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本マニュアルはwebサイトでの公開用に内容を一部に限定したものです。

クラス日誌と指導計画の作成をする為に必要な箇所のみ抜粋しています。

本マニュアルに沿って初期データの登録を行って頂ければ、上記２機能がご

利用いただける仕組みに成っておりますが、ご不明点などございましたら

ixsie(イクシエ)のwebサイト上にある

『ご相談・お申込みはこちら』のボタンを押してご質問を記入願います。

本マニュアルの位置付け



■ 保育園の業務におけるixsieの位置づけ

登園・降園

保育日誌の作成園児台帳 指導計画

連絡帳

保護者向け
超過請求

苦情・相談勤怠管理給与管理

成長管理 健康管理
与薬管理
予防接種

補食管理

保護者向け
諸費用請求

他多数

ixsieの機能

保育園の事務作業

自治体向け
補助金請求

ワークフロー
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保育園には様々な業務がありますが、その内の一部をシステム化します。

睡眠チェック

掛かりつけ医
既往症/健診記録

苦情相談
事故報告書



～はじめに～

ixsieのご利用頂く上での重要なお知らせ
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■タイムアウトについて

ixsie（イクシエ）に限らず、インターネットを経
由するシステムは、データ保護や不正処理防止
を目的に、一定時間が経過すると処理を停止さ
せる仕組みが組込まれています。
これを”タイムアウト”と言います。

厳密にはログイン～ログアウトの情報保持期間と
画面毎の情報保持期間があり、非連動で不正操作を
チェックしています。

個人情報を扱うシステムですので、この処理を
外す事は出来ません。

タイムアウトした場合は最後に保存した内容以
降の入力内容が全て失われてしまいますので、
まめな保存と、業務終了後のログアウトを行う
様にして下さい。

１日の業務終了後は『ログアウト』を行って下さい。

※利用の都度、で無くて構いません

タイムアウトが起きた場合は右
の様なエラーメッセージが表示
されます。
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体験版をお申込みの方

パスワードをお忘れの方
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■体験版をお申込みの方

イクシエをご利用頂く為にはユーザー登録が必要です。

ログイン画面より「体験版をお申込みの方」を押して指示に従い情報を登録して下さい。

入力したメールアドレスに対し
システムから返答がありますの
で、メール内の指示に従いログ
インを行って下さい。

初回ログイン時のみ利用規約へ
の同意が求められます。
保護者側の画面でも同様です
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①ログイン画面

②メールアドレス登録画面

③ユーザー受信メール

④利用規約確認画面



■パスワードをお忘れの方

入力したメールアドレスに対し
システムから返答がありますの
で、メール内の指示に従いログ
インを行って下さい。

メールに指定されたURLへ接続し、
パスワード再設定を行って下さい。
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パスワードを忘れてしまった方はログイン画面より「パスワードをお忘れの方」を押し

送信されたメールの指示に従い、新しいパスワードを設定して下さい。

①ログイン画面

②メールアドレス入力画面

③ユーザー受信メール

④パスワード再設定画面

⑤登録後確認画面



～画面構成や基本操作について～
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■ 画面レイアウトの種類について

ixsie（イクシエ）は表示する画面の大きさに合わせて見易いレイアウトに自動的に調整する機能を持っています。

パソコンやタブレット、スマートフォン等それぞれに優位性が異なり、利用シーンや目的に合わせて使い易い機

器を選択する事が想定されます。

●大きい画面で見た場合● ●小さい画面で見た場合●

同じ画面ですが
大きさによって
見え方が変ります

見え方が変わりますが
操作は変りません

表示する情報量
の多さ

文字入力のし易さ
他のアプリケー
ションとの併用

起動の早さ
（直ぐ使える）

持運びし易さ
作業場所の確保

タッチ操作
フリック入力

パソコン ◎ ◎ ◎ △ △ ×

タブレット 〇 〇 △ ◎ 〇 ◎

スマートフォン △ △ △ ◎ ◎ ◎
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■ 画面の基本操作について（大きい画面）

「今日の保育」画面が
表示されます

ログイン中の保育士
の「プロフィール画面」が

表示されます

メニューの左右の幅が
縮小されアイコンのみ表示

されます。
より広く画面を使いたい
場合に便利です。

表示中の情報を
縮小します。もう一度押す
と元通りに広がります

アイコンの右上に数字が表示さ
れている場合は未読の新着情

報があります。
クリックして詳細が確認できます

クリックすると詳細画面が表示
されます。

詳細画面がある場合は…

①.▶マークがある
②.名称がリンクになっている

といったように「次がある」事を指
し示す仕組みになっています。
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大きい画面では広いスペースを活用して様々な情報を表示します。

情報を絞る為に、ブロック毎に縮小する事も可能です。



■ 画面の基本操作について（小さい画面）

画面左側からメニュー一覧がスライド表示しま
す

もう一度押すとメニューを閉じます
表示されるメニューは大きい画面と共通です

「今日の保育」画面が
表示されます

「登園」「降園」「日誌」「連絡帳」と
それぞれの画面に表示を切り替えます

アイコンの右上に数字が表示されている場合は
未読の新着情報があります。
クリックして詳細が確認できます

クリックすると詳細画面が表示されます。
詳細画面がある場合は…

①.▶マークがある
②.名称がリンクになっている

といったように「次がある」事を指し示す仕組み
になっています。

「登園」「降園」の場合は更にタブが分かれます
ログインしたユーザーの担当クラスの
児童やクラスを初期表示します

※タブとは複数の画面を切り替えて使
用する際の、それぞれの画面の見出し
のことです。

12

小さい画面では横にスクロールさせずに縦長の表示や

タブで表示を切替える事で使い易さを実現しています。



■ 共通部分のアイコンについて

アイコンの右上に数字が表示されている場合は、未読の新着情報があり
ます。アイコンを押すと様々な情報を見る事ができ、再び押すと表示内
容を閉じます

行事計画で登録された当日の行事予定が表示されます
全クラス、クラス毎の行事が表示できます

ログインしているユーザー（職員）に対して日誌や指導計画などの提
出・差戻し連絡が届きます。表示されている情報をクリックすると詳細を
表示し、数字は提出書類を処理した後に消えます。

お知らせ機能で登録された、その日に表示すべき情報を表示します。
園内共有事項は保護者と職員、職員共有事項は職員のみに共有し、
また、全クラス、クラス毎に分けて表示されます。共有事項が表示されて
いる間はアイコン上の数字も持続します。

個別児童への気付きなど連絡帳の保育メモに記入した情報を読む事が
できます。日誌などを書く時の参考にできます。

ゴミ箱のマークはデータの削除を意味します。
アイコンを押すと確認メッセージを表示して、削除を行います。

家のマークは「ホームへ戻る」を意味します。

ixsie（イクシエ）の場合は『今日の保育』画面を表示します。
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直感的に操作が出来る様に、いくつかの機能は説明文なしに

アイコンのみで表示しています。



～TOP画面とメニューについて～
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■ ログイン後のＴＯＰ画面について

「今日の保育」はixsie（イクシエ）にログインし
た直後に表示される画面です。この画面は保育士
の方が毎日使うであろう機能を一ヶ所に集めて使
い易くしたものです。

「今日の保育」からは日付指定なしに、当日の情
報を直接みる事が出来ます。

メニューから該当機能を使用する場合には、年月
やクラスの指定を行い検索した後にご使用して頂
きます。
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イクシエでは『今日の保育』画面をＴＯＰ画面、ホーム画面と位置付けています。



■ メニュー画面

カテゴリ メニュー名 できること

日常業務

連絡帳 保護者との連絡帳のやりとりができます

お知らせ 園内共有事項（クラス別）/ 職員共有事項（クラス別）

保育日誌 保育日誌を作成します

睡眠チェック 睡眠時の確認をおこないます

計画管理
指導計画 指導計画の作成をします（年案/月案/週案/個別案）

行事計画 年間行事を作成します

情報管理

クラス管理 クラスを作成/削除します

クラス編成 作成したクラスに園児と職員を割当てます

登降園管理 児童の登降園実績（月間出欠簿）を出力します

施設情報

施設情報 施設（保育園）の情報を登録/編集できます

職員情報
職員（保育士だけでなく、園長先生や事務員の方も）情報を登録し、

ixsieのアカウント（ログインIDとパスワードを発行）を作成します

保護者情報 保護者情報を登録し、ixsieのアカウントを作成します

園児台帳 保育園に通う園児の情報を登録します ※ixsieアカウント無し

運用設定

権限設定 ixsieを利用するアカウントに持たせる権限設定ができます

承認設定 日誌、指導計画の提出先（主任や園長など）を設定できます

セキュリティポリシー セキュリティ強化の為の設定ができます

区分設定 ご飯/お昼寝/排泄/投薬などの連絡帳に記載する事柄を設定します

閉所日設定 保育園の閉所日を設定します。個別登録と曜日一括登録が可能です
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ここでは、メニューの見え方について説明します。

大きい画面はメニューを表示した状態、小さい画面では閉じた状態で表示します。

POINT①
セルが白の箇所は日常的に使用頻
度が高いと想定するメニューです。

POINT②

セルが薄オレンジの箇所はixsieを
ご利用いただくにあたり、登録頂
く内容や情報の管理を行うための
メニューです。

POINT③

セルが薄みどりの箇所はixsieをご
利用いただくにあたり、最初に設
定するルールについてのメニュー
です。



～イクシエを使う為の情報登録～
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■施設情報の登録

施設情報はイクシエを利用する上で必須情報です。

体験版からデータを移行せず、全くの新規でixsie（イクシエ）をご利用される場合は

情報を事前に頂き、弊社担当が登録した上で導入させて頂きます。
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①参照画面 ②編集画面

通常保育以外（早朝、延長、夜間、休日）を設定する場
合は右上の開所情報のスイッチを切替えて下さい



■クラスを登録する

初回登録時、若しくは新しいクラスが新設された時に使用する機能です。

※未配属クラス / 退園組は初期から設定されているクラスです。
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①クラス情報一覧画面

②クラス情報入力画面

③クラス情報入力（入力後）

④クラス情報一覧（登録後）

新規登録を
クリック



■職員情報の登録

権限ロールを「初期権限ロール」以外で登録
したい場合は『権限設定』機能から登録する
必要があります。

パスワードは『セキュリティポリシー』機能
で長さなどの設定を行います。

どちらも事前に設定が必要に成りますが、順
序が逆になっても後から変更を行う事は可能
です。

職員のパスワードやメールアドレスを変更す
る場合は『職員情報』画面からでは無くメ
ニュー上部のログイン者名をクリックして頂
き、プロフィール画面を開いて変更して下さ
い。

職員情報はイクシエを利用する上で必須情報です。
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①職員情報参照画面

③職員情報参照画面（登録後）

②職員情報登録画面



■園児情報の登録

『保存』を押すと保育時間を
入力する欄が表示されます

システムを利用する為に必要な情報を登録します。

実際に園で保持する園児台帳とは必ずしも一致しません。
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①園児台帳検索画面

②園児台帳詳細画面

③園児台帳詳細（登録後）



■保護者情報の登録

お迎えの方を追加

児童を紐付け

最初の保護者は代表者の位置付けです。
お迎え等、関連する保護者を登録し、
最後に児童と紐付けを行います。

保護者情報を登録した後に園児情報との紐付けが必要です。
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①保護者情報検索画面

②保護者情報詳細画面

③保護者情報詳細（入力後）



～承認設定の登録～
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■承認設定の登録

承認が必要な書類を作成するには、この画面で設定を事前にしておく必要があります。

ここで作成した承認設定に従って

書類提出のステップや

提出する相手が決まります
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①承認フロー一覧画面

②承認フロー登録画面

④承認フロー一覧（登録後）

③承認者追加画面



～日常業務の利用～
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■「お知らせ」の登録

●お知らせの登録

新規登録をクリックすると詳細を
入力する画面を表示します

一覧からタイトルをクリックす
ると詳細を表示します

★検索条件★
掲載の年月、
クラス選択「全て or クラス単位」
配信先「全てor 園内向け or 職員向け」
※園内向けは保護者も含めた園内関係者の事です

共有事項は、大切なことを共有できるメニューで【園内共有事項】と【職員共有事項】の２種類があります。

【園内共有事項】は保護者も含めた園内関係者へ伝える内容で、保護者の連絡帳画面に表示します。

【職員共有事項】は職員のみの業務連絡的にお使い頂けます。保護者の連絡帳画面には表示しません。

表示される範囲がそれぞれ異なるので、表示したい範囲に合わせて使い分けが必要です。

お知らせが登録されると、共通メ
ニューの「お知らせ」アイコン右
上に数字が表示されクリックする
と詳細を見る事が出来ます
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①お知らせ検索画面

②詳細入力画面

③今日の保育画面 アイコン使用



■「保育日誌」の作成①

★表示したい保育日誌を選択する★

「年・月・クラス」を検索条件に選びます。

※ステータス（状態）
保育日誌のステータスは
・未作成→なにもしていない状態
・作成中→下書きして保存した状態
・提出済→完成して管理者提出した状態
・承認済→管理者が承認した状態

の４つがあります。

「本日の環境」は1日1回
園全体で誰かが登録すればOK！

★日誌詳細を表示★

クラス名をクリックすると、
該当クラスの日誌詳細を表示
します

★保育日誌のステータスで振分される★

・全体…ステータス（状態）に関係なく
該当月全ての日誌表示

・承認済…該当月の承認済日誌のみを表示
・提出済…該当月の提出済日誌のみを表示
・作成中…該当月の作成中日誌のみを表示
・未作成…該当月の作成の日誌のみを表示

『保存』と『提出』の違い

承認設定機能の導入に伴い、日誌・指導計画などの書類作
成の確認作業は、より紙での運用に近づきました

『提出』は書類を印刷して管理者に渡すイメージです。そ
の為、提出後は管理者に断りなく勝手に変更を加える事が
出来ません。
変更を行う場合は管理者から『否認』処理をして貰う必要
があります

『保存』は管理者へ提出する前の状態のままデータを保存
します。

※まめに『保存』を行う事をお勧めします！

クラス別の日誌を作成します。
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①保育日誌検索画面

③保育日誌詳細画面 ②環境入力画面



■「保育日誌」の作成②

以上でコメントの入力ができました。
コメントは保育士からも見る事ができます。

否認の時も同様にコメントを入力して否認理
由などを明確にする事が出来ます。

各保育日誌から承認・否認の処理が出来ます
が、お知らせアイコンからも直接、詳細画面
を開く事もできます。

管理者が承認・否承認を行う際に、コメントの入力が出来ます。
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①右上「お知らせ」アイコン使用 ②保育日誌詳細画面

③コメント入力画面

④保育日誌詳細（入力後）



■「保育日誌」の作成③（内容編集～内容確認）

提出前の確認に便利な機能です。
また「内容編集」「内容確認」のそれぞれのボタン
を押したタイミングで保存処理を行います。

提出を行う前に表示方法を変えて、提出後のイメージで確認が出来ます。
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①保育日誌 内容編集画面 ②保育日誌 内容確認画面



■「指導計画」の作成①

★自己評価の済・未済の表示★

指導計画は自己評価があります。自己評価が記載されているか、
されていないかは、ステータスの後ろの表示を確認して下さい。

自己評価未済 →【未評価】
自己評価保存 →【評価済み】

※年案等、複数評価が必要な場合は
『全て記入 → 保存』して初めて【評価済】となります。

★年・月・週・個別を選択します★

大きな画面では年・月・週・個別を切替えなしに選んで
操作できます。小さい画面の場合はタブを切替える事により
それぞれの一覧を表示させます。

まずは、年・月・週・個別の内、どの計画を作成するかを
選択します。

★ステータスはクラス名の先頭に表示★

保育日誌同様に､指導計画にもステータスがつきます。

未作成 → なにもしていない状態
作成中 → 記入し、保存を行った状態
提出済 → 完成させて管理者に提出した状態
承認済 → 管理者から承認された状態

●指導計画のＴＯＰ画面
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年案、月案、週案、個別案を４つのブロックに分けて表示しています。
選択して詳細を表示すると各指導案の画面に遷移します。

①指導計画TOP画面



■「指導計画」の作成②

各指導計画の名称をクリッ
クすると詳細を開きます

「保存する」か「提出する」のボ
タンを押すと「印刷」のボタンが
表示されます

●ボタンの移り変わり

「提出する」のボタンを押すと
「評価入力」のボタンが表示されます

ボタンは状況に応じ「戻る」「保存する」「提出する」「印刷」の最大４種類が表示されます。
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①指導計画TOP画面

②指導計画詳細画面



■「指導計画」の作成③

画面の大きさによりレイアウト構
成が変わりますので、フレームサ
イズを調整して書き易い構成でご
記入下さい。

●連携する指導計画の表示

表示していた月案を左半分に寄せて
新たに年案を右側に表示しています。

※画面に収まらない場合は
スクロール利用でご覧頂けます

矢印のマークを押
すと連携帳票を表

示します

ixsie（イクシエ）の指導計画入力画面は連携する指導計画を表示する事が出来ます。
入力時の参考にご利用頂けます。 （例えば、月案作成時には年案、週案は月案、個別案は月案）

※この機能は大きな画面でのみ、ご利用頂ける機能です

再度、矢印マーク
を押すと連携帳票

を閉じます
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①指導計画 単画面表示

②指導計画 復画面表示



■「指導計画」の作成④

●評価の入力

評価を入力すると、一覧画面のス
テータス脇の表示が【未評価】か
ら【評価済】に切替わります

※注意※
指導計画 年案は4期に分かれており、1期毎の自己
評価（計4箇所）を評価してから【評価済み】のス
テータスとなります。
1期のみの場合は【未評価】のステータスです。
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実施した計画に対しての評価を記入します。管理者のコメントとは異なります。

①指導計画詳細画面

③指導計画詳細（登録後）

④指導計画TOP画面

②評価入力画面
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