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動作環境 タマROM通知表のインストール

タマROM通知表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通知表の起動1

起動画面について2

書式の選択をする1書式設定

通知表に必要なデータを入力し，通知表
を作成・印刷します。（→P10）

通知表作成

バージョン情報の確認

3学期制

2学期制(前期・後期)

2学期制(1学期・2学期)

変更・修正・削除

書式の取り込み

どちらも通知表を作成するために必要
なので，必ず設定する必要があります。
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書式を作成する2

●項目の追加について
各ページの中央下部に表示されている

［項目の追加］を選択すると，他のペー
ジの項目を移動させたり独自の項目を
作成できます。目的に合わせてご利用く
ださい。

マス目の表示を切り替えます。

マス有

すべてのページをまとめて
ロック/解除します。

全ロック/全解除

ロック

学年と学期を切り替えます。

学年/学期

表示されている画面のアンドゥ/リドゥを
行います。それぞれ10回まで可能です。
画面の切り替えを行った場合はリセット
されます。

アンドゥ/リドゥ

レイアウトを拡大/拡張表示します。

拡1/拡2

書式のコピーを行います。まず標準となる書式
を任意の学年で作り，その書式を他の学年に反
映させるときにこの機能を使用します。

書式のコピー

Excel出力

印刷

新規保存

作成した書式を配布します。

書式の配布

トップ画面に戻ります。

戻る

設定する用紙を選択します。

用紙の選択
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新たにクラスを作成する〜ログインまで1

手順 1 クラス個別の設定

確認画面が表示されるので，確認したら［作成］
をクリックします。学年，組，期区分は後で変更が
できないので，よく確認してください。

手順 2 クラスの追加確認

登録されたクラスを一覧から選択します。

手順 3 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 4 パスワード

［ログイン］をクリックします。クラスの新規登録
時は通知表の書式が選択されていない状態な
ので，書式の選択画面から任意の書式を選択し
ます（通知表の書式選択は後で変更できます）。

手順 5 ログイン

手順 6 名簿設定

●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。

　  注意 ： 新たにクラスを作成した後に『タマ
ROM得点集計』のクラスを上書きで登録する
ことはできません。『タマROM得点集計』の得
点集計データと整合性を取りたい場合は，『タマ
ROM得点集計』で先にクラスデータを作成して
おく必要があります。

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。（→P11）

クラスの追加

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

データの読込先のフォルダを変
更します。

データフォルダの変更

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。（→P31）

クラスの復元

先に『タマROM得点集計』をインス
トールし，クラスデータを作成している
場合は，『タマROM得点集計』からク
ラスデータを取り込みます。（→P12）

クラスの取込
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『タマROM得点集計』からクラスのデータを取り込む2

[参照]から『タマROM得点集
計2021』がインストールされ
たフォルダにある「Data_タマ
ROM得点集計2021」を指定し
て[確認]をクリックします。例え
ば，「得点集計」というフォルダに

『タマROM得点集計2021』を
インストールした場合は，「得点
集計」→「タマROM得点集計
2021」の下にある「Data_タマ
ROM得点集計2021」という名
前のフォルダを指定します。

手順 1 クラスの参照

選択可能なクラスがクラス選択
の欄に表示されたら，クラスを
選択して[取込]をクリックしま
す。その際に，取り込む対象のク
ラスが専科の設定をしている場
合は「専科設定を取り込む」に
チェックを入れると専科の設定
が引き継がれます。また，以前に
同じクラスを取り込んだことが
ある場合は，クラスの基本情報
が上書きされます（成績データ
は上書きされません）。

手順 2 クラスの選択

左の欄にクラスが取り込まれた
ことを確認したら，そのクラスを
選択して［ログイン］をクリックし
ます。

手順 3 クラスの選択

　  注意 ： この機能を使うには，あらかじめ『タマROM得点集計』を
インストールし，クラスデータを作成している必要があります。

　  注意 ： 通知表の書式が選択
されていない場合は，書式の選
択画面が表示されるので，任意
の書式を選択します（通知表の
書式選択は後で変更できます）。

　  注意 ： 『タマROM得点集
計』を初期設定のままインストー
ルした場合は，自動的にクラス
選択の欄にクラスが表示されま
す。初期設定のインストール場
所はマイドキュメントです。

以上でクラスデータの取込は終了です。
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入力する学期を選択します。ここで2学期以降（また
は後期）を選択すると「前期との比較を表示」が選
択可能になり，評価欄に前期との比較結果が矢印で
表示されます。

学期

マウスのみで値の入力が可能
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。

ソフトキーボード

『タマROM得点集計』から評価を取り
込みます。教科や観点の選択が可能で
す。〔学期〕で「年間(要録用)」を選択し
た場合は年間評価・評定を自動計算しま
す。

評価の取込

評価を一括で入力します。すでに評
価が入力されている場合は上書きさ
れますのでご注意ください。

評価の一括入力

評定の設定をします。手入力と
自動計算どちらかを選択します

（初期設定は手入力になって
います）。自動計算を選択した
場合は，評定の値は変更できま
せん。

評定の設定

任意の単元を評価欄に追加し
ます。

 単元評価の設定

評価の合計欄を実数ではなく
100％換算で表示します。

％で表記

入力された評価一覧を印刷します。

印刷

入力された評価一覧をExcel形式で
出力します。

Excel出力

入力した値を保存または取消します。

保存・取消

　  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。

　  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。

この画面上での表示の設定をします。

プレビューの設定

日付または担任名を印刷するかどうか
を設定します。

日付・担任名を印刷する

印刷の範囲や倍率の設定をします。

印刷の設定

学習のようす1

学習所見2

入力する学期を選択します。

学期

評価の値などの変更を
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。

アンドゥ・リドゥ

学習所見の文字列を任
意の文字列に一括置換
します。学習所見欄で右
クリックから【一括置換】
を選択します。

一括置換

入力した学習所見の一覧を
印刷します。

印刷

入力した文字を保存または
取消します。

保存・取消

学習所見欄の文字数に応じてフォ
ントのサイズを自動調整します。

フォントサイズ自動調整

学習所見の部分について，印刷さ
れるイメージをリアルタイムで表
示します。通知表の書式に学習所
見が設定されていない場合は機
能しませんのでご注意ください。

リアルタイムプレビュー

参考となる文例集を呼び出します。目的
にあわせて選択してください。

文例集の呼出し

学習所見の欄
に斜線を入れ
るかどうかの
設定をします。

所見欄斜線設定

学習所見の表示方法を切り替えます。

表示方法

入力した学習所見の一覧をExcel形式
で出力します。

Excel出力

［Excel出力］で出力したファイルを取り
込みます。

Excel取込

　  注意 ： ［Excel出力］で出力したファイ
ルの学習所見欄以外を編集すると正しく
読み込めません。

　  注意 ： 追加した単元の評価
をする場合は，あらかじめ通知表
の［書式設定］で評価欄を追加す
る必要があります。
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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。

総合的な学習3 外国語活動4

総合的な学習欄の文字数に応じて
フォントのサイズを自動調整します。

フォントサイズ自動調整

外国語活動欄の文字数に応じて
フォントのサイズを自動調整します。

フォントサイズ自動調整

Excel出力

入力した総合的な学習の所見
一覧をExcel形式で出力します。

Excel出力

入力した外国語活動の一覧を
Excel形式で出力します。

所見欄斜線設定

各欄に斜線を入れるかどう
かの設定をします。

総合的な学習の部分について，印刷
されるイメージをリアルタイムで表
示します。通知表の書式に総合的
な学習が設定されていない場合は
機能しませんのでご注意ください。

リアルタイムプレビュー

外国語活動の部分について，印刷さ
れるイメージをリアルタイムで表示
します。通知表の書式に外国語活
動が設定されていない場合は機能
しませんのでご注意ください。

リアルタイムプレビュー

［Excel出力］で出力したファイ
ルを取り込みます。

Excel取込

　  注意 ： ［Excel出力］で出力
したファイルの総合的な学習欄
以外を編集すると正しく読み込
めません。

［Excel出力］で出力したファイ
ルを取り込みます。

Excel取込

　  注意 ： ［Excel出力］で出力
したファイルの外国語活動欄以
外を編集すると正しく読み込め
ません。

入力した外国語活動の一
覧を印刷します。

印刷

　  注意 ： 本機能を使用するには
[学習のようす]で外国語が入力で
きる状態になっている必要がありま
す。外国語の入力は書式の設定に
依存しますので，外国語を入力可能
な書式をご準備ください。

入力する学期を
選択します。

学期

評価の値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。

アンドゥ・リドゥ

評価の値などの変更を
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。

アンドゥ・リドゥ

入力する学期を選択します。

学期

入力した総合的な学習の所見
一覧を印刷します。

印刷

総合的な学習の所見の表示方
法を切り替えます。

表示方法

表示する項目を選択します。

表示項目

各欄に斜線を入れるかどうかの
設定をします。

所見欄斜線設定

[学習のようす]（→P14）の外国
語で入力した評価の値にあった
所見文を取り込みます。また『タマ
ROM得点集計』を使用していて
所見文を設定している場合は，所
見文を取り込むことができます。

所見の取込

外国語活動の所見の表
示方法を切り替えます。

表示方法

表示形式

参考となる文例集を呼び出します。目的にあわせて
選択してください。

文例集の呼出し

参考となる文例集を呼
び出します。目的にあわ
せて選択してください。

文例集の呼出し

入力した文字を保存ま
たは取消します。

保存・取消

入力した文字を保存ま
たは取消します。

保存・取消

　  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。

学習活動，観点，評価の
文字列を任意の文字列
に一括置換します。それ
ぞれの入力欄で右クリッ
クから【一括置換】を選
択します。

一括置換

外国語活動の文字列を
任意の文字列に一括置
換します。所見欄で右ク
リックから【一括置換】を
選択します。

一括置換
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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]を繰り行く
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。

道徳5

道徳所見欄の文字数に応じてフォントのサイズ
を自動調整します。

フォントサイズ自動調整

Excel出力

入力した道徳の一覧をExcel形式で出力
します。

道徳所見の部分について，印刷されるイメージ
をリアルタイムで表示します。通知表の書式に
道徳が設定されていない場合は機能しません
のでご注意ください。

リアルタイムプレビュー

[Excel出力]で出力したファイルを取り
込みます。

Excel取込

　  注意 ： ［Excel出力］で出力したファイ
ルの道徳所見欄以外を編集すると正しく
読み込めません。

入力する学期を選択します。

学期

評価の値などの変更をそれ
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。

アンドゥ・リドゥ

入力した道徳の一覧を印刷します。

印刷

道徳所見の表示方法を切り替えます。

表示方法

道徳所見の文字列を任意の文字列
に一括置換します。道徳所見欄で右ク
リックから【一括置換】を選択します。

一括置換

『タマROM得点集計』を使用していて
所見文を設定している場合は，所見文を
取り込むことができます。

所見の取込

各欄に斜線を入れるかどうかの設定を
します。

所見欄斜線設定

参考となる文例集を呼び出します。目的
に合わせて選択してください。

文例集の呼出し

入力した内容を保存または取り消します。

保存・取消
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特別活動7

Excel出力

入力した特別活動の一覧を
Excel形式で出力します。

評価設定

評価の値を「段階なし」と「3段
階」で切り替えます。「3段階」
選択時は任意の記号が設定で
きます。

入力した特別活動の一覧を印
刷します。

印刷

特別活動の所見の表示方法を
切り替えます。

表示方法

活動内容のリストを編集します。

選択項目の編集

各欄に斜線を入れるかどうかの
設定をします。

所見欄斜線設定

　  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。

入力した内容を保存または取消します。

保存・取消

総合所見6

Excel出力

入力した総合所見の一覧を
Excel形式で出力します。

［Excel出力］で出力したファイ
ルを取り込みます。

Excel取込

　  注意 ： ［Excel出力］で出力
したファイルの総合所見欄以外
を編集すると正しく読み込めま
せん。

入力した総合所見の一覧を印
刷します。

印刷

総合所見の表示方法を切り替
えます。

表示方法

参考となる文例集を呼び出します。目的に合わ
せて選択してください。

文例集の呼出し

総合所見の文字列を任意の文字列に一括置換します。
総合所見欄で右クリックから【一括置換】を選択します。

一括置換

各欄に斜線を入れるかどうかの
設定をします。

所見欄斜線設定

　  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。

入力した内容を保存または取消します。

保存・取消

総合所見欄の文字数に応じてフォ
ントのサイズを自動調整します。

フォントサイズ自動調整

特別活動の記録欄の文字数に応じて
フォントのサイズを自動調整します。

フォントサイズ自動調整

総合所見の部分について，印刷さ
れるイメージをリアルタイムで表示
します。通知表の書式に総合所見
が設定されていない場合は機能し
ませんのでご注意ください。

リアルタイムプレビュー

活動のようすの部分について，印刷
されるイメージをリアルタイムで表
示します。通知表の書式に特別活
動が設定されていない場合は機能
しませんのでご注意ください。

リアルタイムプレビュー

入力する学期を
選択します。

学期

入力する学期を選択します。

学期

活動内容，活動のようすの
文字列を任意の文字列に
一括置換します。それぞ
れの所見欄で右クリックか
ら【一括置換】を選択しま
す。

一括置換

評価の値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。

アンドゥ・リドゥ

評価の値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。

アンドゥ・リドゥ
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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。

生活のようす9

Excel出力

入力した生活のようすの一覧を
Excel形式で出力します。

入力する学期を選択します。

学期

入力した生活のようすの一覧
を印刷します。

印刷

評価を一括で入力します。すでに評価
が入っている箇所は上書きされます。

評価の一括入力

入力した値を保存または取消します。

保存・取消

出欠8

　  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。

印刷

入力した出欠の一覧を印刷しま
す。

Excel出力

入力した出欠の一覧をExcel形
式で出力します。

入力する学期を選択します。

学期

月ごとの授業日数を一括で入力
します。すでに日数が入ってい
る箇所は上書きされます。

授業日数一括入力

学期の区切りの月を設定します。

期の設定

選択した月の空欄のセルに一括
で0を入力します。

空欄に0を一括入力

出欠に関する備考を入力します。備考欄では右クリックか
ら【一括置換】で任意の文字列を一括置換できます。

備考入力

入力した値を保存または取消します。

保存・取消
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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。

予備項目11

Excel出力

入力した予 備 項目の一覧を
Excel形式で出力します。

予備項目の表示方法を切り替
えます。

表示方法

入力した予備項目の一覧を印
刷します。

印刷

入力する予備項目を選択します。

入力する項目を選ぶ

入力した値を保存または取消します。

保存・取消

入力する学期を選択します。

学期

各欄に斜線を入れるかどうかの
設定をします。

所見欄斜線設定

　  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。

　  注意 ： 「Excel出力」で出力
したファイルにデータを入力す
る際に，セルの削除や移動をす
ると正しく取り込めなくなるの
でご注意ください。

読書と身体10

Excel出力

入力した読書と身体の一覧を
Excel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。

入力する学期を選択します。

学期

入力した読書と身体の一覧を
印刷します。

印刷

マウスのみで値の入力が可能
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。

ソフトキーボード

身体測定日を一括入力します。すでに
測定日が入っている箇所は上書きされ
ます。

測定日の一括入力

入力した値を保存または取消します。

保存・取消

評価の値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。

アンドゥ・リドゥ

一括置換

予備項目の文字列を任意の文
字列に一括置換します。それぞ
れの所見欄で右クリックから【一
括置換】を選択します。
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表示する児童を切り替えます。

氏名 表示する児童を切り替えます。

氏名

表示する学期を選択します。

学期

通知表をExcel形式で出力します。

Excel出力

印刷するときの横と縦の位置と，上下左
右の余白を調整します。

位置調整

表示するページを選択します。

ページ

表示するページを選択します。

ページ

＜特別活動の記録＞欄に表示され
る観点の文章を編集します。

特別活動の記録観点変更

通知表の書式を選択します。［書式作
成］（→P07-09）で作成した書式が表
示されます。

書式の選択

表示されているサイズを変更します。

表示サイズの変更

指導要録参考資料を印刷します。任意の児童，
ページが選択可能です。

印刷
通知表を印刷します。任意の児童，ページが選択可
能です。

印刷

指導要録書式の設定をします。

指導要録書式設定

指導要録参考資料をExcel形式
で出力します。

Excel出力

学校名を設定します。

学校名設定

　  注意 ： [書式読込]について
は，別途作成した書式データが
必要になります。書式データ作
成についてはお問い合わせくだ
さい。
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＜成績一覧表＞ ＜補助簿一覧＞

＜自由書式取込＞＜所見一覧表＞

印刷

成績一覧表を印刷します。

印刷

所見一覧表を印刷します。

Excel出力

成績一覧表をExcel形式で
出力します。

Excel出力

所見一覧表をExcel形式で
出力します。

評価と評定の値を任意の記
号に設定します。

評価/評定

成績一覧表の押印欄の設定
をします。

押印欄出力設定

所見一覧表の押印欄の設定
をします。

押印欄出力設定

表示するページを選択します。

ページ

表示する学期を選択します。

学期

表示する学期を選択します。

学期

表示されているサイズを変
更します。

表示サイズの変更

表示されているサイズを変更します。

表示サイズの変更
表示されているサイズを変更します。

表示サイズの変更

表示されているサイズを変更します。

表示サイズの変更

評価と評定の値を任意の記号に設
定します。

評価/評定

書式を選択します。

書式の選択

成績一覧表を印刷します。

印刷

成績一覧表をExcel形式で出力します。

Excel出力

「学習のようす」の評価と評定，「生
活のようす」の評価，「特別活動」の
評価の各欄に反映させる対象の学
期を変更します。

年間の評定・評価

表示する児童を選択し
ます。

児童選択

補助簿一覧を印刷しま
す。

印刷

補助簿一覧をExcel形
式で出力します。

Excel出力

　  注意 ： 自由にレイアウトされた書
式を登録できます。書式は決められた
形式で作成する必要があります。書
式についてはお問い合わせください。
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クラス設定

名簿設定

※『タマROM通知表』はクラス単位で
データの保存を行います。すべての
クラスのデータを保存する場合は，
それぞれのクラスでログイン後に
データを保存する必要があります。

　  注意 ： クラスデータ作成時（→P10）に設定した「学年」
「組」「期区分」は変更できません。

　  注意 ： 児童名だけで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。

※CSVとは，Comma Separated Value（カンマで区切られ
た値）の略で，値（数値やテキスト等）をカンマで区切って書
いたテキストファイルの形式を指します。

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。

クラスデータの現在の保存先

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。

自動ローカルバックアップ設定

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。「○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。

自動バックアップ設定

データ保存設定

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
通知表』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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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，その他（学習
所見等）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

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。

（→P35）

管理者設定

専科設定

専科の設定をします。（→P33）

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。
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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。出力するデータは［要録用］［年
間］いずれかを選択します。

取り込む

前年度の経年比較ファイルを取り込みます。

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。
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　通知表 　その他
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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
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