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始める前に
MyEnglishLab のインストラクター用スタートアップガイドへよう

こそ。このガイドでは、MyEnglishLab を有効に使用するために

必要な手順について説明します。

開始する前に、システム要件をチェックして、お使いのコン

ピューターで MyEnglishLab をご利用いただけることをご

確認ください。

注記 : MyEnglishLab では、Mozilla Firefox と Google Chrome が推奨
されるインターネットブラウザです。

必要なもの:

1.インストラクター用のアクセス コード: 製品にアクセスす

るには、インストラクター用のアクセス コードが必要です。

インストラクター用アクセス コードをお持ちでない場合は、

最寄りの Pearson 販売代理店までご連絡ください。

2.電子メール アドレス:  このメール アドレスは、登録確認メ

ールとシステム アップデート通知を受信するために使用さ

れます。

準備はいいですか? 始めましょう!

http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_teacher_mel_en/#.system_requirements
https://www.pearson.com/english/contact.html


登録

インストラクターとして MyEnglishLab を使用するには、インストラクター用のアクセス コードを登録する必要があります。これにより、コースコ

ンテンツの確認、コースの作成、生徒への作業の割り当て、および生徒のパフォーマンスのモニタリングが可能になります。ハウツー 動画も
ご覧いただけます。

注記: 先生用のアクセスコードをお持ちでない場合は、最寄りの Pearson 販売代理店までご連絡ください。

A B

C

新規アカウントを登録する手順は以下の通りです。

アカウントを登録する手順は以下の通りです。

1. 以下のリンクにアクセスします: 
pearsonenglish.com/register

2. ご希望の言語を選択し[A]、Create an 
accountをクリックします。問題が発生した場
合は、Help [B] アイコンをクリックして、ヘルプ

サイトにアクセスしてください。
3. Create adult account [C] を選択します。

https://youtu.be/2iM88fu9LV4
https://www.pearson.com/english/contact.html
https://english-dashboard.pearson.com/register


登録 (続き)
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A

B

C

4. Email address、Username、Password、
First name、Last nameを入力し、Countryで
日本を入力します。

プライバシーポリシーと使用条件を確認の上で
ボックスにチェックを入れ[A]、マーケティング

目的でお客様に連絡することを許可される場合
は、該当するボックスにチェックを入れてくだ
さい[B]。

Create accountをクリックすると[C] 、
Dashboard が表示されます。

注記:

●Last nameは少なくとも2つのラテン文字でなけれ
ばなりません (例：Sato)。漢字などの異なる文字体系
で登録する場合は、 1文字または 1記号(例：佐藤）で
十分です。

●Usernameには、小文字、数字、ドット [.]、アンダー
スコア [_]、ダッシュ[-]、アットマーク[@] のみが使用で
きます。

●Password は 8 文字以上、大文字と数字をそれぞ
れ１つ以上含む必要があります。



ログイン
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MyEnglishLabにログインする手順は以下の通りです。

1. 以下のリンクにアクセスします: 
pearsonenglish.com/login

2. Username とPassword を入力します。

3. Sign in ボタンをクリックします

注記: パスワードをお忘れの方は、Forgot your username 
or password?のリンクをクリックするか、こちら をクリックして
ください。
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https://english-dashboard.pearson.com/login
https://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_stu_pep_en/#.recovering_your_password


アカウントに製品を追加する手順は以下の通りです。

1. ログイン後、Add a Product ボタンまたは Add a Product リ
ンク [A] をクリックします。

2. アクセス コードを入力し、Add Product ボタンをクリックします。

注記: カメラ付きのデバイスを使用している場合、ご使用の製品
が対応していれば、QR コード [B] をスキャンして製品を追加す
るオプションも表示されます。

3. 製品が追加されると、ポップアップがそのことを通知します。

Back to Dashboard ボタンをクリックすると、Dashboard
に戻ります。

注記 :
● インストラクター用のアクセス コードをお持ちでない場合は、

最寄りの Pearson 販売代理店までご連絡ください。
● MyEnglishLab の [コース] タブから、アカウントに

別の製品を追加することもできます。詳しくは、
コーススライドのポイント 4 をご覧ください。

● アクセスコードが受け付けられない場合は、

こちら をクリックしてください。

製品の追加
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https://www.pearsonelt.com/contact/buy.html
http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_teacher_mel_en/#.access_code


1. ナビゲーションバーでは、Dashboard ボタンまたは

Pearson のロゴ [A] をクリックすると、Dashboard ビューに戻
ることができます。ここから、My Account タブへのアクセス
(お客様情報の編集)、言語の変更、ヘルプ サイトへのアクセス、

ログ アウトも行うことができます。

2. 製品は、製品名と有効期限を表示したタイルの形で表示され
ます。ダッシュボードから MyEnglishLab の製品のアイコンを

クリックして、製品にアクセスします。MyEnglishLab プラットフ

ォームに自動的に転送されます。

3. 製品を追加するには、Add a Product ボタンを使

います。その方法についてはこちら をクリックしてく

ださい。

4. Products タブでは、すべての有効な製品 [B] と、すでに期

限切れとなった製品[C] が表示されます。

5. Classes タブには、Pearson English Portal 上のすべて

のクラスが表示されます。Pearson English Portal でのク

ラス管理の詳細については こちら をご覧ください。

ダッシュボードの探索

MyEnglishLab 製品には、Pearson English Portal のダッシュボードからアクセスできます。このスライドは、ダッシュ

ボード ビューの使用方法とナビゲート方法を示しています。

注記:

● アクティブなMyEnglishLab 製品のクラスには、MyEnglishLab プ

ラットフォームからアクセスできます。
● Give Feedback ボタン [E] を使用して、プラットフォームの使用感を伝えること

ができます。
● MyEnglishLab の課題に関する通知は、ダッシュボードではまだ利用できま

せん。
7

http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_teacher_mel_en/#.step_3__adding_a_product
https://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_edu_pep_en/#.manage_classes1


コースの作成

アクティビティを割り当て、生徒のパフォーマンスをモニタリングするには、生徒をコースに登録する必要があります。ここでは、コースを作

成してカスタマイズし、生徒を招待する方法を紹介します。ハウツー動画 もご覧いただけます。

注記 :
● コースを作成しない場合でも、生徒は自習モードで練習アクティビティにアクセスできます。テストは例外で、生徒には隠されており、教師が割り

当てる必要があります。

● いくつかの活動 (話す、書くなど) は、自動的には採点されません。課題は、あなたが採点するまで、成績表には表示されません。生徒がこれらのアクテ
ィビティを練習として完了させた場合、成績はつけられません。

ステップ 1: コースの作成

コースを作成する手順は以下の通りです。

1. Settings タブをクリックします。

2. Course Management タブで、Create a new
course ボタンをクリックします。

8

https://youtu.be/7K6HsWaTXRY


コースの作成 (続き)

3. New course ボタンをクリックし、Next をクリックします。

注記 : これは、教師向けまたはプログラム管理者向けコース作成のデ
フォルトオプションです。コースタイプ選択の詳細については、こちら
をクリックしてください。

4. Course name とCourse end date を入力し、Product ドロップダウ

ン リストから製品とレベルを選択します。

5. Submit ボタンをクリックします。

6. コース概要ページには、Course name、Course ID、Product、
Course end date が表示されます。コース ID を生徒と共有します。

Print [A] をクリックすると、コース情報が記載された PDF ファイルが作

成されます。

9

http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_teacher_mel_en/#.choosing_a_course_type


コースのカスタマイズ

成績表の設定や、コースで公開されているデフォルト設定を変

更したり、コースにリソース (PDF、Word ドキュメントなど) を追

加したりすることができます。

コースをカスタマイズする手順は以下の通りです。

1. Settings タブに移動します。

2. Course Management タブで、カスタマイズするコースの Manage
リンクをクリックします。

利用可能オプションは以下の通りです。

1. Manage Students: このタブを使用して、登録済み生徒の名簿の表示、Remove student(s) from course、Move student(s) to another course、
Register new student(s) などを行えます。

2. Manage Resources: 教材をアップロードして生徒に提供するには、このタブを使用します。文書、画像、音声ファイル、動画ファイルをアップロードできます。

個々のファイル サイズは制限されていませんが、リソース領域の合計は 100mb までに制限されています。

3. Course Settings: このタブを使用して、コース情報の更新 (名前の変更、終了日の変更、コースの削除)、メッセンジャーのオン/オフ、独自のコース動作の指

定を行います。
4. Grade Settings: このタブを使用して、グレードの

しきい値を変更します (推奨)。

10



生徒の登録

生徒は MyEnglishLab にアカウントを登録し、コース ID を使用してコースに参加できます。時間を節約するために、あなた自身が

生徒を登録し、新しいユーザー名とパスワードを生成することもできます。ハウツー動画 で詳しくご紹介しています。

注記 : 生徒がすでに登録済みで、ユーザー名とパスワードを持っている場合は、インストラクターのコース ID を生徒に伝えてコースに参加してもらうのが良いで
しょう。

一人の生徒を登録する手順は以下の通りです。

1. Settings タブをクリックします。

2. Course Management で、コースの Manage リンクをクリックします。

3. Manage Students の下にある Register new student(s) ボタンをクリックします。
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https://youtu.be/8ETrHAReJe4


生徒の登録 (続き)
4. Register Single Student タブで、生徒の情報を入力します。

注記 :
● 生徒用のアクセスコードがなくても生徒を登録することができます。生徒は、MyEnglishLab にログインした後、アクセスコードを追加する必要があります。
● アカウントについて生徒に知らせること、およびデータ保護の要件を認識していることを確認するボックス [A] を忘れずにチェックしてください。

5. Submit ボタンをクリックします。

6. PDF のテンプレートをダウンロードして、電子メールで生徒に送信するか、記録として保管してください。この文書を印刷して、生徒に直接渡すこともできます。

ここでは、複数の生徒を登録する方法をご紹介します。
12

http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_teacher_mel_en/#.enrolling_multiple_students
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コンテンツの割り当て

コンテンツを割り当てることは、生徒の宿題を出すのに適した方法です。教師は、クラス全体または特定の生徒にコンテンツを割り当てること

ができ、課題の設定をカスタマイズすることができます。割り当てられたコンテンツは生徒の To Do リストに表示されるため、生徒は簡単に

コンテンツを見つけて完成させることができます。詳しくは、ハウツー動画 をご覧ください。

注記 :
● 練習の割り当ては任意ですが、テストは必ず割り当てる必要があります。
● コンテンツが割り当てられると、期限が過ぎるかアクティビティが削除されるまで、教師は同じグループの生徒にコンテンツを再割り当てできなくなります。

コンテンツを割り当てる手順は以下の通りです。

1. Course タブをクリックします。

2. 最近使用したコース [A] または All courses ピッカー [B] か
らコースを選択し、特定のユニットを選択します。

注記 :
● 製品だけではなく、Course を選択するようにしてください。
● コースの切り替えや [全コース] のオプションについては、こちら をクリックしてください。
● このアイコン は、あなたがコースの所有者であることを示しています。
● [成績表]  タブに切り替えると、システムは選択内容を記憶します。

3. 割り当てるすべてまたは特定のアクティビティを選択して、Assign をクリックします。

注記 :
● 割り当てられたアクティビティの総数は、 Assign ボタンに表示されます。
● そのアクティビティが既に割り当てられている場合は、アクティビティの横にアイコン

が表示されます。
● ラベルは、教師がテストを採点したかどうかを示しています [C]。 こちらでは、[成績表] タブからコンテンツを割り当てる方法を紹介しています。

https://youtu.be/V0rZNEuakMk
http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_teacher_mel_en/#.switching_between_courses
http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_teacher_mel_en/#.assigning_activities_from_the_gradebook


コンテンツの割り当て (続き)

4. 生徒 [A] を選択し、Next step をクリックします。

注記 : オプション [B] を選択すると、後からコースに参加した生徒も課題を受
け取ることができます (期日を過ぎていない限り)。

5. Due date と Time を設定して、Next step ボタンをクリックします。

6. 生徒に将来の日付から課題の解決を開始させたい場合は、Start date と
Time を設定し、Next step をクリックします。

14



コンテンツの割り当て (続き)
7. 必要に応じて、デフォルトの割り当て設定を変更してから、Assign

ボタンをクリックします。

注記 :
● 大文字と句読点は、On を選択すると利用可能になり、Off を選

択すると利用できなくなります。
● Default の設定では、コンテンツチームが大文字と句読点を

重要視しているため、演習問題は大文字と句読点によっても
採点されます。これは生徒のために強調表示されます。この
セクションが利用できない場合は、「基本モード」で作業してい
る可能性があります。

● Expert Mode [A] をクリックすると、より多くのオプションが表示
されます。

8. 割り当ての処理が完了すると、Assignments タブに通知が表示さ
れます [B]。複数のリマインダーがある場合は、Dismiss All [C] を
選択すると、リマインダーが表示されなくなります。また、十字のアイ
コン [D] をクリックすると、一時的に非表示にすることができます。

注記 : 割り当てられるコンテンツの量によっては、コンテンツの割り
当て処理に最大 5 分かかる場合があります。

15



ツアーに参加する
ASSIGNMENTS

Assignments タブには、Assignments & Events: To Do List, Calendar, Recent Activity という 3 つの主要なサブタブがありま

す。これらのタブはいつでも切り替えることができます。

1. To Do List: このリストには、今後割り当てられるアクティビティやカレン

ダーのイベントが表示されます。View more [A] をクリックすると、リスト

を展開することができます。矢印をクリックして詳細を確認することもでき

ます。

2. Calendar: [カレンダー] タブでは、すべてのコースに関連するイベントや

アクティビティを確認することができます。アクティビティを割り当てると、生

徒の期日がレンダーに表示されます。これは、生徒のカレンダー ページに

も表示されます。

3. Recent Activity: Recent Activity 画面は、To Do List に似ています

が、既に発生したイベントや課題を表示します。また、期日や課題の変更

などのアクションも記録されます。

16



ツアーに参加する
ASSIGNMENTS

4. Reminders: [課題] タブの右側に、コースの作成、成績表のエクスポー

ト、コースの終了日、その他のプロセスに関するリマインダーや通知が表
示されます。Dismiss をクリックすると最新のものが表示されます。

5. Filters (Showing/Change course): To Do リストをコース別に分類する

ことができます。

6. Edit: 課題の提出期限の変更や課題の削除はこのボタンで行い

ます。

7. Delete Icon: アイコンをクリックして、課題を削除します。

8. See report: See report をクリックすると Assignment report 画面が

表示され、割り当てられた課題の状況や成績を確認できます。

17



COURSE

Course タブでは、コース内容の確認や、練習問題へのアクセスを行うことができます。お使いの製品で eText が利用できる場合は、

ここから追加資料にアクセスできます。

1. Product tiles: 現在使用している製品やコース、および

最近使用した製品やコースの名称やレベルを表示します。

2. All courses: ここをクリックすると、コース ピッカーが表示

され、他のコースに切り替えることができます。コースの切

り替えについては、こちら をご覧ください。

3. Create course: 新しいコースを作成するには、こちらを

クリックしてください。

4. Add product: アクセス コードを入力して、アカウントに

新しい製品を追加します。

5. eText: コースに eText が付属している場合は、アイコンが

表示されます。アイコンをクリックして eText を開きます。

こちらでは、[コース] タブからコンテンツを割り当てる方法を紹介しています。

18

http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_teacher_mel_en/#.switching_between_courses
http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_teacher_mel_en/#.assigning_content


COURSE

6. Table of contents: コース内の利用可能なユニットを表示します。ユ

ニットをクリックすると、そのサブセクションとアクティビティが表示されま

す。

7. Switch to Student view: このボタンで、教師用と生徒用の表示を切り

替えることができます。これにより、生徒がコースとアクティビティをどのよう

に見ているるかがわかります。

8. 非表示/表示 (目のアイコン): コース内の生徒のコンテンツを表示また

は非表示にすることができます。

9. Assign: アクティビティを宿題や追加練習として割り当てることができます。

これらのアクティビティは、生徒の To Do リストに表示されます。割り当て

るアクティビティを選択します [A]。また、Select all ボタン [B] を使って、

ユニット内のすべてのアクティビティを割り当てることもできます。

こちらでは、[コース] タブからコンテンツを割り当てる方法を紹介しています。

19

http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_teacher_mel_en/#.assigning_content


GRADEBOOK

Gradebook タブでは、生徒の成績にアクセスして、記録することができます。

1. Search for students: ここでは、すべてのコースの生徒を探すこと

ができます。

2. Change course: 別のコースに切り替えることができます。最近選択

したコースが [コース] タブに表示されます。

3. マーカー: 提出されたアクティビティを見つけるのに役立ちます。

4. 非表示/表示オプション: 以前は非表示にしていたアクティビティを

非表示または表示できます。

注記 : 生徒が課題やテストを完了後に、それらの回答を見られないよう
にすることができます。その方法については、サポート記事をご覧くださ
い。

5. アクティビティの試行回数と完了したアクティビティの数。

6. Data: 登録している生徒が取得したコース スコアと成績を提

供します。

7. Diagnostics: コース内の生徒がどのように進歩しているのかを、ス

コア、行動、スキル (費やした時間、試行回数、様々なスキルなど) の

両面から瞬時に把握することができます。

20

http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_teacher_mel_en/#.hiding_showing_content


GRADEBOOK

8. ビューの変更: 成績表をフィルタリングして、生徒の課題、練習、テスト

のスコアと成績を表示することができます。

注記 :
● 少なくとも 1 つの表示オプションを選択する必要があります。
● 一度に選択できる表示オプションは 2 つまでです。

9. フィルタリング: 最後の試行、最初の試行、平均スコア、最高ス

コアでアクティビティをフィルタリングできます。

10. 並べ替え: スコア、成績、および完了したアクティビティの数に基づい

て、生徒のリストを並べ替えることができます。デフォルトでは、生徒

はアルファベット順に一覧表示されています。

11.エクスポート: コースの成績表を Microsoft Excel または

Moodle にエクスポートできます。また、Export multiple 
gradebooks [A] オプションを使用すると、同じ製品で作成された

複数のコースの成績表をエクスポートすることができます。

12. Student Management: Settings の Manage Students 画面に移

動します。このセクションでは、生徒の管理、アクセスの有効期限やタ

スクにかかった時間を表示できます。

13.クエスチョン マーク: 成績表の機能についてのサポート ページに移

動します。
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MESSAGES

Messages タブでは、生徒およびコースに登録している他のインストラクターの両方とコミュニケーションをとることが

できます。

1. New message: コースに関係する生徒や他のイン

ストラクターとの電子メールでのコミュニケーションを

開始します。

2. Inbox: 他のインストラクターや生徒から受信したメー

ルを保管します。

3. Sent messages: 以前に送信したメールを保管します。

4. Contact List: コミュニケーションできるすべての生徒と

教師に関する情報を提供し、1 人またはすべての生徒に

メッセージを送信できるようにします。
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SETTINGS

Settings タブでは、アカウントの選択と管理、コース、グループ、および個人の情報を変更できます。

1. Course Management: コースが作成されると、名前、コース ID、製品、

生徒数、コース終了日などのコース情報がここに表示されます。

2. My Groups: プログラム管理者の要求に応じて、教師のグルー

プに参加できます。

3. Personal Profile: パスワード、居住国、タイムゾーン、母国語、日付形

式、電子メール、キーボードなどのアカウントプロフィール情報を変更でき

ます。

4. Notifications: コース終了前、かつ、製品の有効期限前であれば、教

師が採点した課題を生徒が提出した際に、メールで通知を受けることが

できます。

5. Analytics: 複数の製品、コース、および教師からの成績表をエクス

ポートすることができます。

6. Join a Course: インストラクターとして別のコースに参加できます。
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SETTINGS

7. Create a new course: 新しいコースを作成できます。

8. Add product: アクセス コードを使用して、別の製品またはレベルを

すばやくアカウントに追加できます。

9. コースの切り替え: 有効期限が切れたコースも含めて、すべての

利用可能なコースを表示したり、現在のコースだけを表示したり

することができます。

10. 製品検索: 特定の製品に基づいてコースを検索できます。

11.コースの凡例: 所有しているコース、参加しているコース、その他の

コースを区別することができます。

12. Manage Icon: コースを管理できます。
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ヘルプとサポート

ヘルプやサポートが必要な場合は、以下に

アクセスしてください
MyEnglishLab
ヘルプとトレーニング

Pearson は、可能な限り最高の技術

サポートを提供することをお約束いた

します。

http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_teacher_mel_en/#.home2
http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_teacher_mel_en/#.home2
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