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§研究動機 

 平成23年度後期 「教育情報科学」にて「大学授業にお
けるTwitterクローンの導入による効果」という論文を読
み, SNSの授業への活用に興味 
 

 平成23年度卒業生 末岡泰地氏の「HTML5による学習
支援教材の環境開発」を参考にマルチメディア的な要
素をシステムに組み込みたいと考える 

 

理科の実験授業支援サイトの開発に応用してみよう 

 

 

 



§研究動機 

どんなWebシステムが必要か？ 

 管理者(大学教授)が容易にWebサイトを作成 

 コメント機能やSNSをつけ議論の活発化を行えるもの 

 ポートフォリオとして活用できるもの 

 メンターを設定したもの 

 クラウドでデータのやり取りができるもの 

 

CMSとクラウドを利用 



出力 

§CMSとは 

通常のWebページ作成 

CMS利用 

Webページ管理者 

Webページ管理者 

HTML作成 

アップロード作業 

プレビュー確認 

エディタ等 HTMLファイル 画像ファイルなど 

ファイル転送ソフト Webサーバ 

アップロード 

Web上に公開 

テストページ ブラウザ 

読み込み 

Webサーバ Web上に公開 ブラウザ 管理作業を実施 

Webアプリケーションとして動作 

フォームで指示を出す 

デザイン・機能の選択 
テキスト入力 
画像ファイルなどの場所指定 
プレビュー確認 

HTMLタグやディレクトリ構造の知識 

HTMLファイルの作成やファイル転送の労力 

フォーム上でレイアウトを選び 

テキストと画像を選択するだけ 



§NetCommonsについて 

 国立情報学研究所が開発 

 PHP, MySQL上で動作するCMS 

 「ネット上で共有財産・共有知(コモンズ)を築く」が由来 

 30以上のモジュール(機能)を同梱 

 多種多様なWebサイトを短時間で構築可能 

 NetCommons上のサイトは 

 パブリックルーム(外部に公開) 

 グループルーム(登録ユーザのみにアクセス可) 

 プライベートルーム(本人のみアクセス可) 

 の三種に分類 

 



§クラウドについて 

インターネット 

アプリケーション データ データ データ データ アプリケーション アプリケーション アプリケーション 



§クラウドの利用形態 

プライベートクラウド 

インターネット イントラネット 

パブリッククラウド 



§クラウドの例 

SkyDrive Google Drive Dropbox 



§Dropbox 



§システム開発の背景 

   多くの小学校教員 

   理科授業 苦手・不得手 

   「実験・観察」の指導に特に苦労 

   ⇒授業準備に割く時間が乏しい 

 

   

学校現場の教諭が学生への支援 
＋ 

学生の授業実践が現場の教諭への支援 



§システムの効果 

学生 メンター 

理科の実験授業指導案の作成・提案 

学校現場からのアドバイス・コメント 

授業力、教材作成力、実験指導力の向上 



§システムのコンテンツ 

 学生が扱うコンテンツ 
 授業資料, 参考資料 

 (ドキュメント, PDF, PPT, 画像…) 

 ノート, メモ 

 (テキスト, ドキュメント, 表, 画像…) 

 実験データ 

 (テキスト, 表, 画像, 映像) 

 レポート 

 (ドキュメント, PDF, PPT, 画像…) 

 教材資料 

 (PDF, 画像, 映像) 

 指導案 

  (ドキュメント, PDF) 

 



学生 学生 

§システム利用の流れ(1) 

グループページ 個人ページ 

学生 

学習の協働化 

学習コンテンツの蓄積 
・授業資料、ノート 
・実験データなど 

共有するコンテンツ 
・教材資料 
・指導案など 

管理者 

資料 

講義資料 
実験資料 

～アップロード～ 



学生 メンター 学生 

§システム利用の流れ(2) 

グループページ 個人ページ 

学生 

学習の協働化 

学習コンテンツの蓄積 
・授業資料、ノート 
・実験データなど 

コンテンツの共有 
・教材資料 
・指導案など 

管理者 

資料 

講義資料 
実験資料 

～データ閲覧～ 



学生 メンター 学生 

§システム利用の流れ(3) 

グループページ 個人ページ 

学生 

学習の協働化 

学習コンテンツの蓄積 
・授業資料、ノート 
・実験データなど 

共有するコンテンツ 
・教材資料 
・指導案など 

管理者 

資料 

講義資料 
実験資料 

～ダウンロード～ 



学生 学生 

§システム利用の流れ(4) 

グループページ 個人ページ 

学生 

学習の協働化 

学習コンテンツの蓄積 
・授業資料、ノート 
・実験データなど 

共有コンテンツ 
・教材資料 
・指導案など 

管理者 

資料 

講義資料 
実験資料 

～コメント～ 

メンター 

コメント 
アドバイス 

コメント 
アドバイス 

コメント 
アドバイス 



サーバー 
(Apache) 

クラウド
(検討中) 

§実施環境の全体像 

データ 
同期 

大学 

学校 

データベース 
(MySQL) 

支援
利用 



§開発環境 

OS 開発言語 

Ubuntu 13.04 
PHP 

HTML5 
MySQL 



§中間までの取り組み 

7月 言語の学習・習得 

  機能・システムの検討 
 

8月 システムの設計・開発 

  データベースの学習 
 

9月 プログラムの作成 
 

10月 中間発表 



§参考文献・サイト 

 IT用語辞典 e-Words http://e-words.jp/ 

 IT用語辞典バイナリBINARY http://www.sophia-it.com/ 

 Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki 

 ソニービジネスソリューション株式会社 
プライベートクラウドサービス マネージドイントラネット
http://www.bit-drive.ne.jp/managed-intranet/articles/privatecloud/ 

 京都大学情報環境機構  
http://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/ja/services/whs/support/use_cms.html 

 自宅サーバの道しるべ http://coelacanth.dip.jp/web_outline.php 
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