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新年度の名簿の作成について 

進級時にクラス替えを行わない場合は                ・・・ ２ 

前年度に名簿を戻したい場合は                    ・・・ ４ 

進級時にクラス替えがある場合は                      ・・・ ５  

    －データのコピー貼り付け                      ・・・ ６ 

    －ファイルの読み込み                          ・・・ ８ 

今までのノートデータを継承せず、新規にスタディノートを使うには        ・・・ １１      

新しい学年の名簿の準備の方法 

この学年組・出席番号・名前を新しい学年にあわせることを 

年度更新ともいいます。 

4月1日から翌年度の準備のために、  

新年度の名簿の作成 ボタンが 

有効になります。 

新年度の名簿の作成について 

スタディノートは、サーバの中にスタディノート用の書庫（保存場所）が 

あります。その書庫には子どもたちのノートが並んでいます。間違えて他の人
のノートを取り出さないために、学年組・出席番号・名前をノートに書いて 

おく必要があります。 
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進級時にクラス替えを行わない場合 

新年度の名簿の作成 をクリック 

します。 

利用者 ボタンをクリックし､  

名簿管理 をクリックします。 

管理プログラムの画面 

①クリック 

②クリック 

クリック 
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表の左上にある年度の表示が 

新年度の年度に変わっていることを 

確認し、終了 ボタンをクリックしま
す。 

「進級時にクラス替えを行わない」に 
チェックを入れ、はい ボタンを 
クリックします。 

昨年度利用していた、掲示板の 

データは削除されますので、 

必要な場合はデーターベースに変換し
バックアップを行っておいてください。 

①チェックを入れる 

②クリック 

クリック 
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管理プログラムを起動し、 
 利用者 ボタンをクリックします。 
 
 Ctrl キー を押しながら、 

 名簿管理 ボタンをクリックします。 

確認画面で、Ctrl キー を 
押しながら、はい ボタンをクリッ
クします。 

左下に下記の2つのボタンが現れます。 
・名簿の初期化 

  ･･･今までの個人の電子メール 

     データやノートデータを削除し、 

      新規に名簿を作成できます。 

・前年度に戻す 

  ･･･新年度の名簿を再度作り直したい 

     場合に、前年度の状態に戻すことが 

     できます。 

 

前年度に名簿を戻す場合、 
 前年度へ戻す をクリックします。 

 

 

メッセージを確認し、はい をクリック
します。 
 

 

 

 
左上の年度の表示が前年度になり、 
クラス名を選んで名簿の内容が前年度に
戻っていることを確認し、終了 ボタン
をクリックします。 

管理プログラムの画面 

名簿管理の画面 

前年度に名簿を戻したい場合 

Ctrl    キー＋クリック 

Ctrl    キー＋クリック 

クリック 

クリック 

クリック 
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進級時にクラス替えがある場合 

 EXCELで作成されている名簿を利用する方法 

管理プログラムを起動し、利用者 ボタンをクリックします。 
 名簿管理 ボタンをクリックします。 

名簿管理を起動します。 

名簿管理の画面 

新年度の名簿の作成 ボタンを 
クリックします。 

学年・組の表示が消え、また、各クラスの 
児童・生徒の名簿も消えます。 

（掲示板以外のデータは削除されません） 

作成する学年・組のセルをダブル 
クリックします。 

氏名を直接入力できる画面になります。 

クリック 

ダブルクリック 
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進級時にクラス替えがある場合－データのコピー貼り付け 

 EXCELで作成されている名簿を利用して行う方法 

EXCELで作成されて名簿ファイルを開きます。 

名簿ファイルを開いた例 必要な名前の部分を範囲指定し、 
右クリック、メニューから 
＜コピー＞をクリックします。 

クラス名簿の作成・更新の画面で 
1番の欄で右クリックし、メニュー 
から＜貼り付け＞をクリックします。 

クラス名簿の作成・更新の画面 

貼り付けられたことを確認して、 
終了 ボタンをクリックします。 

クリック 

範囲指定し右クリック 

右クリック 

クリック 

クリック 
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進級時にクラス替えがある場合－データのコピー貼り付け 

確認の画面で転入生であれば 

 転入生 ボタンをクリックします。 

 
 昨年度から、氏名の変更があった 
 児童・生徒であれば、その氏名を 
 選択し、決めた ボタンをクリッ 
 クします。 

貼り付けられたことを確認して、 
終了 ボタンをクリックします。 

クリック 

クリック 
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進級時にクラス替えがある場合－ファイルの読み込み 

管理プログラムを起動し、利用者 ボタンをクリックします。 
名簿管理 ボタンをクリックし、新年度名簿作成 ボタンをクリックします。 

名簿管理を起動します。 

作成する学年・組のセルをダブルクリッ

クします。 

名簿ファイルの読み込み ボタンを 

クリックします。 

事前に用意した名簿ファイルを選択し、 

 開く  をクリックします。 

出席番号順に氏名を１行ごと、前後に空白を入れずに

入力します。姓と名前の間には全角スペースを１つ入

れます。 

パスワードが必要な場合は、名前の後ろにタブコード

を入れ、パスワードを入力します。 

ダブルクリック 

ダブルクリック 

①クリック 

②クリック 
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ファイルの内容を確認後、   

  はい   をクリックします。 

子どもの名前が表示されます。 

確認後、 終了  をクリックします。 

同姓同名の子どもがいる場合、 
メッセージが表示されます。 
 P.10 を参照。 

新年度名簿の管理画面 

進級時にクラス替えがある場合－ファイルの読み込み 

クリック 

クリック 



STUDYNOTE９ 

10 

同姓同名の名前があるときは、左図の 

ような画面が表示されます。該当する 

人を選択し、決めた をクリックします。 

転入生の場合、新規作成 をクリックし

ます。 

  同姓同名の子どもがいる場合 

 

同様に全クラスの名簿を作成し、 

  終了    をクリックします。 

    

 

作成したクラス名が表示されます。 

クリック 

①クリック 

②クリック 
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管理プログラムを起動し、 
 利用者 をクリックします。 
 
 名簿管理 ボタンを Ctrl キーを 
押しながら、クリックします。 

左下に下記の2つのボタンが現れます。 
・名簿の初期化 
  ･･･今までの個人の電子メール 
    データやノートデータを削除し、 
    新規に名簿を作成できます。 

・前年度に戻す 
  ･･･新年度の名簿を再度作り直したい 
    場合に、前年度の状態に戻すことが 
    できます。 

 

名簿を新規に作成する場合、 
名簿の初期化 をクリックします。 

 

 

メッセージを確認し、はい をクリック
します。 
 

 

 

名簿が初期化され、入力されていたクラ
スの表示がなくなります。 

管理プログラムの画面 

名簿管理の画面 

今までのノートデータを継承せず新規にスタディノートを使うには 

続けて、名簿の作成を行ないます。 
P6,及びP.8参照 

Ctrl  キー ＋ クリック 

クリック 

クリック 



お問い合わせ先 

 ＝お問い合せ先＝ 
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