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本書の画面イメージは iPhone で作成しています。ご利用の機器によって画面表示が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

入学前教育プログラム 課題の提出・結果確認の方法について 
 

◆ 課題の提出方法  
 
１．はじめに 

推奨環境内*のスマートフォンまたはタブレットで、専用 Web サイト（下記 URL）にアクセスしてください。 
 

https://keiadvanced.lms.camera-marker.jp/#/sign_in 
 

＊課題提出には、下記環境を推奨いたします。推奨外の環境では正しく作動しない場合があります。 

iPhone,iPad…OS：iOS,iPadOS 14.0 以降／対応ブラウザ：Safari 

Android………OS：Android 9.0 以降／対応ブラウザ：Chrome 

 

２．初回ログイン 
 

  

 

 

 
入学前教育プログラム 受講通知書に記
載されている「ログイン ID*」「パスワード」を
入力して ログイン を押してください。 
＊受講通知書等では、「ログイン ID」を「受講番号」や

「ID」と記載している場合があります。 

 

【本パスワードの登録】画面で、任意のパス
ワード（半角英数字 6 文字以上で自由に
設定可）を入力して 登録 を押してくださ
い。 
＊設定した本パスワードは忘れないようにしてください。 

 

本パスワードの登録完了です。 
次回以降のログインではご自身で設定した
パスワードでログインしてください。 
→「閉じる」を押すと、下記手順３-(2)のホ

ーム画面に移動します。 

 

３．ログイン～提出までの手順    下記は課題１回分の提出の流れです。複数教材を受講している方は、提出する課題ごとに(2)以降を繰り返してください。 
 
(1) ログイン画面  (2) ホーム画面  (3) 二次元バーコード読み取り画面 

 

    

受講通知書に記載されている「ログインID」
と、ご自身で設定した「本パスワード」を入
力して ログイン を押してください。 

 ホーム画面の 答案を提出する ボタンを押
してください。 

 解答用紙１枚目の二次元バーコードを読
み取ってください。 
＊カメラが起動しない場合は、画面下部の 

 このボタン を押してください。 
 

(4) 答案撮影画面  (5) 撮影画面  (6) 確認画面 

 
    

二次元バーコードの読み取りに成功すると、
自動で【答案撮影】画面に移動します。 
１枚目の 撮影 ボタンを押してください。 

 １枚目の解答用紙を、四隅にある■がす
べて入るように、また、なるべく大きく写るよう
に撮影してください。 

 撮影後の画像を確認し、解答用紙の向き

の誤りやゆがみがないことを確認して「写真

を使用」を押してください。 

＊読み込みに時間がかかる場合があります。 

 

 
こちらからも 

アクセス可能です 



 

(7) 数字の入力画面  (8) 数字の入力確認画面   

     

【数字の入力】画面が出てきます。 
表示された画像の数字と同じ数字を入力
し、 次へ を押してください。 

 正しい数字を入力すると「数字を確認しまし
た」と出ます。 
 OK を押してください。 

  

 
(9) 答案画像確認画面  (10) 答案画像確認画面  (11) 答案撮影画面 

     

【答案画像確認】画面が出てきます。 
解答用紙の向きが正しいか、ゆがみやぼや
けがないか等を確認してください。 

 答案画像に問題がないようであれば、画面

下部の OK を押してください。 

＊読み込みに時間がかかる場合があります。 

 【答案撮影】画面に戻ります。 

１枚目に「✓」が入っていることを確認してく

ださい。 

 
  (12) 答案撮影画面  (13) 答案撮影画面～答案画像確認 

     

  【答案撮影】画面で２枚目の QR を押し、
次の画面で解答用紙２枚目の二次元バーコ
ードを読み取ってください。 

 

【答案撮影】画面で２枚目の 撮影 ボタンを押し、手
順(5)～(11)と同様に解答用紙の撮影～答案画像確
認をおこなってください。 
＊３枚目以降の解答用紙がある場合は、枚数分繰り返してください。 

 
(14) 答案撮影画面  (15) 答案アップロード完了画面  (16) ホーム画面 

     

すべての解答用紙の撮影が完了したら、 
 送信 を押してください。 
＊送信に時間がかかる場合があります。 

 「登録が完了しました」というポップアップが出

たら提出完了です。 

 OK を押してください。 

 ホーム画面の 答案を提出する の下に、
提出履歴が表示されます。 

 

解答用紙が 

1 枚のとき 

＞手順（14）へ 

解答用紙が 

2 枚以上のとき 

＞手順（12）へ 

こちらに表示される

数字を入力してくだ

さい。 

数字は解答用紙に

よって異なります。 

解答用紙がマーク式のとき 

＞次頁「４.マーク式解答用
紙の答案画像確認と修正
方法」へ 

 

解答用紙が記述式のとき 

＞(9)へ 
 

既定の解答用紙枚

数の撮影を完了しな

いと、手順(14)の送

信ボタンは押せない

ようになっています。 



 

４．マーク式解答用紙の答案画像確認とマーク修正方法 
 

(1) マーク結果確認画面  (2) マーク結果修正 

   

塗りつぶした箇所すべてが赤枠で囲まれて
いるか確認してください。 

 マークしていないのに赤枠が付いている箇所や、マークしたのに赤枠が付いていない箇所は 
マーク結果確認画面上で修正してください。 
＊マークのタップがしにくいときは画像を拡大（ピンチアウト）してください。 

＊ゆがみが強くマーク検知のずれが大きい場合は、できるだけ再撮影をしてゆがみを解消してください。 
 

(3) マーク結果確認画面  (4) マーク結果確認画面  (5) 採点結果画面 

 

    

マークした箇所と赤枠がすべて一致している
ことを確認したら、 提出 を押してください。 

 「提出を行います。マーク確認は OK です

か？」というポップアップが出ます。 
 OK を押すと自動的に採点されます。 
＊提出・採点後の解答差し替えはできません。 

 提出完了後、すぐに採点結果を確認する
ことができます。 
解答解説は、ホーム画面の提出履歴から
確認してください。 

 
 

◆ 採点・添削結果の確認方法   
(1) ホーム画面  (2) 結果確認画面 

 

 
 

課題を提出すると、ホーム画面に「提出履歴」が
表示されます。いずれかを押すと、提出した課題の
画像と解答解説を閲覧することができます。 
 採点済み と表示されている課題は採点・添削
が完了しています。 

 「採点済み」の課題は、提出された解答用紙の画像に結果（○や✓、コメント、点数
など）が赤字で記載されています。 
タブで「解答解説」を選択すると、解答解説の画像を閲覧することができます。 
＊解答解説のご提供がない課題は、タブで「解答解説」を選択しても画像は表示されません。 

＊「採点中」の課題も、提出された解答用紙の画像や解答解説を閲覧することは可能です。 

 
 

◆ 答案の再送信依頼について   
ご提出いただいた解答用紙画像になんらかの問題があり、採点・添削ができないと採点者が判断

した場合、ホーム画面に右のような表示が出ます。 

 確認 ボタンよりご提出いただいた解答用紙画像を見ることができますので、「再提出理由」とあわ

せてご確認ください。 再撮影 ボタンを押し、「再提出理由」の内容に気を付けながら対象の解答

用紙をもう一度撮影して再提出してください。  ＊再提出すると再送信依頼の表示は消えます。  

誤ってマークが検知されている箇所を

タップする 
 
【例】 

(2)の c の赤枠を消したいとき 

塗りつぶしているのにマークが検知され

ていない箇所をタップする 
 
【例】 

(3)の a をマークとして読み取りさせたいとき 

 
赤枠が消える 

 
赤枠が付く 

採点済み 

採点中 
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タブで表示 

を切り替え 

られます 

再提出理由を 
必ず確認 
してください！ 



 

◆ よくあるご質問（FAQ）  お問い合わせ前にぜひご参照ください  
 

Q. 横向きの解答用紙はどのように撮影したらいいですか。 【関連：手順３-(5)】  

A. 解答用紙の向きが縦でも横でも、スマートフォン等は縦向きのままで撮影してください。 

四隅にある■がすべて入るように、また、なるべく大きく写るように撮影してください。 

 

Q. 数字がうまく表示されません。 【関連：手順３-(7)】  

A. 数字がうまく表示されない状態だと、ご提出いただいても全
体がゆがんで（またはぼやけて）いて採点できない可能性
が高いです。再撮影をしてください。 

 

Q. マーク式解答用紙を撮影したのですが、マーク読み取り結果が実際のマークと 

大きくズレています。 【関連：手順４-(1)】 

 

A. 画像全体がゆがんだ状態で認識されている可能性が高いです。 
そのまま提出すると誤ったマーク箇所を採点してしまうため、再撮影をしてください。 
＊マーク式解答用紙を正しく撮影すると、「４．マーク式解答用紙の答案画像確認とマーク修正方法」の

(1)マーク結果確認画面のように表示されます。ゆがんだまま提出すると正しく採点できませんので、ご注意

ください。 

 

Q. マーク式解答用紙を撮影して提出しようとしたのですが、「二つ以上マークされている」という表示が出ます。 【関連：手順４-(4)】 

A. 右のような表示が出た場合は、マーク結果確認画面で、1 問に 2 か所以上のマークが読み取られて
いる（赤枠で囲まれている）設問を探してください。 
①解答用紙で、2 つ以上マークしている設問がある場合 

→解答用紙を修正し再撮影してください。 
②影などの影響で 2 つ以上のマークが検知されている設問がある場合 

→【手順４-(2)】の「マーク結果修正」を参考に、マークを修正して提出してください。 
 

Q. 提出した解答用紙を差し替えることはできますか。 【関連：手順３-(15),４-(4)】 

A. 原則として、一度ご提出いただいた解答用紙の差し替えはできません。確認画面で不備がないかしっかり確認したうえで提出を行ってくだ
さい。ただし、「答案の再送信依頼」が表示されている場合は再撮影・再提出することができます。 

 

Q. 提出期限を過ぎてしまいましたが、いまからでも提出すれば採点（添削）してもらえますか。 

A. 第３回の課題提出期限までに提出いただければ、採点（添削）いたします。ただし、結果の返却には通常より時間を要します。課題の
提出状況は大学に随時報告させていただきますので、可能な限り提出期間内に提出できるよう、計画的に学習を進めてください。 

 

Q. 早く採点結果を見たいのですが、なかなか「採点中」から「採点済み」になりません。 

A. 記述式解答用紙は、弊社の採点スケジュールに沿って採点・添削を行っているため、採点・添削結果の返却（アップロード）までにお時
間をいただいています。ご提出後すぐに結果をお返しすることはできませんので、ご了承ください。 
具体的なスケジュールにつきましては、別紙のご案内をご参照ください。 
＊マーク式解答用紙は自動採点であるため、すぐに結果を確認いただけます。 →【関連：手順４-(5)】 

 

Q. アンケートの提出方法がわかりません。 

A. 他の解答用紙と同様に、「答案を提出する」ボタンを押してアンケート用紙に記載された二次元バーコードを読み取ったあと、アンケート用
紙全体を撮影して提出してください。 

 

Q. ログインをしようとすると「サインインに失敗しました」と出てきてログインできません。 

A. ２回目以降ログインをする際は、初回ログイン時にご自身で設定いただいた本パスワードでのログインが必要となります。 
本パスワードを忘れてしまった場合や、１度もログインをしたことがないにもかかわらず、受講通知書に記載されている初期パスワードでのロ
グインができない場合は、お手数ですが問い合わせ窓口までご連絡ください。 

 

Q. スマートフォンやタブレットを持っていないため、課題の提出ができません。 

A. お手数ですが、下記問い合わせ先までご連絡ください。 

https://keiadvanced-52s-contact.secure.force.com/ContactStep1?m=3 

株式会社 KEI アドバンス 高等教育事業企画開発部 

 

横向きの答案 
撮影イメージ図 

数字が強く 

ぼやけている 
(画像全体がぼや

けています) 

数字が見えない 
(画像がずれて認識

されています) 

 

 
全体表示も 

確認しましょう 

 


