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M I M サ ー バ ー と は

　MIMサーバーは，MIM書籍版『多層指導モデル読みのアセスメ
ント・指導パッケージ』付属の「MIM-PM採点・活用ソフト」の
内容をサーバー上で実現したものです。
　MIMサーバーを使うと，児童のトレーニング・よみめいじん
デジタル版（MIM-PM）の学習履歴を管理することができます。
MIM-PMは小学校３年〜６年の基準点も入っており，中・高学年
児童への指導の参考にしていただくことが可能です。

児童の結果表示

アカウント情報・児童情報の管理
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「MIMサーバー」の基本操作をまとめました。

基本操作

● MIMサーバーへのアクセス方法

● メニュー画面

● メニュー画面にもどる

● MIMサーバーの終了方法

サーバーのURLにアクセスすると，次のような画面が表示されます。ログイン後，
メニュー画面に進みます。

ID，パスワード
を入力

項目名をクリックします。
それぞれの項目の詳細は，
P3以降で説明します。

ブラウザの「戻る」ボタン
をクリックするか，画面左
上の階層表示の「Menu」
をクリックしてください。

ログアウトを
クリック
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アカウントによってアクセスできる範囲が異なります。

MIMサーバーは，アカウントによってアクセスできる範囲が異なります。

メニュー画面

児童の学習履歴の閲覧や
よみめいじんの結果の書
き出し（エクスポート）する
ことができます。

詳しくは
P5

児童の学習履歴の閲覧

自分のログインID，パス
ワードの変更ができます。

詳しくは
P11

アカウント情報の変更

児童追加，情報変更，削除
ができます。

詳しくは
P12

児童リストの修正

学校の名前と，通信パス
ワードの変更ができます。

詳しくは
P11

学校情報の変更

●アクセスできる範囲について

すべての閲覧，
変更ができま
す。

学校管理者
「学校情報の変更」
以外の閲覧，変更
ができます。

学校一般
「学習履歴の閲覧」
と，「自分のアカウン
ト情報の変更」が
できます。

学校閲覧者

※画面は管理者用
　メニューの例
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メニュー画面の表示は，アカウント（学校管理者，学校一般，学校閲覧者）に
よって異なります。

アカウント別メニュー画面

● 学校管理者用メニュー画面

● 学校一般用メニュー画面

● 学校閲覧者用メニュー画面

すべての項目が
表示されます。

「自分の学校情報
（ログインID, 通信パス
ワード）の変更」が
表示されません。

「自分の学校情報
（ログインID, パスワード）
の変更」「児童リスト
の修正」が
表示されません。
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児童の結果表示

※トレーニングの結果は，トレーニング内の「カルテ」でも確認することができます。

トレーニングの学習履歴が表示されます。すべてのアカウントで閲覧可能です。

学年と組を
選びます。

　　　を
クリックします。

選択したクラスの学習
履歴が表示されます。

1 2

3

【 LoginID 】　児童 ID
【 名前 】　児童のニックネーム
【 Content 】　
　1：ことば絵カード　2：はやくちことば
　3：書くトレーニング　4：聴くトレーニング
　5：促音トレーニング　6：ことばさがし
　7：これしっている　8：三角シート
　9：総合トレーニング（テスト①）
　10：総合トレーニング（テスト②）

【 Category 】　
　1：清音　2：濁音　3：長音　4：促音　5：拗音　6：拗長音　7：かたかな

【 Index	 】　実行回
【 Mode 】　0：	「らくらく」コース　1：	「どきどき」コース
【 Question 】　問題数
【 Score 】　点数　（「らくらく」コース（Mode：0）ならば5点満点，
　　　　　　　　　	 	「どきどき」コース（Mode：1）ならば10点満点）

【 WorkTime 】　トレーニングにかかった時間
【 DateTime 】　トレーニングをした日時

●項目の見方

mim-トレーニングの結果の表示
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児童の結果表示

MIM-PMの学習履歴が表示されます。すべてのアカウントで閲覧可能です。
児童ごとの個別の配慮計画にチェックを入れることもできます。

mim-よみめいじんの結果の表示・分析

学年と組を
選びます。

閲覧したい実施回
を選びます。

　　　を
クリックします。

学習履歴が
表示されます。

1 2 3

4

児童の
ステージ

児童の
ニックネーム

点数
●	総合：70点満点
●	テスト①：35点満点
●	テスト②：35点満点

各要素に付された■は，各要素の累積得点が，
MIM-PMの実施回数の半分を下回っている
ことを表しています。
（例：MIM-PMを6回実施した時点で，テス
ト①「拗長音」の得点が，3点を下回っている
場合。実施回数が奇数回の場合は，小数点
以下を切り捨てた得点。つまり，7回実施で
あれば3点を下回った場合に■が付される）

P7以降で
説明します。

※よみめいじんの結果は，MIM-PM内の「カルテ」でも確認することができます。
※実施回が１回目から2nd，3rd対象児童の分布が表示されますが，書籍版と同様，指導が始まっていない段階では，あくまで予測となります。
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※印刷をする場合は，ブラウザの「印刷」機能をご使用ください。
　（端末にプリンターが接続されている必要があります）

グラフを見る 　　 をクリックすると，対象児童の総合点・テスト①
・テスト②の月別得点の推移が表示されます。

　　　  をクリックすると，
児童の学習履歴一覧に
戻ります。

　　　  をクリックすると，
児童の学習履歴一覧に
戻ります。

　　 をクリックすると，
要素別のグラフが
表示されます。
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児童の結果表示

児童の配慮計画を編集する

2rdステージ，3ndステージの児童のみを見る

児童名をクリックすると，該当児童
の「配慮計画」が表示されます。1

実施した項目をチェック
し，　　　　をクリック
します。

2

　でチェックした項目
に■がつきます。3

2rdステージ，3ndステージをクリック
すると，そのステージに属する児童のみ
が一覧で表示されます。
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調べたい児童の学習履歴を閲覧することができます。すべてのアカウントで閲覧
可能です。

mim-アセスメントの表示

児童ごとのアセスメント
結果が表示されます。
月ごとの各要素の点数が
一覧表示されます。

学年と組を選びます。1

児童（ニックネーム）を
選びます。3

要素名をクリックすると，右側のグラフが
要素別の学習履歴に変わります。4

　　　を
クリックします。2
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児童の結果表示

よみめいじん（MIM-PM）の学習履歴をcsv形式のデータで出力することができます。
すべてのアカウントで閲覧可能です。

結果のエクスポート

「ダウンロード」をクリックすると，ダウンロードフォルダに保存されます。
ダウンロードしない場合は，　　　　  をクリックします。

【 datetime 】
MIM-PMを行った日時

【 total 】
総合得点

【 c9score 】テスト①総合得点

【 c10score 】テスト②総合得点

【 c9catscore 】カテゴリー別得点

【 grade 】
学年 【 ID 】

児童 ID

【 index 】実行回

【 nickname 】
児童ニックネーム

●ダウンロードされるデータ（例）
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アカウント情報・児童情報の管理

学校管理者は，アカウント情報・学校情報・児童リストの変更ができます。すべて
のアカウントで変更可能です。

学校管理者は，アカウント情報・学校情報・児童リストの変更ができます。

自分のアカウント情報（　  ）の変更ログインID,
パスワード

自分の学校情報（　    ）の変更学校名, 通信
パスワード

通信パスワードは大切に保存してください。
通信パスワードを紛失するとログインできな
くなります。万が一，パスワードを紛失した
場合は，サーバー管理者までお問い合わせく
ださい。（詳しくはP16をご覧ください）

注 意

パスワード情報は大切に保存してください。
パスワードを紛失するとログインできなくな
ります。万が一，パスワードを紛失した場合
は，サーバー管理者までお問い合わせくださ
い。（詳しくはP16をご覧ください）

注 意

新しいアカウント名を
入力します。 パスワードを２回入力します。

新しいパスワードを
自分で決める場合

すべて入力をして，
最後に　　　　を
クリックします。

ここにチェックを入れると，セキュリティ強度の強い
パスワードが生成されます。生成されたパスワードは，
コピー & ペーストすることができます。

新しいパスワードを自動生成する場合

新しい学校名を入力します。
パスワードを２回入力します。

新しい通信パスワードを
自分で決める場合

ここにチェックを入れると，セキュリティ強度の強い
パスワードが生成されます。生成されたパスワード
は，コピー &ペーストすることができます。

新しい通信パスワードを自動生成する場合

すべて入力をして，
最後に　　　　を
クリックします。
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アカウント情報・
児童情報の管理

児童リストの追加・修正・削除をすることができます。学校閲覧者は変更作業が
できません。

児童リストの修正

児童の追加
入学や転入等で児童に追加がある場合に使います。

追加する年度を
入力します。

すべて入力をして，
最後に　　　　を
クリックします。

新しいログインIDを
入力します。
※他の児童と重複しないように
　注意してください。

新しいニックネームを入力します。
※他の児童と重複しないように注意してください。

学年・組・性別を
選びます。

　　　　　を
クリックします。1
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児童の変更
学年が上になる等，ログインIDや学年・クラス等に変更がある場合に使います。

児童の削除
卒業や転出等で，児童に削除がある場合に使います。

新しいログインIDを
入力します。
※他の児童と重複しないように
　注意してください。

新しいニックネームを入力します。
※他の児童と重複しないように注意してください。

学年・組・性別を
選びます。

　　　　　 を
クリックします。1

すべて入力をして，
最後に　　　　を
クリックします。

この児童を削除しても
よければ，　　　　を
クリックします。

削除すると元に戻せなくなりま
すので，注意してください。

注 意

　　　　　 を
クリックします。1
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備考：MIMツールの使い方
児童の管理は，「MIMサーバー」以外に「MIMツール」でも管理することができます。
「MIMツール」を使うと，表計算ソフトで作成された児童の情報を一括してサーバーに
登録することができます。表計算ソフトのファイルを保存すれば，児童の情報を手元に
保存しておくこともできます。

csvデータを用意します。1
MIMツール専用テンプレート
ファイル（Excel）を必ずご使用
ください。

1

入力が終わったら，csv形式で保存します。6

「登録済出席番号」「新出席番号」を半角で入力します。
「新出席番号」が，今後の児童IDになります。5

※「新出席番号」は必ず一人ひとり違う番号にしてください。番号が重複すると，一人分しか登録されません。
※必ず6桁以内の数字を入力してください。

初めて登録する場合

初めて登録する場合は，「登録済出席番号」を空欄にし，
「新出席番号」を記述してください。「状態」が「新規」
となります。

出席番号を変更する場合

次年度への移行などで，出席番号を変更する場合は，
以前の「登録済出席番号」と「新出席番号」を記述して
ください。「状態」が「変更」となります。

登録情報を削除する場合

転出や卒業などで，登録情報を削除する場合は，「登録
済出席番号」を記述し，「新出席番号」を空欄にしてく
ださい。「状態」が「削除」となります。

出席番号以外の情報を変更する場合

次年度への移行などで，出席番号は変えずに学年・組を
変更する場合は，内容を変更した上で，以前の「登録済出
席番号」を記述し，「新出席番号」にも同じ番号を記述してく
ださい。「状態」が「変更」となります。

児童の名前，読み，
ニックネームを入
力します。

2

※ニックネームに本名を
　入力しないでください。

M（男）かF（女）
を選択します。3 学年，組は，半角英

数で入力します。4

【注意】年度途中で転入生の追加や転出生の削除をする場合は，登録済児童は「登録済出席番号」に「新出席番号」と同じ
番号を記述した上で，転入生は①，転出生は③の記述をしてください。

1 2

3 4
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MIMツールを立ち上げます。2

サーバー情報を入力し，
①で作成されたcsvデータを選択します。3

学校IDを入力し，
年度を選びます。1

をクリックします。5

ログインIDと
パスワードを
入力します。

3

※ネットワークにつないだ状態でなければ，ご使用できません。

※児童の追加，変更，削除については，MIMサーバーの
　「児童リストの修正」（P12）をご使用ください。

学研サーバーにチェック
を入れます。

IPアドレスを入力します。
学研サーバー以外を使う場合学研サーバーを使う場合

※MIMサーバーと同じネットワーク上にいる
　状態でなければ，ご使用できません。

　　　　  を
クリックし，　 の
csvデータを
選択します。

4
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1

2

Q2
A2

MIMツールを使うとき，ニックネームに本名は入れてい
けませんか？

児童情報に変更があった場合は，MIMツールを使って
変更すればいいでしょうか？

ニックネームは，サーバーにアップロードされます（名前と読み
はアップロードされません）。個人情報になるため，ニックネームに
本名は入れないでください。

少人数の変更の場合は，MIMサーバーの「児童リストの修
正」をお使いください（詳しくはP12 〜13）。人数が多い場合は，
MIMツールを使うことをおすすめします（詳しくはP14）。

Q1
A1

新学年になったとき，児童情報はどうしたらいいでしょう
か？
新学期には，MIMツールを使って児童情報を変更すること
をお勧めします（詳しくはP14）。

Q3
A3

自分のアカウント情報（ログインID，パスワード）を
忘れてしまった。
自分の学校情報（学校名，通信パスワード）を忘れて
しまった。

● 学研サーバーをお使いの場合
　以下のメールアドレスに，必要事項を記入の上，
　ご連絡ください。
　必要事項：都道府県・市町村・学校名・連絡担当の方の
　お名前・電話番号
　mim@gakken.co.jo（mimお客様サービス係）
● 学研サーバーをお使いでない場合
　そのサーバーの管理者までご連絡ください。

Q4

A4
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