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ニューコース学習システム概要

自習や休み時間などに、児童・生徒がWeb上で個別学習が
できる教材です。

・朝学習や放課後の自主活動の時間に。
・個々の学習到達度に合わせた反復学習に。
・シンプルな操作なので指導者の負担が少なく
活用が可能です。

小学校版 中学校版

一斉学習、協働学習、個別学習、家庭学習とあらゆる場面で、先生と子どもたちを支援します。学習指導要領対応教材となっていて、
子どもたちが学校の授業に沿って学習できるようになっています。自動採点など先生の手間と負担を軽減するとともに、解説動画や
要点整理カード、複数のドリル、確認テストなど、キメ細やかなラインナップで、児童生徒の学力定着を図ります。
学研グループがこれまでに培った教材開発のノウハウを活かし、ICT機器を効果的に利用した授業をご提供いたします。
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●ログイン画面

https://s2.edu-ict.gakken.jp/nc2/web/html/login.html
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ＩＤ、パスワードを入力し
タップorクリックで教科選択画面へ遷移

https://s2.edu-ict.gakken.jp/nc2/web/html/login.html


●学年を選ぶ

タップorクリックで教科選択画面へ遷移

タップorクリックで
ニューコース学習システムの終了

「終了」や「教科選択画面への遷移」の機能は「小学生向け」と同様

小学生向け

中学生向け

タップorクリックで小学生の教科選択画面へ遷移 タップorクリックで中学生の教科選択画面へ戻る
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● 基本設定・操作
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立ち上げ時のトップページは
教科選択画面となる

タブレットの特性上、操作によっては
画面が拡大されることがあります。
ピンチインで戻してください



●教科を選ぶ トップページの各機能
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タップorクリックで各教科
章（編）選択画面へ遷移

宿題がある場合は宿題アイコンが表示される。ク
リックすると宿題ページへ遷移

タップorクリックで学年選択画面へ遷移

タップorクリックで

ニューコース学習シス
テム終了



●宿題ページ
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宿題設定がまだない場合はこの表示

宿題設定がある場合はこの表示

今日の日付枠は

赤枠囲みで、ファース
トビュー上位に表示さ
れる

宿題ページから遷移した場合は宿題ページに戻る

項目をクリックするとアイテム画面へ遷移。
終わると、項目の表示がグレーダウン

※宿題の履歴は1年分すべて残って表示されます。宿題ページを開くたび、今日の日付枠
か近い日付がファーストビューで表示されます。



●章（編）を選ぶ
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タップorクリックで項目選択画
面へ遷移

直近でアクセスした項
目は赤枠囲み

タップorクリックで
教科選択画面へ戻る

国語は小・中とも「編」単位で
の表示となる

タップorクリックで教科書学習
順の項目選択画面へ遷移



●教科書学習順の項目選択画面
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使用教科書の学習順に項目が並んでいる画面です。実際の授業の学習順に
項目が選択できます。



●項目・アイテムを選ぶ
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タップorクリックで選択したアイテムの画面へ遷移 タップorクリックで
章選択画面へ戻る

未学習か学習中

学習済（かいせつやカードはアクセスしたら
「済」となる。ドリルは全問解答の場合に「済」）

すべてのｱｲﾃﾑが
学習済の項目

各表示

直近でアクセスした項目は赤枠囲み

タップorクリックで選択したアイテムの画面
へ遷移

各項目ごとにトライアル学習が設定されて
いる

かいせつ、カードは、●枠内が黄色になり、
直近に取り組んだ日付を表示。

ドリルは取り組んだ日付と
評価表示 △＝０～69点、○=70～99点、◎＝100点



●「かいせつ（動画）」をみる
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タップorクリックで
項目選択画面へ戻る

タップorクリックで

動画スタート・停止と切り
替わる

バーをスクロールして任意の
ところから動画を見ることが
できる



●「カード」で学習する
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カードをすべて「かくす」
状態

カードをすべて「あける」
状態

タップorクリックで
カードを一斉に
「あける」

タップorクリックで
カードを一斉に
「かくす」

タップorクリックで

カードを１枚ずつ
「あける」こともで
きる

タップorクリックで

カードを１枚ずつ
「かくす」こともで
きる



● 「ドリル」に取り組む
トップページ
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タップorクリックで
項目選択画面へ戻る

タップorクリックで
出題がはじまる



● 「ドリル」に取り組む
選択肢を選んで解答する 小学生向け
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タップorクリックで
タスクバーに表示されている
選択肢のボタンを選んだあと、
「ＯＫ」ボタンを押す

正解の場合は「○」、不正解の場合
は「レ」が表示される

タップorクリックで次の問題へ移る



● 「ドリル」に取り組む
「かいせつ（答えと解説）」をみる
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正解、不正解の判定のあと、

タスクバーに表示される「か
いせつ」をタップorクリック
する

「解説」がポップアップで
表示される



● 「ドリル」に取り組む
手書きメモ機能
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タップorクリックで

スライドによる手書きが可能にな
る

※解答のための
筆算や漢字の練習など
手書きで確認、練習したい
場合に使う

スタイラスペンのスライドで
手書きしていく



● 「ドリル」に取り組む
成績表を確認する
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タップorクリック：
項目選択画面へ戻る⇒P.9各問題の正解、不正解、合計点数

かかった時間、段階評価（「よくできました」など）
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● 「ドリル」に取り組む
ミス問を解きなおす

間違えた問題を解きな
おすことができる

手書き機能でメモした内
容が残っている

前回の成績の点数
が表示される
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● 「かくにんテスト」にとりくむ

章のまとめとして「かくにんテスト」が設定されている。
採点は、全ての問題に解答してから行う

間違えた問題に戻り、答えと解説をみることができる



● 「発展トライアル」に取り組む
ヒント・秒数カウント・パスの機能
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タップorクリックで
ヒントが表示される

カウントダウンがはじまる

設定されている秒数は問題によっ
て変わる

タップorクリックで
問題をパスできる
（不正解としてカウントされる）

※「ヒント」がない場合もあります



● 「発展トライアル」に取り組む
算数・数学の入力用ボードで解答する
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タップorクリックで解答欄を
セレクト

表示される電卓タイプの入力
用ボードを使って入力

入力した解答がＯＫであれば
タップorクリックで決定

解答が表示される



● 「発展トライアル」に取り組む
日本語入力用ボードで解答する①
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入力欄をタップorクリックする

入力用ボードが表示される

スクリーンキーボード
への切り替えボタン



● 「発展トライアル」に取り組む
日本語入力用ボードで解答する②
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自動的にテキストに変換
されて表示される

入力内容が表示される

入力がＯＫであればタッ
プorクリックで決定

スタイラスペンでスライドし解答
を入力



● 「発展トライアル」に取り組む
入力用ボードの解答をクリア・訂正する
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プルダウンで文字を選択する

タップorクリックで

入力した文字をすべてクリアに
して入力し直す


