
 

 

中学校向け採点集計アプリ 
 

 Sasatto（ササット） 

簡単ガイド（Ver. 1.0.0.36） 
このマニュアルは，2021 年 9 月 28 日時点でのリリース情報を反映した内容となっております。 

・2021/9/28 更新内容  ●自動読み取り精度の向上 ●更新ファイル形式の変更（P.24 参照） 

※Sasatto が正常に作動するよう,最新のバージョンにアップデートをお願いいたします。 

    自動で更新されない場合は、手動でのバージョンアップが必要です。（P.24 手動更新参照） 

集計機能等の画面や使い方説明等につきましては，現在開発中の内容であり，一部変更される可能性があります。 
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1 採点集計アプリ「Sasatto」の概要 

本アプリの大まかな機能と流れは，以下のとおりです。 

 

STEP1 バラプリント紙面のスキャンと画像データ保存 

スキャナまたは複合機のスキャン機能を利用して採点済みバラプリントをスキャンすることで画像

化し，パソコン等の保存フォルダに保存します。 

※JPEG 形式で読み取りをお願いします。 

  

STEP2 スキャン画像の取り込み 

STEP1 で保存した画像を採点集計アプリに取り込み，小問別採点結果を自動入力します。 

※データの入力は、スキャンだけでなく手入力でもしていただけます。 

 

  

STEP3 さまざまな集計結果に展開 

自動入力された小問別採点結果を集計し，観点別成績表，小問別得点率などさまざまな資料に展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2021 年9 月28 日現在，集計結果表示機能は一部の機能のみご使用可能です。順次機能を追加させていただきます。 

 

2 クラス名簿の準備 

事前に Excel で以下のようなクラス名簿を作っておくと， 

初期設定時の名簿入力がコピー・ペーストで行えます。 

 

A 列：連番 

B 列：生徒氏名 

 

「生徒配布用書き方マニュアル」がありますので, 

教材ご使用の際にはご活用をお願いいたします。 

 

「生徒配布用書き方マニュアル」のダウンロードはこちら↓ 

https://www.sing.co.jp/img/event/1/seito_kakik

ata.pdf 

 

https://www.sing.co.jp/img/event/1/seito_kakikata.pdf
https://www.sing.co.jp/img/event/1/seito_kakikata.pdf
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3 「Sasatto」の起動と初期設定 

(1) 採点集計アプリ「Sasatto」のデータダウンロードとインストール 

※Windows 8.1，10 に対応。 

 

① 新学社 WEB サイトから，採点集計アプリ「Sasatto」の圧縮ファイル

（ZIP 形式）をダウンロードしてください。 

◆新学社 WEB サイト：

https://www.sing.co.jp/shop/e/esasatto/ 

 

② ダウンロードした ZIP ファイルを解凍します。 

解凍されたフォルダ「sasatto」を開くと，「setup」ア

イコンがありますので，それをダブルクリックします。

「setup」アプリが起動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このアイコンをダブルクリック

してインストールを開始。 

貴校のルール上，保存可能

なフォルダをご選択ください。 

https://www.sing.co.jp/shop/e/esasatto/
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途中，右のメッセージが表示された場

合は，「詳細情報」をクリックし，表示

された「実行」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

  また，パソコンのセキュリティソフトによる右のようなメッセージが表示され

た場合は，「このファイルを許可する」などを選択し，ファイルの使用を許

可してください。 

 

 

 

  インストールされたフォルダから「program」フォルダを開き，「Sasatto」

のアイコンをダブルクリックすると，Sasatto アプリが起動します。 

 

 

 

 

 

 

  ※インストールとともに，デスクトップにショートカットが作成されます。 

 

(2) 初期設定 

初回起動時のみ，以下の初期設定を行います。 

※各教科・学年分の情報を入力する画面が準備されていますの

で，教材・教科書の選択については，各教科・学年ごとに初期

設定を行ってください。 

 

① 「教科・学年選択」画面が開くので，教

科と学年を選択します。 

 

例）1 年の理科を選択する際は，赤枠

の箇所をクリックします。 

 

 

 

教材・対応教科書を変更すると入力済

の集計用データがすべて消去されます。 
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② 使用する教材のうち，次のいずれかを選

択します。 

・学習の達成 

・W プリント 

 

「W プリント」の「確認プリント」（B5 判）

もご採用の場合は，あわせてチェックを付

けます。 

 

選択後「次へ」をクリックします。 

 

③ 教科書を選択します。 

「▽」をクリックし，リストから該当する教科

書を選択します。 

 

選択後「次へ」をクリックします。 

 

 

  

④ 自動バックアップを有効にするか，無効に

するかを選択します。有効にする場合，

「...」をクリックし，保存先を設定します。 

 

初期設定では，以下の場所が指定され

ています。 

インストールフォルダ→「Program」フォル

ダ→「BackupData」フォルダ 

 

選択後「次へ」をクリックします。  

⑤ その他の項目を設定します。 

 

  ・実施年度： 

  「2021 年度」版のみとなっています。 

 

・集計データの保存先： 

初期設定では，以下の場所が指定され

ています。 

インストールフォルダ→ 

「Program」フォルダ→「Data」フォルダ 
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⑥小問ごとの正答率や単元の平均点等の統

計を，新学社に送信するか設定をします。 

 

 なお，弊社への送信をご許可いただいた

場合も，送信されるのは正答率や平均

点等の数値情報のみで，校名・学籍番

号・生徒名等，生徒の個人情報につな

がる内容は一切送信されません。 

 

  このページでご指定いただいた学校の所在

地（都道府県）のみ，送信された統計

データに関連付けられます。  

⑦ ご使用の校務支援ソフトを選択します。 

 

  連携可能な校務支援ソフトは，下記の

３種となっています。 

 

  ・マネージャーC4th（EDUCOM） 

  ・スズキ校務シリーズ（スズキ教育ソフト） 

  ・デジタル校務（内田洋行） 

   →「その他１」を選択してください。 

 

設定後「次へ」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 最後に内容を確認し，「OK」をクリックし

ます。 

 

「初期設定が正常に終了しました」のメッ

セージが出たら「OK」をクリックします。 

 

続けてクラス名簿を設定する場合は，本

マニュアルの「11.集計設定（1）クラス

名簿設定」を参照してください。 

 

 
※「クラス名簿設定」については P20 をご覧ください。 
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4 トップ画面の説明 

 

 

 項目 説明 

ア 得点入力 採点結果の入力や，入力された内容の確認・修正ができます。 

詳しくは，「6 紙面画像の読み取りと小問データの自動入力」「7 採点結果

の入力と入力された内容の確認・修正」を参照してください。 

イ 各種集計資料 入力された採点結果が，様々な形式で集計・表示されます。 

詳しくは，「8 集計結果の表示と設定」を参照してください。 

ウ 単元別個人票 生徒個人ごとに単元別の成績資料を表示します。 

詳しくは，「9 単元別個人票（個人成績資料）」を参照してください。 

エ 総合評価 クラスごとの総合評価一覧表を表示します。 

詳しくは，「10 総合評価」を参照してください。 

オ 集計設定 クラス名簿や評価基準（カッティングポイント）など，集計に必要な設定の

確認・変更ができます。詳しくは，「11 集計設定」を参照してください。 

カ ソフトの設定 データ保存先など，ソフト全体に関わる設定の確認・変更ができます。 

詳しくは，「12 ソフトの設定」を参照してください。 

キ この画面を起動時の画面

に設定する 

アプリを開くときに「教科・学年」を変更する必要がない場合，クリックしてい

ただくと，起動時に本画面が表示されるようになります。 

ク バージョン情報の確認 Sasatto アプリのバージョンを確認します。また，バージョンアップの必要があ

れば，データをダウンロードします。 

ケ サポートサイト 新学社のサポートサイトを表示します。 

 

 

ア イ ウ エ オ カ 

キ 

ク 

ケ 
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5 バラプリント紙面のスキャンと画像データの保存 

 

 

(1) 複合機などのスキャナと保存フォルダの連携設定 

スキャンした画像を，スキャナからパソコンなどの保存用フォルダに送信・保存するため，スキャナ上の設定が必要です。 

設定のしかたはスキャナ・複合機等の機種によって異なりますので，ご不明な場合は機器のマニュアル等でご確認いただく

か，機器の納入業者様にお尋ねください。 

 

(2) 紙面スキャン時の留意点 

採点後のバラプリントを回収後，生徒が記入した学年・組・出席番号に誤りがないか，ご確認ください。あとの処理に不

具合が生じることがあります。 

また，用紙をスキャンする際には，スキャナ側で以下の設定をお願いいたします。 

カラーモード カラー，またはグレースケール  ※「白黒(２階調)」不可 

保存ファイル形式 JPEG（「TIFF/JPEG 自動」など機種により表現が異なります。） 

読み取り解像度 200dpi～300dpi 

※自動原稿送り機能の利用が可能です。ただし，機器によって枚数制限がありますのでご注意ください。 

※両面読み取り機能をご使用の場合，裏面の画像にゆがみが生じ，読み取りエラーが起こることがあります。 

片面ずつの読み取りを推奨いたします。 タテ向き，ヨコ向きはどちらでも構いません。 

 

 

スキャンした問題用紙の画像は，自動集計のためだけにご利用いただき，長期保存したり他の用途に使用

したりしないでください。 

 

(3) 保存フォルダの確認 

スキャンが終了すると，パソコンの保存フォルダに画像ファイルが保存されます。 

 

保存フォルダ内に「３年 A 組」のようにクラス名のフォルダを作って，ク

ラスごとに画像ファイルをまとめていただくと，このあとの操作がわかりや

すくなります。 

※クラスごとに画像ファイルをまとめるのがご負担な場合は,複数のクラ

スをまとめてスキャンいただいても構いません。 

（Ver. 1.0.0.12 より可能となりました！） 

※画像ファイル名の表示は，お使いの機器により異なります。変更の

必要はありません。 

バラプリント紙面を 
複合機などでスキャン 

スキャン画像データを 
パソコンに保存 
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6 紙面画像の読み取りと小問データの自動入力 

※読み取った結果の保存には，クラス名簿の設定が必須です。（クラス名簿が設定されていない場合，データの保存ができませ

ん。）読み取りの前に，クラス名簿の設定をお願いいたします。 

① TOP ページのメニューから，「得点入力」を 

クリックします。 

 

② 「得点入力」画面が開くので，サブメニューから，「自

動読み取り」をクリックします。 

 

 

 

③ 「自動読み取り」画面が開くので，左メニューの「フォル

ダ選択」の「…」をクリックします。 

「フォルダーの参照」が表示されますので，紙面画像フ

ァイルが保存されているフォルダを選択し，「OK」をクリ

ックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④「読み取りを開始する」をクリックします。 

「プリントを読み取っています」の画面が表示されますの

で，読み取りが完了するまでお待ちください。 

 

※「無効な出席番号です」と表示される場合は, 

設定教材と読み取った教材が一致していない可能性 

がありますので, ご確認をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤読み取りが完了すると，読み取られた紙面の画像が

左に，紙面から読み取られた「クラス」「番号」「回答

結果」が右に表示されます。 

クラス，生徒の番号，教材のページ数を左右の▲マ

ークをクリックして変更し，各紙面で読み取られた内

容が正しいかご確認ください。 

上記③の「固定クラス名」を「ON」にした場合は,画面

右の番号１の「クラス」の読み取り結果は「小問別入

力表」に反映されませんので,誤った結果でも修正の必

要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号１…クラス 

番号２…番号の 10 の位 

番号３…番号の１の位 

番号４～…小問別○×結果 

名簿に登録したクラス名で読

み取りを固定したい場合,登録

した名簿のクラス名を選択する

と,固定することができます。 

名簿を男女別で作成されてい

る場合,チェックを入れていただ

くことで,性別を固定して読み

取ることができます。 

マウスホイールで拡大・縮小 

ドラッグ（またはスクロールバー）で移動 
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⑥右の表中の「回答結果」欄を右クリックすると，データ

修正が可能です。 

 

  画像が正しく読み取られなかったものは，「読み取り失

敗プリントの表示」を「OFF」から「ON」に変更していた

だくと，ご確認いただけます。 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ご確認・ご修正後，「修正完了」をクリックすると,紙面

から読み取られたデータとして組み込まれます。 

 

すべてのご確認・ご修正が終わられましたら，「保存」を

クリックすると，保存する内容一覧が表示されます。背

景が黄色になっている行はすでに保存されているデータが

ありますので, 上書き処理となります。読み取ってないは

ずの紙面がないか,また,黄色の行は上書きして問題ない

かをご確認ください。（表の左側のチェックボックスを外し

たものは保存されません。）  

確認後,「保存」を押せば保存が完了します。 

 

※複数のフォルダで保存した紙面画像の読み取りをされ

る際は,１フォルダ分ずつ、読み取った紙面画像を「保

存」された上,「取消」をクリックしてください。 

 画面上に，保存後の読み取り結果の紙面画像が表

示されている状態では,次のクラスの読み取りをしようとし

ても,「読み取りを開始する」のボタンが機能しません。 

 なお，「保存」をクリックされたあとであれば、「保存せず

に破棄しますか？」の画面が表示されても「はい」をクリッ

クしていただいて問題ありません。 

 

 

「〇」「×」を修正される場合, 

「回答結果」欄を右クリックする

と，「回答結果を正解にする」

「回答結果を不正解にする」の

選択肢が表示されますので，

修正したい内容に即してご選

択ください。 

組,番などの数字を修正される場合,

「回答結果」欄を右クリックすると，「回

答結果に数値を入力する」の選択肢

が表示されますので，修正したい数値

を入力してください。 

数値を入力後は必ず「反映」

をクリックしてください。 

※Enter キーでは修正が反映

されません。 

※選択中のチェックボックスは、赤枠で示されます。 
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7 採点結果の入力と入力された内容の確認・修正 

※データの入力は、スキャンだけでなく手入力でもしていただけます。 

 

トップ画面の「得点入力」タブをクリックし，サブメニューから集計形式を選んでください。 

 

 

 

 

 

(1) 小問別入力表  

採点結果がクラスごと，単元ごとに小問別の一覧として表示され，〇や×の入力や修正ができます。 

※「観点別入力表」のデータを手入力にて追加・修正されると,「小問別入力表」からの修正が反映されなくな

くなる不具合がございましたが、観点別入力表で修正したあとでも，小問別入力表で再度修正すれば，その

内容が観点別入力表に反映されるようになりました（Ver. 1.0.0.18 より可能となりました！） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サブメニュー 

表示するクラスを 

選択します。 

表示する単元を 

選択します。 

表示している内容の 

小問別集計表を 

確認できます。 

この画面で入力・ 

修正したデータを 

保存します。 

選択した単元名が

表示されます。 

表をクリックすると，データの入力

や修正ができます。 

「〇」の場合は「１」を, 

「×」の場合は「0」を, 

半角で入力してください。 
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（２）観点別入力表 

採点結果が，クラスごとに観点別の得点一覧として表示され，得点の入力や修正ができます。 

観点は，教材が「学習の達成」では「知識・技能」・「思考・判断・表現」のみ，W プリントのみ２観点に加えて「主体的

に学習に取り組む態度」も設定されています。 

以下は，教材が「学習の達成」の例です。 

※「観点別入力表」のデータを手入力にて追加・修正されると,「小問別入力表」からの修正が反映されなくな

くなる不具合がございましたが、観点別入力表で修正したあとでも，小問別入力表で再度修正すれば，その

内容が観点別入力表に反映されるようになりました（Ver. 1.0.0.18 より可能となりました！） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）学習の計画と記録（W プリントのみ） 

「学習の計画と記録」の A・B・C 評価結果が，クラスごとに一覧表示され，A・B・C の入力や修正ができます。 

「W プリント」のみの機能です。 

 

 

表示する期間を 

選択します。 

表示するクラスを 

選択します。 

表示している内容の 

観点別集計表を 

確認できます。 

この画面で入力・ 

修正したデータを 

保存します。 

チェックを外すと，その

単元が非表示に 

なります。 

表をクリックすると，データの

入力や修正ができます。 

表をクリックすると，データの

入力や修正ができます。 

表示する期間を 

選択します。 

表示するクラスを 

選択します。 

この画面で入力・ 

修正したデータを 

保存します。 
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（４）ユーザー独自項目の入力表 

「学習の達成」，「W プリント」以外の，定期テストなどの採点結果が表示され，結果の入力や修正ができます。 

「学習の達成」，「W プリント」で同様の表示です。 

 

  表示する期間を 

選択します。 

表示するクラスを 

選択します。 

表示している内容の 

観点別集計表を 

確認できます。 

この画面で入力・ 

修正したデータを 

保存します。 

表をクリックすると， 

データの入力や修正ができます。 

詳しくは，「11 集計設定」の 

「（3）ユーザー独自項目設定」 

を参照してください。 
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8 集計結果の表示と設定 

トップ画面の「各種集計資料」タブをクリックし，サブメニューから集計形式を選んでください。 

 

 

(1) 観点別集計表 

観点は，学習の達成は「知識・技能」・「思考・判断・表現」のみ，W プリントのみ２観点に加えて「主体的に学習に取り

組む態度」も設定されています。 以下は，教材が「学習の達成」の例です。 

 

【Excel ファイル保存方法】 

      

 「Excel 形式で出力」をクリック。 

 

「しばらくお待ちください」と表示されたのち, 

右の画面のように「クリップボードにコピーしました」と表示されます。 

 

    この状態で Excel を起動して, Excel に貼りつけます。 

    ※右クリックで「貼り付けのオプション」からの貼り付け, 

または「Ctrl」＋「ｖ」での貼り付けも可能です。 

 

    ※画面に表示されている内容がコピーされます。 

オプションで「表示範囲」を非表示にしている箇所は 

コピーされませんので,ご注意ください。 

 

 

サブメニュー 

表示する期間を 

選択します。 

表示するクラスを 

選択します。 

どちらかを選択 

します。 

「ON」にすると集計表に追加して

表示されます。 

画面に表示されている内容を, 

Excel に貼りつけられる形式でコピーします。 

(Ver.1.0.0.20 で実装しました！) 

集計表を印刷 

します。（9/28 時

点未実装） 

 

入力済の内容を修

正したい場合など

に，観点別入力表

に戻ります。 

チェックを外すと単元が

非表示になります。 

W プリントの場合のみ， 

設定します。 
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(2) 評価材一覧表 

本アプリ内で設定・入力されている評価材の集計結果を一覧で確認することができます。 

 

 

 

(3) 小問別集計表 

各単元の小問ごとの正答状況や正答率を一覧で確認することができます。 

以下は，教材が「学習の達成」の例です。 

 

 

 

集計表を印刷 

します。 
画面に表示されている内容を, 

Excel に貼りつけられる形式でコピーします。 

表示する期間を 

選択します。 

表示するクラスを 

選択します。 

「ON」にすると集計表

に追加して表示され

ます。 

W プリントの場合に，設定でき

るようになります。 

集計表を印刷します。 

（9/28 時点未実装） 

画面に表示されている内容を, 

Excel に貼りつけられる形式でコピーします。 

(9/28 時点未実装) 

表示する単元を 

選択します。 

表示するクラスを 

選択します。 

どちらかを選択 

します。 

棒グラフは，クラス平均（または

学年平均）を示します。 

入力済の内容を修正

したい場合などに，

小問別入力表に戻り

ます。 

縦と横（行と列）を 

入れ替えて表示することが

できます。 

本機能は今後実装予定で，画面は開発中のものです。 
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(4) 得点分布表 

学年全体またはクラス全体で，生徒の得点率の分布をグラフで確認することができます。 

 

  

グラフを印刷 

します。 

集計データの保存先に設定したフォルダに，

画像ファイルで保存されます。 

どちらかを選択 

します。 

表示するクラスを 

選択します。 

集計する範囲を 

選択します。 

入力済の内容を修正し

たい場合などに，観点

別入力表に戻ります。 

本機能は今後実装予定で，画面は開発中のものです。 
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9 単元別個人票（個人成績資料）※W プリントにのみ対応しています 

入力済のデータから，生徒個人ごとの成績資料を単元別に表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒を選択 

します。 

クラスを選択します。 

個人票を印刷 

します。 

 

画面に表示されている内容を, 

Excel に貼りつけられる形式でコピーします。 

(9/28 時点未実装) 

 

表示する単元を 

選択します。 

「ON」にすると個人票

に追加して表示されま

す。 

（「全国平均の表示」

「県内平均の表示」は

現在未実装です。） 
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10 総合評価 

入力済データを，学期・年間の総合評価として集計・表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「スズキ校務」・「その他１」はクリップボードへコピーされますので、貼り付けをお願いします。 

「EDUCOM」の場合は Excel を保存するダイアログが開きます。 

 

 

① プリントの達成率（新学社教材の達成率） 

＝ 
期間内の観点別素点(新学社教材)

期間内の観点別満点(新学社教材)
  

●『学習の達成』または『W プリント(評価プリント)』の観点ごとの達成率を示しています。 

●素点・満点は，ともに期間内の全ての回の合計値です。 

●『W プリント(評価プリント)』の「主体的に学習に取り組む態度」の観点について 

「総合評価基準設定：主体的観点の評価基準(22 ページ)」に基づいて各回の ABC を算出し， 

それを「総合評価基準設定：主体的観点数値換算基準(22 ページ)」の設定どおりに数値化して計算を行います。 

 

② ユーザー独自項目達成率 

＝ 
期間内の観点別素点(ユーザー独自項目)

期間内の観点別満点(ユーザー独自項目)
  

●ユーザー独自項目の観点ごとの達成率を示しています。評価材ごとの重みづけ(21 ページ)はかかりません。 

●素点・満点は，ともに期間内の全ての回の合計値です。 

 

 

 

 

 

 

集計表を印刷 
します。 

(9/28 時点未実装) 

 

画面に表示されている内容を, 
Excel に貼りつけられる形式でコピーします。 

  

総合評価の結果が校務支援ソフト向けの

形式で出力されます（※）。 

集計する期間を 
選択します。 

表示する 
クラスを選択します。 

評価材ごとの重みづけを変更したい場合など

に，総合評価基準設定を表示します。 

詳しくは，「11.（4）総合評価基準設定」

を参照してください。 

詳細表示/簡易表示を 

切り替えます。 
  

① 

② 

③ ④ ⑤ ⑥ 
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③ 観点別達成率

【新学社教材 観点別素点×
100

全観点総計満点
×重みづけ%】＋【独自項目1 観点別素点×重みづけ%】+【独自項目2 観点別素点×重みづけ%】+…

 【新学社教材 観点別満点×
100

全観点総計満点
×重みづけ%】＋【独自項目1 観点別満点×重みづけ%】+【独自項目2 観点別満点×重みづけ%】+…

 

●新学社教材とユーザー独自項目をまとめて，観点ごとの達成率を示しています。 

●「総合評価基準設定：評価材重みづけ設定(21 ページ)」で設定された比重も反映しています。 

 

④ 観点別 ABC 評価 

●③観点別達成率を「ユーザー独自項目設定[各学期・年間]( 21 ページ)」の評価基準に照らし 

ABC 判定を算出しています。 

 

⑤ 総合達成率 

＝ 
【③の知技観点達成率×観点重みづけ】＋【③の思判表観点達成率×観点重みづけ】＋【③の主体的観点達成率×観点重みづけ】

【知技観点重みづけ】＋【思判表観点重みづけ】＋【主体的観点重みづけ】
  

●③観点別達成率をもとに，3 観点をあわせた達成率を示しています。 

●「総合評価基準設定：観点重みづけ設定(21 ページ)」で設定された比重も反映しています。 

 

⑥ 5 段階評定 

●最終的な評定を示しています。 

●「総合評価基準設定：5 段階評定基準(22 ページ)」で「ABC 判定をもとにした評価」を選択している場合 

④観点別 ABC 評価をもとに，A=3 点，B=2 点，C=1 点として，下記の計算式で評定を算出しています。 

 

 

●「総合評価基準設定：5 段階評定基準(22 ページ)」で「達成率(得点率)による評価」を選択している場合 

⑤総合達成率を設定した基準に照らし，評定を算出しています。 
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11 集計設定 

集計に必要な各種の設定を行います。 

トップ画面の「集計設定」タブをクリックし，サブメニューから設定項目を選んでください。 

 

(1) クラス名簿設定 

学年度内に生徒の増減があったときは，行の挿入や行の削除，表中をクリックして文字の修正などを行います。 

Excel で作成した名簿ファイルを読み込んで名簿を新規で作成することもできます。 

 

(2) バラプリント設定 

得点による，A・B・C 判定の境（カッティングポイント）を設定をします。 

 

サブメニュー 

この画面で入力・ 

更新したデータを 

保存します 

名簿の作成・編集をさ
れる際は，「ロック」を
「OFF」にしてください。 

名簿様式を 
選択します。 

クラス名を入力します。 

「１～」「A～」のほか,「わかば」等も設

定可能です。 

※組名称が英数字 1 文字の場合

は，必ず半角で入力してください。 

全角英数字で入力されると，クラス

名の自動読み取りが機能しません。 

 

生徒を増やしたい，減らしたいときに， 

行の挿入・削除を行います。 

エクセルからの 

貼り付け手順 

  

①「ロック」を「OFF」 

↓ 

②エクセルで事前作成した名簿

の名前のみを選択してコピー 

↓ 

③画面右の番号１を選択し，

画面左の「Excel から貼り付け」を

クリック 

↓ 

④画面右の番号１のみ空欄に

なるため，番号１を選択し，

「行を削除する」をクリック 

適用される範囲を 

選択します。 

全単元一律の割合 

にする場合は，ここで

入力し，「適用」を 

クリックすると，右の

表に反映されます。 

設定した内容を保存

します。 

単元ごとに割合を変更す

る場合は，直接数値を

書き換えます。 

学期を変更する場合は，

直接数値を書き換えます。 

複数のクラス名簿を設定する場合は, 

先に右側の最大クラス数を入力の上, 

名簿設定をする「組番号」を選択してく

ださい。 
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(3) ユーザー独自項目設定 

バラプリント以外の定期テストなどの得点結果による，A・B・C 判定の境（カッティングポイント）を設定をします。 

 

※「各学期・年間」の基準設定は,総合評価算出時にも使用されます。 

 

(4) 総合評価基準設定  

総合評価を付けるために必要な各種設定を

行います。 

各設定項目は，メニュー左上の「▽」をクリック

してリストから選択します。 

 

①  評価材の重みづけ 

総合評価を付けるにあたり，どの評価材を

より重く総合評価結果に反映させるかを，

全体を 100 とした割合で設定します。 

初期値から割合を変更する場合は，直接

入力して変更します。 

（総合評価に反映しないものは,「０」と設定  

してください。） 

変更後，「保存」をクリックします。 

②  観点の重みづけ 

総合評価を付けるにあたり，どの観点をより

重く総合評価結果に反映させるかを，数

字で設定します。 

初期値から変更する場合は，表に直接入

力して変更します。 

 

変更後，「保存」をクリックします。 

 

 

 

適用される範囲を 

選択します。 

評価材に加えたい項目

を追加／削除します。 

（赤点線箇所） 設定した内容を保存します。 

全項目一律の割合 

にする場合は，ここで

入力し，「適用」を 

クリックすると，右の

表に反映されます。 

総合評価を行うための評価材ごとの 

重みづけをする画面に移動します。 

「主学態」をＡＢＣ評価したい場合は、 

満点を「３」にして、「A と B の境」を「３」に、 

「B と C の境」を「２」を設定してください。 

（A＝３・B＝２・C＝１） 

学期を選択。 

項目ごとに割合を変更す

る場合は，直接数値を

書き換えます。 
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③  「主体的に学習に取り組む態度」の観点

の評価基準 

「主体的に学習に取り組む態度」の観点の

評価材と，それぞれの評価材の評価結果

を総合評価に反映する際のルールを決め

ます。（W プリントのみ） 

 

評価材の組み合わせを，「▽」をクリックし

て選択します。 

 

初期値から変更する場合は，表に直接

入力して変更します。 

 

設定後，「保存」をクリックします。 

 

④  「主体的に学習に取り組む態度」の観点の数値換算基準 

「主体的に学習に取り組む態度」の観点の 

単元ごとの A・B・C 評価を総合評価に反 

映する際に使用する，A・B・C 評価を数 

値に換算するときの数値が表示されます。 

A に入力した数値が満点として取り扱われます。 

初期値から変更する場合は，直接入力し 

て変更します。 

 

設定後，「保存」をクリックします。 

 

⑤  5 段階評定の基準 

5 段階評定の評価方法の変更ができま

す。 

ABC の組み合わせから５段階評価に換算

するか，達成率で評価するか，「▽」をクリ

ックして選択します。 

 

カッティングポイントなどを初期値から変更す

る場合は，直接入力して変更します。 

 

設定後，「保存」をクリックします。 

 

 

 

C 
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(5) 教材・対応教科書変更 

初期設定時に教材・対応教科書を誤って設定した場合や,年度途中で教材を変更する場合に設定します。 

画面の流れに沿って，教材および対応教科書を変更してください。 

 

教材や対応教科書の変更をすると，当該教科でそれまでに入力・設定されたデータがすべて消えて 

しまいますので注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①赤字の注意をご確認の上、 

「確認した」にチェックを入れてください。 

②「教材の再設定に進む」を 

クリックしてください。 

 

「初期設定」画面が現れますので、

教材の変更を行ってください。 
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12 ソフトの設定 

データの保存先やバックアップの設定を変更できます。 

詳細は，「3.『Sasatto』の起動と初期設定（2）初期設定」を参照してください。 

 

■統計データ送信 

「送信 ON」を選択すると，学年・組単位で単元ごとの統計データが新学社サーバへ送信されます。 

送信されるのは，小問別正答率等の数値のみで，学校名・クラス・番号・生徒の名前など，生徒の個人情報につながる情

報は一切送信されません。 

 

■手動でバックアップをとる： 

「バックアップ」をクリックすると，その時点でのデータがバックア

ップフォルダに保存されます。アプリの更新前には，念のた

め，手動バックアップをされることを推奨いたします。 

 

■バックアップデータから復元する（リストア）： 

手動バックアップで作成されたファイルから，Sasatto 内の

データを復元します。 

 

■データ初期化： 

Sasatto を利用前の状態に戻します。初期化することによ

り，以下のデータが削除されます。 

・生徒名簿 

・学年・教科設定 

・採点設定 

・得点・評価データ 

また，初期化完了後，学年・教科選択画面（初回起

動時の最初の画面）が表示されます。 

 

■手動更新： 

インターネット経由でアプリの自動更新を行うの

ではなく，ＤＶＤ等で更新アプリを入手された

場合は，手動でアプリを更新していただく必要 

が あ り ま す 。 「 手 動 ソ フ ト 更 新 を 実 行 す る 」 ボ タ ン を ク リ ッ ク し ，

「SasattoUpdate.dat」(ver.1.0.0.36 よりファイル形式を変更)ファイル

をご選択いただき，「開く」ボタンをクリックしてください。正しいファイルが選択

されると右の画面が表示され，アプリが更新されます。 

 

更新ファイル・アプリのダウンロードはこちら↓ 

https://douga.sing.co.jp/tyu/sasatto/ 

※Sasatto が正常に作動するよう,最新のバージョンにアップデートをお願いいたします。 

https://douga.sing.co.jp/tyu/sasatto/
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※アプリトップ画面「バージョン情報の確認」から, 

更新をすることもできます。 

 

 

 

トップ画面「バージョン情報の確認」の下に, 

「上のボタンから最新のバージョンに更新してください。」 

と文言が出ている場合のみ,アプリ内からバージョンアップを 

することができます。 

 

 

 

 

「バージョン情報の確認」をクリックすると, 

事前に更新内容が提示されます。 

画面をスクロールして, 

新しいバージョンの詳細をご確認ください。 

 

 

 

 

 

「ダウンロード」ボタンを押すと更新が行われます。 

 

 

 

 

 

 

右の画面が表示され，「はい」を押すと, 

アプリが再起動されます。 


