実践報告
NetCommonsを活用した校務の情報化推進への取組
総務企画課情報管理班

概

要

総務企画課情報管理班では、学校ホームページや校内グループウェアに関して、その
体験ができる「あすなろNetCommons」を開発した。本実践は、それを研修に活用した実
践報告である。
「あすなろNetCommons」は、Microsoft Windows上で動作し、ネットワークにつながっ
ている１台のコンピュータにコピーするだけで体験することができる。学校のネットワ
ークにおいても同様に利用することが可能である。
投稿した記事を管理職が承認する機能は、学校ホームページに有効であり、アンケー
トの自動集計機能は、校内グループウェアに活用できる。
「あすなろNetCommons」を活用した研修の実践報告を中心に、NetCommonsを活用した
学校ホームページや校内グループウェアで可能なことについて、その活用方法も合わせ
て紹介する。
あすなろ NetCommons をコピー

校内グループウェアの構築

学校ホームページの体験

キーワード
校務の情報化、学校ホームページ、校内グループウェア、NetCommons、
子どもと向き合う時間の確保、教育活動の質の改善
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実践報告
NetCommonsを活用した校務の情報化推進への取組
総務企画課情報管理班
Ⅰ

目的
平成 21 年 10 月８日（木）に台風 18 号が東海地方に上陸した。登校時間帯の上陸が予想さ
れ、多くの学校がその対応方法を学校ホームページに公開した。図１は、静岡県学校間情報
ネットワーク（以下、｢S‑net｣と記す）で公開している学校ホームページの 10 月のヒット数
（表示数）である。平日は平均約 357,000 件であるが、10 月８日（木）は 793,186 件であっ
た。
(件)

793,186 件

図１

S‑net で公開している学校ホームページの 10 月のヒット数

本年度は、新型インフルエンザによる学級閉鎖が相次いだ。その際、時間割変更、課題の
指示、登校許可書書式の配布に学校ホームページが活用された例もある。学校ホームページ
から緊急連絡を情報発信している学校は多くなってきていると言える。
一方、各学校から、日々の校務を改善する方策の一つとして、校内グループウェアを活用
したいという問い合わせを受けることが多くなってきた。校内グループウェアを朝の打合せ
などの連絡に活用すれば、効率よく会議が進められ、事務処理にかかる時間を減らすことが
できる。それにより生み出された時間は、子どもと向き合う時間や、授業の準備・教材研究
など教育活動の質を改善する時間に充てることができる。この要望に対して、手軽に校内グ
ループウェアを導入する方法や、その活用例を伝えていく必要があると考えた。
そこで、学校ホームページと校内グループウェアの２点に関して、総務企画課情報管理班
が校務を情報化するために進めてきた取組を紹介する。

Ⅱ

方法
１

研修体験用「あすなろNetCommons」の開発
NetCommonsは、国立情報学研究所から無償で提供されているソフトウェアである。これ
は、子どもたちの学習支援のために、学校で情報共有できるWebサイトを手軽に構築できる
システムである。このNetCommonsを活用して、学校ホームページや校内グループウェアの
操作が、簡単に体験できるような研修体験用「あすなろNetCommons」を開発した（図２）。
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２

「あすなろNetCommons」を活用した実習の実施
以下の研修等において、「あすなろNetCommons」を活用した実習を行った。
(1)

「毎日更新できる学校ホームページ研修」（図３）
希 望 研 修

実 施 日

受講対象

参加者

毎日更新できる学校ホームページ研修

平成21年８月20日(木)

教職員

28人

(2)

「校内LAN担当者研修」
推 薦 研 修

実 施 日

対象校種

参加者

校内LAN担当者研修①

平成21年11月26日(木)〜27日(金)

高校・特別支援

25人

校内LAN担当者研修②

平成21年11月５日(木)〜６日(金)

中学校

24人

校内LAN担当者研修③

平成21年11月19日(木)〜20日(金)

小学校

23人

(3)

学校等支援研修

(4)

問い合わせによる支援

図３「毎日更新できる学校ホーム

図２「あすなろ NetCommons」画面

ページ研修」の様子
Ⅲ

内容
１

「あすなろNetCommons」とは
NetCommons を利用するためには、NetCommons のインストールに加えて、三つのソフトウ
ェア（Web サーバー・データベース・スクリプト言語）も１台のコンピュータにインスト
ールしなければならない。平成 20 年度までの研修では、CD‑ROM や DVD‑ROM から Linux サ
ーバーを起動するシステムを利用していた。研修員は、Microsoft Windows ではないこと
から操作するうえで多少の抵抗感があった。
「あすなろ NetCommons」は、Windows 上で動かすことができる。Windows 上に、上記３
つのソフトウェアを一つにまとめてインストールできる「xampplite」を利用し、その中に
NetCommons をインストールした（図４）。

NetCommons

すぐに体験ができるように見本となるサイ
トをあらかじめ構築し、これら一式をすべ

Web ｻｰﾊﾞｰ

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ｽｸﾘﾌﾟﾄ言語

て一つのフォルダ内にまとめた。そして、

Apache

MySQL

PHP

研修終了後に、学校でも操作体験の続きが

Windows

できるようにした。
図４
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NetCommons の利用環境

２

「あすなろNetCommons」の利用方法
「あすなろNetCommons」は、ネットワークでつながっている１台のコンピュータにコピ
ーし、簡単な設定変更をするだけで利用できる。体験サイトは、ネットワークにつながっ
ているコンピュータのインターネットエクスプローラを起動して、インストールしたコン
ピュータのIPアドレスを入力すれば表示される。あらかじめ登録された会員のID・パスワ
ードでログインすることで、様々な機能が体
あすなろ NetCommons をコピー

験できる。
研修終了後に、そのデータをUSBメモリや
CD‑ROM に保存して学校へ持ち帰り、学校内の
コンピュータでも同様の体験をしながら、職
員に紹介できる。また、コピーして簡単な設

校内グループウェアの構築が可能

定変更をするだけで利用できるため、それに
かかわる専門知識はほとんど必要なく、どの
学校でも、誰でもすぐに校内グループウェア
として活用できる（図５）。

３
(1)

図５

校内グループウェアの構築方法

「毎日更新できる学校ホームページ研修」における実践
研修で紹介した機能（日誌の承認機能）
学校からの積極的な情報発信は、保護者や地域の人々が日々の教育活動を知り、学校
のことを理解するために必要である。そのためには、学校ホームページを日々更新して
いくことが有効である。しかし、ホームページ作成ソフトで作成してアップロードする
従来のホームページは、特定の個人に業務が集中し、タイムリーな情報発信は大変難し
かった。しかし、NetCommonsであれば、日誌の承認機能を利用することにより、誰でも
記事を投稿でき、しかも管理者権限を持つ管理職が承認するまで記事は公開されない。
この機能により、学校ホームページを日々更新させることができる。

(2)

研修内容
｢毎日更新できる学校ホームページ研修｣では、
「あすなろNetCommons」を使って日誌の
承認機能の体験を行った。研修員同士ペアを作り、一人が「ページ作成者役」として記
事を投稿し、もう一人が「校長役」として記事を承認するという体験である（図６）。
①「ページ作成者役」がログインし、記事を投
稿すると未承認記事となり、公開されない。
②ログアウトした状態で記事を閲覧し、公開さ
れていないことを確認する。
③「校長役」は、編集・削除・承認するという
操作が可能である。「校長役」がログインし
て記事を承認すると、実際に記事が公開され
る。

図６

記事の投稿体験
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「校長役」が記事を承認した後、画面を更新すると、新しい記事が瞬時に表示される
ため、その機能の有効性を十分に確認できた様子であった。
研修の後半では、持参した画像や資料を使って実際に仮の学校ホームページを作成し
た。研修のまとめとして、それらを相互閲覧する時間をとったところ、NetCommonsのい
ろいろな機能を使った工夫が見られた。研修員は、互いに積極的に質問し合い、充実し
た研修となった。

(3)

成果
図７は、研修事後アンケートによる研修満足度評価である。
「満足」と答えた人が53.6％
と過半数を占めた。
「やや不満」、「不満」
と答えた人は０％で
あり、高い評価を得
ることができた。
資料１に研修員の
主な感想を示した。

図７
資料１

研修満足度の結果

研修員の主な感想

・ホームページを作るということに対して苦手意識があったけれど、意外と簡単だった
ので、これから役立てていきたいと思いました。
・本校でも毎日ホームページを更新するように努めているが、校長決裁がネックになっ
ていました。今回の研修で決裁のすばらしいシステムを知り、大変役に立ちました。
・学校ホームページを更新するのはもっと手間のかかる作業かと思っていましたが、結
構簡単に更新することができるソフトだと思いました。また、いろいろな操作方法に
慣れれば、保護者や地域の方々により学校のことを鮮明に、かつタイムリーに伝える
ことができると思いました。

研修終了後、研修で作成した仮の学校ホームページを校内研修で利用した学校があっ
た。開発した「あすなろNetCommons」は、すぐに学校に還元できるものであったと言え
る。
４
(1)

「校内LAN担当者研修」における実践
研修で紹介した機能（アンケート機能）
アンケート機能を利用すれば、集計処理に使う事務処理の時間を大幅に短縮できる。
アンケートの作成は、画面にしたがって必要事項を入力するだけである。回答者は、ネ
ットワークにつながっているどのコンピュータからでも回答できる。アンケート結果は
自動集計されるため、結果をすぐに見ることができる。CSV出力により、表計算ソフトを
使えばデータを自由に編集することも可能である。
その他に、小テスト機能やレポート提出機能、施設予約機能などを紹介した。（別添
参考資料を参照）
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(2)

研修内容
｢校内LAN担当者研修｣では、学校ホームページの活用体験と同時に、校内グループウェ
アの効果的な活用例として、アンケート機能の体験を行った（図８）。

①「管理者役」でログインし、アンケートを作成する。
②研修員は、割り当てられたIDでログインし、アンケートに回答する。
③「管理者役」でログインし、アンケートのページを開き、「集計結果」をクリック
すれば、結果が表示される。

図８

アンケート実施体験

これらの体験を通して、
「アンケートが簡単に作成できる」、
「ネットワーク上で手軽に
回答できる」、「その結果がすぐに集計できる」というアンケート機能の利便性を十分理
解できた様子であった。
(3)

成果
図９は、研修事後アンケートによる研修満足度評価である。
「満足」、「まあ満足」と答
えた人の合計が97.2％
であり、高い評価を得
ることができた。
資料２に研修員の主
な感想を示した。
図９
資料２

研修満足度の結果

研修員の主な感想

・NetCommons は校内用にも校外用にも使え、学校行事、部活動、生徒会活動等でも利
用できればと考えています。また、授業でも活用していきたいと思います。
・NetCommons の紹介があり、大変良かったです。今後校内の先生方のコミュニケーシ
ョンを活発にするためのツールとして利用したいと思いました。現在の校内 LAN を
見直して、便利にしていく手だてもいくつか得ることができました。HP も校長の許
可が得られれば、NetCommons に挑戦しようと思います。
・今回の研修でいろいろなことを学ばせてもらいました。NetCommons のホームページ
に関しては、学校に帰ったらすぐに対応したいと思いました。
・NetCommons の HP はその使いやすさに驚きました。事実上自分しか更新していない
HP を、これなら他の先生方にもやってもらえるのではないかと思います。さっそく
帰ったら、PC に詳しい先生と相談して、NetCommons の HP 作成について前向きに取
り組んでいきたいです。
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研修員の感想には、学校ホームページや校内グループウェアに関して、
「学校に帰った
らすぐに対応したい」という前向きな感想が多かった。NetCommonsが簡単に導入できる
ことを、実際に体験したからだと考えられる。

５

学校等支援研修における実践

(1)

研修内容
学校からの主な依頼内容は、多くの職員で学校ホームページを作り上げていく方法を
学びたいということである。この支援を行う際、研修会場となる各学校の環境は様々で
あり、それに合わせて研修を行わなければならない。また、インターネット上で公開さ
れているホームページは使用できない。したがって、インターネットがなくても、Windows
上でネットワークがつながっていれば体験可能である「あすなろNetCommons」が有効で
あった。研修前にあらかじめ会場内のコンピュータに体験サイトを構築して、学校等支
援研修を行った。

(2)

支援例
数年前から NetCommons による学校ホームページを利用しているＡ高校では、２年続
けて NetCommons に関する学校等支援研修を実施した。
平成 20 年度には、校長と実習助手２人が来所して研修を行った。手軽に記事が作成で
きることを体験し、校長と実習助手の間で作成する記事について役割分担をする姿が見
られた。
平成 21 年度には学校へ出向いて研修を行った。そこでは、まず会員登録の方法を紹介
した。そして、実際に研修を受けた教員５人に記事の投稿権限を持たせる登録を行った。
体験サイトで記事投稿を実習した後、実際のホームページに記事を投稿した。さらに、
参加していた管理職が承認するという一連の操作を、参加者全員で行った。

(3)

成果
資料３は、総務企画課情報管理班が対応している学校等支援研修のうち、NetCommons
による学校ホームページ作成に関する依頼件数

NetCommons による学校ホー

である。この中には、NetCommonsを使った学校

ムページ作成に関する学校

ホームページを新規導入するにはどうしたらよ

等支援研修の依頼件数

いかという支援も含まれている。今後も、でき

６

資料３

年

度

依頼件数

る限り学校の要望に合わせた形での支援を行っ

平成21年度

８件（１月末現在）

ていきたい。

平成20年度

10件

問い合わせによる支援
Ｂ高校では、校内イントラネットで職員打合せ用にNetCommonsを活用している。これは、
所属校教員が構築・管理しているものである（図10）。Ｂ高校から、「日誌と掲示板に関
して、記事を投稿するときに、担当、対象、説明及び資料という文字列を最初から表示で
きるようにしたい」という問い合わせがあった。そこで、プログラムを修正したファイル
と、その適用手順書を提供した（図11）。
連絡掲示板の成果の一つとして、落とし物等をデジカメで撮影してアップするようにな
‑ 70 ‑

った。「これなら小さな物でも職員の座席に関係なく、よく見えて好評である」という感想
があった。これは、日常的な業務の中で、小さな変化の積み重ねが校務の効率化を支えて
いる事例である。

図 10
７

Ｂ高校職員室ポータル画面

図 11

Ｂ高校職員室連絡掲示板

NetCommonsによる学校ホームページの利用状況
現在、S‑net で運用している学校ホームページのうち、NetCommons によるものは 112 件(平
成 22 年１月末現在)となった。平成 21 年度も、NetCommons の導入を検討するための問い
合わせや登録件数は多い（資料４）。新設学校のネットワーク利用申請でも、NetCommons
による学校ホームページを利用したいとの申請があった。
センターで学校ホームページに関する研修を行うごとに、必ずサイト利用申請の問い合
わせがある。図 12 は、昨年８月に実施した「毎日更新できる学校ホームページ研修」の研
修終了後に作成されたＣ小学校のホームページである。
資料４

NetCommons による
学校ホームページ登録件数

年

度

登録件数

平成21年度

25件（１月末現在）

平成20年度

24件

図 12
Ⅳ

研修終了後に作成されたＣ小学校
ホームページ

まとめ

効率的な校務処理によって、教職員が子どもと向き合う時間を確保し、教育活動の質を改
善することが期待されている。本県でも、教員一人一台コンピュータの導入によって、この
ようなインフラ整備を実現した学校が増えてきている。県内の市町教育委員会では、教育委
員会と管内小中学校との間をイントラネットで結び、文書の配布、収集等に利用していると
ころがある。
数年前から、S‑netにおいてNetCommonsによる学校ホームページを推進しており、その成
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果は着実に表れている。また、S‑net以外でもNetCommonsと同じようなブログ機能を持つソフ
トウェアで学校ホームページを公開しているところは多い。現在では、学校ホームページが
しばらく更新されないと、保護者や地域から問い合わせがあるなど、情報発信の場としての
役割が定着してきている。
ほとんどの家庭にインターネットがつながっており、保護者の多くが携帯電話を所持して
いるという時代に、インターネットによる情報発信の方法や技術を身に付けておくことは欠
かせない。同時に、学校が保護者や地域社会に対して、何をどう伝えていくのか、情報発信
力を身に付けることも大切なことである。
ICT機器の進化は速く、多機能なものが開発されている。総務企画課情報管理班として、｢簡
単でわかりやすく、しかも効果的である｣ということをキーワードに研修・研究を重ね、校務
の情報化推進のためのサポートをしていきたいと考えている。

【参考資料】

校務の情報化を支援する様々な活用例

NetCommonsの機能をうまく使うことで、様々な形で校務の情報化を推進することができる。
以下は、その他の活用例を紹介する。
(1)

学校ホームページとしての活用
ア

携帯電話専用ホームページの利用
NetCommonsは、携帯電話専用のホームページが自動生成される。携帯からも学校ホー
ムページを閲覧することができるため、新たに携帯用サイトを作る必要がない。今は、
多くの保護者が携帯電話を所持しているため、携帯電話からも閲覧可能であれば、緊急
連絡時にも大変便利である。（図13、図14）

図 13
イ

ホームページの画面例

図 14

携帯専用サイトの画面例

子どもたちによるホームページの作成
児童会や生徒会のページ、学年・部活動のページなどを作っておき、そのページだけ
投稿できるようにしておけば、子どもたちによるホームページ作成ができる。前述にも
あるが、承認機能により、学級担任や担当教員などのチェックが入った後に公開させる
ことができる。

(2)

教職員専用グループウェアとしての活用
ア

子どもたちの様子を全職員で共有
子どもの学習記録や生活記録などの情報を、ログインしなければ表示されないページ
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に蓄積して共有化することで、学級担任や教科担任だけでなく、複数の教職員によって
きめ細かな指導が実現できる。
イ

小委員会ごとの協議
「グループルーム」の機能を利用すれば、運営委員会や分掌部会など、限られたメン
バーだけにあらかじめ議題を知らせておくことができる。メンバーそれぞれが空いてい
る時間に閲覧し、事前に意見を投稿してもらえば、短時間で焦点を絞った協議が可能と
なる。

ウ

施設予約の電子化
「施設予約」の機能を使えば、コ
ンピュータ室や会議室等が空いてい
るかすぐに閲覧でき、各自がその場
で予約することができる。予約状況
はカレンダーに反映されるため、他
の予定と合わせて見ることが可能と

図 15

施設予約の画面例

なる（図15）。

(3)

授業用グループウェアとしての活用
授業用グループウェアをコンピュータ室に構築しておけば、様々な授業での効果的な
活用が考えられる。授業のバリエーションが増え、魅力ある授業を展開することができ
る。
ア

掲示板やチャットの体験
情報モラルの授業では、掲示板やチャットを教材

として有効活用することができる。掲示板やチャッ
トへの書き込みを簡単に疑似体験できるため、実践
的な情報モラル学習を展開することができる（図
16）。
イ

アンケートの自動集計
課題把握、問題発見、ディベート、意見集約等、
授業の中で子どもたちの考えを短時間で拾い上げ、

図 16

チャットの画面例

集約提示するには、アンケート機能を利用するのが便利である。集計結果はリアルタイ
ムで表示できるため、子どもたちの考えをうまく反映した効果的な授業を展開すること
ができる。
ウ

小テストの実施
小テスト機能を利用すれば、レディネス調査や学
習の定着状況確認が可能である。小テストも自動集
計され、結果をすぐに閲覧できる。子どもたちは、
自分の結果を踏まえて、授業を振り返ることができ
る（図17）。
図 17
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小テストの画面例

エ

レポートの提出
簡単な記述形式のレポートや感想など
を提出させたい場合には、レポート機能を
利用することができる。また、提出された
レポートに、その場で評価やコメントを加
えることができる。子どもたちは、その評
価を踏まえてレポートを改善し、学習内容
を更に深めることができる（図18）。

図 18

レポート提出の画面例
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