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【要 約】 

昨年度に続き、学校ホームページ構築支援の在り方について研究した。本年度においては、専

門研修「学校ホームページ構築研修」を実施し、学校ホームページ管理担当者がNetCommonsのセ

キュリティの高さと直観的な操作による簡易性を感じ取っていることを確認した。今後の学校ホ

ームページ構築や運用が円滑に進むように、校内研修用サイトやホームページでのＦＡＱの発信

等による支援体制を確立することができた。 

【キーワード】 ＣＭＳ  ホームページ  NetCommons  信頼される学校づくり 

１ 研究の目的 

地域に開かれた信頼される学校を実現するた

め、学校には、保護者や地域住民の意見や要望

を的確に反映させ、家庭や地域社会と連携協力

していくことが求められている。そのような中、

保護者や地域住民との情報共有や児童生徒の安

全・安心情報の提供、地域への情報公開などを

行い、説明責任を果たす上で学校ホームページ

を活用した積極的な情報発信は必要不可欠であ

る。また、文部科学省が示している「『2020年

代に向けた教育の情報化に関する懇談会』最終

まとめ」では、授業・学習面と校務面の両面で

のＩＣＴの活用の推進が挙げられている。ＩＣ

Ｔの活用により、分かりやすい授業の実現、校

務支援システム導入等による校務の負担軽減が

期待される。 

本センターにおいても、平成19年度から学校

ホームページにXOOPSベースのＣＭＳを導入し

て県内の学校へ提供しており、現在、約95％の

学校がXOOPSを活用して学校ホームページを運

用している。しかし、XOOPSは、対応している

ブラウザが限られるため、タブレット端末やス

マートフォンなどを用いた校外からの迅速なホ

ームページの更新が難しいという技術的な問題

があり、学校現場から対応の要望が多く寄せら

れている。また、平成29年10月の愛媛スクール

ネット（ESnet）のシステム更新を機にセキュ

リティの強靭化等を図るため、学校ホームペー

ジも新しいシステムに移行する必要がある。 

このような状況を踏まえ、XOOPSに代わるシ

ステムとして導入を考えたのがNetCommonsであ

る。NetCommonsは、国立情報学研究所が開発し、

2005年から無償で提供されているＣＭＳで、継

続的な開発と更新が現在も行われており、安心

して使用できるシステムである。主な特徴は、

①オープンソースシステムでソースコードを公

開しているので、ユーザによるカスタマイズが

可能なこと、②パソコンからだけではなくスマ

ートフォンからもホームページの更新や編集が

簡単にできること、③平成28年８月にリリース

されたNetCommons3.0からは、レスポンシブデザ

インが採用されており、タブレット端末やスマ

ートフォンに対応し、画面表示が柔軟に調整さ

れることである。本センターにおいては、平成

24年度からNetCommonsによる学校グループウェ

アの導入とその支援について研究し、県下の学

校に提供しているので、学校への支援について

も実績のあるシステムである。安全性、操作性、

実績を総合的に考えて、導入するのに望ましい

システムであると考えた。

昨年度は、NetCommonsによる学校ホームペー

ジの構築支援の一環として、モデルサイト及び

研修テキストを作成した上で、モデル校を対象

に構築研修会を実施した。アンケート調査や聞

き取り調査を検証した結果、NetCommonsの直観

的な操作による作業の簡易化や、モバイル端末

からの更新作業が可能となったことは非常に好

評であった。一方、デザイン面や研修テキスト

に関する要望もあった。 

そこで、本年度は、専門研修「学校ホームペ

ージ構築研修」の実施に向けて、研修内容を再

検討し、モデルサイト及び研修テキストを改善



した。また、校内研修の支援として、全教職員

がホームページに関わることができるように、

「ホームページ運用研修W e bパッケージ」を作

成し、各学校において、学校ホームページの、

新しいシステムへの円滑な移行と安定した運営

ができるように構築支援を行いたいと考えた。 

２ 研究の内容 

⑴ 昨年度の取組

ア モデルサイトと研修テキストの作成

NetCommons3.0を用いて、構築研修会を実施す

るに当たり、モデルサイトを作成した（図１）。 

図１ モデルサイトのトップ画面 

NetCommonsでは、プラグインという単位で機

能がパッケージ化されている。これらを配置す

ることで、簡単にホームページを構築すること

ができる。 

モデルサイトに合わせて、構築研修会で活用

できる研修テキストを作成した。構築研修会に

参加する各校の学校ホームページ管理担当者が、

新しいシステムを理解し、円滑な構築作業がイ

メージできるように内容を構成した。

研修テキストの章立ては以下のとおりである。

小・中学校９校、高等学校１校、特別支援学

校１校の計11校をモデル校とし、管理担当者を

対象に、NetCommonsによる学校ホームページ構

築の概要についての講義と、モデルサイト及び

研修テキストを用いての実習を行った。 

イ 構築研修会の成果と課題

構築研修会後の１か月間を、参加者が各校で

ホームページ構築を行う期間とした。そして、

各校での作業状況を踏まえて、アンケートの協

力を依頼した。 

アンケートの結果、NetCommonsによる学校ホ

ームページ構築の手順及び特徴について、以下

のような肯定的な意見があった。 

○ ブログで写真をアップロードする際、

非常にスムーズになって有り難い。 

○ ＰＤＦファイルのリンクもすぐにでき

るので、ホームページの更新作業が誰に

でもできそうだ。 

○ ページ追加等の更新作業が速くなった。

○ 管理がしやすく、プラグインの追加な

どが容易である。 

実際に構築作業を行った参加者の様子からは、

NetCommonsの操作の簡易性に対する満足感、期

待感が感じられた。 

その一方で、改善点については、次のような

意見があった。 

○ 基本デザインが少な過ぎる。

○ 写真が横に並ばない点は、コラージュ

のほかに方法はないか。 

○ テキストで、利用する機会が最も多い

「ブログ」について、もう少し詳しい説

明があるとよい。 

○ アクセスカウンターの文字が大きくな

るとよい。 

○ プラグインという言葉が分かりにくい

ので、解説があるとよい。 

○ セッティングモードの切替えを何回も

する必要がある。いつ切り替えるのかが

分からなくなる。 

そこで、モデルサイトと研修テキストを再構

築するとともに、学校からの要望に応えるため

に情報を提供する必要があると考えた。 

⑵ 本年度の取組

ア モデルサイトと研修テキストの再構築

まず、７・８月にESnet接続校の4 4 3校の管

理担当者を対象として実施する「学校ホームペ

ージ構築研修」に向けて、NetCommons3.1.0を用

いて、モデルサイトを新たに作成した（図２）。 

第１章 NetCommons の基本構造 

第２章 NetCommons の基本操作 

第３章 サイト内でよく活用するプラグイン

第４章 会員管理 

第５章 複数の画像を１枚にまとめる方法 



図２ モデルサイトのトップ画面 

昨年度の構築研修会の要望に合わせて、トッ

プ画面の右エリアにアクセスカウンターを追加

した。また、不正アクセスを防ぐためにシステ

ムをカスタマイズし、一般の閲覧者が容易にロ

グインできないようにした。 

次に、研修テキストの改善を検討し、管理担

当者用の「構築研修テキスト」と一般ユーザ用

の「運用研修テキスト」に分けることにした。 

構築研修テキストの章立ては、以下のとおりで

ある。 

構築研修テキスト 

第１章 NetCommons の基本構造 

第２章 NetCommons の基本操作 

第３章 プラグインの設定と利用 

第４章 サイト内でよく活用するプラグイン

第５章 会員管理 

昨年度の研修テキストとの主な内容の変更点

は、以下のとおりである。 

○ 第２章は、管理担当者として必要な基本操

作に限定して解説した。 

○ 第３章は、「お知らせ」「ブログ」「カレ

ンダー」の内容で再構成し、プラグインの設

定方法とその利用を追加した。 

○ 第４章は、「メニュー」「新着」「アクセ

スカウンター」等のよく活用するプラグイン

について解説した。

○ 昨年度の第５章は、NetCommons3.1.0への

バージョンアップにより、写真の横並び配置

が可能になったので内容を削除した。 

運用研修テキストは、ブログや行事予定に投

稿する方法を一般ユーザが簡単に理解できるよ

うに構成したものである。章立ては、次のとお

りである。 

運用研修テキスト 

第１章 NetCommons の基本構造 

第２章 NetCommons の基本操作 

第３章 記事投稿の仕方 

第４章 行事予定の入力の仕方 

内容は、一般ユーザの操作マニュアルとして、

構築研修テキストの中から一般ユーザに必要な

ブログの投稿を中心に抽出して作成した。 

「学校ホームページ構築研修」後の参加者へ

のアンケートで、「研修テキストを構築研修用

と運用研修用とに分冊にすることにより、校内

研修に活用しやすくなるか」という質問では、

96.6％の受講者が、「当てはまる」「やや当て

はまる」と答えていた（表１）。 

表１ 研修テキストに関するアンケート 

分冊により校内研修に

活用しやすくなるか 
学校数 

割合

（％） 

当てはまる 279 63.0 

やや当てはまる 149 33.6 

あまり当てはまらない 11 2.5 

当てはまらない 1 0.2 

無答 3 0.7 

運用研修テキストは、一般ユーザが主に行う

操作に限定して解説しており、実際の操作も簡

単なので、校内研修に活用できるテキストとし

ても高い評価が得られた。 

運用研修テキストの活用により、全教職員が

積極的にホームページ更新に関わることが期待

でき、管理担当者の負担軽減につながると考え

られる。 

イ モデル校への提供・意見聴取

６月には、小学校２校、高等学校１校の計３

校をモデル校とし、モデルサイト及び研修テキ

ストを提供して、構築作業をする機会を設けた。

構築作業においての意見やアイデアを、７・８

月の「学校ホームページ構築研修」に生かすこ

とが目的であることを伝えた上でアンケートの

協力を依頼し、後日意見聴取を行った。 

 研修テキストの内容に関して、各校から共通

して「とても分かりやすくまとめられており、

作業がしやすいテキストである。」というよい

評価が得られた。しかし、改善点として、「デ



ザインと色のパターンが少ない。」「会員を一

括登録するためのインポートファイルの説明を

詳しくしてほしい。」「セッティングモードの

オンとオフの区別が付かない。」という意見が

あった。 

 これらの意見を踏まえて、モデルサイトと研

修テキストの修正を行った。デザインと色のパ

ターンの数については、システムをカスタマイ

ズすることによって、５種類から12種類まで増

やすことができた（図３）。 

図３ ページスタイルの設定画面 

会員を一括登録するためのインポートファイ

ルの説明については、研修テキストを改善し、

入力必須項目と入力内容を明確に解説すること

とした。また、セッティングモードの切替えに

対する意見への対応については、「学校ホーム

ページ構築研修」の中で丁寧に説明するように

した。 

ウ 専門研修「学校ホームページ構築研

修」の実施 

県下の公立小・中学校、高等学校、特別支援

学校、その他教育機関の管理担当者を対象とし

て、７・８月に専門研修「学校ホームページ構

築研修」を13回に分けて実施した。 

まず、NetCommonsの有用性及び特徴について

理解を深めることに加えて、ホームページ移行

に伴うセキュリティ強化について伝えることを

目的として、次の内容で講義を行った。 

NetCommonsによるホームページの特徴の一つ

として、レスポンシブデザインがある。タブレ

ット端末やスマートフォンにも対応してW e b

デザインが構成されており、閲覧時に使用する

端末の画面サイズに応じて、自動的に画面構成

が変わるようになっている（図４、５）。 

図４ パソコンでの画面構成 

図５ スマートフォンでの画面構成 

また、セキュリティ面での特徴の一つに承認

機能がある。一般ユーザが「ブログ」等で投稿

すると承認待ちの状態になり、承認権限を持つ

ユーザが承認することによって投稿する仕組み

になっている。これにより、誤った情報の発信

や、個人情報等の誤発信を防ぐことができる。 

さらに、ホームページの閲覧時に使用する通

信プロトコルを「https」に変更している。こ

れにより、通信情報が暗号化され、セキュリテ

ィを高めることができる。 

構築研修後の参加者へのアンケートで、「セ



キュリティを高めるためには承認機能が必要で

あるか」という質問では、85.7％の受講者が、

「当てはまる」「やや当てはまる」と答えてい

た（表２）。 

表２ 承認機能に関するアンケート 

承認機能が必要か 学校数 
割合

（％） 

当てはまる 181 40.8 

やや当てはまる 199 44.9 

あまり当てはまらない 53 12.0 

当てはまらない 8 1.8 

無答 2 0.5 

この結果から、承認機能に理解を示している

教職員が非常に多く、セキュリティ意識を向上

させる機運が高まっていることがうかがえる。 

次に、本センターが作成したモデルサイトを

更新していくという形式で、構築研修テキスト

の内容に沿って操作実習を行った。実習内容は、

次のとおりである。 

前

半

○ ログイン・ログアウト

○ パソコンから「ブログ」記事投稿

○ タブレット端末から「ブログ」記事投稿

○ 「お知らせ」の編集

○ 「カレンダー」の操作

後

半

○ セッティングモードの操作

○ ページの追加・削除

○ プラグインの追加・削除・設定

○ ルームのデザイン・サイト名の変更

○ 会員管理

前半は、一般ユーザがブログに投稿し、承認

権限を持つユーザが承認する流れを、パソコン

で実際に操作しながら確認した。XOOPSでは、

写真や添付ファイルは、一度W e bサーバにア

ップロードした後でブログ等に貼り付けていた

が、NetCommonsの「ブログ」「お知らせ」「カ

レンダー」では、直接パソコンからファイルを

選択して、簡単に貼り付けられることを確認し

た。 

後半は、管理担当者が新しい学校ホームペー

ジを構築する上で必要な作業を確認した。セッ

ティングモードについては、ページやプラグイ

ンの追加・削除をする中で役割を丁寧に説明し

た。XOOPSでは、ページやモジュールを細かく

編集・設定できる利点があったが、管理者メニ

ューの階層深くに入る必要があり、操作が複雑

で分かりづらかった。しかし、NetCommonsは操

作が直観的であり、プラグインやページの管

理・編集画面がセンターエリアに表示され、簡

単に操作できる構成になっている。会員の管理

についても、一括登録や役割の一括設定等が可

能であり、管理担当者にとって非常に管理しや

すいシステムであることを確認した。 

構築研修後の参加者へのアンケートで、「構

築作業が簡単にできるようなモデルサイトとな

っているか」という質問では、92.3％の受講者

が、「当てはまる」「やや当てはまる」と答え

ていた（表３）。 

表３ モデルサイトに関するアンケート 

構築作業が簡単にでき

るモデルサイトか 
学校数 

割合

（％） 

当てはまる 235 53.0 

やや当てはまる 174 39.3 

あまり当てはまらない 14 3.2 

当てはまらない 7 1.6 

無答 13 2.9 

また、「NetCommonsを利用した学校ホームペ

ージの運営によって、管理担当者の負担は軽減

されるか」という質問では、86.4％の受講者が、

「当てはまる」「やや当てはまる」と答えてい

た（表４）。 

表４ 管理担当者の負担に関するアンケート 

管理担当者の負担が軽

減されるか 
学校数 

割合

（％） 

当てはまる 184 41.5 

やや当てはまる 199 44.9 

あまり当てはまらない 41 9.3 

当てはまらない 8 1.8 

無答 11 2.5 

これらの結果から、操作実習を通して、直観

的な操作とその簡易性を実感できていることが

分かる。ホームページ構築のイメージが持ちや

すく、今後の構築作業を進めていく上で明るい

展望を持っているということが確認できた。 

また、操作の簡易性によって、構築・運用の

作業分担が可能になり、管理担当者の負担軽減

につながるという期待感が表れている。 

今後は、本センターによる支援体制を講じる

ことによって、管理担当者の更なる負担軽減を

図り、全教職員が関わるホームページ運営を目

指したい。 



エ 学校への運用支援について

ホームページ運営において、学校を支援する

観点として、構築支援と運用支援の二つが考え

られる。これまでは、主に学校ホームページを

構築するという観点から支援方法について考察

した。本項目では、運用支援の観点から、ブロ

グ等の記事編集に多くの教職員が関わることに

より、学校ホームページを活性化させる方策に

ついて考えてみたい。 

学校ホームページ構築研修の参加者へのアン

ケートで、現在の学校ホームページにおいて、

記事編集に携わっている教職員についての質問

で、「ほぼ全員」と答えた学校は4 4 3校中74校

（16.7％）にとどまったのに対し、「主に管理

担当者」と答えた学校は、2 8 1校（63.4％）に

上った（表５）。 

表５ ホームページ更新に関わっている教 

職員についてのアンケート 

ホームページ更新に関わ

っている教職員は誰か 
学校数 

割合

（％） 

ほぼ全員 74 16.7 

各学年担当者 83 18.7 

各行事担当者 51 11.5 

主に管理担当者 281 63.4 

その他 48 11.8 

（調査対象 ホームページ構築研修参加校443

校 複数回答可） 

反面、学校ホームページ運営についての校内

研修の要否に関する質問については、4 4 3校中

4 2 6校（96.2％）が、「当てはまる」「やや当

てはまる」と答えていた（表６）。 

表６ 校内研修の必要性についてのアンケ 

ート 

校内研修が必要だと思

う 
学校数 

割合

（％） 

当てはまる 317 71.6 

やや当てはまる 109 24.6 

あまり当てはまらない 11 2.5 

当てはまらない 4 0.9 

無答 2 0.5 

ホームページ更新に関わっている教職員が主

に管理担当者である学校が63.4％に上っている

にもかかわらず、ホームページ運用に関して校

内研修が必要だと感じている学校が96.2％であ

ることから、多くの教職員にホームページ運用

に携わってもらいたいという願いを学校が持っ

ていることが確認される。 

NetCommonsによる記事編集は、直観的な操作

性が特長であり、NetCommonsの導入により、全

教職員によるホームページ運営は、十分、現実

味を帯びてくる。また、全教職員がホームペー

ジ運営に関わることにより、ホームページ運営

にとどまらず、教職員一人一人の学校運営に対

する主体的な参画への意識高揚を誘引すること

が期待される。 

そのような願いや期待から、今回の研究で作

成を考えていたホームページ運用研修W e bパッ

ケージの必要性を再確認することができる。

ここでいうホームページ運用研修W e bパッケ

ージは、ESnet内に構築したインターネットに

よる校内研修用サイト（以下、「研修サイト」

という。）である。 

当サイト構築に当たり、次の５点をコンセプ

トとした。

① 全ての操作をブラウザで行うことがで

きるようにすることにより、研修の準備

の手間を最小限に抑える。 

② 管理担当者が研修講師を務められる。

③ 実際の操作を想定して実習を行うこと

により、受講者は一般ユーザが身に付け

ておくべきスキルを的確に習得すること

ができる。 

④ 楽しく実習ができ、ホームページ運用

参画への意欲を高めることができる。 

⑤ 安心して研修が実施できるよう、セキ

ュリティに配慮する。 

そこで、研修サイトの主な仕様を次のとおり

とした。 

①-1 トップページ（以下「説明ページ」

という。）から、研修テキスト及び実習

に用いる画像等のコンテンツをダウンロ

ードできる。

①-2 説明ページから、NetCommons体験用

実習サイト（以下、「実習サイト」とい

う。）へのリンクを設置する。

② 研修講師用のページ（以下、「講師用

ページ」という。）を作成し、校内研修

会運用マニュアル及び説明動画を掲載す

る。 

③-1 実習に用いるプラグインは、「ブロ



グ」及び「カレンダー」の二つに絞る。 

③-2 研修講師から指定された記事を作成

するための「ブログ」を設置する。承認

機能を付与することにより、他の受講者

の記事が反映されることなく、自分の操

作を振り返りながら練習することができ

るようにする。

④-1 応用実習として、自由に記事を作成

することができるブログページを作成す

る。承認機能を付与しないことで、他の

受講者が作成した記事をリアルタイムに

閲覧することができる。ＳＮＳのタイム

ラインのような感覚で、記事投稿・閲覧

ができるようにする。 

④-2 説明ページについても、レスポンシ

ブデザインを採用することにより、スマ

ートフォンからの投稿体験がスムーズに

できるようにする。

⑤ 研修サイト全体をＩＤ・パスワードで

保護することにより、研修校以外からの

アクセスを遮断する。

以上の仕様に従って、研修サイトを作成した。

構成は、研修サイトのトップページである説明

ページ（図６）から、講師用ページ（図７）及

び実習サイト（図８）にリンクするようにした。 

図６ トップページ（説明ページ） 

図７ 講師用ページ 



 

 

 

図８ NetCommonsによる実習サイト 

作成した研修サイトは、小学校２校、高等学

校１校、特別支援学校１校の計４校に提供し、

研究員が研修講師を務めて校内研修を実施する

ことにより、受講者の反応や講師の視点からの

研修効果等を検証した。 

参加した教職員は、４校合わせて95名であり、

研修内容は、主に、ブログの記事作成やカレン

ダーへの予定追加等のホームページ更新に係る

基本的な内容

とし、研修時

間を50分とし

て実施した。

研修講師は、

「学校ホーム

ページ構築研

修」等において、既にNetCommonsの操作に触れ

ていたこともあり、各校とも円滑な運営ができ

ていた（図９）。 

校内研修実施後の研究員へのアンケートでは、

「どの資料も扱いやすく、適切である。参加し

たほとんどの

教員が、『分

かりやすい』

『楽しい』と

いう感想を述

べるなど良好

な反応を示し

ていた。」とあり、受講者が楽しく研修に取り

組めていたことがよく伝わってきた（図10）。 

受講者に研修を楽しんでもらうことは、当研

修サイト設計の際のねらいの一つである。直観

的な操作により容易な記事投稿を可能にすると

いうNetCommonsの特長を生かし、ストレスなく、

迅速にインターネット上で記事を公開する楽し

さややりがいを実感してもらえたことについて、

研究員は手応えを感じており、研修サイトの有

用性を肯定的に捉えていた。 

また、「受講者から、スマートフォンからの

記事投稿も練習したいという要望があった。」

など、今後の学校ホームページの運用面で想定

される校外からの記事投稿の可能性を見据えた、

積極的かつ建設的な意見が自発的に現れたこと

について触れているものもあった。 

今後は、こういった、学校から湧き上がって

きた研修サイトの活用についての提言を積極的

に紹介するなど、研修成果を生かそうとする意

欲を更に喚起するような充実した校内研修支援

に努めていきたい。 

ホームページ運用研修W e bパッケージという

本センターの提案が、愛媛県の教職員一人一人

のホームページを通した開かれた学校づくりに

参画する気運の醸成につながることを期待して

いる。 

３ 研究のまとめと今後の課題 

２年間の継続研究として、NetCommonsによる

学校ホームページ構築支援の在り方を考察し、

実践してきた。 

昨年度の研究では、各校のホームページの、

XOOPSからNetCommonsへの円滑な移行に対する

支援の在り方を考察する過程において、近年の

ウェブページ閲覧環境の変化や情報セキュリテ

ィ強化の観点を重視した。モデルサイトを通し

て、閲覧者を意識したより活発なサイト活用、

そして、セキュリティ技術を生かしたより安全

なサイト管理に対する学校の意識を高められる

よう、モバイル端末による閲覧を想定したサイ

ト設計を行うとともに、改ざん防止等のセキュ

リティ面に十分配慮するなど、モデルサイトに

工夫を加えた。 

本年度行った全ESnet接続校を対象とした学

校ホームページ構築研修では、単なる操作実習

にとどまらず、そのような観点を重視した研修

内容とし、学校が活発かつ安全な学校ホームペ

ージ運営を行う上で留意すべきことについて、

研修を深めることができた。 

また、研究の過程で、校内研修支援等のホー

ムページ運用支援の重要性についての示唆を得、

校内研修用の「ホームページ運用研修W e bパッ

ケージ」として形にすることができた。 

「研修パッケージ」という考え方は、本セン

図９ 研修講師 

図 10 受講者の様子 



 

 

ターにとっては新しいものではない。これまで

も、情報関係では、「情報セキュリティ」「情

報モラル」「学校における著作権」「プレゼン

テーション教材作成」の４分野で作成し、研修

講師用プレゼンテーション資料や演習問題等を

それぞれ一つのz i pファイルにまとめ、本セン

ターが提供する資料としてホームページに掲載

している。平成27年度の作成から、計 2,681 件

のダウンロードがあり、校内研修のみならず自

己研修資料として活用いただいている（平成29

年12月５日現在）。 

ただし、今回作成したホームページ運用研修

W e bパッケージは、インターネット上の研修サ

イトとして構築したものであり、研修講師と受

講者又は受講者同士の双方向の研修が可能であ

る。研究の内容に記述したように、楽しく活発

な校内研修が、効果として得られるものになっ

ている。 

なお、本研修サイトは、ESnet上に複数設置

し、希望する学校に貸し出すという方法で提供

することとしている（貸出期間は２週間）。 

平成29年12月に行った、本センターによる全

国の教育研究所・教育センターへの聞き取り調

査によると、ＣＭＳの推奨は63機関中26機関で

あり、そのうち、NetCommonsによる学校ホーム

ページを推奨しているのは16機関である。その

全てが、研修講座や電話でのサポート、構築・

運用マニュアル作成により、支援を行っていた。

本センターでも、これまでXOOPSによるホーム

ページに関して、学校ホームページ構築マニュ

アルの提供や電話でのサポート、ホームページ

上でのＦＡＱの公開、出前講座での校内研修、

来所による構築サポート等の支援を行ってきた。 

しかし、今年度を含めた過去５年間の出前講

座による学校ホームページ運用研修の実施が、

4 7 0校を超える学校の中で、延べ33件にとどま

ることから推察できるように、全教職員がホー

ムページの更新に関わるという観点からの支援

方法については改善の必要性を感じていた。実

際に学校ホームページ構築研修でのアンケート

結果から、63.4％の学校において、管理担当者

が主にホームページ更新の業務に当たっている

という事実を確認している。 

専門的な知識や煩雑な操作を必要としないホ

ームページ更新ができるＣＭＳの導入の成果は、

愛媛県各学校のホームページ更新頻度を見れば

一目瞭然であるが、一部の教職員に負担が掛か

っているという課題はいまだ内包されている。 

ホームページ運用研修W e bパッケージといっ

たインターネット上でのホームページ実習サイ

トの提供は、教育研究所・教育センターとして、

全国で初の試みであり、この提案が上記課題の

解決につながるよう、周知、支援に努めること

が今後必要になってくる。 

また、前述したように、ＣＭＳとして、Net-

Commonsを推奨している全国の教育センター等

は16機関あるが、レスポンシブデザインを採用

しているNetCommons３を採用するのも全国初の

試みである。これは、モバイル端末からの閲覧

を意識したものであるが、こういった、時代に

即した環境づくりも教育センターの務めである

と考えている。 

研修サイトを用いた校内研修で受講者から出

た、スマートフォンでの実習を要望する意見か

らも分かるように、NetCommonsの操作を体験し

た教職員の、簡易な操作による即時的な情報提

供への期待は想像以上に高いものがある。 

今後は、ホームページ運用研修W e bパッケー

ジを活用し、上記のような教職員の要望を継続

した意欲につなげられるよう、学校の実情に応

じて、研修内容に独自の工夫を加えていくこと

が期待できる。そういった、各校の工夫を本セ

ンターが県下の学校に紹介することにより、愛

媛県全体の学校が、学校ホームページ運用を通

して、開かれた学校づくり、信頼される学校づ

くり、地域と歩む学校づくりを更に促進してい

くことを願ってやまない。 

なお、今後継続していく他の支援として、電

話・電子メールによるサポート及び本センター

ホームページによるＦＡＱの公開がある。 

既にNetCommons

でのホームページ

作成を始めた学校

からは、プラグイ

ンの表示枠を非表

示にする方法やフ

ァビコンの変更方

法、アニメＧＩＦの取扱いなど、ホームページ

構築に関する多岐にわたった質問を受けている。

これらの質問を収集、精選し、継続してＦＡＱ

図 11 ＦＡＱ 



 

 

として公開することとしている（図11）。 

しかし、ページデザインやプラグインの表示

枠のカスタマイズについては、ホームページを

構成するＨＴＭＬやＣＳＳ等の専門的な知識を

必要とするため、電話やＦＡＱでの対応は難し

い。ＦＡＱのみの対応では、分かりやすさや技

術的に挑戦してみるという意欲を喚起する点で

困難さが残ることは否めない。研修講座等、別

の手段の検討が必要となってくる。 

実際、松山盲学校から、画面の背景色を黒に

できないかという内容の相談があった。白地を

バックグラウンドにした標準の設定では、弱視

の方にはまぶしすぎるため、見えづらく、閲覧

の際に目が疲れるという理由からである。 

このことについては、本センターで対応する

こととしたが、松山盲学校以外にも、様々な理

由からデザイン等のカスタマイズを必要として

いる学校は少なからずあると推察している。 

デザインのカスタマイズ等のホームページ構

築に関する問題は、学校にとっては喫緊のもの

であり、全世界に外部公開することを考えれば、

先送りすることはできない。 

今回の研究の過程で作成した、校内研修用の

「ホームページ運用研修W e bパッケージ」では、

研修講師用に説明動画を利用したが、文面だけ

では伝えづらい事柄も動画を交えれば伝わりや

すくなる。様々なメディアを活用できるのがイ

ンターネットの強みであり、適切に活用するこ

とで、研修体制の可能性が広がる。 

今後は、ホームページ運用研修W e bパッケー

ジという、学校ホームページの活発な運用を目

的としたインターネット上の研修システム構築

の経験を生かし、テレビ会議システムの利用も

含め、インターネットの利点を活用した研修の

在り方について、考察を深め展開することによ

り、愛媛県教職員の資質向上の一翼を担ってい

けるよう研究に努めたい。 

 

主な参考文献 

○ 2020年代に向けた教育の情報化に関する懇

談会「『2020年代に向けた教育の情報化に関

する懇談会』最終まとめ」文部科学省 2016 

○ 忽那浩 山本浩二 小山清 白方良憲 

 國久保浩二「校務の情報化を推進するための

学校支援の在り方－学校グループウェアの導

入を支援する取組を通して－」『教育研究紀

要第80集』愛媛県総合教育センター 2014 

○ 山本浩二 杉村英樹 國久保浩二 

 渡部浩二 野村竜也「教育の情報化を推進す

るための学校支援の在り方に関する研究 

－校内研修・自己研修を支援する取組を通し

て－」『教育研究紀要第82集』愛媛県総合教

育センター 2016 

○ 杉村英樹 谷山伸司 平井敬浩 渡部浩二 

 野村竜也「学校ホーム―ページの構築支援－

XOOPSからNetCommonsへの移行－」『教育研究

紀要第83集』愛媛県総合教育センター 2017 

 

 


