に緑色のトースターが
表示され、遷移ボタンが灰色に
なり、次の教材に進むことが可能
です。 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 教材間移動_前後がフォルダの場合 

前後がフォルダの場合は、次へ/前へボタン（画像赤枠）をホバーするとフォルダ名が表示され、クリックするとフォルダの学習
する画面に遷移します。 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 テストモードについて 

以下の内容が確認できない場合は、管理者様よりテストモードが設定されています。 
テストモードとは『試験』『テスト』を実施するための設定機能となります。 
 

1. 「合格」「不合格」「採点待」等が表示されない。  

2. 終了後、「実施済」と表示される。  

3. 成績管理から点数を確認できない。  

4. 合格・不合格等のステータスはテスト終了後、すぐには表示されない。  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 問題の中断再開機能について 

中断再開機能が設定されている場合、問題を途中で中断する事ができます。 
 

『中断』ボタンをクリックすると、中断す

ることが出来ます。 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 中断再開後の画面について 

制限時間が設定されている場合、 

時間も途中からの再開となります。 
『続きから再開する』ボタンから再開する事ができます。 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 バッジ機能について 

各教材（PDF、クイズ、暗記カード...etc）毎やフォルダをクリアすると合格バッジが付与されます。 

※これらは、管理者様（先生）が付与するように設定していない限り表示されません。 



 お気に入り教材に登録する 

55

気に入った教材を登録する事ができます。登録された教材は一覧で確認する事ができます。 

▼ ♡ボタンをクリックすると登録できます。 

▼ もう一度♡ボタンをクリックすると登録を解除できます。 



 お気に入り教材を確認する（一覧表示） 

56

登録されたお気に入り教材は一覧で確認する事ができます。 

お気に入りの教材をクリックすると、クリックした教

材画面に移動します。 

 
 



24

成績を見る 
成績が閲覧できる場合の確認方法を説明しています。  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 成績を見る　※管理者様（先生）より、確認できないよう設定されている場合もあります。 

マイページ、サイドバー『成績を見る』より、成績管理画面に遷移します。 

▶『成績を見る』ボタンをクリック 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 自分の成績の確認方法 

▼ 問題フォルダ、教材別で成績を表示できます。 

▲ 問題種別ごとに成績を表示できます。 

▼ 学習状況に合わせて絞り込み可能です。 

▼成績はCSVに出力可能です。 

▼詳細から、合否・点数・解答内
容等が確認できます。 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 提出レポートの確認方法 

提出したレポート一覧を確認する事ができます。 

▲『フィードバック確認』ボタンより、管理者様からのフィード
バックも確認していただけます。 

▲『提出レポート一覧』ボタンをクリック 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 認定証一覧の確認方法 

認定証の一覧を確認する事ができます。 

▲『認定証一覧』ボタンをクリック 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 個人カルテの確認方法 

個人カルテでは、どのくらい学習していて、どこまで進捗しているかを確認することができます。 
指定した期間の学習回数・所要時間をグラフで確認することが可能です。 

　 

▲『個人カルテ』ボタンをクリック 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 個人カルテの確認方法 

デイリー・累積で絞れます。 

表示期間を設定できます。 

クリックすると、フォ
ルダ内の教材の進
捗を確認することが
可能です。 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メッセージボックス 
メッセージのやり取りの方法について説明しています。  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 メッセージボックスについて 

メッセージボックスはlearningBOX内で管理者とメッセージのやりとりができる機能です。 

　 

▲やりとりしたメッセージの一覧をここで確認する事ができます。 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 メッセージの作り方 

◀『新規作成』ボタンより、新規メッセージを作成できます。 

▶メッセージタイトル、内容を入力し、『作成する』ボタンをクリックすると、
メッセージが作成できます。 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ログアウト 
ログアウト方法を記載しています。
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 ログアウトについて（学習を終了します） 

ログアウトボタンをクリックします。お疲れ様でした。 


