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１ 「まなぼっと」でできること

１－１ はじめての方へ

大学やNPO、企業、行政機関などが提供する講座情報を検索・利用することができます。
また、講座によってはゆうゆうポイントラリー（３－５参照）のポイントや、しずおか県民カ
レッジ（３－６参照）の単位をもらうこともできます。

【会員登録をすると】

・「マイページ」から、お気に入りの新着講座を見るこ
とができます。

・自分が受講した講座等の学習記録を登録するこ
とができます。

・メールマガジンの配信を希望すると、生涯学習講
座、イベント情報が記載されているまなぼっとメー
ルマガジンが毎月届きます。

■あなた専用の「マイページ」を持つことが
できます。

※会員登録をしなくてもシステムは利用できますが、「マイページ」を持つことはできません。
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１ 「まなぼっと」でできること

１－２ 「まなぼっと」ご利用の流れ

登録後、システムにログインします。

会員登録します。
（会員登録に１週間ほどかかります。）

お気に入り学習条件を登録

講座に参加します。

「マイページ」へログインし、
学習記録に学習内容を登録します。

①会員登録して利用する場合

静岡県生涯学習情報発信システム「まなぼっと」を検索し、
サイトを開きます。

②会員登録せず利用する場合

参加したい講座の申込方法を確認し、
申込を行います。

講座を検索します。

講座に参加します。

条件に合った講座が表示されますので、
参加したい講座の申込方法を確認し、

申込を行います。

※講座検索だけでなく、活動状況報告、情報提供者を検索できます。
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２ 会員登録とログイン

２－１ 会員登録

１．トップページの「会員登録」
バナーをクリックします。

１

３．「生涯学習情報発信システ
ム管理運用規定」と「生涯学
習情報発信システム利用規
約」を確認して、「同意する」
のボタンをクリックします。

３

２

会員になるには、「まなぼっと」からのお申込みが必要です。ここではその手順を説明します。

「会員登録」バナー

２．利用者として会員登録が必
要になります。
「一般はこちら（利用者）」を
クリックします。

「一般はこちら（利用者）」

「同意する」ボタンをクリック
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２ 会員登録とログイン（続き）

４．「会員登録確認（利用
者）」の情報記入欄を入力
し、「確認する」ボタンをクリック
します。

４

情報記入欄

５ ５．入力した内容を確認し、「こ
の内容で登録する」ボタンをク
リックします。

入力内容確認

「この内容で登録する」ボタン

６
６．仮登録完了です。

■仮登録後、生涯学習情報発
信システム事務局が内容を確
認し、本登録を行います。
本登録が完了すると、登録完
了のメールが届きます。
（本登録されるまで１週間ほど
かかります。）

「確認する」ボタン

連絡のつくE-mailアドレスを
正しく入力して下さい。

２－１ 会員登録
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２ 会員登録とログイン（続き）

２－２ ログイン

本登録が完了したら、メンバーIDとパスワードを入力して、ログインします。ログインすると、
講座の申込みをしたり、活動記録などの機能を利用したりすることができます。

１．トップページにアクセスします。
（https://www.manabi.pref.sh

izuoka.jp/）

２．「メンバーID」と「パスワード」を入
力します。

３．「ログイン」ボタンをクリックします。

４．あなた専用の「マイページ」が表示
されます。
ログイン完了です。

ここに「メンバーID」と
「パスワード」を入力します。

ログインボタン

https://www.manabi.pref.sh/
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２ 会員登録とログイン（続き）

２－３ 「マイページ」の画面説明

ログインすると、あなた専用の「マイページ」が表示されます。ここではマイページの画面につ
いて説明します。

▶トップページ
トップページへ戻ります。

▶ご利用ガイド
ご利用ガイドを表示します。

▶学習相談・お問い合わせ
学習相談・お問い合わせを表
示します。

▶マイページ
マイページのトップページに戻り
ます。

▶ログオフ
ログインした状態をやめて、トッ
プページへ戻ります。

■プロフィール画像
あなたのプロフィール画像です。
他の人があなたのページを見たときも、この
画像が表示されます。「プロフィールの編集」
から、画像を変更することもできます。

■学習記録
自分が学習した記録を、学習記録を入力
することができます。

■お気に入り学習情報
お気に入り学習条件を編集すれば、条件
に合った新着講座情報が表示されます。

プロフィール画像

学習記録

お気に入り学習情報

基本メニュー
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２ 会員登録とログイン（続き）

２－４ パスワードを忘れたときは

パスワードを忘れた方は、以下の手順でお問合せください。

１．トップページのマイページにある「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックします。

「パスワードを忘れた方はこちら」リンク

２．パスワード確認画面で、登録時の「E-Mail」と「利用者名 団体者名」を入力し、
「送信する」ボタンをクリックします。

３．パスワード送信完了画面が表示され、メールでパスワードをお知らせします。
※登録時のE-Mailと利用者名・団体者名が一致しないとメールは送られてきません。
１分経ってもメールが届かない場合は、「まなぼっと」事務局へ御連絡ください。

「送信する」ボタンをクリック
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３ 学習情報を検索する

３－１ キーワードからさがす

トップページの「キーワード検索」でキーワードから講座を検索できます。

１．キーワードを入力し、「さがす」ボタンをクリックします。
２．キーワードに合った講座が表示されます。
※キーワードは講座のタイトル、キャッチコピー、具体的な内容、備考、キーワードと
照合します。
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３ 学習情報を検索する（続き）

３－２ 対象からさがす

トップページの「対象からさがす」で対象者別に講座を検索できます。

■子ども
「子ども」対象の学習情報を検索できます。

■一般
「一般」対象の学習情報を検索できます。

■学校（教職員）
学校、教職員対象の「学校（総合学習の
タネ／出前講座／インターンシップ・職場体
験／施設・企業見学／学校図書館）」の
学習情報を検索できます。

１．アイコンをクリックします。
２．クリックしたアイコンに対応した学習情報が表示されます。
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３ 学習情報を検索する（続き）

３－３ 目的からさがす

トップページの「目的からさがす」で講座分類別に講座を検索できます。

■健康・福祉・食（からだ・いのち）
講座分類が「家庭教育／ボランティア／カ
ウンセリング／福祉／医療・生命・看護／
食生活・料理／体力づくり」の学習情報を
検索できます。

■社会・経済（くらし・よのなか）
講座分類が「政治・経済／経営・マネジメ
ント・金融／法律／社会学／共生・男女
共同参画社会／産業／農業／漁業」の
学習情報を検索できます。

■文化芸術（アート・スポーツ）
講座分類が「文学／音楽・芸術／各種ス
ポーツ／趣味／工芸／映像／レクリエー
ション・アウトドア」の学習情報を検索できま
す。

■地域・郷土・歴史（まちづくり・ふるさ
と）
講座分類が「歴史・文化／自然・フィール
ドワーク／地域・まちづくり／観光／世界
遺産」の学習情報を検索できます。

■国際理解（ワールド・外国）
講座分類が「外国語／国際交流・理解／
文化交流／国際協力・外国人支援」の学
習情報を検索できます。

■情報・科学（ものづくり・パソコン）
講座分類が「パソコン・IT・情報通信／工
学／科学技術／ものづくり・創作・工作」の
学習情報を検索できます。

■環境・防災（エコ・災害）
講座分類が「環境問題・環境保全・リサイ
クル／防災」の学習情報を検索できます。

■いくつかの分野にまたがるもの
講座分類が「いくつかの分野・領域にまたが
り学習する講座」の学習情報を検索できま
す。

１．アイコンをクリックします。
２．クリックしたアイコンに対応した学習情報が表示されます。
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３ 学習情報を検索する（続き）

３－４ 地域・開催期間からさがす

トップページの「地域・開催期間からさがす」で地域や開催期間から講座を検索できます。

１．アイコンをクリックします。
２．クリックしたアイコンに対応した検索条件が表示されます。
３．検索条件を指定後に、検索結果表示ボタンをクリックします。
４．検索条件に対応した学習情報が表示されます。

■地域
地域の条件を指定して学習情報を検索できます。

■開催期間
開催期間の条件を指定して学習情報を検索できます。
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３ 学習情報を検索する（続き）

３－５ ゆうゆうポイントラリー対象講座の検索

トップページのメニューバー「ゆうゆうポイントラリーについて」で講座を検索できます。

「ゆうゆうポイントラリーにつ
いて」をクリック

「学習情報検索」をクリック
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３ 学習情報を検索する（続き）

ゆうゆうポイントラリー対象講座が
表示されます
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３ 学習情報を検索する（続き）

３－６ しずおか県民カレッジ連携講座の検索

トップページの「地域・開催期間からさがす」で地域や開催期間から講座を検索できます。トップページのメニューバー「しずおか県民カレッジについて」で講座を検索できます。

「しずおか県民カレッジにつ
いて」をクリック

～～～～～～～～～～～～～～中略～～～～～～～～～～～～～～～～

「連携講座の検索」をクリック

しずおか県民カレッジ対象講座が
表示されます
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４ 学習情報の参照

学習情報を検索した後の参照方法について記述します。

２．ヘッダ部分について

１．各種方法により学習情報を検索すると、以下のように学習情報一覧画面が表示
されます。
使い方について以降の項で説明します。

表示条件

表示制御

学習情報

ヘッダ

３．表示条件について
現在の表示条件を表示します。

検索条件 ※開催日、地域

検索条件 ※詳細検索

お気に入りに登録した学習
情報を照会できます。

表示条件に該当する学習
情報の件数を表示します。

表示制御
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４ 学習情報の参照（続き）

４．表示制御について

表 示 順：表示順を選択できます。（更新日順／開催日昇順／開催日降順）
表示件数：１ページに表示する学習情報の件数を選択できます。
表示ボタン：選択した表示順／表示件数で再表示します。
ページ移動：「<<」ボタンで１つ前のページを表示します。

「>>」ボタンで１つ先のページを表示します。
数字のボタンをクリックすると、当該のページを表示します。

ページ移動

５．学習情報について

詳細表示 ： 青字（講座名）をクリックすると学習情報の詳細を表示します。
アイコン表示 ： 学習情報の種類をアイコンで表示します。

アイコン表示

※アイコンの種類について

「子ども」の講座です。

「研修講座（県総合教
育センター）」の講座です。

ゆうゆうポイントラリー対象
講座です。

「一般」の講座です。

「学校（施設・企業見
学）」の講座です。

「学校（学校図書館）」
の講座です。

「学校（出前講座）」の
講座です。

「学校（インターンシップ・
職場体験）」の講座です。

「学校（総合学習のタ
ネ）」の講座です。

詳細表示

しずおか県民カレッジ連携
講座です。

保護者受講必須、年齢に
応じて保護者受講必須、
保護者も参加可能の講座
です。
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５ 提供者情報を検索する

トップページ一番下にある「提供者検索」で学習情報の提供団体を検索できます。

１．キーワードを入力し、「さがす」ボタンをクリックします。
２．団体名に入力したキーワードが含まれる団体が表示されます。
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６ その他機能

６－１ いきいき学校図書館

トップページの「いきいき学校図書館」ボタンから「学校（学校図書館）」の講座を検索できます。

１．トップページの静岡県総合教育センター発信情報から
「いきいき学校図書館」ボタンをクリックします。

２．表示された「いきいき学校図書館」ページで「講座の検索」
ボタンをクリックします。

３．「学校（学校図書館）」の学習情報が表示されます。
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６ その他機能（続き）

６－２ 研修・講座情報

トップページの「研修・講座」ボタンからコース種別が「研修講座（県総合教育センター）」
の講座を検索できます。

１．トップページの静岡県総合教育センター発信情報
から「研修・講座」ボタンをクリックします。

２．表示された「静岡県総合教育センター研修・講座」
ページで「研修・講座の検索」ボタンをクリックします。

３．「研修講座（県総合教育センター）」の学習情報
が表示されます。
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６ その他機能（続き）

６－３ あすなろ学習室

トップページの「あすなろ学習室」ボタンからあすなろ学習室が御覧いただけできます。

１．トップページの静岡県総合教育センター発信情報
から「あすなろ学習室」ボタンをクリックします。

２．あすなろ学習室（別HP）が表示されます。
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６ その他機能（続き）

６－４ メルマガバックナンバー

トップページの「メルマガバックナンバー」ボタンからメルマガバックナンバーが御覧いただけでき
ます。

１．トップページの静岡県総合教育センター発信情報
から「メルマガバックナンバー」ボタンをクリックします。

２．メールマガジンは年月ごとに掲載されています。
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６ その他機能（続き）

６－５ 学習機会情報

トップページの「学習機会」ボタンから学習機会の情報が御覧いただけできます。

１．トップページの生涯学習情報リンクから「学習機会」
ボタンをクリックします。

２．「生涯学習情報」が表示されます。
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６ その他機能（続き）

６－６ 施設情報

トップページの「施設」ボタンから施設情報が御覧いただけできます。

１．トップページの生涯学習情報リンクから「施設」ボタ
ンをクリックします。

２．「施設情報」が表示されます。
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６ その他機能（続き）

６－７ 資格・試験情報

トップページの「資格・試験」ボタンから資格・試験の情報が御覧いただけできます。

１．トップページの生涯学習情報リンクから「資格・試
験」ボタンをクリックします。

２．「資格・試験情報」が表示されます。
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６ その他機能（続き）

６－８ 国・市町情報

トップページの「国・市町」ボタンから国・市町の情報が御覧いただけできます。

１．トップページの生涯学習情報リンクから「国・市町」
ボタンをクリックします。

２．「国・市町情報」が表示されます。
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６ その他機能（続き）

６－９ カルチャーセンター情報

トップページの「カルチャーセンター」ボタンからカルチャーセンターの情報が御覧いただけでき
ます。

１．トップページの生涯学習情報リンクから「カルチャーセ
ンター」ボタンをクリックします。

２．「カルチャーセンター情報」が表示されます。

しずおか県民カレッジ連携講座です。



29

６ その他機能（続き）

６－10 活動報告

トップページのトップページ一番下活動情報New!の「一覧はこちら」ボタンから団体の活
動報告が御覧いただけできます。

「一覧はこちら」をクリック

１．トップページ一番下にある、活動情報New!の「一覧はこちら」をクリック

２．団体の活動報告が表示されます。

年月ごとに表示されます。

見たい活動報告のタイトル(青字)
をクリック

活動種類、団体、団体名称、キーワード
の条件を編集し「表示」ボタンをクリックす
ると、該当する活動報告の報告日の年
月と活動一覧を示します。



30

７ 会員登録の削除方法

会員登録の削除方法について御説明します。

１．トップページの「ご利用ガイド」をクリックします。

～～～～～ 中略 ～～～～～

２．「ご利用ガイド」が表示されますので、一番下までスクロールをしてください。

「ご利用ガイド」をクリック

登録利用者は【登録利用者登録削除届（様式４号）】
を生涯学習推進班へ提出してください。
詳しくは、管理運用規程をご覧ください。


