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B.運用 サイド　(別冊）

システム全体の流れ・ログイン画面　------------------

エントリー・ヘッダ・ナビボタン　-----------------------

概略（全ボタンと動き）　--------------------------------------------

設定画面　-----------------------------------------------------------------------------

生徒・作品（入力制御）　--------------------------------------------

生徒画面　-----------------------------------------------------------------------------

作品画面　-----------------------------------------------------------------------------
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【目的】
本システムは各県の「高校文化連盟」で、毎年
行われる「文化祭」をスムースに行えるように
サポートすることを目的としています。

【機能】
参加申し込み
生徒・作品・申込の入力
壁面配置のシュミレーション
作品に貼り付ける「票」の出力
批評交流会等への出欠席
パスワードの通知（印刷）
学校の参加申し込み・入力状況の把握
文化祭のプログラムなどの作成に必要なデータ
壁面長、参加費の決定~学校への通知
批評交流会等への出欠席の調査

学校側の入力の限定

【範囲】
「美術部」と「書道部」2つの部活動が「区分」の初期設定に
なっています。
区分別に、作品の種別、生徒への調査項目などを設定すること
が出来ます。
区分は、弊社との契約時に追加することができます。

【学校と運用の2つのモード】
学校は参加学校の担当者が生徒や作品を入力します。

本システムは「学校」と「運用」に分かれます。
運用は県全体の参加不学校の調整を行います。各学校の壁面長
の決定，分担金額の決定などを行います。運用担当者は各区分
に一人ずつの場合が多いと思います。2



A-2.生徒 A-3.作品

A-4.壁面
          シュミレーション

A-5.出品票 A-6.出展手順A-1.学校情報

A-0_1.エントリー
　　　　　期間内

A-0_2.エントリー
　　　　　期間外

B-2.展示プログラム B-3.申込状況B-1.学校集計
B-5-1.
パスワード通知

B-5-2
パスワード通知印刷

B-4-1.
出展手順・壁面

B-4-2.
調査項目・種別

B-4-3.
スケジュール

B-4-4.年次更新・
運用パスワード B-6-1システム名

B-6-2エリア名

B-6-3.学校

B-1.学校集計

学校サイド

運用サイド
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システム全体　２）ログイン画面

県CD
指定された県CDを入力します。
変更すると名称、区分名、学校名が変わります

区分選択
表示された区分から選択します。
変更すると、メッセージ、ログインに必要な
パスワードが変わります

メッセージウインドウ
運用で指定したメッセージが表示されます。
クリックで詳細が表示されます。

マニュアル表示
マニュアルが別ウインドウで表示されます。

パソコンから情報を消す
入力された値は、パソコンに保存されます。
一時的に他のパソコンを使った場合には、この
ボタンをクリックすることでこれらの情報を消
すことが出来ます。
県CD、区分選択、学校コード、枝番、パス
ワードが保存されます。

学校コード
県全体（全区分）で学校CDは共通です。

枝番
学校で異なった「科」を持つ場合に使用します。
デフォルトでは以下のようになっています。

1：全日制、2：定時制、3：通信制、4：予備1、5：予備2

学校パスワード
学校コードと枝番の組み合わせに対してパス
ワードが設定されています。パスワード通知で
印刷されたものをご覧ください。

運用担当パスワード

デモ用のIDとパスワードを設定
このボタンをクリックすると、試しにシステム
を使ってみることが可能です。

ログイン学校画面
このボタンをクリックすると、学校画面に入れ
ます。

運用担当ログイン
このボタンをクリックすると、学校画面に入れ
ます。

エラーメッセージエリア
このエリアにパスワードなどに問題が有った場
合にエラーメッセージが表示されます。運用担当者向けのパスワード。

契約時にお知らせします。4



A-0_1.エントリー期間内

A-0_2.エントリー期間外
エントリー期間が過ぎると学校側からはエントリーすることが出来ません。
運用担当者に連絡して「代理エントリーを依頼」して下さい。

初回にログインすると自動的にエントリーされます。エントリーすることによって生徒作品を入力できます。

エントリー完了ダイアログ

運用担当パスワード
運用者の使用しているパソコンでこの画面に入
ると保存されているパスワードが表示されま
す。正しいパスワードが入っていなければ代理
エントリーは完了しません。

運用担当代理エントリー

エントリー期間後に学校画面からログインをするとこの
画面になります。
学校担当者は期間外にはエントリーできません。

運用の知らない間にエントリーの学校が増えてしまった
ら壁面・金額などの確定ができないからです。

誤ってエントリーした場合
一旦エントリーした情報を削除することは出来ません。
削除出来ると誤作動が起こりうるからです。

運用担当者に誤ってエントリーしたことを伝え、その学
校CDと枝番は使用しないで下さい。

A.学校 サイド0）エントリー
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A.学校 サイド 1）ヘッダについて

メッセージウインドウ
運用で指定したメッセージが表示されます。
クリックで詳細が表示されます。

 ログイン画面に戻る
ログイン画面に戻ります。

入力制限の状態
学校画面では入力の制限がかかります。
期間によってボタンの非表示や入力可能にならなかったりします。

１）エントリー可能期間　全体の動向をつかむために一定の期間だけ可能になります。
２）5月部員数入力期間　おおまかな人数の把握をするために一定の期間だけ可能になります。
３）詳細変更可能　詳細とは、生徒、作品の追加変更削除・出展申込人数・作品数を言います。

マニュアル表示
マニュアルが別ウインドウで表示されます。

入力期間が終わった後での修正「入力制限の解除」
入力期間が終わった後で修正を行いたい場合は運用担当者にご連絡下さい。
運用の方から、一時的に入力制限を外すことが出来ます。

運用担当画面から入った学校入力画面「入力制限はありません」
入力期間が終わった後で修正を行いたい場合は運用担当者にご連絡下さい。
運用の方から、一時的に入力制限を外すことが出来ます。
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2）ナビ ボタンについて

A-2.生徒 A-3.作品

A-4.壁面
     シュミレーション

A-5.出品票

A-6.出展手順
A-1.学校情報
◯入力状況
生徒、作品の入力のエラー
◯申込情報
５月生徒数
出展申込 作品数
出展申込 生徒数
振込予定日
コメント

◯運用からの連絡
参加費（一人単価）
分担金
壁面長
展示室
振込確認
コメント
エントリー日

 ◯連絡先など
顧問（名前、メール、携帯）
指導者（名前、メール、携帯）
学校（住所、代表電話）

◯諸情報
名前・読み
学年
同姓同名時の並び順
コメント

◯調査項目
調査項目とは「批評交流会」「講演
会」などの展示会開催時に行われ
る生徒出欠を調査する必要のある
イベントです。
5項目まで調査することが可能で
す。名称に関しては運用の方で設
定します。

初期値＝「未定」
「出席」「欠席」を選択。

◯諸情報
作品名
作品種類（運用設定可）
サイズ（縦、横、高、重量）
電源有無
壁面位置(段、列)
備考
生徒（複数選択可能） 一つの作品について1枚

作品に貼り付ける。

出展の手順を表示。
内容は運用担当が入力

壁面の「段-列」に従って表示。
割り当て壁面長とのチェック。
作品のリスト表示。

A.学校 サイド
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A-2.生徒

A-3.作品
A-1.学校情報

A.学校 サイド 3）入力の3画面
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A-4.壁面（シュミレーション）
A-5.出品票

A-6.出展手順

A.学校 サイド 4）確認の2画面＋出展手順

9



●生徒・作品入力件数
生徒画面、作品画面で入力された生徒・作品数が表示されます。
出展申込で入力した数字と異なっている場合は赤字で表示されます。
最終的に、同じ数字になっている必要があります。

●設定壁面長と作品幅の合計
作品には、「段」－「列」を設定することが出来ます。
同じ段を設定されている作品の幅の合計が表示されます。
学校に設定されている壁面長を超えている場合赤い字で表
示されます。

●入力完成前の作品
設定に矛盾がある場合にここに表示されます。設定の矛盾とは以下の場合を指します。
１）種類が選択されていない場合
２）壁面と設定されていない種類を設定しながら「段」－「列」が設定されている場合
３）壁面の種類なのに、「段」－「列」が設定されていない場合

これらの場合は、運用サイドではどれが正しい入力なのか判断がで
きません。適切な入力をお願いします。

●作品種類別件数

作品画面で入力された作品の種類別の数が表示されます。
種類の指定がない場合は赤字で表示されます。
最終的にはすべての作品に指定が必要です。

生徒、作品の入力状況を合計します。入力にエラーがある場合に注意を喚起します。
入力途中の場合はエラーとカウントされますが、適切になるとエラーは解除されます。

生徒・作品入力状況のエリア
A.学校 サイド 5）A-1.学校情報 .1
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◯連絡先など
顧問（名前、メール、携帯）
指導者（名前、メール、携帯）
学校（住所、代表電話）

参加費：一人分の金額
分担金：学校での参加費
合計　：(参加費×出展申込 生徒数)+分担金　画面の読み込み時に計算されます。

壁面長　：学校に対して割り当てられる壁面の長さ（全参加校への設定が終わってから明細入力が可能になります。）
展示室　：展示会で学校が配置される予定の展示室（予定ですので、予告なく変更される場合があります）
振込確認：運用での振込確認が終わるとマーク（●）が付きます。
コメント：運用からのコメントになります。特に必要がない場合は空欄です。

エントリー日：初回にログインした日付が表示されます。
運用担当者　：運用の担当者になります。

◯申込情報

◯申込情報
振込予定日
コメント

エントリー時点での入力をお願いします。
運用ではエントリー情報と5月部員数を参考
にして大まかな展示会の仕様を決定します。

作品、生徒の入力期間に入力が可能です。

入力された作品・生徒件数と異なっている場
合は、こちらの入力が優先されます。
金額などに関しても、入力されている生徒数
ではなく、こちらに入力された数字が基準に
なります。

入力状況に、生徒・作品の入力数が表示され
ます。こちらの入力と異なっている場合は赤
字になります。

出展申込 作品数(入力期間あり）
出展申込 生徒数(入力期間あり）

５月生徒数(入力期間あり）

振込日が決定したら入力して下さい。
何らかの問題がある場合はコメント欄に記載
して下さい。

随時入力可能

入力制限あり

画面を読み込んだときは
入力ができません。

このボタンをクリッ
クすると入力が可能
になります。

入力してフィールドを抜けると
変更されます。

重要！

入力期間外に
修正する必要
がある場合は
運用にご相談
下さい。

◯運用からの連絡

学校申し込み・連絡先入力エリア
A.学校 サイド 6）A-1.学校情報 .2
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詳細入力可能期間に生徒、作品画面を開くとボタンが表示されています。
詳細入力の不可期間には表示されないために変更することは出来ません。

生徒画面 作品画面

可能

不可能

新規、修正、削除

入力期間外に修正する必要がある場合は運用にお知らせ下さい。
運用側から学校単位で入力制御を解除します。

生徒・作品入力画面で入力制限
A.学校 サイド 7）生徒・作品画面入力の制御 .1
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修正可能をクリックすると入力が可能になります。入力してフィールドを抜けると変更されます。

削除可能をクリックすると各行に削除ボタンが表示されます。クリックすると行が削除されます。

新規作成をクリックすると新しいレコードが一番上に出現します。修正可能をクリックして内容を入力して下さい。
生徒idは全県で重ならない番号が作成時点でふられます。作品のidも同様です。

生徒・作品入力画面での「新規・修正・削除」
A.学校 サイド 8）生徒・作品画面入力の制御 .2
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生徒の入力明細

新規レコードを作成したら、名前、読みがな、学年、並びを入力して下さい。

作品画面での生徒表示

本システムでは
他の画面でもこ
の並びで表示さ
れます。

A.学校 サイド 9）生徒画面 .1

生徒の並び順は「学年(3->1)」->「読みがな」->「並び順」となります。
学年が空欄の場合は一番上に並びます。
同姓同名（読みがなが同一）の場合並び順（1->2）で並びます。
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調査項目について

調査項目とは、展示会に隣接して行われるイベント（批評交流会、
講演会など）への生徒の参加動向を調査するためのものです。

5項目が設定可能で、毎年「運用」でその年のイベントに合せて設定
します。設定された項目の数だけ列が表示されます。

必ず「出席」「欠席」のどちらかを選択して
下さい。

ポップアップをクリックすると選
択することが出来ます。

「全員出席」「全員欠席」を選
択すると簡単に全員の出欠を変
えることが出来ます。

表示されたダイアログでOKを選択す
るとその列全体が変更されます。

新規生徒は
全て未定に設定

一人ひとりを個別
に設定可能

A.学校 サイド 10）生徒画面 .2
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作品種別

生徒名

種別、生徒名

作品種別は各区分（美術・書道）で自由に設定できます。壁面の種別と、そうでない種別に関してご注意下さい。
壁面画面で、入力された作品は、「壁面位置」に従って並べて表示されます。
生徒は複数選択（共作）が可能です。

種別が選択されていない場合はエラーになります。このページではエラーの表示はされません。
壁面ページかトップページでエラーは確認できます。

各項目は必要に応じて入力して下さい。
「縦」「横」「高さ」「重量」「電源」「壁面位置」「備考」の項目は作品の特性によって入力がない場合があります。

種別が壁面の場合は、「壁面位置」「縦」「横」が必須になります。

壁面位置が入っていながら、種別が壁面でない場合もエラーになりますが、どちらが正しいか判断できないためにご確認頂く場
合があります。

A.学校 サイド 11）作品画面 .1
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壁面画面について

作品は壁面に反映されます

種類が壁面作品でないのに、
段列が入っているためにエ
ラーになる。

種類が未設定のためにエラーになる。

作品画面 壁面画面

A.学校 サイド 12）作品画面 .2
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B.運用 サイド 2）システムと業務の流れ

学校サイド 運用サイド

展示会

パスワード印刷

エントリー

概略決定 金額通知

生徒・作品入力

5月部員数

入金予定日

入金確認

プログラム・壁面一覧

年次更新
区分設定

パスワード通知

出展票

作品+出展票

入金

B4).パスワード通知

B3).区分設定

B2).通知・連絡

B1).レポート

B5).全県設定
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B.運用 サイド 1）ナビ ボタンについて

B1).レポート B2).通知・連絡

B5).全県設定

B3).区分設定

B4).パスワード通知
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B.運用 サイド B1）レポート　1

B-1.学校集計

学校の並び順

学校での作品の入力状況が把握できます

エリア並び順->学校並び順->枝番

リンクをクリックすると学校画
面が表示されます。
学校画面ではすべての入力制限
が解除されます。

「エリア並び順」と「学校並び順」は全区分共通設定で設定します。

「未」列はその時点で作品の種類が設定されて
いない作品数です。
合計には入っていません。
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B.運用 サイド
B-2.展示プログラム

B1）レポート　2

作品の一覧ができます。

作品に設定してある生徒の一覧とお考え下さい。
生徒として登録してあっても作品にチェックが入っていない
とこの票には表示されません。

共作のマーク

リンクをクリックすると学校画
面が表示されます。
学校画面ではすべての入力制限
が解除されます。

エリア並び順->学校並び順->枝番
　　->学年->読みがな->生徒並び順（同姓同名時）

調査項目の合計が表示されます

共作の場合は生徒の位置に複数回作品が
表示され、マークが表示されます。

作品+生徒の並び順
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学校単位での入力制限の解除 重要！

B.運用 サイド B2）通知連絡　1-1

B-3.申込状況　『申込・金額』

金額を決定して、入力します。
入力した時点で学校画面に表示
されます。

コメントを入力すると学校画面
に表示されます。

金額、作品数の合計が表示されます。

学校から入力期間が過ぎた後で
修正をしたいという申し入れが
あった場合はここにチェックを
入れます。
学校単位で入力制限を解除でき
ます。
チェックが入っている間は、学
校ログインからすべての入力が
可能になります。
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エラーがない状態！ 重要！

B.運用 サイド B2）通知連絡　1-2

入力欄は3つの場合があります。

この項目で、運用への「申し込み数」と「実際に登録され
ている生徒、作品の数」の間に違いがある場合を見つける
事ができます。

３）入力されていない場合は
　　「ー」と表示されます。

２）申込数と一致している場合は
　　空欄になります。

１）申込数と差がある場合は
　　生徒・作品数が表示されます。

すべての学校の入力欄
が空白になっている
時、申込数と実際の入
力数が一致していま
す。出展しない生徒に
関しては入力から外す
必要があります。
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B.運用 サイド B2）通知連絡　3

B-3.申込状況　『壁面・展示室』

学校ごとの割り当て壁面を決定
して、入力します。
入力した時点で学校画面に表示
されます。

壁面シュミレーションを全学校に対して表示します。
並び順は、展示室->並び順->学校の並び順

壁面一覧

8



B.運用 サイド B2）通知連絡　4

作品エラーは様々な場合があります、学校画面を開
いてご確認下さい。

超過欄は確定壁面より各段ごとの作品+余白の合計
が長い場合赤字で表示されます。
短い場合はマイナス表記されます。

入力壁面長で2段以上になっている場合は壁面種類
を選んでいながら、「段－列」が入っていない場合
です。（または3段での展示となっている場合）

この項目では、決定した壁面長と学校で入力さ
れている作品幅の間に問題がないかを見ること
が出来ます。

9



B.運用 サイド B3).区分設定 1-1

B-4-1.出展手順・壁面

学校画面に表示されます

他のフィールドと違い、変更したら
保存ボタンをクリックして下さい。

10

重要！



B.運用 サイド B3).区分設定 1-2
B-4-1.出展手順・壁面

変更するときは入力可能ボタンをク
リックして下さい。

壁面画面（壁面シュミレーション）での左右余白です。
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B.運用 サイド B3).区分設定 2-1
B-4-2.調査項目・種別 調査項目は学校の生徒画面

と運用の展示プログラムで
使用されます。

空欄にしておくとその列は
表示されません。

A-2.生徒

B-2.展示プログラム
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B.運用 サイド B3).区分設定 2-2

A-3.作品

B-1.学校集計

作品の種別を「10種類」登録
することが出来ます。

種別を壁面に設定することで、
壁面シュミレーションで利用さ
れます。

空欄にしておくとその項目は表
示されません。

13

重要！



B.運用 サイド B3).区分設定 3
B-4-3.スケジュール

サーバー時間で7/9午前0時を過ぎた後でアク
セスから8/30午前0時以前のアクセスの間学
校画面にはメッセージと本文が表示されます。

タイトルをク
リックすると
メッセージが表
示されます。

スケジュールは、学校サイドでの入力を制限します。
入力されたタイトルとメッセージを表示します。

チェックが付いている
項目が期間内に、入力
可能になります。
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B.運用 サイド B3).区分設定 3

行をクリックすると表示エリア
に明細が表示されます。

明細
表示

入力削除
可能

入力削除可能ボタンをクリッ
クすると可能になります。
変更すると即時にデータは更
新されます。

新規作成で新しい行ができます。リストをクリックして日付を入力すると日付順に並びます。
明細エリアでの変更は再読み込みでスケジュールリストに反映されます。
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B.運用 サイド B3).区分設定 4-1
B-4-4.年次更新・運用パスワード ログイン画面と学校情報画面で表示、利用されます。

16



B.運用 サイド B3).区分設定 4-2

年次更新

年次更新は以下の処理を行います。

1）学校のログイン情報を消す

3）アクセスのログを消す
4）学校の枝に対するパスワードを新しく設定する

2）学校設定・生徒・作品のデータを消す

スケジュールのデータは、そのまま残ります。
日付などの再設定をお願いします。

別ウインドウでアクセスのログを表示します。
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B.運用 サイド B4).パスワード通知 1

該当の区分の部活動の有る学校に
チェックを付けます。通知印刷の
画面にはチェックの有る学校だけ
が選択されます。

現在のチェックの状態
を一括で変更します。

パスワードは年次更新
時にすべて再発番され
ます。
手動で変更することは
出来ません。

1つの学校のパスワード
だけを印刷する方法は
有りません。
必要な場合は、行を黒
く選択してコピーして
ワープロに貼り付けて
印刷して下さい。

学校にパスワードを印刷したものを配布します。
一つの学校に5つのパスワードが用意されています。

B-5-1.パスワード通知

18



B.運用 サイド B4).パスワード通知 2

別ウインドウにパスワードの通知フォー
マットが開きます。

県全体での学校代表者会議での配布を想定
しています。
学校ごとにまとめて、区分（部活）のある
分だけを印刷します。事前に各区分で
チェックの確認をお願いします。

１）「区分運用者パスワード」が出力されます。
２）学校単位でチェックのある学校が出力されます。
３）並び順は【エリア並->エリア内学校順】です。

印刷はブラウザの印刷機能で印刷して下さい。
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B.運用 サイド B5).全県設定

学校

エリア 学校-枝

学校-枝

学校はデフォルトで5つ
の「科」持っています。
『枝』とは、その5つの
「科」の番号です。

『枝』毎に、それぞれに
異なったパスワードを
持っています。

区分１（美術）

区分2（書道）

エリアとは県の中での学校
のブロックです。
自由に設定することが可能
です。集計や各種並びで使
用されます。

上越

中越
下越

村上高校

中条高校
新発田高校

・・・・・・

B-6-1システム名

学校は、名称とエリアの中
での並び順を持ちます。
全区分で共通です。

区分は部活動とお考え下さい。デフォルトでは「美術」
「書道」の2区分ですが、契約時に追加することが可能で
す。詳細は弊社にお尋ねください。

学校は、デフォルトで登
録されています。
必要に応じて追加するこ
とが可能です。
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B.運用 サイド B5).全県設定

弊社との連絡窓口の方
をお知らせ下さい

21

システム名称、
年度は県で統一
されます。



B.運用 サイド B5).全県設定
B-6-2エリア名

各エリアの並び順でエリアは並び
ます。

新規エリアと新規学校は現在
（2015/4/22）機能しません。
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B.運用 サイド B5).全県設定
B-6-3.学校
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