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デモ版の使用前に  重要！ 

※デモ版はスタンドアローン形式（単独で使えるアプリケーション）で作成されてい

ます。通常はファイルメーカーProV11 上で動作します。デモ版はシステムのレイア

ウトやプログラムの変更はできなくなっていますが、データの打ち替えや動作自体

は通常版と同じように使えます。まず、デモ版でシステムがどのようにできている

のかお試しいただき、通常版のご購入をご検討ください。 

※通常版では、教室ごとにいろいろなカスタマイズ（システムの変更）ができますの

で、ご購入の際にどのようにカスタマイズするかご検討ください。 

※デモ版にはデモ用のデータが各ファイルに入力されています。メールの送受信用の

メールアドレスも当社の仮のアドレスが入力されていますので、そのまま動作確認

練習をすることができます。もちろんデータを変更して使うこともできます。デー

タの変更操作法は正規版とほぼ同じですので、詳細説明のページ、あるいはマニュ

アルをダウンロードしてご使用下さい。 

※デモ版は iPad では使用できません。Windows パソコンでお試しください。 

※「赤いボタン」は iPad では使えない機能です。 

 

デモ版の動作環境 

基本ソフト：Windows XP Professional, Home Edition (Service Pack 3)以降 

メモリ：512MB の RAM, 2GB 推奨 

CPU ：Pentium III 700MHz 以上のプロセッサを搭載したコンピュータ 

ハードディスク：500MB 以上の空き容量が必要。 

ディスプレイ：VGA 以上（解像度 1024×768）が必要。 

ディスク装置：CD・DVD ドライブ (パッケージ製品)が必要。 

インターネット：ADSL・光ファイバー・CATV などによる常時接続環境が必要。 
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「教室管理（生徒管理）」デモ版操作マニュアル 

「教室管理（生徒管理）」デモ版の操作 

１．教室管理デモ版コピー 

①ダウンロードした教室管理デモ版フォルダを解凍して、「classroomMS_DEMO フォル

ダ」をデスクトップにコピーしてください。 

２．教室管理デモ版フォルダを開く。 

①コピーしたデモ版フォルダ「classroomMS_DEMO}を開いてください。 

３．教室管理デモ版の起動 

①中にある「classroomMS_DEMO.exe」をダブルクリックして、起動してください。 

 

②起動すると「入退室データ管理画面」が開きます。メインメニューのボタンをクリ

ックしてください。 

 

※「赤いボタン」は iPad では使えない機能です。 
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③教室管理システム「メインメニュー」が開きますので、「会社情報」、「教職員情報」、

「生徒住所録」などを入力してください。入力できたら、「入退室データ管理」ボタ

ンをクリックしてください。 

 
※サンプルのデータが入力されていますので、そのままの状態でも使えます。 

 
※「会社情報」、「教職員情報」、「生徒住所録」「特別ポイント」「おみくじポイント」

等の入力方法は、それぞれのページでご確認ください。 
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④「入退室データ管理画面」の「①起動」のボタンをクリックし、データを更新して

ください。日付の更新を確認し、「③入退室管理画面」のボタンをクリックしてくだ

さい。 

 

 

For iPad（デモ版は iPad で使用できません。）：「生徒入退室管理画面」が開きます。⑤

iPad では、「１．新規レコード」ボタンをクリックすると、新規レコードができて、

入退室の日時、ポイント等が自動的に入力されます。Windows パソコンで使用され

るときは、下記⑤For Win：を見てください。 

 



iPasso 

5 

⑥For iPad：次に「生徒番号」を入力します。入室時は生徒番号に「１」を頭につけ

て入力してください。退室時は「２」を頭につけて生徒番号を入力してください。

すると生徒の情報が自動的に入力されます。保護者にメールを送信するときは、「３．

メール送信」ボタンをクリックしてメールを送信してください。 

 

※重要！デモ版にはデモ用のデータが各ファイルに入力されています。メールの送受

信用のメールアドレスも当社のアドレスが入力されていますので、会社情報ファイ

ルを変更してお使い下さい。データの変更操作法は正規版とほぼ同じですので、詳

細説明のページ、あるいはマニュアルをダウンロードしてご使用下さい。 

 

⑤For Win（Windows 7）：Windows パソコンでは、赤い「入退室 TOP」ボタンをクリッ

クしてください。 

 
※クリックのところは、タッチパネル対応パソコン[Windows 7]・iPad では指でタップ

して下さい。 
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⑥For Win：「生徒入室一覧画面」の該当生徒の「入室」ボタンをクリックしてくださ

い。すると保護者にメールが送信されて、生徒入退室情報のレコードができ、「生徒

入退室管理画面」が開きます。 

 

⑦共通：iPad、Windows7 で使用するとき、それぞれの⑤⑥の繰り返しになります。 

 

 

 

４．ポイントファイルに累積ポイントを取り込んで終了。 

①終了するときは入退室データ管理画面の「終了」ボタンをクリックして下さい。 

②すると、ポイントデータが書き出されてデモ版が終了し、閉じます。 

③全てのファイルを閉じて、パソコンの電源を切りましょう。 

 

※iPad で使用するときは更新されたファイルを iTunes で同期し、終了作業をすること

によってポイントが書き出されます。 

※デモ版はネットワークの機能を使えません。 

※デモ版のファイルは、各ファイルが一体化されていますので、メインメニューのボ

タンから各ファイルを開けますが、単独で開くことはできません。 

※その他の操作は通常版のマニュアルページをご覧ください。 
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生徒住所録の作成 

①「classroomMS_DEMO.exe」を起動して、「メインメニュー」のボタンをクリックして

ください。下図の画面が表示されたら、「生徒住所録」のボタンをクリックしてくだ

さい。 

 

 

生徒住所録詳細入力 

②「生徒住所録詳細入力」ボタンをクリックして、「生徒住所録入力画面」に切り替え

てください。 

 
③エクセルの住所録（作成法→※1）を作成し、「住所録取込」のボタンをクリックし

てください。 
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「↑生徒住所録詳細入力画面」 

④下図の「フィールドのインポート順」のダイアログボックスが出てきます。生徒番

号→生徒番号、学校→学校名、学年→学年、教室名→教室名、フリガナ→フリガナ、

生徒氏名→氏名、性別→性別、電話番号→電話番号、FAX→FAX、保護者名→父兄名、

他の連絡先→その他連絡先、郵便番号→郵便番号、住所 1→住所 1、住所 2→住所 2、

生年月日→生年月日、入学年月日→入学日、電子メール→Email の順になっている

のを確認し、「インポート方法」は、 初に取り込むときは「新規レコードとして追

加」を選択、2 回目に取り込むときは「対象レコード内の既存のレコード更新」を

選択してください。 

 

⑤すると「生徒住所録 EX」のエクセルのデータが取り込まれます。データを確認、編

集、追加してください。 
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※1：「生徒住所録 EX」の作成。 

①「classroomMS_DEMO」フォルダの「生徒住所録 EX.xls」を開くと下図の画面が出て

きます。A列：生徒番号、B列：学校、C列：学年、D列：教室名、E列：フリガナ、

F 列：生徒氏名、G 列：性別、H 列：電話番号、I 列：FAX、J 列：保護者名、K 列：

他の連絡先、L列：郵便番号、M列：住所 1、N列：住所 2、O列：生年月日、P列：

入学年月日、Q列：電子メールを入力して、「上書き保存」してください。 

 

注①生徒番号は、1001～1250 までの番号を設定してください。 

注②「メールアドレス」は半角英数入力で 1 字でも間違えるとメールがうまく送信さ

れませんので、正確に入力してください。スペース等を入力しないように注意して

ください。 

注③「性別」は「男」か「女」で入力してください 

注④「教職員 ID」は 501～入力してください。 

 

生徒住所録簡易入力 

①生徒住所録目次画面の「生徒住所録簡易入力」ボタンをクリックして、生徒住所録

簡易入力画面に切り替えてください。 

 
②新規レコードボタンをクリックして、新規レコードができたら、年度・生徒番号・

氏名・フリガナ・性別・生年月日・電子メール・郵便番号・住所・電話番号・FAX

等を入力してください。 
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「↑生徒住所録簡易入力画面」 

 

入退室データ管理画面の更新 

①下図メインメニューの「入退室データ管理」ボタンをクリックしてください。 

 
②下図の「入退室データ管理画面」に移ったら、青い「①フィールド更新」のボタン

をクリックしてください。 

 
③「④入退室管理画面」のボタンをクリックし、「入退室管理画面」を開いてください。 
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会社情報ファイル 

①メインメニューの「会社情報」のボタンをクリックすると、会社情報ファイルが開

きます。会社情報は教室管理ご注文の際に、登録していただいた情報（会社名、郵

便番号、住所、電話番号、FAX 番号、電子メール、会社ロゴなど）を当社で入力い

たします。変更が必要なときは入力しなおしてください。 

②会社ロゴ画像の取込は、写真の枠の中で右クリックし、「ピクチャーを挿入」を選択

して、会社ロゴ画像を選択してください。 

 

 

教職員情報ファイル 

①メインメニューの「教職員情報」のボタンをクリックすると、教職員ファイルが開

きます。教職員ファイルには講師の情報（氏名、郵便番号、住所、連絡先、写真な

ど）を入力してください。職員 No は「501～」から入力してください。 

②写真の取込は、写真の枠の中で右クリックし、「ピクチャーを挿入」を選択して、教

職員の写真画像を選択してください。 
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おみくじファイルの作成 

①メインメニューの「おみくじ」のボタンをクリックすると、おみくじファイルが開

き、下図の画面が出てきます。0～60 まで 61 レコードのデータが入力されています。 

 

②「classroomMS_DEMO」フォルダにあるエクセルファイル「おみくじ.xls」を開いて、

おみくじ名、おみくじ番号、ポイントを編集することができます。 

 

③「classroomMS_DEMO」フォルダの「おみくじ.xls」を開くと上図の画面になります。

A 列「シリアル番号」は 0～60 まで入力してあるので、この列は変更しないでくだ

さい。 

④B 列「おみくじ」は金賞や一等賞などいろいろ変えることができますが、C 列「おみ

くじ番号」と D 列「ポイント」が連動するように、エクセルの並べ替えの機能を利

用して、間違えないように入力してください。 
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⑤「おみくじ管理画面」の「おみくじ一覧」ボタンをクリックすると、上図の画面に

変わります。「データ取込」ボタンをクリックすると上記で用意したエクセルのファ

イルからシリアル番号、くじ番号、おみくじ、ポイントのデータが取り込まれます。 
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おみくじポイントの変更 

①「大吉・中吉・小吉・吉・末吉・凶・全レコード表示」の各ボタンをクリックする

とそのレコードが表示されます。また、「検索」ボタンをクリックすると、「検索モ

ード」に変わりますので、おみくじ欄に例「大吉」のようにおみくじ名を入力し、

検索ボタンをクリックして、特定のレコードを検索することができます。 

 

 

②次に、ポイントを入力します。 

③「ポイント全置換」のボタンをクリックすると、現在検索されているレコードのポ

イントがすべて同じポイントに置き換えられます。 

④「おみくじポイント変更終了」ボタンをクリックすると「おみくじポイント管理画

面」が閉じて、「入退室データ管理画面」にもどります。 

 

おみくじ画像の変更 

①おみくじ管理画面の「画像」欄の上で右クリックし、用意しておいた画像を選択し、

取り込みます。 

②画像が取り込めたら、 画像を選択し、メニューの「レコード」から「フィールド内

容の全置換」（下図）を選択して、検索したレコードに同じ画像を置き換えます。 
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③おみくじ名ごとに①～②を繰り返して 、おみくじ画像の変更が終了です。 

 

ポイントファイル 

①メインメニューの「ポイント」のボタンをクリックすると、下図の画面が出てきま

す。累積ポイントを取り込むファイルです。 

 

 

②「ポイント取込」ボタンをクリックすると、入退室ファイルから書き出されたポイ

ントを取り込むことができます。 

※通常は終了時に自動的に取り込まれるので、取り込む必要はありません。 

 

③取り込まれた累積ポイントは、入退室データ更新時に入退室データファイルにルッ

クアップされます。 
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入退室新規レコード管理画面 

①「入退室データ管理画面」の「新規レコード管理画面」ボタンをクリックすると下

図の画面が出てきます。入退室の元データを作るためのファイルです。レコードは

「入室レコード」と「退室レコード」の 2レコードが入力されています。 

  
 

②入室レコード：入退室名（入室）、送受信番号（１）、空白（□）、件名（入室）、入

退室送信メッセージ（例：は只今入室されました。塾名）、一言コメント（例：こん

にちは！宿題を忘れないように、計画的に勉強しましょう。）、教職員 ID（例：6000）、

会社（１）、重複（３）、重複メッセージ（レコードが重複しました。）、出席ポイン

ト（１）、訂正件名（空白）、訂正メッセージ（空白）。 

 

③退室レコード：入退室名（退室）、送受信番号（２）、空白（□）、件名（退室）、入

退室送信メッセージ（例：は只今退室されました。塾名）、一言コメント（例：さよ

うなら！忘れ物はありませんか、気をつけて帰ってください。）、教職員 ID（例：

6000）、会社（１）、重複（３）、重複メッセージ（レコードが重複しました。）、

出席ポイント（0）、訂正件名（例：退室訂正）、訂正メッセージ（例：は入室時に

まちがえて退室バーコードを認識させました。 情操舎）。 

 

※黄色のフィールド（入退室名、送受信番号、空白、会社、重複、重複メッセージ）

は変更しないでください。 

※出席ポイントは入室レコードにのみ、ポイントを入力してください。 

※件名、入退室送信メッセージ、一言コメントは自由に入力して下さい。 

※教職員IDは教職員情報ファイルの職員Noとリレーションが設定されていますので、

この教職員 ID をもとに教職員情報の写真が「入退室データ管理画面」に読み込まれ

ます。また、教職員 ID は「入退室データ管理画面」で変更することも可能ですので、

「新規レコード管理画面」は教職員 ID の「代表ナンバー」を入力してください。 
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入退室管理データの取込（新規生徒の登録／一括取込） 

①「classroomMS_DEMO.exe」を起動してください。 

※デモ版では、既に 15 人分の入退室のレコードが作られていますので、15 人以上を追

加するときや、1 から入退室メッセージデータを作る場合に次の操作をしてくださ

い。 

 

②「⑦入室 E」をクリックし、「in_new_record.xls」というエクセルのデータを開いて

ください。各列に次の項目を入力してください。A列：送受信番号 B 列：生徒番号 

  
A 列：「送受信番号」は入室が「１」退室が「２」になります。一人の生徒につき「入

室」と「退室」のレコードが必要になりますので、「１」をフィルハンドルでドラッ

グして入力してください。 
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B 列：「生徒番号」の項目は生徒住所録で入力したデータを入力してください。 

③すべて入力できたら、「閉じるボタン」を押して、「上書き保存」してください。 

④同様に「⑨退室 E」をクリックし、「out_new_record.xls」というエクセルのデータ

を開いてください。 

 

A 列：「送受信番号」は入室が「１」退室が「２」になります。一人の生徒につき「入

室」と「退室」のレコードが必要になりますので、「２」をフィルハンドルでドラッ

グして入力してください。 

B 列：「生徒番号」の項目は生徒住所録で入力したデータを入力してください。 

⑤すべて入力できたら、「閉じるボタン」を押して、「上書き保存」してください。 

⑥次に「⑧入室一括取込」ボタンをクリックしてください。生徒番号、生徒住所録情

報や会社情報、職員情報、累積ポイント情報などが取り込まれて、入室用の元デー

タができます。特別ポイント項目、特別ポイントは自由に入力してください。（例：

誕生日ポイント、100 ポイント） 

 

⑦同様に「⑩の退室一括取込ボタン」をクリックし、退室用の元データを作ってくだ

さい。生徒全員の入室用のレコードと退室用のレコードを確認してください。 
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カリキュラムファイル 

①「生徒入退室管理画面」右上にある「個人授業日誌」のボタンをクリックすると、

カリキュラムファイルが開きます。授業日に何教科指導があるかによってそれぞれ

のレイアウトボタンをクリックし、授業内容等を入力してください。 

※保護者送信 

→  

  

 

保護者送信 

件名：授業日と塾名 

内容：生徒氏名、授業日、保護者連絡、塾名、

講師名が送信されます。 

講師送信 

件名：講師番号１、講師名 1 

内容：生徒氏名、授業日、開始時間、終了時

間、学年、クラス、教科、講師番号、講師名、

指導内容、評価、備考、次回月日、次回開始

時間、次回終了時間が送信されます。 
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