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毎日パソコン入力コンクール

　第Ⅰ類 パソコン入力

大会参加用ソフトマニュアル

目次

１．大会参加用ソフトの起動と大会の実施

２．実施結果の管理

 2-1 予め結果データの保存先を共有フォルダに指定する場合

 　　（この設定は競技前に行ってください）

 2-2 競技後に結果データを共有フォルダに集める場合

 　　（LAN 接続されているパソコン）

 2-3 競技後に結果データを別のパソコンに移す場合

 　　（LAN 接続されていないパソコンなど）

３．実施結果の送信

    3-1 競技後の送信に失敗、または送信をキャンセルした場合

    3-2 共有フォルダにある結果データを送信する場合

４．送信テスト用参加番号

２

１０

１４

１７

２０

２３

２７

第Ⅰ類の競技参加は一度限りです！！

毎パソ第Ⅰ類パソコン入力は、パソコン活用の基礎基本である文字入力

技能の実力を試すことを目的としています。十分練習をした上で、競技

に臨みましょう。

（参加申込された場合のみ使用できます）
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１．大会参加用ソフトの起動と大会の実施

※毎パソ課題練習・大会参加用ソフト　　 …　用紙を見ながら入力するタイプ
　新・毎パソ課題練習・大会参加用ソフト …　画面を見ながら入力するタイプ

①毎パソ課題練習・大会参加用ソフトを起動します。

デスクトップの「毎パソ課題練習・大会参加用ソフト」（または「新・毎パソ課題練習・
大会参加用ソフト」）アイコンに合わせてダブルクリックします。

②参加番号入力画面が表示された場合は、参加票に記載されている参加番号を
入力してＯＫボタンをクリックします。お申込されていない場合はキャンセ
ルボタンをクリックします。

※キャンセルボタンをクリックすると、大会に参加することができません。

※参加番号が複数ある場合は、任意の一つで構いません。

※一度参加番号が認証されると、以降その大会では、この画面は表示されません。
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テスト用の参加番号を使用して、事前にテストすることができます。テスト番
号の発行方法は、４．送信テスト用参加番号（Ｐ２７）を参照してください。

④参加票に表示されている参加番号を入力し、つぎにすすむをクリックします。

※参加番号は参加票をよく見て正確に入力してください。

③オープニング画面が表示されます。
大会参加をクリックします。
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⑥自分の参加する部門と参加番号に間違いがないか再度確認してください。
つぎにすすむをクリックします。

※誤りがあった場合は、まえにもどるをクリックし、参加番号を再度入力して
ください。

⑤参加番号を入力すると自動的に参加部門が選択されます。
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⑦姓、名を入力し、つぎにすすむをクリックします。

＜注意＞スペースまたは、エンターキーでスタートします。

 入力準備ができましたら、スタートをクリックすると競技が開始します。
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⑧入力画面が表示されます。
　第１・２・７部の場合
 画面に表示されるアルファベット・英単語・ひらがな・数字を見ながら
　　入力します。
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　第３・４・５・６部の場合

＜注意＞第３・４部は全ての文字を半角で入力します。
　　　　第５・６部は全ての文字を全角で入力します。

　「毎パソ課題練習・大会参加用ソフト」の場合
 事前に配信されている課題文章を見ながら入力します。

　「新・毎パソ課題練習・大会参加用ソフト」の場合
 画面上部に表示されている課題文章を見ながら入力します。
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⑨規定の時間（第１・２部は１分、第３・４・５・６・７部は５分）を経過す
ると競技終了です。また、全ての文字を入力し、おわるをクリックしても競
技が終了します。
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⑩競技で使用するパソコンがインターネットに接続されている場合、送信確認
画面が表示されます。
結果データを送信する場合は送信するボタンを、送信しない場合はキャンセルボ
タンをクリックします。

※競技で使用するパソコンがインターネットに接続されていない場合、もしく
は共有フォルダに結果データを保存する設定を行っている場合、この画面は
表示されません。

⑪オープニング画面が表示されます。

※サーバーエラーなどで送信に失敗した場合は、Ｐ２０（3-1 競技後の送信に失
敗、または送信をキャンセルした場合）を参照し、再送信してください。
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２．実施結果の管理

②オープニング画面が表示されます。
管理パスワードを入力し、管理画面へをクリックします。パスワードは
danadminです。

2-1 予め結果データの保存先を共有フォルダに指定する場合
 （この設定は競技前に行ってください）

①毎パソ課題練習・大会参加用ソフトを起動します。

※毎パソ課題練習・大会参加用ソフト　　 …　用紙を見ながら入力するタイプ
　新・毎パソ課題練習・大会参加用ソフト …　画面を見ながら入力するタイプ

※この設定を行うと、競技後に送信確認画面は表示されません。競技終了後は

Ｐ２３（3-2 共有フォルダにある結果データを送信する場合）を参照して、デー

タを送信してください。

デスクトップの「毎パソ課題練習・大会参加用ソフト」（または「新・毎パソ課題練習・
大会参加用ソフト」）アイコンに合わせてダブルクリックします。

※参加番号入力画面が表示された場合は、参加票に記載されている参加番号を
入力してＯＫボタンをクリックしてください。キャンセルボタンをクリック
すると、大会に参加することができません。
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③参加データ一覧画面が表示されます。
共有フォルダの設定ボタンをクリックします。

④保存先指定画面が表示されます。
保存先を指定し、書き込みテストをクリックします。

※フォルダ名の欄にファイルパスを入力しても設定できます。
　　　　　　　例： \\server\maipaso\kekka
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⑤書き込みテストは成功しました。と表示されたら保存先が指定されましたの
で、ＯＫをクリックします。

⑥保存先指定画面が表示されます。
適用をクリックした後に、設定終了をクリックします。

※この設定を取り消す場合は、設定の初期化をクリックします。
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⑧オープニング画面が表示されます。
画面左下に「LAN」と表示されていると、結果データが LAN 経由で保存される
ようになっています。

⑨競技で使用するパソコンが複数台ある場合、全てのパソコンに設定してくだ
さい。

⑦参加データ一覧画面が表示されます。
初期画面に戻るをクリックします。

　※１台のパソコンで上記設定を行い、そのパソコンのショートカットとフォ
　　ルダを他のパソコンにコピーすることで、上記操作を省略することが可能
　　です。
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2-2 競技後に結果データを共有フォルダに集める場合
　　（LAN 接続されているパソコン）

①管理パスワードを入力し、管理画面へをクリックします。パスワードは
danadminです。

②参加データ一覧画面が表示されます。（そのパソコンで参加したデータのみ）
このデータの送信（または保存）へをクリックします。

※ LAN 接続されていて、インターネットに接続していないパソコンでは、この

操作を行った後Ｐ２３（3-2 共有フォルダにある結果データを送信する場合）

を参照して、データを送信してください。

※一覧をファイル（ＣＳＶ）に出力をクリックすると一覧がＣＳＶ形式で保存
されます。件数が多く、画面では表示しきれない場合などにご利用下さい。
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③参加データの保存・送信選択画面が表示されます。
ファイルに出力をクリックします。

※結果一覧データの印刷をクリックすると結果一覧がプリントアウトされます。

④参加データの保存場所選択画面が表示されます。
出力先フォルダを指定するをクリックします。
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⑦同様に大会で使用した全てのパソコンで同じ作業をし、共有フォルダに参加
者全員分のデータを保存します。

⑤フォルダ指定画面が表示されます。共有フォルダを指定し、ＯＫをクリック
します。

⑥出力確認画面が表示されます。ＯＫをクリックします。

※フォルダの新規作成をクリックすると、選択したフォルダの下に新しいフォ
ルダを作ることができます。

※フォルダ名の欄にファイルパスを入力しても設定できます。
　　　　　　　例： \\server\maipaso\kekka



　17　

2-3 競技後に結果データを別のパソコンに移す場合
 （LAN 接続されていないパソコンなど）

①Ｐ１４の参加データの保存・送信選択画面で、ファイルに出力をクリックし
ます。

②参加データの保存場所選択画面が表示されます。
データの出力先を指定する場合は、出力先フォルダを指定するをクリックし
ます。指定しない場合は、表示されたフォルダに出力されます。

※ LAN 接続もインターネット接続もしていないパソコンでは、この操作を行っ

て送信可能なパソコンにデータを移した後、Ｐ２３（3-2 共有フォルダにある

結果データを送信する場合）を参照して、データを送信してください。
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③特に指定しないをクリックすると、出力確認画面が表示されます。
ＯＫをクリックします。

④参加データ一覧画面が表示されます。



　19　

⑤②で出力先フォルダを指定するをクリックすると、フォルダ指定画面が表示
されます。出力先フォルダを指定し、ＯＫをクリックします。

⑥出力確認画面が表示されます。ＯＫをクリックします。

⑦参加データ一覧画面が表示されます。

⑧同様に競技で使用した全てのパソコンのデータを出力し、ＵＳＢメモリなど
で１台の (送信可能な )パソコンの１つのフォルダにデータをまとめます。

※フォルダの新規作成をクリックすると、選択したフォルダの下に新しいフォ
ルダを作ることができます。
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３．実施結果の送信

※競技後の送信に失敗した場合、競技終了後に表示されるデータ送信確認画面
でキャンセルを選択した場合、共有フォルダの設定を行った場合はこの操作
を行ってください。

①管理パスワードを入力し、管理画面へをクリックします。パスワードは
danadminです。

②参加データ一覧画面が表示されます。
　（現在操作しているパソコンで受験したデータのみ）

このデータの送信（または保存）へをクリックします。

3-1 競技後の送信に失敗、または送信をキャンセルした場合
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③データ送信画面が表示されます。コンクール事務局に送信をクリックします。

④参加人数確認画面が表示されます。はいをクリックします。
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⑤データ送信確認画面が表示されます。送信するボタンをクリックします。

⑥結果データ送信完了画面が表示されます。
ＯＫボタンをクリックします。

※ＰＣ環境等により、その後に表示される管理画面では「送信済」欄に
データが移行しないことがあります。その場合は、団体責任者用ペー
ジの「５．結果到着状況確認」で到着を確認してください。
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3-2 共有フォルダにある結果データを送信する場合

①管理パスワードを入力し、管理画面へをクリックします。パスワードは
danadminです。

②参加データ一覧画面が表示されます。

※予め結果データの保存先を共有フォルダに指定してある場合（Ｐ１０参照）、
参加データ一覧には設定された共有フォルダの内容が表示されています。そ
の場合は④に進んでください。

※競技後に結果データを集めた場合（Ｐ１４またはＰ１７参照）は、現在操作
しているパソコンで参加したデータのみが表示されています。その場合はファ
イル保存分を表示をクリックします。
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③全参加者データ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結果データ一覧画面が表示されます。（共有フォルダ内の全データ）
このデータの送信へをクリックします。
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⑤データ送信画面が表示されます。コンクール事務局に送信をクリックします。

⑥参加人数確認画面が表示されます。はいをクリックします。
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⑦データ送信確認画面が表示されます。送信するボタンをクリックします。

⑧結果データ送信完了画面が表示されます。ＯＫボタンをクリックします。

⑨参加データ一覧画面が表示されます。未送信にあったデータが送信済に移行
されています (※ )。初期画面に戻るをクリックします。

⑩オープニング画面が表示されます。終了をクリックし、実施用ソフトを終了
します。

※ＰＣ環境等により、送信済に移行しないことがあります。その場合は、
団体責任者用ページの「５．結果到着状況確認」で到着を確認してく
ださい。
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４．送信テスト用参加番号

※競技、送信のテストを行う場合は、この操作で作成されたテスト用参加番号
をご使用ください。実在参加者の参加番号でテストを行うと、複数回受験や
欠席者との人数不整合など、トラブルの原因となります。ご注意下さい。

①管理パスワードを入力し、管理画面へをクリックします。パスワードは
danadminです。

②参加データ一覧画面が表示されます。
テスト用参加番号発行ボタンをクリックします。
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③ＩＤ入力画面が表示されます。団体として登録されている毎パソＩＤを入力
し、ＯＫボタンをクリックします。

④テスト用参加番号表示画面が表示されます。このテスト番号をファイルに保
存する場合は保存するボタンをクリックします。

※戻るボタンをクリックすると、参加データ一覧画面に戻ります。
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⑤④で保存するボタンをクリックした場合、出力ファイル指定画面が表示され
ます。任意のファイル名を指定して開くボタンをクリックします。

⑥ファイル出力終了メッセージが表示されます。ＯＫボタンをクリックすると、
参加データ一覧画面に戻ります。
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大会実施用ソフトの仕様について

■利用上の注意

◆ 当ソフトを配布するためのダウンロードサイトは、ネットワーク環境の帯域
などの品質維持のために利用同時接続数の制限を行っております。そのため、
混雑状況によってはダウンロードできない場合もあります。その場合は、時
間をおいてから再度ご利用頂きますよう、お願い致します。 

◆ 毎日パソコン入力コンクールからダウンロードしたソフトについては、万一
利用者に何らかの損害が生じても真に勝手ながら本コンクールは責任を負わ
ないものとさせていただきます。あくまで利用者個人の責任においてご活用
くださいますよう、お願い申し上げます。 

◆ 本コンクールの都合により、将来予告なくダウンロードを終了または内容を
変更する可能性があります。 

■動作環境
【 ソフト名 】   毎日パソコン入力コンクール大会用ソフト
【 ファイル名 】  mpcon_desktop.exe  

　　 ( 紙を見て入力するタイプ )
 mpcon_desktop_v2.exe  
　　 ( 画面を見て入力するタイプ )

【 著作権者 】  一般社団法人　日本パソコン能力検定委員会 
【 対応機種 】  Microsoft Windows 7/8.1/10
【 種別 】   フリーソフトウェア
【 画面解像度 】  1024 × 768 以上　　256 色以上
【 メモリ 】  2GB 以上
【 ハードディスク 】  約 80MB 以上


