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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、地域コミュニティと学校が協力して教育を行うための新しい教育システム
を構築することにある。そのためには、公共教育機関と地域コミュニティからなる地域全体で児童・生徒のポートフォ
リオを蓄積し、活用できる方法を検討する必要がある。本研究では、金沢市立三和小学校とその保護者会の協力を得て
、地域におけるポートフォリオ導入の問題点を調査し、要望の多かったタイムカプセル機能をポートフォリオシステム
に付加する方法を検討した。試作したアプリケーションはセキュリティ面に配慮し、ポートフォリオを地域コミュニテ
ィで蓄積、管理できる。さらに小学校児童でも使用できる簡易なインターフェースとした。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to construct a new educational system for a regional 
community to cooperate with the school and to educate. It is necessary to store child's portfolio in the 
entire region that consists of a public educational institution and a regional community, and to examine 
the method of using the data. In this study, the problem of the portfolio introduction in the region was 
investigated by Miwa Elementary School and the guardian association for the opinion. The method of adding 
the time capsule function with a lot of demands to the portfolio system in the opinion was examined. The 
application made for trial purposes is as follows: a) the security is considered, b) the portfolio can be 
stored in a regional community, and it manage, and c) it is a simple interface that even the child of the 
elementary school can use.

研究分野： 教育工学
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１．研究開始当初の背景 

「新しい公共」とは行政だけでなく市民・
NPO・企業などが積極的に公共的なサービス
の提供主体となり、医療・教育・防災などの
身近な分野において共助の精神で活動する
仕組みや体制をいう。しかし、このようにあ
えて明文化される前から我が国にはどこの
地域にも当たり前にこれらの仕組みや体制
は存在していた。例えば、子どもは知恵を家
族の長から、地域の長から授かり成長してい
った。子どもは「ひらめき」をそれらの長に
相談し、行動に移し改善していた。子どもの
「知」を育むために家族の「血」・地域の「地」
が無償の PDCA サイクルを回していたとも
言える。しかし、この「血」や「地」のつな
がりが稀薄になるにつれて「知」も生まれな
くなり、「新しい公共」という目新しいこと
ばを使わないと地域コミュニティを維持で
きなくなってきた。 

 

２．研究の目的 

 本研究ではもう一度地域で児童生徒を育
てる仕組みを地域教育ポートフォリオシス
テムの活用を通して構築し、これまで自治体
や学校に丸投げていた地域教育を「新しい公
共」の観点から支援する。地域教育コミュニ
ティとして子どもを大学や社会に輩出する
生涯学習基盤づくりを目的とする。 

 具体的には、地域コミュニティと学校が協
力して教育を行うための新しい教育システ
ムを構築するために、公共教育機関と地域コ
ミュニティからなる地域全体で児童・生徒の
ポートフォリオを蓄積し、活用できる方法を
検討する。 

 

３．研究の方法 

 金沢市立三和小学校（以下、三和小学校）
およびその保護者会の協力を得て地域にお
けるポートフォリオ導入の問題点を調査し
た。その中で、要望の多かったタイムカプセ
ル機能をポートフォリオシステムに付加す
る方法を検討した。 
 検討結果から開発すべきポートフォリオ
システムの仕様を確立し、それに従いアプリ
ケーションを開発した。 
 開発したアプリケーションを児童および
小学校教員、児童の保護者に使用してもらい
問題点を明らかにした。 
 
４．研究成果 
４．１ 開発するポートフォリオシステム 
 ポートフォリオを有効活用するために「ク
ラウド型タイムカプセルの開発を検討した。
図１にそのシステム概要を示す。 
 本システムは”取り出したいものを必要な
時に取りだすことができる”形を目指し、以
下の 4通りの場面に合わせた取り出し方がで
きるシステムとなっている。 
 
 

1. 自分を振り返る 
自分のやってきたことを振り返ること
で今の自分を知り、より良い姿の自分へ
と成長していく指針にすることができ
る取り出し方。 

2. 人に見せるものを作る 
一般的にショーケース型ポートフォリ
オと言われるもので、人に自分の「可能
性」を紹介することができる取り出し方
である。中学生や、高校生になったとき
に自分の能力を形として相手に伝える
ことができる。 

3. 友人との思い出 
一般的なタイムカプセルのような形で、
みんなとの出来事の共有ができる取り
出し方。授業や行事の中で得た友達との
思い出を共有し閲覧できる。 

4. 地域活動を考える 
地域の中での活動プランを見直すこと
のできる取り出し方。地域活動の現状の
把握、より子供たちがすごしやすい地域
の整備、計画の目安にできる。 

 

図１ システムの概要 
 
４．２ ニーズ調査 
 提案したポートフォリオシステムの概要
を基に平成 27 年度 6 月 11 日に三和小学校
において第一回目の打ち合わせを実施し、
要望と問題点を明らかにした。 
 

 

図２ 打合せの様子 
 



 

 

金沢市立三和小学校の校長、教頭、育友会
代表・副代表へ上記の内容についての説明を
行い、意見を頂いた。中でも保護者からはタ
イムカプセルのクラウド化についての要望
が大きく、学校側からはポートフォリオにつ
いての興味が大きかった。しかし、教員への
負担の大きさから最終的にはタイムカプセ
ル機能についての意見が多かった。また話し
合いの中で、”タイムカプセルにおける「埋
める」楽しみのような子供たちの印象に残る、
楽しめる形を”という意見を頂いた。その後、
クラウドシステムの開発は小学校のネット
ワークセキュリティの環境では難しいと判
断し、今回はオフライン環境下でのアプリケ
ーション開発を行うことにした。 
 
４．３ 試作アプリケーションの概要 
 まず、タイムカプセルとしての最低限の動
作として、下記の機能が必要であると考えた。 
 
(1) 各児童のデータを入れるための固有フ
ォルダの生成 
 初めて児童がこのアプリケーションを使
用する際に自分の名前を入力することでそ
の子の名前のフォルダが生成される。二回目
以降はフォルダがあることを確認し、あれば
そのフォルダが生成される。 
 
(2) データの移動 
 SDカードでデータの収集を行うため、アプ
リケーションが直接外部装置（SDカード）に
アクセスできるよう、C ドライブと D ドライ
ブを除く端末の中にボタン一つでデータの
移行をできるようにした。（C ドライブと Dド
ライブは標準で使用されているため除く） 
 
(3) 子供たちが簡単に自分の思い出を入れ
られる入力画面 
 子供たちが入れたいものを簡単に入れら
れるよう、ドラッグ＆ドロップで入力できる
ような要素を作成した。 
 
さらに、子供達が印象に残るように楽しめ

る以下の３つの要素も付加した。 
 動画をみせる 
 ゲームで遊ぶ 
 パズルのようにみんなのデータが集

まると写真が見えていく 
 
上記項目を検討し児童自身で三和小学校

のイラストの中を移動し、好きなところに埋
めることのできる要素を作制した。Google 
Earth の画像を基に作成した三和小学校のマ
ップ上（ａ）を十字キーでキャラクターを移
動させ、好きな場所でタイムカプセルを埋め
ることができる（ｂ）。また、（ｃ）は男子児
童がタイムカプセルを埋めている様子があ
るがキャラクターは性別の変更ができる。こ
の機能を用いることで、タイムカプセルを埋
めるという行為を疑似的に体験できるよう

にした。 

 
（ａ） 

 
（ｂ） 

 
（ｃ） 

図３ 動作画面 
 
４．４ 試作アプリケーションの検証 
 試作したアプリケーションが使えるか否
かを検証するために三和小学校 6年 1組の児
童を対象として検証実験を行った。（図４） 
 検証の結果、校長先生から「子供たちが楽
しんでやっています。」と好評を頂いた。ま
た、その動作状況に関しては特に問題なく動
作していたため、実装に耐えうるアプリケー
ションであったと考える。問題として、イン
ターフェースにおいて TABキーを使用してい
るため一部児童が戸惑うことを聞いた。しか
し、1 週間も経つと慣れていき、現在は特に
問題無く使用しているという。日頃、インタ
ーネットを閲覧する以外の目的で PC を活用
することのない児童たちにとって、日常的に
使う機会が少ないキーでの操作は不慣れな
部分がある。そのため、キーボードの中で日
常的に使われているキーとして TABキーから
Enter キーに変更した。 
 また、校長先生からの提案で取り出すため
のアプリケーション（以下取り出しアプリと
する）を作制した。Microsoft 公式のサイト
（Microsoft Developer Network）内では、



 

 

最新の.NetFramework ではアプリケーション
の互換性の問題が少なく、アプリのプログラ
ミングの変更を必要とすることはほとんど
ないと表記されているため、約八年後の開封
の際にもプログラムの変更の必要がないの
ではないという想定で本アプリケーション
も継続して C#を採用した。 

 

（ａ） 

 

（ｂ） 
図４ 検証実験の様子 

 
４．５ 結果とその検討 
 一般的に行われるタイムカプセルという
のは自身の思い出や記録をカプセルの中に
入れ、地面に埋め、数年後に掘り起こす。し
かし、雨水の浸水などの問題があり、協力機
関である三和小学校ではタイムカプセルと
いう行事が行われなくなった。そこで、本研
究では PC 上で動作するアプリケーションを
制作した。CD などの記憶媒体に思い出を保存
し、公民館などの地域施設で保管することに
よって浸水などによる内容物の破損などを
起こすことがない。また、実際の土地に埋め
る必要がないため、物理的にタイムカプセル
を埋めることが出来ない土地で活用するこ
とでタイムカプセルの行事を行う学校の減
少を食い止めることができるのではないか
と考える。 
 研究を進めていく過程において、地域との
連携を行う際に数回の打ち合わせを行って
開発を行うことが重要であることが分かっ
た。本アプリケーションを制作するにあたっ
て 3回の仕様変更を行っている。それは、小
学校側のセキュリティの問題や、実装におい
てその機関が持つ問題や要望を話し合いの
中で知ることが出来たためである。その結果、

相手のニーズに合わせたアプリケーション
を開発することが出来たと考えている。 
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