
A. 
ユーザーのアカウント情報とシリアル
コードを管理サイトでまとめて割り当
てる（基本パターン：推奨）

生徒（ユーザー）の
アカウント情報を
あらかじめ準備

管理サイトへのアクセス

管理者の方が、「超教科書クラウド」組織管理サイトにアクセスします。
ログイン時は「シリアルコード発行証明書」に記載されている「組織
コード」「管理サイトログイン ID」「管理サイトパスワード」の入力が
必要です。
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生徒用 デジタル教科書・教材
クラウド版 導入マニュアル

■「超教科書クラウド」とは
「超教科書クラウド」はクラウド上のサービスです。生徒や先生などの利用者（本マニュアルでは「ユーザー」と呼びます）が、サービスサイトにブラウザ
でアクセスして利用します。利用にあたっては、サービスサイト内にユーザーごとのアカウント（本棚）を作成し、そこにログインする必要があります。
ご購入いただいたデジタル教科書や教材は、このアカウントに、個別のシリアルコードを読み込ませる（割り当てる）ことで閲覧可能になります。シリア
ルコードは学校ごとに用意されている「管理サイト」に納品されますので、本マニュアルに従ってシリアルコードを入手のうえ、導入してください。

アプリ版先生（管理者）向け

ⅰ. 画面左側のメニュー「利用者情報」から、「利用者一括登録」（❶）
を選択します。

ⅱ. シングル・サインオンを利用する場合は「主に SSO を使用する利
用者での事前登録はこちら」（❷）をクリックします。

ⅲ. 「テンプレートCSVファイルをダウンロード」（❸）をクリックして、
ファイルをダウンロードします。

ⅳ. ダウンロードしたファイルをExcel で開きます。２行目以降に、あ
らかじめ用意しておいたユーザーのアカウント情報を貼り付け
（❹）、CSV形式で保存します。

ⅴ. 画面上で CSV ファイルを指定し（❺）、［一括登録］（❻）をクリッ
クすると、CSV がアップロードされます。「一括処理依頼詳細」画
面が表示されるので、右上の［再読み込み］（❼）をクリックして、
進捗が100%になったことを確認してください（❽）。 ❾

2 ユーザーの登録

▶ 導入方法で迷ったら…　導入サポートデスク　03-3817-2758
  平日 9:00～17:00　［開設期間］2021 年６月 21 日（月）まで

▶ ご注文・納品に関するお問い合わせ…03-3934-5110　大修館出版販売　平日 9:00～17:00
▶ その他のお問い合わせ…………………03-3868-2211（代）　デジタル教科書サポート係　平日 9:30～17:00

このマニュアルの記載内容は、
２０２１年３月現在のものです。

管理サイト
https://p01-admin.cloud.cho-textbook.jp/users/sign_in

超教科書クラウド版
シリアルコード発行証明書

❶管理サイトURL
❷組織コード
❸管理サイトログイン ID
❹管理サイトパスワード
❺教材利用サイトURL

①-1 証書の納品

書店など

管理者の
先生など

②管理サイトにアクセス

管理サイトへの
ログイン情報

氏名　　 ID　　　　　　　　パスワード
生徒 01　seito01@xxx.com　passXXX01
生徒 02　seito02@xxx.com　passXXX02
生徒 03　seito03@xxx.com　passXXX03

③生徒（ユーザー）の
　アカウント情報をアップロード

④生徒のアカウントとシリアルコードを一括割当

生徒 01　seito01@xxx.com　passXXX01
生徒 02　seito02@xxx.com　passXXX02
生徒 03　seito03@xxx.com　passXXX03

大修館

①-2 シリアルコードの納品

ABCD-1234-EFGH
DCBA-4321-HGFE
BCAB-3412-GEHF

ABCD-1234-EFGH
DCBA-4321-HGFE
BCAB-3412-GEHF

割
当

⑤教材利用サイトにログイン、
　教材が利用できます。

seito01@xxx.com
passXXX01
でログイン

■選べる導入方法
「超教科書クラウド」はさまざまな導入方法があります。教材導入時の端末運用状況に合わせてお選び下さい。

管理者が管理サイト上で、ユーザーのアカウ
ントの作成とシリアルコードの割当を一度
に行う方法です。ユーザーはログインするだ
けで利用開始できます。
▶学校でユーザーのアカウント情報を管理し
ている場合に有効です。シリアルコードを配
布する必要がなく、紛失を未然に防ぎます。

B. 
ユーザーが自らアカウントを作成し、
配布されたシリアルコードをアカウン
トに読み込む

C. 
ユーザーが自らアカウントを作成す
るが、シリアルコードの割当は管理サ
イトで行う

管理者が管理サイトからシリアルコードリ
ストをダウンロードし、一本ずつユーザーに
配布します。ユーザーは自らアカウントを作
成し、シリアルコードを読み込みます。
▶ユーザーのアカウント情報を管理していな
い場合に有効です。ユーザー一人ひとりにシ
リアルコードを配布する必要があります。

「超教科書クラウド」生徒用の導入模式図（基本パターン）

■シングル・サインオンに対応
ユーザーのアカウントへのログインには、下記が利用できます。
［シングル・サインオンを利用］ Google アカウント、Apple アカウント※、Microsoft アカウント
［その他のアカウントを利用］     その他のメールアドレス、メールアドレス以外の任意の文字列

A.  ユーザーのアカウント情報とシリアルコードを管理サイトでまとめて割り当てる（基本パターン：推奨）

用意するもの　 シリアルコード発行証明書

用意するもの　 ユーザーのアカウント情報リスト

ユーザーが自ら作成したアカウントに、管理
者が管理サイト上でシリアルコードの割当
を行う方法です。
▶ユーザーのアカウント情報を管理していな
い場合に有効です。割当作業前にユーザーが
アカウントの作成を終えている必要がありま
す。

［その他のアカウントを利用］
・氏名 *
・ログイン ID*
（メールアドレスもしくは任意の文字列）

・パスワード *
（半角英数字８文字以上の任意の文字列）

・メールアドレス
・入学年

メールアドレスを登録しておくと、
パスワード紛失時にユーザー自らが
パスワードをリセットできます。

3 シリアルコードの割り当て
ⅰ.  画面左側のメニュー「シリアルコード情報」から［既定の部門］（❾）
を選択します。

ⅱ. 学校に納品された「超教科書クラウド」の商品名が表示されてい
ます。導入したい商品名の右にある［割当］（10）をクリックします。

ⅲ. 登録済みのユーザーの一覧が表示されるので、シリアルコードの
割り当てを行いたいユーザーにチェックを付けます（11）。一番上
のチェックボックスにチェックを付けると、未割当の全ユーザー
を選択できます。

ⅳ. ［確定］（12）をクリックすると、各ユーザーのアカウントにシリ
アルコードが割り当てられ、作業は完了です。

4 ユーザーへの通知

 ● 必要なアカウント情報 （*は必須）

［シングル・サインオンを利用］
・氏名
・メールアドレス *
・入学年

最新情報・詳細情報・よくあるご質問は…
▶導入サポートサイト
https://www.taishukan.co.jp/kyokasho/
digital_txt/cloud/support.html

※Apple School Manager や Business Manager
などにより発行された管理対象 Apple アカウン
トではログインすることができません。

導入ステップ

ユーザー手順   A.   へ

11

12

［その他のアカウントを利用］の CSV ファイル例

10

【管理サイトURL】
https://p01-admin.cloud.cho-textbook.jp/users/sign_in
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中学校向け

教材利用サイト
https://p01.cloud.cho-textbook.jp/

教材利用サイトの URL（https://p01.cloud.cho-textbook.jp/ ）、組
織コード（シングル・サインオン以外の場合はさらに 　 で登録したロ
グイン IDとパスワード）をユーザーに通知します。

教材利用サイト
https://p01.cloud.cho-textbook.jp/



教材利用サイトの URL（https://p01.cloud.cho-textbook.jp/ ）、組
織コード、シリアルコード１本ずつを、各ユーザーに通知します。

管理サイトへのアクセス

管理者の方が、「超教科書クラウド」組織管理サイトにアクセスします。
ログイン時は「シリアルコード発行証明書」に記載されている「組織
コード」「管理サイトログイン ID」「管理サイトパスワード」の入力が
必要です。

1

ⅰ. 画面左側のメニューの「シリアルコード情報」から［既定の部門］（❶）
を選択します。

ⅱ. 学校に納品された「超教科書クラウド」の商品名が表示されていま
す。導入したい商品名の右にある［詳細］（❷）をクリックします。

ⅲ. シリアルコードの一覧が表示されます。［ダウンロード］（❸）をク
リックして、シリアルコードリストをダウンロードします。シリア
ルコードリストはテキストファイルとしてダウンロードされ、商品
名や利用期間などの商品情報と、シリアルコードが１行につき１本
の形式で記載されています。

2 シリアルコードのダウンロード

B.   ユーザーが自らアカウントを作成し、配布されたシリアルコードをアカウントに読み込む

用意するもの　 シリアルコード発行証明書

3 ユーザーへの通知

ユーザー手順   B.   へ

ユーザーへの通知

教材利用サイトの URL（https://p01.cloud.cho-textbook.jp/ ）、
組織コードをユーザーに通知します。

1

3 ユーザー登録の確認

C.   ユーザーが自らアカウントを作成するが、シリアルコードの割当は管理サイトで行う

用意するもの　 シリアルコード発行証明書

ユーザー手順   C.   へ

管理サイトへのアクセス

管理者の方が、「超教科書クラウド」組織管理サイトにアクセスします。
ログイン時は「シリアルコード発行証明書」に記載されている「組織
コード」「管理サイトログイン ID」「管理サイトパスワード」の入力が
必要です。

2
用意するもの　 シリアルコード発行証明書

ユーザーは手順に従いアカウントを作成します。
【管理サイトURL】
https://p01-admin.cloud.cho-textbook.jp/users/sign_in

【管理サイトURL】
https://p01-admin.cloud.cho-textbook.jp/users/sign_in

ⅱ. 画面に、ユーザーが作成したアカウント情報が一覧表示されます。
シリアルコードの割り当てを行いたいユーザーがきちんと表示され
ているか確認し、表示されていないユーザーについてはユーザー手
順C.を実施します。

4 シリアルコードの割り当て

ⅰ.  画面左側のメニュー「シリアルコード
情報」から［既定の部門］を選択します。

ⅰ. 画面左側のメニュー「利用者情
報」から、「利用者一覧」を選択
します。

ⅱ. 学校に納品された「超教科書クラウド」の商品名が表示されてい
ます。導入したい商品名の右にある［割当］をクリックします。

ⅳ. 画面下方の［確定］をクリックすると、各ユーザーのアカウント
にシリアルコードが割り当てられ、作業は完了です。

ⅲ. ユーザーの一覧が表示されるので、シリアルコードの割り当てを
行いたいユーザーにチェックを付けます。一番上のチェックボッ
クスにチェックを付けると、未割当の全ユーザーを選択できます。



●●●●●学校

教材利用サイトへのアクセス

※ 教材使用時はこのURLへのアクセスが必要となりますので、お気に入り登録を
お願いします。

1

デジタル教科書・教材
クラウド版 利用マニュアル

このマニュアルの記載内容は、２０２１年３月現在のものです。

ユーザー手順   A. 

下記のURLにアクセスします。

※推奨ブラウザー
Google Chrome（最新版）・Microsoft Edge（最新版）・Safari

組織コードの入力2
学校から通知された「組織コード」を入力します。

組織コード：

アカウントへのログイン3
Google アカウント、Microsoft アカウント、Appleアカウントの
シングル・サインオンを利用する場合

ⅰ 学校名が正しく表示されていることを確認し、サインインしたいア
カウントを選択します。

ⅱ 各アカウントのログイン画面が表示されるので、画面に従って必要な
情報を入力し、進んでください。

※ 各アカウントのサービスの仕様で「2ファク
タ認証」（メールアドレスでの認証）が求
められることがあります。画面の指示に従
い認証を行ってください。

（2ファクタ認証の画面例：Apple ID）

その他のアカウントを利用する場合

●●●●●学校

学校から通知された「ログイン ID」と「パスワード」を入力し、［ログイン］
をクリックします。

ⅱ. 「新規ユーザー登録」画面に必要事項を入力します。利用規約・プラ
イバシーポリシーを確認し、チェックボックスにチェックをして、[登
録する ]を押します。

ⅲ 超教科書クラウドの「初回ログインのメールアドレス認証」を行い
ます。本システムよりメールアドレス確認用のメールが送信されま
すので、送信されたメールの記載に従って認証を行ってください。

本棚の表示4
 本棚が表示されます。購入した教材の表紙が並んでいれば、導入完了で
す。教材の中にある「使い方」のページを必ず読んでからご利用ください。

●●●●●学校

教材利用サイトへのアクセス

※ 教材使用時はこのURLへのアクセスが必要となりますので、お気に入り登録を
お願いします。

1

デジタル教科書・教材
クラウド版 利用マニュアル

このマニュアルの記載内容は、２０２１年３月現在のものです。

ユーザー手順   C. 

下記のURLにアクセスします。

※推奨ブラウザー
Google Chrome（最新版）・Microsoft Edge（最新版）・Safari

組織コードの入力2
学校から通知された「組織コード」を入力します。

アカウントの作成3
Google アカウント、Microsoft アカウント、Appleアカウントの
シングル・サインオンを利用する場合

ⅰ 学校名が正しく表示され
ていることを確認し、サ
インインしたいアカウン
トのボタンを選択しま
す。

ⅱ 各アカウントのログイン画面が表示されるので、画面に従って必要な
情報を入力し、進んでください。

 ⅲ 「同意事項」画面が表示されるので、利用規約・プライバシーポリシー
を確認し、チェックボックスにチェックをして、[ 同意してアカウン
ト作成 ]を押します。

※ 各アカウントのサービスの仕様で「2ファク
タ認証」（メールアドレスでの認証）が求
められることがあります。画面の指示に従
い認証を行ってください。

（2ファクタ認証の画面例：Apple ID）

その他のアカウントを利用する場合

●●●●●学校

ⅰ 学校名が正しく表示され
ていることを確認し、［新
規ユーザー登録］を押し
ます。

……ビューア画面に表示されます。

……ログイン IDとして使用します。

……４桁の西暦を入力します。

……ログイン時に使用します。
　　8文字以上で設定ください。

……ビューア画面に表示されます。

……ログイン IDとして使用します。

……４桁の西暦を入力します。

……ログイン時に使用します。
　　8文字以上で設定ください。

管理者への報告4

ⅲ. 認証画面が表示されます。メー
ルアドレス確認用のメールが送
信されていますので、受信メー
ルを確認し、メールの記載に従っ
て認証を行ってください。

本棚が表示されたらアカウント作成
完了です。管理者の先生にアカウン
トの作成を報告し、教材の準備を待
ちます。教材の準備終了後にログイ
ンし、購入した教材が並んでいるこ
とを確認してください。ご利用に際
しては、教材の中にある「使い方」
のページを必ずご確認ください。

※ 教材使用時は「ログイン
ID」「パスワード」を入力し
てログインします。

※ 教材使用時は同じボタンを
押してログインします。

2021 年度版
中学校向け

組織コード：

教材利用サイト
https://p01.cloud.cho-textbook.jp/

2021年度版
中学校向け

教材利用サイト
https://p01.cloud.cho-textbook.jp/

2021年度版
中学校向け

●●●●●



デジタル教科書・教材
クラウド版 利用マニュアル

このマニュアルの記載内容は、２０２１年３月現在のものです。
ユーザー手順   B. 

ⅱ. 「新規ユーザー登録」画面に必要事項を入力します。利用規約・プラ
イバシーポリシーを確認し、チェックボックスにチェックをして、[登
録する ]を押します。

●●●●●学校

教材利用サイトへのアクセス

※ 教材使用時はこのURLへのアクセスが必要となりますので、お気に入り登録を
お願いします。

1
下記のURLにアクセスします。

※推奨ブラウザー
Google Chrome（最新版）・Microsoft Edge（最新版）・Safairi

組織コードの入力2
学校から通知された「組織コード」を入力します。

組織コード

アカウントの作成3
Google アカウント、Microsoft アカウント、Appleアカウントの
シングル・サインオンを利用する場合

ⅰ 学校名が正しく表示されていることを確認し、サインインしたいアカ
ウントのボタンを押します。

ⅱ 各アカウントのログイン画面が表示されるので、画面に従って必要な
情報を入力し、進んでください。

 ⅲ 「同意事項」画面が表示されるので、利用規約・プライバシーポリシー
を確認し、チェックボックスにチェックをして、[ 同意してアカウン
ト作成 ]を押します。

※ 各アカウントのサービスの仕様で「2ファク
タ認証」（メールアドレスでの認証）が求
められることがあります。画面の指示に従
い認証を行ってください。

（2ファクタ認証の画面例：Apple ID）

その他のアカウントを利用する場合

●●●●●学校

ⅰ 学校名が正しく表示されていることを確認し、［新規ユーザー登録］を
押します。

……ビューア画面に表示されます。

……ログイン IDとして使用します。

……４桁の西暦を入力します。

……ログイン時に使用します。
　　8文字以上で設定ください。

……ビューア画面に表示されます。

……ログイン IDとして使用します。

……４桁の西暦を入力します。

……ログイン時に使用します。
　　8文字以上で設定ください。

シリアルの読み込み4

ⅲ. 認証画面が表示されます。メールアドレス確認用のメールが送信され
ていますので、受信メールを確認し、メールの記載に従って認証を行っ
てください。

※ 教材使用時はその上にある
「ログイン ID」「パスワード」
を入力してログインします。

※ 教材使用時も同じボタンを押してログインします。

●●●●●

●●●●●

ⅰ 本棚が表示されます。画面右下の黄色いアイコンを押します。

ⅱ 配布されたシリアルコードを入力し、［追加する］を押します。

ⅲ 本棚に本が表示されて、作業完了です。ご利用に際しては、教材の
中にある「使い方」のページを必ずご確認ください。

教材利用サイト
https://p01.cloud.cho-textbook.jp/

2021年度版
中学校向け


