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MyEnglishLabの生徒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. 生徒用アクセスコード: 製品を追加するには、生徒用のアクセス

コードが必要です。生徒用アクセス コードをお持ちでない場合は、

お近くの書店または Pearsonの販売店にお問い合わせいただくか、

オンラインでご購入いただくか、お近くの Pearson販売代理店にご

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送信するために使用されます。

3. インストラクターのコースID: このコース ID はインストラクター

から提供されます。自分で学習している場合は、この情報は必

要ありません。

準備はいいですか? 始めましょう!

http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_student_mel_en/#.gen_system_requirements
http://www.buymylab.com/
https://www.pearson.com/english/contact.html


登録

MyEnglishLabに生徒がアクセスできるようにするには、まずアカウントを作成する必要があります。このセクションでは、登録プロセスにつ

いて説明します。ハウツー動画もご覧いただけます。

注記 : 生徒用アクセス コードをお持ちでない場合は、お近くの書店または オンラインでご購入 いただくか、お近くの Pearson販売代理店にご連絡ください。

オプション 1:成人の学習者

新規アカウントを登録する手順は以下の通りです。

1. 以下のリンク先に移動します:
pearsonenglish.com/register

2. ご希望の言語を選択します。

3. Adult account オプションの下にあ Create 
an Adult Account ボタンをクリックします。注
記 : 問題が発生した場合は、[ヘルプ] アイコ
ンをクリックして、ヘルプ サイト [A] にアクセス
してください。
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https://www.youtube.com/watch?v=YbTYPVRAlWI&feature=youtu.be
http://www.buymylab.com/
https://www.pearson.com/english/contact.html
https://english-dashboard.pearson.com/register


登録 (続き)

● あなたの Personal information [B] を入力してください

Full name, Native language, Country.

● あなたの Account information [C] を入力して
ください

Username, Email address, Password.

● また、マーケティング目的 [D] での連絡を許可される場合
は、該当するボックスにチェックを入れてください。

4. キャプチャを確認して次に進みます。

5. 登録を完了するには、Create Account ボタンをクリック

します。ダッシュボードに移動します。

注記 : 
● あなたの 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。ただし、中国語などの異なる

文字体系で登録する場合は、1 文字または 1 記

号で十分です。

● Usernameには、小文字、数字、アンダースコア [_]、

ドット [.]、ダッシュ [-]、アット マーク [@] のみが使用

できます。

● Password は 8 文字以上で、数字または特殊文字を

1 つ以上含める必要があり、ユーザー名、名前、空白

は使用できません。
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登録 (続き)

オプション 2:お子様と保護者様の場合

お子様のアカウントを作成している保護者、後見人、また

は教師の方は、以下の手順に従ってください。

1. 以下のリンク先に移動します:
pearsonenglish.com/register

2. ご希望の言語を選択します。

3. Child account オプションの下にある Create a

Child Account ボタンをクリックします。

注記 : 問題が発生した場合は、

ヘルプ アイコンをクリックしてヘルプサイト [A] にア
クセスします。
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https://english-dashboard.pearson.com/register


登録 (続き)

● お子様の Personal information [B] を入力します

Full name, Native language, Country.

● お子様の Account information [C] を入力します

Username, Email address, Password.

● また、マーケティング目的 [D]のご連絡を許可される場
合は、該当するボックスにチェックを入れてください。

4. キャプチャを確認して次に進みます。

5. 登録を完了するには、Create Account ボタンをク

リックします。ダッシュボードに移動します。

注記: 

● お子様の 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。中国語などの異なる文

字体系で登録する場合は、1 文字または 1記号

で十分です。

● Username には、小文字、数字、アンダース

コア [_]、ドット [.]、ダッシュ [-]、アット マーク

[@]のみが使用できます。

● あなた自身のメールアドレスを入力できます。
● Password は 8文字以上で、数字または特殊文字

を 1つは含む必要があり、ユーザー名、名前、空

白を含むことはできません。
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ログイン

MyEnglishLabにログインする手順は以下の
通りです。

1. 以下のリンク先に移動します: 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 :

● 言語を変更したり、ヘルプサイトにアクセスして支援を受

けたりすることができます [A]。

● パスワードをお忘れの場合は、Forgot your password? 

リンク [B] をクリックしてください。
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https://english-dashboard.pearson.com/login


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 :
● 生徒用のアクセス コードをお持ちでない場合は、学校の

管理者にお問い合わせください。

● 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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http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_student_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、登録しているすべてのクラ

スが表示されます。

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。
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あなたの先生のコースに参加する

あなたの先生からコースに参加するための Course ID を渡されます。これにより、先生はアクティビティをあなたに割り当て、進行状

況を追跡できるようになります。先生が提供しているコースへの参加については、ハウツー動画 をご覧ください。

注記 : 

● 自分で学習している場合 (自習) は、ログインして学習を開始してください。後からコースに参加して、練習の成績を引き継

ぐことも可能です (下記ポイント 4 参照)。

● 自習や練習モードで行ったスピーキングやライティングのアクティビティは採点されません。

あなたの先生のコースに参加する手順は以下の
通りです。

1. Course タブに移動します。

2. Join course リンクをクリックします。

3. あなたの先生の Course ID を入力し、Join ボタン [B] をクリックします。

注記: コース IDは次のようなものです: V3VH-6GTY (受講するコースが 2018 年

12 月より前に作成されたものである場合、次のようになります: PPRT-VAST-TR99-

BY94)。

4. Don’t transfer gradesボタンをクリックしてアカウント データを消去するか、

Transfer gradesボタンをクリックして現在の成績を新しいコースに転送します。

5. Close ボタンをクリックします。

注記 : [設定] タブからコースに参加することもできます。詳しくは こちら をご覧く

ださい。
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https://www.youtube.com/watch?v=9aQ1Z-bCqxc
http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_student_mel_en/#.step_2_joining_course


課題を完了させる

課題とは、あなたの先生から送られる演習です。[課題] タブには、あなたの課題のリストが表示されます。

また、ハウツー動画では、課題のクリア方法を紹介しています。

注記 : アクティビティは、Course タブの [練習問題] 、または Assignments タブの [課題] として行うことができます。

課題を完了させる方法は以下の通りです。

1. Assignments タブに移動します。

2. 課題を見つけて、Open リンクをクリックします。

注記 : ステータスで課題をフィルタリングできます。

● All タブには、割り当てられたすべてのアクティビティが表示
されます。

● Not started [A] タブでは、まだ着手されていないアクティビ

ティが表示されます。

● 課題の横に Open のリンクがない場合は、先生が未来の日付で

あなたに課題を割り当てたことを意味します - この日付からのみ

開始できます。

● Started [B] タブでは、まだ提出する必要があるのはどのアクティ

ビティかが表示されます。

3. 課題を完了し、提出します。成績は成績表に表示されます。あなたの

先生もそれを見ることになります。
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https://www.youtube.com/watch?v=USV1NlIuoY4
http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_student_mel_en/#.opening_practice_activities


課題を完了させる (続き)

[コース] タブから割り当てられたアクティビティを開くこともできます。

● すでに割り当てられているアクティビティを Course タブから開こうとすると、アクティビ

ティ名 [A]の横に、アクティビティが割り当てられているという情報が表示されます。

● このアクティビティをクリックすると、Activity assigned のポップアップ ウィンドウ

が表示されます [B]。

● このアクティビティをスキップして後で完了するには、Cancel [C]ボタンをクリックします。

● 課題を開くには、Continue [D]ボタンをクリックします。
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成績をチェックする

ほとんどのアクティビティは自動採点されるため、[成績表] タブですぐに自分の成績にアクセスできます。

ただし、一部のアクティビティ (話すまたは書く)は教師が採点する必要があります。それらの課題は、採点されるまで成績表に表示

されません。詳しくは、ハウツー動画をご覧ください。

成績を以下のようにチェックできます。

1. Gradebook タブに移動します。

2. Change course ドロップダウン リストから受講中のコースを選択します。

注記 :デフォルトでは、最近選択したコースが Course タブに表示されます。

3. 成績は Data タブの下に表示されます。

4. 成績表のデフォルトの表示は Assignments と Tests です。練習の成績を

表示するには、Practices を選択します。1 つのビューで 1 つまたは 2 つの

ボックスにチェックを入れることができます。

5. 特定の Unitや Activity を選択すると、その成績が表示されます。
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https://www.youtube.com/watch?v=a0kNVKfsbFE


Assignments タブには、簡単にフィルタリングできる課題とイベントが表示されます。

1. Filter by course: コースで課題をフィルタリングします。

2. Filter by status: ステータスで課題をフィルタリングします。All をク

リックすると、すべてのアクティビティが表示され、Not started をク

リックすると、まだ開始されていないアクティビティが表示され、

Started をクリックすると、提出しなければならないアクティビティが表

示されます。

3. Select view: カレンダーに表示されている課題やイベントを切り替え

ることができます。

4. Today, Next 7 days, Next 30 days, More than 30 days: これ

らのセクションでは、期日に従って課題を並べ替えることができます。

5. 割り当てられたアクティビティにアクセスし、それぞれの詳細を表示し

ます。コースブック アイコン [C]の横には、課題のタイトル、コース名、

インストラクター名、いつ課題が送信されたか [D]が表示されます。さ

らに、正確な開始日と期日が表示されます [E]。

ツアーに参加する

課題
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6. Open: 課題を開きます。Attempts remaining [B] には、課題に対する

残りの試行回数が記載されています。試行回数に制限がない場合、メモは

表示されません。

注記 :

● 活動の進捗状況は 3 分ごとに自動的に保存されます。

● 課題の横に Open のリンクがない場合は、教師が未来の日付であなた

に課題を割り当てたことを意味します -その日付からのみ開始できます。

7. Resume: 以前に開いたことのある課題を開きます。

8. See report: 成績とともにアクティビティ レポートを表示します。

9. Try again: 複数回試行した課題をもう一度開きます。

10. Activity history: 過去のアクティビティのリストを開き、演習やコースの

種類でフィルタリングできます。

ツアーに参加する

課題
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コース

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、ここからも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、最近使用した製品の名称やレ

ベルを表示します。

2. Course picker: コース ピッカーを開きます。これにより、別のコースに切り替

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. Join a course: ここをクリックしてコース ID を入力し、先生のコースに参加

してください。

4. Add product: ここをクリックしてアクセス コードを入力し、アカウントに新

しい製品を追加してください。

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。

6. Contents: そのユニットで利用可能なサブセクションとアクティビティを表示で

きます。
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http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_student_mel_en/#.switching_between_courses


コース

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

8. Open: アクティビティを開くことができます。

9. Assigned: アクティビティがすでに教師によって割り当てられていることを示しま

す。教師によってすでに割り当てられているアクティビティを開くと、メモ Activity

assigned [A]が表示されます。このアクティビティをスキップして後で完了するに

は、Cancel ボタン [B] をクリックします。課題を開くには、Continue ボタン [C]

をクリックします。
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成績表

1. Change course: 別のコースに切り替えることができます。デフォル

トでは、最近選択したコースが [コース] タブに表示されます。

2. Expand details: 試行回数、完了したアクティビティの数、アクティ

ビティに費やした時間などの追加情報を表示できます。

3. Data: スコアと成績を表示できます。

4. Diagnostics: 様々なスキルの進捗状況やタスクに費やした時間を表

示します。

5. デフォルトでは、課題とテストの成績が表示されます。練習の成績を表示

するには、Practices のボックスにチェックを入れます。

6. Markers: どのユニットのアクティビティが完了したかを確認できます。

7. Filtering/Sorting: Last attempt, First attempt, Average

score, Highest score でアクティビティをフィルタリングできます。

Gradebook タブでは、あなたの成績にアクセスして、パフォーマンスの記録をつけることができます。

8. Export: あなたの成績を Microsoft Excel ファイルとして保存できます。

9. Help: 成績表の使用方法に関する追加情報が掲載されているヘルプサイト

にアクセスします。
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メッセージ

Messages タブでは、あなたの先生や、コースに登録している他の生徒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: 先生や、コース内の他の生徒にメッセー

ジを送信できます。

2. Inbox: 先生や他の生徒から受信したメールを保管し

ます。

3. Sent messages: あなたが以前に送信したメッセージを保管します。

4. Contact List: あなたがメッセージを送ることができるすべての

先生生徒のリスト。

注記 :教師は、コースに関するメッセージを送信するオプ

ションをオフにする場合があります。
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設定

Settings タブを使用すると、アカウントの管理や、個人情報の変更を行うことができます。

1. My Courses: あなたが現在登録しているコースを一覧表示します。Join a Course button ボタン [A] を使用すると、先生のコースに参加することができ

ます。Add product button ボタン [B]では、アクセス コードを使って別の製品を素早く追加することができます。

2. 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。

3. Notifications: MyEnglishLabからの自動通知に関する電子メール設定を行うことができます。
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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_student_mel_en/



