宮城教育大学	
  技術教育専攻・情報ものづくりコース	
  2016 年度	
  卒業研究最終発表会（2017.02.10）

メモ機能を用いた校務の情報化について
e5224	
  佐藤駿太郎
(指導教員：鵜川義弘)

4．OneNote について

1．研究背景
現在の教諭は校務の多忙化により,時間に追われながら仕

「OneNote」（図 1）とはマイクロ

事を行っているという実態があり,その結果,教諭の本質である,

フトが提供している無料のデジタ

児童生徒とかかわる時間が減少してしまっている.さらに,労働

ルノートである.OneNote は枠にと

時間の増加は教諭の心身にも影響を与えており,精神疾患に

らわれずに自由にノート作りをす

よる病気休職者の割合は,統計開始の昭和 60 年から右肩上が

ることができるため,思いのままに

りに増え続けている
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.そのため,教員の仕事を減らすことはこ

れからの課題と言えるだろう.
宮城県では, 小中高と一貫して利用できる校務支援システ

テキストの配置や図の挿入などを
することができる. また,複数人が同
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時に書き込むことができる.さらに,無

ムである「みやぎモデル」を提唱している.みやぎモデルを利用

料で提供されているものもあるため,誰でも自由にダウンロード

することで,校種を超えたデータ連携が容易となり,進学や転校

することができる.これらの特徴を活かして,仙台市は OneNote

時に必要な書類を電子データとして送付することが可能となる.

を職員会議等で利用し会議時間の短縮や,会議資料の電子

これらは,年度末から年度始めにかけての教諭が最も忙しい時

化を進め,校務の情報化を進めている.実際に仙台市の公立学

期における事務負担を大幅に軽減し,児童生徒と向き合う時間

校では,職員会議の中で OneNote を使用している学校がほと

を確保することにつながる.

んどである. 複数人が同時に情報を共有できる機能を持つも

仙台市では,さらなる校務の情報化を進めるために,仙台市
教育センターにおいて「情報教育研究委員会（平成 24 年度
から）」を立ち上げ,「校務情報化推進」「ICT 活用」「情報教育
部会」の 3 つの分野について実践研究を行い,現在も研究を
続けている.

2．校務の情報化がもたらすもの
文部科学省は,ICT 機器を用いて教師の作業の効率化を図
ろうとする取り組みを推進している 2).

のとして Google スプレッドシートがあるが,
・ 仙台市ではネット環境として Google を利用できないこと
・ OneNote の方がより自由度が高いこと
などから,OneNote が選ばれている.
そこで,マニュアルを作成することで,初めて利用する教諭で
も OneNote を使いこなせるようにしたいと考えた.

4-1．作成したマニュアルについて	
 
OneNote を使うにあたっての基本となる機能の紹介を「はじ

校務の情報化がもたらすものとして

めての OneNote」として,キーワード検索や未読確認,オリジナ

・ 教職員の校務の軽減化・効率化

ルのテンプレート作成など,より便利に使うための機能の紹介

・ 児童生徒に対する教育の質の向上

を「OneNote の活用」としてマニュアルにまとめた.また,職員室

・ 学校経営の改善と効率化

に OneNote を導入する手順などを「職員室での OneNote」と

・ 児童生徒の個人情報の取扱いに配慮した

してマニュアルにまとめた.他のマニュアルと同様にダウンロー

情報セキュリティの確保
・ 情報共有・情報発信による保護者や地域との連携
といったものを挙げている.

3．研究目的

ドできるようにした 3).

4-2．OneNote for iPad について	
 
OneNote には,iPad 向けのアプリも用意されている.PC 用の
OneNote と比べ,機能の面で制限がかかるものの,会議のペー

宮城県全体で校務の情報化が進んでいる中, 筆者は,教諭

パーレス化に利用するには十分である.手軽に利用することが

の仕事の軽減を後押しできるような研究をしたいと考えた. そ

できたり,場所を選ばず利用することができたりするという利点

こで,OneNote のマニュアルを作成し,新任の教諭や,初めて使

があるため,これからの普及が進んでいくのではないかと考え

う教諭に対してのサポートをしたいと考えた.さらに,OneNote と

た.そこで,様々な機能をまとめた「iPad で OneNote」を作成し

は別に,情報を簡単にメモしたり共有したりすることができるも

た.

のがあれば,より教諭間での情報の共有を図ることができるの
ではないだろうかと考えた.以上の動機から
「OneNote のマニュアルの作成」「パーソナルデータベースの
作成」の 2 つのテーマで,研究を進めた.
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5．MySQL を用いたデータベースの作成
OneNote によって職員室内での情報の共有は進んだが,簡
単にちょっとしたことをメモしたり,メモした内容を OneNote 同様,
複数の先生で共有したりすることができるものを作成したいと
考えた.

5-1．環境の構築
PHP を使って Web サイトを作成するためには,サーバーが
必要となる.本研究では PC の中に Virtual Box という PC 仮
想化ソフトを立て,その中に Unix サーバーである Ubuntu を
構築した.そして Ubuntu の中で LAMP 環境を整え,MySQL
でデータベースを作成することとした.

5-2．phpMyAdmin の設定について
Ubuntu をインストールした後,LAMP の環境構築を行っ
た.LAMP のインストールを終え, phpMyAdmin のインストー
ルを行った.インストールについては,コマンドラインから行った.
図 2. 作成した LINE 教材

また,初期設定の URL を任意の URL に変更することで,セキ
ュリティ面での改善を図った.さらに,入力された情報やデータ
を格納するために必要なテーブルの作成,カラムごとのデータ

6．まとめ	
 
本研究で作成したマニュアルを利用すれば,初めて

型・照会順序など,各要素の設定を行った.

5-3.Web ページの作成	
 

OneNote に触れる教諭でも様々な機能を扱うことができる.こ
のマニュアルを基に職員室内におけるさらなる OneNote の利

情報を記入するための Web ページの作成と PHP によるプ

用を期待したい.データベースについては,「様々な端末から」

ログラムの作成を行った.さらに,データベースへの接続や選択

「誰でも」「簡単に」扱えるものにすることができた.今回はパー

するデータベースの指示,Web ページに表示させるカラムや

ソナルデータベースとしての作成であったが,取り上げた

IPAddress の表示などでページを作成した.

phpMyAdmin を基礎とすれば様々なデータベースの作成に

5-4．LINE 教材への応用
データベース作成の過程において,phpMyAdmin のデー
タの格納や Web 上での情報の記入・表示を活かして LINE
教材を作成することができるのではないかと考えた（図 2）.

応用することができる.本研究を基にそれぞれの目的に合った
ものが作成されることを期待したい.
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