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動作環境 タマROM得点集計のインストール

タマROM得点集計のアンインストール

　  注意：フォントサイズの設定を上記以外にすると，レイアウトがずれて正しく
操作できません。 　  注意：USB メモリに直接インストールした場合は，システムデータとクラスデータの保存先は自動

的に USB メモリ内に固定されます。クラスデータの保存先を変更して活用する場合は，USB メモリに
直接インストールせず，パソコンにインストールしてください。
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タマROM得点集計の起動1

管理者・専科モード

クラスの追加

同学年の他クラスが出力した設定ファイルを読み込む。

初期設定の仕方2

●パスワードについて
USBメモリにインストールした場合は，必ず
パスワードを設定する必要があります。

手順 1 クラス個別の設定

手順 2 評価・集計方法の設定

　  注意 ： 期区分は,登録後は変更ができ
ません。慎重に行ってください。また，「期
ごと」の設定は主要5教科のみ可能です。
年間を通して同じテストを使用する場合は

「年間」を，変更する可能性がある場合は
「期ごと」を選択するようにしてください。
「期ごと」について，詳しくはP37をご参照
ください。

手順 3 テストの設定

［登録］をクリックすると，確認の画面が
表示されますので，よければ［作成］をク
リックします。

手順 4 登録

登録されたクラスを一覧から選択しま
す。

手順 5 クラスの選択

パスワードを設定している場合はパス
ワードを入力します。

手順 6 パスワード

名簿の登録が済んだら初期設定は終了です。

手順 7 ログイン

手順 8 名簿設定
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道徳と外国語活動の所見文自動生成,道徳アン
ケートの入力,集計をします。

道徳，外国語活動 → P20

テストの得点を入力します。入力する教科・単元の
選択，入力した点数の保護が可能です。

得点入力 → P11

各種設定の変更を行います。児童名簿や単元情
報，テストの評価基準の変更，所見文の編集など，
主な設定変更はこのボタンから行います。

設定変更 → P34

クラス単位の資料類を出力します。「観点別得
点集計表」「単元別得点集計表」「得点分布表」

（→P45）の出力が可能です。また集計の対象と
なる単元を選択することができます。

学級集計 → P24

任意の教科のデータを外部に持ち出します。メイ
ンPC以外で作業することが可能です。メイン以
外のPCに『タマROM得点集計』がインストール
されている必要はありません。

他の PC で作業 → P42
補助簿の評価を入力します。入力する教科・単元
の選択，入力した評価の保護，評価項目の編集が
可能です。評価の値は，ABCと数値で切替えるこ
とができます。

補助簿入力 → P18

主要4教科の得点に応じた個人別または学級全
体のプリントを表示，印刷します。問題と解答を任
意に選択できます。

個別プリント → P22
個人単位の資料類を出力します。「観点別個
人診断表」「単元別個人診断表」「観点別単元
別一覧表」「年間成績推移表」「ミニ通知表」

（→P46,47,48）の出力が可能です。また集計の
対象となる単元を選択することができます。

個人集計 → P27

新学社が発行する名前シールに対応した名簿印
刷機能です。学年やクラスの表示選択が可能で
す。

シール印刷 → P44
学年全体の資料類を出力します。「児童成績一覧
表」「クラス成績一覧表」（→P49）の出力が可能
です。

学年集計 → P30 

ログアウトし，ログイン画面に戻ります。

ログアウト 

校務支援用にデータを出力します。教科や観点
の並び順,必要なデータのコピーを選択すること
ができます。

校務支援 → P32
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●パスワードについて
パスワードを忘れたときのために［秘密
の質問］を設定しておくと，パスワードを
確認することができます。（→P06）

パスワードエラー画面 1

パスワードエラー画面 2

パスワードエラー画面 3

ログインする1

プログラムに修正があった場合などは,  
ここから更新します。定期的にチェック
することをお勧めします。

バージョン情報の確認

すでに登録済みの場合は，登録者一覧
からクラスを選択し，[ログイン］ボタン
を押します。
パスワードを設定している場合はパス
ワードを入力します。

ログイン

バックアップデータから，クラス
の復元をします。［参照］ボタ
ンから復元したいクラスデー
タを指定して［復元］します。

（→P41）

クラスの復元

選択したクラスを削除します。
すべてのデータが削除されます
ので，作業は慎重に行ってくだ
さい。

クラスの削除

得点を入力する2

得点入力するモードを切り替え
ます。どのモードで入力しても得
点情報は連携していますので，い
つでも切り替えが可能です。

入力モードの選択

単元ごとに入力する（→P12）

児童ごとのテストを一枚ずつ入力される場合
は，こちらのモードが便利です。

単元別得点集計表形式（→P14）
観点別得点集計表形式（→P16）

紙の得点集計表や，ご自身でExcelなどですで
に得点を管理されている場合は，こちらのモー
ドが便利です。こちらのモードでは，各観点,単
元ごとの学級合計や学級平均を，画面上で確
認することができます。
※DVDに収録の手書き得点自動入力機能を
ご利用の場合は,単元別得点集計表形式を選
択してください。

パスワードが思い出せない時な
どは，クラス上で右クリックして
表示される［お問い合せシート
印刷］から「タマROM お問い
合せシート」を印刷します。印刷
したシートに必要事項を記入の
上，記載されたFAX番号宛てに
お送りください。

お問合せシートの印刷

データフォルダの変更

データの読込先のフォルダを
変更します。

クラスの追加

クラスを新たに登録する
場合は，［クラスの追加」
ボタンをクリックします。

（→P06）
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ロック

チェックした単元の得点
情報をロック／解除しま
す。

教科

テスト情報の設定時（→ 
P07）に選択した教科の
みが選択可能です。選択
不可のボタンは薄いグ
レー表示になります。

学期・単元

入力する学期，単元名を
選択します。

欠席の場合はここを
チェックします。

得点を入力します。配点を超
える得点は入力できません。

ロックの設定

単元名の一覧が表示されます。単元
の得点と補助簿（→P18）の評価を，
単元ごとあるいはまとめてロック／
解除することができます。

入力モードの選択

得点入力するモードを選択します。

拡大表示

得点入力欄を拡大します。この入力
モードのみの機能です。

プレテスト

プレテストの入力を選択します。プレテスト
は，単元名の頭に「プレ」が付いています。

知・技

国語の観点[知・技]を[漢字][言葉]に
切り替えます。

ソフトキーボード

マウスのみで得点の入力が可能です。ま
た，入力した値を音声で確認することがで
きます。音声のオン／オフは，スピーカー
のアイコンで切り替えます。

取消

保存前の得点情報を取消します。

一括満点入力

表示されている単元の得点入力欄をす
べて満点にします。すでに得点が入力さ
れている場合は上書きされます。

保存

入力した得点情報を保存します。

評価基準

選択した単元の評価基準値を表示しま
す。単元の変更にあわせて評価基準値も
変更して表示されますので,ウィンドウを
その都度閉じる必要はありません。

カーソルの移動方向

得点入力→確定後のカーソルの移動方向
を選択します。下方向，右方向の他に，表面
→裏面の順での入力選択が可能です。

Excelから貼り付け

Excel等の表計算ソフトで得点情報を管理
されている場合は，コピー＆ペーストで得点
入力欄に点数を貼り付けられます。

コラムを主学態の補助簿に加える

主学態の入力欄を表示します。ここで入力
された値は,補助簿入力（→P18）の補助
簿入力の欄に反映されます。

コラムを思判表の補助簿に加える

思判表の入力欄を表示します。ここで入力
された値は,補助簿入力（→P18）の補助
簿入力の欄に反映されます。

アンドゥ・リドゥ

得点入力などの変更をそれぞれ10回ま
で記憶します。画面を移動するとリセット
されます。

　  注意 ： [漢字][言葉]それぞれを入
力した後に[知・技]にする場合は得点
を合算します。[知・技]のみを入力し[漢
字][言葉]にする場合は[知・技]の得点
を案分します。集計処理に反映されます
ので，[漢字][言葉]の正しい集計処理を
される方は，[漢字][言葉]それぞれで得
点入力することをお勧めします。

　  注意 ： データを入力し
た後は，必ず[保存]をクリッ
クします。[保存]をクリック
せずに移動しようとすると
注意の画面が表示されま
すので，指示に従います。

得点データ取込

テスト本誌の得点欄をスキャンした
得点を取り込みます。

　  注意 ： データの取り込みには,タ
マROMのDVDに収録された「らく
らく得点スキャン」（→P56）を使用
する必要があります。このソフトを使
用し,テスト本誌の得点欄に手書きし
た得点をスキャナーで読み取り生成
された得点情報のファイル（CSV形
式）が取り込む対象のファイルとなり
ます。
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知・技

国語の観点[知・技]を[漢字][言葉]
に切り替えます。

欠席／解除

出欠の[欠席／解除]を設定します。

　  注意 ： [漢字][言葉]それぞれを
入力した後に[知・技]にする場合は得
点を合算します。[知・技]のみを入力し
[漢字][言葉]にする場合は[知・技]の
得点を案分します。集計処理に反映さ
れますので，[漢字][言葉]の正しい集
計処理をされる方は，[漢字][言葉]そ
れぞれで得点入力することをお勧めし
ます。

　  注意 ： データを入力した後は，
必ず[保存]をクリックします。[保存]
をクリックせずに移動しようとする
と注意の画面が表示されますので，
指示に従います。

保存

入力した得点情報を保存します。

取消

保存前の得点情報を取消します。

入力モードの選択

得点入力するモードを選択します。

ソフトキーボード

マウスのみで得点の入力が可能で
す。また，入力した値を音声で確認
することができます。音声のオン／
オフは，スピーカーのアイコンで切
り替えます。

カーソルの移動方向

得点入力→確定後のカーソルの移動方向
を選択します。下方向，右方向の他に，表面
→裏面の順での入力選択が可能です。

スキャン用紙出力

手書き用の得点集計表をExcel形
式で出力します。

得点データ取込

手書き用の得点集計表をスキャン
したデータを取り込みます。

Excelから貼り付け

Excel等の表計算ソフトで得点情報を管理
されている場合は，コピー＆ペーストで得点
入力欄に点数を貼り付けられます。

プレテスト

プレテストの入力を選択します。プレテスト
は，単元名の頭に「プレ」が付いています。

得点を入力します。配点を超える
得点は入力できません。

教科

テスト情報の設定時（→ 
P07）に選択した教科の
みが選択可能です。選択
不可のボタンは薄いグ
レー表示になります。

学期

入力する学期を選択しま
す。

ロックの設定

単元名の一覧が表示されます。単元
の得点と補助簿（→P18）の評価を，
単元ごとあるいはまとめてロック／
解除することができます。

アンドゥ・リドゥ

得点入力などの変更をそれぞれ10回ま
で記憶します。画面を移動するとリセット
されます。

コラムを思判表の補助簿に加える

思判表の入力欄を表示します。ここで入力
された値は,補助簿入力（→P18）の補助簿
入力の欄に反映されます。

コラムを主学態の補助簿に加える

主学態の入力欄を表示します。ここで入力
された値は,補助簿入力（→P18）の補助簿
入力の欄に反映されます。

　  注意 ： データの取り込みには,タ
マROMのDVDに収録された「らく
らく得点スキャン」（→P56）を使用
する必要があります。このソフトを使
用し,集計表に手書きした得点をス
キャナーで読み取り生成された得点
情報のファイル（CSV形式）が取り
込む対象のファイルとなります。
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　  注意 ： データを入力した後は，必
ず[保存]をクリックします。[保存]を
クリックせずに移動しようとすると注
意の画面が表示されますので，指示
に従います。

保存

入力した得点情報を保存します。

取消

保存前の得点情報を取消します。

得点を入力します。配点を超える
得点は入力できません。

教科

テスト情報の設定時（→ 
P07）に選択した教科の
みが選択可能です。選択
不可のボタンは薄いグ
レー表示になります。

学期

入力する学期を選択しま
す。

ロックの設定

単元名の一覧が表示されます。単元
の得点と補助簿（→P18）の評価を，
単元ごとあるいはまとめてロック／
解除することができます。

欠席／解除

出欠の〔欠席／解除〕を設定します。同
じ回数のすべての観点が同時に処理
されますので，一マスずつ設定する必要
はありません。

知・技

国語の観点[知・技]を[漢字][言葉]
に切り替えます。

　  注意 ： [漢字][言葉]それぞれを
入力した後に[知・技]にする場合は得
点を合算します。[知・技]のみを入力し
[漢字][言葉]にする場合は[知・技]の
得点を案分します。集計処理に反映さ
れますので，[漢字][言葉]の正しい集
計処理をされる方は，[漢字][言葉]そ
れぞれで得点入力することをお勧めし
ます。

入力モードの選択

得点入力するモードを選択します。

ソフトキーボード

マウスのみで得点の入力が可能で
す。また，入力した値を音声で確認
することができます。音声のオン／
オフは，スピーカーのアイコンで切
り替えます。

カーソルの移動方向

得点入力→確定後のカーソルの移動方向
を選択します。下方向，右方向の他に，表面
→裏面の順での入力選択が可能です。

Excelから貼り付け

Excel等の表計算ソフトで得点情報を管理
されている場合は，コピー＆ペーストで得点
入力欄に点数を貼り付けられます。

プレテスト

プレテストの入力を選択します。プレテスト
は，単元名の頭に「プレ」が付いています。

アンドゥ・リドゥ

得点入力などの変更をそれぞれ10回ま
で記憶します。画面を移動するとリセット
されます。

コラムを思判表の補助簿に加える

思判表の入力欄を表示します。ここで入力
された値は,補助簿入力（→P18）の補助簿
入力の欄に反映されます。

コラムを主学態の補助簿に加える

主学態の入力欄を表示します。ここで入力
された値は,補助簿入力（→P18）の補助簿
入力の欄に反映されます。
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補助簿を入力する3

初期設定ではABC入力になっています。数値入力に切り替えるには，[評価項目の編集]（→P19）を
クリックし，入力方法を一括もしくは評価項目ごとに設定します。

ロック

チェックした単元の得点情報を
ロック／解除します。

教科

テスト情報の設定時（→ 
P07）に選択した教科の
みが選択可能です。選択
不可のボタンは薄いグ
レー表示になります。

学期・単元

学期，単元名を選択すると,評価
の入力が可能になります。

ロックの設定

単元名の一覧が表示されま
す。単元の得点（→P12）と
補助簿の評価を，単元ごと
あるいはまとめてロック／
解除することができます。

総評価

入力された評価の値を自動的に計
算した総評価を表示します。手動で
の変更も可能です。

総評価ロック

チェックした児童の総評価の値を
ロック／解除します。

評価基準

選択した単元の評価基準値を表示しま
す。単元の変更にあわせて評価基準値
も変更して表示されますので，ウィンドウ
をその都度閉じる必要はありません。

自動総評価算出

画面に表示されているすべての児童
の総評価の値をまとめてロック／解除
／再計算します。

プレテスト

プレテストの入力を選択します。プレテスト
は，単元名の頭に「プレ」が付いています。

保存

入力した得点情報を保存します。

ソフトキーボード

マウスのみで得点の入力が可能です。
また，入力した値を音声で確認するこ
とができます。音声のオン／オフは，ス
ピーカーのアイコンで切り替えます。

取消

保存前の得点情報を取消します。

カーソルの移動方向

評価入力欄で，評価入力確定後の
力ーソルの移動方向を選択します。

補助簿の評価基準

現在の入力方法に従って，入力方法と
は逆のABC，あるいは，数値を再計算
する機能です。

評価項目の編集

使用する評価項目の選択，評価項
目名の編集，補助簿の入力方法を
ABC←→数値で切替え，各評価頂目
のカットラインや重みなどを変更しま
す。評価項目の重みは,総評価の計算
に使用します。総評価の重みは,補助簿

‐テスト間の計算に使用します。

評価の入力／クリアをします。

アンドゥ・リドゥ

得点入力などの変更をそれぞれ10回
まで記憶します。画面を移動するとリ
セットされます。

1
2

3
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＜道徳アンケート入力＞

解答らん
各問いに対する解答らんにチェックを入れます。

保存
チェックした状態
を保存します。

取消
保存前のチェック
状態を取消します。

CSV
道徳アンケート専用アプリ『マークシート・
タマ』または『マークシート・スキャン（道徳
用）』で保存したCSV形式※のファイルを
指定して読み込みます。

　  注意 ： ファイルを読み込む前に解答らんにチェックを入れていた場合は,チェックはすべてリセットされます。

児童
児童の切り替えをします。

入力
解答らんにチェックを入れます。

教科書会社
ご採用の教科書会社を選択します。

教科書会社
ご採用の教科書会社を選択します。
＊道徳時のみ表示

学期
入力する学期を選択します。

教材名表示選択
教材名を表示するかどうかを選択します。

文字数選択
自動的に表示される所見文例の文字
数を切り替えます。

所見文の編集
所見文を編集します。児童一人ひとり
の編集／保存が可能です。

教材一覧
教材名と関連内容項目を表示します。

出力
所見文例の出力方
法を選択します。

取消
保存前の評価や所
見文を取消します。

入力した評価や所
見文を保存します。

保存

サンプル→ P.49

＜道徳，外国語活動所見自動生成＞ サンプル→P.49

道徳と外国語活動を入力する4

児童
児童の切り替えをします。

グラフ⇔一覧
グラフと一覧の表示を切
り替えます。

出力
個人票の出力方法を選択
します。

出力
学級集計表の出力方法を
選択します。

＜道徳アンケート個人票＞

＜道徳アンケート学級集計表＞ サンプル→ P.49

サンプル→ P.49
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学期・教科

表示する学期と教科を選択します。テス
ト設定（→P36）で登録していない教科
は選択できません。

個人/学級

表示するプリントを個人／学級で切り替
えます。

問題/解答

印刷するプリントを問題／解答，または
両方から選択します。

出力

印刷するページ設定，プリンタ設定をし
ます。設定方法は使用環境に依存され
ます。

児童選択

プリントを印刷する児童を選択します。

サンプル→ P.48

資料種別

所見文2例：1単元につき2つの所見文，
到達度（%とグラフ），総評を表示しま
す。
所見文1例：1単元につき1つの所見文，
到達度（%とグラフ），総評を表示しま
す。

タイトル

印刷したときの資料の名前を変更
します。文字数は15文字までです。

学期/教科・観点

集計する学期と教科，観点を選択し
ます。テスト設定（→P36）で登録し
ていない教科は選択できません。

学級平均／期待得点

学級平均／期待得点の，表示／非
表示を選択します。

知・技

国語の観点〔知・技〕を〔漢字〕〔言
葉〕に切り替えます。

出力

資料の出力方法を選択し
ます。（→P25）

主学態

〔補助簿入力〕（→P18）で入力した
評価の表示／非表示を選択します。

所見文の編集

単元ごとの所見文と総評を編集します。
児童一人ひとりの編集／保存が可能です。
所見文2例：
　全角102文字，4行以内に

します。
所見文1例：
　全角51文字，2行以内に

します。
総評：
　全角102文字，4行以内に

します。
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学級集計をする1

サンプル→ P.45

期間・教科

集計する期間と教科を選択します。〔期
間〕で学期別を選択した場合は，単元ご
との成績も表示されます。テスト設定
（→P36）で登録していない教科は選択
できません。

表示項目

各観点の欄に表示されている列および主
学態の評価の表示／非表示を選択します。

タテとヨコ

観点表示を縦と横に切り替えます。

得点表示

得点部分の表示を実際の点数／ABC
表示に切り替えます。 ABCの基準は，
評価基準設定（→P39）で設定した基
準値に準じます。

並び順

児童の並び順を出席番号
／総合到達度／観点別
到達度から選択します。

知・技

国語の観点〔知・技〕を〔漢字〕
〔言葉〕に切り替えます。

出力

資料の出力方法を選
択します。（→P25）

評価記号の変更

評価の記号を任意の文字に変更します。

サンプル→ P.45

学期・教科

集計する学期と教科を選択します。テ
スト設定（→P36）で登録していない
教科は選択できません。

主学態

〔補助簿入力〕（→P18）で入力した
評価の表示／非表示を選択します。

得点表示

得点部分の表示を実際の点数／
ABC表示に切り替えます。ABCの基
準は，評価基準設定（→P39）で設定
した基準値に準じます。

並び順

児童の並び順を出席番号／総合
到達度から選択します。

評価記号の変更

評価の記号を任意の文字に変更し
ます。

教科プリント集

到達度に応じたプリントの番号が表示されます。番号は個
別プリント（→P22）の〔プリント番号〕の欄に表示されるも
のと同じです。

知・技

国語の観点〔知・技〕を〔漢字〕〔言
葉〕に切り替えます。

出力

資料の出力方法を選択します。

プレビューの設定

この画面上での表示の設定を
します。

日付を印刷する

日付を印刷するかどうかを設定
します。

印刷の設定

印刷の範囲や倍率の設定をし
ます。
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サンプル→ P.45

期間・教科

集計する期間と教科を選択し
ます。

単元／観点

集計する対象を選択します。単
元別／観点別／総合評価から
選択します。

出力

資料の出力方法を選択します。
（→P25）

評価記号の変更

評価の記号を任意の文字に変
更します。

サンプル→ P.46

サンプル→ P.46

個人集計をする2

期間・教科

集計する期間と教科を選
択します。テスト設定（→ 
P36）で登録していない教
科は選択できません。

学級平均

学級平均の表示／非表示
を選択します。

知・技

国語の観点〔知・技〕を〔漢
字〕〔言葉〕に切り替えます。

主学態

〔補助簿入力〕（→P18）で
入力した評価の表示／非
表示を選択します。

出力

資料の出力方法を選択します。（→P25）

出力

資料の出力方法を選択しま
す。（→P25）

学級平均／期待得点

学級平均／期待得点の，表
示／非表示を選択します。

児童・印刷範囲

集計および印刷する
児童を選択します。

所見文の編集

観点ごとの所見文を
編集します。児童一人
ひとりの編集／保存
が可能です。全角51
文字以内にします。

学期・教科

集計する学期と教科を選択します。テスト設定（→ 
P36）で登録していない教科は選択できません。

所見文

2例：「単元別テストからの評価」欄に2例の所見文を表示します。
1例：「単元別テストからの評価」欄に1例の所見文を表示します。
なし：所見文なしの診断表を表示します。

所見文の編集

単元ごとの所見文を編集します。児童一人ひとりの編
集／保存が可能です。2例の場合と1例の場合それぞ
れの所見文編集が可能です。2例は全角102文字以
内，1例は全角51文字以内に
します。改行の数によっては
表示されないことがあるの
で，2例は4行，1例は2行に収
めるようにします。
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サンプル→ P.47

サンプル→ P.47

教科

集計する教科を選択します。テ
スト設定（→P36）で登録して
いない教科は選択できません。

主学態

〔補助簿入力〕（→P18）で入力
した評価の表示／非表示を選
択します。

出力

資料の出力方法を選択します。
（→P25）

知・技

国語の観点〔知・技〕を〔漢字〕
〔言葉〕に切り替えます。

得点表示

得点部分の表示を実際の点数
／ABC表示に切り替えます。
ABCの基準は，評価基準設定

（→P39）で設定した基準値に
準じます。

資料の選択

この資料には「到達度グラフ」「学習の様子
（観点別）」「推移グラフ」の3つの要素が
あります。
全て（A4ヨコ）：3つの要素を全て表示します。
2つ（A4タテ）：任意の2つの要素を選択して表
示します。一枚当たり4教科の表示になります。

所見文の編集

観点ごとの所見文の編集をします。文字数
は51文字以内にします。

主学態

〔補助簿入力〕（→P18）で入力した評価の
表示／非表示を選択します。

知・技

国語の観点〔知・技〕を〔漢字〕〔言葉〕に切り
替えます。

教科

表示する教科を選択します。

出力

資料の出力方法を選択します。（→P25）

サンプル→ P.48

資料種別

所見文2例：1単元につき2つの所見文，
到達度（%とグラフ），総評を表示しま
す。
所見文1例：1単元につき1つの所見文，
到達度（%とグラフ），総評を表示しま
す。

タイトル

印刷したときの資料の名前を変更
します。文字数は15文字までです。

学期/教科・観点

集計する学期と教科，観点を選択し
ます。テスト設定（→P36）で登録し
ていない教科は選択できません。

学級平均／期待得点

学級平均／期待得点の，表示／非
表示を選択します。

知・技

国語の観点〔知・技〕を〔漢字〕〔言
葉〕に切り替えます。

出力

資料の出力方法を選択し
ます。（→P25）

主学態

〔補助簿入力〕（→P18）で入力した
評価の表示／非表示を選択します。

所見文の編集

単元ごとの所見文と総評を編集します。
児童一人ひとりの編集／保存が可能です。
所見文2例：
　全角102文字，4行以内に

します。
所見文1例：
　全角51文字，2行以内に

します。
総評：
　全角102文字，4行以内に

します。
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学年集計をする3

　  注意 ： 学年集計の対象に自作テ
ストが含まれる場合は，集計結果が正
常に計算されない場合があります。ま
た，評価基準はログインしたクラスの
設定を使用します。

学年集計のためにクラスデータを出力する

他のPCにインストールされた『タマROM得点集
計』で学年集計をするためのクラスデータを作成し
ます。〔クラスデータを出力する〕をクリックし，任意
の場所にクラスデータを保存します。

行移動

表示されるクラスの順序を移
動します。移動させたいクラス
を選択し，「▲▼」で移動しま
す。

学年集計に使用するクラスを
選択します。

学年集計を行う
クラスの設定

学年集計に使用するクラスを
追加します。〔参照〕をクリック
し，任意の場所に保存された
クラスデータを指定し〔←追
加〕をクリックします。

クラスデータを
外部から読み込む

外部から追加されたクラスのデータを
削除します。

選んだ外部読込クラスデータ
をディスクから削除する

外部から読み込んだクラスデータの
保存場所を確認／変更します。

外部読込クラスデータを
保存するフォルダ

1

3

2

サンプル→ P.49

サンプル→ P.49

教科

集計する教科を選択します。テ
スト設定（→P36）で登録して
いない教科は選択できません。

教科

集計する教科を選択します。テ
スト設定（→P36）で登録して
いない教科は選択できません。

並び順

〔出席番号順〕〔総合到達度順〕
から選択します。〔基準〕欄から
は，基になる要素を選択します。

知・技

国語の観点〔知・技〕を〔漢字〕
〔言葉〕に切り替えます。

出力

資料の出力方法を選択します。
（→P25）

出力

資料の出力方法を選択します。
（→P25）

他のPC
学年集計をするPC 1
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期間

学期を切り替えます。2学期
以降は前の学期との比較が
できます。

タテとヨコ

児童名と教科(観点)の軸を
切り替えます。

年間自動計算

期間の選択を年間にしたと
きの，評価と評定の自動計算
の値を設定します。

評価記号の変更

評価の記号を任意の値に変
更します。 カーソルの移動方向

評価入力欄で,評価入力確
定後のカーソルの移動方向
を選択します。

ソフトキーボード

マウスのみで評価の入力が可
能です。また,入力した値を音声
で確認することができます。音
声のオン／オフは,スピーカー
のアイコンで切り替えます。

教科・観点表示・並び順

教科と観点の表示／非表示の
選択や並び順を変更します。

評定集計を出力する

評定集計を出力するかどう
かを切り替えます。

クリップボード出力

表示されたボタンから,ク
リップボードにコピーする
対象を選択します。

保存

入力した値を保存します。

出力

資料の出力方法を選択し
ます。（→P25）

取消

保存前の値を取消します。

テスト結果に戻す

入力した値をテスト結果か
ら算出された値に戻します。
ロックされた教科または観点
は対象外になります。

出力書式の選択

あらかじめ登録された校務支援向
けの書式に従い，データをエクセル
形式で出力します。書式の読み込み
や削除が可能です。

Excel出力

一覧表をエクセル形式で出力し
ます。

Excel取込

［Excel出力］で出力したファイ
ルを取り込みます。

期間

学期を切り替えます。

表示方法

表示させる所見を選択
した学期か全学期で切
り替えます。

文例集の呼出し

所見文例集を呼び出し
ます。

印刷/プレビュー

印刷の実行または印刷
のプレビューを表示しま
す。

IDつきExcel出力

取消

保存前の所見情報を取
消します。保存

入力した所見情報を保
存します。
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各種設定を確認／変更する

クラス設定

評価基準設定

名簿設定

所見文設定

テスト設定

データ保存設定

単元設定

クラス設定

名簿設定

　  注意 ： 指定できるファイルについては限りがあります。
ご確認いただく場合は弊社までお問い合わせください。

　  注意 ： 児童名だけはなく入力されたデータも削除
されます。復活できませんので削除は慎重に行ってくだ
さい。
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テスト設定

　  注意 ： 既に登録されている教科
の設定を変更すると，それまでに入力
されていた得点はすべてリセットされ
ます。復元はできませんので，変更さ
れる場合は慎重に行ってください。ま
た，変更される場合は，念のためにそ
の時点までの得点情報を手動でバッ
クアップしておくことをお勧めしま
す。（→P41「データ保存設定」）

〔設定する期〕の〔年間〕←→〔期ご
と〕の変更もリセットの対象になりま
すので，十分にご注意ください。

　  注意 ： 既に登録されている教科の得点はすべてリ
セットされます。復元はできませんので，読み込みをされ
る場合は慎重に行ってください。

●設定ファイルの書き出しについて
新たなクラスを登録する際に，ここで保存されたファイ
ルを〔クラスの追加〕画面（→P06）で参照することで，こ
れらの情報を設定する手間を省略できます。例えば5年
1組を登録後，5年2組を登録する際にこの機能を使うこ
とで，5年1組と5年2組は全く同じ設定での登録が可能
になります。

　  注意 ： ここで設定
を変更／追加し，〔適
用〕をクリックしても，ま
だ設定は反映されま
せん。〔適用〕をクリッ
ク後，ひとつ前のテスト
設定画面（→P36）にて

〔保存〕をクリックする
ことでクラスデータが
更新されます。

〔期ごと〕の設定について
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単元設定

　  注意 ： 単元情報だけではなく入
力されたデータも削除されます。削
除されたデータは復活できませんの
で憤重に行ってください。

　  注意 ： 国語の「知・技」を設定する
場合は「漢字」「言葉」の両方もしくは
どちらかを登録します。「思判表」を設
定する場合は「話・聞」「書く」「読む」の
いずれかを登録し，クラス設定（→P34）
画面で「思判表」をわける／まとめるの
設定をします。

　  注意 ： 観点・配点をユーザーが初
期値から変更していた場合，その単
元に限り，同じ単元が登録されます。
その場合「 1 」の使用欄にて実際に
使用する単元を選択してください。な
お，自作単元には影響あリません。

　  注意 ： 自作単元は単元情報だけ
でなく入力されたデータも削除され
ます。削除されたデータは復活できま
せんので慎重に行ってください。

評価基準設定

中央数値欄

単元／観点別にそれぞれ
設定します。〔教科〕選択後
に変更したい単元の数値欄
に直接数値を入力します。

初期値に戻す

すべての値を初期値に戻します。

保存

変更結果を保存します。

取消

保存前の変更結果を取り消します。

観点一括変更

観点ごとにまとめて数値を変更し
ます。〔教科〕選択後に〔観点一括
変更〕欄に変更したい数値を入力し

〔変更〕をクリックします。

単元／期末一括変更

単元／期末ごとにまとめて数値を変
更します。〔教科〕選択後に〔単元／
期末一括変更〕欄に変更したい数値
を入力し〔変更〕をクリックします。

教科

評価基準を確認／変更
する教科を選択します。

全教科一括変更

すべての教科の評価基
準を一括で変更します。

〇〇一括変更

設定した教科の評価基
準を一括で変更します。

　  注意 ： オレンジと黄色の箇所は
現在の値を表示するものではなく，ど
の値にするかを設定するための箇所
です。実際の設定値は，画面中央の白
と空色の数値欄をご参照ください。
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所見文設定

教科

教科を選択します。

初期値に戻す

所見文に関する変更点をすべて初
期の状態に戻します。

保存

変更した情報を保存します。

取消

保存前の情報を取消します。

所見文の種類

〔単元ごとの所見文〕単元を選択し
ます。

〔期末評価の所見文〕学期を選択し
ます。

　  注意 ： あらかじめ収録されてい
る所見文は，保護者を対象とした汎
用的な所見文になっています。その
ため，各学年の配当漢字以外の漢字
が含まれている場合があります。修正
が必要な場合は，この機能で修正し
てください。

データ保存設定

クラスデータの現在の保存先

クラスデータの現在の保存先フォル
ダを表示します。〔コピー〕から保存
先をクリップボードにコピーすること
ができます。

自動ローカルバックアップ設定

自動バックアップ設定とは別に,ロー
カルにバックアップする／しないお
よび保存先の設定をします。

自動バックアップ設定

ログアウト時に自動でバックアップ
ファイルを作成するかどうかを設定
します。「〇自動バックアップを使用
する」にチェックを入れると自動バッ
クアップ機能が有効になります。初
期設定では有効になっています。 手動バックアップの保存と復元

手動でバックアップファイルを作成
します。またこの機能で作成した
バックアップファイルから復元をし
ます。

　  注意 ： 現在の状態はすべて手動
バックアップ時の状態に戻りますの
で，元に戻す作業は慎重に行ってくだ
さい。

　  注意 ： 現在の状態はすべて自動
バックアップ時の状態に戻りますの
で，元に戻す作業は慎重に行ってくだ
さい。

●バックアップについて
非常時にはバックアップファイルがあ
ると最後の使用状態に復元が可能
なので，自動バックアップを設定する
ことをお勧めします。また『タマROM
得点集計』はクラス単位でバックアッ
プを保存します。すべてのクラスを自
動バックアップする場合は，それぞれ
のクラスでログイン後にこの機能を
有効にする必要があります。
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　  注意 ： データを外部に持出して
いる間は，〔設定変更〕（→P34）の機
能は使用不可能になります。これは，
データを持出す前と後で設定が変
わってしまうことで，各種整合性が取
れなくなることを防ぐためです。

メイン

現在登録されている教科の状態を「待機中」「持出中」で表示します。

パスワード

データ持出し時に使用するパスワー
ドを選択します。『タマROM得点集
計』のログインパスワードまたは持
出し時専用のパスワードが選択可
能です。

　  注意 ： ネットワークを介してこの機能を使う場合には，ネットワークに接続されたクライアントPCがネットワーク上で任意のフォルダ
を共有の設定にしている必要があります。詳しくは，ネットワークの管理者およびお使いのOSのへルプをご参照ください。

職員室のPCで成績処理をしていたが，パソコン教室のPCでも作業したい。
データはUSBメモリを使用。

例 1）

担任のA先生が， B先生に算数の集計をしてもらう。データは学校のネットワークを利用
して，ネットワークにつながれたB先生のPCの「得点集計」というフォルダに送りたい。ロ
グインパスワードは知られたくないので別途設定する。

例 2）
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　  注意 ： 〔ふりがな〕
を使用するには，名簿
設定（→P07）でふり
がなを登録している必
要があります。

学年・組

学年・組の表示・非表示を
切り替えます。

シール種別

シールの種類を選択しま
す。

シール枚数

児童1名あたりの枚数
を1から3の範囲で選択
します。

印刷開始位置

一人目が印刷される位
置を，行と列から指定しま
す。

フォント

印刷するフォントを選択し
ます。

出力

シールの印刷／プレビュ 
ー画面を表示します。

（→P25）

文字の色

〔学年・組〕と〔名前〕の色
を指定します。

名前

印刷する名前を〔氏名〕と〔ふりがな〕から，また敬称の選
択をします。シール種別でNo.631〜635（4×2）を選択
時で，かつ苗字と名前の間にスペースが入っているとき
に限リ，苗字と名前で改行できます。

　学級集計

4544 4544



　個人集計

4746 4746



　個人集計 　学年集計

　道徳・外国語活動

4948 4948



専科を設定する3
管理者モードトップ画面

専科の先生の追加，変更，削除

専科の先生を登録，変更，削除します。

担当クラスの追加，削除

登録した専科の先生に対する担当クラスと教科を登録します。

　  注意 ： 管理者登録は初回の一度
のみです。一度管理者を登録すると削
除はできません。

管理者登録の仕方1

管理者モードでログインする2

クラスデータの参照

一覧に表示されたクラスにログインし，
クラス情報を参照します。ログイン後の
クラスデータは参照のみで，得点情報な
どのデータ変更はできません。

クラスの読み込み

参照したいクラスのデータフォルダを変
更します。

経年比較

前年度のデータとの比較および本年
度の経年比較用データを出力します。

（→P53）

専科設定

専科の設定をします。（→P51）

管理者設定
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専科ログイン

専科モードでログインします。専科モー
ド時はボタンの表示が「専科ログアウ
ト」になります。通常モードに戻るには
「専科ログアウト」をクリックします。

専科設定

専科登録者の氏名とパスワードを変更し
ます。

出力する

現在登録されているクラスの経年比較ファ
イルを出力します。

表示する

現在登録されているクラスの成績推移表を
表示します。

照合する

現在登録されているクラスのデータと取り
込んだ経年比較ファイルのデータを照合し
ます。

取り込む

前年度の経年比較ファイルを取り込みま
す。
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USBメモリなどのリムーバルメディアに直接インストールすることで対応できます。（→P05）

プログラムもデータもパソコンに残したくない。

クラス情報の新規登録時に「秘密の質問」「秘密の答え」を設定しておくことで，この問題を解決しま
す。パスワードエラーの画面で「秘密の答え」を入力するとパスワードが表示されます。

（→P06,P10,P34）また，ログイン画面から出力できる「タマROMお問合せシート」を印刷し（→P10），
FAXでお問合せいただくことも可能です。

ログインパスワードを忘れてしまった。

Excelで必要な部分を選択，コピーし，〔Excelからの貼り付け〕機能を使うか，名簿欄でマウス右クリック
をし〔貼り付け〕をします。（→P35）

Excelで管理している児童名簿を使って名簿設定をしたい。

『タマROM得点集計』の各資料は，Excel形式またはCSV形式で保存が可能です。各集計画面の〔出
カ〕欄から必要に応じて選択します。

出力する資料を印刷ではなくデータで保存したい。

〔テスト設定〕機能を使用します。（→P36）
初めに，基になるPCに『タマROM得点集計』がインストールされていて，クラスの登録が済んでいるこ
とが必要です。
基になるPC ：
1）〔設定ファイルの書き出し〕（→P36）から設定ファイルを保存します。
同じ設定にするPC ：
2）クラスの新規作成時の〔クラスの追加〕画面（→P06）から〔クラス個別の設定〕で学年・組・担任名・

パスワード・秘密の答えを入力します。
3）その下の〔評価・集計方法の設定〕で「同学年の他クラスが出力したデータを読み込む」を選択します。
4）右側の〔設定データ〕がアクティブになったら〔参照〕から「1）」で保存したファイルを指定し，〔登録〕

をクリックします。
5）ログイン画面上にクラスが登録されます。

テストと教科書会社の設定を他の同学年の先生と同じにしたい。

1)『タマROM得点集計』が起動していない状態で「Data_タマROM得点集計2021」というフォルダ
ごと任意のフォルダにコピーします。

2)『タマROM得点集計』を起動し，トップ画面の〔データフォルダの変更〕（→P10）から〔参照〕をクリッ
クし，「1)」で移動させたフォルダの場所を指定しなおした後に〔変更〕します。

3)ログインしてクラスのデータに間違いがない事を確認したら，「1)」でコピーした元のフォルダは必
要ないので削除します（削除しなくてもパソコンには影響はありません）。

成績データを別の場所に移動させたい。

〔単元設定〕機能で登録をします。（→P38）
1）〔行挿入〕をクリックし，空白の行を挿入します。
2）単元名の空欄をクリックし，全角で〔漢字10題〕と入力します。
3）重みの欄に〔10〕を入力します。
4）〔使用〕マスにチェックを入れ，〔行移動〕〔期移動〕でテストを行いたい場所へ移動します。
5）〔観点の設定〕から〔漢字〕を選択し，配点を50にします。必要であれば〔期待得点〕を設定します。
6）〔保存〕をクリックします。

国語に自作の漢字テスト〔漢字10題〕（50点満点）を重み10で登録したい。

〔テスト設定〕機能（→P36）と〔単元設定〕機能（→P38）を使用します。
1）〔テスト設定〕画面で算数の〔使用〕マスにチェックを入れます。
2）〔テスト発行会社〕で〔自作（他社）〕を選択します。
3）〔テスト種類〕〔教科書会社〕から，参考にする新学社のテストを選択し〔保存〕します。
4）〔単元設定〕画面に移動し，教科〔算数〕を選択し，表示された単元と観点の設定を他社のテストにあ

わせ，〔保存〕します。

新学社の国語のテストを採用したが，他社の算数のテストも集計したい。

〔集計範囲の設定〕機能を使用します。（→P24）
1）〔学級集計〕〔個人集計〕〔学年集計〕のいずれかの画面から〔集計範囲の設定〕をクリックします。
2）プレテストつきの教科を選択し，右側の〔全解除〕をクリック→その下のプレテストの〔全選択〕をク

リック→〔適用〕をクリックします。

プレテストだけを集計したい。

前後期制の学校において，夏休み前や冬休み前に中間の資料としてお使いいただける資料です。主に
保護者面談時の資料としてご活用いただけます。また3学期制の学校でも，通知表作成時の参考資料
としてお使いいただけます。

ミニ通知表って何？

得点入力画面の〔プレテスト〕のチェックを外します。（→P13，P15，P17，P19）
※テスト設定でプレテストつきのテストを登録していない場合はチェック機能は無効になります。

プレテストは集計しないので入力一覧から外したい。

〔テスト設定〕機能からテストの種類を変更します。（→P36）

テストを間違えて登録してしまった。

　  注意 ： 既に登録されているテストの種類を変更すると，それまでに入力されていた得点はすべてリセットされます。復元
はできませんので，変更される場合は慎重に行ってください。変更される場合は，その時点までの得点情報を印刷したり，エ
クセル等に手動でバックアップしておくことをお勧めします。

この他にも，タマROMサポートサイトに掲載していますので，ご参考にしてください。
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2）時短ツール（通知表作成・支援ツール）

5）授業で使える！デジタル写真集

6）道徳サポート

4）プログラミング学習ワーク

7）補充資料

１）ご使用に際しまして

3）得点集計サポート

5756 5756


