
© 2022 All rights reserved | For ENAGEED Co., Ltd used only. Confidential authorized use only.

ENAGEED
学校管理機能マニュアル



ENAGEED LOUNGE

本マニュアルでは、ENAGEEDサービスのご利用にあたって学校管理者が利用する画
面についてご説明します。
※画面は今後の改善により変更となる可能性があります。

本マニュアルで説明する画面
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学校管理者画面

指導画面

投影画面

本マニュアルにて
ご説明

生徒画面

※デジタルのみ
※授業で生徒が開く画面です

GEAR



このマニュアルは学校管理者向けの機能マニュアルです。

学校管理者としてエナジードの提供サービス（以下、ENAGEED）をご利用になる

際に必要な機能を説明します。ENAGEEDをご利用になる先生、生徒のアカウン

トを管理いただくことを想定して記載しています。
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１. 導入準備をする

紙教材・デジタル教材

端末＆環境をご用意ください
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ブラウザ拡張機能をご利用の場合

使用しているブラウザの機能拡張のために機能を追加している際は、

この機能の影響によりPDFファイルが正常に開けない場合がございます。

そのような場合は、使用しているブラウザの設定より拡張機能を無効にして

ご利用ください。

推奨環境

・ネットワーク 　ブロードバンド回線を推奨

※タブレット端末から操作するとデザインが崩れてしまうことがありますので推奨
環境からご利用ください。

ネットワーク設定
本サービスをご利用いただくには下記のドメインと通信できるようファイアウォー
ルやフィルタリングソフト、プロキシサーバなどのネットワーク環境が設定されて
いることが必要となります。

*.enageed.net

*.enageed.jp

・ブラウザ

　Internet Explorerは動作対象外です

Google Chrome
Safari

Microsoft Edge（Chromium）

※

（機能例： Adobe Acrobat Reader）

※「ENAGEED学校管理機能マニュアル」は、独立した「出版物」であり、 Apple Inc.が認定、後援、その他承認したものではありません。

OS（Windows）　 Windows 10  ／  Windows 11
OS（Mac） 　　　最新版１世代前

・ディスプレイ 　 1280×768以上（HD）
　 ※推奨1920×1080以上（フルHD）



1. 任意のパスワードを入力してください（6文字以上32文字以内/数字のみ・英字の
み可）

2. 入力したパスワードと同じパスワードを確認用パスワードに入力してください。パス
ワードの登録が完了すると、ログインが完了します。

※必要に応じて下記はメモ欄としてご活用ください。

２. パスワードを登録する（１／３）

1. 招待メールに記載されているURLのリンクにカーソルを合わせ、右クリックします。
（左クリックしないように気をつけてください。）

2. [リンクのアドレスをコピーする]をクリックします。
3. 使用するブラウザを開きます。
4. 使用するブラウザの上部アドレスバーに右クリックして
5. [貼り付け]を選択します。
6. Enterボタンを押します。

※ 推奨ブラウザは、「Microsoft Edge」「Google Chrome」「Safari」となります。「Internet Explorer」で
は動作しない可能性があるため、URLをコピーのうえ推奨ブラウザでのアクセスをお願いします。

メールアドレス パスワード

紙教材・デジタル教材

初回パスワード設定をしてください

ENAGEED貴校担当へご連絡いただいたメールアドレス宛に
support-g4s@enageed.jpから招待メールが届きます。メールに記載されている初回
パスワード設定用URLにアクセスしてください。

※パスワード設定有効期限はメールが届いてから2週間になります。
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mailto:support-g4s@enageed.jp


パスワードの登録が完了すると、ログインページが表示されます。
こちらにメールアドレスと、先ほど登録したパスワードを入力して
ログインができることを確かめてください。

紙教材・デジタル教材

初回ログインをしてください

２. パスワードを登録する（２／３）

ログイン後、学校管理者の初回ログイン時は「利用者情報の取り扱いについて」への同
意画面が表示されます。ご同意いただいた後、「次へ」をクリックすると、ENAGEED 
LOUNGE画面のTopへ遷移します。
これでパスワードの登録は完了です。
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※パスワード設定の有効期限はメールを受信してから 2週間です。

紙教材・デジタル教材

・パスワード設定の有効期限が切れてしまった場合
・パスワードを忘れてしまった場合

２. パスワードを登録する（３／３）
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上記の操作後、入力したメールアドレスに新しいパスワード設定の  URLが送信されます。

メール受信後、３つの操作をお願いします。

※ URLには有効期限がございます。

    受信から 2週間 が過ぎた場合はパスワードリセットをし直してください。

こんな時は？

［パスワード設定の有効期限が切れてしまった場合］ ［パスワードを忘れてしまった場合］

2.フォーム画面になったらご登録のメールアドレス を入力し【送信】をクリック

1.【こちらをクリックしてパスワードリセットをしてください】  
   【パスワードを忘れた方はこちら】をクリック

①新しく届いたメールのパスワード設定の URLにアクセス

②新しいパスワードの設定

③パスワード設定後、ログインができるか確認



紙教材・デジタル教材

パスワード設定完了後のアクセスURLについて

３. ENAGEED LOUNGEへログインする

下記のURLからアクセスをお願いします。

https://lounge.enageed.net/

パスワード登録し初回ログインした後、ログイン状態は保存されます。

前回ログアウトをしていたり、異なる端末でログインした等により、ログイン画面が表示

される場合、「２. パスワードを登録する」で登録したパスワードで認証を行ってくださ

い。
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４. ENAGEED LOUNGE 概要説明（１／２）

紙教材・デジタル教材

ENAGEED LOUNGE Topページ
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１

1. ヘッダーメニュー

　ENAGEEDの各コンテンツへのアクセスができます。

2. ユーザ情報

　Googleアカウントなどのアカウント連携設定ができます。

3. 目指したい生徒の姿

　ENAGEEDを活用いただく目的を表示します。

4. クラス選択

　クラス選択をすると6〜8のコンテンツを選択したクラスで表示できます。

5. GEAR（ご利用校のみ）

　GEARの先生画面を起動します。

6. 自己評価ツール（GLIDE）　
　GLIDEの先生画面を起動します。

　GLIDE：7つの「素養」の現在値を把握するツール。 詳細はこちら

7. 教材一覧

　授業で使用する教材の確認や、ここから授業に入る事ができます。

8. 振り返り

　Lessonごとに入力した振り返り情報のまとめ

9. お知らせ情報

　エナジードからのお知らせを配信します。

https://www.enageed.jp/assessment-for-t


４. ENAGEED LOUNGE 概要説明（２／２）

　ヘルプ：マニュアルや問い合わせフォームのページへ遷移する

紙教材・デジタル教材

ENAGEED LOUNGE Topページ（ヘッダーメニュー）

ENAGEED LOUNGE Topページ（フッター部分）

　ENAGEED LOUNGE：LOUNGE Topページ

　はじめに：ENAGEEDの概要理解のためのページ

　教材補助ツール：授業に役立つポスター・動画・ワークを配置したページ

　指導画面：授業準備および実際の授業に使用する画面
　　　　　　
　振り返り：Lessonごとに入力した振り返り情報のまとめ

　ヘルプ：マニュアルや問い合わせフォームのページへ遷移する
　
　管理者画面：先生・クラス・生徒の管理を行う学校管理者画面へ遷移する
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５. ENAGEED の活用目的を設定する（１／３）

目的設定の画面は、学校単位の目的設計とクラス単位の目的設計の2つから構成さ
れます。それぞれ入力可能なユーザが異なります。

紙教材・デジタル教材

目的設定の画面に移動してください

● 目的設計 -学校-
→学校管理者

● 目的設計 -クラス-
→授業担当の先生
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紙教材・デジタル教材

５. ENAGEED の活用目的を設定する（２／３）

「目的設計 -学校- 」を入力してください

３つの設問はすべて必須入力となっています。３つの回答を入力し、保存ボタ
ンで保存してください。

「1. 目指したい生徒の姿」に入力して保存した内容は、ENAGEED 
LOUNGE Top画面や、「はじめに」のTopへ反映されます。

一度保存した後に再度編集して保存することが可能です。
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授業担当の先生ごとに自分の担当するクラスの目的を設定することができま
す。

２つの設問はすべて必須入力となっています。
一度保存した後に再度編集して保存することが可能です。

後述する先生の招待を行った後、学校管理者の先生から授業担当の各先生
に入力を促してください。

紙教材・デジタル教材

５. ENAGEED の活用目的を設定する（３／３）

「目的設計 -クラス- 」の入力を各先生へ促してください
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６. 学校管理者画面 概要説明（１／２）

紙教材・デジタル教材

1. 先生を登録
　授業担当の先生を招待します。

2. クラスを登録
　今年度のクラスとその担当の先生を登録します。

3. 生徒登録
　クラスごとに新規アカウント発行が必要な生徒を登録
します。

4. 学校管理者を登録
　登録した先生に学校管理者権限を付与します。

5. GLIDEの更新 
　各クラスの進行状況に合わせて更新をします。

6. 年度更新
　今年度登録済みの生徒データに対し、来年度のクラ
ス、クラス割を登録することにより、年度更新を行いま
す。

7. GEAR for school（ご利用校のみ）
　GEARの利用状況を確認、設定編集をします。
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LOUNGE Top画面の下部から学校管理者画面ボタンをクリックします。

LOUNGE Top画面から学校管理者画面を開きます

1
2
3
4
5

6

7



６. 学校管理者画面 概要説明（２／２）

紙教材・デジタル教材
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学校管理者画面の「はじめに」の項目から以下内容の解説動画を確認することが可能
です。

・先生登録の仕方
・クラス登録の仕方
・生徒登録の仕方
・生徒IDとパスワードの発行方法
・年度更新の方法

学校管理者画面についての解説動画



LOUNGEにログインできるようにするため、授業をご担当になる先生を登録します。先
生の登録は学校管理者画面を利用します。

左のメニューから【先生を登録】をクリックし、【新規先生登録】をクリックしてください。

７. 授業をする先生を招待する（１／４）  

紙教材・デジタル教材
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学校管理者画面で先生の登録をしてください（１／２）



注意
【有効】にチェックを入れ【登録】ボタンをクリックしてください。
【無効】にチェックを入れると招待メールが先生に届きません。

紙教材・デジタル教材

学校管理者画面で先生の登録をしてください（２／２）

７. 授業をする先生を招待する（２／４）  
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「無効化」「削除」については下記URLをご参照ください。

・無効化について
　先生を無効化したい場合 ／ 生徒を無効化したい場合

・削除について
　先生、生徒を削除したい場合

1. 登録画面が表示されたら、姓名／姓名（カナ）／メールアドレスを入力。
2. 【有効】にチェックを入れ、【登録】をクリックすると登録完了。

※登録された先生が離任、退任する場合にアカウントを【無効】にしてください。



先生登録したメールアドレスにはsupport-g4s@enageed.jpから、デジタル教材に先

生登録されたことをお知らせするメールをシステムが自動送信します。

※メールの送信には数分かかります。

※初回パスワード設定URLの有効期限は学校管理者画面での先生登録から2週間以

内となります。

紙教材・デジタル教材

７. 授業をする先生を招待する（３／４）  

登録した先生に招待メールの受信を確認いただいてください
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招待した先生がLOUNGEへログインができたかを、「最終アクセス日」で確認をするこ
とができます。

紙教材・デジタル教材

７. 授業をする先生を招待する（４／４）
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先生の最終アクセス日
が確認できます

先生のログイン状況を確認する



紙教材・デジタル教材

８. 先生が離任する場合

登録された先生が離任される際は学校管理者画面でアカウントの
【 無効化 】設定が必要です。

LOUNGE Top画面から学校管理者画面を開きます

左メニューから【先生を登録】をクリックし、削除したい先生の【編集】を
クリックします。

【 無効化 】と【 削除 】の違い

無効化：離任される際に行う操作

削　除：アカウント登録をする際に誤った登録をした場合に行う操作

先生更新の画面になったら【無効】に
チェックを入れ、【更新】をクリックします。
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※この設定がされていない場合、新しい赴任先にて同じメールアドレスでの
　アカウント登録ができません。

※活用目的や生徒の回答に対してのコメント等、利用データがある場合は

　削除することができない為、無効化の操作を行なってください。



学年を選び、クラス名を入力します。登録済みの先生から授業担当の先生を選び、
チェックボックスにチェックをつけます。最後に【登録】をクリックするとクラスの登録が
完了します。
※１クラスに対し複数の先生での担当も可能です。

９-１. クラスを登録する

左のメニューから【クラスを登録】を選択し、【新規クラス登録】をクリックします。

紙教材・デジタル教材

LOUNGE Top画面から学校管理者画面を開きます

先生の登録と同様、学校管理者画面を使用します。

学校管理者画面でクラスの登録をします
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担当の先生を選んでください

チェックを外すとクラス名だけの
表示にすることができます



クラス更新画面が表示されます。
更新ボタンを押すことで編集が完了します。

クラス名や担当の先生を変更したい場合、クラスの編集をすることができます。
左のメニューから【クラスを登録】をクリックします。
編集したいクラスの編集ボタンをクリックしてください。

９-２. クラスを編集する

紙教材・デジタル教材

学校管理者画面でクラスの編集をします
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ENAGEEDを利用する生徒の登録をします。

左のメニューから【生徒登録】を選び、【新規生徒登録】ボタンをクリックします。

※【生徒一括編集】を行うには最低１名の生徒登録が必要です。

１０. クラスに生徒を登録する（１／５）  

LOUNGE Top画面から学校管理者画面を開きます

先生の登録と同様、学校管理者画面を使用します。

学校管理者画面で生徒の登録をします

紙教材・デジタル教材
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※前年度からENAGEEDを利用しており、前年度にすでに生徒を登録済みの場合、
「年度更新」により新年度のクラス・生徒の一括更新が可能です。
　生徒の追加：【生徒登録】メニューより追加（本章参照）
　新年度のクラス割：【年度更新】メニューより設定（12章参照）



各種情報を入力のうえクラスを選択し、登録ボタンをクリックします。

１０. クラスに生徒を登録する（２／５）  

生徒情報を入力し、最初の生徒を登録します

教材（有効／無効）：

デジタル版CORE,BASEを申し込

まれた場合→【有効】

GEAR拡張（有効／無効）：

GEARの有償機能を申し込まれた

場合→【有効】

紙教材・デジタル教材
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*がついている項目は、入力が

必須の項目になります。

メールアドレス：

Googleアカウント連携、または

Microsoftアカウント連携をする

場合、連携したいメールアドレス

を入力します。



生徒の名字、名前等を入力してください。
各種セルはエクセルのようにコピーして貼り付けることができます。
※IDはシステムにて自動的に割り振るため入力不要です。

左のメニューから【生徒登録】を選び、【生徒一括編集】ボタンをクリックします。

１０. クラスに生徒を登録する（３／５）  

クラスの生徒を一括登録します（画面）
紙教材・デジタル教材

クラス、入学年で絞り込みができます

クラス名簿からコピーして貼り付けてください。

IDは自動的に割
り振られます。

同じ内容を入力する
場合はエクセルのよ
うにコピー可能です。

クリックすると登録が完了します。



1. 【CSVエクスポート】ボタン
　登録されている生徒情報をCSVファイルの形式でお使いの端末へデータエクスポー
トします。「student_list.csv」のファイル名でダウンロードされます。
2. 出力したファイルの編集
　お使いの端末にて1で出力したCSVファイルを編集し、CSVファイル形式で保存してく
ださい。
※生徒データを新規追加する際は、エクスポートしたCSVファイル内の生徒データを残
したまま、最下行からデータを追加し「ID」は空欄としてください。
3. 【CSVインポート】ボタン
　ボタンをクリックするとファイル選択画面が開きます。2で編集したCSVファイルを選択
し、データインポートします。

左のメニューから【生徒登録】を選び、【生徒一括編集】ボタンをクリックします。

１０. クラスに生徒を登録する（４／５）  

クラスの生徒を一括登録します（CSVファイル）（１／２）

紙教材・デジタル教材
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4. ファイル名の表示確認
　インポートしたファイルのファイル名が表示されていることを確認します。
5. 追加・編集したデータの確認
　ファイルの内容が表示された一覧から登録したいデータを確認します。
6. 登録ボタン
　登録ボタンをクリックします。生徒一覧画面に戻るので、ファイル内容が反映されてい
ることを確認します。

１０. クラスに生徒を登録する（５／５）  

クラスの生徒を一括登録します（CSVファイル）（２／２）

紙教材・デジタル教材
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生徒登録メニューをクリック後、
「仮パスワードPDF(一覧)」もしくは「仮パスワードPDF(配布用)」をクリックすると、PDF
ファイルでID／仮パスワードを出力します。

クラスごとに出力し、そのクラスを担当される先生に渡してください。
クラスごとの出力方法については、次ページで説明をします。
※IDと仮パスワードの利用方法は授業用機能マニュアルを参照ください。

１１. 生徒登録画面でできること（１／３）

生徒が初回ログインするためのID／仮パスワードを取得する

紙教材・デジタル教材

28

クラスに登録されている生徒のID・仮パス
ワードを一覧でPDF出力します。 クラスに登録されている生徒のID・

仮パスワードを
生徒1名につき1ページでPDF出
力します。

PASSWORD

PASSWORD

PASSWORD

PASSWORD

PASSWORD

PASSWORD

PASSWORD



生徒を登録した段階で生徒一人一人に仮パスワードが発行されています。
生徒が生徒画面に初回ログインする際はIDと仮パスワードが必要です。

１１. 生徒登録画面でできること（２／３）

その他の機能

紙教材・デジタル教材
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「クラス検索」でクラスを選択すると、
選択したクラスごとに「仮パスワードPDF（一覧）」「仮パスワードPDF（配布用）」が出力
できます。

クラスごとでID／仮パスワードを出力する

「クラスを選択」の状態の場合、登録されている全
てのクラス（生徒）が表示されます

「クラスを選択」をクリックすると、登録されているク
ラスを選択することができ、選択したクラス（生徒）
だけが表示されます

生徒の代理として教材にログインできます

編集ボタンから生徒情報を編集できます

パスワードを登録した生徒は
「パスワードリセット」ボタンが設定されます



１１. 生徒登録画面でできること（３／３）

紙教材・デジタル教材
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生徒の最終アクセス日を確認することができます。

生徒一覧を「ID」「ログインID」「学籍番号」「名前（カナ）」「クラス＆学籍番号」「クラス＆
名前（カナ）」で並び替えができます。



紙教材・デジタル教材

１２. 生徒が転学する場合

登録された生徒が転学される際は学校管理者画面でアカウントの
【 無効化 】設定が必要です。

LOUNGE Top画面から学校管理者画面を開きます

左メニューから【生徒を登録】をクリックし、削除したい生徒の【編集】を
クリックします。

【 無効化 】と【 削除 】の違い

無効化：転学される際に行う操作

削　除：アカウント登録をする際に誤った登録をした場合に行う操作

生徒更新の画面になったら【無効】に
チェックを入れ、【更新】をクリックします。

31

※この設定がされていない場合、転学先にて同じメールアドレスでの
　アカウント登録ができません。

※GLIDEの回答や教材の回答等、利用データがある場合は

　削除することができない為、無効化の操作を行なってください。



学校管理者とは学校管理画面にログインし、授業をする先生／クラス／生徒の登録な
どを実施できる先生を指します。初期状態では、お申込時に指定いただいた先生だけ
が登録されています。ここでは「７. 授業をする先生を招待する」で登録した先生を学校
管理者として追加登録する方法を記載します。
※事前に【先生を登録】から先生を登録し、その先生に初回パスワード設定をしても
らってください。

左メニューから【ユーザ管理者を登録】をクリックし、【新規ユーザ管理者登録】をクリッ
クします。
登録済みの先生を選択し、【登録】ボタンを押します。

紙教材・デジタル教材

１３. 学校管理者を追加する

LOUNGE Top画面から学校管理者画面を開きます

先生の登録と同様、学校管理者画面を使用します。

学校管理者画面で学校管理者を追加します

事前作業

32

はじめから選択されています

登録済みの先生がいる場合
選択できます



左メニューから【GLIDEの更新】をクリックし、各クラスの進行状況に合わせて【２回目や
３回目...】をクリックします。
【クラス】と【回数】を確認後【登録】ボタンを押します。

紙教材・デジタル教材

１４. GLIDEの更新（１／２）

LOUNGE Top画面から学校管理者画面を開きます

各種の登録と同様、学校管理者画面を使用します。

GLIDEの更新画面で更新をします
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各クラスの状況に合わせて、
GLIDEの２回目、３回目の実施
をお願いします。



紙教材・デジタル教材

１４. GLIDEの更新（２／２）

２回目以降のGLIDE結果

１回目、２回目...の結果が 【指導画面・自己評価ツール】で確認ができます。
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生徒個別

クラス集計
クラスの平均値を表示



活用目的や生徒の回答に対してのコメント等、まだ利用データがない場合のみに削除
することができます。

左メニューから【先生を登録】をクリックし、削除したい先生の【編集】をクリックします。

紙教材・デジタル教材

１５. 先生・生徒を削除する（１／２）

LOUNGE Top画面から学校管理者画面を開きます

先生を削除する場合
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画面下部の【削除】をクリックし、確認画面で【削除】をク
リックします。
※削除後は元に戻すことはできませんので、再度登録
をお願いいたします。



GLIDEの回答や教材の回答等、まだ利用データがない場合のみに削除することがで
きます。

左メニューから【生徒を登録】をクリックし、削除したい生徒の【編集】をクリックします。

紙教材・デジタル教材

１５. 先生・生徒を削除する（２／２）

LOUNGE Top画面から学校管理者画面を開きます

生徒を削除する場合
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画面下部の【削除】をクリックし、確認画面で【削除】をクリックします。
※削除後は元に戻すことはできませんので、再度登録をお願いいたします。



※21年度からのENAGEEDのデジタル教材ご利用学校様は以下の順番で年度更新
をお願いします。

【手順１】来年度クラス登録
【手順２】来年度生徒登録
【手順３】年度切替

１６. 年度更新を行う（１／４）

デジタル教材

左のメニューから【来年度クラス登録】をクリックし、【新規クラス登録】をクリックしま

す。

前年度からENAGEEDサービスにおける生徒のデジタルアカウントをお持ちの学校様
向けに年度更新作業（進級・クラス分け）を行う機能です。
年度更新が済んでいる場合は本機能のメニューは表示されません。

年度更新機能について

【手順１】来年度クラス登録（１／２）
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学年を選び、クラス名を入力してください。
登録されている先生を確認し、チェックボックスを選択してください。
クラス名に学年を入れる場合には、「クラス名に学年をつける」のチェックを選択してく
ださい。
もし１クラスを複数の先生で担任される場合には、複数の先生を選択してください。
最後に【登録】をクリックするとクラスの登録が完了します。

デジタル教材

【手順１】来年度クラス登録（２／２）

１６. 年度更新を行う（２／４）
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デジタル教材

左のメニューから【来年度生徒登録】をクリックし、【生徒一括編集】ボタンをクリックしま
す。

「来年度クラス」を手順１で登録したクラスに設定してください。
各種セルはエクセルのように普段お使いのクラス名簿からコピーして貼り付けることが
できます。登録ボタンで編集内容を保存します。

クラス、入学年で絞り込みができます

１６. 年度更新を行う（３／４）

【手順２】来年度生徒登録
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左のメニューから【年度切替】をクリックします。
すぐに年度切り替えを実行する「年度切り替えボタン」をクリックすると年度が切り
替わります。

デジタル教材

１６. 年度更新を行う（４／４）

【手順３】年度切替
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振り返り画面からわかること

紙教材・デジタル教材

4月中旬アップデート予定

１７. 学期末振り返りについて



2.グループ名を入力し、担当する先生を選んでください。（一括選択も可）

部活ごと、実行委員ごとなどのグループを作成し、登録することができます。
このグループでは、クラスの垣根を超えて、生徒と先生が気づきを共有したり互いにコ
メントをすることができます。

１８. GEARグループを登録する（１／２）  

GEARご利用校のみ

42

1.左メニューより、【グループを登録】を選び、
【新規グループ登録】をクリックしてください。



1.左メニューの【グループを登録】をクリックし、

【生徒登録】をクリックしてください。

2.所属する生徒を選んでください。

   生徒は複数選ぶことができます。（一括登録も可）

   登録ボタンをクリックすると選択した生徒がグループに登録されます。

１８. GEARグループを登録する（２／２）

GEARご利用校のみ

43



１９. GEAR利用状況を確認する 

GEARご利用校のみ

各クラスのGEARの利用状況が確認できます。

クラスの利用状況を確認
できます

先生の利用状況を確認
できます 報告された内容を確認

できます
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２０. GEARでお知らせを新規作成・編集する

GEARご利用校のみ

GEARのお知らせを作成・編集できます。

お知らせを作成
できます

投稿したお知らせを
複製・編集・削除できます

お知らせの送信先を
選択します

通知内容を入
力します

送信先を選択し、通知内容を
入力した後、お知らせを投稿で
きます
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お問い合わせいただく前に

１.下記の方法で解決するかお試しください。

● ページを再読み込みし、更新する。
● 使用端末がネットワークに繋がっているかどうか確認する。
● 一度操作画面からログアウトし、再度ログインする。
● 端末を再起動する。

２.ヘルプページ「よくあるお問い合わせ（FAQ）」をご確認いただき、
　解決されない場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

　ヘルプページURL
　https://help.enageed.jp/teacher-web

お問い合わせ先
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改版履歴

版数 発行日 改訂履歴

第1版 2022年3月1日 初版発行

第2版 2022年3月8日 パスワード有効期限の延長
機能公開日を掲載

第3版 2022年3月14日 生徒登録機能の仮パスワード配布方法追記

第4版 2022年4月6日 学期末振り返り
CSVインポートについて追記

第5版 2022年4月20日 CSVインポートについて修正
よくあるお問い合わせを追記

第6版 2022年6月9日 先生・生徒を削除する方法を追記

第7版 2022年6月14日 学校管理者画面の解説動画についてを追記

第8版 2022年6月20日 アセスメント更新
仮パスワードPDFについてを追記

第9版 2022年7月26日 アセスメント機能を追記
GEARの管理機能を追記

第10版 2022年8月30日 生徒画面の並び替え
先生・生徒の最終アクセス日を追記

第11版 2022年10月19日 ENAGEED GLIDEについての説明
GLIDE更新機能を追記

第12版 2022年12月2日 Topページの説明にGLIDEの
実施状況表示を追加

第13版 2023年1月5日
パスワードリセット方法を追記

先生が離任する場合の操作方法を追記
生徒が転学する場合の操作方法を追記

第14版 2023年1月6日 推奨環境へブラウザアイコン追記
ブラウザ拡張機能利用時の注意点追記
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改版履歴

版数 発行日 改訂履歴

第15版 2023年2月8日 推奨環境の更新
ネットワーク設定が必要なドメイン更新

第16版 2023年3月28日 デジタル教材の構成変更を反映
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