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【先生向け】ログイン～評価の入力まで
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授業の前にしておくこと
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ログインする

お申し込み時のメールアドレス、パスワードを入力してログインします。
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所属を選択する

所属（出題したいクラス）を選択します。

ここでは例として「DynaxT教室」に出題したいので、

「DynaxT教室」をクリックます。
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教材を検索する

教材の検索・問題を解く をクリックします。
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下までスクロール

「学習指導案あり」を検索

ページ下の方までスクロールし、「学習指導案あり」にチェック

検索ボタンで検索します。

※特定の単元などがあれば検索項目に入力することで、

結果をしぼることができます。 7



教材を選ぶ

「学習指導案あり」の教材が合計30問表示されます。

このなかから使いたい教材を選択します。

※今回は例として「【MPS01-01-05】おなじかずずつ」をクリックします。
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教材を「コピー」する

教材をひらくとページ上部に「コピー」というのがあるので、

これをクリックします。
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教材を「コピー」する

コピーをしてもよいかどうかの確認メッセージが表示されます。

問題がなければ「OK」をクリックします。
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①

②

教材を出題する

この画面と同じようなボタンが表示されていれば、コピー完了です。

「プログラム1 Step.1」、「出題」をクリックします。
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チェックをいれる

出題を設定する画面が開きます。

出題したいグループ・クラスにチェックを入れ、

右側の出題設定の項目を埋めます。

教材を出題する
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チェックをいれる

今回、出題形式は「コピー」を選択します。

「入門」と「コピー」の違いは、プログラムを入力する部分が

からっぽになる（入門）か、そのまま（コピー）かの違いがあります。

教材を出題する
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教材を出題する

「出題」をクリックし、出題一覧に内容が反映されたら

出題完了です。
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教材を出題する

この画面については作業が終了しましたので、

左上のロゴから、最初のメニューに戻ります。
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生徒がログインするための準備

メニュー画面に戻ったら、右側にある「QRコード発行」をクリックします。
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チェックをいれる

QRコード発行

QRコード発行画面では、児童・生徒が簡単にログインできるよう、

QRコードを発行します。
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チェックをいれる

QRコード発行

「簡単認証発行先」は発行したい所属クラスをチェックします。

ユーザ種別は「回答者」、印刷形式は「標準」、

有効期限は生徒が使用する授業の時間より遅い日時を指定します。

※必ず有効期限を確認してください。 18



チェックをいれる

QRコード発行

ユーザは「---------」でそのクラスに所属している児童・生徒全員分、

または1人分ずつの単位でも発行できます。

遷移先アドレスはどちらでも問題ないですが、

今回は「メニュー画面」を選択します。 19



チェックをいれる

QRコード発行

「QRコードの印刷用画面を表示」をクリックすると

右のようなQRコードが別画面で表示されますので、印刷して

児童生徒に配布します。（zip形式で保存することもできます。）

Sample
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授業での使い方

21



生徒のログイン

先に印刷しておいたQRコードを、児童・生徒たちに配ります。

iPadなどの端末からQRコードを読み取ることで、かんたんにログインできます。

QRコードを読み取る機能がない場合は、

先生と同じようにメールアドレスとパスワードでログインします。
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児童・生徒がログインできているか確認

児童・生徒がログインできていれば、このような画面が表示されます。
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児童・生徒への指示

「教材の検索・問題を解く」をクリック
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スクロール

児童・生徒への指示

教材検索画面の「対象」のみ「自分（回答）」を選択し、下までスクロール。

「検索」をクリックします。
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児童・生徒への指示

検索結果が、ページ下部に表示されます。
事前に「共有」していた教材をクリックします。

複数の教材が出題されている場合は、検索項目で絞ってあげると選びやすくなります。
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児童・生徒への指示

教材を開くと、このように「回答開始」が表示されます。

これをクリック
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児童・生徒への指示

「回答を開始します」というメッセージが表示されます。

「OK」をクリックすると回答入力（出題条件に合わせた教材の編集）が

できるようになります。 28



児童・生徒への指示

ページ下部までスクロールします。
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児童・生徒への指示

プログラム（ブロックエリア）はこのようになっているはずです。

※なっていない場合は別の教材（これは「おなじかずずつ」という教材）

もしくは出題時に「プログラム1 Step.1」をクリックできていないかもしれません。

（10枚目のスライド参照） 30



児童・生徒への指示

※想定の状況になっていない場合は、新しく出題をし直さなければならないので

授業前に回答者（児童・生徒用）アカウントで確認しておくとよいです。
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児童・生徒への指示

これは【MPS01-01-05】おなじかずずつという教材のプログラム1 Step.1です。

このばらけている1や9のブロックを左の空いているところにはめ込みます。
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児童・生徒への指示

お手本として、同じ教材の「プログラム1 （完成）」を

印刷して配布、センターモニターやプロジェクターで表示しておくと

児童・生徒もあまり迷わないと思います。 33



児童・生徒への指示

教材によって、またプログラムのStep.〇によって

ブロックのばらけ具合や数が違います。

児童・生徒のレベルなどに合わせて選べるようになっています。 34



スクロール

児童・生徒への指示

問題文や解答文をもとにブロックをはめることができたら、

少し上へスクロールします。
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児童・生徒への指示

「問題生成」をクリックすると、ブロックエリアの中身を

もとに問題が別ウィンドウで表示されます。
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児童・生徒への指示

ブロックに不足があったり、組み方に問題があると

このような表示がされます。

メッセージの内容は一見わかりにくいですが赤枠の部分が

「どうしてエラーが発生したのか」を説明しています。

表示のウィンドウを閉じて、ブロックを見直しましょう。 37



児童・生徒への指示

また、うまくランダムな数が作られなかったり、

表示がお手本と違ったりする場合もあります。

それは使うブロックが違っていたり、順番が違うのかもしれません。

表示のウィンドウを閉じて、ブロックを見直しましょう。 38



児童・生徒への指示

ブロックが組み終わったとき、授業が終わるときは

ページ上部の「保存」、そして「回答終了」をクリックします。

「回答終了」の前に必ず「保存」してください。
39



児童・生徒への指示

「回答終了」をクリックすると

「回答を終了してもよいか」確認のメッセージが表示されるので

問題がなければ「OK」をクリックします。

※終了すると内容を変更できなくなります。 40



児童・生徒への指示

「保存」と「回答終了」が消えたら、回答完了です。

「ログアウト」をクリック、またはブラウザを閉じてください。

授業内でおこなうことはこれで終わりました。
41



回答を見る・評価をする

42



スクロール

回答を見る・評価をする

児童・生徒が回答を終了したので、評価をします。

教材検索画面（ログイン～5枚目のスライド参照）で

教材検索画面の「対象」のみ「自分（回答）」を選択し、

下までスクロール。「検索」をクリックします。 43



回答を見る・評価をする

ページ下部に検索結果が表示されます。

出題している教材がすべて表示されますので、

検索項目で絞ってあげると選びやすいです。
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回答を見る・評価をする

今回は【MPS01-01-05】おなじかずずつという教材の回答を評価します。

タイトルをクリック
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回答を見る・評価をする

教材編集画面が開くので、「出題」をクリックします。
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回答を見る・評価をする

出題設定画面の下部に、過去出題した一覧が表示されます。

出題タイトルをクリックします。
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スクロール

回答を見る・評価をする

なにも入力せず、下へスクロールします。

※回答者（出題されている児童・生徒）が多く、特定の回答だけ見たい場合は

右側の検索フォームで検索をすることができます。 48



回答を見る・評価をする

回答者一覧のところに、出題されている児童・生徒が一覧で表示されます。

状態が「回答済み」となっていれば回答を見ることができます。

回答を見たい回答者の氏名をクリックします。 49



回答を見る・評価をする

回答者（児童・生徒）の保存した回答が表示されます。

下部のプログラム部分や「問題生成」をクリックして想定された出力がされるか、

意図や指示通りかを確認します。

スクロール
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回答を見る・評価をする

確認したら、「評価」をクリックします。
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回答を見る・評価をする

評価編集画面です。

該当する項目の「評価」欄にチェックします。

コメントは任意です。 52



回答を見る・評価をする

すべての項目について評価が終わったら

「保存」→「完了」の順でクリックします。

※「完了」を押さない限りは、評価内容を編集できます。 53



回答を見る・評価をする

評価が完了すると、なにも入力できなくなります。

ブラウザの戻る機能で戻るなどして、他の回答者についてもおなじように

評価をしましょう。 54



教材や出題について
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教材について

教材をひらくと このように「プログラム1 （完成）」と「プログラム1 Step.1 ～ 5」

の合計6つで構成されているものがあります。
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教材について

これは「0からプログラムを組み立てるのが難しい」という児童・生徒向けに

ばらばらになっているブロックをはめる・組み立てるだけでプログラムが完成する

ような構成になっています。
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教材について

Step.1がいちばんやさしく、Step.5がいちばん難しくなっています。

教材ごとでもプログラムの複雑さが違うので、

次ページで教材を難易度順に示します。
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教材のプログラム難易度
タイトル 難易度 タイトル 難易度 タイトル 難易度

【MPS02-01-02】１０００までの数 たし算とひき算 ☆☆☆☆☆ 【MPS01-01-05】おなじかずずつ ☆☆☆ 【MPS06-01-01】文字と計算 ☆☆

【MPS06-01-02】分数×分数（計算問題） ☆☆☆☆☆ 【MPS03-01-04】あまりのあるわり算 ☆☆☆ 【MPS01-01-04】ひきざん（２） ☆

【MPS06-01-04】分数÷分数 ☆☆☆☆☆ 【MPS04-01-02】式と計算の順じょ（文章題） ☆☆☆ 【MPS02-01-01】たし算とひき算 ☆

【MPS01-01-02】ひきざん（１） ☆☆☆☆ 【MPS04-01-04】小数×整数、小数÷整数（乗算） ☆☆☆ 【MPS02-01-03】計算のじゅんじょ ☆

【MPS04-01-05】小数×整数、小数÷整数（除算） ☆☆☆☆ 【MPS01-01-01】たしざん（１） ☆☆ 【MPS02-01-04】かけ算の九九（3） ☆

【MPS05-01-03】小数÷小数 ☆☆☆☆ 【MPS04-01-01】式と計算の順じょ ☆☆ 【MPS02-01-05】１００００までの数 ☆

【MPS05-01-04】小数÷小数（2） ☆☆☆☆ 【MPS04-01-03】式と計算の順じょ（計算問題） ☆☆ 【MPS03-01-01】分け方とわり算 ☆

【MPS06-01-03】分数×分数 ☆☆☆☆ 【MPS05-01-01】小数×小数（計算問題） ☆☆ 【MPS03-01-02】たし算とひき算 ☆

【MPS06-01-05】分け方とわり算 ☆☆☆☆ 【MPS05-01-02】小数×小数（文章題） ☆☆ 【MPS03-01-03】たし算とひき算（ひき算） ☆

【MPS01-01-03】たしざん（２） ☆☆☆ 【MPS05-01-05】式と計算 ☆☆ 【MPS03-01-05】□を使った式 ☆

☆がおおいほど難しい・複雑です
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教材のプログラム難易度
タイトル 難易度 タイトル 難易度 タイトル 難易度

【MPS02-01-02】１０００までの数 たし算とひき算 ☆☆☆☆☆ 【MPS01-01-05】おなじかずずつ ☆☆☆ 【MPS06-01-01】文字と計算 ☆☆

【MPS06-01-02】分数×分数（計算問題） ☆☆☆☆☆ 【MPS03-01-04】あまりのあるわり算 ☆☆☆ 【MPS01-01-04】ひきざん（２） ☆

【MPS06-01-04】分数÷分数 ☆☆☆☆☆ 【MPS04-01-02】式と計算の順じょ（文章題） ☆☆☆ 【MPS02-01-01】たし算とひき算 ☆

【MPS01-01-02】ひきざん（１） ☆☆☆☆ 【MPS04-01-04】小数×整数、小数÷整数（乗算） ☆☆☆ 【MPS02-01-03】計算のじゅんじょ ☆

【MPS04-01-05】小数×整数、小数÷整数（除算） ☆☆☆☆ 【MPS01-01-01】たしざん（１） ☆☆ 【MPS02-01-04】かけ算の九九（3） ☆

【MPS05-01-03】小数÷小数 ☆☆☆☆ 【MPS04-01-01】式と計算の順じょ ☆☆ 【MPS02-01-05】１００００までの数 ☆

【MPS05-01-04】小数÷小数（2） ☆☆☆☆ 【MPS04-01-03】式と計算の順じょ（計算問題） ☆☆ 【MPS03-01-01】分け方とわり算 ☆

【MPS06-01-03】分数×分数 ☆☆☆☆ 【MPS05-01-01】小数×小数（計算問題） ☆☆ 【MPS03-01-02】たし算とひき算 ☆

【MPS06-01-05】分け方とわり算 ☆☆☆☆ 【MPS05-01-02】小数×小数（文章題） ☆☆ 【MPS03-01-03】たし算とひき算（ひき算） ☆

【MPS01-01-03】たしざん（２） ☆☆☆ 【MPS05-01-05】式と計算 ☆☆ 【MPS03-01-05】□を使った式 ☆

最初は☆のプログラム1 Step.1からStep.5をやってみて、
慣れてきたら☆のプログラムを0から組み立ててみる。

そして、☆☆のプログラム1 Step.1…とすると
順を追ってプログラミングを学習できます。
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出題形式についても詳しく説明します。

出題について
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出題について

「入門」と「コピー」の違いは、プログラムを入力する部分が

からっぽになる（入門）か、そのまま（コピー）かの違いがあります。

入門 コピー 62



出題について
ブロックの組み立て（プログラミング）に慣れてきたら

同じ教材の「プログラム1 （完成）」を入門形式で出題する…という使い方で

「Step.5が終わったけれど、新しい教材に移るのも…」と感じた時に活用できます。

入門 コピー 63



評価基準について

64



評価基準について

「プログラムの評価ってどうしたらいいんだろう？」と悩まれる方も多いと思います。

以下の観点に着目してもらえたら、わかりやすくなるのではないでしょうか？

①「問題生成」の結果が、プログラム1 （完成）の結果と同じになっているか

ランダムな数を作っているので、数字はちがってきます。それ以外です。

②プログラムの中に余分なブロックはないか

消しても問題ない、意味のないブロックが使われていないかどうかを見てみます。

③ブロックの数が多くなりすぎ、複雑すぎていないか

意味のないブロックはないけど、条件分岐がとても複雑だったりしないでしょうか
65



評価基準について

基本的にはプログラム1 （完成）と、あまりにもかけ離れた出来でなければ

プログラミング教育でいわれている

「課題を手順に分解し、順序だてて解決へ導くことができる」

はクリアできていると思います。

巻末に、「学習指導案あり」にチェックを入れて検索すると表示される

30問についてまとめた表を添付いたします。

①プログラムの難易度順（難しいほど☆が多い）

②算数で学習する学年順（上にあるものほど低学年で学習する） です。
66



☆が多いほど難しい

タイトル ステップ数 もし～だったら くりかえし
もし～なら
くりかえす

難易度

【MPS02-01-02】１０００までの数 たし算とひき算 13 〇 〇 ☆☆☆☆☆

【MPS06-01-02】分数×分数（計算問題） 23 〇 〇 ☆☆☆☆☆

【MPS06-01-04】分数÷分数 19 〇 〇 ☆☆☆☆☆

【MPS01-01-02】ひきざん（１） 11 〇 〇 ☆☆☆☆

【MPS04-01-05】小数×整数、小数÷整数（除算） 11 〇 ☆☆☆☆

【MPS05-01-03】小数÷小数 8 〇 〇 ☆☆☆☆

【MPS05-01-04】小数÷小数（2） 9 〇 ☆☆☆☆

【MPS06-01-03】分数×分数 15 〇 ☆☆☆☆

【MPS06-01-05】分け方とわり算 16 〇 ☆☆☆☆

【MPS01-01-03】たしざん（２） 5 〇 ☆☆☆

【MPS01-01-05】おなじかずずつ 7 〇 ☆☆☆

【MPS03-01-04】あまりのあるわり算 9 〇 ☆☆☆

【MPS04-01-02】式と計算の順じょ（文章題） 6 〇 ☆☆☆

【MPS04-01-04】小数×整数、小数÷整数（乗算） 7 〇 ☆☆☆

【MPS01-01-01】たしざん（１） 5 〇 ☆☆

【MPS04-01-01】式と計算の順じょ 5 ☆☆

【MPS04-01-03】式と計算の順じょ（計算問題） 5 ☆☆

【MPS05-01-01】小数×小数（計算問題） 5 ☆☆

【MPS05-01-02】小数×小数（文章題） 6 ☆☆

【MPS05-01-05】式と計算 8 ☆☆

【MPS06-01-01】文字と計算 5 ☆☆

【MPS01-01-04】ひきざん（２） 3 ☆

【MPS02-01-01】たし算とひき算 4 ☆

【MPS02-01-03】計算のじゅんじょ 4 ☆

【MPS02-01-04】かけ算の九九（3） 3 ☆

【MPS02-01-05】１００００までの数 3 ☆

【MPS03-01-01】分け方とわり算 3 ☆

【MPS03-01-02】たし算とひき算 3 ☆

【MPS03-01-03】たし算とひき算（ひき算） 4 ☆

【MPS03-01-05】□を使った式 3 ☆



☆が多いほど難しい

タイトル ステップ数 もし～だったら くりかえし
もし～なら
くりかえす

難易度

【MPS01-01-01】たしざん（１） 5 〇 ☆☆

【MPS01-01-02】ひきざん（１） 11 〇 〇 ☆☆☆☆

【MPS01-01-03】たしざん（２） 5 〇 ☆☆☆

【MPS01-01-04】ひきざん（２） 3 ☆

【MPS01-01-05】おなじかずずつ 7 〇 ☆☆☆

【MPS02-01-01】たし算とひき算 4 ☆

【MPS02-01-02】１０００までの数 たし算とひき算 13 〇 〇 ☆☆☆☆☆

【MPS02-01-03】計算のじゅんじょ 4 ☆

【MPS02-01-04】かけ算の九九（3） 3 ☆

【MPS02-01-05】１００００までの数 3 ☆

【MPS03-01-01】分け方とわり算 3 ☆

【MPS03-01-02】たし算とひき算 3 ☆

【MPS03-01-03】たし算とひき算（ひき算） 4 ☆

【MPS03-01-04】あまりのあるわり算 9 〇 ☆☆☆

【MPS03-01-05】□を使った式 3 ☆

【MPS04-01-01】式と計算の順じょ 5 ☆☆

【MPS04-01-02】式と計算の順じょ（文章題） 6 〇 ☆☆☆

【MPS04-01-03】式と計算の順じょ（計算問題） 5 ☆☆

【MPS04-01-04】小数×整数、小数÷整数（乗算） 7 〇 ☆☆☆

【MPS04-01-05】小数×整数、小数÷整数（除算） 11 〇 ☆☆☆☆

【MPS05-01-01】小数×小数（計算問題） 5 ☆☆

【MPS05-01-02】小数×小数（文章題） 6 ☆☆

【MPS05-01-03】小数÷小数 8 〇 〇 ☆☆☆☆

【MPS05-01-04】小数÷小数（2） 9 〇 ☆☆☆☆

【MPS05-01-05】式と計算 8 ☆☆

【MPS06-01-01】文字と計算 5 ☆☆

【MPS06-01-02】分数×分数（計算問題） 23 〇 〇 ☆☆☆☆☆

【MPS06-01-03】分数×分数 15 〇 ☆☆☆☆

【MPS06-01-04】分数÷分数 19 〇 〇 ☆☆☆☆☆

【MPS06-01-05】分け方とわり算 16 〇 ☆☆☆☆


