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※ 画面イメージは現状と異なる場合があります
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学習管理画面使い方ガイド

★学習管理画面でできること

・学生にメッセージを送信
・総合得点や領域別復習進捗状況の確認
・エントリー票再発行希望の学生にエントリー票を再発行

※領域別復習について

チャレンジテスト第1回～第3回、基礎学力UPチャレンジテスト第1回・第2回で利用可能です。

※エントリー票とは

学生が看チャレを登録する際に必要な「マークシートID」「初期パスワード」が明記された用紙です。
エントリー票を紛失された場合など、再発行が必要な場合は学習管理画面から再発行が可能です。



●画面の開き方

※貴校のマークシート成績集計後より表示されます。

学生管理画面（看チャレ）は上記の「表示」ボタンへ



※貴校の成績が集計された学生のみ
表示されます

●画面の開き方

試験制度種別、区分を選択し、
検索をクリックすると、受験者一覧が
表示されます。



⑤ ⑥

①「トークボタン」 ： ボタンを押すと[トーク画面]に変わります。看チャレのアカウント登録済の学生にはトークボタンが表示され、メッセージの送信が可能です。
アカウントが未登録の学生はトークボタンは表示されません。

②「エントリー票」 ： 学生が、看チャレ登録時に必要なマークシートIDが記載された用紙（エントリー票）を紛失した場合などに、PDFボタンよりエントリー票の再発行が可能です。
エントリー票の再発行は教員のみ可能です。

③「復習進捗率」 ： 学生の復習状況が確認できます。学生が看チャレの領域別復習問題を解き、正解するごとに進捗率が伸びます。

④「アカウント登録」: 学生の看チャレアカウント登録状況が確認できます。登録済みの学生には「削除」ボタンが表示され、未登録の学生は「未登録」と表示されます。
学生が看チャレログイン用のメールアドレスを忘れてしまった場合、アカウントを削除し再登録する必要があります。その際には教員用画面の「削除」ボタン
からアカウントを削除してください。卒業・退学など看チャレアカウントを利用しなくなった際は、ログイン後、学生自身でアカウント削除が可能です。

⑤「未読数」 : 学生から届いているメッセージの未読数が表示されます。

⑥「最新トーク」 : 最新トーク内容の一部が表示されます。

⑦「復習進捗率 閾値」 ： 領域別復習の進捗率が、入力した数値以下の学生を赤色で表示します。

●画面説明

⑦

①

② ③ ④



●トーク機能の使い方（学生個人へメッセージを送る場合）

メッセージを送りたい学生の「トーク」ボタンを押してください

メッセージを入力し、右下の送信ボタンを押してください。
緑が教員側送信メッセージ、白が学生側送信メッセージです。
教員から最初の1通目メッセージを送信後、メッセージのやりとりが可能です。

学生画面では、
先生からメッセージ
が届くと画面右上の
吹き出しに赤丸が表
示されます。

メッセージを送る際に
は先生のお名前を
入れてください！

復習は進んでますか？ 担当○○先生より
※看チャレ 学生画面



●トーク機能の使い方（複数の学生へメッセージを送る場合）

メッセージを送りたい学生の、左側のチェックボックスを選択し、「選択送信」ボタンを押してください。

メッセージ入力画面に切り替わります。 宛先一覧が表示されますので、宛先が正しいかをご確認ください。
メッセージ内容を入力し送信ボタンを押してください。

学生全員に一斉送信をする

場合は、青丸の□を押すと

☑マークになり、送信先に
全員が選択されます！



●エントリー票再発行
【こんな時に再発行が必要です】

・ 試験時に配布された紙のエントリー票を、学生が紛失してしまった場合

PDF
【PDFボタンが赤くなっていたら、再発行が必要です！】
学生がマークシートにマークシートIDを「記入忘れ」や「記入ミス」している場合は「PDF」ボタンが赤くなります。
赤くなっている学生はエントリー票を再発行する必要がありますので、「PDF」ボタンを押し、新しいエントリー票を再発行してください。

PDF

※エントリー票のお取り扱いにはご注意ください。

「PDF」 ボタンを押すと、エントリー票が

PDFデータで再発行されます。

PDF



●領域別復習進捗状況の確認

学習管理画面では、「復習進捗率（％）」欄にて学生の復習状況が一覧でご確認いただけます。

※看チャレ 学生画面

40

25

学生の画面では、学生が看チャレ領域別復習問題を
解いて正解するごとに、グラフが伸長します。 2021



●よくある質問（FAQ）

Q1. 看チャレはいつからいつまで利用できますか。

A1.  テスト受験後、マークシートを弊社で集計した時点から、来年の3月までご利用頂けます。

Q2.  看チャレのｅラーニングは、国試の過去問が出てくるのですか。

A2.  領域ごとによく出る国試過去問が複数題出てきます。少数ですがチャレンジテストの過去問も
存在します。

Q3.  教員からメールを送れるとあるのですが、複数の教員からメールを送れるのですか。

A3. 各学校様に１つずつ付与されているＩＤ・パスワードを使用して、教員用Web成績管理システム

にログインして頂きます。学習管理画面（看チャレ）のトーク機能から学生にメールを送ること
が可能です。メールを送る側は「学校側」という大きなくくりとなります。
メールの文章内に先生のお名前を入れて頂けますと、どちらの先生から届いたかがわかります。

Q4.  看チャレのｅラーニングは一度全部正解した後はもう一度解けないのですか。

A4.  全部正解した後も解く事ができます。更に、解く度に選択肢の順番がランダムに替わりますので、
「答えの番号を覚えてしまって２回目に解く時に学習にならない」という事がありません。
問題に対する答えをしっかりと学習する必要がある所が看チャレの特徴です。



※ 画面イメージは現状と異なる場合があります
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※ 画面イメージは現状と異なる場合があります

１．メニュー画面

回数や学年を選択

ご覧になりたい画面の
「表示」ボタンを選択

◎メニュー画面から、さまざまなWeb成績表を表示させることができます。

また、資料ダウンロード画面からはCSV・PDFデータがダウンロードできます。



※ 画面イメージは現状と異なる場合があります

学校別個人成績一覧画面①成績概観

◎成績概観画面で「得点」をクリックすると、得点が低い順に並
びます。 もう一度クリックすると得点が高い順に並びます。

総合計の「得点」を
クリックしている状態。
得点が低い順に表示。

得
点
得点を
クリック！

文字の下に
三角が表示
されます

成績概観を表示

成績概観を
クリック！

成績詳細を表示

◎「成績概観を表示」ボタンをクリックすると、受験生全員の必修、一般、状況の得点、得点率、偏差値、順位が表示されます。

２．チャレンジテスト画面



※ 画面イメージは現状と異なる場合があります

学校別個人成績一覧画面②成績詳細

クリック！

◎成績詳細画面で「領域」をクリックすると、偏差値が低い順に並びま
す。もう一度クリックすると、偏差値が高い順に並びます。

一般問題の「老年」を
クリックしている状態。
偏差値が低い順に表示。

偏差値40未満
は赤字表示

老年
領域を
クリック！

文字の下に
三角が表示
されます

成績概観を表示 成績詳細を表示

成績詳細を
クリック！

◎「成績詳細を表示」ボタンをクリックすると、受験生ごとの一般・状況設定問題の領域別成績（全国偏差値）が表示されます。

２．チャレンジテスト画面



※ 画面イメージは現状と異なる場合があります

ガツケンイチロ

個人「詳細画面」

成人看護学（状況）、
老年看護学（一般）

個人ごとのコメント、重点復習領域、
要注意領域が表示されます

PDF個人成績表

ガツケンイチロ

◎受験番号横の「詳細」をクリックすると、個人ごとの詳細な成績が表示されます。

２．チャレンジテスト画面

をクリック

詳細

をクリックするとPDF個人成績表が
ダウンロード・印刷できます

個人成績PDFダウンロード

とくに要注意領域（偏差値45
未満）を徹底的に復習してく
ださい。



※ 画面イメージは現状と異なる場合があります

総合成績

成績比較

設問別成績

個人「詳細画面」
◎領域別成績や設問別成績が表示されます。

２．チャレンジテスト画面

個人の総合成績、成績比較（３回
分）、領域別成績、設問別成績が
表示されます。

◎設問別成績では受験者
の240問の解答や全国正
答率等が表示されます。
◎正答率が60％以上の問
題を間違えた時、赤字で表
示されます。

領域別成績



※ 画面イメージは現状と異なる場合があります

問題別正答率対比一覧画面

問題別に校内と全国の正答率が表示されます。全
国正答率が60%以上で校内正答率が60%未満の設
問には、注意欄に「◆」マークを表示します。

◎問題別に校内と全国の正答率が表示されます。

２．チャレンジテスト画面



※ 画面イメージは現状と異なる場合があります

全国学校別成績一覧画面

全国と都道府県別の順位が区分別に表示されます

受験校の総合計・必修・一般・状況の平均点、偏差値の
ほか、最上級生、下級生、最下級生、既卒生、最上級生
＋既卒生、全体それぞれの平均が表示されます。

◎全国順位と都道府県別順位を表示します。

２．チャレンジテスト画面



※ 画面イメージは現状と異なる場合があります

学校別個人成績一覧画面

Round1,2,3の全国平均点・得点率、校
内平均点・得点率、個人ごとの得点率、
順位、偏差値を一覧で表示します。

◎受験生の個人成績が詳細に表示されます。

３．必修問題チャレンジテスト画面

をクリック

詳細

◎計150問の解答と校内・
全国正答率が表示されま
す。
◎全国正答率が80％以上
の問題を間違えた時、赤字
で表示されます。



※ 画面イメージは現状と異なる場合があります

問題別正答率対比一覧画面

問題別に校内と全国の正答率が表示されます。全国
正答率が80%以上で校内正答率が80%未満の設問は、
赤字で表示されます。

将来推計人口 4 75.0 92.5

◎問題別に校内と全国の正答率が表示されます。

３．必修問題チャレンジテスト画面



※ 画面イメージは現状と異なる場合があります

学研看護専門学校 000001 18,000名

全国学校順位画面
◎受験された学年での全国順位が表示されます。

全国順位（区分別） 学校コード 平均点 得点率

1 111111 142.6 95.1

2 111112 139.2 92.8

3 111113 136.4 90.9

4 111114 127.8 85.2

5 111115 126.1 84.1

6 111116 122.9 81.9

受験された学年（最上級生、下級生、最下級生、
既卒生、最上級生＋既卒生）の括りでの順位、
および貴校の平均点・得点率が表示されます。

３．必修問題チャレンジテスト画面



※ 画面イメージは現状と異なる場合があります

４.資料ダウンロード画面
◎常に最新の成績表がCSV形式でダウンロードできます。
◎紙でお届けする成績表がPDF形式でダウンロード・印刷できます。

【PDFデータ】

・マークシートご提出後、約２～３週間でダウンロードできます

【CSVデータ】

・マークシートご提出後、約２日～４日でダウンロードできます
・常に最新のデータがダウンロードできます



※ 画面イメージは現状と異なる場合があります

５.画面説明一覧
■チャレンジテスト

◎学校別個人成績一覧画面

・成績概観画面では、受験生の総合判定、必修の得点・得点率、一般問題と状況設定問題の得点・得点率・偏差値、総合計の得点・偏差
値・順位が表示されます。受験生の得点順（高い順・低い順）に並び替えが可能です。

・成績詳細画面では、一般問題・状況設定問題の領域別偏差値が表示されます（偏差値40未満は赤字表示されます）。
受験生の偏差値順（高い順・低い順）に並び替えが可能です。

・受験生の詳細ボタンを押すことで個人ごとのより詳しい成績（重点復習領域、要注意領域、領域別成績、240問の正答）が表示されます。

◎問題別正答率対比一覧画面

…問題別に校内と全国の正答率が表示されます。全国正答率が60%以上で校内正答率が60%未満の設問は、注意欄に「◆」マークを表示
します。学校様の得意・不得意領域がひと目でわかります。

◎全国学校別成績一覧画面

…学校様の全国順位と都道府県別順位、平均点、偏差値等を区分別に表示します。

■必修問題チャレンジテスト

◎学校別個人成績一覧画面

…受験生ごとの得点、得点率、偏差値、順位、判定を表示します。受験生の詳細ボタンを押すことで受験生ごとのより詳しい成績（ラウンド
ごとの成績、150問の正答等）が表示されます。

◎問題別正答率対比一覧画面

…問題別に校内と全国の正答率が表示されます。全国正答率が80%以上で校内正答率が80%未満の問題を赤字で表示します。学校様の
得意・不得意領域がひと目でわかります。

◎全国学校順位一覧画面

…全国の学校順位を区分別に表示します。

■資料ダウンロード画面

…最新の全国データがCSVファイルとして常にダウンロードできます。また、紙でお届けする教員用資料、個人成績表がPDFで何度でもダ
ウンロード・印刷できます。



※ 画面イメージは現状と異なる場合があります

６.よくある質問（FAQ）
Q. Web成績表はいつから見られますか。

A. マークシートご提出後、約2～4営業日で見られるようになります（貴校の成績集計が完了した時点
から見られます）。

Q. データを表示させようとしても「該当のデータが見つかりませんでした。」と表示されます。

A. 回数（第１回～第３回）や、受験学年（0：最上級生、9：既卒生、8：下級生、7：最下級生）が正しく選
択されているかご確認ください。

Q. PDF成績表はいつからダウンロードできますか？

A. マークシートをご提出後約2～3週間で、全国データが反映されたPDF成績表がダウンロードできる
状態となります。

Q. エクセルデータで管理したいのですが、CSV形式でダウンロードできますか？

A.資料ダウンロード画面から、常に最新の数値がCSV形式でダウンロードできます。

Q. Web成績表は何日ごとに更新されているのですか？

A. Web成績表は，毎日更新されています。


