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年度更新作業の手順

１．学習設定の削除 ２ページ

名簿の編集を行う前に、学習設定を削除します。

２．不要なマスター名簿とクラスの削除 ３ページ

卒業生のマスター名簿を削除します。

３．マスター名簿のクラス名を変更 ５ページ

マスター名簿の名称に年度を入れておくと便利です。

４．転出生の削除・転入生の追加 ６ページ

転出・転入生をマスター名簿から削除・追加します。

５．新入生マスター名簿の新規作成 ９ページ

新入生のマスター名簿を作成します。

６．新年度のクラス編成 １１ページ

マスター名簿からクラス編成を行います。

★スタディノートと連携している場合 １４ページ

スタディノートと名簿連携を行っている場合の手順です。

年度更新作業の手順

年度更新時に行うこと

新年度の名簿に、新入生や転入・転出する児童・生徒、先生の名前を登録
・削除する事です。

スタディノートと名簿連携を行っている場合は、
14ページの「★スタディノートと連携している場合」を参照ください。



2

1.学習設定の削除

１．学習設定の削除

「みんなでスタディ」と「つづきをスタディ」の設定を削除しなければ、名簿の
編集・削除を行うことができませんので、先に学習設定を削除します。

メニューの【つづきをスタディの管理】を

クリックし、【一括処理】ボタンをクリッ

クします。

授業設定画面

①クリック

②クリック

すべての教材を選択し、【削除】ボタンを
クリックします。

②クリック

①クリック

※先生の学習記録等、残しておきたい学習はチェックを外してください。

クリック

【実行】ボタンをクリックします。
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2.不要なマスター名簿とクラスの削除

２．不要なマスター名簿とクラスの削除

メニューの【学習者名簿管理】をクリックし、

【マスター名簿管理】ボタンをクリックします。

①クリック

②クリック

卒業生のマスター名簿の
【削除】ボタンをクリックします。

クリック

メッセージを確認後、【OK】をクリック
します。

クリック

卒業生のマスター名簿を削除します。
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2.不要なマスター名簿とクラスの削除

学習者一覧より昨年度のクラスを
すべて削除します。

【削除】ボタンをクリックします。

メッセージを確認後、【OK】をクリック
します。

今年度のクラスに編成をしなおすため、昨年度のクラスを削除します。

メニューボタンの【学習者名簿管理】を
クリックします。

①クリック

②クリック

クリック

同様の操作を繰り返し行い前年度のクラスの削除を行います。
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3.マスター名簿のクラス名を変更

３．マスター名簿のクラス名を変更

学習者マスター一覧より前年度マスター名簿
の5年生のマスター名簿をクリックします。

マスター名簿のクラス名を新年度用に変更します。
（以下の手順は小学校の名簿を例としています。）

メニューボタンの【学習者名簿管理】を
クリックします。

【マスター名簿管理】ボタンをクリック
します。

①クリック

②クリック

クリック

【編集】ボタンをクリックします。

クリック

登録クラス名の入力欄をクリックし、
今年度用にマスター名を変更します。

例）****年度入学（５学年）マスター名簿
↓

****年度入学（６学年）マスター名簿

変更後、【保存終了】ボタンをクリック
します。

クリック

上記の方法で、各学年の登録クラス名の変更を行ってください。



6

4.転出・転入生の削除・追加

４．転出生の削除・転入生の追加

転出生がある場合は、マスター名簿から削除します。

メニューボタンの【学習者名簿管理】を
クリックします。

【マスター名簿管理】ボタンをクリック
します。

①クリック

②クリック

転出生のあるマスター名をクリックします。

クリック

【編集】ボタンをクリックします。

クリック

転出生を削除します。

転出生の番号左にあるチェックボックスを
クリックし、チェックを入れ【削除】ボタン
をクリックします。

一覧から削除されたことを確認し、
【保存終了】ボタンをクリックします。

①クリック

③クリック

②クリック
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4.転出・転入生の削除・追加

転入生がある場合は、マスター名簿に追加します。

メニューボタンの【学習者名簿管理】を
クリックします。

【マスター名簿管理】ボタンをクリックします。

①クリック

②クリック

転入生を追加するマスター名をクリックします。

クリック

【編集】ボタンをクリックします。

クリック

【名簿の追加・挿入】ボタンをクリックします。

クリック
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4.転出・転入生の削除・追加番号は最終出席番号の次番号になっています。

番号の変更が必要な場合は、プルダウンから
番号を選択してください。

「名前・ログイン名・パスワード」を入力し
ます。

（例）転入生を追加します。
氏名 ：佐々木 太郎
ログイン名 ：010021
パスワード：1

【追加】ボタンをクリックします。

クリック

【保存終了】ボタンをクリックします。

クリック
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5.新入生マスター名簿の新規作成

５．新入生マスター名簿の新規作成

表計算ソフトやメモ帳などを利用して名簿ファイルを作成しておくと、マスター
名簿の作成が容易に行えます。

（エクセルの場合）

Ａ列に氏名、Ｂ列にパスワード、Ｃ列にログイン
名を入力します。

テキスト（タブ区切り）形式で保存します。

マスター名簿の新規作成

メニューボタンの【学習者名簿管理】を
クリックします。

【マスター名簿管理】ボタンをクリックします。

①クリック

②クリック

【新規作成】ボタンをクリックします。

クリック
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5.新入生マスター名簿の新規作成

マスター名を入力します。

（例）****年度入学（1学年）マスター名簿

【名簿ファイルの読み込み】ボタンをクリッ
クします。

クリック

【参照】ボタンをクリックします。

クリック

用意したファイルを選択して【開く】ボタン
をクリックします。

クリック

【アップロード】ボタンをクリックします。

クリック

名簿ファイルの内容を確認して、【更新】
ボタンをクリックします。

クリック

【保存終了】ボタンをクリックします。

クリック
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6.新年度のクラス編成

６．新年度のクラス編成

１、登録した学年のマスター名簿からクラスごとに振り分ける場合

メニューボタンの【学習者名簿管理】を
クリックします。

【新規作成】ボタンをクリックします。

クラス名を入力します。

（例）6年1組

属性やコメントで名簿データの詳細を入力する
ことが出来ます。

クラスを****年度入学（6年生）マスター
名簿を選択して、1組に属する人を選択し、
【追加】ボタンをクリックします。

①クリック

②クリック

クリック

【保存終了】ボタンをクリックします。

クリック

クラス編成を行うには2つの方法があります。

各学年のクラス編成を必ず行ってください。
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6.新年度のクラス編成

前もってクラスごとの名簿ファイルを作成しておくと、クラス編成が簡単に行えます。

エクセルなどでクラスごとの氏名のみの
名簿を作成します。

テキスト（タブ区切り）形式で保存します。

メニューボタンの【学習者名簿管理】を
クリックします。

【新規作成】ボタンをクリックします。

クラス名を入力します。

（例）6年1組

【名簿ファイル読み込み】ボタンをクリック
します。

①クリック

②クリック

クリック

２、あらかじめ準備したクラスごとの名簿ファイルを利用する場合
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6.新年度のクラス編成

【参照】ボタンをクリックします。

クリック

用意したファイルを選択して 【開く】ボタン
をクリックします。

クリック

【アップロード】ボタンをクリックします。

クリック

名簿ファイルの内容を確認して、【更新】
ボタンをクリックします。

クリック

【保存終了】ボタンをクリックします。

クリック

各学年のクラス編成を必ず行ってください。
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7.スタディノートと連携している場合

★スタディノートと連携している場合

スタディノート管理プログラムの

【環境設定】ボタンをクリックします。

環境設定の画面の、

【その他】タブをクリックします。

「スタディサーバのURLアドレス」に
入っているURLアドレスを控えておいて
ください。

URLを削除します。

年度更新後、設定を戻せるよう、

必ずURLアドレスを控えておいて

ください。

【確認】ボタンをクリックします。

（スタディサーバとの連携が
行われていない状態になります）

クリック

クリック

クリック

一旦、スタディノートと連携しない状態に設定を変更し、スタディノートの年度
更新を行った後、スタディノートと連携する設定に戻します。

【スタディノート管理プログラム】を起動し、【環境設定】のURLアドレスを
削除します。
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7.スタディノートと連携している場合

スタディサーバと連携していない状態で、スタディノートの年度更新を行います。
手順についてはスタディシリーズのホームページ（http://study.gr.jp）＜活用情報＞
⇒＜活用ツール＞の「スタディノート新年度の名簿更新マニュアル」をご覧下さい。

クリック

「スタディサーバのURLアドレス」に

控えておいたURLアドレスを入力して

【確認】ボタンをクリックします。

接続に成功した場合は、確認メッセージ
が表示されます。

確認メッセージの【ＯＫ】をクリックし
てメッセージを閉じ、【設定】ボタンを
クリックします。

【終了】ボタンをクリックし、スタ

ディノート管理プログラムを終了します。

スタディノートの年度更新を行います。

【環境設定】のURLアドレスを元の内容に戻します。

※接続に失敗した場合は、アドレスに間違いがないか確認し、入力し直してください。

スタディサーバ側でスタディノートの名簿との同期を行います。

先生用管理画面の 【学習設定を行う】を

クリックします。

クリック

クリック
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7.スタディノートと連携している場合

【環境設定】－【変更】ボタンを

クリックします。

②クリック

管理者でログインします。

初期設定のログインID、パスワードは
以下の通りです。

ログインID：admin

パスワード： 1

「同期するときに関連する学習設定や

履歴を削除する」に「 」を入れ、

【同期】 ボタンをクリックします。

②クリック

①クリック

①クリック
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7.スタディノートと連携している場合

名簿の同期が終了したら、

【もどる】 ボタンをクリックします。

クリック

確認メッセージが表示されるので、

【ＯＫ】 ボタンをクリックします。

クリック
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