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1. ナーシング・パスポートのユーザー権限の種類 

ナーシング・パスポートでは以下のユーザー権限があります。 

 管理者アカウント 

 ユーザー、グループを作成管理することができます。 

 管理者は教員アカウントと学生アカウントを作成することが可能です。 

 その施設のすべての学生アカウントの結果を管理閲覧することができます。 

 テストを自由に作成し割り当てることができます。 

 教員アカウント 

 ユーザー、グループを作成管理することができます。 

 教員アカウントは学生アカウントのみ作成することが可能です。 

 その施設のすべての学生アカウントの結果を管理閲覧することができます。 

 テストを自由に作成し割り当てることができます。 

 学生アカウント 

 テストを受験、自己学習テストの作成・受験をすることができます。 

 自分のテスト結果を閲覧することができます。 
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メニュー サブメニュー 機能概要 管理者 教員 学生 

テスト管理 

テスト作成 テストを自由に作成することができます。 ○ ○ × 

テスト一覧 

作成されたテストの一覧を表示します。 

またそのテストの設定確認やエクセルファイ

ルでのダウンロードなどを実施できます。紙

ベースで実施した場合のテスト結果をインポ

ートすることができます。 

○ ○ × 

成績 

テスト結果全学生

一覧 

テスト期間を設定し、学生のテスト結果、平

均点を確認することができます。 
○ ○ × 

テスト結果 

実施されたテストの結果を表示したり、詳細

をエクセルにダウンロードしたりすることが

できます。 

○ ○ × 

自己学習結果 
学生が実施した自己学習結果を個別に確認す

ることができます。 
○ ○ × 

問題別正答率 

問題ごとの正答率を自施設の％とナーシン

グ・パスポートをご契約いただいている施設

全体の％で確認することができます。 

○ ○ × 

ユーザー管理 

ユーザー管理 
利用するユーザーを管理することが可能で

す。 
○ ○※ × 

グループ管理 
ユーザーを管理するためのグループを作成管

理することができます。 
○ ○ × 

テスト   
自分に出題されたテストや自己学習テストの

一覧を表示します。 
× × ○ 

自己学習   
問題数、領域を選択して、自己学習用のテス

トを作成することができます。 
× × ○ 

成績 

テスト結果 
実施したテスト結果を表示することができま

す。 
× × ○ 

自己学習結果 
自己学習結果を個別に確認することができま

す。 
× × ○ 

○ - 権限あり 

× - 権限なし 

○※ - 学生アカウントのみが作成可能です 
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2. ログインについて 

ナーシング・パスポートはサイトを利用するにあたりユーザー名、パスワード、施設コードの３種類が必要

になります。 

ログイン画面について 

 

ナーシング・パスポートの URL にアクセスすると上記のページが表示されます。 

 ユーザー名：登録されているユーザー名 

 パスワード：設定されたパスワード 

 施設コード：施設ごとに設定されたコード 

正しく入力しログインをクリックすることでナーシング・パスポートにログインできます。 
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管理者・教員アカウントでのトップページ 

 
 

① コミュニケーションツール 

チャットなどの機能を利用することができます。 

② テスト一覧表示 

現在作成されている最新の作成済みテストを 5 つ表示します。5 つ以上を確認するには「さらに見

る」をクリックするとすべてのテストを表示することができます。 

③ メニュー 

それぞれの権限に応じて利用できるメニューが表示されます。 

④ 登録情報更新 

右上に表示される登録情報更新からパスワードを変更することができます。 

① ② 

③ 

④  
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学生アカウントでのトップページ 

 

① コミュニケーションツール 

チャットなどの機能を利用することができます。 

② 進捗状況 

領域ごと、並びに各月の実施数と正答率を色で表示します。クリックすることで詳細が表示されま

す。また、まちがえた問題・苦手な問題をクリックすることで補習用の自己学習テストを作成する

ことができます。 

③ テスト一覧表示 

現在実施することが可能なテストのリストが表示されます。 

④ 登録情報更新 

右上に表示される登録情報更新からパスワードを変更することができます。 

  

① ② 

③ 

④  
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3. コミュニケーションツールについて 

ナーシング・パスポートではご契約いただいている施設内のユーザー間で自由にコミュニケーションが取れ

るようにいくつかの機能を搭載しております。 

チャット 

「チャット」をクリックするとチャットウインドが表示されます。チャットを立ち上げているユーザー間で

リアルタイムのチャットを行うことができます。 

  

コメントを入力して送信を押すことでチャットに参加している全員にコメントを送ることができます。 

また、右に表示されている参加者のお名前をクリックすることでその方だけにメッセージを送ることも可能

です。 
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フォーラム 

「フォーラム」をクリックすると作成されているフォーラムが表示されます。フォーラムに参加したり、ト

ピックを作成したりすることができます。 

 

① トピックを追加 

新たな議題を作成することができます。 

② トピックへ参加 

表示されている一覧のタイトルをクリックすることでコメントを書き込むことができます。 

 
  



ナーシング・パスポート 

利用ガイド 
 

 

エルゼビア・ジャパン株式会社 ナーシング・パスポート テクニカルサポート ver. 1.0.5 

TEL: 0120-965-546 E-mail: support@nursingpassport.jp 

＜P-11＞ 

メッセージ 

電子メールと同じような形でメッセージを送信したり、今までのやりとりを閲覧できます。また、名前を入

れることで簡単に友人や先生をマイコンタクトに追加することができ、以後、簡単にメッセージを送ること

が可能です。 
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お知らせ 

管理者・教員アカウントでは、お知らせを作成することができます。お知らせは所属する施設の該当ユーザ

ーにのみ表示されます。 

作成時に掲載する期間と表示する相手（学生のみ、全員等）を設定することが可能です。 

 

設定したお知らせは該当するユーザーのトップページに表示されます。 
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4. テスト管理 

テスト作成 

管理者・教員アカウントでは、テスト問題を作成し、学生に割り当てることができます。 

1. 基本設定→ 2. 問題選択・確認→ 3. 対象者選択の流れでテストを作成します。 

ステップ１. 基本設定 

基本設定 

 
 

項目名 説明 

テスト名 任意のテスト名を設定します。文字数等に制限はございません。 

※ただしテスト名には下記の半角記号を利用することは出来ません 

^ * ? ￥ / . ~ : ; # > < [ ] 

期間設定 テスト期間を選択します。開始日と終了日、時間は選択した設定に応じて表示さ

れる入力ボックスに適切に入力してください。 

実施期間指定 ― 設定した期間内でテストを実施できる 

実施日指定  ― 指定日のみテストを実施できる 

実施時間指定 ― 指定日の指定時間のみテストを実施できる 

解説公開 テスト終了後の、テスト結果と解説の閲覧について設定します。 

即時公開 ― 

日時指定 ― 

学生がテスト終了後にすぐ結果と解説を閲覧できます 

入力された日時まで学生はテスト結果と解説を閲覧できません 

テストの最後に自己

評価を記入するボッ

クスを表示する 

テストの最終ページにフリーテキストのボックスが表示されます。 

このコメントは各自の成績を閲覧するときに確認できます。 

状況設定問題を 2 点

に設定する 

チェックを入れることで、状況設定問題の点数を１点から２点に変更されます。 
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復習テストの設定 

 
 

項目名 説明 

復習テストを自動

作成する 

テスト終了後に復習テストを自動作成する場合にチェックを入れます。 

モード 復習テストを作成する場合の設定を選びます。 

まちがえた問題から 

テスト実施時にまちがえた問題を復習テストとして自動作成します。 

まちがえた問題と同じ領域から 

テスト実施時に間違えた問題と同じ領域の問題からランダムに抽出して

自動作成します。問題数を入力してください。 

 

問題の選択 

 

項目名 説明 

過去の国家試験と同

じテストを作成する 

過去の国家試験と同じ問題数と並び順で作成する場合にチェックします。チェ

ックされた場合には、対象年とシャッフル以外は表示されなくなります。 

問題数 問題数を半角数字で入力してください。一つのテストでは最大 240 問となりま

す。 

うち状況設定問題数 テストに利用する状況設定問題のセット数（通常 3 問１セット）を半角数字で

入力してください。 

テスト時間 テスト時間（分）を半角数字で入力してください。 

問題の種類 テストを作成する際に使用する問題の種類を選択してください。 

対象年 出題する問題の出題年度を期間で選択してください。 

難易度 テストの難易度（普通、少し難しい、難しい）を選択してください。問題ごと

に設定されている難易度を組み合わせて、指定された難易度に合わせたテスト
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※テストに出題される問題はシステムで自動的に選択されるため、項目への入力、チ

ェックなどで再ロードが発生することがあります。 

 
 
 

領域の選択 

 

入力された設定に応じて問題数が自動的に表示されます。また、過去問題の領域ごとの比率に応じて問題数

が設定されます。特定の領域から出題したい場合、または領域ごとの問題数を変更したい場合は「手動入力」

を押すことで入力することができます。 

 

項目名 説明 

問題数 選択可能な問題数が表示されます。（青色） 

選択する問題数が表示されます。（灰色） 

選択可能な問題数は過去３回のテストで出題された問題を除外した問題数と

なります。 

状況設定問題 

セット数 

選択可能なセット数が表示されます。（青色） 

選択するセット数が表示されます。（灰色） 

問題を抽出します。 

選択肢表示順 選択肢を 3 つのモードから選択します。 

通常 ― 元々の問題と同じ並び順で選択肢を表示 

シャッフル ー 選択肢の並び順を自動的にシャッフル 

シャッフル（独自選択肢を含む）― 独自選択肢を含めて自動的にシャッフル 
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選択可能な問題数は前回のテストで出題された問題を除外した問題数となり

ます。 

総数 今回のテストで選択する問題数が表示されます。 

手動入力 出題したい領域等を個別で指定する場合に利用します。 

手動入力では、問題数は登録されているすべての問題数が表示されます。 

自動入力 手動入力の場合に表示され、手動入力を自動入力に戻す場合に利用します。 

自動入力を再度選択した場合には過去３回に選択した問題を除外した問題数

にが表示されます。 
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ステップ２. 問題選択・確認 

ステップ１の設定に基づいて選択された問題が表示されます。内容を確認の上、追加変更を行うことができ

ます。 

問題の選択 

 
 

項目名 説明 

作成方法 作成にあたっての手順をポップアップで表示します。 

検索ボックス 問題の検索をすることができます。探したい単語を入力してマークをクリ

ックします。 

テストプレビュー 学生のテスト実施画面と同じ形式でプレビューが表示されます。 

選択済表示 選択された問題が表示され、確認することができます。問題入れ替えなど

で表示画面に領域ごとの問題のみが表示されている時などに利用します。 

印刷 テストを PDF 形式で表示します。 

問題選択＆問題一覧 

 
  

① ② 
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①について 

項目名 説明 

領域 領域名が表示されています。 

クリックすることでその領域の問題を②に表示することができます。 

総数 領域ごとに登録されている問題数を表示します。 

基本設定では、前回のテストで出題された問題を除外した問題数が表示さ

れますが、この画面では登録されているすべての問題数が表示されます。 

選択済 領域ごとに出題問題として選択されている問題数を表示します。 

 

②について 

項目名 説明 

表示 問題をテストする場合のプレビューが表示できます。 

操作  選択済の問題に表示されています。 

クリックすることでテストから外すことが可能です 

 未選択の問題に表示されています。 

クリックすることでテストに追加することが可能です。 

並び順  選択済表示の場合に表示されています。 

ドラッグすることで出題順を変更することが可能です。 

過去の国試の複製の場合は並び順を変更することは出来ません。 
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ステップ３. 対象者選択 

テストの対象者をグループまたはユーザー名で個別に選択することができます。 

 

テストのグループまたは対象者を選択する場合は、選択可能な左側のボックスから選択し を押すことで

右側の選択されたグループ・対象者に移動して対象者を決定できます。 

テストの対象から外す場合は、右側のボックスから選択し を押すことでテストの対象から外すことが可

能です。 

※ユーザー登録から削除した学生がテスト対象者に含まれている場合は名前は赤文字で表示されます。選

択して外してください。 

※テスト対象者は姓（ふりがな）の昇順で表示されます。 

グループで対象者を指定した場合の注意点 

グループで選択した場合はその時点で所属している学生が自動的に登録されます。グループ管理で学生

をグループから外した場合でも、その変更は既に作成されているテストには反映されません。 

テストからグループに登録されている特定の学生を外す場合には、テスト編集のステップ３でグループ

を一旦対象から外し、対象者で選択されている該当する学生アカウントを同様に外してから次へをクリ

ックしてください。 
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※すでにテストを実施した人をテスト対象者から外した場合でもテスト結果は維持されます。 

テスト一覧 

管理者・教員アカウントは作成されたテストの編集、印刷、ダウンロード、インポート等の各種機能を利用

することができます。 

テスト編集 

作成されたテストの編集は下記の設定となります。 

 テスト開始前日まで テスト開始日以降 テスト期間終了 

基本設定 ☓ ☓ ☓ 

問題選択・確認 ○ ☓ ☓ 

対象者選択 ○ ○ ☓ 

    ○ - 編集可能 × - 編集不可能 

テスト一覧の各種表示、機能 

 

項目名 説明 並び順変更 

テスト名 作成時につけたテスト名が表示されます。 ○ 

テスト期間 設定した実施期間が表示されます。 ○ 

作成者 テストを作成したユーザーの名前が表示されます。 × 
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問題数 設定した問題数が表示されます。 × 

テスト時間 設定したテスト時間が表示されます。 × 

完了数 テストを完了した学生数が「完了数／対象者数」で表示されます。 

完了数：実施した人数（テスト結果のあるユーザー数） 

対象者数：今時点でそのテストの対象者となっている人数 

クリックすることでテスト結果へ移動します 

× 

操作 各種機能アイコンが表示されます。 × 

 テスト設定を確認することができます。確認のみ可能で編集はできません。 

 

テストの内容を編集することができます。編集できる範囲のみ編集可能な

形で表示されます。テスト開始前と開始以降では異なります。 

 学生のテスト実施画面と同じ形式でプレビューが表示されます。 

 
作成したテストを PDF で書き出します。 

 
作成したテストの解答、解説のみを PDF で書き出します。 

 

開始前のテストを削除することができます。開始日以降はクリックできま

せん。 

 テストの問題、解答、解説をエクセル形式で保存できます。 

 

マークシートなどで実施した場合のテスト結果をインポートするテンプレ

ートを保存できます。 

 

前項のテンプレートを利用してマークシートなどの結果をシステムにイン

ポートすることができます。 

テストインポート機能 

ウェブサイトを利用しないで、紙やマークシートを利用してテストを実施した場合にそのテスト結果を取り

込むことができます。 

１．ボタンでイ ンポート用のテンプレートを保存します。 

２．取得したエクセルにテストの結果を入力します。 

 

 

項目名 説明 

ユーザーID 自動で挿入されますので変更せずにご利用ください。 

ユーザー名 自動で挿入されますので変更せずにご利用ください。 

https://www.nursingpassport.jp/mod/quiz/mod_quiz/exportxl.php?id=317
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問題番号 1,2,3 と問題番号が表示されますので、選択した番号を入力ください。 

例）１  

複数選択形式の場合は 1|2 と選択肢の間に｜を入力してください 

３．ファイルを保存します。 

４．  ボタンをクリックします。 

５．表示された画面で３で保存したファイルを選択しインポートします。 

 

６．インポート状況が表示されますので、完了したら、閉じてください。 

※ウェブサイトでテストを実施してテスト結果が存在する場合はデータは上書きされます。 
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5. 成績 

テスト結果 

実施されたテストの状況や各種レポートを取得、確認することができます。 

項目名 説明 並び順変更 

テスト名 テスト名が表示されます。 ○ 

テスト期間 実施期間が表示されます。 ○ 

問題数 問題数が表示されます。 × 

実施人数 テストを実施した人数が表示されます。 × 

学校平均 テスト結果の学校平均が表示されます。 × 

総合平均 
エルゼビアが提供したテストを複数の学校で実施した場合の平均点

が表示されます。 

× 

学校順位 
エルゼビアが提供したテストを複数の学校で実施した場合の平均点

の順位が表示されます。 

× 

学校詳細 学校詳細ページヘ移動します。 × 

学生詳細 該当テストの学生ごとの詳細ページヘ移動します。 × 

結果詳細 テスト結果の問題ごとの詳細ページへ移動します。 × 

エクスポート 
学生ごと問題ごとの解答とその正解率をテストごとにエクセルで保

存できます。 

× 
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エクスポートデータ 

 

1 は学生が選択した内容を各問題毎に表示します。また、テスト作成のステップ 1 で「テストの最後に自己

評価を記入する」をチェックした場合に表示されるテキストボックスに入力されたコメントが表示されます。 

2 はその問題の正誤を○☓で表示します。 

得点は通常 1 問 1 点ですが、ステップ１で「状況設定問題を 2 点に設定する」にチェックした場合は状況

設定問題の点数が１問２点で計算されます。 

  

テスト名

施設名 得点 問題1 問題2 問題3 問題4 コメント

正解 1 3 4 4

ID 名前 施設名 104 1 3 4 4

ID 名前 施設名 100 1 3 4 4 ユーザーコメント

結果

ID 名前 施設名 104 O O O O

ID 名前 施設名 100 O O O O

平均正答率 90% 79% 64% 79%

1 

2 
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学校詳細 

テストの結果を学生の成績分布と領域ごとの正答率で確認することができます。 

 

項目名 説明 

成績分布 
実施テストでの学生の点数ごとの分布図を表示します。 

マウスを重ねることで該当項目のデータがポップアップ表示されます。 

領域別正答率 

領域別の正答率を表示します。 

施設で作成されたテストは学校平均のみ表示されます。総合平均は、エルゼビアが

提供したテストを複数の学校で実施した場合のみ表示されます。 
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学生詳細 

テストの結果を学生ごとに表示します。学生ごとの詳細を「表示」から閲覧することが可能です。また「レ

ポート」からテスト結果をエクセル形式で取得することができます。学生は自分の成績メニューから同様の

レポートを取得することができます。 

 

 

項目名 説明 

テスト名 テスト名が表示されます。 

学生名 学生名が表示されます。 

得点 正解の得点が表示されます。 

得点 (%) テスト結果を 0-100%で表示します。 

学校平均 テスト結果の学校平均点が表示されます。 

総合平均 
エルゼビアが提供したテストを複数の学校で実施した場合の平均点が表示され

ます。 

校内順位 学校内での学生の順位を表示します。 

総合順位 
エルゼビアが提供したテストを複数の学校で実施した場合の平均点の順位が表

示されます。 

表示 該当する学生のより詳細なレポートを表示します。 

レポート 該当する学生のテスト結果をエクセルでダウンロードして保存できます。 
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「表示」レポート 

選択した学生の個別のレポートを表示します。 

 

  

項目名 説明 

成績分布 
自分の結果と他の学生の得点

分布を表示します。 

領域別出題数 
領域ごとの出題数とその正答

率を表示します。 

領域別正答率 
領域ごとの正答率を学校、全体

と比較して表示します。 

結果一覧 問題ごとの詳細を表示します。 
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レポート 

学生のテスト結果をエクセル形式でダウンロードすることができます。 

学生は自分の成績メニューから同様のレポートを取得することが可能できます。 
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結果詳細 

問題ごとの選択肢、選択肢ごとの解答数、正解を表示します。 

 

正解よりも解答数の多かった選択肢はオレンジ色で表示されます。 

 

解答数をクリックすることで、その選択肢を選択した学生名が表示されます。 
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項目名 説明 

問題 問題文が表示されます。 

正解 正解が表示されます。 

選択肢 テストで表示された選択肢が表示されます。 

解答数 
それぞれの選択肢を選んだ人数が表示されます。 

人数をクリックすることで、選んだ学生の名前がポップアップ表示されます。 

正しい選択肢は緑色の背景色と  が表示されます。 

不正解かつ正解の人数よりも多い選択肢はオレンジ色の背景色で表示されます 

※「エクスポート」でレポートをエクセル形式でダウンロードすることができます。 
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テスト結果全学生一覧 

直近６回のテスト結果を学生ごとに表示することができます。対象期間を設定して送信をクリックすると指

定した期間のテスト結果が表示されます。 

※「エクスポート」でレポートをエクセル形式でダウンロードすることができます。 

学生名をクリックするとその学生の詳細ページを表示できます。 
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自己学習結果 

学生が各自で実施できる自己学習の履歴を確認することができます。 

 

対象者を選択して対象期間を設定することで指定された学生の期間内の自己学習状況が表示されます。 

 
 

項目名 説明 

テスト名 作成された自己学習名を表示します。 

作成日 自己学習が作成された日にちを表示します。 

得点 正解の得点が表示されます。 

得点 (%) テスト結果を 0-100%で表示します。 

詳細 自己学習の詳細ページを表示します。 
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学生詳細 

選択した学生の自己学習のレポートを表示します。  

項目名 説明 

領域別出題数 
領域ごとの出題数とその正答

率を表示します。 

領域別正答率 
領域ごとの正答率を学校、全体

と比較して表示します。 

結果一覧 問題ごとの詳細を表示します。 
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問題別正答率 

ナーシング・パスポートに登録されている問題の自施設の正答率、全体での正答率を表示して書き出すこと

ができます。また、期間を設定することで一定期間での問題の正答率を表示ですることがきます。 

 

項目名 説明 

問題の種類 すべて、国家試験過去問題、学校独自から選択できます。 

領域 すべて、と各領域を選択できます。 

難易度 すべて、普通、少し難しい、難しいを指定することができます。 

年 問題の出題年を選んで指定することができます。 

開始 終了 入力した期間内での正答率を表示します。 
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検索結果 

 

①について 

指定された範囲に該当する問題数を領域ごとおよび難易度に分けて表示します。 

②について 

項目名 説明 

ID 問題に付与されている ID 番号です。 

問題 問題文を表示します。 

タイプ 国家試験過去問題、施設独自手技などの種別を表示します。 

年 出題年を表示します。 

領域 問題が属する領域を表示します。 

難易度 問題の難易度を表示します。 

正答率（全体） 指定した期間の全体（本製品を利用している全施設）での正答率を表示します。 

正答率（学校） 指定した期間の自施設での正答率を表示します。 

正解 正解を表示します。 

 

  

① 

② 
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6. ユーザー管理 

ユーザー管理では管理者/教員アカウントで施設に属するユーザーを登録、削除することが可能です。 

ユーザー管理 

ユーザーを個別に登録、一括で登録更新を行う機能です 

 

項目名 説明 並び順変更 

学校名 施設の登録名を表示します。 〇 

ユーザー名 
ナーシング・パスポートにログインするためのユーザー名となりま

す。 

〇 

名前 ユーザーの名前を表示します。 〇 

職名 職種名を表示します × 

学年 学年を表示します。 × 

ユーザー権限 学生、教員、管理者の権限を表示します。 × 

利用状況 アクティブまたはインアクティブが表示されます。 × 

操作 ユーザーデータの編集または削除が行えます。 × 

※初期の表示は姓（ふりがな）からの昇順となります。 
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ユーザー追加 

「ユーザー追加」をクリックした画面で個別にユーザーを作成することができます。画面上の*の項目は必

須項目です。 

 

項目名 説明 

ユーザー権限 

ユーザーの権限を選択します。 

教師－テスト作成、ユーザー管理が行えます 

学生－テストを実施することができます 

学年 
学生の場合に表示されます。現在の学年を選択してください。学年は 3/31 に

一つ上がり、最高学年の学生はアカウントが利用停止になります。 

ユーザー名 
ナーシング・パスポートにログインするためのユーザー名となります。 

半角英数字 6 文字以上で作成してください。 

姓名 ユーザーの名前を入力してください。 

ふりがな 名前のふりがなを入力します。この内容で表示の並び順が決定します。 

パスワード 
ログインのためのパスワードとなります。 

6～20 文字の半角英数字となります。最低 1 つの数字と組み合わせてください。 

メールアドレス 必要に応じて、メールアドレスを入力してください。 

役職名 必要に応じて、役職名を記入してください。 
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グループ名 グループ管理で作成したグループを選択できます。 

ステータス アカウントのアクティブ、インアクティブ（停止）を指定します。 

コメント 特記事項などを記入することができるコメント欄です。 

 

ユーザー一括登録・更新 

一括登録・更新をクリックした画面で、エクセルを利用して複数のユーザーを一括登録・更新・削除するこ

とができます。既存のユーザー情報を更新する場合は、既に登録されているユーザーリストをダウンロード

して編集して登録します。 

ダウンロードしたテンプレートファイルにはコメントが登録されていますので、記入する際の参考にしてく

ださい。 

 
 

項目名 説明、入力時の注意事項 

施設コード【必須】 
施設コードは施設登録時に設定されたコードとなります。 

正しい値を記入してください。 

ユーザー名【必須】 ユーザー名は半角英数字で 6 文字以上で作成してください。 
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ユーザー名は重複させることはできません。 

パスワード（6～20 文字）【必須】 
6～20 文字の半角英数字となります。最低 1 つの数字と組み合

わせてください。 

姓（必須）【必須】  

名（必須）【必須】  

姓（ふりがな）【必須】  

名（ふりがな）【必須】  

メールアドレス【任意】 必要に応じて、メールアドレスを入力してください。 

役職【任意】 必要に応じて、役職を入力してください。 

ユーザー権限【必須】 

登録するユーザーの権限を選択して数字を入力してください。 

管理者-> １ 

教員 -> ３ 

学生 -> ５ 

電話番号【任意】  

学年【任意】 

該当行のユーザーについて指定します。 

下記から選択してください 

1 
2 
3 
4 

グループ【任意】  

備考【任意】  

アクティブ【必須】 

該当行のユーザーについて指定します。 

下記から選択して数字を入力してください 

アクティブ → 1 

インアクティブ → 2  

動作【必須】 

該当行のユーザーについて指定します。 

下記から選択してください。 

新規 ユーザー追加 

削除 ユーザー削除 

更新 ユーザー更新 

 

※グループに関して 

グループ名を入力すると自動的にグループが作成されます。また、更新の時には既存のグループ名を入力

することでグループに追加されます。複数グループに登録する場合にはカンマ（,）でグループ名をつな

げてください。 
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※インポートについて 

ユーザーデータのインポートはデータのアップロードと同時に実施されます。その間に、他のページに移

動する等の操作を実施すると途中で終了していますことがありますのでご注意ください。 
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グループ管理 

グループを作成してユーザーを登録しておくことができます。テスト作成時にグループを指定すると、グル

ープに登録されているユーザー全員にテストを出すことができます。 

 
 

項目名 説明 並び順指定 

グループ名 グループの名前になります。重複作成はできません。 〇 

ユーザー数 そのグループに属している人数が表示されます。 × 

コメント グループのコメントを表示します。 × 

操作 グループの編集または削除が行えます。 × 
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グループ作成 

「グループ追加」をクリックした画面でグループを作成することができます。 

 

項目名 説明 

グループ名 グループの名前になります。重複作成はできません。 

コメント 特記事項などを記入することができるコメント欄です。 

１-4 年 チェックすることで対応した学年のユーザーだけが表示されます。 

検索 ユーザーを検索できます。 

対象者の選択 

グループに追加するユーザーを選択 して  をクリックすること

でグループに追加できます。削除する場合は、選択した対象者からユーザ

ーを選択して、逆の三角をクリックして対象者から外してください。 

ユーザーは姓（ふりがな）の昇順で表示されます。 

 

※グループの対象者は随時変更することは可能ですが、テスト作成で対象者をグループで選択した場合は、

作成した時点に登録されているユーザーがテストの対象者となります。グループ管理でユーザーを変更した

場合にも、既に作成されているテストの対象者は変更されませんのでご注意ください。 
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