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1. 始める前に 

MyEnglishLab学習者用スタートガイドへようこそ。このガイドでは、MyEnglishLabを正しくお使いいただくために必要な手順を説明します。 

 

ご利用になる前に、ブラウザー環境のチェックを実行して、お使いのコンピューターでMyEnglishLabを使用できるよう

に準備してください。https://www.PearsonELTSupport.com/CheckMyComputer 

 注記：MyEnglishLabのご利用に推奨されるブラウザーは、Mozilla FirefoxまたはGoogle Chromeです。  

https://www.pearsoneltsupport.com/CheckMyComputer
https://www.pearsoneltsupport.com/CheckMyComputer
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必要なもの： 

1. アクセスコード：新規登録と学習教材の設定には、アクセスコードが必要です。アクセスコードをお持ちでない場合は、お近くの書店な

どに問い合わせるか、またはピアソンの営業担当者までお問い合わせください。 

2. 電子メールアドレス：この電子メールアドレスは、登録確認およびシステム更新の通知の受信に使用されます。 

3. コースID：コースIDは教師からお知らせします。セルフスタディの場合は、コースIDは必要ありません。 

 

準備はよろしいですか？では、始めましょう！  

 

  

http://www.pearsonelt.com/customersupport/worldwideoffices
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2. 登録 

 

学習者がMyEnglishLabにアクセスするには、アクセスコードが必要です。このセクションでは、登録プロセスを順に説明します。 

 注記：学習者アクセスコードをお持ちでない場合は、お近くの書店に問い合わせるか、またはピアソンの営業担当者までお問い合わせください。 

アクセスコードを登録するには：  

1. www.MyEnglishLabHelp.com/Registerを開きま

す。 

2. ［Change Language］  をクリックして、使用す

る言語を選択します。 

3. アクセスコードを入力し、［次へ］ をクリックしま

す。 

4. 登録する製品（教材）が正しいことを確認してから

、［次へ］をクリックします。  

 

http://www.pearsonelt.com/customersupport/worldwideoffices
http://www.myenglishlabhelp.com/Register
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5. 新しいアカウントを作成するか、または登録済みの

Pearsonアカウントを使用してサインインできます

。 

A. 初めて登録する場合 

［作成］ をクリックしてPearsonアカウントを

新規作成します。 

または 

B. Pearsonアカウントをお持ちの場合 

登録済みのユーザー名とパスワードを入力し、

［サインイン］ をクリックします。  

6. 「ライセンス契約」を読みます。[ライセンス契約に

同意する] をクリックしてから、［次へ］をクリッ

クします。  
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7. 個人情報（電子メールアドレス、氏名、所属機関）

を入力します。 

注記：「所属機関」のリストにご所属先が見つからない

場合は、[Others] を選択し、その後表示されます項目に

学校名を入力します。 

8. アカウント情報を入力します。 

A. ユーザー名は半角6文字以上で指定する必要

があります。ユーザー名には覚えやすいよう

に電子メールアドレスを使用することをお勧

めします。 

B. パスワードは半角8～32文字で指定し、数字

を1個以上含める必要があります。 

 注記：空白、自分の名前、ユーザー名をパスワー

ドに含めたり、数字のみのパスワードを指定した

りしないでください。 

9. ［次へ］ をクリックします。 

10.入力した情報を確認し、［終了］ をクリックします

。 

11.［Go to your product（自分の製品に進む）］

をクリックします。自動的にログインされない場合

は、ユーザー名とパスワードを入力します。  
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3. 教師主導型コースへの参加 

コースIDは教師が学習者にお知らせします。このセクションでは、教師主導型コースに参加する方法について説明します。教師は学習者の成績を

閲覧でき、学習者は教師が指定した課題を確認できます。 

注記：  

● 自分一人で学習する場合（セルフスタディ）は、ログインしてそのまま学習を開始してください。後からいつでも教師主導型コースに参加し、すでに学

習済みの練習問題の回答内容を教師に転送することができます。 

● スピーキングやライティングのアクティビティは、教師が課題に設定した場合のみ評価の対象となります。セルフスタディまたは練習モード（課題に設

定しない）の場合には、評価されません。  
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教師主導型コースに参加するには：  

1.  www.MyEnglishLabHelp.com/loginを開きます

。 

2. ユーザー名とパスワードを入力します。 

3. ［設定］ タブをクリックします。 

4. ［コースに参加］ をクリックします。 

5. 教師主導型コースの［コースID］を入力します。 

注記：コースIDは「pprt-vast-tr99-by94」という書

式です 

6. セルフスタディの後に教師主導型コースに参加す

る場合は、［前の練習問題のスコアの転送］ をオ

ンにして、成績を教師に転送します。 

7. ［OK］ をクリックします。 
 

4. 課題への取り組み 

 

教師が学習の一環として課題を出すことがあります。このセクションでは、課題に取り組む方法について説明します。 

 注記：教師が課題を作成すると、その課題は ［To Do リスト］、［カレンダ］、［最近のアクティビティ］ に表示されます。課題は ［コース］ タブか

らは開けません。  

http://www.myenglishlabhelp.com/login
http://www.myenglishlabhelp.com/login
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課題に取り組むには： 

1. ［ホーム］ タブをクリックします。 

2. ［To Do リスト］ に、課題のリストが表示

されます。  

3. ［開く］ をクリックして課題を開きます。 

 

アイコン： 

● （テスト）教師がテストを用意したときはこのアイコンで示されます。  

● （アクティビティ）教師がアクティビティを用意したときはこのアイコンで示されます。 

5. 成績の確認 

 

自動評価されたアクティビティは [成績表] タブで確認できます。ただしスピーキングやライティングのアクティビティは、教師が課題に設定し

た場合のみ評価の対象となります。 

注記：  

● スピーキングやライティングの課題は、教師が評価を完了するまで成績表に表示されません。 

● セルフスタディモードで完了したスピーキング、ライティングのアクティビティは、評価対象外になります。  
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成績を確認するには： 

1. ［成績表］ タブをクリックします。 

2. ［コースの変更］ ドロップダウンリストから

コースを選択します。 

3. 成績は ［データ］ タブに表示されます。 

4. 成績表のデフォルトの表示は ［課題とテスト

］  です。練習モードで回答したアクティビテ

ィの成績を確認するには、［表示の変更］ か

ら [練習問題のみ] を選択します。 

 

 

 

6. サイトナビゲーション 

 

ホーム  

［ホーム］ タブには、［To Do リスト］、［カレンダ］、［最近のアクティビティ］ の3つのタブがあります。 
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1. コース：このセクションには、アクセス可能なコースおよび製品（教材）すべてが表示されています。 

2. すべてのコースの表示：すべてのコースまたは製品をここに表示できます。ドラッグ アンド ドロップでコースを並べ替えることもでき

ます。 

3. To Do リスト：課題に指定されているアクティビティとカレンダに登録されている直近のイベントが表示されます。  

4. カレンダ：［カレンダ］ タブには教師が設定したイベントや指定した課題の締切日が表示されます。 
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5. 最近のアクティビティ：最近のアクティビティには、終了したイベントと、提出済みまたは評価済みの課題が表示されます。提出期限や

課題の変更なども表示されます。 

6. フィルター（表示/コースの変更）：To Do リストの絞り込みを行うことができます。 

7. 課題とイベントのリスト：［もっと見る］(A)をクリックしてリストを展開することができます。  

8. 開く：［開く］ をクリックして課題を開きます。 

9. See report（レポートの表示）：［See report（レポートの表示）］をクリックして課題レポートページを開き、課題を提出した日

や点数などの情報を確認できます。 

10. 詳細表示矢印：矢印をクリックすると、表示範囲を広げて課題の詳細を表示できます。 

 

 

 

 

  



12 

コース  

［コース］ タブからコースの学習内容を確認し、練習アクティビティにアクセスできます。  

1. コースの変更：別のコースに切り替える

ことができます。 

2. 製品タイトル：教材名とレベルが表示さ

れます。 

3. ユニット/章：利用可能なユニット/章が

表示されます。 

4. eテキスト：製品にeテキスト（電子書籍

）がある場合にこのアイコンが表示され

ます。アイコンをクリックするとeテキス

トが開きます。 

5. 開く：アクティビティが開きます。 

6. 学習内容：ユニット/章に含まれるサブセ

クションとアクティビティが表示されま

す。 
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成績表  

［成績表］ タブでは成績を確認し、習熟度を記録できます。 

1. コースの変更：別のコースに切り替えることがで

きます。 

2. 詳細表示：試行回数、完了したアクティビティの

数、アクティビティにかかった時間などの詳細情

報を確認できます。 

3. データ：コース得点と評価を確認できます。 

4. 診断：平均点とタスクに費やした時間の両方につ

いて、進度が視覚的に表されます。 

5. 表示の変更：次の条件で評価を簡単に絞り込めま

す：練習問題のみ、課題のみ、テストのみ、練習

問題とテスト、課題とテスト。 

6. マーカー：どのアクティビティを完了したか確認

できます。  

7. フィルター/並べ替え：最後の試行、最初の試行

、平均点、最高点でアクティビティを絞り込めま

す。 

8. エクスポート：コースの成績表をExcelにエクス

ポートできます。 
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メッセージ  

［メッセージ］ タブで、コースの担当教師や他の学習者と連絡を取ることができます。  

1. 新しいメッセージ：教師やコースに登録して

いる他の学習者に電子メールでメッセージを

送信できます。 

2. 受信箱：受信したメールが保存されます。 

3. 送信済みメッセージ：送信済みのメッセージ

を確認できます。  

4. コンタクトリスト：教師が許可している場合

に、連絡可能な学習者と教師全員の連絡先情

報を確認できます。 
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設定  

［設定］ タブでアカウントを管理し、個人情報を変更できます。 

1. マイコース：参加したすべてのコース

のリストが表示されます。  

2. プロフィール：パスワード、国名、タ

イムゾーン、母国語/母語、日付の形式

、メールアドレスなどのアカウントプ

ロフィール情報を変更できます。 

3. コースに参加：教師主導型コースに参

加できます。  

4. 製品の追加：アクセスコードを使用し

て、アカウントに他の製品（教材）や

別のレベルを追加できます。 

 

 

 

7. ヘルプが必要な場合 

 

ヘルプ、トレーニング、ハウツービデオ、サポートについては、https://support.pearsonelt.comをご覧ください

。 

https://support.pearsonelt.com/
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