
MyMobileWorld - 利用方法 (先生用)

登録手順（先生用）

※ 先生用アカウントの登録には、専用のアクセスコードが必要で
す。アクセスコードの入手について
は、asia.digitalsupport@pearson.comまでお問い合わせくださ
い。

1. efhonline.english.comにアクセスします。
https://efhonline.english.com

2. 「New? Register」の「教師(Teacher)」をクリックし
ます。

3. ユーザー名、パスワード、Eメールアドレス、氏名、国
名など、すべての必要情報を入力します。セキュリティ
のための質問を選び、答えを入力してください。
※　ユーザー名は小文字にしてください
※　ユーザー名にはメールアドレスを使われることをお
勧めします。
※　パスワードについては、次のガイドラインに従って
ください。
　　　• 数字1個を含む8文字以上で作成すること
　　　• 大文字と小文字の両方を含むこと
　　　• 「@」、「*」、「-」、「#」などの記号を含
むこと
※ユーザー名とパスワードはメモに書きとめるなどし
て、必ず保管してください。

4. Pearsonから提供された先生用のアクセスコードを入力
します。

5. Site policyを確認の上、同意するボックスにチェックを
入れます。

https://www.pearson.co.jp/
mailto:asia.digitalsupport@pearson.com
https://efhonline.english.com/
https://efhonline.english.com/
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https://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/img/mww-teacher-register-step2-ja.png


6. 「Register（登録）」をクリックします。正常に登録が
完了すると、登録プロセスが完了したことを知らせる
メッセージが画面に表示され、コースをコピーして自分
のコースを作成できる画面が表示されます。

メニューバーのプロファイルを選択し、ログインパスワードを
忘れてしまった時に必要な、個別のPassword Recovery ID(パ
スワード復旧ID)を確認。忘れないように必ずメモをしておいて
ください。

7. 登録は以上です。

※ 先生用アカウントは、MyMobileWorldへ登録後3年間有効で
す。

コース作成手順

1. MyMobileWorldにログインし、My Dashboardページにアクセスしたら、「Create
Course（コースを作成）」をクリックします。

2. クリックすると、新コース作成のための3つのオプションが表示されます。

a. Copy from Template：Pearsonのデフォルトのコンテンツを使用して新しいコース
を作成します。

b. Copy My Existing Course：すでにある自分のコースをコピーして新しいコースを作
成します。カスタマイズを行ったコンテンツがあり、新しいコースでもそのカスタ
マイズを利用できるようにしたい場合には、このオプションが便利です。

https://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/teacher.php?tab=2
https://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/img/mww-teacher-register-step7.1.jpg
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c. Copy Other Teacher’s Course：ほかの先生のコースをコピーして新しいコースを作
成します。この場合、ほかの先生のコースIDが必要になります。

Copy from Template

1. 「Copy from Template（テンプレートからコピー）」のタブで、ご自身のコースで使用する
レベルをクリックします。
※ 言語ごとに分かれていますので、ご希望の言語のテンプレートを選んでください。

2. 新しいコースのコース名、開始日および終了日を入力します（任意）。コースIDは、システム
により自動的に作成されます。「Finish（完了）」をクリックします。 

https://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/img/create-courses-2.jpg


重要：このページで発行されるコースIDをメモしてください。コースの準備が完了後、この
コースIDを生徒に教える必要があります。

3. 完了後、「Click here（こちらをクリック）」をクリックします。 

注意:コース内のアクティビティの量により、コースのコピーには2～5分かかります。

コース作成中は絶対にページを閉じたり、ウィンドウを再読み込み(リフレッシュ)したりしない
でください。

4. コースのコピーが正常に完了した後、「Go to Dashboard（ダッシュボードに移動）」をク
リックするとMy Dashboardページ（このページでは、作成したすべてのコースの一覧が表示
されます）に戻り、「Go to Course（コースに移動）」をクリックすると作成したコースにア
クセスします。 

Copy My Existing Course

https://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/img/create-courses-3.jpg?v=1.01
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1. 「Copy My Existing Course（既存のコースをコピーする）」をクリックし、コピーしたい
コースをクリックします。

2. 残りのプロセスは、Copy from Templateと同じです。ステップ2以降の作業を行ってくださ
い。

Copy Other Teacher’s Course

1. 「Copy Other Teacher’s Course（ほかの先生のコースをコピーする）」をクリックします。

2. コピーしたい先生のコースのIDを入力します。「Go（進む）」をクリックします。

3. 残りのプロセスは、Copy from Templateと同じです。ステップ2以降の作業を行ってくださ
い。

生徒の登録について
生徒用アカウントを登録する方法は以下の２つがあります。

1. 生徒が自分で登録する場合
コースへ登録するには、次の2点が必要です。
① 生徒用のアクセスコード　（MyMobileWorld アクセスコード付きStudent Bookに付いてい
ます）
② コースID　（先生がCreate Courseで作成した時に発行されたコースID)
登録に必要なステップは、生徒用アカウントの登録方法をご確認ください。
http://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/student.php?tab=1

2. 一括登録する場合
一つのグループの生徒を同時に登録したい場合には、下記リンクよりダウンロードできる一括

https://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/img/create-courses-6.png
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登録用テンプレートを記入のうえ、添付し、Pearsonサポートチーム
（asia.digitalsupport@pearson.com）にご連絡ください。
https://dl.pearson.co.jp/dl/EFH-MMW-User-Batch-Register.csv

※ 登録後、生徒のコース登録期間は2年間です。

各セクションについて

My Dashboard

1. English Firsthandロ
ゴ、My Dashboardの
リンク、Homeリンク
をクリックすると、
ユーザーはMy
Dashboardページに
移動します。

2. ブレッドクラム：プ
ラットフォームでの
ユーザーの位置を表
示。

3. ヘルプ：ユーザーを
サポートページに誘
導

4. インターフェース言
語の変更

5. ユーザープロフィー
ルの表示／編集

6. すべてのコースを一
覧表示

7. コースの作成：新し
いコースの作成を開
始。

8. 所有している各コー
スのコースID。

コースページ

コースをクリックすると、
コースページに移動し、12個

mailto:asia.digitalsupport@pearson.com
https://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/img/teacher-sections-1.png


のユニットが表示され、画面
上に、「Units（ユニッ
ト）」、「Completion（完
了）」、「Gradebook（採点
簿）」の3個のボタンが表示さ
れます。

Unit：コース内の12種類のユ
ニットを表示できるコース用
ランディングページです。 

Completion：生徒が完了し
たアクティビティ、未完了の
アクティビティ、手動で採点
する必要があるアクティビ
ティの数を表示します。 

Gradebook：ユニットおよび
サブユニット
（Vocabulary（ボキャブラ
リー）、Listening（リスニン
グ）、Language Check（言
語チェック）、Real
Stories（リアルストーリー）
およびVideo（ビデオ））で
完了した全アクティビティに
ついて、生徒のスコアを表示
します。

ユニットページ

ユニットでは、ボキャブラ
リー、リスニング、言語
チェック、リアルストーリー
およびビデオの5つのサブユ
ニットが表示されます。 

いずれかのサブユニットをク
リックすると、各サブユニッ
トで実行できるアクティビ
ティが表示されます。

Open-ended Questions

https://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/img/teacher-sections-2.png
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English Firsthandのコースには、自由回答式のアクティビティがいくつかあります。生徒は、自由に回
答を記入することができ、答えは一つとは限りません。このシステムでは生徒の自由回答を自動的に採
点することはできないため、デフォルトでは生徒に非表示になっています。これらのアクティビティを
表示し、生徒が取り組めるようにしたい場合には、アクティビティを表示する必要があります。また、
これらのアクティビティを採点するには、先生の手作業による答案の採点が必要となります。自由回答
式のアクティビティは以下の通りになります。

自由回答式のアクティビティを生徒に表示する方法
http://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/teacher.php?tab=4#open-ended
自由回答式のアクティビティを手作業で採点する方法
http://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/teacher.php?tab=6

Access Success レベル 1 レベル 2

リスニング アクティビ
ティ8
リアルストーリー ア
クティビティ2
ビデオ アクティビティ
1
ビデオ アクティビティ
3

リスニング アクティビ
ティ8
リアルストーリー ア
クティビティ2
リアルストーリー ア
クティビティ3
ビデオ アクティビティ
1
ビデオ アクティビティ
3

リスニング アクティビ
ティ8（ユニット12の
み）
リスニング アクティビ
ティ9
リアルストーリー ア
クティビティ2
リアルストーリー ア
クティビティ3
ビデオ アクティビティ
1
ビデオ アクティビティ
2
ビデオ アクティビティ
3
ビデオ アクティビティ
5

リスニング アクティビ
ティ9
リアルストーリー ア
クティビティ2
リアルストーリー ア
クティビティ3
ビデオ アクティビティ
1
ビデオ アクティビティ
2
ビデオ アクティビティ
3
ビデオ アクティビティ
5

コースの編集（任意）
コースでは、いくつかのカスタマイズを行うことができます。

1. 特定のアクティビティを生徒に対して非表示または表示する
目のアイコンで操作。非表示に設定されたアクティビティはCompletionやGradebookには評
価の対象として含まれません。

・非表示にする方法：

1. アクティビティの横の「目のアイコン」をクリックします： 

http://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/teacher.php?tab=4#open-ended
http://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/teacher.php?tab=6
https://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/img/modify-courses-1.png


2. ポップアップ警告が表示されます： 

3. 「Yes（はい）」をクリックすると、目のアイコンが  に変わります。これは、アク
ティビティが生徒に非表示になり、このコースのGradebookおよびCompletionには含
まれないことを意味します。

・再表示する方法：

1. アクティビティの横の「目のアイコン」をクリックします： 

2. ポップアップ警告が表示されます： 

3. 「Yes（はい）」をクリックすると目のアイコンが  に変わります。これは、アク
ティビティが生徒に表示され、このコースのGradebookおよびCompletionの計算に含
まれることを意味します。

Open-ended Activities

自由回答式の質問の性質により、一部のアクティビティでは手作業での採点が必要となります。
採点が必要なアクティビティは次のとおりです。

リスニング アクティビティ9
リアルストーリー アクティビティ2
リアルストーリー アクティビティ3
ビデオ アクティビティ1
ビデオ アクティビティ2
ビデオ アクティビティ3
ビデオ アクティビティ5

上記のアクティビティは、デフォルトで生徒に非表示になっています。これらのアクティビティ
を表示し、生徒が取り組めるようにしたい場合には、アクティビティを表示する必要がありま

https://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/img/modify-courses-4.png
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す。これらのアクティビティを手作業で採点するには、こちらをご覧ください。
http://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/teacher.php?tab=6

2. アクティビティのアクセスを締め切り、生徒が作業できないようにする。
スライダーのアイコンで操作。開いているアクティビティは、締切日が設定されておらず、生
徒が繰り返しアクセスしてアクティビティを実行できます。閉じたアクティビティは、生徒が
アクセスできないよう閉鎖されています。閉じたアクティビティも、Completionおよび
Gradebookに含まれます。

• アクティビティを閉じる方法：

1. アクティビティの横にある緑色のドットアイコンをクリックします。 

2. ポップアップメッセージが表示されます： 

3. 「Yes（はい）」をクリックすると、アクティビティの横のアイコンが変わります： 
 デフォルトは、閉じた日の23：59に設定されています。その

翌日の00：00から、このアクティビティをクリックしようとした生徒には、次のよう

http://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/teacher.php?tab=6
https://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/img/modify-courses-2.png
https://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/img/modify-courses-7.v1.2.png


なメッセージが表示され、このアクティビティにはアクセスできません。

• アクティビティを開く方法：

1. アクティビティの横にある赤色のドットアイコンをクリックします。 

2. ポップアップメッセージが表示されます： 

3. 「Yes（はい）」をクリックすると、アクティビティの横のアイコンが変わります： 
 

生徒は、このアクティビティにアクセスできるようになります。

先生用完了チャート

先生用のCompletion Chartで
は次のことが行なえます：

1. 各生徒のアクティビ
ティの進捗を確認す
ること。

2. 手作業で採点する必
要のある自由回答式
のアクティビティを
見つけること。

先生は、「Participants（参加
者）」ドロップダウンメ
ニューから、生徒氏名を選択
して、各生徒の完了レポート
を確認できます。 

先生は、「Unit（ユニッ

https://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/img/modify-courses-9.png
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ト）」のドロップダウンメ
ニューからユニットを選択し
て、ユニットに基づく完了
チャートを確認できます。

Teacher Completion Chart - by Student

「Participants（参加者）」ド
ロップダウンメニューから生
徒氏名を選択すると、その生
徒の全ユニットの完了チャー
トが表示されます。 

左のスクリーンショットに
は、「Student Demo One」
の完了チャートを示ししてい
ます。

Teacher Completion Chart - by Unit

「Unit（ユニット）」ドロッ
プダウンメニューからユニッ
トを選択すると、そのユニッ
トの全生徒に関する完了
チャートが表示されます。 

左のスクリーンショットに
は、さまざまな生徒のユニッ
ト1の完了チャートが示されて
います（「Student Demo
Two」および「Student Demo
One」）。

Teacher Completion Chart - Color Legend

https://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/img/teacher-completion-chart-2.png
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Graded（採点済み） (緑色)：　特定のアクティビティが完了し、採点されたことを意味します。 

Not graded（未採点） (黄色)：　特定のアクティビティが完了し、未採点であることを意味します。通
常、自由回答式のアクティビティに表示されます。 

Not available（利用不可） (灰色)：　生徒が別のアクティビティを完了し、採点が完了する（緑色）ま
で、特定のアクティビティがアクセス不可であることを意味します。 

Not attempted（未実行） (白色)：　特定のアクティビティが生徒によって実行されていないことを意
味します。

採点の付け方

How to Grade Open-Ended Questions

1. 「Teacher Completion Chart（先生用完了チャート）」に移動し、黄色でマークされたアク
ティビティがあるかどうか確認します。黄色のアクティビティは、先生が手作業で採点する必
要があります。

2. 黄色のアクティビティをクリックします（例：ユニット1のリスニング アクティビティ9）。

3. 手作業で採点する必要のある答案数を詳細に示すページが表示されます。「To grade（採点す
る）」の下を確認し、「grade（採点）」のリンクをクリックします。

4. 特定のアクティビ
ティに関する生徒の

https://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/img/how-to-grade-1.png
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全答案を一覧表示し
たページが表示され
ます。先生は、各生
徒の答案の確認、採
点（点数）の送信、
各答案に対するコメ
ント（任意）記入を
行うことができま
す。

5. 各答案について、そ
の内容に基づき生徒
に与えたい点数を入
力します（①と
②)。参考のため、
アクティビティの合
計点数が表示されま
す。

6. 完了後、ページ下の
「Save and go to
next page（保存し
て次のページに移
動）③」をクリック
します。

7. 先生が点数を保存す
ると、当該アクティ
ビティが緑色（完了
および採点済み）に
なります。

Gradebook - Course View

https://www.pearson.co.jp/catalog/support/mmw/img/how-to-grade-3.png
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1. 「Course (Total)」（コース（合計）） には、このコースのユニットおよびアクティビティ
における生徒の合計スコアが表示されます。EFH MyMobileWorldをLMSと統合している場合
には、この”コース（合計）”スコアが、LMSで確認できるスコアになります。列を並べ替える
と、スコアの高い順または低い順に生徒を並べ替えることができます。

2. Unit（ユニット）の列では、各ユニットのスコアが表示されます。この列では、生徒が取り組
んでいるユニットを確認することができます。

3. Unitドロップダウンメニュー：ユニットを選択すると、そのユニット固有の情報が表示されま
す。

4. Sub-unitドロップダウンメニュー：サブユニット（ボキャブラリー、リスニング、言語、リア
ルストーリー、ビデオ）を選択すると、そのサブユニットの全アクティビティスコアが表示さ
れます。まずユニットを選択しなければ、サブユニットを選択することはできません。

5. Search（検索）フィールドボックスでは、クラス名簿に登録された特定の生徒を検索できま
す。

6. Download（ダウンロード）ボタンでは、表示中の画面をExcelフォーマットでダウンロード
できます。

コースのGradebookでは、Gradebookビューを右にスクロールすると、各ユニットの列およびサブユ
ニットの最後の5列が表示されます。各サブユニットは学習分野を表しているため、学生が取り組んで
いる分野を理解するのに役立ちます。各サブユニットの列ヘッダーをクリックすると、必要に応じて生
徒のスコアを整理できます。

Gradebook - Unit View

ドロップダウンメニューからユニットを選択すると、ユニットのGradebookが表示され、そのユニット
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の合計スコアとユニット内の全サブユニットのスコアを確認できます。

Gradebook - Sub-Unit View

ドロップダウンメニューからユニットとサブユニットの両方を選択すると、Gradebookでサブユニット
ビューが表示されます。このビューでは、全生徒のすべてのアクティビティ スコアを確認できます。ス
コアをクリックすると、そのアクティビティの生徒の答案へと進むことができます。

先生用画面から、生徒の Password recovery ID
を確認する方法

生徒がPasswordを忘れてしまった場合、Password Recovery IDが必要です。 こちらは、先生用画面か
ら、生徒の Password Recovery IDを確認する方法です。

1. efhonline.english.comにアクセスし、ログインします。

2. 自分のコースに入ります。 
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3. 右手にある、オレンジ色のボタンをクリックします。 

4. コース管理メニューが表示されるので、メニューの中にある「評定」をクリック。 

5. クラスに参加している生徒の名前が表示されるので、Password Recovery ID が必要な生徒を
クリック。 

6. 生徒のユーザ詳細が表示され、Password Recovery ID が表示されます。 
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≪MyMobileWorldについてご不明な点は、以下にお問い合わせ下さい≫ 

テクニカル・サポート

日本

TEL：

03-4477-4892

（受付時間：土日祝祭日・年末年始夏季休暇を除く9：00～17：30）

メール： テクニカル・サポート （japan@pearsonintlsupport.com）

グローバル

TEL: 韓国 (+82-70-7488-3597)、タイ (+66-2787-3064)
メール： asia.digitalsupport@pearson.com

ピアソン・ジャパン株式会社・〒101-0064・東京都千代田区神田猿楽町1－5－15・猿楽町SSビル3階
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