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１．はじめに 
 
 本報告書は，平成１４年度，１５年度の教育改善推進費（学長プロジェクト経費）によ

る，「e-Learning 実験プロジェクト」発展系として，「アジア諸国等におけるＩＴを利用し

た遠隔教育プロジェクト」として平成１６年度，１７年度の２ヶ年計画で実施された，本

学とアジアの中でもＩＴ先進国の韓国，なかでも本学と同じ目的を持つ「晋州教育大学校」

との間での遠隔教育のシステムを構築しようとするものである。この構想の背景には，過

去 9 年に渡って絶えることのない教員の研究交流，学生・院生の交換留学の実績があるこ

とを忘れることはできない。 
 遠隔教育と言えども，インフラの整備だけで事が進展するなら，簡単なことであるが，

このインフラを活用し，発展・進化させて，双方に大きな成果を産み出して行くには，学

生，院生，教員，ならびに事務職員の間での信頼関係が不可欠である。この信頼関係を作

りだし，継続させて行くには，本学の関係者と晋州教育大学校の関係者の日常的・恒常的

な交流の確立・維持が前提となる。この前提がなければ，「仏創って魂いれず」になってし

まうことは火を見るより明らかである。 
 本報告は，大学－附属学校の連携を基盤として，本学と晋州教育大学校の間でのインタ

ーネットなどの情報通信手段の教育的活用に関する基礎的的研究の主な実践の概要とその

成果についての報告である。 
 本研究は，経費の一部が平成１７年度から採択されたので，平成１６年度の進展は緩や

かであったことは否定できないが，人的な交流の進展に伴い，平成１７年度は急速に進展

した。 
 その具体的な活動については，本編に詳しく述べられているので，ここでは述べないが，

これまでの取組は教育システム情報学会で発表し，企業のＢｌｏｇでも紹介されて一定の

評価を受けている。 
 また，本活動の中心である晋州教育大学校との共同研究の第一段階として「ＩＴを活用

した実践的遠隔（e-Learning)」として提案し，具体的準備作業の段階に到っている。これ

らの活動は，本学の身の丈に会った活動で，規模は大掛かりではないが，着実な研究活動

であるので，今後の取組の継続性を期待するものである。 
 

プロジェクト代表（理事・副学長）鈴 木 眞 雄 
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１．はじめに 

 

本書は，平成 16 年度(2004 年度)と 17 年度(2005 年度)の 2 年に渡って行ってきているプロジ

ェクト経費(学長裁量経費)「アジア諸国等における IT を利用した遠隔教育プロジェクト」(本プ

ロジェクト)の報告書である。 

本プロジェクトは，平成 14 年度(2002 年度)と 15 年度(2003 年度)に行われた教育改善推進費

(学長プロジェクト経費)による「E-Learning 実験プロジェクト」(前プロジェクト)を発展させたもの

である。 

前プロジェクトについては，「E-Leaning 実験プロジェクト 平成 16 年度 教育改善推進費(学長

裁量経費)学長プロジェクト(最終報告)」(2004)等にまとめているので，これを参照いただきたい。 

前プロジェクトにおいて，研究チームが構築した SWMS(School Web Management System)は一

定の成果を挙げた。本プロジェクトにおいては，SWMS を活用することはもちろん，より高度な

e-Learning システムの活用を目指した。すでに前プロジェクトにおいて，附属岡崎中学校等で国

内での遠隔教育に活用し，続いて附属岡崎小学校で米国バリス校との交流訪問等で活用する

ことができた。しかしこれらは限定された期間であり，効果が高いとは考えられたものの，恒常

的な利用ではなかった。 

 

２．目標 

 

本プロジェクトでは，大きく 2 つの目標を設定した。 

まず，本プロジェクトでは，特にアジア諸国等における遠隔教育に活用することを目指した。

これは，特に本学と親密な関係を既に有する晋州教育大学校との国際交流において，新しい展

開ができるのではないかと考えたのである。 

次に，恒常的な利用を目指すことにした。そのため，より高度な e-Learning システムを導入し，

これを大学ならびに大学院の授業で活用することとした。 

 

３．SWMS と「かきつばた III」 

 

前者については，平成 16 年度(2004 年度)には旅費の予算が認められなかったため，やや苦

戦を強いられた。 



一方，後者については平成 16 年度(2004 年度)後期から新しいシステムの運用にこぎつけた

(図 1)。私たちはこれを「かきつばた III」(以下「かきつばた」)と呼称した。こちらは小さなト

ラブルはあったものの，順調に運営は拡大し，平成 17 年度(2005 年度末)でおよそ 600 名の学

生と 30 以上の授業において活用した。なお，平成 18 年度(2006 年度)前期もすでに 10 の授業

で活用中である。 

この中には，平成 17 年度(2005 年度)後期に、現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代

GP）「外国人児童生徒のための教材開発と学習支援プログラム」でも「かきつばた」を活用し

た。 

さらに，平成 18 年度(2006 年度)より新設された，後期 6 年一貫コースでも「かきつばた」を

活用する予定である。 

 

 

図 1.かきつばた III 

 

一方，前プロジェクトの成果も健在である。平成 17 年(2005 年)8 月に，附属岡崎中学校及び

額田町立額田中学校のマレーシア国スリ KL 校訪問において、SWMS(School Web Management 



System)として構築してきたシステムを活用して「スリ校からのこんにちは」と題した実践を行っ

た。交流訪問の様子を教員がインターネットの Web ページに掲載した。1 週間程の期間に中学

生の保護者等でおよそ 2,000 回もの閲覧を記録した(図 2)。 

 

 

図 2．スリ校からこんにちは 

 

コメントが生徒や保護者から多数寄せられた。また交流先のホームスティの家族や行政のス

タッフ、旅行会社のスタッフ等からもコメントが寄せられた。少しだけ引用する。 

「すごい時代ですね。数時間前の海外の事が、日本で居ながらにして見る事が出来る。そ

れも、ニュースでなくローカルな事が。」 

「毎日、パソコン開くのが楽しみです。」 

「おかげさまで、まったくパソコン嫌いだった私ですが、ちょっとパソコンとなかよくなれまし

た。」 

 

４．ブレンデッド・ラーニングとコミュニケーション 

 

e-Learning における大きな研究の流れとして，現在はいわゆるブレンデッド・ラーニングと呼

ばれるものに注目が集まっている。これは，e-Learning さえあれば，対面での学習がまったく



必要となくなるのではなく，対面での学習と e-Learning を適切に組み合わせることによって，よ

り効果的な学習をもたらすとする考え方である。 

本プロジェクトでは，こうしたブレンデッド・ラーニングの立場を強く取った。そのため一層，

旅費が認められなかったのは痛かった。 

また，本プロジェクトでは，前プロジェクトから引き続き，e-Learning における学習支援でのコ

ミュニケーション形態として，不特定者から不特定者によるものに注目してきた。これは，教授

者から受講者への一方通行ではなく，受講者やその他の参加者が相互に関わりながら学習を

進めていく形態である。前プロジェクトでは，保護者等の参加として実現している。これは例え

ば大学における市民参画等とも大きく関係を持つことが考えられる。 

 

５．晋州教育大学校 

 

 平成 17 年度(2005 年度)になると，待望の旅費が認められた。 

 私たちは，韓国 晋州教育大学校，教員大学校等を相次いで訪問，特に晋州教育大学校と

は e-Learning システムを用いた実践を協力して行うことを合意した。その魁として，韓国 晋州

教員大学校との平和交流プログラム「日韓教育文化通信使」においても，学生が主体となっ

て SWMS を活用した(図 3)。 

 

図 3. Mission To Korea 2005 

 



平成 18 年(2006 年)5 月末に同校学生が本学に，9 月に本学学生が同大学を訪問することを

予定しており，現在鋭意準備中である。 

 平成 14 年度(2002 年度)からサーバ等に使用してきたコンピュータは，所々で老朽化が目立

つようになっていた。一度はリプレイスしたものの，「かきつばた III」の利用が進むにつれて，

処理能力の不足が顕在化してきた。その結果，平成 17 年(2005 年)８ 月には，システムへの過

負荷と思われる要因で，メインのサーバが全面的に停止するという事態が起きた。幸いバック

アップ機があり，即日復旧できたものの，そのバックアップ機をバックアップする機はもうない

という状態が半年ほど続いた。 

 平成 18 年(2006 年)3 月に，様々な支援を受け，サーバ機を更新することができた。現在は

この新しいサーバ機への全面的な移行を準備している。 

 

６．今後の展開 

 

 今後このプロジェクトは，e-Learning を構築するという段階を終え，これを本格的に活用すると

いう段階に入るつもりである。すでに挙げたような 6 年一貫コースや，また市民参画型コーディ

ネータ会議に基づく総合演習等でも活用を計画している。後者については，ある県立高等学校

と協力して行うことになっている。 

 e-Learning システムそのものは，極端に言えば，お金さえあれば誰でも構築できるものになっ

てきた。しかし私たちが目指すものは，その先にあるものである。最後に，前述のスリ KL 校の

実践から，ある保護者の方のコメントを掲載する(一部文章を整えました)。 

 

 何とかおばあちゃんにも見せたいと実家に走りました。祖母のところはイン

ターネットがちょっと遅いので，私が「もう早く写ってよ。」と言うと，祖母が

「遠いところにいるからそんなに早く写らんでしょう。」と。画像を見ると「地

球のあっちゃにいるのに，ありがたいねえ。世の中変わったんだねえ。」と

感嘆。こんな反応でした。ほんとうにお忙しい中毎日アップしていただきあり

がとうございます。朝起きてすぐ開いています。 

 スリ校との交流が楽しく有意義になりますことを祈って。 

 

 私たちは，e-Learning が，既存の教育を代替するものだとは考えていない。既存の教育をよ



り充実させるものだと考えている。 
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e-Learning システムによる国際交流の支援 
 

情 報 教 育 講 座 

江 島 徹 郎 ・ 梅 田 恭 子 ・ 野 崎 浩 成 

 

 筆者らは，2002 年度より主に学長裁量経費を用いて e-Learning に関する研究を行ってき

た。まず Blog を中心に不足する機能等を追加した SWMS と呼ぶシステムを開発した。これ

により本学附属岡崎中学校や小学校等における実践研究に用い，一定の成果を収めること

ができた。特に附属岡崎中学校や額田町立額田中学校のものはマレーシアのスリ KL 校との

交流訪問を支援した。また本学の大韓民国 晋州教育大学校との交流「Mission to Korea 

2005」においても，このシステムを用いて学生の活動を支援した。 

次に本格的な e-Learning システムを用いて大学の授業に用いた。また「外国人児童生徒

のための教材開発と学習支援プログラム」においてもこのシステムが用いられている。次

に，晋州教育大学校と本学における交流においても，このシステムを活用した活動が計画

されている。 

 

１．背景 
 

 筆者らは 2002 年度より主に学長裁量経

費を用いて e-Learning に関する研究を行

ってきた。 

 

 e-Learning と遠隔教育は，そもそもの定

義が異なるが，e-Learning を遠隔教育の一

種と捉える向きは多いと考えられる。 

 遠隔教育の最初のものははっきりしない

が，1830 年代に米国で「独立学習」と呼ば

れたもの等がある。これらは，物理的な距

離が離れている等して通学することが難し

い受講者に対しても教育を可能とするもの

である(Moore et. al，1996)。 

 初期の e-Learning の研究も，この流れを

汲み，まさに物理的な距離を超えて学習を

可能とするとするものが多かった。特にビ

ジネスにおいては，これによるコストの削

減に注目したものも多かった。 

 しかし近年，特にわが国ではこうした考

え方はやや後退し，Blended Learning と呼

ばれるものが多くなってきたようである。

これは，従来型の対面式による授業も運営

する中で，さらに e-Learning を活用して，

学習の質的な向上を図ろうというものであ

る(岡本ら，2004)。 

 

 2005 年度のデータによると本学の学部入

試の合格者は，愛知県・岐阜県・三重県の

東海三県で 895 名に上り，全合格者 1021 名

と比べると約 88%に達している。すなわち

本学は全国から学生を集める大学と言うよ

り，地域に密着して教育を行う大学と考え

られる。 

 こうした中で，本学の目指す e-Learning

は，いわゆる遠隔教育というより，Blended 

Learning と考えるのが自然である。 

 よって筆者らは，この考えに立ち，本学

における e-Learning のあり方を中心とし

て研究を行ってきた。 

 

２．経緯 
 

２．１．SWMS から 

 

筆者らは，Six Apart 社の Movable Type

という Blog のシステムを中心に，不足する

機能などを追加で開発して構成し，これを

SWMS(School Web Management System)と呼

称した(野崎ら，2003)(江島ら，2003)(梅田

ら，2003)(Umeda et al.，2003)。 

このシステムを，附属岡崎中学校の追究

旅行や附属岡崎小学校の米国バリス校交流

訪問，さらに附属岡崎中学校と額田町立額

田中学校におけるマレーシア スリ KL 校訪

問で活用してきた。これらの実践は，いず

れも e-Learning のシステムがなければ行

えないというものではない。しかし

e-Learning を用いると，より充実した教育

が行えるということを目指したものである。 

これらについては，別途報告書等にまと



めているのでご覧いただきたい(平田ら，

2005)。 

またこれら実践は，Six Apart 社の Web

でも紹介された。 

 

２．２．「かきつばた」へ 

 

 筆者らは，SWMS が一定の成果を挙げたと

考え，さらに次のステップとして本格的な

e-Learning システムを導入することとした。 

 そこで 2004 年後期より，moodle と呼ば

れるシステムを採用した。moodle を採用し

た理由は概ね以下の通り。 

(1) フリー(正確には GNU GENERAL 

PUBLIC LICENSE による)のシステ

ムであり，初期コストを比較的低

く抑えることができる。 

(2) 比較的安価なハードウェアで

動作させることができるよう設計

されており，ランニングコストも

比較的低く抑えることができると

期待できる。 

(3) すでに評価の高い e-Learning

システムである WebCT を開発した

スタッフにより基本的なシステム

が設計されており，期待できる。 

(4) 当初より多国語対応がされて

おり，筆者らが国際交流での活用

を視野に入れていたことから，向

いていると考えられる。 

 

 筆者らはこれを「かきつばたⅢ」と呼称

した。 

 当初授業 4 つ程度での活用を行い，提示

資料のアップロードや，受講者との課題の

やり取り等に利用した。また一部の授業で

は受講者間の相互評価や試験等でも活用し

た。 

 2005 年度は 18 の授業で 500 名以上の受

講生に活用しており，その中には現代的教

育ニーズ取組支援プログラム（現代 GP）に

採択された「外国人児童生徒のための教材

開発と学習支援プログラム」によるものも

含まれている。ここれでは系・課程・専攻

や年次の異なる受講者や教員が，相互にコ

ミュニケーションを持ちながら授業を推進

することに活用されている。 

 当初用意したハードウェアは，筆者らの

予想を遥かに超える利用の広がりに対応で

きず，2005 年 8 月により高機能なハードウ

ェアに置換した。 

 

 
図 1 : 「かきつばたⅢ」の画面 

 

 

３．国際交流と e-Learning 
 

３．１．Mission to Korea 2005 における

活用 

 

 近年，学校の情報化ならびに国際化への

対応が広く求められている(文部科学省，

2004)。 

すでに筆者らは，上記のように附属岡崎

小学校や中学校において，国際的な交流を

視野に入れた e-Learning の活用を行って

きた。しかしこれらは，いずれも短期間で

の活用であり，長期に渡るものではない。

また筆者らは，附属学校園にはそれぞれ事

情もあり，長期的な活用を行うには色々と

困難な点も多いと考えた。 

そこで大学における e-Learning の活用

を検討することにした。 

 少し順序が前後するが，まず附属岡崎小

学校や中学校での実践で使われた手法を再

度大学に用いることにした。 

 2005 年 5 月 10 日から，大韓民国 晋州教

育大学校との交流事業「Mission to Korea 

2005」の実践を支援することを目的として，

上記システムを活用した Blog を設置し，学

生らのコミュニケーションを円滑に行うた

めに利用した。 



 

 
図 2 Blog「Mission To Korea 2005」 

 

 

３．２．教員養成における e-Learning の活

用を目指して 

 

 国際的な視野を持ち，情報化に対応でき

る教員の養成が求められていることは議論

を待たない。 

 筆者らは，これらに対応するために，「か

きつばたⅢ」を活用することを検討した。

そこで，すでに大韓民国 晋州教育大学校と

本学で行われている交流事業に着目し，こ

れと e-Learning によって，上記のような教

員の養成が可能であると考えた。 

 そこで基本的な考え方をまとめ，2005 年

5 月 19 日に，訪日された大韓民国 州教育

大学校 李榮晩先生に「IT を活用した実践

的遠隔教育(e-Learning)」として提案【別

紙参照】を行った。 

 これを李先生が持ち帰られて検討された

結果，筆者らは 8 月 21 日(日)～24 日(水)

と 9月 9日(金)～11 日(日)の 2回に渡り訪

韓することになった。 

 訪韓の目的は次の通り。 

(1) 筆者らが晋州教育大学校と本

学で行われている交流を把握する。 

(2) 晋州教育大学校の教員と事業

の可能性を検討する。 

 これら訪韓により，筆者らは以下のよう

なアウトラインを描くに至った。 

(1) 日韓の大学生が相互に連携し

てひとつの授業を完成させる。こ

れにより受講者は，それぞれの国

の文化や習慣，教育等の違いをお

互いが理解することができ，国際

化の推進に貢献する。 

(2) 上記を支援するシステムとし

て e-Learning を用いる。これによ

り受講者は，一定の水準の情報リ

テラシーを得ることができ，情報

化の推進に貢献する。 

 

 
図 3 ： 大韓民国 山清初等学校で授業をす

る本学学生たち 

 

４．今後の展開 
 

2006 年度は，これまでの経緯を踏まえ，

これら国際交流を実際に行う年度と位置付

けている。 

すでに情報教育課程の学生1名が2006年

3月から大韓民国 晋州教育大学校への留学

を決定している。この学生は「Mission To 

Korea 2005」の Blog でも中心的な役割を果

たしている。 

また e-Learning システム「かきつばた

Ⅲ」は，2006 年 3 月にさらにハードウェア

を増強することが決まっている。また設置

場所等も変更する予定である。現在この準

備中である。 
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IT を活用した実践的遠隔教育(e-Learning) 

別紙 

企画案 
 

愛知教育大学 情報教育講座 野崎浩成・江島徹郎・梅田恭子 

 

 

 

１．目的 

 多文化共生教育について幅広い視野を持つ教員の育成 

 

２．時期 

概ね 2005 年 9 月～2008 年 3 月まで 

 

３．場所 

大韓民国 晋州教育大学 等と本学ならびに本学附属学校園 

 

４．内容 

インターネットを利用した e-Learning システム(SWMS : School Web Management 

System)等を活用した交流と授業実践 

 

本学の学生(主に大学院・学部の連携による６年一貫コースの学生)から選抜さ

れた数名程度が，貴大学の学生と協力して授業実践を行う。 

そのための指導案等の作成に e-Learning システム等を活用する。 

 

指導案
（授業計画）

授業
（大韓民国・日本）

晋州教育大学
学生

愛知教育大学
学生

コラボレーション

 

    
 



 
 

５．予算とその根拠 

本学 学長裁量経費 

公募「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」3年以内，30,000 千円以内 

 

６．参考 

(1) 野崎浩成他，附属学校と大学との学術的交流の強化を目指した E-Learning 実

験プロジェクト，教育システム情報学会 第 28 回 全国大会 講演論文集，

pp89-90(2003) 

(2) 江島徹郎他，学校の生徒や保護者専用の Web ページシステムの開発と，それ

による交流の実践，教育システム情報学会 第 28 回 全国大会 講演論文集，

pp93-94(2003) 

(3) 梅田恭子他，SWMS を用いた中学校の追究旅行のための Web サイト作成とその

実践，教育システム情報学会 第 28 回 全国大会 講演論文集，pp97-98(2003) 

(4) Kyoko Umeda, Tetsuro Ejima et al. “A Development of a School Website 

Management System and a Trial during the Investigation Trip of a Junior 

High School”, Proc of ICCE2003,pp770-774 (2003) 

 



 

 

 

 

 

 

４．アジア諸国等における 

IT を利用した 

遠隔教育プロジェクト 

最近の展開 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木眞雄(学校教育講座) 

大西研治・宮川秀俊・清水秀己(技術教育講座) 

佐々木徹郎 飯島康之(数学教育講座) 

安本太一・野崎浩成・江島徹郎・梅田恭子 (情報教育講座) 

 



2005/06/24 

アジア諸国等における IT を利用した遠隔教育プロジェクト 
最近の展開 
 

鈴木眞雄・大西研治・宮川秀俊・清水秀己・佐々木徹郎 
飯島康之・安本太一・野崎浩成・江島徹郎・梅田恭子 

 
１．晋州教育大学校との交流 
 
2005 年 5 月 10 日 晋州教育大学校とのコラボレーションを目的とした Blog を開設 

 
2005 年 5 月 18 日～24 日 MISSION IN KOREA 2005 

晋州教育大学校 教員等 10 名が訪日 
2005 年 5 月 19 日 訪日された晋州教育大学校 李榮晩先生に「IT を活用した実践的

遠隔教育(e-Learning)」としてご提案【別紙参照】 
2005 年 6 月 4 日 晋州教育大学校より，8 月 21 日～24 日ならびに 9 月 7～9 日の

日程で訪韓の打診 
2005 年 6 月 7 日  第１回全体会議 
2005 年 6 月 21 日 第２回全体会議 
 
２．情報システムの展開 
 
本申請では e-Learning システムとして”moodle”を採用している。これは国際規格に準拠

し多くの大学等で使用されているものである。また Blog には”Movable Type”を採用してい

る。これはもっとも広く使われている Blog システムであり，@nifty 等も採用している。 
2005 年 4 月   e-Larning「かきつばた III」の前期授業での運用を開始する。 

http://www.et-lab.ics.aichi-edu.ac.jp/moodle/ 
2005 年 6 月 13 日 Movable Type の開発元であるシックスアパート社の Blog に学

長裁量経費「E-Learning 実験プロジェクト」の附属岡崎小学校



2005/06/24 

での実践が紹介される。 

 
2005 年 6 月 22 日までの使用状況は以下の通り 

授業数 10 学生数 292 名  教員数 7 名 
アクセス数 1 学生あたり週 1 回以上使用している 

 



2005/06/24 

 

 
 
５．予算とその根拠 

本学 学長裁量経費 
公募「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」3 年以内，30,000 千円以内 

 
６．参考 

(1) 野崎浩成他，附属学校と大学との学術的交流の強化を目指した E-Learning 実

験プロジェクト，教育システム情報学会 第 28 回 全国大会 講演論文集，

pp89-90(2003) 
(2) 江島徹郎他，学校の生徒や保護者専用の Web ページシステムの開発と，それ

による交流の実践，教育システム情報学会 第 28 回 全国大会 講演論文集，

pp93-94(2003) 
(3) 梅田恭子他，SWMS を用いた中学校の追究旅行のための Web サイト作成とそ

の実践，教育システム情報学会 第 28 回 全国大会 講演論文集，pp97-98(2003) 
(4) Kyoko Umeda, Tetsuro Ejima et al. “A Development of a School Website 

Management System and a Trial during the Investigation Trip of a Junior 
High School”, Proc of ICCE2003,pp770-774 (2003) 

 



 

 

 

 

 

 

５．晋州教育大学校附設初等学校での

授業実践報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐方 貴文(大学院 学校教育専攻 総合教育開発分野 国際理解教育領域) 



晋州教育大学校附設初等学校での授業実践報告 

大学院 学校教育専攻 

総合教育開発分野 国際理解教育領域 

１年 ２０５M０３３ 佐方 貴文 

１、国際交流授業実施の経緯 

 昨年の UNESCO 支援による派遣の準備段階において、教育大生ならではの交流のあり

方を模索していたところ、韓国の小学校で授業をしてみてはどうかという思いつきから

始まった。 

 昨年は文部省唱歌である「もみじ」を題材にして、国が違っても美しいものを感じる

心は同じであるということを音楽の授業を通して伝えた。今年はさらにそれを発展させ

るかたちで国際理解教育の授業を実施した。 

 

２、主題と主題設定の理由 

 今回、授業をするにあたり「一緒にいるのに・・・」という主題を設定した。取り上

げた資料は、日本人学生と韓国人学生という異なる文化を持つ二人が共同生活をしてお

り、そこで生じた感覚のずれにより、結局二人は距離を置いてしまうというものである。 

 現在の日韓関係は、民間レベルでは急速に近づきつつある。しかしながら、政治や歴

史問題など問題は山積みでるのが現実である。そんな中、これからの日韓関係を担う子

どもたちに色眼鏡をかけてお互いの国や人を見るのではなく、自分の目で見て考え、判

断できる子どもを育てたいという理由からこの主題を設定するに至った。 

 

３、授業の実際と反省 

 実際に韓国の小学校で教壇に立つことは想像以上に緊張した。それに輪をかけるよう

に言葉の問題が重くのしかかった。一年間の留学経験があり、日常会話においては問題

はなかったものの、授業をするにはまだまだ言語能力が足りないと痛感した。児童の発

言を受けて、それに的確に反応するのが非常に難しく、自分の思うように授業を誘導で

きなかった。しかし、普段の授業とは違った特殊な状況下ではあったものの、子どもた

ちは大きな声で文章を音読したり、積極的に発言をしてくれた。 

 

４、よりよい交流授業を目指して 

 授業終了後、５年１組の担任の先生と少し話す機会を得た。その中で、担任の先生は、

言葉の関係上うまく伝わらない部分があったり、わかりにくい部分もあった、この授業



案で私が授業をしていたらもっとスムーズに流れたかもしれないとおっしゃっていた。

この言葉を受けて、授業の質を保ち、伝えたいメッセージを正確に伝えるためには、必

ずしも私が授業をしなくてもいいのではないかということに気がついた。やはり、一つ

の授業を考える時、掲げた目標を子どもたちにうまく伝えることが一番重である。それ

を実現するには、韓国の先生と共同で授業案を作成し、韓国の先生が授業をするという

かたちがあるべきではないかと感じた。これから、さらにこの交流授業を発展させてい

くためには、持ち寄ったものを披露するという段階を越え、韓国側と日本側の「共同作

業」がキーワードになるのではないだろうか。 

 

５、この授業から学んだこと 

 海外で教育実習をするということは、言葉はもちろん、声のトーン、顔の表情、手振

り身振り、体を総動員して自分のメッセージを伝え、相手を受け入れようと必死になら

なければならず、一つ間違えば誤解や不信感を生むことにもつながりかねない。常に真

剣勝負と言える。全く同じことが日本で教壇に立つときにも言える。同じ言葉を話すた

めつい言葉に頼りきってしまっているところはないだろうか。教室にいる４０人の子ど

もは一人ひとり違い、その子どもたちを理解するためには通り一遍のやり方ではどうに

もならない。一人ひとりに常に真剣に向き合い、必死に伝え受け止め、理解をしていか

なければならない。このことを再確認させてくれたこの授業、そして５年１組の子ども

たちに感謝している。 

 

  저는 이방문 기간에 진주교육대학교부설초등학교에서 국제교류수업을 실시했다. 

이번에는 학생들에게 한국과 일본의 문화 차이 점을 알리기 위해 ‘같이 있는데…’ 

라는 주제를 설정했다.  

  실제로 한국에 초등학교에서 수업하는 것은 많이 긴장했다. 제일 어려워던것은 

말문제 이었다. 그 때문에 저가 의한 것을 정확하게 전하지 못했다. 그 부분을 

해결하기 위해 그 다음 기회에는 한국쪽의 선생님과 함께 수업 계획을 하면 좋지 

않을까 라는 생각을 들었다. 
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Abstract: Our research team has developed the SWMS (School Website Management 
System) which includes (1) a system for creating websites using a CMS (Content 
Management System) tool, (2) a certification system which allows access to the website, and 
(3) a system for creating a web newspaper. The first two parts were trialed in two schools as a 
part of field work, and were assessed by parents and teachers. All eight teachers responded 
they wanted to use SWMS in the future; also, the parents showed high interest in the 
webpages created by SWMS. Since the trials, we have been developing a system for creating 
a web newspaper. In an evaluation of the prototype, 24 students said the system was easy to 
use, and 18 students responded that they wanted it if they become a teacher or parent. These 
results indicate SWMS is a good tool for managing school websites. 

 
 

1. Introduction 
The number of school webpages has rapidly increased in Japan (MEXT, 2002). Our research team thinks 

webpages will become one of the principle communication tools between school and parents. According to a 
survey of the Center for Education Computing (CEC, 2002), 70% of parents have seen a school webpage, and 
90% of parents want to receive reports of the student activities, the school schedule, or messages from school. 
On the other hand, teachers think the two main problems for disseminating information regarding student 
activities through webpages is protecting the students’ privacy and the difficulty in making and updating 
webpages. To overcome these problems, we have developed the School Website Management System (SWMS) 
(Umeda et al., 2003). The SWMS consists of two basic parts including (1) a system for creating a website, (2) a 
certification system for allowing access to the website, and  (3) a new optional part including system for creating 
a web newspaper for the school. The two basic parts were trial in two schools as a part of field work, and 
evaluated by parents and teachers. After the trial, we began developing the new optional system for creating a 
web newspaper. 

In this paper, chapter 2 presents the two basic parts of SWMS, and chapter 3 explains the trail and results. 
Chapter 4 explains the new optional part of SWMS. 
 
 

2．Overview of the Basic Parts of SWMS 
 The basic parts of SWMS consist of a website-creating part and a certification part. In the website-creating part, 

a Content Management System (CMS) tool (Fig. 1), recently gaining much attention (Vidgen et al., 2001), was 
used as the engine of the SWMS and was adjusted for usage in schools (Powel & Gill, 2003). The CMS tool is a 
web-based publishing system where [1] a person writes an article on the web browser, and pushes the send 
button, and then the CMS tool writes the article to the database. The CMS tool manages the context and design 
separately, therefore, [2] when the creator pushes the rebuild button, [3] the CMS tool merges the context and 
design automatically, and [4] HTML files are created. The CMS tool allows webpages to be created through a 
webpage, and it can allow people to make the webpage without FTP software or homepage-creating software. 
Therefore, it is called a 3rd generation web system. One of the most well-known uses of the CMS tool is creating 
weblogs, or blogs (Blood, 2002). But we believe it can be adapted for school use to provide teachers with easy 
management of their school website. 



  The web-creating part of SWMS (Fig. 2) gives teachers the following capabilities for utilizing the CMS 
(Movable Type) functions. 
• It can build a website with teacher collaboration using the multiple authors’ function of the CMS tool, 

which can register multiple authors and set their access levels using the CMS tool’s permission system. 
These authors are identified by their user-ID and password upon entering the CMS tool.  

• It can make a number of websites which have different themes. Teachers can make a number of websites, 
such as one for the classroom, one for each subject, etc. Also, it can group articles into categories; for 
example, it can create monthly, weekly, and daily archives of content. 

• It allows Draft and Publish options for each article: Draft mode allows teachers to edit content, and the 
Publish mode allows an editor to send the article to be published on the website. 

• It can grant visitors permission to post comments on certain articles. Therefore, teachers can 
communicate with parents if they want. 

Figure 1: Outline of CMS tool. 

Figure 2: Overview of the basic parts of SWMS. 



  In the certification part, SWMS can protect specific parts of webpages. On school webpages there are two types 
of information: public information for the community, and private information for parents, students, and teachers, 
such as photographs of student activities and student, learning outcomes. When parents enter the private section, 
the system asks for the parents user-ID and password. Parent participation is achieved in the following way: 
1) A teacher distributes to parents a piece of paper upon which is written the URL of the registration webpage 

and the common password. 
2) The student’s parents access the registration webpage by using the common password, and register the 

private information that can identify the student, such as the student ID number and name. 
3) The system creates an individually different password and sends it to the parents by e-mail automatically, 

when the information which was entered by the parents matches the student information stored in the system. 
This time, the user-ID used the parents’ e-mail address.  

4) The parent accesses the private section using the above password and user-ID. 
Therefore, the certification part of SWMS also gives teachers the following advantages: 
• It can reduce the teachers’ burden through the automation of registration.  
• It provides a record of usage of those who access the private section. 

Finally, the basic part of SWMS can do all the work on the Web, such as making a new page, deleting pages, 
or changing the design of the webpage. Teachers can easily create a webpage by using the CMS tool without any 
FTP software or homepage-creating software. 
 
 

3．Operation about Basic Parts of SWMS 
  The basic parts of SWMS were trialed by two schools as a part of field work; that is in an Investigation trip of a 
junior high school, and in a visit to a  sister-school in the USA. 
 

3.1 Investigation Trip of Junior High School 
An Investigation Trip as done by a Japanese junior high school is field work. In this trip, each team of students 

decides its destination, and teams are allowed to visit anywhere in Japan. There are 160 students in 33 teams 
with six central places in Japan serving as accommodations and as home bases for the trip.  

This time, four accommodations, Tokyo, Osaka, Hyogo, and Gunma, were able to connect to the internet. One 
room that was connected to the internet was prepared at the headquarters in Tokyo, and in the other three places 
teachers used SWMS through a dialup connection. In the daytime, teachers took photographs and movies of 
some of the teams’ field work. At night, teachers edited the movies, and created the webpage, titled “Homepage 
In” using SWMS.  

In this trial, 5 teachers created 111 articles in total on the SWMS in seven days (April 10, 11, 14, and 15-18, 
2003), of which 106 articles, including 45 movies and 43 photographs, were published on the “Homepage In.” 
Ten articles were created before the trip (April 10, 11 and 14) and 101 articles were created during the 
investigation trip (April 15-18). This shows SWMS made it possible for teachers to easily create webpages, 
because with the normal method of creating webpage, it would be difficult for teachers to do the same tasks 
during the trip. 

After the trial we gave an evaluation questionnaire to the 6 teachers who used SWMS during the trip. The 
result showed that 4 teachers felt SWMS was very easy to use, and all teachers thought that they wanted to 
continue to use it. Teachers particularly commented that SWMS could organize work from several remote places 
and could do all the work on the Web. On the other hand, teachers requested a more user-friendly interface for 
SWMS.  

Analysing the result of the number of family accesses to “Homepage In” (Table 1), there were 291 accesses 
from 43 families (160 families in all) during the trip. Judging from the above figures, we cannot say many 
parents saw the webpage. However if we look at the 43 families who accessed the webpage, 1/3 of the families 
visited it every day, and more than 90% of the families who saw the webpage in the beginning two days of the 
trip visited it again during the trip. These figures prove that if the families have visited “Homepage In” once, 
they were interested in it very much. But, one note, this trial allowed only one-way information, sending from 
teacher to parents. 
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Table 1: Number of accesses to the authentication webpages. During the trip, access rapidly increased. 

 

3.2 Visiting Sister-School in USA of Elementary School 
Twenty Japanese students, about 11 years old, of a Japanese elementary school visited its American sister 

school in Burris, Indiana. Through the special website using SWMS, teachers and students who visited Burris 
could inform parents and student who stayed in Japan of their activities. Moreover, parents, students and teachers 
who stayed in Japan could comment on the Burris report on the special website. 

Mainly, the webpage was produced by two teachers in collaboration, the leading teacher in Burris and a 
teacher in Japan. In some cases, the leading teacher created the webpage in the morning, or the leading teacher 
sent messages or photographs and the teacher in Japan arranged those materials to create the webpage. In a 
certain article, there was the sentence “This article was created by K teacher (who is the leading teacher) in a 
short time, and I (the teacher in Japan) edited it. So, this is a collaboration article between the U.S and Japan.” In 
this trial, the public range of this webpage was limited to the student and teachers on the campus, and the parents 
who sent their children to the U.S. 
In this trial, 2 teachers published 60 articles in total on the SWMS, including 18 movies and 218 photographs. A 
total of 54 articles were created during the visiting period (September 4-14, 2003). This figure shows that 
teachers could create many articles in the middle of the event, the same result as in the trial with the junior high 
school. 

Also, this website received 2,365 accesses, including 425 accesses from on-campus and 1,940 accesses from 
the families during the visiting period (Table 2). About 2/3 of the families looked at the website every day, and 
about half of the families looked at the website 7 days out of the 11-day trip. There were 97 comments from 
students and teachers on campus, 11 comments from students and teacher in Burris, and 99 comments from 19 
families. Table 3 shows that not only the specific families posted comments, but also almost all families joined 
in on the communication on the special website. This figure indicates the high interest of the parents in the 
website.  

Finally, from the results of the questionnaire from the 6 teachers and 15 of the parents who sent their children 
to the U.S, all parents answered that the web site was very interesting and all the teachers answered likewise. 
The average of frequency to access the webpage for parents was 3.9 times a day, and for teachers was 3 times a 
week. This may indicate that parents were more excited about the website than were the teachers. Also, as for the 
question of the usefulness of this webpage, 14 parents and all teachers answered “it was useful for knowing the 
student activities at school,” 7 parents answered “it was useful for communication with teachers,” and 2 teachers 
answered “it was useful for communication with parents.” It is reasonable to say that this webpage was useful for 
communication among students, parents, and teachers.  
 
 
 



3.3 Discussion 
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Table 2: Number of accesses to the webpage. During the trip, there 
was much access continuously. 

number of
comments

number of
family

0 1 5%

1 2 10%

2-5 9 45%

5-9 5 25%

more than 10 3 15%

total 20 100%

Table 3: The distribution of the number of comments from families. 

 
 
Let us devote a little more space to discussing the results of the two trials. Through the two operations, 8 

teachers could use the system, even though 5 of them had no previous experience in creating websites, and all 8 
teachers responded that they wanted to use the system in the future. From this viewpoint, we can say the web-
creating part of SWMS is very convenient and useful for teachers in creating a webpage. 

Moreover, teachers published about 25 articles a day in the investigation trip, and about 5 articles a day in 
visiting the sister school. Both of them were prompt reports from teachers to parents, a valuable characteristic 
following from the ease with which SWMS allows teacher to frequently update of webpages. 

In the questionnaire, all parents admitted the necessity of the id certification, though the registration involved 
a slightly complicated procedure. It seems reasonable to say our way of certification was accepted by parents. 

Also, since 13 out of 15 parents wanted to tell other people about this specific webpage, we can say that 
parents were very interested to know about their children’s activities in school, and they understood the 
advantage of using a webpage. 

From the questionnaires we can see that both teacher and parents gave high marks to SWMS and the website 
created by SWMS. One of the reasons was SWMS could inform parents of their children’s activities during the 
event time. However, we think it is also necessary to look back at the activities later, or to regroup articles from a 
different point of view. Therefore, we have been developing the web newspaper system, which can reuse the 
articles from the basic parts of SWMS.  
 
 
 
 
 
 



4. A New Part of SWMS for Making a Web Newspaper 
4.1 Overview of the system 

A web newspaper creating system (Fig. 3) has two main advantages: 
• It can reuse articles for use in the web newspaper; for example, an article can be used as “April” and as 

“entrance ceremony.” 
• It allows families to create an individual web newspaper.  

 
 
This system also manages the content and design separately, in the same way as the basic part of the SWMS 

does it. A point of difference between these systems is that the basic system stores the articles as a certain unit, 
such as monthly or as a category, in contrast to the newspaper system which stores each article as a unit. We are 
presently developing the system for reusing the basic system’s articles in the web newspaper. Therefore, SWMS 
can publish both a prompt report and a periodical report. 

The web newspaper-creating system has four functions including 1) creating new articles, 2) editing/deleting 
articles, 3) creating a web newspaper by using the articles, and 4) managing the users. All functions can be done 
by using the Web. 

The web newspaper system targets three kinds of users, teacher, student, and parents of the student, and allows 
different usages to each of them. A teacher can use all functions, especially the authority to give students or 
parents permission to use certain articles for creating their own web newspaper. A student can create articles and 
delete/edit articles that the teacher has authorized. Also, students can create a web newspaper where the interface 
uses a wizard, so even a beginner can make a web newspaper by following the directions. Parents of the student 
can create a web newspaper by selecting the articles which are usually limited to their own children; that is to 
say they, their own child’s can create personal web newspaper.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3: Overview of system for creating the web newspapers. 

 



4.2 Prototype Evaluation 
university used the web newspaper system, and answered questionnaires. Tables4 

 
 

. Conclusion 
At the beginning of the article we stated that the two problems with disseminating students’ activities on the 

rs’ desire to protect students’ privacy, and the increase in the teachers’ workload in making or 
ge. We felt that the two trials showed that SWMS alleviated these problems. The certification 
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A total of 24 students in a 
and 5 show the results. 

The overall evaluation of the system was positive. All students answered that the system was easy to use, and 
18 students wanted to use this system if they become a teacher or parent. Table 5 shows that the functions of the 
system are good and it is a worth using. 

However, there was a complaint about the design of the web newspaper. This system prepared some templates 
for layout of a web newspaper, but the design and variation of templates was not enough for the users. This lack 
caused a decrease in satisfaction with the web newspaper. Therefore, we would like to improve the template and 
add new functions. 

 

Table 4: The result of evaluation whole of the system. 

Yes No
satisfy the newspaper you made 14 9
ease to use the system 24 0
want to use this sytem when you will
become a teacher/parent

18 6

Table 5: The result of each function of the system. 

good bad good bad good bad good bad
interface 24 0 20 4 23 1 24 0
explanation of usage 23 1 22 2 23 1 23 1
ease of use 24 0 24 0 23 1 24 0

new articles the articles
eb

newspapere
(4)managing
the users

(1) creating (2)editing/deleting (3)creating a w

5

web are the teache
updating the webpa

rt of SWMS provided privacy. The website-creating part of SWMS allowed teachers to manage webpages 
easily, even though some of them were not experienced in creating websites. Additionally, it was found that 
parents also showed interest in the website created by SWMS through the post assessment of the questionnaires 
and the number of the accesses. These results show the usefulness of the basic part of SWMS for the 
management of school websites. After the trials, we have developed the web newspaper system, and it was given 
a positive evaluation in the prototype experiment. We have shown that there is the possibility of another usage of 
school webpages, such as the creation of students’ newspapers. 

In our future work, two activities are planned: 1) a study of long-term usage of SWMS and 2) improvement of 
the functions in the newspaper part of SWMS. Especially, we would like to adopt SWMS for other school 
activities. 
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７．あとがき 
 
 我が国では，平成 11 年 12 月に，内閣総理大臣直轄の省庁連携タスクフォースであるバ

ーチャルエージェンシーから「教育の情報化プロジェクト」が発表され，情報化時代の新

しい教育像を，「子どもたちが変わる」「学校が変わる」「授業が変わる」の３視点から定義

され，そのための具体策が提言された。 
 小・中・高等学校及び大学等のＩＴ教育体制の強化が重要な国策として掲げられ，すべ

ての国民の情報リテラシの向上が図られようとしている。そのような国民全体の情報リテ

ラシの向上を図るためには，まず初等中等教育における情報化が不可欠とされている。こ

れら一連の報告書を通して，「ＩＴ革命は産業革命に匹敵する歴史的大転換を社会にもたら

す」と認識されているように，教育分野においても，ＩＴ（情報－通信手段）は，これま

でにない新しい学習やコミュニケーション，知的交流の手段としての多くの可能性を秘め

ている。しかし，その教育的な可能性を切り開くための実践的研究は，ようやくその緒に

ついたばかりであるといってよい。 
 特に本学では，当面の課題として，大学と近くて遠いと言われている韓国の晋州教育大

学校との遠隔教育システムの構築の基礎を築くものである。文字の違い，教育制度の違い，

教員養成制度の違い等，克服すべき事項は山積しているが，敢えて遠隔教育システムの構

築の挑戦する活動は大いに評価できるものであると自負している。 
今後，その開発成果を蓄積し，他の学校，カナでもアジア諸国との間での利用可能なプロ

ダクトとして提供していければと願っている。 
 
 本研究の実施にあたっては，本学情報教育講座の共同研究者，附属岡崎中学校の教員，

晋州教育大学校の李栄晩教授，さらには本学の院生佐方貴文君，学部生の岡村聡子君の若

い力がなければ実現しなかった。また，情報処理センターや附属学校部，事務局情報化推

進室の方々など，大学各部局関係者にも大変お世話になりました。 
 最後に，附属岡崎中学校ＰＴＡ役員の方々からも，積極的なご支援をいただくことがで

きた。大学と附属学校の連携の強化は，これら多くの方々のご支援があればこそと感じつ

つお礼申し上げる次第です。 
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