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表紙の説明

田舎館田んぼアート画像
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弘前大学大学院理工学研究科　丹波澄雄

　青森県田舎館村の田んぼアートは田んぼアートの元祖であり、歴史の長さ、クオリティ
の高さ、デザインの良さから、全国的にも有名です。平成５年に３色の稲でスタートし、年々
技術が向上し２４回目になる今回では７色の稲を使いこなしています。田んぼアートは水
田をキャンバスに、また色の異なる品種の稲を絵の具に見立てて描いたアートです。平ら
な水田に描いた絵を高い建物の上から眺めることになるため、遠近法を逆に用いて絵が歪
んでみ見えないように補正しています。田舎館村の田んぼアートの会場は２つあり、第一
会場は田舎館村役場の裏手に、第二会場は道の駅いなかだてに位置しています。第一会場
は田舎館村役場屋上に設置された展望デッキから、第二会場は併設の展望所からそれぞれ
眺められます。
　弘前大学では、田んぼアートを上空からUAV（無人航空機）に搭載したカメラによっ
て画像撮影を行い、実際の田んぼアートの画像を取得し、実際の画像と実際の画像に基づ
いて画像処理を行い展望所から眺めた場合の画像を作成して見ました。撮影にはUAVと
して、マルチコプター（Phantom II）を使用しました。撮影は７月の中旬から毎週行い、
稲刈り直前まで継続しました。これにより田んぼアートの稲の色の季節的変化を捉えるこ
とができました。表紙の上段左の画像は、2016 年 7 月 16 日の早朝に第一会場で撮影し
た画像ですが、マルチコプターの姿勢や飛行高度が一定ではないので、地上の位置が明確
に判別できるランドマーク（地上基準点（GCP）と言います）を用いて地図に投影に重な
るように補正を行っています。表紙の上段右の画像は、展望所から眺めた場合の画像とな
るように幾何学変換を行った画像です。下段の画像は稲刈り直前の 2016 年 10 月 1日の
早朝の撮影画像のため、稲が殆ど黄色くなっており、モノクロ画像の様相を呈しており、
絵の雰囲気がかなり変わって見えます。
　色については７色、種類は 12種類を使用していますが、図柄の部分は７色８種類のみ
使用しております。
①緑色：つがるロマン、②華想い（右の田んぼの一番上の田んぼのみに使用）、③黄色：
黄大黒、④紫色：紫大黒、⑤濃緑色：緑大黒、⑥白色：ゆきあそび、⑦赤色：べにあそび、
⑧橙色：あかねあそび。
 　次の品種は文字の部分に使用しており、葉は緑だが穂に色がつくタイプです。
⑨穂が赤くなる：赤穂波、⑩穂が紫になる：紫穂波、⑪穂が白くなる：青系赤 174 号。
なお、⑫右側の文字「青天の霹靂」は本物の「青天の霹靂」を使用しています。
　早朝撮影の許可を田舎館村役場より戴きました。この場を借りてお礼申し上げます。
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情報に振り回されていませんか？ 

 

                  理事（企画担当）・全学情報総括責任者 吉澤 篤 

 
 皆さんは電子メールを使用しインターネットで検索することが、蛇口をひねれば水が出るように、

トラブル無しに出来るのが当たり前のように思っていないでしょうか。私自身がそうです。しかし、

そこには利便性とともに様々な危険が潜んでいます。情報のやり取りを見守り、思わぬ危険から皆さ

んを守っている組織があります。それが総合情報処理センターで、いわば現代の「ザ・ガードマン」

です。しかし、手を変え品を変え、防御をかいくぐる種々のわながしかけられ、その結果、各大学の

ホームページの改ざんや情報漏洩等が後を絶ちません。昨年来、文部科学省も強い危機感を持ち、情

報セキュリティの強化について全国の国立大学に矢継ぎ早に要請を行っています。本学もこれに応え

るべく構成員の皆様の協力を得て全学の体制を整備しています。全学情報システム運用委員会及びセ

キュリティインシデント対応チーム（弘前大学 CSIRT）を設置するとともに、総合情報処理センター
の在り方について議論をしているところです。また、守るのみでなく攻めも必要です。全学の情報管

理運営体制を整えるとともに、本学の広報という観点も含め情報発信についての戦略を構築したいと

考えています。 
 さて、情報はコンピュターを介してだけではありません。言った言わないはよく有るトラブルです

が、そうならないために文書を残します。しかし、主語が不明確であったり、論理構成がわかりにく

いと読み手によって内容が変わってしまうこともあります。小説では読み手が想像を膨らませ、作者

とは違う解釈が生まれることを良しとするのかもしれませんが、業務文書としては落第です。また、

書き手の意図が隠されたものも見受けられます。例えばよく用いられている「等」です。そこには書

き手の思いが込められているのかもしれませんが、読み手はそこまで深読みしません。そして適用範

囲を誤解してしまいます。解釈を説明しなければ意図が通じない文書は役に立ちません。それにより

仕事の方向を見誤り、よけいな仕事を増やします。「こうも読めるではないか」と言ったところで後

の祭りで誰も幸せにはなれません。簡潔で明快な文書により大学構成員皆が正確な情報を共有するこ

とができます。そして共通認識のもと同じ土台の上で議論してこそ、大学のもつ多様性が奏功し果実

を生むと思います。議論して、その中から新しいアイデアが生まれ、それにより本学を発展させるこ

とが出来ると確信しています。かく言う私も情報に振り回され、周囲の皆さんを混乱させているので

はと自戒しています。 
 平成 29年度は攻守を念頭においた本学の情報基盤を構築します。セキュリティ対策や情報資産の効
率的管理運営にも取り組みます。そこでは利用者である構成員の皆様のご意見がたいへん貴重なもの

となります。今後ともご支援のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

巻　頭　言
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学生のスマートフォン活用事例 

教育学部３年 新谷 紀明、飯山 智恵美、佐藤 成悟 

１． はじめに 

 現在の国内における個人の情報通信機器の保有状況を見てみる（総務省『平成27年通信利用動向調査』）。そ

の状況は、パソコンの保有者の割合が57.0%と最も高く、次いでスマートフォン（53.1%）携帯電話（35.1%）と

なっている。さらに詳しく見てみると、パソコンの保有者の割合が前年度から横ばい状態であるのに対し、ス

マートフォンは8.4%上昇していることから、その差は縮んでいる。年齢階層別に見てみると、６～49歳の年齢

階層ではスマートフォンの割合が携帯電話を上回っており、13～49歳の各年齢階層ではスマートフォンがパソ

コンを上回って保有者の割合が最も高くなっている状況にある。 

 

図表１ 主な情報通信機器の保有状況の推移（個人） 

 

図表２ 年齢階層別主な情報通信機器の保有状況（個人）（平成27年度末） 

図表１・２ 出典：総務省『平成27年通信利用動向調査』 

特　　集
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このようにスマートフォンの普及率は若い世代を中心に進んでおり、その活用方法は電話やメールを始めと

した連絡手段から、インターネットでの情報収集、多数のアプリを用いての日常生活への活用と多岐に渡って

いる。 

 ここでは、若い世代の代表例として学生がどのようにスマートフォンを活用しているのか、男女それぞれ一

名ずつの例を紹介していく。 

 

２． 私の大学生活中におけるスマートフォンの活用について 

（教育学部生涯教育課程地域生活専攻 3年 飯山 智恵美） 

 私自身のスマートフォンの活用を振り返り、まず思い浮かんだのは、LINEやTwitterなどのSNSを使用して他

人と交流していることである。電話やメール機能よりも、LINEで連絡。遠く離れた友人とTwitterでつながり、

間接的に近況報告や、面白いことを共有している。その他に、標準装備である時計を目覚まし時計代わりにす

る、家計簿アプリや、メモ帳アプリなどで生活の記録をする、アルバムアプリを思い出整理に使用するなど、

生活の細かいことは基本的にスマートフォンで事足りている印象がある。 

自分の必要とする機能をアプリという形で簡単に機能追加ができることはとても便利だ。機能追加によって、

こまごまとしたことができるようになったことはもちろんだが、このメリットは普段の学校生活を送る上でも

役立っている。特に便利さを感じているものは、Officeアプリである。私は授業で使用することはもちろん、

課外活動においてもOfficeを用いて資料を作成することが多い。スマートフォンにWordやOneDriveなど、5つの

Officeアプリをインストールしていることで、パソコンで作成した資料をスマートフォンでいつでも確認、訂

正、共有などの作業ができる。スムーズに作業を進められるため、とても重宝している。 

 

３． 大学生の学内におけるスマートフォンの活用について 

（教育学部生涯教育課程地域生活専攻 3年 佐藤 成悟） 

 主要な連絡手段のひとつであり、情報収集の道具でもある。学業の助けにもなれば、暇つぶしもできる。2010

年代に急速に普及したスマートフォン（以下、スマホ）は、今や大学生にとって生活必需品と言っても過言で

はない。もちろん私も持っている。高校3年生の頃に「スマートフォンがないと大学生活が送れない、就職活

動ができない」などという恐ろしい噂を聞いたため、慌てて購入したものだ。この噂の真偽はともかくとして、

私もこのスマホをまあまあ活用しているはずだ。 

 さて、大学内でスマホを使って何をするかと聞かれれば、いの一番に思い浮かぶのは連絡をとること、特に

コミュニケーションアプリ「LINE」の利用だろう。個人でアカウントを作成しそれをまとめたグループを作る

ことで、複数人に同時にメッセージを送ることができ、なおかつその伝達状況を一目で確認することができる。

非常に便利な連絡ツールだが、この具体的な活用事例についてはもう一人の筆者が書いてくれると思うので割

愛する。私が取り上げたいのは、情報検索についてだ。 

 例えば講義を受けている最中に、ふと調べたい言葉が登場したとする。おそらくこれは初歩的な疑問だ。授

業終わりにわざわざ質問しに行くのも憚られる。そういったとき、スマホが威力を発揮する。ポケットから取

り出して電源を入れ、検索ワードを入力すれば、すぐにでも解答にたどり着ける。図書館へ行って文献をあた

るより、パソコンを立ち上げるよりずっと速い（ただし講義中の使用は控えるべし）。信頼性は紙の本に及ば

ないが、ちょっとした調べもの程度ならスマホで十分だ。 
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 主要な連絡手段のひとつであり、情報収集の道具でもある。学業の助けにもなれば、暇つぶしもできる。2010

年代に急速に普及したスマートフォン（以下、スマホ）は、今や大学生にとって生活必需品と言っても過言で

はない。もちろん私も持っている。高校3年生の頃に「スマートフォンがないと大学生活が送れない、就職活

動ができない」などという恐ろしい噂を聞いたため、慌てて購入したものだ。この噂の真偽はともかくとして、

私もこのスマホをまあまあ活用しているはずだ。 

 さて、大学内でスマホを使って何をするかと聞かれれば、いの一番に思い浮かぶのは連絡をとること、特に

コミュニケーションアプリ「LINE」の利用だろう。個人でアカウントを作成しそれをまとめたグループを作る

ことで、複数人に同時にメッセージを送ることができ、なおかつその伝達状況を一目で確認することができる。

非常に便利な連絡ツールだが、この具体的な活用事例についてはもう一人の筆者が書いてくれると思うので割

愛する。私が取り上げたいのは、情報検索についてだ。 

 例えば講義を受けている最中に、ふと調べたい言葉が登場したとする。おそらくこれは初歩的な疑問だ。授

業終わりにわざわざ質問しに行くのも憚られる。そういったとき、スマホが威力を発揮する。ポケットから取

り出して電源を入れ、検索ワードを入力すれば、すぐにでも解答にたどり着ける。図書館へ行って文献をあた

るより、パソコンを立ち上げるよりずっと速い（ただし講義中の使用は控えるべし）。信頼性は紙の本に及ば

ないが、ちょっとした調べもの程度ならスマホで十分だ。 

 また、日々のニュースを知るにもスマホは役に立つ。忙しい大学生の中にはニュースに関心はあれど、なか

なか新聞など読む暇がない、新聞を取るお金もないし図書館まで読みに行く気力もないという人もいるのでは

ないだろうか。そういった人は、新聞記事を読めるアプリを利用すると非常に便利だ。なにしろ待ち受け画面

のアイコンに触れるだけで時事情報が手に入る。いつでもどこでもニュースが読めるというのは非常に便利で

ある。さらに、五大紙のなかには、無料のスマホアプリで紙面レイアウトそのままに読めるものまである。こ

こまでくると慈善事業としか思えない。非常にありがたいことである。 

 さて、情報収集の道具としてのスマホについて、少しばかり書いてきた。だがまだまだ語れていないことば

かりだ。さらに私は真に驚くべき使い方を見つけたが、それを書くには余白が狭すぎる。しかしここまで述べ

たことを、一大学生のスマホの活用方法として参考にしていただければ幸いである。 

 

４． 終わりに 

 学生二人の例を見てみると、両者ともに「アプリ」の大切さ・必要性を唱えている。現在、スマートフォン

を購入すると初期状態から入っているアプリも多々ある。しかし、多くの学生はそれだけではなく、日々生み

出される新しいアプリを試し、自分の生活に役立てている。このように学生生活の中でスマートフォンは無く

てはならないものになっている。学校教育においてもICT教育の重要性が伝えられており、若い世代にとって

は常に身近にあるものとなっている。だからこそ情報リテラシー教育と共に、情報通信機器から切り離した体

験を行う林間学校などが注目を集めている。身近にあるものだからこそ正しい知識を身につけなければならな

い。その一方で、その利便性に頼り切り、他の自然から生まれる楽しさを失わせることがあってはいけない。

これからスマートフォンが普及するに従って、双方の考え方を大事にしていかなければならない、と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文献 総務省『平成 27年通信利用動向調査』 

（http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin02_02000099.html） 
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医学部保健学科授業に役立つアプリ『すごい時間割』 

保健学研究科 佐澤 大輝

h13m2325@hirosaki-u.ac.jp

Ⅰ．はじめに 

医学部保健学科では 1年次から 4年次まで開講される専門授業のほぼ全てが看護師、診療放射

線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士国家試験を受験するための必修科目となってお

り、1 単位落とすだけで留年につながる可能性がある。また演習や実習も毎日のように開講され

るため、日々レポートや課題の提出に追われる学生生活を送らなければならず、提出忘れも単位

取得には致命的となる。そのため、休講・補講日程も含めた授業の開講日程だけでなく、レポー

ト・課題提出期限も確実に管理しておくことが不可欠となる。

そのため、日頃からスマホアプリの LINE のグループ機能を活用して互いの連絡網を作り、休

講・補講情報の連絡もれがおきないようにしているが、提出期限が長い場合のレポート・課題の

提出や、事前に用意しておかなければならない資料等については自分自身での管理は必須である。

このようなスケジュール管理を行う場合、手帳やスマートフォンの一般的なスケジューリングア

プリでの管理は手軽であるが、授業管理に特化していないため、見忘れもおきやすい。そこで医

学部保健学科学生が授業や提出課題の管理を行うのに便利なアプリとして、『すごい時間割』を

提案したい。

Ⅱ．『すごい時間割』の特徴 

 このアプリが他の時間割アプリと異なるのは、事前に講義情報が登録されているので、わざわ

ざ自分で登録する必要がないことである。本アプリの特徴は以下のとおりである。

1) 大学名を選択するだけで授業データがプリセットされている

2) 開講科目がどの講義室で行われるのか自動的に入力される

3) 授業の出席状況をカウントできる

4) 授業の遅刻状況もカウントできる

5) レポートや提出課題、テスト日程を管理できる

6) 講義資料を保管できる

Ⅲ. 『すごい時間割』の科目登録方法 

1) App Storeあるいは Play Storeから『すごい時間割』をダウンロードする。

2) 大学名の登録を行う。ここでは弘前大学を選択する。

3) 時間割表が表示されるので、入力したいコマをタップする。(図 1)

4) 教養教育科目と専門科目の中から、自分が受講する科目を選択する。(図 2)
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5) 受講科目を同様の操作で全て選択すると、週時間割が完成する。

Ⅳ. 『すごい時間割』の活用方法

1. 出欠管理方法

1) 前期あるいは後期の講義が始まり、講義に出る都度、出席する講義名をタップする。

図 1 時間割画面              図 2 講義選択画面

図 3 出欠管理機能           図 4 スケジュール管理機能
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5) 受講科目を同様の操作で全て選択すると、週時間割が完成する。

Ⅳ. 『すごい時間割』の活用方法

1. 出欠管理方法

1) 前期あるいは後期の講義が始まり、講義に出る都度、出席する講義名をタップする。

図 1 時間割画面              図 2 講義選択画面

図 3 出欠管理機能           図 4 スケジュール管理機能

2) タップすると、図 3の出欠管理画面が現れるの

で、『出欠を記録する』をタップし、出席・欠

席・遅刻から選択する。

3) 出席回数が累積カウントされるので、出欠状況

を一目で確認することができる。 

 

2. レポート・課題・テスト期日管理機能 

1) 『スケジュール』をタップすると図 4の画面が

現れる 

2) 「課題・レポート」、「テスト」、「休講」、

「補講」、「その他」から項目を選ぶ。 

3) 内容はコメント欄に記入できる。 

4) 全講義の課題提出・テスト日程はトップ画面上

の『スケジュール一覧』タブから見ることがで

きる(図 5)ので、猶予がどの程度残されている

のか、一目瞭然である。 

 

Ⅴ. 最後に

 『すごい時間割』で授業のスケジュール管理を行うことで、失敗せずに授業を受講することが

できると思われるが、一方で休講情報などは突然訪れることも多々ある。また課題やレポート、

出欠状況などは自身でその都度入力しなければならない。弘前大学では前期と後期において授業

登録をシステムから登録することとなっているが、総合情報処理センターやサテライト教室でし

か使用できない上、学生自身がスマホで出席状況や課題提出状況を確認したりする手段は用意さ

れていない。そこで、このようなアプリと同様の機能を有し、かつ休講情報や課題・レポートの

提出期限を大学側からも登録できるようなシステムがあればよいのではないかと思う。

図 5 スケジュール一覧機能
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モバイル機器を活用した授業の双方向化

総合情報処理センター 佐藤 友暁

tsato@hirosaki-u.ac.jp

1. はじめに

 今日の情報通信技術 (ICT)は国内外の多様な場所で莫大な情報資源にアクセスすることや必要な情

報を検索することを可能にしている。これは知識量が従来ほど重要な意味を有しないと考えることが

できる。これに代わって、コンピュータ上の処理が不可能または不向きであることが重要になる。すな

わち、知識を与える従来の講義方式の授業から、学生が思考力や創造力等を養うための授業へと転換

する必要がある。従って、このような授業を実施するためには学生自身が授業中に情報を発信する必

要がある。

 一方、ICTの進化は企業や組織の生産性の向上や多様なコミュニケーションを可能にしてきた。大学

の授業において情報通信技術を活用することは、学生の学修効果を高めることを可能にする。本稿で

は、著者が弘前大学の教養教育科目である「情報処理入門Ｂ」で実施している授業の双方向化を紹介す

る。加えて、この方法をパソコンが設置されていない通常の講義室で実施するために、スマートフォン

等のモバイル機器を活用した授業の双方向化を提案する。

2. 授業の双方向化

 Moodle 等の Learning Management System (LMS)は、授業で使用する資料の配布やレポートの受付と

いった活用だけでなく、ラーニングポートフォリオ[1]を記録することができる。また、学生が文字を

入力した結果はリアルタイムで授業担当教員が知ることができる。すなわち、この仕組みは授業の双

方化を可能にする。

 図１に著者が本年度授業を実施している「情報処理入門 B」のコース画面を示す。このコースの第６

回目の授業において、「今後のインターネットや IoTの進展でどのように私たちの生活を変えることが

できるかについて考える」が授業の双方向化のためのコンテンツである。また、授業の終了時に「ポー

トフォリオ」の提出を求めている。この結果、著者は授業時間終了後の早い時間に学生の学修状況の把

握が可能になり、この結果を次週の授業に生かすことができる。

 「今後のインターネットや IoT の進展でどのように私たちの生活を変えることができるかについて

考える」及び「ポートフォリオ」は図２に示されるページを使用し、授業を受けている学生は総合情報

処理センターの実習室のパソコンを使用して必要な内容を入力する。その結果、著者が開設した授業

ページにおいて、図３に示されるページが得られる。このように入力された内容と氏名、メールアドレ

ス、入力時間が一覧として表示される。すなわち、この教員向けのページはプリジェクタを介して表示

することが可能である。この仕組みを活用することで授業の双方化が実現する。実際の授業において

は、指名及びメールアドレスは表示されないように隠した上で表示を行う。
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図１ 「情報処理入門 B」のコース画面

図 2 入力画面
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図 3 一覧表示

3. モバイル機器の活用

 2章で説明した授業の双方向化は、学生がパソコン等の情報機器を使用することが不可欠である。し
たがって、総合情報処理センターの実習室のようにパソコンを使用する授業であることが必須である。

一方、弘前大学総合情報処理センターでは弘前大学情報基盤システムの一部として、全講義室に無線

LANアクセスポイントを設置している。そこで、本章では、スマートフォン等のモバイル機器を使用
した授業の双方向化を提案する。スマートフォンで表示される入力画面は図４に示され、この入力結

果が図３である。このことからも明らかなように、スマートフォンからも文字の容易な入力が可能で

ある。 
 [2]の調査結果によると、2017年に卒業予定の大学生のスマートフォンの所有率は 94.9%である。す
なわち５％程度のスマートフォンを所有しない学生へ対応を行うことがある。しかし、今日のタブレ

ットの価格は、１万円以下の機器も存在する。したがって、学生が費用的に過大な負担をかけずに機器

を購入することが可能である。 
 

 

図１ 「情報処理入門 B」のコース画面

図 2 入力画面
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図 4 スマートフォンを使用したラーニングポートフォリの入力

 

4. まとめ

 ICTの進化は教育方法の転換を要求される一方、教育方法の改善を可能にする。本稿では、著者が教

養教育科目を総合情報処理センターの実習室で実施している授業の双方向化について報告を行った。

このような授業の双方向化はパソコンを使用する授業だけでなく、通常の講義形式の授業でも実施を

行う必要がある。このために、スマートフォン等のモバイル機器を使用した授業の双方向化について

の提案を行った。

 弘前大学の全ての講義室において、無線 LANが使用可能であり、大学生のスマートフォンの所有率

は 9割を超える現状がある。加えて、無線 LANを使用可能なタブレット等のモバイル機器は１万円以

下で購入可能である。すなわちモバイル機器の必携化の体制を確立させることで、全授業での授業の

双方向化が可能であると考えられる。

参考文献

[1] 西村 君平, “全学情報基盤システム構築を志向した eポートフォリオ評価方法論の開発,” 弘前大学

総合情報処理センター 平成 28年度研究開発成果発表会資料, 2016. 

[2]マイナビ , “ニュースリリース・「2017 年卒マイナビ大学生のライフスタイル調査」を発表 ,” 

http://www.mynavi.jp/news/2016/02/post_10835.html, 2016.
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多様なデバイスを活用した発展的ペーパーレス会議システムの提案と検証 

 医学研究科  松谷 秀哉 

shu@hirosaki-u.ac.jp

                      理工学研究科  葛西 真寿 

kasai@hirosaki-u.ac.jp

                      総合情報処理センター  佐藤 友暁 

tsato@hirosaki-u.ac.jp

附属図書館情報基盤グループ  小倉 広実 

ogura@hirosaki-u.ac.jp

1 はじめに 

弘前大学では、総合情報処理センターの技術的サポ

ートを受けて平成25年3月より役員会でペーパーレス会

議システムの利用が開始された。その後、教育研究評議

会などの全学的会議や、総合情報処理センターの運営

委員会をはじめとした各種委員会、また人文社会科学部

でも同様のペーパーレス会議システムが利用されている。

学内では他にも附属病院科長会においてペーパーレス

会議システムが利用されている。 

 

図 1 センター運営委員会での利用例 

2 改善すべき課題 

ペーパーレス会議システムの活用により、事務処理の

改善やコスト削減効果があった一方で、以下に述べるよう

にいくつか改善すべき課題も見えてきた。 

一つ目の課題として、現在利用しているペーパーレス

会議システムでは、対応するデバイスが Apple 社の iPad

のみに限定されていることがあげられる。以前はペーパ

ーレス会議用に利用できるデバイスは iPad以外に選択肢

がなかったが、最近ではWindowsや Androidを基本ソフ

トウェアにしたタブレット端末が多数発売されており、これ

らの機器を利用することで、セキュリティや使い勝手を確

保しながら、よりコストを削減したシステムが構築可能か

検討する必要がある。 

二つ目は、会議開催時以外の iPadの使用率の問題で

ある。センターが技術的サポートを行っている役員会の

ペーパーレス会議システムをはじめとした学内の多くの

システムでは、セキュリティ対策と初期費用を抑える観点

から、会議用の iPad は管理カートを利用した USB-

Lightning ケーブルでの有線接続による端末一括管理を

行っている。この方式では無線 LANを介した資料配布を

行わないため、会議室への無線 LAN アクセスポイントの

設置や資料配布用サーバ及びソフトウェア一式の準備が

不要であり、しかも有線接続された iPad のみに会議資料

が配布されるため、iPad を会議室の外に持ち出さない限

り、会議資料が他に漏えいする心配がない。 

しかし、この究極のセキュリティ対策は、その一方で会

議開催時以外には iPad の使用率はゼロということを意味

する。役員会や教育研究評議会等のように開催頻度が高

く、会議資料が数百ページに及ぶような場合には、ペー

バーレス会議システムの有用性はいうまでもないが、月

に一度程度の会議では、会議開催時以外の iPad 使用率

の観点から、コストパフォーマンスに課題が残る。 

研究開発成果報告
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図 2 有線接続による iPad一括管理の例 

三つ目の課題として、iPad 上での会議資料の閲覧性、

見やすさ・見にくさの問題があげられる。紙への印刷を前

提とした会議資料は通常、A4用紙縦置き、10〜12ポイン

ト程度の大きさのフォントを使用して横書きで作られる。こ

の資料をそのまま PDF 化し、iPad のディスプレイで表示

するとどうなるか。以下の図 3をご覧いただきたい。 

 

図3 iPadでの表示例 

iPad（9.7 インチサイズのディスプレイ）では、A4 サイズ

の資料がA5サイズに縮小されて見えることになり、（特に

私どものような年代にとっては）字が小さく、見にくくなっ

てしまう。 

 

3 多様なデバイスの活用による見にくさ問題の改善 

iPad（9.7 インチサイズのディスプレイ）での会議資料の

見にくさの問題は、A4 実寸大程度の大型ディスプレイを

備えたタブレット端末等の登場で（新たなデバイス購入と

いう経済的問題を除けば）ほぼ解決できるようになった。 

今回、「多様なデバイスを活用した発展的ペーパーレ

ス会議システムの提案と検証」という観点から、いくつか

のデバイスについて検証を行ったので報告する。 

まず検証したのは、ソニーの 13.3 型電子ペーパー端

末PDT-S1である。 

 

図 4 ソニー DPT-S1 

DPT-S1の特徴としては以下の点があげられる。 

• 電子ペーパーゆえの軽量、低消費電力、高視認性 

• 一方で表示はモノクロのみでカラー表示は不可 

• 遅い書きかえ・応答速度 

• 有線接続による一括管理・資料配信は不可 

• Web DAVクライアント機能により、無線LANによる

資料配信が可能（しかし、クライアント機能のふるま

いにクセがあり、それを理解した上で利用する必要

あり。） 

• 専用の「デジタルペーパー会議ソルーション」で無

線LANによる一括管理による資料配信が可能との

ことだが、サーバ機器およびソフトウェアを別途購

入する必要があり、今回は検証できず。 
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参考までに、 DPT-S1でA4サイズのPDF資料を表示

した例を以下の図に示す。 

 

図5 DPT-S1での表示例 

次に検証したのはMicrosoft社の12インチ Surface Pro 

3である。（現在は後継機種である Surface Pro 4も販売さ

れている。） 

 

 

図6 Microsoft Surface Pro 3 

Surface Pro 3の特徴は、以下のようにまとめられる。 

• Windowsパソコンである。 

• 有線接続による一括管理・資料配布は不可。 

• 弘大クラウド、OneDrive、メールによるリンク等、多

様な方法で資料配信が可能。 

• 管理サーバによる資料配信システムも利用可能で

ある。 

• 細かいことだが、ディスプレイは横置きを念頭にお

いているようである。会議資料はA4縦置きである

ので、縦置きの資料を閲覧する場合は横置きを念

頭にしたスタンドの利用ができない。 

 

参考までに、 Surface Pro 3で A4サイズの PDF資料

を表示した例を以下の図に示す。 

 

図 5 Surface Pro 3での表示例 

Apple iPad Pro（12.9インチ）についても検証を行った。 

 

図 6 Apple iPad Pro 

iPad Proの特徴は、以下のようにまとめられる。 

• ディスプレイの大きな iPadである。すなわち、これ

まで iPadを利用してきた方には使い勝手そのまま

でディスプレイが大きく、会議資料が見やすくなる。 

• これまでの iPad同様、有線接続による一括管理・

資料配信は可能である。ただし、サイズの関係から

図 2にあるような iPad用管理カートには iPad Pro

は収納できない。別途 iPad Proが収納可能な管理

カートを調達する必要がある。 

• 無線LANを利用すれば、弘大クラウド、OneDrive、

メールによるリンク等、多様な方法で資料配信が可
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能。 

• 管理サーバによる資料配信システムも利用可能。 

参考までに、 iPad ProでA4サイズのPDF資料を表示

した例を以下の図に示す。 

 

図7 iPad Proでの表示例 

また、今回検証した 3 つのデバイスでの表示を比較す

ると以下のようになる。 

 

図7 左から Surface Pro 3、 iPad Pro、 DPT-S1 

4 会議資料の配布方法の見直し 

本学役員会等のペーパーレス会議システムでは、

USB-Lightning ケーブルでの有線接続による端末一括管

理・一括資料配布の方法をとっている。この方法では、無

線 LAN の電波が届かない場所でも利用可能であり、（管

理カートに設置できる範囲で）多数の端末に一括して資

料配布が可能である。会議資料は、会議当日の iPadの中

のみに存在し、後日「要回収資料」の部分を削除して配

布することにより、十分なセキュリティを確保している。 

一方で、この方法では有線接続による一括管理のた

め、iPadは会議専用であり、会議がないときにはしま

って置くだけになる。

iPad を会議使用時以外でも利用可能にし、使用率を上

げるためには、会議専用に iPad を用意するのではなく、

会議出席者の所有するタブレット端末等に資料を配信す

れば良い。そのためには、管理サーバを導入して無線

LANによる資料配信システムを構築するのが一つの方法

である。このシステムを利用すれば、タブレット端末自体

に会議資料データを残さず、後日「要回収資料」の部分

を削除した資料配布が可能となるが、別途管理サーバ用

ソフトウェアを購入する必要があり、経費の問題があって

敷居が高い。 

参考までに、総合情報処理センター運営委員会等で

実践している「要回収資料」の取り扱い法は最も単純な例

であり、それは以下のようなものである。まず「要回収」部

分は会議資料 PDF にせず、会議当日紙に印刷して机上

配布し、会議後の持ち出しを禁止する。このように、完全

なペーパーレス化に固執しなければ、「要回収」部分を

除いて会議資料の PDF化を 1 回のみ行うだけでよく、こ

れを事前又は会議当日配布することにすれば、一括配布

用の管理サーバやソフトウェアがなくても、既存の弘大ク

ラウドや OneDrive、デスクネッツなどを利用して会議資料

をネットワーク配信できる。 

5 最後に 

本学役員会がペーパーレス化されている中、未だ会議

のペーパーレス化をためらっている部局も、事務業務効

率化と経費削減の観点から、今後ペーパーレス会議への

移行は避けて通れない検討課題である。会議参加者の

所有するタブレット端末やノート PC 等の既存のデバイス

と、センターで導入済みの既存のシステムを活用すること

で、高額な費用を投じなくても、会議のペーパーレス化を

はじめることが可能である。豊富なノウハウを持つ総合情

報処理センターに相談してみてはいかがだろうか。 
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１．はじめに 
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 なお、本研究は、平成 27年度中、「総合情報処理センター研究開発課題」として弘前大学から研究

費の支援を受けた。 

 

２．弘前大学の地域志向教育において eポートフォリオに求められる役割 
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学から卒業まで一貫した地域志向のキャリア形成を支援する「キャリア形成の基礎・発展」の５種か

ら構成されている（図１：弘前大学地域志向教育の概要）。 
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図１：弘前大学地域志向教育の概要 

 

（２）地域志向教育の構造 

 この中で、「地域学ゼミナール」「キャリア形成の基礎・発展」は、全学必修科目である。それ以外

の科目については、学生は自らの興味・関心に従って受講科目を選択する。また、地域志向の教育は、

学問に基礎をおいた累積的な構造を持った教育課程ではない。例えば学部越境型地域志向科目は高年

時に受講することが期待される科目である。しかし、この科目を受講するために、低年次に受講する

べき科目は設定されていない。地域志向教育、特に問題解決学習の形で進められる授業は、地域社会

のその時の問題を教材とし、学生の持っている知識や技能を活かす形で進められる。つまり、問題解

決学習は、学生一人一人の既習内容の違いを排除するものではなく、むしろその違いを個性とみなし

て、問題解決学習の過程に取り込んで行こうとする教授法なのである。よって、地域志向教育の課程

は、地域社会の実態や学生の個性に基礎をおいて、柔軟で無境界の構造をとることになる（図２：地

域志向教育の構造）。 

 

 

図２：地域志向教育の構造 

 

 弘前大学の地域志向教育の特徴に鑑みるに、弘前大学の COC事業では、地域志向教育の質保証は、

教育課程を詳細に設計して、その設計どおりの教育成果が出るように授業の過程をコントロールする

ような、いわゆる教育工学的なアプローチを取ることができない。 

 こうした観点から COC事業が採用した考え方が、自己調整学習である。自己調整学習とは、学習者

が学習の目標を立て、その目標実現のために計画を立案・運用していくような、学習スタイルである
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（ジマーマン・シャンク、2014）。いわば、学生自身による学びの PDCAサイクルを実現することが、

自己調整学習の眼目である。 

 

（３）eポートフォリオの二つの役割 

 では、自己調整学習を実現するために、どのような役割がポートフォリオに求められるだろうか。

自己調整学習の評価では、学習者が自分の学習の過程をモニタリングすることが重要である。eポート

フォリオの方法論において、このような役割は「ワークスペースポートフォリオ」によって担われる

とされる。ワークスペースポートフォリオは、ショーケースポートフォリオと対比される概念である

（森本、2011）。 

 ワークスペースポートフォリオとは、学習の改善を主眼としている。学生は学習の過程を確認した

り、仲間や教員と共有したりするために、学習過程を記録したメモやノート、写真、動画などを時系

列に、ポートフォリオに記録していく。これにより学習の最中において、自らの学びを相対化・客観

化しながら確認していくことができる。つまり即時的なリフレクション（省察）がワークスペースポ

ートフォリオの役割である。 

 ショーケースポートフォリオの眼目は成果の証明にある。学生は、学習過程の終局の段階で学習成

果を発表することが多い。この際に用いられるのがショーケースポートフォリオである。学習者は特

定のテーマに即して学習の記録を振り返り、学習を通して得た知識や技能について確認したり、それ

を他者に説明できるように言語化したりする。（この過程において、ワークスペースポートフォリオは、

基礎資料として活用される。）つまり学習がひと段落した際に行う回顧的なリフレクションがショーケ

ースポートフォリオの役割である。 

 こうしてみると地域志向教育における学生の自己主導学習にとって、eポートフォリオは即時的なリ

フレクションと回顧的なリフレクションの双方の役割を果たすべきことがわかる。特に自己調整学習

の評価ではモニタリングが重要であるため、即時的なリフレクションは非常に重要である。よって、

ワークスペースポートフォリオをメインとした eポートフォリオのシステムが、地域志向教育にとっ

ては適している。 

 

図３：地域志向教育における eポートフォリオの役割 

 

 

３．eポートフォリオの試験導入 

 本節では、上記観点から実施した eポートフォリオ試験導入を３例報告する。 
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（１）一枚ポートフォリオ 

 一枚ポートフォリオとは、ワークスペースの一種で、学習過程のモニタリングを以下の４つの要素

に着目して実施するものである（堀、2013）。 

① 学習前の評価 

授業全体のテーマとなる重要な問いをテスト 

② 学習の履歴 

授業各回のワークシート 

③ 学習後の評価 

授業全体のテーマとなる重要な問いをテスト 

④ 学習の総括 

授業前と後で自分がどのように変わったのか確認 

 今回の試行は、理工学部の専門科目「コンピューター演習」において試験的に一枚ポートフォリ

オを導入した。授業後に学生にはワークシートを記入した後で、ワークシートを携帯電話などで写

真にとって電子化し、メール等で教員に送付するように指示を出した（図４：一枚ポートフォリオ

の実例）。 

 

 

図４：一枚ポートフォリオの実例 
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 一枚ポートフォリオは、特別な機材やソフトウェアを使うわけではなく、非常に低コストでの導

入が実現できる方法であった。また試験導入を通して、担当教員からは「授業を構造化する意義が

ある」や「学生にとって授業の意義がわかりやすい」といった声も聞かれた。 

 ただし、ワークシート記入の時間を授業中に確保する必要があったり、写真にとってメールで提

出する手間を学生にかけたりと、この方法は運用の面で手間のかかるやりかたであった。授業への

侵襲性の高い、全学的な導入が憚られる方法であると言える。 

 

（２）Moodleの活用 

 Moodleは Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment略称である。オープンソースで

拡張性の高い学習管理システムとして知られている。弘前大学でも利用実績があり、既存システムの

活用という趣旨に合致する。 

 今回の試行では、学部越境型地域試行科目の１つ「地域プロジェクト演習—地域メディア活用の実践

—」で試験導入した。授業の最終レポートの提出とフィードバックという形で導入した（図５：moodle

活用の実例）。 

 

 

図５：moodle活用の実例 

 

 moodleは教員が一度慣れてしまうと、運用面でのコストが非常に低い。例えば、eポートフォリオ

のフォーマットを予め作成し、学生のフォーマットに従って提出させれば、写真撮影や学籍番号ごと

の整理といった手間がかからない。しかし教員には moodleに慣れるための努力が必要になる。 

 また moodleは授業を単位として作成されるため、科目間を跨いだ eポートフォリオづくりには適し

ていない。教養教育全体を通した自己調整学習のツールとして、適合的なツールだとは言い難い。 

 

（３）OneDrive 

 OneDrive は、Microsoft 提供のクラウドストレージサービスである。弘前大学はライセンス契約済

みで学生も活用可能である。 

 OneDrive は、人文社会科学部社会行動コースの中核的な授業「社会調査実習」にて、かねてよりグ

ループワークのツールとして活用されてきた実績がある。学生個人単位・グループ単位で、ワークス

ペース型 eポートフォリオとして活用する素地が既に形成されている。こうした経緯ゆえに、OneDrive

については、自己調整学習のインフラとして十分な機能を有することが試験導入以前より期待された。 
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 そこで OneDriveについては社会行動コースの学生（協力を快諾してくれた４名の学生）にヒアリン

グを行い、ワークスペースとしての活用のノウハウについて聴取した。あわせて、４名の学生につい

ては、「社会調査実習」に関するショーケースポートフォリオづくりに挑戦してもらい、OneDriveのポ

ートフォリオとしての活用についてのノウハウを得た。 

 これを踏まえて、28年度の５月から 12月にかけて行なった COC関連のインターンシップ（共育型地

域インターンシップ in田舎館）において、OneDriveを用いてワークスペース・ショーケースを作成し

た。 

 ワークスペースは、「社会調査実習」と同様にグループでアカウントを作成して、共同で eポートフ

ォリオを作成する形とした。ショーケースはワークスペースに記録された資料に基づいて、COC推進室

教員によるワークショップ型のリフレクションを行い作成した。ショーケースについては、読みやす

さや魅せ方を考慮して、電子媒体で作成した後で印刷をかけた。 

 

 

 

図６：ワークスペース 

 

 

図７：ショーケース 

 

 OneDriveはただのクラウドストレージであり、eポートフォリオのためのシステムではない。でき

ることは、電子化した文書や写真、動画をストレージにアップロードあるいはダウンロードすること
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だけである。 

 しかし、ただのクラウドストレージであることがゆえに、やるべきことは明確で、操作も簡単であ

る。必ずしもコンピューターに詳しいわけではない学生や教員にとっても使いやすいシステムとなっ

ている。弘前大学が Microsoft社と契約済みであり、すぐにでもシステムをスタートさせられる点も

魅力である。 

 

４．おわりに 

 弘前大学では、OneDriveを活用した eポートフォリオを地域志向教育に導入することした。導入に

あたっては、学生向けのマニュアルを作成して、「キャリア形成の基礎」にて、平成 28年１月に新教

育課程の学生（平成 28年度入学生）全員に配布するとともに eポートフォリオの意義や方法を説明し

た（図８：学生向けの eポートフォリオの手引き（抜粋）。これにより、平成 28年度から始まった地

域志向教育に eポートフォリオを導入することができた。 

 

 

 

図８：学生向けの eポートフォリオの手引き（抜粋） 

 

 

 eポートフォリオを活用して、地域志向教育の質を担保するように努めることが、残された課題であ

る。具体的には、低年次学生が受講するローカル科目や地域学ゼミナールについては、OneDriveを適

とは「 容れ物」 という 意味ですが、 大学では、 授業や正課外の活動で作成し

たノ ート 、 データ、 プレゼンテーショ ン、 作品（ 芸術・ 工学） をまとめた「 学

びの記録集」 を意味します。 これを電子化してクラウド スト レージなどに保

管したものを eポート フォリオと呼びます。  

eポート フォリ オのイメ ージ  

　 eポート フォリ オは、 大学生活で自分がどのよう に成長してきたのかを示

す基礎資料の１ つとなり ます。 留学したりボランティ アをしたり 、 インター

ンシッ プに参加した時に、 コツコツと eポート フォリオを作っておけば、 い

ざ就活という ときになって「 エント リーシート に何をかけば良いかわからな

い」 という ことにはなりません。  

　 是非とも、 このガイド ををよく 読んで、 eポート フォリオづく り に取り組ん

でく ださい。 きっとあなたの就活の助けになるはずです。  

弘前大学COC推進室 

 2
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宜用いて学習の記録をとっていくことが期待される。また学部越境型地域志向科目のような実地調査

が可能な科目は、特に eポートフォリオとの親和性高いため、これについては eポートフォリオの利

活用を図るための FDを実施する予定である。さらに、平成 28年度学生が高年次学生となる平成 30年

度・31年度には、OneDriveを活用したショーケースポートフォリオ作りのワークショップを開催する

予定である。

 

図９：地域志向教育における eポートフォリオの概要 
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弘大総合情報処理センター News Letterの発行について 

 

 

附属図書館情報基盤グループ 福士 明日香 

a_fukushi@hirosaki-u.ac.jp 

 

 

 総合情報処理センター勤務が 2 年目となりました、技術補佐員の福士です。平成 27 年 10 月より毎

月 1 回発行している「弘大総合情報処理センター News Letter」の作成を担当しております。 

 

 この「弘大総合情報処理センター News Letter」には、知っていると便利な情報の紹介や総合情報処

理センターからのお知らせなどを載せており、平成 29 年 1 月現在で第 16 号まで発行しています。今

回の HIROIN34 号には 7 号から 16 号までを掲載いたします。 

 

 「弘大総合情報処理センター News Letter」は、総合情報処理センターのウェブページからも見るこ

とができます。 

http://www.cc.hirosaki-u.ac.jp/newsletter 

 

 弘大総合情報処理センター News Letter の掲載記事に関するご意見・ご質問・ご要望等がありました

ら、総合情報処理センターまでお寄せください。 
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 総合情報処理センター勤務が 2 年目となりました、技術補佐員の福士です。平成 27 年 10 月より毎

月 1 回発行している「弘大総合情報処理センター News Letter」の作成を担当しております。 

 

 この「弘大総合情報処理センター News Letter」には、知っていると便利な情報の紹介や総合情報処

理センターからのお知らせなどを載せており、平成 29 年 1 月現在で第 16 号まで発行しています。今

回の HIROIN34 号には 7 号から 16 号までを掲載いたします。 

 

 「弘大総合情報処理センター News Letter」は、総合情報処理センターのウェブページからも見るこ

とができます。 

http://www.cc.hirosaki-u.ac.jp/newsletter 

 

 弘大総合情報処理センター News Letter の掲載記事に関するご意見・ご質問・ご要望等がありました

ら、総合情報処理センターまでお寄せください。 
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：福士 ＃

Office365 活用術 
 第 回

今回は について説明します。

は使用しているパソコン等に の

アプリケーションがなくても 上で アプリケーション

（ 、 、 ）を利用できます。機能は制限

されますが、閲覧・簡単な編集を行うことができます。

を使用してファイルを新規作成する場合は

の画面より「新規」をクリックし、新規作成したいファイル

の種類を選んで行います。

でファイルを編集するには、 （または

）にファイルを置いている必要が

あります。

また、 では共同作業を行うこともできます。

共同作業を行う場合は共同作業をしたい人を「共有」します。

「共有」をする場合は の画面より共有したいファイルの

「…」から「共有」、または共有したいファイルを を

開いてから右上の「共有」をクリックし、共有したい相手のメールアド

レスを入力して「共有」をクリックします。

「共有」したファイルを一緒に編集すると相手の名前が表示され、

リアルタイムで共同作業を行うことができます。

電話 479 件 372 件  60 件 対面 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

内線 まで

相手がどこを

編集している

か分かります。

で編集する際に入力できない場合は、 の場合は

「文書の編集」、 の場合は「ブックの編集」、 の場合は

「プレゼンテーションの編集」をクリックし、「 で編集」

の部分はそれぞれのアプリ名 をクリックしてください。
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：福士 ＃

ファイルの共有方法 
今回は 活用術をお休みしまして、ファイルの共有方法について説明いたします。

ファイルを共有するには様々な方法がありますが、今回は【弘大クラウド】【 ’s NEO】

【 】の つを利用したファイルの共有方法を説明します。

■弘大クラウド（教職員同士向け）

．共有したいファイル名の上にマウスカーソルを乗せ、「共有」

をクリックします。

．「ユーザーもしくはグループと共有」と表示されている場所

にファイルを共有したい人の を入力し、下に該当

する が表示されるので、それをクリックします。

※学生とファイルを共有したい場合は「共有」をクリックした際に表示されす「 で共有」にチェックを

いれ、表示された をコピーして学生にお知らせして共有して下さい。

■ （教職員・学生向け）

．共有したいファイルの右側にある「…」をクリックします。

．「共有」をクリックします。

．「名前またはメールアドレスを入力します」の欄に共有

したい人の を入力し、「共有」ボタンをクリック

します。

以上の つの方法でファイルを共有することが可能ですので、ご活用下さい。

電話 480 件 283 件  140 件 対面 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

内線 まで

■ ’NEO（教職員同士向け）

．共有したいファイルの右下にある「共有」をクリックします。

．「短縮 を発行します。よろしいですか？」のメッセージが表示されるので、

「はい」をクリックします。

．共有用の が表示されるので、それをコピーして共有したい人にお知らせし

て下さい。
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：福士 ＃

電話 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

コンピュータ等に関するご相談は

内線 まで

 対面 336 件 330 件 61 件 

自分以外の予定表の表示方法 第 回

今回は自分以外の予定表の表示の方法について説明します。

．「予定表」画面を表示します。

．画面左側の「個人用の予定表」の上で右クリックします。

．表示されたメニューから「予定表を開く」を選びます。

．「ディレクトリから：」へ表示したい方の名前を入力し、

「ディレクトリの検索」をクリックします。

．検索結果が表示されるので、表示したい方の名前を

クリックします。

．「開く」をクリックします。

表示されるようになると、「個人用の予定表」と、カレンダーの上の部分へ追加されます。

また、カレンダーへ表示したくない場合は

「個人用の予定表」に追加されている名前を

クリック、またはカレンダーの上の部分へ表

示された名前へマウスを乗せると出てくる

「×」ボタンをクリックすると非表示なりま

す。

非表示ではなくきれいに削除してしまいた

い場合は、「個人用の予定表」の削除したい予

定表の名前の上で右クリックし、「削除」をク

リックして下さい。

以上が自分以外の予定表の表示方法、削

除の方法となります。

Office365 活用術 
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：福士 ＃

電話 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

コンピュータ等に関するご相談は

内線 まで

 対面 371 件 245 件 99 件 

 第 回

今回は （スウェイ）について説明します。

とはレポート、プレゼンテーションを簡単に作成し、共有できるツールです。

使用する文章や画像等以外は自動で作成してくれます。

● の特徴

・簡単に操作を行える

基本的な操作は「文章を入力」「ドラック＆

ドロップ」のどちらかです。

左側の項目から追加したいものを、追加したい

場所にドラックするだけで簡単に追加できます。

後から順番を変更したくなった場合もドラック＆

ドロップで変更できます。

・様々なメディアを挿入できる

画像、ビデオ、ツイート、埋め込み…様々な

メディアを挿入できます。埋め込みでは

の動画や カレンダーなどを挿入することができます。

Office365 活用術 

ドラック＆ドロップ

様々なメディア

・全体のデザインを自動で構成してくれる

デザインとテンプレートから選択すると後は自動で構成して

くれます。種類はそこまで多くはありませんが、シンプルな

ものやおしゃれなテンプレートがあります。

「リミックス！」をクリックするとデザインも自動で選んで

くれます。
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：福士 2016/08/xx ＃11 

 

 

電話 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー 

News Letter 

コンピュータ等に関するご相談は

E-mail : cc-staff@ml.hirosaki-u.ac.jp / 内線 : 3726 まで 

 対面 287 件 129 件 77 件 

アプリランチャーのカスタマイズ 第 10 回 

 今回はアプリランチャーのカスタマイズについてです。 

 アプリランチャーを起動するには画面の上の方にある■が 

9 つ並んだボタンをクリックします。 

 アプリランチャーのアイコンサイズは小、中、ワイドの 

3 種類あります。このサイズはアプリの右上にある「･･･」 

またはアプリを右クリックし、表示された「サイズ変更」 

から変更することができます。 

 必要のないアイコンがある場合はサイズの変更と同じよう 

に「･･･」または右クリックをし、「ホームへのピン留めを 

外す」をクリックします。また表示したくなった場合はアプ 

リランチャーの一番下にある「すべてのアプリを表示します」 

をクリックし、表示させたいアプリ名の右上の「･･･」または 

右クリックし、「アプリランチャーにピン留めする」を 

クリックしてください。 

 以上の方法でアプリランチャーをカスタマイズすることができます。 

 

 

 

 

 

Office365 活用術 

平成 28年度総合情報処理センター研究開発成果発表会のお知らせ 
 総合情報処理センターでは昨年採択された研究開発課題について、研究開発成果発表会を開催いたします。 

 今年度は成果発表に加えて学内情報システムの一元管理や学内情報発信の全学的連動・連携体制と事務組

織のあり方に関する意見・要望等について討論会を実施しますので、皆様のご参加をお待ちしております。 

日時：平成 28 年 9 月 29 日（木）13：00～15：00 

場所：総合情報処理センター4 階 計算機システム研修室 

 

詳しくは総合情報処理センターWeb ページで確認を 

http://www.cc.hirosaki-u.ac.jp/blog/9492 
 総合情報処理センター 検索 


 

ワイド 

小 
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：福士 ＃

電話 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

コンピュータ等に関するご相談は

内線 まで

 対面 313 件 191 件 36 件 

のスタートページ 第 回

Office365 活用術 

教職員による実習室 の利用について
総合情報処理センターの実習室、各学部・附属図書館等のサテライト実習室の は学生はもちろん、全ての

教職員も個人の でログインして利用することができます。

パソコンを活用した教職員向けの講習会の際にも、個人で調べ物をする際にも でログインして利用

することができます。

詳しくは総合情報処理センター ページで確認を

今回は のスタートページ サインインした直後のページ へ変更方法に

ついてです。

．画面左上の をクリックし、 のホーム画面を表示します。

．歯車マークをクリックし、設定画面を表示します。

．設定画面の中に スタートページを設定する がありますので、それをクリック

します。

．もう つ スタートページを設定する が出てくるので、それをクリックします。

．スタートページにできる画面の一覧が出てくるので、設定したい画面をクリック

します。

． 保存 をクリックして下さい。

．設定画面を×で閉じます。

以上の手順でスタートページを設定すると次回のサインイン時から設定した画面

からはじめることができます。

サインインは から行って下さい。

※総合情報処理センターウェブページの 弘大メール からサインイン

した場合は設定した画面ではなく、メールの画面になります。
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：福士 ＃

電話 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

コンピュータ等に関するご相談は

内線 まで

 対面 322 件 223 件 53 件 

の画面を開けない時 第 回

Office365 活用術 

のパスワードを忘れてしまったら･･･
パスワードを忘れてしまった場合は 通りの方法でパスワードを再設定することができます。

とメールによるパスワード再設定（パスワードが分かっている時に第 メールアドレスの設定が必要）

パスワード再発行申請書の提出によるパスワード再設定

詳しくは総合情報処理センターウェブページで確認を！

今回は、たまに総合情報処理センターへ問合せのある「 へサインインしたら画面が真っ白なま

ま動かなくなった（ 画面になった）」時の対処方法について説明します。

この現象は 等のインターネットブラウザで「 」等で検索を行った場合に出てくるサイ

トからサインインを行うと起こるようです。

ですので、サインインを行う場合は

または、

総合情報処理センターウェブページの「弘大メール 」

から行ってもらうとこの現象はおこりません。

また、検索結果からサインインし、真っ白な画面になって

しまった場合でも総合情報処理センターウェブページの

「弘大メール 」をクリックすると の

メールの画面へ移動することができます。

ここからサインイン
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：福士 ＃

電話 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

コンピュータ等に関するご相談は

内線 まで

 対面 401 件 154 件 84 件 

メールが届かない時 第 回

Office365 活用術 

今回は、メールが届かない時の対処方法の つについて説明します。

メールが届かない場合の原因の一つとして、メールが「低優先メール」

フォルダに入ってしまっていることがあります。この「低優先メール」

フォルダを確認するには のメール画面の左側のメニューの

「その他」をクリックすると、「低優先メール」フォルダが表示されるの

で、それをクリックすることで確認することができます。

この低優先メールの設定をオフにしたい場合は画面右上の を

クリックし、下の方にある「アプリの設定」の「メール」をクリック

すると、左側のメニューが「オプション」メニューになるため、「低優先メール」をクリックします。

低優先メールの設定画面が表示されるので、その中の「低

優先メールとして識別されたアイテムを分離する」のチェ

ックボックスにチェックがはいっている場合はこのチェ

ックを外して「保存」をクリックしてください。

以上の手順でメールが「低優先メール」フォルダへ入っ

てしまうことを防ぐことができます。

休講連絡へのリンクについて
総合情報処理センターのウェブページより休講連絡のページへアクセスすることができるようになりました！

・総合情報処理センターのトップページの上部のメニューの右端

・時間割（教育用実習室時間割・閉館情報）ページ

・弘大 のトップページ

上記に休講連絡ページへのリンクがありますので、ご活用ください。
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：福士 ＃

電話 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

コンピュータ等に関するご相談は

内線 まで

 対面 352 件 91 件 43 件 

受信トレイの表示方法の変更 第 回

Office365 活用術 

今回は、受信トレイの表示方法の変更について説明します。

のメール機能の受信トレイは標準の状態では左から「サイドメニュー」

「メッセージ一覧」「メール内容」といった画面構成になっています。

「サイドメニュー」については位置の変更はできませんが、「メッセージ一覧」

「メール内容」については「表示設定」で変更することができます。

●「表示設定」の変更方法

．画面右上の をクリックし、「表示設定」をクリックします。

．出てきた「表示設定」画面の「閲覧ウィンドウを右に表示する」（標準の状態）

または「閲覧ウィンドウを下に表示する」の前の○をクリックします。

．「 」をクリックします。

以上の手順で受信トレイの表示方法を変更することができます。

また、標準の状態ですと「メッセージ一覧」の表示が「差出人」「件名」の順番

となっていますが、「件名」を上にしたい場合は「表示設定」画面の

「メッセージ一覧」をクリックし、「件名が最初」の前の○をクリックして

「 」してください。

靴のまま利用できるようになりました！
月 日（月） ： より総合情報処理センター内がスリッパに履き替えずに利用できるようになりま

した。総合情報処理センターをご利用の際は、靴のままお入りください。

メ
ッ
セ
ー
ジ
一
覧

メ
ー
ル
内
容

閲
覧
ウ
ィ
ン
ド
ウ

「閲覧ウィンドウを右に表示する」

の状態

メッセージ一覧

メール内容

閲覧ウィンドウ

「閲覧ウィンドウを下に表示する」

の状態
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弘前大学 総合情報処理センター 担当：福士 ＃

電話 

弘 大 総 合 情 報 処 理 セ ン タ ー

コンピュータ等に関するご相談は

内線 まで

 対面 350 件 129 件 71 件 

や などの 製品を使用している時に、ちょっとだけ困ったということはないでしょう

か。そんな時に覚えておくと使えるテクニックをお伝えしていきます。

今回は、今後の説明で使用する の画面の各名称について紹介します。

以上が画面の名称です。次回からは実際に使えるテクニックをお伝えいたします。

平成２８年度弘前大学情報セキュリティセミナー 開催 
月 日（月） ： より総合教育棟 講義室において、部局情報技術者・

部局情報担当者を対象とした情報セキュリティセミナーを開催いたします。今年度は

総合情報処理センター担当職員が弘前大学情報セキュリティポリシーに基づいた部局

情報技術責任者・部局情報技術担当者が行うべき具体的実施事項について解説いたし

ます。参加を希望する方は各部局総務担当を通してお申込みください。

詳しくは総合情報処理センターホームページをご覧ください。

→

情報セキュリティ 

セミナー 

・タブ

「ファイルタブ」

「ホームタブ」

など

・グループ

「フォントグループ」

「段落グループ」

など

・ダイアログボックス

ボタン





－49－

弘前大学総合情報処理センター広報 HIROIN No.34, 49-49（2017）

無線LANアクセスポイント

設置場所 設置台数
理工学部1号館
理工学部2号館
コラボ弘大・コラボレーションセンター
農学生命科学部
総合情報処理センター
教育学部
大学会館
合宿所
附属図書館
人文社会科学部
総合教育棟
保健管理センター
50周年記念会館
遺伝子実験施設
医学部基礎校舎
社会医学講座研究施設 
医学部コミュニケーションセンター
臨床研究棟
エネルギーセンター
学生支援センター1号棟
学生支援センター2号棟
本町地区共同利用施設
動物実験施設・RI施設
臨床講義棟
保健学研究科・総合研究棟
附属病院外来診療棟
附属病院第1病棟
附属病院第2病棟
女性医師職場復帰支援施設
附属小学校
附属中学校
附属幼稚園
附属支援学校
計

文
京
町
地
区

台

本
町
地
区

台

附
属
学
校
園

台
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総合情報処理センター 研究開発報告 

(2016年 1月～2016年 12月) 

 

論文・著書・報告・解説等 

 

 竹内淑怜，“Hiroin ID の申請について，”HIROIN, No. 33，pp.5-8，2016 年 3 月 

 佐藤友暁, “総合情報処理センター実習室のレイアウトの検討,” HIROIN, No. 33，pp.13-16，2016

年 3 月 

 竹内淑怜，“電子マネー対応プリンタ Pico-Print の利用方法について,” HIROIN，No. 33，pp.19-

20，2016 年 3 月 

 佐藤友暁, “国際相互無線 LAN 接続サービス eduroam,” HIROIN, No. 33，pp.21-26，2016 年 3 月 

 T. Sato, S. Chivapreecha and P. Moungnoul, “A Connection Block Implemented in the RTL Design for 

Delay Time Equalization of Wave-Pipelining, “Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, vol. 14, 

no. 1, pp. 49-54, Apr. 2016. 

 T. Sato, S. Chivapreecha, P. Moungnoul and K. Higuchi, “RCA on FPGAs Designed by the RTL Design 

Methodology and Wave-Pipelined Operation,” Proc. of ECTI-CON 2016, pp. 1251.1-1251.6, Jun. 2016. 

 K. Hanabusa, K. Higuchi, T. Sato and K. Jirasereeamornkul, Approximate 2-Dgree-of-Freedom Control of 

a Class-D Amplifier Using FPGA,” Proc. of ECTI-CON 2016, pp. 1152.1-1152.6, Jul. 2016.  

 T. Sato, S. Chivapreecha, P. Moungnoul and K. Higuchi, “Proposal of an Automatic Running AP in 

Wireless LANs for the Maximization of the Throughput,” Proc. of CreTech 2016, pp. 9-11, Aug. 2016. 

 佐藤友暁，須藤勝弘，小倉広実，竹内淑怜，葛西真寿, “MAC アドレス認証システムを用いた次

世代ファイアウォールの運用体制構築,” 第 20 回学術情報処理研究集会発表論文集, pp. 43-36, 

2016 年 9 月 

 T. Sato, S. Chivapreecha, P. Moungnoul and K. Higuchi, “Designing a Firewall Unit on the FPGA 

Composed of Selectors,” Proc. of SISA 21016, pp. 53-58, Sep. 2016.  

 T. Sato, S. Chivapreecha, P. Moungnoul and K. Higuchi, “An FPGA Architecture for ASIC-FPGA Co-

Design to Streamline Processing of IDSs,” Proc. of CTS 2016, pp. 412-417, Nov. 2016. 

 

 

講演・口頭発表 

 須藤勝弘，“弘前大学における学外通信監視とネットワーク接続機器の特定,”国立大学法人情

報処理センター等担当者技術研究会，宮崎大学木花キャンパス，2016年 9月 

 

 

外部資金 

 佐藤友暁, “自己修復機能による高速・低消費電力設計対応 IPSプロセッサ開発と標的型攻撃の

防御,”科学研究費補助金 基盤研究(C) 情報セキュリティ, 総額 4,550 千円, 2016年 4月から
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2019年 3月 

 佐藤友暁, “配線による遅延調整手法を用いたホストベース IPSプロセッサの開発と検知回路最

適化,”科学研究費補助金 基盤研究(C) 情報セキュリティ, 総額 4,810 千円, 2013年 4月から

2017年 3月（延長） 
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2019年 3月 

 佐藤友暁, “配線による遅延調整手法を用いたホストベース IPSプロセッサの開発と検知回路最

適化,”科学研究費補助金 基盤研究(C) 情報セキュリティ, 総額 4,810 千円, 2013年 4月から

2017年 3月（延長） 

 

 

 

 

編 集 後 記 

 

私がパソコンを購入した 30年ほど前は、使用する時間が１日１時間を越えることはなかった。最

近では朝から夜までパソコンやスマホなどを使っている。大学の無線 LANや民間のサービスによ

って、空中を飛び交う情報量も膨大なものとなっているのであろう。インターネットから得られ

る情報は有益なものがほとんどではあろうが、中には問題となるものもある。これからも情報セ

キュリティを強く意識しながら、情報の取得・発信をおこなう必要があるのだろう。 

（後藤） 

 

 

情報技術の活用は企業や組織の生産性を高めるために不可欠です。今日においては、情報技術が

なければ企業や組織の運営が成り立たないように思えます。一方、今日の大学の授業は、情報技

術がなくても成り立ってしまいます。しかし、情報技術を活用することで教育効果を強力に高め

ることが可能なはずです。教育の情報化は総合情報処理センターの重要な役割の一つであると考

えております。  

（佐藤） 

 

 

今号の巻頭緒言に吉澤理事が書かれておられますが、私自身も情報に振り回されている一人です。

PCは今や日々の生活に欠くことができないものとなっており、それを基盤として教育、研究、会

議、大学内の全ての仕事が成り立っている状態です。だからこそ安全第一で、PCにトラブルがあ

った時はその対応だけで莫大な時間、労力、経費がとられますし、何よりひどくブルーな気分に

なります。総合情報処理センターや弘前大学 CSIRTが大学の安全を守りつつ、私たちの日常を支

えていることを忘れないようにしたいものです。 

（下田） 

 

 

今年の冬も例年になく冬らしからぬ推移で、ドカ雪が降ったり解けたりで色々大変です。最近、

雪雲や雨雲の接近を教えてくれるスマホのアプリを見つけて重宝しています。スマホに関する記

事でも、普及が進み便利に利用されているようです。私も今回スマホの便利さを再認識させられ

ましたが、ダークサイドも忘れてはならないことをニュースが報じることもあります。情報機器

の使用技術だけではなく、理念も教育する必要があり、大学内では総合情報処理センターに期待

が掛かってくることが予想されますので、センターにはそのための準備をお願いしたいと思いま

す。 

（丹波） 
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本号には学生のスマートフォン利用状況が掲載されております。便利なアプリが日々登場してお

りますが、アプリの登場に必ずしも利用する側が追いついていない感があります。アプリ更新も

頻繁に促されるようになることを考えると、手間以上に便利を感じられかつ長いスパンで利用可

能なアプリの登場を心待ちにしております。 

（野坂） 
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