
出席管理 機能
「先生画面」 概要

株式会社ディスコ

本概要に記載された画⾯のデザインや操作が、実際の画⾯と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
また各学校の設定により、表⽰されない機能もございます。
詳しい操作や最新の内容につきましては、（ログイン後）画⾯上からアクセスできます『先⽣マニュアル』を参照ください。
（Ｐ7 参照）
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【出席管理】 機能について

00. ログイン 〜 トップ画⾯

01. 【出席管理】 各機能（出席をとります）

02. 【出席管理】 「メモ」機能について

03.出⽋情報の区分および取扱い

P.03

P.06

P.11

P.21

P.24

1234
確認キー

1 2 3 4

出席する

『出席管理』 機能

学生は、授業毎に「確認キー」を入力することで“出席”となります。

その日の確認キーを黒板等で案内 マイページから確認キーを入力
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学⽣先⽣
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〈出席管理  出席受付中 画面〉

確認キー

授業開始後、確認キーを

学生に知らせます。

確認キーを、ご確認ください。

（先生画面 ・ メール ）

「先生画面」では、

出席情報をリアルタイムで

確認することが出来ます。

１．【先生】 出席取得までの流れ

メール 配信

7：00に、当日の講義の「確認キー」
をアカウント設定で指定したメール
アドレスに配信します。
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「確認キー」 を入力後、【出席する】 をタップ
出席できました。

過去の出席履歴を確認したい場合は、
【出席履歴】 をタップして確認できます。出席する講義をタップ

２．【学生】 出席までの流れ

授業開始後、

確認キーを入力します。

C-Learningにログイン

講義の出席画面を準備します。

“出席”完了
※一定時間を過ぎると、

確認キーは入力できなくなります。



Webブラウザで C-Learning

「 https://tokiwa.c-learning. jp/t/ 」 にアクセスします

ログインＩＤ ： 教職員番号（数字5桁）

初期パスワード ： tokiwa#（教職員番号）

【ログイン】 をクリックします

０1 先生画面：ログイン・初期設定

〈 ログイン画面 〉
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１

２

３

〈 パスワード変更 画面 〉

任意のパスワードに変更してください

※ 半角英字、半角数字、一部の半角記号
( !#$%'()-=^~[]{}:*;+@`.<>/?_ )を、
２種類以上組み合わせた ８文字以上 ３２文字以内

※ 次回からは、ここで入力したパスワードを
使用してログインします

【パスワードの変更】 をクリックします
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０２ 先生画面：ログイン・初期設定

４

５



実施中の講義が表示されます。

対象の講義をクリックします。

０３１ 先生画面 トップ （ログイン後の画面）

〈 トップ画面 〉
【表示順序の並べ替え】
アイコンを ドラッグ＆ドロップ すると、
任意の位置に移動することができます。

【検索】
表示する講義を、指定した条件で
絞ることができます。

【 】
講義一覧上にフォルダーを作成し、講義をカテゴ
リー分けして表示することができます。
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実施中の講義が表示されます。

対象の講義をクリックします。

C-Learningからのお知らせ

※未読のメッセージ数が表示されます。

各機能のマニュアル動画などが参照できます。
（操作でお困りの際などに、ご覧ください。）
マニュアル等で解決しない操作方法等については、「サポートセンター」
ページの 下部の「お問い合わせ」により問い合わせることができます。
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「 氏名 」 をクリック

・ 【日本語｜Ｅｎｇｌｉｓｈ】
言語設定の切り替え（日本語／英語）

が行えます。

・ 【アカウント設定】
メールアドレスの登録、変更が行えます。

※初期設定では、メールアドレスを設定
していません。初めてログインした際には、
任意のメールアドレスを設定してください。

・ 【先生・学生 マニュアル】

各機能の詳しいマニュアルを参照でき
ます。「学生」 向けマニュアルも参照でき

ますので、学生が見ている画面イメー
ジなど、参照ください。

▼

０３２ 先生画面 トップ （ログイン後の画面）
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０３３ 先生画面 アカウントの設定 （メールアドレス）

C-learningから送信するEメールの宛先
を指定します。
ログイン後必ず、任意のメールアドレスを
指定し、【変更する】をクリックします。

当日の授業の 「確認コード」、パスワードを忘れた場合のパスワードを再設定するページ等の送信に必要になるので、必
ず設定してください。
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対象の 「講義名」 をクリック

【出席管理】 をクリック
⇒ 次ページへ

１１ 出席をとる 《 授業開始後確認キーの確認 》

１

２



【出席受付を停止】 をクリックすると、
ただちに出席を締め切ることができます。

〈出席管理出席受付中〉

‐12‐

【出席状況の確認】 をクリックすると、その時点での
出席の状況を確認することができます。

授業開始時間になると、『確認キー』が表示されますので、
学生にお伝えください。

※ 開始時間になっても表示されない場合は、
Webブラウザ画面を更新（再読み込み）をしてください。

１２ 出席をとる 《 授業開始後確認キーの確認 》

３

〈出席管理 画面〉

実施済みの出席状況

※ 出席記号をクリックすることで、
出席内容の変更が可能。

日付をクリックすると、その日付の出席状況が

確認できます。 ⇒ 次ページ参照

２１ 出席状況を確認する
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設定ボタン【歯車アイコン】 をクリック

出席状況をCSVファイルで
ダウンロードしたり、
現在までの出席情報をCSVより
一括登録（更新）することが
可能です。

※ 詳しい操作方法は、画面より
マニュアルを参照ください。
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〈出席状況 画面〉

実施済みの出席状況

・ 出席記号をクリックすることで、出席内容の変更が可能。

※ 変更を行った場合、【変更日時】 に記録されます。

※ 【備考】 欄に、修正した内容など入力することが可能。

２２ 出席状況を確認する

「メモ機能」（メモ記入欄を表示する）

を設定した場合、学生が記入した内

容を確認することができます。
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事務局で設定された、出席予約が表示
されています。

変更したい日時の 【編集】 アイコンを
クリックしてください。 ⇒ 次ページへ

【出席予約の確認/追加】 をクリック

「確認キー」 の確認は コチラ

３１ 確認キーの確認 / 自動開始予約を変更する

〈出席管理 画面〉
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“アイコン”を クリック

・ 予約時刻
・ 確認キー

を再設定し、【更新する】 をクリックします。

３２ 確認キーの確認 / 自動開始予約を変更する

１

２

‐17‐

【出席予約の確認/追加】 をクリック

・ 予約日
・ 予約時刻
・ 確認キー

・ を設定し、【追加する】 をクリックします。

４１ 出席予約の追加

〈出席管理 画面〉
１

２



〈出席管理 画面〉

列が追加されます。（時間は表示されません）

出席記号をクリックして、当日の出席内容を登録

してください。

５１ 出席列の追加
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C-Learningを利用しなかった回や、出席予約を設定していなかった

過去の出席についても、こちらから登録が可能。

日付を設定し、
【出席列の追加】 をクリック

日付をクリックすると、その日付の
出席状況のみ表示、確認できます。

１

２

【出席を開始】 をクリック

出席受付が開始されます
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〈出席管理 画面〉

【今すぐ出席を開始】を クリック

出席確認を開始後、何分間で締め切るか選択します。

・ 受付締切までの時間は、５分～120分まで （５分刻み）

【自動】 をクリックすると、
ランダムに４桁の数字が設定されます。

※ 任意の数字４桁を設定することも可能です

《 すぐに出席受付を開始する方法 》６１ 出席受付を手動で開始する

１

２

３

４



〈出席予約の削除〉

削除したい日時の 【ゴミ箱】 アイコンをクリックすると、
出席予約が削除されます。
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〈出席管理 画面〉７１ 出席（予約） の削除

〈出席の削除〉

【ゴミ箱】 アイコンをクリックすると、
その出席が削除されます。

【出席予約の確認/追加】 をクリック

『出席管理』－「メモ」機能について

● メモ機能 【 出席メモ記⼊欄を表⽰する 】
学⽣は出席を⾏う際に４桁の数字を⼊⼒しますが、その画⾯にメモ欄が表⽰され、テキストの⼊⼒も可能となります。
出席受付中に授業に関する問題などを出し代返の対策や、遅刻した学⽣の理由を記⼊してもらうなど、出⽋の参考にご利⽤ください。

「メモ機能」では、出席を⾏う際にメモ欄が学⽣画⾯に表⽰され、出席と同時にテキスト⼊⼒が可能になります。
※ 設定された場合にのみご利⽤できます。
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《 出席メモ記入欄を表示する 》
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【出席メモ記入欄を表示する】 に

チェックを入れます。

● 「出席予約の確認/追加」 「出席予約の編集」 「今すぐ出席を開始」 画面

【更新する】 （【追加する】）

をクリックします。

「メモ」 機能

〈 学生画面 〉

出席受付中、確認キー入力と共に

テキスト入力欄が表示されます。

１

２

〈出席管理 画面〉
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日付をクリック

実施済みの出席状況

・ 出席記号をクリックすることで、出席内容の変更が可能。

※ 変更を行った場合、【変更日時】 に記録されます。

「メモ」 機能を利用した

出席を行った場合、その内容

が表示されます。

出席履歴を確認する
１

２
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出欠情報の区分および取扱い
当⾯の間、出⽋情報の区分および取扱いは次のとおりとします。

＊1 「規程」とは、⼤学院および⼤学においては「常磐⼤学授業、試験等における⽋席の取扱いに関する規程」を、短期⼤学においては「授業および試験等における⽋席の取扱いに関す
る規程」をいう。

＊2 遅刻としての取扱い例︓「常磐⼤学試験規程」第5条第1項第5号および「常磐短期⼤学試験規程」第5条第1項第5号において、定期試験時に「定刻から20分以上遅刻した者
は⼊場できない」と規定していることに準じて取り扱う等

＊3 「C-learning」では、履修取消を申請した場合であっても、当該授業科⽬の単位数を年間履修登録単位数に算⼊するため、履修登録者として取り扱います。学⽣⽀援センターから
お知らせする履修取消申請者については、履修取消申請期限以降の出⽋情報を「履修取消」として登録してください。

区分 内容および取扱い

出席 当該授業に出席したことを⽰す。
⽋席 当該授業を⽋席したことを⽰す。（常磐⼤学および常磐短期⼤学における「学外実習により授業を⽋席する場合の取扱い(申合せ)」による⽋席として取り扱う場合は、

「⽋席」としたうえで、「備考」欄に事由として「学外実習」を⼊⼒する。）
公認⽋席 届け出のあった⽋席であることを⽰す。出⽋状況の集計においては原則 “出席” として取り扱う。

公認⽋席に該当する⽋席の事由は次のとおりとする。
事由 参照 または 準⽤＊1

１ 忌引 規程第4条
２ 公共交通機関運休等
（⾃然災害等に伴う公共交通機関の運休等による⽋席）

規程第5条

３ 感染症
（学校において予防する感染症による⽋席）

規程第6条

４ 就職試験
（就職試験を受験するために、キャリア⽀援センターが発⾏する⽋席届を提出した⽋席）

規程第7条

５ 強化部の活動
（強化部に在籍する学⽣が公式試合または学⻑が認める活動へ参加するために、当該強化部の部⻑または顧問の確認を受けた「⽋

席届（強化部関係）」を提出した⽋席）
６ 配慮を必要とする学⽣
（学⽣⽀援センター（保健室）から特別な配慮を必要とする学⽣として通知されている学⽣の事前に通知された事由による⽋席）
７ その他
（上記に該当しない⽋席で、病気、負傷、居所の⽕災、編⼊学試験など、当該事由を証明する書類を添付した⽋席届を提出している

等、担当教員が出席として取り扱うこととした⽋席）

規程第7条

遅刻＊2 当該授業に遅刻して出席したことを⽰す。出⽋状況の集計においては、原則 “出席” として取り扱う。
早退 当該授業終了前に退出したことを⽰す。出⽋状況の集計においては、原則 “出席” として取り扱う。
履修取消＊3 履修取消申請期間中に当該授業科⽬の登録を取り消したことを⽰す。


