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本書は、WEBQUを利用するために必要な登録手順書となっております。
本書を参考にWEBQUの登録をお願いいたします。

※まなびポケットのユーザー登録が未完了の場合、次のページを参考にまなびポケットのユーザ
ー登録を実施してください。

●参考：初期設定・新規登録マニュアル、設定サポート動画
https://manabipocket.ed-cl.com/support/manuals/

はじめに
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https://manabipocket.ed-cl.com/support/manuals/
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①まなびポケットの学校管理者でログインし、ユーザー
登録を実施してください。

参考：初期設定・新規登録マニュアル、設定サポート動画
https://manabipocket.ed-cl.com/support/manuals/

②【1. ユーザ情報の作成】で利用するユーザー情報登録
シートでの初期設定で「WEBQU」にチェックを入れて
ください。

③ユーザー情報登録シート上でまなびポケットWEBQU

に必要な項目を登録してください。

④初期設定・新規登録マニュアルに沿ってまなびポケッ
トのユーザー登録を完了させてください。

はじめに（まなびポケットに新規でお申し込みされた方向け）
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1. 登録の流れ（まなびポケットのユーザ登録が未実施の方）
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2．教職員アカウント(主幹)でWEBQUにアクセスし、教職員の権限を設定

3．WEBQUの利用開始（教職員アカウント(担任)で「アンケート開始」をクリック）

1．本資料のP.3を参考にまなびポケットの学校管理者アカウントで初期設定・新規登録



３．更新した情報をまなびポケット管理画面でアップロード

４．教職員アカウント(主幹)でWEBQUにアクセスし、教職員の権限を設定

５．WEBQUの利用開始（教職員アカウント(担任)で「アンケート開始」をクリック）

２．ダウンロードしたEXCELにWEBQU利用時に必要なユーザー情報を追記

１．まなびポケットの学校管理者でユーザ情報をEXCEL形式でダウンロード
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1. 登録の流れ（まなびポケットのユーザ登録を実施済みの方）
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まなびポケットログインページから、学校管理者アカウントでログインしてください。
ログインページURL：https://ed-cl.com/

ログインボタン

押すと、入力したユーザー情報を使っ
てユーザー管理画面を表示します

学校コード

学校に割り当てられたコードを入力し

「次へ」を押します

ユーザーID
学校管理者用の「ユーザーID」を入力
します

パスワード
ユーザーIDに対応した「パスワード」
を入力します
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① 現状のユーザー情報をダウンロード

https://ed-cl.com/


ログイン後、ユーザー管理を選択してください。

ログイン後、ユーザ管理を選択する。

1

9

2

１

① 現状のユーザー情報をダウンロード



1

3

4
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ユーザー設定から「2021年度のデータをダウンロード」をクリックしてください。

① 現状のユーザー情報をダウンロード



ダウンロードしたExcelを開いてください。

4
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① 現状のユーザー情報をダウンロード



アカウントごとに、WEBQU利用時に必要な項目について、情報を入力し、保存してください。
必須項目：表示名/役割/ユーザーID/学年名/クラス名/出席番号
任意項目：姓/名/姓(かな)/名(かな)/性別

姓・名を入力 出席番号を入力姓(かな)・名(かな)を入力

学年名・クラス名を入力

性別を入力 役割を入力 ユーザーIDを入力
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② WEBQUに必要なユーザー情報の追加(児童・生徒)

表示名を入力

※出席番号は2桁(1～99)以内でご登録ください。2桁以上の場合、エラー表示が発生します。
※教職員と児童・生徒は１シート内にまとめて一覧で記載してください。

*01 アンケート結果EXCELダウンロード表示含む)

*02 小学校低学年では、姓(かな)/名(かな)が優先(表示)されます→この場合は「じどう はなこ」で表示されます
小学校低学年のみ
じどう はなこ



児童生徒の任意項目(姓/名/姓(かな)/名(かな)/性別)入力済の場合の、学校管理職(主幹)、担任画面上の表示は下記の通りです。
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② WEBQUに必要なユーザー情報の追加
～任意項目(姓/名/姓(かな)/名(かな)/性別)の登録状況の表示イメージ：学校管理職(主幹)・担任～

担任画面
・表示名のみ登録：表示名
・表示名/姓/名登録：姓+名
・表示名/姓/名/姓(かな)/名(かな)登録：姓+名
※児童生徒管理の画面では、現在登録されている児童生徒の

登録内容が確認できます。
・学力クロス結果の表示方法

・姓/名→入力済：出席番号+姓先頭3文字
・姓/名→未入力：出席番号+表示名先頭2文字

児童生徒管理_児童生徒一覧

担任アンケート結果画面↓

学校管理職(主幹)画面
・表示名のみ登録：表示名
・表示名/姓/名登録：姓+名
・表示名/姓/名/姓(かな)/名(かな)登録：姓+名
・アンケート結果EXCELダウンロード時の表示方法
【名前】・姓/名登録：姓+名 ・姓/名未登録：表示名
【カナ】・姓(かな)/名(かな)登録：姓(かな)+名(かな)

・姓(かな) /名(かな)未登録：空白

アンケート結果EXCELダウンロード↓

学校管理職(主幹)画面↓

学力クロス結果画面↓

※運用上の留意点
もし児童生徒の表示名の登録を
｜A0000101｜A0000102｜A0000103｜…とされている場合、
姓/名が入力されていないと学力クロス機能の結果表示は、出席番号
+先頭2文字の表示となり｜1A0｜2A0｜3A0｜のようになります。

1A0
2A0
3A0
4A0

5A0
6A0
7A0
8A0

9A0
10A0
11A0
12A0

13A0
14A0

15A0
16A0
17A0

18A0
19A0

20A0
21A0

22A0
23A0
24A0

25A0

26A0

27A0
28A0

29A0
30A0
31A0

32A0

33A0

実施人数：33名
欠席者：0名
長期欠席者：0名



任意項目(姓/名/姓(かな)/名(かな)/性別)を
それぞれ登録した場合の児童生徒画面上の表示は、
下記の通りです。

・表示名のみ登録：表示名の表示
・表示名/姓/名の登録：姓+名の表示
・表示名/姓/名/姓(かな)/名(かな)の登録

・小学校低学年：姓(かな)+名(かな)の表示
・小学校高学年｜中学校｜高校：姓+名の表示
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② WEBQUに必要なユーザー情報の追加
～任意項目(姓/名/姓(かな)/名(かな)/性別)の登録状況の表示：児童生徒～

児童生徒画面(アンケート回答画面)

・表示名のみ登録：表示名
・表示名/姓/名登録：姓+名
・表示名/姓/名/姓(かな)/名(かな)登録
・小学校低学年：姓(かな)+名(かな)
・小学校高学年以上：姓+名

児童生徒画面(アンケート回答画面)

※表示名/姓/名の登録があり、姓(かな)/名(かな)が未登録の場合、
小学校低学年のアンケート回答画面の
氏名の表示は、姓+名の表示になり、漢字表記になります。ご注意ください。

※性別が未登録の場合、
WEBQU結果画面の出席番号表示

「男子□、女子〇」が非表示になります。
出席番号のみの表示になります。

*なお、本機能「男女切替機能」を推奨するものではございません。
学級経営の活用の1視点としてご利用ください。
ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします。

*学校管理職(主幹)マニュアルにp26参照 性別が未登録の場合



アカウントごとに、WEBQU利用時に必要な項目について、情報を入力し、保存してください。

必須項目：表示名/役割/ユーザーID
任意項目：姓/名/姓(かな)/名(かな)/性別
※教職員では、任意項目の登録有無によって結果画面の内容に影響はありません。

姓、名を入力 姓(かな)・名(かな)を入力 役割を入力
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② WEBQUに必要なユーザー情報の追加（教職員）

・教職員と児童・生徒は１シート内にまとめて一覧で記載してください。
・教職員は学年とクラス（ホームルームクラス）の入力は必須ではありません。

ただし、「ホームルームクラス」を入力しなかった場合は「その他クラス」への登録が必須になります。
まなびポケットは「ホームルームクラス」か「その他クラス」に所属しないとログインできない仕様です。
「ホームルームクラス」と「その他クラス」への登録については下記マニュアルをご参考ください。
参考：まなびポケット アカウント情報変更マニュアル 【6.ホームルームクラスとその他クラスへ登録】

性別を入力

表示名を入力

ユーザーIDを入力

https://manabipocket.ed-cl.com/index.php/download_file/view/540/


③ 更新したExcelをまなびポケット上に反映

アカウント情報を入力済のExcelを下記の手順でアップロードし、ユーザー情報を一括登録します。

(5)一括登録を選択してください。

(6)情報入力したExcelを選択し、「アップロード」をクリックしてください。

3

4

5

6
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④ WEBQUにアクセスし、教職員の権限を設定

アップロードが完了しましたら、教職員の権限を設定します。

(7)WEBQUの権限を「主幹」としたい教職員アカウントでまなびポケットにログインしてください。

(8)まなびポケットのホーム画面から”WEBQU”をクリックし、WEBQUにアクセスしてください。

(9)WEBQUの画面から教職員の権限を設定してください。
参考：WEBQU 操作マニュアル_校長/主幹向け【4.学級の管理の設定】【5.権限[ロール]の変更設定】

※1 WEBQUの教職員アカウントの権限は「主幹」アカウントで設定可能です。

※2 WEBQUの利用開始には1クラスに1名の担任の割当てが必須になります。
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8

https://drive.google.com/file/d/1K75syK_m_ynH5_cBAROBs_m0etRf8Ddw/view


⑤ WEBQUの利用開始

④で教職員の権限設定が完了しましたら、WEBQUのご利用が可能です。
WEBQU操作マニュアル_学級担任向けを参考にアンケートを実施してください。
※アンケートを開始するには④で設定した「担任」権限をもつ教職員アカウントで”アンケート開始”
ボタンをクリックする必要があります。

参考：WEBQU操作マニュアル＿学級担任向け WEBQUマニュアル＆関連資料

（注意）
学校管理者ではWEBQUのご利用はできません。

まなびポケットにユーザー登録した当日にはWEBQUと連携はされません。
WEBQUとまなびポケットのデータ連携は深夜に実施されます。
登録した日の翌日以降にデータが反映されているかご確認ください。
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https://drive.google.com/file/d/1MJ79GeoY3J9pozoMzo9LL1bPwFEXN2Ea/view
https://drive.google.com/file/d/1FDQ1K8GhjzjDejD2eZnTz1h2kn5SnFuD/view?usp=sharing
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□必須項目が入力されているか

□生徒の出席番号に重複がないか

□出席番号は2桁で入力されているか(1～99)

□利用対象外の学年が登録されていないか（特別支援学級等）

20

WEBQU登録内容の確認項目



教職員アカウントの学年と学級の設定について

担任を持つ教職員アカウントは、まなびポケットのホームルームクラスに担任クラスを
登録する必要があります。

小学校（1年生～6年生）
学年：ご自身の担当する学年（学年コード1～6であること）
学級：ご自身の担当の学級

中学校（中学校1年生～3年生）
学年：ご自身の担当する学年（学年コード7～9であること）
学級：ご自身の担任の学級

担任としてWEBQUの実施ができない設定例
学年：先生（学年コード20）
学級：共通
※学年と学級に担当するクラスが含まれていないためWEBQUの担任としての設定ができません。
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担任を持たない教職員アカウントの学年と学級の設定について

担任を持たない教職員アカウント（校長先生、教頭先生、副担任、主幹、養護教諭等）には、
まなびポケットのホームルームクラスまたはその他クラスに架空のクラスを登録します。

例① 学年：先生（学年コード：13） 学級：共通
例② まなびポケットのその他クラスに「先生共通」として登録

※ホームルームクラスに登録する架空のクラスに関する注意点
教職員アカウントに、児童・生徒が多数登録されている学級クラス（例：全校共通など）をホームルームク
ラスとして登録すると、まなびポケットにログインができなくなる場合がございます。
そのため、ホームルームクラスには児童・生徒が多数登録されている学級クラスを登録しないようにご注意
ください。その他クラスに全校共通などの児童・生徒が多数登録されている学級クラスを登録していただく
ことは問題ございません。

※教職員のクラスへの所属について
まなびポケットはホームルームクラスかその他クラスに所属しないとログインできない仕様です。
そのため、担任を持たない教職員につきましてもまなびポケットのホームルームクラスまたはその他クラス
への登録をお願いいたします。
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特別支援学級等でWEBQUをご利用する場合の設定について

WEBQUでは、学年コードの値でアンケートの内容を変更しております。
特別支援学級等でWEBQUをご利用される場合は、利用したいアンケートの学年(学年コード
1～12)を設定してください。
（注意）
「学年：特別支援学級、学級名：ひまわり組」等の場合は、学年の指定がないためWEBQUのご利
用ができません。

小学校低学年の利用（1年生～3年生）
学年：学年コード1～3が設定されているを1年生～3年生 学級：任意

小学校高学年の利用（4年生～6年生）
学年：学年コード4～6が設定されているを4年生～6年生 学級：任意

中学校の利用（中学校1年生～3年生）
学年：学年コード7～9が設定されているを中学校1年生～3年生 学級：任意

例：小学校低学年で利用する場合
学年：1年（学年コード：1） 学級 ひまわり組

中学校で利用する場合
学年：3年（学年コード：9） 学級 さくら組
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◆転入生について
▽生徒の場合

①まなびポケットに転入した生徒のユーザー登録を実施
参考：まなびポケット アカウント情報変更マニュアル

②WEBQU上にデータが反映されているか確認し、登録完了

▽教職員の場合
①まなびポケットに追加した教職員のユーザー登録を実施

参考：まなびポケット アカウント情報変更マニュアル

②WEBQUにログインし、教職員の権限を設定
参考：本資料 P.15

③WEBQU上にデータが反映されているか確認し、登録完了

（注意）
まなびポケットにユーザー登録した当日にはWEBQUと連携はされません。
WEBQUとまなびポケットのデータ連携は深夜に実施されます。

登録した日の翌日以降にデータが反映されているかご確認ください。 25

転入生追加、転出生削除時の留意事項 1/2

https://manabipocket.ed-cl.com/index.php/download_file/view/540/
https://manabipocket.ed-cl.com/index.php/download_file/view/540/
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転入生追加、転出生削除時の留意事項 2/2

◆転出生について
転出生のユーザーIDを別ユーザーで再度利用することはできません。
※転入生を、転出生のユーザーIDに当てはめてしまうと、正しく登録されません。

転出生の処理についてはまなびポケット アカウント情報変更マニュアルを参考にユーザ
ーの削除をしてください。

◆苗字変更等について
事情により苗字が変わった等の場合にWEBQU上で正しく表記をするためには、
まなびポケットでアカウント情報を変更してください。

https://manabipocket.ed-cl.com/index.php/download_file/view/540/


【登録例】

○生徒/担任の場合
学年：中学1年 学級：1組
学年：高校1年 学級：1組
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その他

◆小中、中高一貫でWEBQUをご利用する場合について
小中、中高一貫校の場合は、小学校、中学校、高校の判別ができるよう学年/学級を登録して
ください。

◆学年コードが範囲外（1〜12以外）で登録されているユーザーについて
まなびポケットで教職員、児童・生徒が所属している学年の学年コードが範囲外（1〜12以外）

で登録されている場合、WEBQUでは「学年不明」として登録されます。
「学年不明」のままではアンケートは実施できません。アンケートを実施するためにはまなびポ
ケットで教職員、児童・生徒が所属している学年の学年コードが1～12となるように変更してく
ださい。

参考：まなびポケット アカウント情報変更マニュアル

https://manabipocket.ed-cl.com/index.php/download_file/view/540/

