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成長経過 

 

園児の個人的な動きや発達について個別に記録します。 

園児自身の変化はもちろん、周りの子どもや保育者との関わり方などもコメントに記録しておくと、後々の指導計画作成にも役立て

ることができます。 

成長経過を入力する画面には「旧型」と「新型」があります。 

※「新型」をご利用の場合は、サポートまでご相談ください。 

 

 

1 成長経過入力（旧型） メインメニュー ⇒ 成長経過 

 

園児の成長の経過や状況をクラス単位で記録します。 

入力する分類や内容は、「成長経過マスタ」画面から変更することが可能です。 →📖参照：第 1 章 初期設定 pp.12-13「成

長経過のマスタ」 

※この機能は「旧型」で設定した場合のみ、ご利用できます。 

 

1. ［クラス］ または ［グループ］ を選択します。 

2. ［処理日］を入力し  Enter  キーを押下します。 

［処理日］には、4/10、7/10、10/10 など、定期的に成長経過の状況を入力する日付を入力します。 

過去の入力履歴から選択する場合は  検索  をクリックし、表示された検索画面より選択します。 

3. 「食事」タブ、「排泄」タブのように、成長経過の分類毎にタブがあります。入力する分類のタブをクリックします。 

4. 成長経過の状況を入力します。［園児名］と［内容］が交差するセルをクリックすると、「―」→「○」→「◎」と表示が切り替わり

ます。 

 

  

交差するセルをクリックし、成長経過の状況を入力します。 

クリックするたびに、状況の表示が切り替わります。 

－：できない 

○：援助すればできる 

◎：ひとりでできる 

入力する成長経過の分類タブをクリックします。 

［処理日］時点の年齢・月齢 
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5. 必要に応じて画面下部の［コメント］を入力します。前回の処理日で入力したコメントは［前回コメント］に表示されます。 

 コメント複写  をクリックすると、［前回コメント］を今回の［コメント］に複写することができます。 

6.  登録[F1]  をクリックします。 

 

補足  セル内の記号や色の表示状態について 

・前回の処理日で入力した成長経過状況の記号は、黒文字（「―」「○」「◎」）で表示されます。 

・今回の処理日で変更した成長経過状況の記号は、赤文字（「―」「○」「◎」）で表示されます。 

・前回の処理日でコメントが入力されている箇所は、朱色で網掛けし表示されます。 

・今回の処理日でコメントを入力した箇所は、緑色で網掛けし表示されます。 

 

▼ その他の項目やボタンの説明 

項目 または ボタン 説 明 

園児名表示 
※「呼び名」機能を有効にしている場合のみ 

［園児名］」 または ［呼び名］のどちらを画面表示するか選択します。 

表示園児  左へ   右へ  園児数が多く、画面に表示されない場合に、表示範囲を移動します。 

表示倍率 プルダウンメニューより表示サイズ（50％～150％）を指定できます。 

 

＜削除する場合＞ 

1. 削除する［クラス］ または ［グループ］ を選択し、［処理日］を入力します。 

過去の入力履歴から選択する場合は  検索  をクリックし、表示された検索画面より選択します。 

2.  削除[F4]  をクリックします。 
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2 個人別成長経過 
メインメニュー ⇒ （成長経過 上） ⇒ 個人別成長経過 

メインメニュー ⇒ 成長経過 ⇒ 個人別成長経過 

 

園児毎の成長の経過を表示します。 

前述の『成長経過入力』画面で入力したコメントも含め、経過分類毎に時系列で表示されます。 →📖参照：pp.1-2「成長経過

入力（旧型）」 

※この機能は「旧型」で設定した場合のみ、ご利用できます。 

 

1. ［基準日］を入力し  Enter  キーを押下します。 

［基準日］を含む過去の成長経過の入力内容が表示されます。 

2. 画面左のリストより対象園児を選択します。右側に成長の経過が一覧で表示されます。 

※当画面は表示のみとなっています。入力はできません。 

※表示されるまで、環境によっては時間がかかる場合があります。 

 

▼ その他ボタンの説明 

ボタン 説 明 

 成長経過入力  『成長経過入力』画面を表示します。 →📖参照：pp.1-2「成長経過入力（旧型）」 

 

 

  

表示する成長経過の分類タブをクリックします。 
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3 成長経過入力（新型） メインメニュー ⇒ 成長経過 

 

園児毎の成長の経過や状況を記録します。 

※この機能は「新型」で設定した場合のみ、ご利用できます。 

 

補足  フォームについて 

・入力フォームは変更が可能なため、当マニュアル上のサンプルと実際にご利用のものと異なる場合があります。 

・フォームを変更・修正する際には、サポートまでご相談ください。 

 

1. ［フォーム］をプルダウンメニューより選択します。 

2. ［年度］を入力します。 

過去の入力内容を表示する場合は  検索  をクリックし、表示された検索画面より選択します。 

※［年度］は履歴の最新のもの （履歴が無ければ現在の年度）が自動的に初期表示されます。 

3. 画面左のリストより対象園児を選択します。項目内容が表示されます。※表示されるまで、環境によっては時間がかかる場合

があります。 

 

4. 記録欄に、成長経過の状況を記号（◎、○、△、－など）で入力します。フォームのタイプにより、入力方法が異なります。 

 

＜直接入力タイプ＞ 

記録欄（白いセル）に、直接入力します。 

  

成長経過の状況を入力します。 

フォームのタイプにより、入力方法が異なります。 
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＜ボタンタイプ＞ 

記録欄（グレーのボタン）をクリックし、表示された検索画面より記号を選択します。 

       

＜リストタイプ＞ 

記録欄の  ▽  をクリックし、表示されたリストより記号を選択します。 

 

5.  登録[F1]  をクリックします。 

 

＜削除する場合＞ 

1. 画面左のリストより削除する園児を選択し、［処理年度］を入力します。 

過去の入力履歴から選択する場合は  検索  をクリックし、表示された検索画面より選択します。 

2.  削除[F4]  をクリックします。 

 

▼ その他の項目やボタンの説明 

項目 または ボタン 説 明 

 発達状況  
『発達状況チェック』画面を表示します。 →📖参照：pp.6-7「発達状況チェックシ

ート」 

 フォーム  入力フォームの設定をします。（当社サポートスタッフが設定作業を行います。） 

表示倍率 プルダウンメニューより表示サイズ（50％～150％）を指定できます。 
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4 発達状況チェックシート メインメニュー ⇒ （成長経過 上） ⇒ 発達状況チェック 

 

園児毎の発達状況をグラフ形式で記録します。 

※この機能は「新型」で設定した場合のみ、ご利用できます。 

 

1. ［日付］を入力し  Enter  キーを押下します。 

［日付］には、4/10、7/10、10/10 など、定期的に成長経過の状況を入力する日付を入力します。 

過去の入力内容を表示する場合は  検索  をクリックし、表示された検索画面より選択します。 

［日付］は履歴の最新のもの（履歴が無ければ今日の日付）が自動的に初期表示されます。 

2. ［記録者］を入力します。 

3. 発達状況の項目が表示されます。 

黄色いセルの各項目をクリックすると、画面上部に詳しい説明が表示されます。 

成長経過の状況を入力します。白いセルのグラフ欄をクリックすると、●が表示されます。 

4.  登録[F1]  をクリックします。 

 

 

＜削除する場合＞ 

1. 画面左のリストより削除する園児を選択し、［日付］を入力し  Enter  キーを押下します。 

過去の入力履歴から選択する場合は  検索  をクリックし、表示された検索画面より選択します。 

2.  削除[F4]  をクリックします。 

 

▼ その他ボタンの説明 

項目 または ボタン 説 明 

 成長経過入力  『成長経過入力』画面を表示します。 →📖参照：pp.4-5「成長経過入力（新型）」 

  

成長経過の状況を入力します。 

白いセルをクリックすると●が表示されます。 

選択されている項目の詳細が表示されます。 
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 発達状況チェックシートの設定 メインメニュー ⇒ （成長経過 上） ⇒ 発達状況チェック ⇒ 設定 

 

発達状況項目はその内容を自由に設定することができます。 

 

1.  設定  をクリックします。 

 

2. ［分野］をプルダウンメニューより選択します。 

3. ［適用日］を入力し  Enter  キーを押下します。 

過去の入力内容を表示する場合は  検索  をクリックし、表示された検索画面より選択します。 

［適用日］は履歴の最新のもの（履歴が無ければ今日の日付）が自動的に初期表示されます。 

4. ［内容］、［説明文］を入力します。 

0歳 1 ヶ月～7歳 11 ヶ月まで 1 ヶ月刻みで入力が可能です。 

入力したい年齢行が表示されていない場合は、  空行を表示しない  をクリックし、非表示になっている行を表示し、入力し

ます。（再度クリックすると、空行が非表示になります。） 

5.  登録[F1]  をクリックします。 

 

 

  

 

 

入力したい年齢行が表示されていない場合は、
クリックし、空行を表示させます。 

再度クリックすると、空行が非表示になります。 

空行が表示されます。 

0歳 1 ヶ月～7歳 11 ヶ月まで 1 ヶ月刻みで入力が可能です。 



5 章 成長の記録 

 

8 
 

 

身体測定 

 

園児の身長、体重など、身体測定の結果を登録します。 

これらの記録から身長や体重などの発育曲線が作成され、成長を評価することができます。 

 

1 身体測定（一覧） メインメニュー ⇒ 身体測定 

 

月単位でクラス毎に一覧形式で身体測定の内容を登録します。 

登録した内容は身体測定入力（個人）と連動します。 →📖参照：pp.10-11「身体測定（個人）」 

 

1. ［クラス］を選択します。 

2. ［測定年月］、［測定日］を入力し  Enter  キーを押下します。 

過去の入力履歴から選択する場合は  検索  をクリックし、表示された検索画面より選択します。 

3. 園児の［身長］、［体重］を入力します。（必須項目です） 

［身長］、［体重］をもとに、［標準（体重）］と［肥満度］が自動計算されます。 

また、必要に応じて［胸囲］、［頭囲］、［座高］、［備考］を入力します。 

4.  登録[F1]  をクリックします。 

 

 

注意  身体測定を実施しなかった園児の登録について 

欠席等で身体測定を実施しなかった園児は、［測定日］を空欄にして登録します。［測定日］が入力された状態で

［身長］、［体重］の必須項目が入力されていないと、登録時にエラーが表示されます。 

 

 

＜削除する場合＞ 

1. 削除する［クラス］、［測定年月］を選択します。 

過去の入力履歴から選択する場合は［測定年月］の  検索  をクリックし、表示された検索画面より選択します。 

2.  削除[F4]  をクリックします。 
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▼ その他ボタンの説明 

ボタン 説 明 

 身体測定（個人）  
『身体測定（個人）』画面を表示します。 →📖参照：pp.10-11「身体測定（個

人）」 

 発育曲線マスタ  『発育曲線マスタ』画面を表示します。 

 

 

 肥満度判定の集計 メインメニュー ⇒ 身体測定 ⇒ 肥満度判定集計 

 

クラス毎に肥満度判定を集計することができます。 

 

1. 集計対象とする［クラス］を選択します。 

2. ［測定年月］を入力し  Enter  キーを押下します。 

過去の入力履歴から選択する場合は  検索  をクリックし、表示された検索画面より選択します。 

3.  肥満度判定集計  をクリックします。 

 

4. 集計結果が表示されます。 

 

 

▼ 判定区分の説明 

ボタン 説 明 

やせ（再掲） 「やせすぎ」＋「やせ」の合計を示します。 

肥満（再掲） 「ふとりぎみ」＋「ややふとりすぎ」＋「ふとりすぎ」の合計を示します。 

やせ＋肥満 「やせ（再掲）」＋「肥満（再掲）」の合計を示します。 
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2 身体測定（個人） メインメニュー ⇒ （身体測定 上） ⇒ 身体測定（個人） 

 

年度単位で園児毎の身体測定の内容を登録 します。 

登録した内容は、前述の『身体測定入力（一覧）』画面と連動します。 →📖参照：pp.8-9「身体測定（一覧）」 

 

1. ［処理年度］を入力します。 

2. 画面左のリストより対象園児を選択します。 

3. 測定月毎に［測定日］、園児の［身長］、［体重］を入力します。（必須項目です） 

［身長］、［体重］をもとに、［標準（体重）］と［肥満度］が自動計算されます。 

また、必要に応じて［胸囲］、［頭囲］、［座高］、［備考］を入力します。 

4.  登録[F1]  をクリックします。 

 

 

＜削除する場合＞ 

1. 画面左のリストより削除する園児を選択し、［処理年度］を入力します。 

2.  削除[F4]  をクリックします。 

 

▼ その他ボタンの説明 

ボタン 説 明 

 身体測定（一覧）  『身体測定（一覧）』画面を表示します。 →📖参照：pp.8-9「身体測定（一覧）」 
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 グラフ（発育曲線）の表示  

 

身体測定の記録をもとに、身長、体重、胸囲、頭囲、座高のタブ毎にグラフ（発育曲線）に表示します。 

 

1.  グラフ表示  をクリックします。 

2. 表示する項目（身長、体重、胸囲、頭囲、座高）のタブをクリックします。 

3. グラフ（発育曲線）が表示されます。 

※環境によっては表示に時間がかかる場合があります。 

 

 

▼ グラフ（発育曲線）の説明 

ボタン 説 明 

黒の実線 園児の実測値を示します。 

黒の点線 年齢、性別毎の中央値を示します。 

赤の実線（97） 下の値を取る人が 97％いることを示します。 

赤の点線（90） 下の値を取る人が 90％いることを示します。 

赤の点線（75） 下の値を取る人が 70％いることを示します。 

青の実線（97） 下の値を取る人が 25％いることを示します。 

青の点線（90） 下の値を取る人が 10％いることを示します。 

青の点線（75） 下の値を取る人が 3％いることを示します。 

 

＜グラフ（発育曲線）表示後に、測定値を変更した場合＞ 

グラフ（発育曲線）の表示後に測定値を変更した場合は、 グラフ更新  で描画を更新する必要があります。 

※環境によっては表示に時間がかかる場合があります。 

 

 

＜常時グラフ（発育曲線）を表示する場合＞ 

常にグラフ（発育曲線）を表示する場合は、「園児選択時にグラフを表示」チェックボックスを ONにします。 

※環境によっては表示に時間がかかる場合があります。 
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検診情報 

 

園児の健康状態を確認するために実施するさまざまな検診の結果を登録します。 

 

1 検診情報（一覧） メインメニュー ⇒ 検診情報 

 

クラス毎に一覧形式で検診情報を登録します。 

登録した内容は検診情報（個人）と連動します。 →📖参照：p.13「検診情報（個人）」 

 

1. ［クラス］を選択します。 

2. 検診の［種別］をプルダウンメニューより選択し、［検診日］を入力します。 

※過去の入力内容を確認する場合は  検索  をクリックし、日付を選択します。 

3. 検診結果を［備考］に入力します。 

4.  登録[F1]  をクリックします。 

 

 

補足  ファイルを添付する 

検診結果の内容について、ファイルを添付することができます。 

「添付」の    をクリックします。表示される「ファイルの選択」ダイアログボックスで、添付するファイルの保存場

所、ファイル名を選択します。 

添付したファイルは「表示」の    から閲覧することができます。（編集できますが、編集内容を保存することはでき

ませんのでご注意ください。） 

「削除」の    から添付ファイルを削除することもできます。 
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2 検診情報（個人） 
メインメニュー ⇒ （検診情報 上）⇒ 検診情報（個人） 

メインメニュー ⇒ 検診情報 ⇒ 検診情報（個人） 

 

年度単位で園児毎の検診情報を登録します。 

登録した内容は検診情報（一覧）と連動します。 →📖参照：p.12「検診情報（一覧）」 

 

1. ［処理年度］を入力します。 

2. 画面左のリストより対象園児を選択します。 

3. ［検診日］を入力し、［検診種別］をプルダウンメニューより選択します。 

4. 検診結果を［備考］に入力します。 

5.  登録[F1]  をクリックします。 

 

 

補足  ファイルを添付する 

検診結果の内容について、ファイルを添付することができます。 

「添付」の    をクリックします。表示される「ファイルの選択」ダイアログボックスで、添付するファイルの保存場

所、ファイル名を選択します。 

添付したファイルは「表示」の    から閲覧することができます。（編集できますが、編集内容を保存することはでき

ませんのでご注意ください。） 

「削除」の    から添付ファイルを削除することもできます。 
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帳票印刷 

 

必要に応じ、帳票を印刷します。 

 

1. 各メイン画面より  印刷[F9]  をクリックします。『印刷処理』画面が表示されます。 

※下図は画面サンプルとして『成長経過入力』画面を使用しています。 

 

  もしくは、トップ画面より  印刷メニュー  をクリックします。『印刷処理』画面が表示されます。 

 

  「成長記録」タブをクリックします。 

 

2. 出力用途に応じて、［印刷フォーム］、［印刷設定］等を選択・指定します。 

3. プレビュー画面を表示し、印刷イメージを確認する場合は、「プレビューを表示」チェックボックスを ONにします。 

プレビュー画面をスキップする場合は、「プレビューを表示」チェックボックスを OFF にします。 

※一部帳票では、このオプションを選択することはできません。 

4. 連続印刷機能をご利用の場合は、「連続印刷」チェックボックスを ONにします。 

※この場合は、プレビュー機能をご利用になれません。 

※一部帳票では、このオプションを選択することはできません。 

5.  印刷[F9]  をクリックします。 
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 印刷フォーム ＞ クラス別成長経過  

 

※このフォームは「旧型」で設定した場合のみ、ご利用できます。 

 

▼ 印刷設定等の説明 

項目 説明 

施設 施設を選択します。 

クラス または グループ クラス または グループを選択します。 

処理日 
処理日を入力します。過去の入力内容から選択する場合は  検索  をクリックし、

表示された検索画面より選択します。 

出力区分 および 

パターン 

出力する内容を選択します。 

＜自動＞ 

［処理日］における園児の年齢（クラス内の最小から最高の範囲）に沿った成長経

過内容が出力されます。 

他の年齢の内容も併せて表示する場合は「年齢調整」を使用します。1年単位でプ

ラス（上の年齢）、マイナス（下の年齢）を指定し、出力内容の範囲を調整します。 

 例） ［処理日］を 10 月 10 日とし、クラス内の園児の年齢が最小 4 歳 6 ヶ月

～最大 5歳 1 ヶ月の場合 

 年齢調整 ＋0 －0 ⇒ 4歳 6 ヶ月～5歳 1 ヶ月の内容を出力 

 年齢調整 ＋1 －2 ⇒ 2歳 6 ヶ月～6歳 1 ヶ月の内容を出力 

＜手動選択＞ 

［成長経過内容選択］より、選択（チェックボックスを ON に）した成長経過内容が

出力されます。 

選択した成長経過内容は  登録  をクリックし、パターンとして登録することができ

ます。登録したパターンを利用する場合は、パターンをプルダウンメニューより選択

して  読込  をクリックします。 
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 クラス別成長経過 

 

クラス別に成長経過を出力します。 

 

 

 

 印刷フォーム ＞ 個人別成長経過  

 

※このフォームは「旧型」で設定した場合のみ、ご利用できます。 

 

▼ 印刷設定等の説明 

項目 説明 

基準日 
基準日を入力します。入力した基準日を含む過去の成長経過の入力内容が表示

されます。 
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項目 説明 

出力区分 

出力する内容を選択します。 

＜自動＞ 

［基準日］における園児の月例（クラス内の最小から最高の範囲）に沿った成長経

過内容が出力されます。 

他の年齢の内容も併せて表示する場合は「年齢調整」を使用します。1年単位でプ

ラス（上の年齢）、マイナス（下の年齢）を指定し、出力内容の範囲を調整します。 

 例） ［基準日］を 10 月 10 日とし、クラス内の園児の年齢が最小 4 歳 6 ヶ月

～最大 5歳 1 ヶ月の場合 

 年齢調整 ＋0 －0 ⇒ 4歳 6 ヶ月～5歳 1 ヶ月の内容を出力 

 年齢調整 ＋1 －2 ⇒ 2歳 6 ヶ月～6歳 1 ヶ月の内容を出力 

＜手動選択＞ 

［成長経過内容選択］より、選択（チェックボックスを ON に）した成長経過内容が

出力されます。 

選択した成長経過内容は  登録  をクリックし、パターンとして登録することができ

ます。登録したパターンを利用する場合は、パターンをプルダウンメニューより選択

して  読込  をクリックします。 

 

 

 個人別成長経過 

 

園児毎に成長経過を出力します。 
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 印刷フォーム ＞ 成長経過  

 

※このフォームは「新型」で設定した場合のみ、ご利用できます。 

 

▼ 印刷設定等の説明 

項目 説明 

フォーム フォームを選択します。 

年度 年度を入力します。 

出力区分 

このチェックボックスを ON にすると、Excel ファイルとして保存することができます。

表示される「ファイル名を付けて保存」ダイアログボックスで、保存場所を選択し、任

意のファイル名を付けて保存します。 

 

 

 成長経過 

 

園児毎に成長経過を出力します。 
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 印刷フォーム ＞ 発達状況チェックシート  

 

※このフォームは「新型」で設定した場合のみ、ご利用できます。 

 

▼ 印刷設定等の説明 

項目 説明 

基準日 
基準日を入力します。入力した基準日を含む過去の成長経過の入力内容が表示

されます。 

出力区分 

このチェックボックスを ON にすると、Excel ファイルとして保存することができます。

表示される「ファイル名を付けて保存」ダイアログボックスで、保存場所を選択し、任

意のファイル名を付けて保存します。 

 

 

 発達状況チェックシート 

 

園児毎に発達状況チェックシートを出力します。 

 

 

  



5 章 成長の記録 

 

20 
 

 

 印刷フォーム ＞ クラス別身体測定  

 

▼ 印刷設定等の説明 

項目 説明 

施設 施設を選択します。 

クラス クラスを選択します。 

測定年月 
測定年月を入力します。過去の入力内容から選択する場合は  検索  をクリック

し、表示された検索画面より選択します。 

 

 

 クラス別身体測定 

 

クラス毎に身体測定結果を出力します。 
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 印刷フォーム ＞ 個人別身体測定  

 

▼ 印刷設定等の説明 

項目 説明 

測定年月 測定年月の範囲を入力します。 

出力区分 このチェックボックスを ONにすると、園児毎に改ページして出力します。 

 

 

 個人別身体測定 

 

園児毎に身体測定結果を出力します。 
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 印刷フォーム ＞ 個人別身体測定（グラフ）  

 

▼ 印刷設定等の説明 

項目 説明 

出力内容 出力する内容を選択（チェックボックスを ONに）します。 

 

 

 個人別身体測定（グラフ） 

 

園児毎に「身長・体重」「胸囲」「頭位」「座高」の 4種類に分け、グラフ（発達曲線）を出力します。 

 

＜「身長・体重」の出力例＞ 

 


