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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

提供学習情報を登録することで、学習情報を利用者へ効果的に情報発信できるシステ
ムです。

会員登録をすると

・提供学習情報の登録ができます。

・活動報告の登録ができます。

・ログインした状態であれば、他団体が登録
した活動報告にコメントすることができます。

■専用の「マイページ」を持つことができます。
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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。

システムに会員登録します。
（会員登録に１週間ほどかかります。）

提供学習情報を登録します。 活動報告を登録します。

※他団体の活動報告へコメ
ントすることができます。
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２ 会員登録とログイン

２－１ 会員登録をします

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
２．情報提供者として会員登

録が必要になります。
「学校関係者はこちら（提供
者）」または「大学・NPO・企
業・行政機関はこちら（提供
者）」をクリックします。

：

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

「会員登録」バナー

該当する方をクリック

「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（提供者）」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

「確認する」ボタンをクリック

注）登録申請後、登録承認され
ると、提供者検索画面に代表
者氏名・団体名・団体の種類・
所在地・電話番号・自己紹
介・設立年月・教育や学習に
関する団体活動が表示されま
す。

２－１ 会員登録をします
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２ 会員登録とログイン（続き）

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

５

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。
メールには、メンバーID・名前・
メールアドレスが記載されていま

すので、必ず確認してください。
（本登録されるまで１週間ほど
かかります。）

「この内容で登録する」ボタンを
クリック

入力内容確認

２－１ 会員登録をします
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２ 会員登録とログイン（続き）

２－２ ログインします

会員登録が完了したら、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、講座情報の登録をしたり、活動報告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。
これでログイン完了です。

「メンバーID」と「パスワード」を入力



9

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、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。

基本メニュー

▶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
マイページの最初のページに戻
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。

①プロフィール編集

②提供学習情報

③自身の活動報告

④コメントした他提供
者の活動報告

①プロフィール編集
あなたのプロフィールです。
提供者検索で表示された際、代表者氏
名・団体名・団体の種類・所在地・電話番
号・自己紹介・設立年月・教育や学習に
関する団体活動が表示されます。
「プロフィールの編集」から編集することがで
きます。
掲載内容に変更があった場合は、必ず編
集を行ってください。

②提供学習情報
提供学習情報を登録できます。
また、CSV一括登録シートにて登録を行う
と複数の講座が一括で下書き登録できま
す。

③自身の活動報告
活動報告を登録できます。（事務局の承
認はありません）活動報告には、コメントを
つけてもらうことができます。

④コメントした他提供者の活動状況
コメントした他提供者の活動状況を表示で
きます。
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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」をクリック

２．パスワード確認画面で、登録時の「E-Mail」と「利用者名 または、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。

「送信する」ボタン

※利用者名または団体名は、提
供者検索画面で表示された名前
です。
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３ 提供学習情報の登録

３－１ 講座情報登録

マイページから講座情報を登録できます。

２．表示されたページに必要事項（赤字）等を記入し、「確認する」ボタンをクリック

１．マイページから提供学習情報の「新規登録」ボタンをクリックします。
※ＣＳＶ一括登録については別紙「操作説明書（一括登録用） 」を参照ください。

～～～～～ 中略 ～～～～～

「確認する」ボタン

「新規登録」ボタン

～～～～～ 中略 ～～～～～
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３ 提供学習情報の登録（続き）

４．申請が完了したデータは管理者の承認後承認メールが届き、公開されます。
登録した提供学習情報は、提供学習情報一覧から照会・編集できます。

３．提供学習情報登録画面で入力した内容が表示されるので内容を確認します。
確認後、ページ下部のボタンを使用して情報を登録します。

「この内容で申請する」 ボタン・・・内容を登録し、続けて申請まで行います。
「下書き保存」ボタン・・・下書きとして保存します。
「修正する」・・・提供学習情報登録画面に戻って修正できます。

～～～～～ 中略 ～～～～～「この内容で申請する」ボタン

３－１ 講座情報登録
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３ 提供学習情報の登録（続き）

３－２ 講座情報登録（入力内容）

講座情報の入力内容を以下に示します。

1/3

≪注意事項≫
赤字箇所は入力必須です。必ず入力し
てください。

注１）申込受付状況について
情報登録後、開催期間や受付期
間によって自動的に変更されます。

注２）コース種類について
『子ども』：子ども向けの情報です。
『一般』 ：一般向けの情報です。
『学校（総合学習のタネ） 』
学校の総合学習に該当する情報です。

『学校（出前講座） 』
学校に出前講座で伺う情報です。

『学校（インターンシップ・職場体験） 』
学校向けにインターシップや職場体験を

受け入れる情報です。
『学校（施設・企業見学） 』
学校の施設・企業見学を受け入れる情

報です。
『学校（学校図書館） 』
学校の図書館に関する情報です。

『研修講座（総合教育センター） 』
総合教育センターが主催する講座です。

注３）開催日について
開催日は、個別指定・期間指定・
特殊指定から選択できます。

注４）開催日補足について
雨天中止等、補足がある場合入力
してください。

注５）開催時間帯について
講座を検索する際、開催時間帯で
検索する場合もありますので、チェッ
ク漏れに御注意下さい。

注３）具体的な内容にリンクを張り付け
ることができます。
リンク種類はURL・ページ内のアン
カー・E-Mailの３種類ありますが、
URLしか利用できません。
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３ 提供学習情報の登録（続き）

≪注意事項≫

注１）画像添付は、JPEGファイルで
５M以内であれば、３つ添
付することが出来ます。添付の際、
ファイル名に／を入れると画像が
添付されませんので、／は入れな
いでください。

注２）ファイル添付できるものは、
PDF／DOC／XLS／JTDファイ
ルで５M以内のファイル。添付の
際、ファイル名に／を入れると画
像が添付されませんので、／は入
れないでください。

注３）対象について
小学校１年～高校３年のいず
れかを対象に含める場合は、必
ずコース種類の「子ども」にレ点を
入れて下さい。
※検索条件に関わりますので、

詳細に入力願してください。

注４）保護者の受講について
該当する場合は必ずチェックをし
てください。
補足がある場合は、入力をしてく
ださい。

注５）講座定員がある場合は入力し
てください。

３－２ 講座情報登録（入力内容）

２/3
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３ 提供学習情報の登録（続き）

3/3

≪注意事項≫

注１）使用教科書等分類について
コース種類にて、
・学校（総合学習のネタ）
・学校（出前講座）
・学校（インターンシップ・職場体験）
・学校（施設・企業見学）
を選択した場合に該当する項目を選択
してください。

注２）在住制限について
在住制限がある場合は必ず入力
してください。

注３）備考にリンクを張り付けることがで
きます。
リンク種類はURL・ページ内のアン
カー・E-Mailの３種類ありますが、
URLしか利用できません。

３－２ 講座情報登録（入力内容）
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３ 講座情報登録（続き）

３－３ 講座情報一覧

マイページから登録した講座情報を管理できます。

１．マイページから提供学習情報の「一覧はこちら」リンクをクリックします。

「一覧はこちら」をクリック

２．提供学習情報一覧が表示されます。

１）表示条件
事務局承認状況、開催期間の条件を編集し「表示」ボタンをクリックすると、
該当する講座情報を一覧表示します。

２）各種処理
講座の行に表示されたアイコンをクリックすると以下の操作を行うことができます。

講座情報を編集します。
講座情報を複写して登録できます。
講座情報を削除します。 ※削除前に内容の確認画面が表示されます。

３）チェックした学習情報を一括申請
講座の行頭左側に表示されたチェックボックスにチェックした講座を一括申請します。

下書き状態のものを多数登録する場合は、下書き
の左側にある□をチェックし、一括申請ボタンを押す
と一括で登録ができます。

各種処理ボタン
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３ 講座情報登録（続き）

３－４ 講座情報の募集状況を手動で変更する方法

募集状況は、講座募集期間が終了した場合、自動的に受付終了になりますが、募集
期間中に定員に達してしまった等の際、マイページから登録した講座情報の募集状況の
変更ができます。

１．募集状況を変更する講座をマイページ提供学習情報からクリックします。

２．学習情報詳細が表示されます。

講座名（青字）をクリック

「募集前」 「募集中」 「受付終了」 「キャン
セル待ち」 「講座終了」の中から募集状況を
選択し、「募集状況を変更」をクリック
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３ 講座情報登録（続き）

３－５ 承認済講座情報の承認取消及び編集

マイページから承認済講座情報の承認取消及び講座修正ができます。

１．承認済み講座をマイページ提供学習情報からクリックします。

２．学習情報詳細が表示されます。

講座名（青字）をクリック

「承認取消」をクリック

「承認取消する」をクリック

３．下までスクロールすると「承認取消する」ボタンが表示されますので、クリックしてください。

４．承認取消された旨の画面が表示され、マイページに戻ると承認取消した学習情報が下書き表示
となっていますので、修正し申請を行ってください。

※承認前であれば学習情報の編集可能です。
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４ 授業外ポイント制度(ゆうゆうポイントラリー)について

４－１ 授業外ポイント制度(ゆうゆうポイントラリー)とは

静岡県教育委員会では、子どもたちの様々な学習ニーズに応え、学校外でも子どもたち
に「生きる力」を育て「確かな学力」を身に付けさせる学習機会を一層充実させる観点か
ら、「ゆうゆうポイントラリー」を実施しています。
講座等に参加した児童・生徒にはポイントが付与され、一人一人の学習履歴として蓄

積され、一定のポイントを蓄積した人には認定証を発行しています。
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４ 授業外ポイント制度(ゆうゆうポイントラリー)について(続き)

授業外ポイント制度（ゆうゆうポイントラリー）対象講座に該当する講座は、

運営要綱第８（連携講座の対象基準）に記載されている条件を満たす講座となります。

詳しくは、「まなぼっと」ゆうゆうポイントラリーについてのページ内にある運営要綱をご覧くださ
い。

～～～～～～～～～～～中略～～～～～～～～～～～～

４－２ 対象講座に該当するのはどんな講座？
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４ 授業外ポイント制度(ゆうゆうポイントラリー)について(続き)

～～～～～～～～～～～中略～～～～～～～～～～～～

対象者にポイントを付与するまでの流れは、 「まなぼっと」ゆうゆうポイントラリーについての
ページ内にあるリーフレットをご覧ください。

４－３ ポイント付与までの流れ
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４ 授業外ポイント制度(ゆうゆうポイントラリー)について(続き)

マイページの提供学習情報登録画面、ゆうゆうポイントラリー／県カレ単位箇所の、ゆう
ゆうポイントラリー対象講座にチェックをいれると対象講座になります。

４－４ 対象講座を登録するには
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５ しずおか県民カレッジについて

５－１ しずおか県民カレッジについて

豊かでゆとりに満ちた生涯学習社会とは、「学校だけでなく、生涯にわたって学び続け、そ
の成果が正当に認められる社会」といわれ、等しく私たちが求める社会です。社会教育で
学んだことが、社会全体で認められ、これを生かす機会が十分に準備されていたら、多く
の方々の学習への励みや生きがいになることと思います。
そうした社会の実現に向けて、静岡県教育委員会では平成８年度に「しずおか県民カ

レッジ（学長：静岡県知事、副学長：静岡県教育委員会教育長）」を開設し、県
民の皆さんの学習支援をしています。
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５ しずおか県民カレッジについて(続き)

４－１ しずおか県民カレッジについて５－２ 連携講座に該当するのはどんな講座？

しずおか県民カレッジ連携講座に該当する講座は、運営要綱 第９（連携講座の対象
基準）に記載されている条件を満たす講座となります。

詳しくは、「まなぼっと」しずおか県民カレッジについてのページ内にある運営要綱をご覧くだ
さい。



25

５ しずおか県民カレッジについて(続き)

４－１ しずおか県民カレッジについて５－２ 連携講座に該当するのはどんな講座？５－３ ポイント付与までの流れ

対象者に単位を付与するまでの流れについては、 「まなぼっと」しずおか県民カレッジにつ
いてのページ内にある、連携講座登録方法についてのリーフレットをご覧ください。
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５ しずおか県民カレッジについて(続き)

マイページの提供学習情報登録画面、ゆうゆうポイントラリー／県カレ単位箇所の、県
民カレッジ連携講座にチェックをいれると連携講座になります。

５－４ 連携講座を登録するには
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６ 活動報告登録

６－１ 活動報告登録

マイページから活動報告を登録できます。(活動報告は、承認処理がありません。)

マイページから活動報告の「新規登録」ボタンをクリックします。

「新規登録」ボタンをクリック
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６ 活動報告登録（続き）

６－２ 活動報告登録（入力内容）

1．活動報告の入力内容を以下に入力します。

≪注意事項≫
赤字箇所は入力必須です。必ず入
力してください。

注１） 公開について
公開を選択すると公開され
ます。非公開を選択すると
非公開となります。

注２） 報告日について
報告日＝公開日となります。
例）報告日（カレンダーからの
選択になります。）
2023/04/01を選択すると、
2023/04/01に公開されます。

注３）活動種類について
活動種類は、たんけん隊、
活動日記、お知らせの３種
類です。活動報告の種類に
合わせて御利用ください。

注４）本文にリンクを張り付けること

ができます。

リンク種類はURL・ページ内の

アンカー・E-Mailの３種類あり

ますが、URLしか利用できませ

ん。

注５）画像添付は、JPEGファイルで
５M以内であれば、３つ添
付することが出来ます。添付の
際、 ファイル名に／を入れる
と画像が添付されませんので、
／は入れないでください。

注６）ファイル添付できるものは、
PDF／DOC／XLS／JTDファ

イルで５M以内のファイル。添付
の際、ファイル名に／を入れると
画像が添付されませんので、／は
入れないでください。

注３）
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６ 活動報告登録（続き）

登録した提供活動報告は提供活動報告一覧から照会・編集できます。

２．提供活動報告確認画面に入力した内容が表示され確認後、情報を登録します。
「この内容で登録する」ボタン・・・入力内容を登録します。
「修正する」・・・提供活動報告登録画面に戻って修正できます。

「この内容で登録す
る」ボタンをクリック ～～～～～ 中略 ～～～～～

３．登録完了

６－２ 活動報告登録（入力内容）
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６ 活動報告登録（続き）

６－３ 活動報告一覧

マイページから登録した活動報告を管理できます。

１．マイページから自身の活動報告の「一覧はこちら」リンクをクリックします。

「一覧はこちら」リンク

２．提供活動報告一覧が表示されます。

１）表示条件
公開状況、活動種類、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、
該当する活動報告を一覧表示します。

２）各種処理
活動報告の行に表示されたアイコンをクリックすると以下の操作を行うことがで
きます。

活動報告を編集します。
活動報告をコピーして編集し登録します。
活動報告を削除します。 ※削除前に内容の確認画面が表示されます。

各種処理ボタン
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６ 活動報告登録（続き）

６－４ 活動報告コメント

他提供者の活動報告にコメントすることができます。

１．マイページへログインした状態で「まなぼっと」トップページを開きます。

「一覧はこちら」をクリック

２．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

「トップページ」をクリック
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６ 活動報告登録（続き）

３．年月ごとに一覧で表示されています。

年月をクリック(青字)すると、対象の月に報告された活動一覧が表示されます。

コメントしたい活動報告のタイトルリンク(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。

６－４ 活動報告コメント
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６ 活動報告登録（続き）

４．活動報告詳細が表示されます。コメントの投稿が行えます。

１）コメント
コメントを入力し「コメントを確認する」ボタンをクリックします。
確認画面で「コメントを投稿する」ボタンをクリックするとコメントが投稿されます。
コメント内容を修正する場合には「修正する」ボタンをクリックします。

２）ナビゲーション
「前へ」ボタンをクリックすると１つ前の活動報告を表示します。
「次へ」ボタンをクリックすると１つ次の活動報告を表示します。
「活動報告一覧へ」ボタンをクリックすると活動報告一覧に戻ります。

ナビゲーション

「コメントを確認する」ボタン

「コメントを投稿する」ボタン

～～～～～～～～～～～中略～～～～～～～～～～～～

６－４ 活動報告コメント
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６ 活動報告登録（続き）

５．コメントが登録されます。

６．コメントした他提供者の活動報告はマイページの
「コメントした他提供者の活動報告」からもアクセスできるようになります。
再度コメントを投稿したり、他の方のコメントを確認したい場合など便利に使用できま
す。

６－４ 活動報告コメント

～～～～～～～～～～～中略～～～～～～～～～～～～
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７ 会員登録の削除方法

団体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

情報提供者は【情報提供者登録削除届（様式３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。


