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１．準備画面を開く 

「ログイン」→「主担当・副担当科目」 

 

 
 
① 準備画面へ           

 科目で教員が使用するメニューは「準備画面」と「授業画面」がある。「準備画面」はコンテンツの

作成など事前に作業するシステム、「授業画面」は主に授業を中心に展開するシステムである。 
 
②メニューの選択          

 「準備画面」、「授業画面」で使うシステムの一覧はメニューを選ぶことで表示される。 
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２．初期設定 

「準備画面メニュー」→「初期設定」 

 

初期設定 
サブメニュー 

なし 

授業で使用するサブシステムを使うか使わないか登録する。また、サブシステ

ムの表示名を科目ごとに変更できる。また、科目の公開非公開、メニューのサ

ブシステム名の表示順を決めることができる。 
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① 科目の公開非公開          

 公開フラグは、学習者の実施科目一覧に公開するか、非公開の状態にするかを決める。コンテンツの

登録など準備ができたら公開を選ぶ。 
 
② 科目のトップページ画像         

 教員側の科目のトップページに掲載する静止画像をアップロードする。教員側の授業画面はプロジェ

クターなどで大スクリーンに映し出されてる場合が多いので科目に応じた画像が望ましい。 
 ①②の作業が終わると「修正」ボタンを選ぶ。 
 
③ 科目で使用するコンテンツの種類の決定       

 このシステムで使用可能なコンテンツは、お知らせ、出席確認、選択式回答、記述式回答、資料提示、

プレゼン、相互評価、課題、テスト、ドリル、アンケート、チャット、掲示板、シナリオの 14 種類

である。この中から科目で使用するコンテンツを決定する。 
すべてを使用する状態にしておいても特に問題はないが、メニューの中にすべて表示されてしまうた

め操作が煩雑になるので、使うものだけを選んでおいた方がよい。途中から変更も可能。 
 
④ 科目内でのコンテンツ名の変更        

 「お知らせ」を「ニュース」に変更したいときは、「変更する」を選ぶとテキスト入力の欄が表示さ

れるので、変更する名称を入力する。メニューをはじめすべてが変更される。 
 ③④の作業が終わると「修正」ボタンを選ぶ。 
 
⑤ コンテンツメニューの並び順を変更する       

 メニューに表示されるコンテンツの順を変更する。並び順を変更する場合、使用しないに設定したコ

ンテンツ名も表示されるが、使用するコンテンツを表示する順に上から並べ替える。 
 操作はコンテンツをマウスなどで移動させ修正を選ぶ。 
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３．フォルダ管理 

「準備画面メニュー」→「フォルダ管理」 

 

フォルダ管理 
サブメニュー 

なし 

システムで使用するファイルをアップロードをする。 

フォルダは科目グループと共通が準備され、科目グループは同じ科目グ

ループの教員同士が、共通はすべての教員が利用できるようになってい

るがアップロードや削除は権限を持った者のみができる。 

 
（１）フォルダーの作成からファイルのアップロード      

 

 
 
① アップロードするフォルダーの選択       

 フォルダーの構造は、科目グループフォルダと共通グループフォルダがある。科目グループは同じ科

目グループの教員同士が、共通は、すべての教員が利用できるようになっているがアップロードや削除

は権限を持った者のみができる。 

科目グループフォルダーを選ぶと、作業のためのアイコン群②③④などが表示される。 
 
② 新しくフォルダーを作る         

 「新規」を選ぶと入力画面が開くので、フォルダー名を入力して登録ボタンを選ぶ。 
 

 
 
③ フォルダーの中にファイルをアップロードする 

 「追加」を選ぶと入力画面が開くので、「参照」でローカルのファイルを選んでして登録ボタンを選

ぶ。 アップロードの方法は、「そのまま」と「自動解凍（Zip 形式のみ対応）」がある。 
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④ フォルダ及びファイルを削除する 

 削除するフォルダーまたはファイルにチェックをつけて、「削除」を選択する。 

 
 

（２）その他 

 
 
① ファイルの並べ替え         

 種類、ファイル名、サイズ、更新日、更新者名で、昇順・降順の並べ替えができる。 
 
② ファイルの簡易編集         

 テキストで記述された、HTML ファイルなどは、「編集」を選ぶと、簡易エディターで直接修正がで

きる。 
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４．受講管理 

「準備画面メニュー」→「受講管理」 

 

受講管理 
サブメニュー 

なし 

受講生を該当科目に登録、削除をする。 

ユーザの登録は、あらかじめ管理者がおこなう。 

なお、この操作は、「管理者」の「受講管理」でもおこなうことができる。 

 

 

 
① 未選択のユーザの一覧を表示する        

 
② 未選択のユーザの検索         

ユーザ ID、氏名、メールアドレス、入学年度、権限で検索したり絞り込んだりする。 

 

③ 受講者を選択済み（受講者）に変更       

チェックボックスにチェックした受講者を選択済み（受講者）に変更する。 

 

④ 受講者を選択済み（ゲスト）に変更       

チェックボックスにチェックした受講者を選択済み（ゲスト）に変更する。 

ゲストに登録したユーザは、学習者と同じように利用できるが、入力したデータは、チャット、掲示

板、相互評価以外は反映されない。相互評価はゲストの回答を表示するかどうかの設定ができる。授

業参観者などが学習者の体験が可能である。 
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５．リッチテキストエディタ 

 
 本システムでは、コンテンツの作成でリッチテキストエディタを使用している。その使用方法につい

て説明する。 

 

 
 

元に戻す、やり直し 

 
文字の色 

 
太字、下線、上付、下付 

 
蛍光ペン 

 
左・中央・右揃え 

 
静止画像の挿入 

 
① 静止画像の挿入          

 画像を挿入する場所を選んでから、静止画像の挿入を選ぶ。 
①ファイルを選び、②選択を選ぶ。 
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                 ①画像を選び、大きさを変更して、②位置を決める。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

② HTMLの記述           

 HTML の記述は、挿入する場所に、タグ[HTML] [/HTML]の中に記述する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
③その他           

 ワードなどで作成した文章をそのままコピー＆ペーストすると、フォントの種類、サイズ、色をなど

属性がそのままペーストされます。ただし、テキストや表のみです。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 また、ワードの数式エディタで作成したタグを[HTML] [/HTML]の中に記述すると、数式も扱える。 
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６．お知らせ管理 

「準備画面メニュー」→「お知らせ管理」 

 

お知らせ管理 
サブメニュー 

なし 

学習者のトップページに掲示されるコンテンツを作成する。 

タイトル・内容・掲示期間・対象（全員かユーザ指定）を登録、閲覧結果の確認

ができる。 

 

 

 

① 新しくお知らせを登録する         

 「新しくお知らせを登録する」を選ぶと、新規作成画面が開く。お知らせの「タイトル」「内容」「表

示開始日」「表示終了日」「対象」「備考」を入力し登録を選ぶ。 

 「対象」は、「全員」か「ユーザ指定」を選ぶ。「ユーザ指定」を選ぶと、科目の受講者の一覧が開く

ので、該当者にチェックをつけて、「登録」を選ぶ。 

 

 

 

 

 

② 登録内容の修正          

 タイトルを選ぶと、その詳細表示画面が開くので、内容や表示期間、対象などを修正し「修正」を選

ぶ。 

 

③ 閲覧者を確認する          

 閲覧者数は、閲覧し「確認」ボタンを選んだ人数を表している。人数を選ぶと、閲覧者一覧画面が表

示され、閲覧の状況、確認日を表示する。 
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７．選択式回答入力のコンテンツ作成 

「準備画面メニュー」→「選択式回答入力登録」 

 

選択式回答

登録 

サブメニュー 

なし 

学習者の反応を選択式で把握するためのコンテンツを作成する。 

一覧表示では同じ科目グループで作成されたコンテンツがすべて表示され、共通利用

できる。 

 

 

 

① 新しく選択式回答を登録する        

 「新しく選択式回答を登録する」を選ぶと、新規作成画面が開く。選択式回答の「タイトル」「質問

内容」「形式」「選択肢数」「各選択肢の内容」「備考」を入力し登録を選ぶ。「形式」は選択式・複数

選択式を選び「選択肢数」は選択肢の数を選ぶ。選択肢の数を選ぶと、選択肢の内容を入力する画面

が開くので入力し「登録」を選ぶ。このコンテンツは授業中に対面で使用するので正解の指定はない。 

 また、ここで登録しておかなくても、授業中に必要に応じて、質問を黒板に提示したり口頭で述べた

りして選択肢の数だけ指定して学習者の反応を調べることもできる。 

 

② バスケットを空にする         

前回の授業で使ったバスケットを空にする。コンテンツが大量になると授業中に登録済み一覧の中か

ら目的のものを探し出すのに時間がかかるので、次回の授業で使うコンテンツを、あらかじめ「バス

ケット」入れておくと、授業中にコンテンツを探すことがたやすくなる。 

 

③ バスケットに入れる         

 バスケットに入れるコンテンツをチェックして、「バスケットに入れる」を選ぶ。 

 

④ コンテンツの修正          

 タイトルのリンクを選ぶとコンテンツの詳細が表示され修正ができる。 
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８．記述式回答入力のコンテンツ作成 

「準備画面メニュー」→「記述式回答入力登録」 

 

記述式回答

登録 

サブメニュー 

なし 

学習者の反応を記述式で把握するためのコンテンツを作成する。 

タイトル・質問内容を登録する。 

 

 

 

① 新しく選択式回答を登録する        

 「新しく記述式回答を登録する」を選ぶと、新規作成画面が開く。記述式回答の「タイトル」「質問

内容」を入力し登録を選ぶ。このコンテンツは授業中に対面で使用するので正解の入力はない。 

 また、ここで登録しておかなくても、授業中に必要に応じて、質問を黒板に提示したり口頭で述べた

りして学習者の反応を調べることもできる。 

 

② バスケットを空にする         

前回の授業で使ったバスケットを空にする。コンテンツが大量になると授業中に登録済み一覧の中か

ら目的のものを探し出すのに時間がかかるので、次回の授業で使うコンテンツを、あらかじめ「バス

ケット」入れておくと、授業中にコンテンツを探すことがたやすくなる。 

 

③ バスケットに入れる         

 バスケットに入れるコンテンツをチェックして、「バスケットに入れる」を選ぶ。 

 

④ コンテンツの修正          

 タイトルのリンクを選ぶとコンテンツの詳細が表示され修正ができる。 
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９．資料提示のコンテンツ登録 

「準備画面メニュー」→「資料提示登録」 

 

資料提示登

録 

サブメニュー 

なし 

授業中に教員が提示したり、学習者が手元で閲覧したりするコンテンツを登録

する。 

また、ユーザ側の端末で閲覧可能なファイルの拡張子を登録する。 

 

 

 

① 新しく提示資料を登録する         

「新しく資料提示を登録する」を選ぶと、新規作成画面が開く。提示資料の「タイトル」「形式」「備考」

を入力し登録を選ぶ。「形式」は「フォルダから選ぶ」「外部ファイル URL」「スライドアルバム」の中

から選ぶ。 

 

 

「形式」の「フォルダから選ぶ」はフォルダ管理でコンテンツをアッ

プロードした中から選ぶ。ただし、あらかじめファイル管理でファイ

ルをアップロードしていなくても、そのときにローカルからアップロ

ードもできる。 
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「外部ファイル URL」は URLを記述する。 

「スライドアルバム」は、一つのフォルダにスライドにしたい複数の

ファイルをアップロードしておくと、ファイル名の昇順でアルバムが

表示される。詳細は「プレゼン登録」を参照。 

 

② 拡張子管理           

 学習者が利用するパソコンやタブレットなど機種によって、表示可能なコンテンツが異なる。 

フォルダー管理にあるコンテンツで、ユーザ側の端末で閲覧可能なファイルの拡張子を登録する。 

 

③学習者閲覧           

 フォルダー管理にあるコンテンツで、拡張子管理で登録した拡張子のファイル形式の資料の場合、登

録されていればこの欄に○印が付く、ない場合は×印が付く。外部ファイルは？印が付く。 

 

④ コンテンツの修正          

 タイトルのリンクを選ぶとコンテンツの詳細が表示され修正ができる。 

 

⑤ バスケットを空にする         

前回の授業で使ったバスケットを空にする。 

 

⑥ バスケットに入れる         

 バスケットに入れるコンテンツをチェックして、「バスケットに入れる」を選ぶ。 

 

バスケットとは 

 コンテンツは同じ科目グループの場合共有できます。そのため、コンテンツが大量になると授業中に

登録済み一覧の中から目的のものを探し出すのに時間がかかるので、次回の授業で使うコンテンツを、

あらかじめ「バスケット」入れておくと、授業中にコンテンツを探すことがたやすくなる。 
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１０．プレゼン登録 

「準備画面メニュー」→「プレゼン登録」 

 

プレゼン登

録 

サブメニュー 

なし 

PowerPoint のプレゼンなどを連続番号の画像ファイルにして、授業中に

教員と同じタイミングで画像を学習者に配信するためのコンテンツを登

録する。タイトルとフォルダーを選び登録する。 

 

 

 

① 新しくプレゼンを登録する         

「新しくプレゼンを登録する」を選ぶと、新規作成画面が開く。プレゼンの「タイトル」「スライドア

ルバム」「備考」を入力し登録を選ぶ。 

「スライドアルバム」は、スライドにしたい複数のファイルをアップロードしたフォルダーを指定する。

ファイル名の昇順でアルバムが表示される。必ずしも連番でなくてもよい。 

 

 

② コンテンツの修正          

 タイトルのリンクを選ぶとコンテンツの詳細が表示され修正ができる。 
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１１．相互評価登録 

「準備画面メニュー」→「相互評価登録」 

 

相互評価登

録 

サブメニュー 

なし 

相互評価をするためのコンテンツを作成する。 

タイトルと、形式（観点別評価のみ・観点別評価と自由記述・自由記述のみ）、

観点別評価の場合は観点、対象（個人、班）、表示結果（本人のみ・全員に公

開）を登録する。 

 

 

 

① 新しく相互評価を登録する         

「新しく相互評価を登録する」を選ぶと、新規作成画面が開く。「タイトル」「内容」「形式」「対象者」

「結果表示」「備考」を入力し登録を選ぶ。 

 

「形式」は、「観点別評価項目のみ・観点別評価項目と自由記述欄（任意）・観点別評価項目と自由記

述欄（必須）・自由記述欄（必須）のみ」から選ぶ。 

観点別評価項目を含む形式を選んだ場合は、観点別評価項目数とそれぞれの観点別評価項目を入力す

る。 
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               学習者の画面では、観点別評価項目は次のように表示される。 

 

 

「対象者」は、個人かグループを選ぶ。 

  

               ①グループを選んだ場合は、グループ数とグループの名称を入

力する。 

 

 「結果表示」は、対象者が個人の場合は、相互評価の結果を「本人にのみ」か「全体に公開」のどち

らかを選ぶ。対象者がグループの場合は「全体に公開」を選ぶ。すべての入力が終わったら、「登録」

ボタンを選ぶ。 
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１２．課題登録 

「準備画面メニュー」→「課題登録」 

 

課題登録 
サブメニュー 

なし 

課題のコンテンツを作成する。 

タイトルと課題の内容、提出方法（テキスト・テキストと添付ファイル・添付ファイ

ル）、配点を登録する。 

 

 

 

① 新しく課題を登録する         

「新しく課題を登録する」を選ぶと、新規作成画面が開く。「タイトル」「内容」「提出方法」「解答欄

に表示する内容」「配点」「備考」を入力し登録を選ぶ。 

 

 

               ①「提出方法」は、テキストのみ、テキストとファイル、ファイルの

みのいずれかを選ぶ。 

②「解答欄に表示する内容」は、テキストの解答欄にあらかじめ表示

しておきたい内容を書く。 

 

② 課題を修正する          

 修正する場合は、タイトルのリンクを選び修正する。 
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１３．アンケート登録 

「準備画面メニュー」→「アンケート登録」 

 

アンケート登

録 

サブメニュー 

なし 

アンケートのコンテンツを作成する。 

タイトルと選択肢のタイプ（選択肢の項目が固定・可変）、固定の場合は選択の

数と内容を入力し、質問登録に移動する。 

質問の登録は、形式（選択・複数選択・記述・テキストのみ）を選択し、質問内

容及び選択肢の場合は項目を登録する。固定の場合は、質問のみを登録す

る。 

 

（１）アンケートの登録と修正 

 

 

① 新しくアンケートを登録する        

「新しくアンケートを登録する」を選ぶと、新規作成画面が開く。「タイトル」「内容」「質問選択肢

タイプ」「備考」を入力し登録を選ぶ。内容は、アンケートの質問ではなく、アンケートの目的や注

意などを書く。 

 
 
               ①質問選択肢タイプは、質問ごとに選択肢が変わる場合は「質問登録

時に選択」を選ぶ。 

②登録を選ぶと、質問作成画面に移動する。 
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①質問選択肢タイプは、全質問が同じ選択肢の場合は固定を選ぶと、

選択肢を入力する画面が表示される。 

               ②登録を選ぶと、質問作成画面に移動する。 

 

 

（２）質問の作成から完了まで 

 

 

①新しく質問を登録する         

 「新しく質問を登録する」を選ぶと質問入力画面が開く。 
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①形式 

       形式は、「選択式」「複数選択式」「記述式（１行）」「記述式（複数行）」「テキストのみ」

からどれかを選ぶ。 

       「テキストのみ」は、複数の小問に対する全体的な説明であったり、注意事項など、ア

ンケート中に記述するテキスト文の場合に使用する。 

 

      ②No 

       質問の前に付ける質問番号を自由に指定する。例えば、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲとか、１．２．３等

である。空白でもよい。 

 

      ③質問 

       質問内容の本文を入力する。 

 

④回答の必須 

 未回答を許可するかどうかを決める。 

「OFF」未回答を許可する。 

「ON（マーク有）」未回答を許可しない。設問に必須のマークを付ける。 

「ON（マーク無）」未回答を許可しない。設問に必須のマークを付けない。 

 

      ⑤選択肢の数 

       「選択式」「複数選択式」の場合は、選択肢の数を決める。 
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①選択肢を入力する 

 選択肢の数だけ入力欄が表示されるので、選択肢を入力する。 

②入力欄を付けるかどうかを決める 

 その選択肢を選んだ場合に、理由などを書く入力欄を設けるかどうかを決める。 

 

 

      ①プレビュー 

       質問が一問できたら、プレビューを選んで確認する。 

 
      ②登録 
       質問が一問完成したら登録を選ぶ。 
       続けて、「新しく質問を登録する」を選んで、次の質問を作成する。 
 
②プレビュー           

 質問をすべて登録し終わったら、プレビューで全体のイメージを確認する。 
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③並び順を変更する          

 質問の順序などを変更する。 

 

④編集する           

アンケートの「タイトル」や「内容」を修正する。 

 

（３）アンケートの修正 

 

 
 

①アンケートの修正          

 該当するアンケートのタイトルのリンクを選ぶ。 

 

             ①修正する質問の Noのリンクを選ぶ。 

             ②修正が終わったら再び「完了」を選ぶ。 
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１４．チャット登録 

「準備画面メニュー」→「チャット登録」 

 

チャット登録 
サブメニュー 

なし 

チャット形式の討議のコンテンツを作成する。 

タイトルと、テーマ内容、メンバーの振り分け方法（振り分けなし・教員が指定す

る・自動振り分け・参加時点で振り分け）、振り分け数、他のチャットルームの閲

覧の公開・非公開を登録する。 

 

 

 

① 新しくチャットを登録する         

「新しくチャットを登録する」を選ぶと、新規作成画面が開く。「タイトル」「内容」「メンバー振り分

け方法」「振り分け数」「備考」を入力し登録を選ぶ。内容は、チャットで話し合う目的や内容、注意な

どを書く。 

 

 

     「メンバー振り分け方法」は、次の 4つから選ぶ。 

振り分けなし--クラス全員を一つのグループにする 

教員が決める--指定した数のグループを作り、グループのメンバーは教員が決める 

自動振り分け--指定した数のグループを作り、グループのメンバーは受講登録している者

を自動で平等に振り分ける 

参加時点で振り分け--指定した数のグループを作り、グループのメンバーは受講者がチャ

ットに参加した時点で自動で平等に振り分ける（欠席者や参加意思のない

者はメンバーにならない） 
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「振り分け数」を指定すると、各グループの名称入力の画面が開く。 

 

 

「メンバー振り分け方法」で「教員が決める」を選んだ場合は、受講名簿が表示され、教

員がその中から選ぶ。 

      ①グループを選び、②受講名簿からそのグループに入れる者を選ぶ。 

 

 

 「他のグループの閲覧」複数のグループに振り分けた場合は、自分のグループ以外の内容

を「公開」にするか「非公開」にするかを決める。 

 

② コンテンツの修正          

 タイトルのリンクを選ぶとコンテンツの詳細が表示され修正ができる。 
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１５．掲示板登録 

「準備画面メニュー」→「掲示板登録」 

 

掲示板登録 
サブメニュー 

なし 

トピックが作成でき、それに対してコメントが入力できる形式の討議のコンテンツ

を作成する。イイネボタンも用意している。 

タイトルと、テーマ内容、メンバーの振り分け方法（振り分けなし・教員が指定す

る・自動振り分け）、振り分け数を登録する。 

 

 
 
① 新しく掲示板を登録する         

「新しく掲示板を登録する」を選ぶと、新規作成画面が開く。「タイトル」「内容」「メンバー振り分け

方法」「振り分け数」「備考」を入力し登録を選ぶ。内容は、掲示板で話し合う目的や内容、注意などを

書く。 

 

 

      「メンバー振り分け方法」は、次の 3つから選ぶ。 

振り分けなし--クラス全員を一つのグループにする 

教員が決める--指定した数のグループを作り、グループのメンバーは教員が決める 

自動振り分け--指定した数のグループを作り、グループのメンバーは受講登録している

者を自動で平等に振り分ける 
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「振り分け数」を指定すると、各グループの名称入力の画面が開く。 

 

 

「メンバー振り分け方法」で「教員が決める」を選んだ場合は、受講名簿が表示され、教

員がその中から選ぶ。 

      ①グループを選び、②受講名簿からそのグループに入れる者を選ぶ。 

 

 

「他のグループの閲覧」複数のグループに振り分けた場合は、自分のグループ以外の内容を

「公開」にするか「非公開」にするかを決める。 

 

② コンテンツの修正          

 タイトルのリンクを選ぶとコンテンツの詳細が表示され修正ができる。 
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１６．シナリオ登録 

「準備画面メニュー」→「シナリオ登録」 

 

シナリオ登

録 

サブメニュー 

なし 

１回分の授業の流れを作成し利用するコンテンツをあらかじめ登録したシナリ

オシート（デジタル指導案）を作成する。タイトルと授業の内容（概要や目標）、

展開数、学習活動、指導上の留意点、ICTの活用を登録する。 

ここで作成したシナリオは、同じ科目グループの教員が、このシナリオシートを使って授

業が進行出来る。 

 

（１）授業時の完成シナリオ例 
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（２）シナリオの作成 

 

① 新しくシナリオを登録する         
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            ① タイトルの入力 

             シナリオのタイトルを入力する。 
 
            ② 内容の入力 
             全体的な指導案を書く。例えば、単元名・単元の目標・単元の指導計画や、

本時の目標・評価の観点など。正式の指導案ではないので、メモ書きでも

よい。 
 
            ③ 展開数の選択 
             一時間の展開数を決める。決めるとその数だけの展開欄が開く。 
 

④ 学習活動と指導上の留意点の入力 
 展開欄の中の、「学習活動」と「指導上の留意点」は、「編集する」ボタン

を選ぶと次のような入力欄が開く。 

 
 
⑤ サブシステムの選択（ICT の活用） 
 ICT の活用では、まずサブシステムの種類を指   

定する。 
 

サブシステムの一覧の中で｢課題の相互評価｣

｢固定メンバーによるチャット｣｢固定メンバー

による掲示板｣については、コンテンツを指定

するだけでなく、どの課題と関連付けるかや、
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どのメンバーをどのグループに入れるなどの作業が必要になるため、実施

クラスによって異なるため「特殊なサブシステム」として分類しているの

でその中から選ぶ。 
 
 
「その他の ICT の活用」は、DVD を直接使用するなど、このシステムに

包含できないものを覚書として登録する場合に選ぶ。 

 
 
「サブシステムの選択」が決まれば、「追加する」ボタンを選ぶと、次の

ような、あらかじめ登録しているコンテンツを選ぶ画面が開く。 
この画面は「課題」の例であるので、締切日を指定する。 

 
 
⑥ 備考の入力 
 展開欄の「備考」は、直接入力ができる。この欄は、授業中でもメモがで

きるようになっている。 
 
⑦ 登録 
 完成すれば「登録」を選ぶ。途中までしかできてない場合は「一時保存」

を選ぶ。 
            

②シナリオの修正          

タイトルのリンクを選ぶとシナリオの詳細が表示され修正ができる。 
 


