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【研修の概要】
校内 LAN 活用の一環として Linux パソコンの導入の可能性を調査した。そのために、
学習や校務で利用するための Linux サーバ及びクライアントのマニュアルを作成し、そ
れをもとにして小学校において Linux パソコンの動作確認を行った。その結果、Linux
が Windows 同様に学習などに利用できる可能性が高いことを検証することができた。
また、オープンソースソフトウェアを利用する Linux は、価格的な優位性や安定性が
高い OS のため、学校への導入は現実的な選択肢になり得ることがわかった。
【キーワード】

Linux

オープンソースソフトウエア

校内 LAN

Linux によるファイル管理システムの構築とクライアントとしての Linux の活用
−学校における Linux サーバ及びクライアントの可能性について−
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Ⅰ

はじめに
Linux ※ 1 (リナックス)は、Windows ※ ２ や Mac ※ ３ 、UNIX ※ ４ (ユニックス)と同様に OS ※ ５（オペレー

ティングシステム）である。
Linux は、1991 年、当時フィンランドの学生であった Linus B.Torvalds（リーナス・トーバル
ズ）が卒業研究の題材として開発した OS が基礎となっている。
Linux は、「UNIX」の設計思想を取り入れており、UNIX とは異なるが UNIX と同様に動作する。
開発当初、UNIX は OS プログラムの記述内容が公開されていたが、UNIX に関する著作権問題の
ため自由にそのプログラムを利用することができなくなった。そのため、Linus は UNIX のプログ
ラムを使用せずに、UNIX と同じ様に動作する OS プログラムを新たにつくり直し、Linux と名づけ、
オープンソースソフトウェア ※６ として公開した。
Linux は、最初はごく限られた範囲でしか興味をもたれない存在だった。しかし、その後、イ
ンターネットの普及により世界中に広がり、プログラムの改良、ドキュメントの整備、プログラ
ムの動作の評価などのいろいろな役割をもった人々が開発集団に参加するようになり、現在では
世界各国でいろいろなディストリビューション ※７ がつくりあげられるようになってきた。
なお、現在、Linux ディストリビューションは多数存在するが、本研修では雑誌等で比較的入
手しやすいものを取り上げることにし、その他のものについては省略する（表１）。
表１ Linux ディストリビューション
Redhat Linux９
（レッドハットリナックス９）

Vine Linux3.0
（ヴァインリナックス3.0）

Fedora core１
（フェドーラコア１）

Turbo Linux７
（ターボリナックス７）

Mandrake

Linux8.1

（マンドレイクリナックス8.1）

※1

DOS/V で有名な IBM が開発した。現在、開発は終了したが、企業サー
バなどで採用されていることが多い。
Project Vine が配布している Redhat Linux の日本語版。日本語環境
が充実しており、一部に古いパッケージがあるが、情報が多い。
Redhat Linux の後継版にあたり、研究を目的としているため、最新の
オープンソースソフトウェアのパッケージを積極的に採用している。
日本語環境の強化につとめている。企業ユーザなどには製品版のユー
ザが多い。
初心者向けの Linux である。多くの機能が搭載されており、比較的ス
ペックの高いパソコン用に開発されている。

Linux の名称は、Linus B.Torvalds の米国及びその他の国における登録商標または商標

※２

Microsoft、Windows その他は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標

※３

Mac は、米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標

※４

1968 年に米国 AT&T 社のベル研究所で開発されたオペレーションシステム

※５

コンピュータシステム全体を管理するソフトウェアで基本ソフトウェアともいう。

※６

ソフトウェアの設計図にあたるプログラムを、インターネットなどを通じて無償で公開し、誰でもそのソフトウェアの改
良、再配布が行えるようにしたもの

※７

添付されるアプリケーションソフトや使い勝手に独自の工夫を加えた Linux の配布パッケージをいう。
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前述した Linux ディストリビューションについては、導入コストや安定性についての評価が高
く、これまでは主として企業などでサーバ ※８ として使われてきている（図１、図２）。
また、Linux やそれに対応するソフトウェアは基本的にオープンソースソフトウェアであり、
安価に利用できることや比較的低スペックなパソコンでも安定して稼動させることができる利点
がある。

図１

Linux の導入コスト

図２

企業での Linux サーバの導入

しかし、これまではキーボードによる入力操作のため、なじみにくい面があり研究者以外には
一般的に認知度も低く、存在自体もあまり知られていなかった。そのため、企業用サーバに限定
して利用されていたが、近年、Windows と同様に GUI ※ ９ による操作ができるようになり、周辺機
器への対応も飛躍的に向上してきたことから誰にでも扱えるようになった。
その結果、安価なクライアント（前掲脚注 ※ ８ 参照）としての用途も期待でき、学校用パソコ
ンの有力な選択肢のひとつになると考えられる。
また、現在開発されている Linux の特長をあげるとおよそ次のようになる。
･･･OS やソフトウエアが安価で入手しやすい。

○

低コストである。

○

GUI による操作ができる。･･･Windows と同じように操作できる。

○

安定して動作する。

○

UNIX 互換で信頼できる。 ･･･世界中でサーバとしての実績がある。

･･･フリーズしてもパソコン自体の再起動の必要がない。

以上のことから、Linux はコスト面での優位性や安定性、信頼性への評価が高く、学校教育で
の利用に適していると考えられる。また、このような特長をもつ Linux を、児童生徒の学習用あ
るいは校務用に導入を図ることや、Linux パソコンとして古いパソコンを再利用することにより
資源の有効活用を図ることなどが、現在、学校では求められているのではないかと考える。

※８

ネットワーク上の他のコンピュータからの要求に対して自身の持っている機能やデータを提供するプログラム、又はそのプ ログ
ラムが動作しているコンピュータ。ここで、サーバに要求を出す側の「他のコンピュータ」をクライアントという。

※９

「Graphical User Interface」の略。文字での入力操作ではなく、画像化されたボタンやメニューをマウスなどを使って
操作できるようにしたもの
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Ⅱ

研修の目的

１

校内 LAN による情報共有や情報利用を円滑にするため、Linux による各種サーバを構築
する。

２

経済性や安定性に評価の高い Linux を、サーバ及びクライアントとして学校で導入する
場合の活用方法や課題について考える。

Ⅲ

研修の基盤
現行の小学校学習指導要領第１章第５の２（８）には、
「各教科の指導に当たっては、児童がコ

ンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ、適切に活用する学習活動を充
実する」ことが教育課程の実施上の配慮事項とされている。
また、「2005 年度までに、すべての小中高等学校等が各学級の授業においてコンピュータを活
用できる環境を整備する」
（文部科学省）ことが国の方針とされ､その実現に向けて「ミレニアム・
プロジェクト」及び「e‑Japan 重点計画」等の国の施策により､学校教育の情報化のための環境整
備が進められている。
このような流れの中で、教員研修においてもこれまではコンピュータ操作技能の習得が主な目
的となっていたが､現在は IT を活用した「わかる授業」の実践や「校務の効率化」を図る研修が
主になってきている。
しかし、学校においては校内 LAN やネットワークシステムに関する研修や整備の遅れから、情
報通信ネットワークが十分に活かされなかったり、配置するコンピュータの台数不足の解消が進
まなかったりする状況がみられ、日本教育工学振興会（JAPET ※ 10 ）の調査によれば、2005 年度ま
でに IT を活用した授業を実践するという目標の達成が難しい現状がある。
その原因のひとつとして考えられるのは、校内 LAN についての理解不足がある。また、コンピ
ュータの導入や学習用のアプリケーションソフトの購入にかなりのコストがかかり、学校の限ら
れた予算ではすべての教室にコンピュータを配置することが困難であることなども考えられる。
このような現状をふまえ、安定性が高く基本的にオープンソースソフトウェアで安価な Linux
をサーバやクライアントとして学校に導入し、教育用コンピュータの台数を確保することが可能
になれば、校内 LAN の環境を充実させることができ、サーバ内の教育用コンテンツを活用した授
業の促進や校務用文書管理の効率化にもつながると考えられる。
これまで Linux は、日本語環境や周辺機器への対応の遅れやアプリケーションソフトの不足な
どからクライアントとして使用するにはやや不向きであった。そのため、前述したようにサーバ
としての利用に限定されていた。
しかしながら、最近になって改善が一段と進み、さまざまな Linux 用のアプリケーションソフ
トが開発されてきた。そのため、学習用クライアントとしての利用に充分に対応できそうな状況
になってきていることから、今回このような研修のテーマを設定した。

※10

社団法人日本教育工学振興会｢JAPAN ASSOCIATION FOR PROMOTION OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY｣の略。「2004 年度第４回
教育用コンピュータ等に関するアンケート調査」による。
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Ⅳ

研修の目標

１

校内ネットワークの活用を図るため、セキュリティを重視した Linux による各種サーバを
構築し、マニュアルを作成する。

２

学校における新規パソコンの導入及び低スペックパソコンの再利用のための Linux クラ
イアントのマニュアルを作成する。

３

Linux サーバやクライアントを学習などで活用するための方法について調べる。

Ⅴ

研修の内容
１

Vine Linux によるサーバの構築と操作・設定マニュアル
（１）Vine Linux の導入

Vine Linux は、Linux の中でも使いやすい日本語環境を提供する Linux ディストリビューショ
ンのひとつであり、CD からの起動により日本語インストーラを使って簡単にインストールを行う
ことができる。このインストーラでは、グラフィカルモードが標準であるが、テキストモードで
もインストールすることができる。
また、Vine Linux は次のような特長をもっている。
○

rpm ※ 11 や apt ※ 12 によるパッケージ管理によってアップデートやインストールがネットワー
クを利用して簡単にできる。

○

GUI 操作でわかりやすく、CUPS ※13 の採用でプリンタの設定が容易にできる。

※本研修では｢Vine Linux3.0｣を中心に取り上げるが、説明の必要に応じて他の Linux ディスト
リビューションについてもふれる。
①Vine Linux の入手方法
Vine Linux（CD−ROM 版）は主に次のような入手方法がある。
ア）書籍(月刊誌等)の付録 CD
・ Linux MAGAZINE
http://linux.ascii24.com/linux/linuxmag/
・日経 Linux

http://itpro.nikkeibp.co.jp/linux/

・ Linux World

http://www.idg.co.jp/lw/

・ UNIX USER

http://www.unixuser.jp/

アスキー発行
日経 BP 社発行
IDG ジャパン発行

ソフトバンク・パブリッシング発行

イ）インターネットからのダウンロード
・KDDI 研究所

http://ftp.kddilabs.jp/Linux/packages/Vine/

・北陸先端科学技術大学院大学

http://ftp.jaist.ac.jp/pub/os/linux/Vine/

※11

Redhat 系 Linux でアプリケーションソフトをインストールする場合に用いる命令

※12

インターネットを利用して、アプリケーションソフトのバージョンアップ及びインストールをする場合に用いる命令

※13

｢Common UNIX Printing System｣の略。プリンタの設定が容易にできるようにしたソフトウェア

4

ウ）商用パッケージ版(有料)
・パソコンショップ等での製品版パッケージ（Vine Linux 2.6CR 及び 3.1CR）
エ）Linux プレインストールパソコン販売ショップ
・株式会社ピーシーファクトリー

http://www.pcfactory.com/newsys.htm

・株式会社ユーザーズサイド

http://www.japanpub.com/mall/usersside/jp/

・株式会社 MCJ

http://www.mouse‑jp.co.jp/linux/index.htm

②Vine Linux 3.0(2.6r4)のインストールの手順
CD または FD から boot（起動）する。はじめに CD から boot
できるように BIOS で設定しておく。設定できない機種の場
合は起動用の FD を使う。次に､起動画面でエンターキーを押
して GUI のインストーラを起動する（図 3‑1）。
図 3‑1
Vine Linux 3.0 のロゴが表示され、自動的に次の画面へ
移動する（図 3‑2）。

図 3‑2
言語選択
「Japanese」を選択する。次の画面からは日本語で表示
される。「次」をクリックする(図 3‑3)。
図 3‑3
キーボードの設定画面
基本的には日本語キーボード（106）が自動検出されるの
で、「次」をクリックする（図 3‑4）。
図 3‑4

マウスの設定
基本的に自動検出される。
「次」をクリックする（図 3‑5）。

図 3‑5
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「ようこそ」画面
そのまま「次」をクリックする（図 3‑6）。

図 3‑6
インストールタイプの選択
サーバ構築の場合は「サーバ」を、クライアントの場合
は「すべて」を選択し、「次」をクリックする（図 3‑7）。

図 3‑7
パーティションの設定は「インストーラが自動的に・・・」
を選択するとインストーラが自動的に設定する（図 3‑8

手

動での詳細設定も可能）。
図 3‑8

HDD の初期化の確認ダイアログ画面
「OK」をクリックする（図 3‑9）。

図 3‑9
「システムすべてのパーティションを削除」を選択する。
今 あ る OS も 残 す 場 合 は 「 既 存 の パ ー テ ィ シ ョ ン を 保 持
し・・・」にチェックし、
「次」をクリックする（図 3‑10）。
図3‑10

指定のドライブのすべてのパーティションを削除する。
「OK」をクリックする（図 3‑11）。

図3‑11

この画面では、そのまま「次」をクリックする（図 3‑12）。

図3‑12
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ブートローダの画面では、そのまま「次」をクリックす
る（図 3‑13）。

図3‑13
ここでは、サーバのネットワーク環境を設定する。
「DHCP を使用して設定」にしておく（後で再設定ができ
る）。「次」をクリックする（図 3‑14）。

図3‑14

言語は「Japanese」を選択する。
「次」をクリックする（図 3‑15）。

図3‑15

タイムゾーンの選択
「アジア/東京」を選択し、
「 次」をクリックする（図 3‑16）。

図3‑16
root(管理者権限) のパスワードを任意に設定する。ここ
では一般ユーザも追加できる。設定したら「次」をクリッ
クする（図 3‑17）。
（例） ユーザ名
user01
パスワード ●△□×○▲（半角英数）など
図3‑17

「インストールの準備は完了」画面
「次」をクリックするとインストールが開始する（図 3‑18）
。

図3‑18
インストール進行中の画面
パソコンの環境によりインストールにかかる時間は異な
るが、50 分前後は必要である（図 3‑19）。
図3‑19
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Vine Linux3.0 の boot（起動）ディスクはインストール
後に作成することができる（Vine Linux2.6r4 の場合はここ
で作成する。）。「次」をクリックする（図 3‑20）。
図 3‑20
画面の解像度と色深度の設定画面
「1024×768 ピクセル、16 ビット」標準のままで「次」をクリ
ックする（図 3‑21）。
図 3‑21
インストールの終了画面
「おめでとう」画面で「終了」をクリックして再起動す
る（図 3‑22）。
図 3‑22
ログイン画面
「ユーザ名」と「パスワード」を入力してログインする。
（例）

ユーザ名

user01

パスワード ●△□×○▲

など

（図 3‑23）

図 3‑23

ログインすると Linux のデスクトップ画面が表示され、
Windows と同様にマウスで操作ができる（図 3‑24）。

図 3‑24
（２）ファイルサーバ（Samba）の構築
①Samba について
Linux では専用ソフトウェアを導入することにより、各種のサーバの構築を行うことができる。
その中からファイルサーバの構築をする。専用ソフトウェアとして Samba ※ 14（サンバ）やその設
定ソフトウェアの Webmin ※ 15 （ウェブミン）を用いることにする。そして、サーバ内には校務フ
ァイルや学習教材を用意し､いつでも必要なときに利用できるようにする。また、サーバ内のファ
イルについては、教職員や児童生徒にとって利用頻度の高いものを用意しておく。専用ソフトウ

※14

ネットワークを通じて Windows パソコンにファイル共有やプリンタ共有などのサービスを提供することを可能にするソ
フトウェア

※15

GUI で Linux の各種設定を行うソフトウェア。Web ブラウザ上でユーザーアカウントの管理やサーバの設定が可能
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ェアについては雑誌の付録 CD やインターネットからインストールできる（P17「④パッケージ（ア
プリケーションソフト）のインストール・削除」を参照）。以下に、Webmin による Samba3.0 の設
定手順について述べる。
②Webmin による Samba3.0 の設定手順
まず、「ブラウザ（mozilla）」→URL「https://localhost:10000/」で Webmin を起動する。

Webmin の画面
「サーバ」をクリックするとサーバの画面に移る（図 4‑1）。

図4‑1
サーバの画面
「Samba Windows ファイル共有」をクリックすると「Samba
マネージャ」画面に移る（図 4‑2）。
図4‑2

「Samba マネージャ」画面
「Windows ネットワーク」をクリックすると「Windows ネットワークオプシ
ョン」画面に移る（図 4‑3）。
図4‑3
「Windows ネ ッ ト ワ ー ク オ プ シ ョ ン 」 の ワ ー ク グ ル ー プ が
workgroup になっていることを確認する。次に、セキュリティを共
有レベルに設定し、
「保存」ボタンをクリックする（図 4‑4）。
図4‑4
「Samba Share マネージャ」画面
「public」をクリックすると「ファイル共有の編集」画面に
移る（図 4‑5）。
図4‑5
「ファイル共有の編集」画面
「共有するフォルダ」を指定する（例 var/samba/public）
。このフ
ォルダは、はじめから作成されている。次に､「セキュリティとアクセ
ス制限」と「ファイルの許可」の設定をする（図 4‑6）
。
図4‑6
9

「セキュリティとアクセス制限」をクリックすると「セキュ
リティを編集」画面に移る。「ゲストのアクセスを可能にしま
すか？」の「はい」にチェックし、「保存」する（図 4‑7）。
図4‑7
「ファイルの許可」をクリックすると「ファイル許可の編集」
画面に移る。
「新規 Unix ファイルモード」
「新規 Unix ディレク
トリモード」をそれぞれ「７７７」（フルアクセス可）に設定
し、保存する。「Samba マネージャ」画面に戻り、Samba を再起
動すると変更した設定が有効になる（図 4‑8）。
図4‑8
③Windows パソコン（クライアント）の設定の手順
校内 LAN 上の Linux サーバに接続するためのネットワークグループの設定をする。
XP の設定手順
手順１ ｢スタート｣→｢コントロールパネル｣ →｢システム｣を開く。
手順２ ｢システムのプロパティ｣から上部タブ｢コンピュータ名｣
をクリックする。
手順３ ｢コンピュータ名の変更｣画面で｢コンピュータ名（C）｣
を任意で入力し、｢ワークグループ（W）｣に

WORKGROUP

を入力して｢OK｣ボタンを押す（図 5‑1）。
図5‑1
2000 の設定手順
手順１ ｢スタート｣→｢コントロールパネル｣ →｢システム｣を開く。
手順２ ｢システムのプロパティ｣から上部タブ｢ネットワーク ID｣
をクリックする。
手順３ ｢コンピュータ名の変更｣画面で｢コンピュータ名（C）｣
を任意で入力し、｢ワークグループ（W）｣に

WORKGROUP

を入力して｢OK｣ボタンを押す（図 5‑2）。
図5‑2

95、98、Me の設定手順
手順１ ｢スタート｣→｢コントロールパネル｣ →｢ネットワーク｣
を開く。
手順２ ｢ネットワークのプロパティ｣ から上部タブ｢ユーザ情
報｣をクリックする。
手順３

｢ワークグループ｣に

WORKGROUP

を入力して｢OK｣ボ

タンを押す（図 5‑3）。
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図5‑3

④Linux パソコン（サーバ）の設定の手順
ネットワークやプリンタに接続を行うために「localhost」の設定をする。この設定は再起動
することで有効になる。
まず、｢root｣でログインし、次のように設定する。
手順１ ｢アプリケーション｣→｢システムツール｣→
「ネットワークの設定」のボタンをクリッ
クする。
手順２ ｢ホスト｣タブをクリックするとホストの設

図 6‑1

定画面に切替えることができる（図 6‑1）。

手順３ ｢ホスト｣の「localhost.localdomain」の記
述を「localhost」に変更し｢OK｣ボタンを押し、
再起動すると設定が有効になる（図 6‑2）。

図 6‑2
⑤個人用フォルダの作成の手順
「アプリケーション」→「システム・ツール」→「GNOME 端末 ※ 16 」から次のように入力して作
成する。
手順１
$ su

あらかじめ、Linux 上にユーザ（例：user01〜user15 の 15 名分）を用意する。
−

Enter

管理者権限に切り替える。

Password:（■▲○△□×）
# useradd −
# passwd

p

user01

Enter

user01

現在のパスワードを入力する。
Enter

新ユーザが user01 の場合

Enter

新ユーザのパスワードの設定

Changing password for user user01.
New password:（○△□×■▲）

Enter

Retype new password: （○△□×■▲）

新パスワードを入力する。
Enter

再度入力する。

passwd: all authentication tokens update successfully

完了

※ここで、注意することがある。Linux 上のユーザ名は Windows パソコンのユーザ名と同一に
する。また、Windows を Samba に接続するためのパスワードは Windows にログオンするパスワー
ドと同じにする。
Windows のユーザー名 ＝ Linux のユーザー名
Windows のパスワード ＝ Samba のパスワード
※16

命令やデータをキーボードを使って入力・操作することができる画面
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手順２

Samba のパスワード設定をする（例：user01〜user15 とする。）。

# smbpasswd

‑a

user01

New SMB password:

Enter

Enter

Samba パスワードを入力（例

Retype new SMB password:
AAdded user

(user01 の場合)

Enter

○△□×▼■）

もう一度同じパスワードを入力

user01

（３）DHCP サーバ（ネットワーク自動設定）の構築
Vine Linux で DHCP ※ 17 サーバを導入するには、まずインターネット上から DHCP サーバーのソフ
トウェアをインストールする必要がある（P18「エ）Synaptic によるインストール・削除」）を参
照）。
次に、初めて DHCP サーバ機能を使う場合は、新規に「dhcpd.conf」ファイルを設定する必要
があるので次のような手順により行う。
手順１ はじめに、テキストエディタ（gedit）を使って、「/etc/dhcpd.conf」の設定を行う。
設定内容は環境によって異なるが、一般的に次のような設定が必要になる（設定例）。
shared‑network DHCP {
option subnet‑mask 255.255.255.0; ← サブネットマスク
default‑lease‑time 6000; ← クライアントが期限を求めない場合の割り当て時間（秒）
max‑lease‑time 72000; ← クライアントが期限を求めた場合の最大割り当て時間（秒）
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 192.168.1.1; ← デフォルトゲートウェイ（例）
range 192.168.1.64 192.168.1.126; ← 割り当てる IP アドレスの範囲（例）
}
}

手順２ Webmin のネットワーク設定でネットワークインターフェイスの設定をする（表２）。
表２
ホスト

種

類

Webmin のネットワーク設定（例）
IP アドレス

ネットマスク

ステータス

Eth0

Ethernet

192.168.1.1

255.255.255.0

動作中

Io

Loopback

127.0.0.1

255.0.0.0

動作中

手順３ パソコン起動時に DHCP サーバを自動起動させる
には GNOME 端末画面から次のように設定をする。
「# ntsysv」と入力し「dhcpd」にチェック(＊)
を入れておくとパソコンの起動時に DHCP サーバ
も自動的に起動するようになる（図７）。

図７
※17

ネットワークに接続するコンピュータに必要な情報を自動的に割り当てるソフトウェア
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（４）プリンタサーバ（プリンタ共有:Vine Linux3.0）の導入
Samba が導入されているパソコンに接続されているプリンタを、Windows パソコンで使うための
プリンタ共有の設定については、Samba が起動している場合は自動的にプリンタサーバとして共
有できるようになる。Windows パソコンからはネットワークプリンタとして使用できる。
２

校務文書管理運用マニュアル
（１）学校におけるファイル管理とネットワークの構成
①デジタル化されたファイルの管理区分一覧（表３）

サーバ内に保存するファイルの管理区分を次のような一覧表にして例示する。
なお、セキュリティ水準は重要なファイルから順に A→B→C とする。
表３
セキュ フ ァ イ
リティ ル パ ス 上 書
水 準 ワード

A

必

要

B

不

要

C

不

要

ファイル管理区分一覧（例）
文書ファイル

備

考

・指導要録
・個人調査データ
・公文書(校長名の外部文書)
・生徒指導資料
不 可 ・児童生徒名簿､職員名簿
・学習成績個人データ
・通知票関連文書
・事務室の管理データ
・職員会議提案文書 など
・学校教育資料(文科省、県教委)
不 可 ・週案､指導案､行事予定 など

データは金庫に保管する。保
存期間が過ぎたものについては
年度末に処分する。

・授業資料等の教育情報
・児童生徒の作品、データ

次年度に必要なもの以外は年
度末に処分する。

可

など

次年度以降必要なもの以外は
整理して年度末に処分する。

②セキュリティを考慮した校内ネットワーク
ア）校内ネットワーク上のセキュリティ対策
ウィルス対策ソフトやフィルタリングソフト ※18
を、サーバをはじめすべてのコンピュータにイン
ストールしておく。また、定期的に最新の状態に
更新する。
イ）不正アクセス対策
ルータ

※19

につながるファイヤーウォール ※20 に

より外部からのアクセスを防ぐ。外部からのポー
トを閉じ、送られてきたパケットは破棄する。
また、通信記録（ログ）を保存し､定期的に不正
アクセスがないか確認する（図８）。
図８

校内ネットワーク例

※18

特定の条件に合致するデータや、制限に抵触しないデータだけを通過させるソフトウェア

※19

ネットワーク上を流れるデータを他のネットワークに中継する機器

※20

組織内のコンピュータネットワークへ外部から侵入されるのを防ぐシステム
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（２）デジタル化されたデータの取り扱いについて（例）
データの保存とバックアップについては、メディアが安価なことや保存のしやすさから、ここ
では記録用の CD を用いることにする。
①CD による文書データの取り扱い方
ア）文書データは必要に応じてパスワード設定を行い保護する（保存時オプション設定で行う）
。
イ）校務用 CD へデータを定期的に登録・保存する（CD‑R 又は CD‑RW を使用する）。
ウ）校務用 CD が紛失しないように管理する（バックアップ CD として保管する）。
②ファイルパスワードが必要な文書データ
ア）児童生徒、職員の名簿(氏名、住所、電話番号など)
イ）児童生徒の個人調査データ(健康診断､成績､家庭調査､進路調査など)
ウ）事務室で管理するデータなど
③文書データの取り扱い方
ア) 学校保管文書についてはできるだけ「文字飾りなし」の文書にしておく方がよい。
イ) 校務分掌引継ぎの際は文書綴りと併せて、校務用バックアップ CD も引き継ぐ。
ウ) 校務用データはサーバに保存し、個人のコンピュータの HD やメモリ等に保存しない。
④バインダー内の文書の取り扱い方
ア）フォルダ一覧表
分類やファイル名を書いたフォルダ一覧表を、バインダーの中仕切として使う（表４）。
表４
平成（16）年度

フォルダ一覧表（例）

分類（教務）関係

ファイル名

行事係
組織図

ファイル名

文書フォルダ名（356

保健関係

しおり

健康調査

目次

実施要綱

5年

宿泊研修）

準備日数

その他

準備日程

保護者説明

概要

会計決算

班の編成

宿泊依頼

イ）文書の見出しの書き方（例）

※赤で印を押し、

※各資料（紙）に年度･分類などを記入する。

項目を記入する。
平成○年○月○日

平成（○）年度

保護者の皆様へ

文書ファイル （5 年宿泊研修）

○○町立○○小学校

フォルダ名

（保健関係）

校

ファイル名

（健康調査）

長

宿泊研修の健康調査のお願い
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○○

ウ）バインダーの様式
右図の様式例のように、紙の資料
とバックアップ CD をバインダー内
に保管しておく。
背表紙には分類と整理番号の明記
をしておく（図 9‑1）。
また、バックアップ CD にもそれぞ
れ、分類と整理番号を書いたラベル
を貼っておく（図 9‑2）。

図 9‑1

バインダーサンプル

図 9‑2

バインダーの様式（例）

エ）ファイルの整理の仕方（校務用ファイルの例）
ⅰ）文書の作成時にはサーバに保存する。
ⅱ）バックアップ CD に、学期ごとに保存しなおす。
ⅲ）記録用 CD の容量が不足したときには新しい CD を用意し、ラベルに記入しア）〜
イ）の要領で保存・保管する（ラベルの書き方は統一する。）。
ⅳ）新しい文書ファイルをつくるときには係に連絡し、整理番号を追加する。
オ）フォルダとファイルのまとめ方（例）
次に例示するように、サーバ内にフォルダツリーを作成し、各フォルダの中に該当年度のファ
イルを保存する（図 10‑1、10‑2）。
15

図 10‑2 フォルダの内容

図 10‑1 フォルダツリー

カ）文書ファイルの整理番号のつけ方
次のような分類により文書ファイル作成する（表５）。
表５

背表紙の整理番号と色分け

整理番号

３

大

分

類

色

100

総務関係

赤

200

指導関係

青

300

教務関係

緑

400

事務関係

黄

500

財務関係

橙

600

校務関係

桃

Linux クライアントの導入と操作・設定マニュアル

（１）Linux クライアントの導入
①Linux の動作環境と導入パソコン
今回は、型の古いデスクトップパソコン（CPU が 200〜300MHz、HDD が 3GB、メモリが 64ＭＢ程
度のスペックの DOS/V パソコン）への導入を行ったが、問題なくインストールができ、安定して
動作させることもできた。
②Vine Linux 3.0（2.6r4）のクライアント向けインストール
インストール手順 「Ⅴ−１−（１）−②」にしたがってフルインストールを行った。フルイ
ンストールでの容量は 1.7GB 程度で、他のディストリビューション（2.5GB 程度）にくらべると
容量が少ない。インストールに使う Vine Linux はインターネットからダウンロードしたものを使
用したが、雑誌等の付録の CD でも同じようにインストールすることができる。インストールには
およそ 50 分程度の時間がかかる。
③apt‑get コマンドによるシステムのアップデート
Linux のインストールが完了したら、不具合部分が改善されている場合があるので、ただちに
次のようにインターネット上からアップデートし、システムを最新の状態にしておくとよい。
GNOME 端末画面から次のように入力する(図 11)。
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# apt‑get update
# apt‑get dist‑upgrade

図 11

GNOME 端末画面

④パッケージ（アプリケーションソフト）のインストール・削除
Vine Linux では、パッケージのインストールや削除などを簡単に行うことができる。ここでは、
コマンドによる「rpm」と「tar ※ 21 」、「apt」を用いた方法と GUI 上からインストール操作ができ
る「Synaptic」について説明する。
ア）rpm（ソフトウェアの拡張子が rpm の場合）によるインストール・削除
GNOME 端末画面から次のように入力するとインストール・削除が開始する。
インストール
# rpm − ivh ＜ パ ッ ケ ー ジ 名 .rpm＞
削

Enter

除
# rpm − e ＜ パ ッ ケ ー ジ 名 .rpm＞

Enter

イ）tar による（ソフトウェアの拡張子が tar.gz の場合）インストール
ソースパッケージの場合は、GNOME 端末画面から次のように入力してインストールする。
#
#
#
#
#

tar zxf ＜ パ ッ ケ ー ジ 名 .tar.gz＞
Enter
cd ＜ 展 開 時 に 作 成 さ れ た デ ィ レ ク ト リ ＞
Enter
./configure
Enter
make
Enter
make install
Enter

ウ）apt によるインストール・削除（例：OpenOffice）
インストール
# a p t ‑ g e t i n s t a l l OpenOffice
削

除
# apt‑get remove

※21

Enter

OpenOffice E n t e r

拡張子が rpm や tar.gz のソフトウェアはそれぞれ rpm、tar コマンドでインストールすることができる。
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エ）Synaptic によるインストール・削除
「アプリケーション」→ 「システム・ツール」 →
「 Synaptic パッケージマネージャ」 で起動する。
インストール パッケージの □ にチェックを入
れて「適用」をクリックする（図 12）。
削除 アプリケーションの削除の場合はチェッ
クをはずして「適用」をクリックする。
（２）Linux クライアントの操作・設定マニュアル（抜粋）

図 12

①Linux の起動・終了などの基本的な操作
ア）起動方法・・・ログイン画面から次のようにしてログインする。
ログイン画面
「ユーザ名」と「パスワード」を入力して
ログインする（図 13‑1）。
（例） ユーザ名 user01
パスワード ●△□×○▲ など
図13‑1
イ）終了方法・・・デスクトップ画面から次のようにして終了する。
ログアウト画面
「アクション」→「ログアウト」をクリッ
クする（図 13‑2）。
次に、「シャットダウン」を選択してクリ
ックすると終了する。
図13‑2
②デスクトップ画面の設定・操作と学習用アプリケーション
ア）[マルチメディア]

ストリーミング動画は MPEG プ
レイヤーや MPlayer などを別途
インストールすることによって
再生できる。また、CD 書き込み
ソフトウェアを使って記録用 CD
にデータの書き込みをすること
ができる（図 14‑1）。

図 14‑1

マルチメディア
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イ）[デスクトップの設定]その１

画面の解像度やサウンド設定な
どのデスクトップの各種設定をす
ることができる（図 14‑2）。

図 14‑2

デスクトップの設定その１

ウ）[デスクトップの設定]その２

パスワードやスクリーンセー
バー、などの各種設定をすること
ができる（図 14‑3）。

図 14‑3

デスクトップの設定その 2

エ）[システムツール]

プリンタの設定、アプリケーシ
ョンのインストール、ネットワー
ク管理など周辺機器やシステム
に関する設定をすることができ
る（図 14‑4）。

図 14‑4

システムツール
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オ）[グラフィックス]

デジタルカメラツールで画像
ファイルの取込みができる。画像
編集ソフトウェアの GIMP では本
格的な画像編集ができる（図
14‑5）。

図 14‑5

グラフィックス

カ）[オフィス]

OpenOffice を別途インストー
ルすることによって 、ワープロ
やプレゼンテーション、表計算ソ
フトを使うことができる。操作に
ついては Windows のソフトウェ
アとよく似ている。また、ファイ
ルの互換性もある（図 14‑6）。

図 14‑6

オフィス

キ）[インターネット]

ブラウザには Mozilla、メール
ソフトウェアには Sylpheed を使
用することができる。Windows で
使用するソフトウェアと操作方
法がよく似ている（図 14‑7）。

図 14‑7

インターネット
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③学習用 Linux クライアントに必要なその他の設定
ア）Linux でサウンドを鳴らすためには GNOME 端末画面から次のように入力して設定する。
# sndconfig

Enter

イ）Canna（かんな）による日本語の入力をするには、「全角/半角」 キーを押す。下図
の表示がされれば日本語の入力（ローマ字入力のみ）が可能になる。
ウ）java（ジャバ）プラグインは GNOME 端末画面から次のように入力してインストールする。
$ chmod a+x j2re−１̲4̲2̲05−linux−i586−rpm.bin
$ .／j2re−１̲4̲2̲05−linux−i586−rpm.bin

Enter

Enter

エ）Windows の日本語入力システムに準拠した入力形式（ATOK または MS‑IME）に変更す
るには、GNOME 端末画面から次のように Canna の設定をする。
$ cp .canna .canna.org

Enter

$ cp /usr/lib/canna/sample/just.canna

.canna

Enter （ATOK の設定）

$ cp /usr/lib/canna/sample/wx2+.canna

.canna

Enter（MS‑IME の設定）

※設定を有効にするには、一度ログアウトして再度ログインする。
オ）プリンタ（接続・印刷）は CUPS のウイザード形式で設定することができる。
カ）Macromedia Flash Player は GNOME 端末画面から次のように入力してインストールする。
#

./flashplayer−installer

Enter

キ）OpenOffice、MPlayer、デジタルカメラツール（gtkam）、スキャナツール（xsane）
は GNOME 端末画面から次のように入力してインストールする。
#

apt−get install OpenOffice Enter

#

apt−get install MPlayer

#

apt−get install gtkam

Enter

#

apt−get install xsane

Enter

Enter

ク）RealPlayer10GOLD は GNOME 端末画面から次のように入力してインストールする。
#

rpm −ivh RealPlayer10GOLD．rpm Enter

ケ）追加したい日本語フリーフォントを「Truetype」
フォルダへコピーすると使用できる。
Usr→ lib→ X11→ Fonts→ Truetype
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追加できるフリーフォント（例）
・mikachan
・mikachan p
・mikachan pb
・mt‑tare
・aoyagi kouzan Font２

４

Linux の操作・設定に関する校内研修
（１）校内研修に関する事前アンケート

校内研修の事前調査と校内 LAN や学校
で使われているパソコンの実態把握のた
めに、Ａ小学校の教員にアンケートを実
施した。
はじめに、教員アンケートの設問１〜
３（資料１）の結果から、校務用のパソ
コンについては個人用のパソコンを使っ
ている教員が全体の半数おり、学校のパ

図 15‑1

設問１の結果

図 15‑2

設問２の結果

図 15‑3

設問３の結果

図 15‑4

設問４の結果

図 15‑5

設問５の結果

ソコンだけでは台数が不足している実態
が示されている（図 15‑1）。
また、パソコンに搭載されている OS に
関しては、そのすべてが Windows であり、
ネットワーク上で混在している（図
15‑2）。そして、Linux に関しては、ほと
んどの教員が全く知らないと回答してお
り、学校での Linux に対する関心の低さ
がうかがえる（図 15‑3）。
次に、教員アンケートの設問４〜６（資
料１）の結果をみると、パスワードや基
本的な校内ネットワークの設定について
は担当できる教員は限られている状況が
あり、ネットワークプリンタの接続など
もほとんどの教員が設定ができない実態
がある（図 15‑4）。
また、校務ファイルの管理については、
半数以上が個人用のパソコンに保存した
り、フロッピィディスクなどに保存した
りしていて、ファイルサーバによる管理
の必要性やセキュリティ意識の低さがう
かがえる（図 15‑5、15‑6）。
更に、教員アンケートの設問７（資料
１）の結果から、学習におけるパソコン
の使い方については、
「インターネットを
使って学習する」と回答した教員が最も
多く、教室に校内 LAN に接続されたパソ
コンが設置されていて、使用できる環境
さえ整っていればインターネットを利用
した学習が効果的だと考える教員が多い
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ことがわかる（図 15‑7）。
前述したアンケートの結果をみると、Ａ
小学校においては、校内 LAN に接続するた
めのネットワークの設定や Linux の操作に
ついての校内研修が必要になると考えられ
た。
はじめに、クライアントからログインす
図 15‑6

る方法や設定について研修を実施し、サー

設問６の結果

バが利用できるようにしようと考えた。
次に、ほとんどの教員が Linux は、はじ
めて操作することになるため、起動・終了
などの基本的な操作や学習用のアプリケー
ションの操作について研修を実施すること
にした。
以上のような内容で、Ａ小学校において

図 15‑7

次のように校内研修を行った。

設問７の結果

（２）サーバとクライアントの設定手順の研修
本稿「Ｖ−１−（2）−③」の手順により共有フォ
ルダの設定に関する校内研修を実施した。
は じ め に 、 Linux サ ー バ の フ ォ ル ダ ツ リ ー 構 造
「 /home/public/文書分類/ 」の中に校務分掌フォ
ルダを用意しておいた（図 16‑1）。
次に、Linux サーバに接続するための Windows クラ

研修

イアントの設定を行った。
Ａ小学校では、クライアント側の OS が Windows95、
98、Me、XP と複数混在しているため、各 OS ごとに手
順にしたがって設定を行い、Linux サーバ側の共有フ
ォルダ「public」と個人用フォルダにアクセスできる

図 16‑1

サーバの文書フォルダ

ようにした。そして、サーバ内には校務文書のフォル
ダや学習用のコンテンツフォルダを作成し、Windows
パソコンから利用できるようにしておいた（図
16‑2）。
また、個人用フォルダにアクセスするためには、
Windows（クライアント側）と Linux（サーバ側）の
ユーザ名とパスワードを同じに設定しておく必要が
あったため、あらかじめユーザ名（user01〜user15）
とパスワードを 15 人分用意しておき、ログイン後に
クライアントとサーバのパスワードを個人用に変更
できるようにした。
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図 16‑2

学習用コンテンツフォルダ

（３）学習用アプリケーションの操作の研修
本稿「Ｖ−３−（２）−①②」によりアプリケーションの操作の研修をした。デスクトップ画
面ではマウスで Windows と同様な操作ができる。
また、ワープロ、プレゼンテーション、表計算などの OpenOffice は Microsoftoffice（前掲脚
注 ※２ ）と互換性があり、あまり違和感なく操作ができる。
（４）データファイル保存の手順の研修(OpenOffice ファイルをフロッピィディスクに保存する場合)
はじめに、フロッピィディスクを「マウント ※22」
してから、次の手順で「保存」する（図 17‑1）。

手順１

図 17‑1

マウント

「ファイル」→「名前を付けて保存」を選択する（図 17‑2）。

手順２
保存先には「mnt」→「floppy」を選択する（図 17‑3）。

手順３
「ファイル名」をつける。Vine Linux では日本語のフ
ァイル名で保存することができる（図 17‑3）。

手順４
「ファイルの種類」で「word97、2000」を選択すると
Windows と互換性のあるファイルにして保存すること

図 17‑2

名前を付けて保存

ができる（図 17‑3）。

手順５
ファイルの種類を確認して「保存」する。重要
な文書にはパスワード付の保存ファイルにするこ
とができる（図 17‑5）。

図 17‑3
※ 22

mnt フォルダ

「mount」
（マウント）は「据え付ける」という意味、コンピュータ関連では、ハードディスクやテープドライブなどの外
部記憶装置やネットワークドライブなどをファイルシステムとしてアクセスできるようにすること。
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手順６
フロッピィディスクを取り出す時には「マウン
ト解除」してから取り出す（図 17‑4）。

図 17‑4

マウント解除
図 17‑5

floppy フォルダ

（５）ネットワークの基本的なコマンド
今回の校内研修では実施しなかったが、ネットワークの基本的なコマンドについても研修した
ほうがよいと考えられるので次に示す（表６）。このコマンドを GNOME 端末画面から実行するこ
とによって、ネットワークの状態をチェックすることができる。
表６
コマンド
ping

使

用

ネットワークの基本的なコマンド（例）
例

# ping ‑c3 192.168.1.1

用

途

ネットワーク上のホストへの接続の確認に使う。
正常ならホストから応答が返る。

netstat

# netstat ‑r

ネットワークの経路情報を確認する。

nslookup

# nslookup

DNS サーバへの問い合わせに使う。指定したホスト
の FQDN と IP アドレスが確認できる。

traceroute

# traceroute ‑n

指定したホストへのパケットの経路（パケットを中
継するルータ）を表示し、パケットが目的のネットワ
ークまでどの経路をたどったかを確認できる。

ifconfig

# ifconfig ‑a

システムに接続されているネットワークインター
フェイスの設定とその状況確認に使う。

５

Linux の学校での使用と問題点
(１)Ａ小学校並びに県外Ｂ附属小学校での Linux の動作確認

Ａ小学校の校内 LAN を使い、職員室に平成 16 年９月か
ら 11 月の３ヶ月間、Linux サーバを設置した。サーバは
その期間中、安定して動作し、サーバ内の共有フォルダ
や個人用フォルダも、それぞれ Windows クライアントか
ら利用するができた。
Ａ小学校のパソコン室には児童用のクライアントパソ
コンとして Linux を２台設置し、11 月から２ヶ月間イン
ターネットや OpenOffice を使い教科学習などに利用し
図 18‑1 Ａ小学校パソコン室

た（図 18‑1）。
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このＡ小学校での動作確認に用いたサーバ（１台）とクライ
アント（２台）はいずれも古いパソコン（CPU:200〜300MHz、メ
モリ 128MB）に Linux を導入したものであったが、安定した動
作を示した。
また、Ｂ附属小学校では Linux について先進的な取り組みが
なされており、全学年で学習時や休憩時に Linux を利用する実
証実験が平成 16 年 12 月から実施されている。そこでは子ども
たちは Linux パソコンを活用してインターネットをしたり、学
習を行ったりしている様子がみられた（図 18‑2）。
図 18‑2 Ｂ 附属小パソコン室

前述したことから、Linux は子どもたちの学習においては特
に抵抗感なく利用できることがわかった。

更に、Linux 導入後、Ａ小学校の４年生の児童に「リナックスパソコンについてのアンケート」
（資料２）を実施した。その結果によると一部には「今まで Windows パソコンを使っていたので
リナックスパソコンが使いにくい。」、「インターネットとかのクリックするところがちがってい
る 。」 な ど 、操 作に 不 慣れ であ る ため
難しいという感想も出された。しかし、

５、 ウインドウズ とリナッ クスと同じように使えま
すか

設問５では 86％の児童が「普通、簡単、
すごく簡単」に使えたと回答している
ことから、Ａ小学校においても、短期

児童2 7 % 7 %

50%

29%

7%

間（２ヶ月間）で Linux の操作に対応
できており、児童にとっては操作上の
問題は少ないと考えられる（図 19）。

教員1

29%

43%

29%

0%

その一方で、教員に実施した「リナ
ックスパソコンについてのアンケー

難しい

少し難しい

普通

簡単

すごく簡単

ト」（資料２）では、「学校では十分に
図 19

経費がなく困ることが多いが、このよ

設問５の結果

うに無料で使えることは、学習環境の充実の手助けとなりとても助かる。」、
「教育関係予算の少な
い市町村では導入を検討すべき。しかし、無料であることとウィンドウズ等になれていることの
どちらを先生方は重視されるのだろうか。」などの感想が出され、Linux の価格的な優位性は認め
ながらも、設問５では「難しい、少し難しい」の回答が 72％あった（図 19）。
そのため、今後、学校において価格面での優位性から Linux の導入について検討がなされるよ
うになってくるとすれば、Linux についての校内研修を実施することが必要になってくるのでは
ないだろうか。
その他、以前の Linux ディストリビューション（2.6r4）では、「デスクトップにあるアイコン
の日本語表示の意味がわかりにくく、児童には不適切な表示がある。」などの意見も出された。こ
のことについては、Linux の新しいディストリビューション(3.0 以降)では日本語表示もわかりや
すくなっており改善が図られている（図 14‑1〜7）。
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Ⅵ

研修の成果と今後の課題
今回の研修の成果として、目標であった Linux サーバの構築と Linux クライアントのマニュア

ルを作成することができた。そして、そのマニュアルをもとにして、小学校において教職員に校
内研修を実施することができた。また、子どもたちがマニュアルを使って実際に Linux パソコン
を操作し、学習活動にインターネットを利用することもできた。
これらの実践を通して、学校において Linux が Windows 同様に利用できる可能性が高いことを
実感することができた。事実、子どもたちが学習活動の中でパソコンを多く利用するのは、イン
ターネットを使った調べ学習や画像コンテンツ参照である。そして、学習のまとめや発表にはワ
ープロやプレゼンテーションソフトを利用することが多く、そのような使い方が主であるならば、
Windows 専用の動画再生機能 ※23 を除けば、Linux でも十分に学校での利用が可能である。
また、Linux を学校に取り入れ、オープンソースソフトウェアを使ったり、古いパソコンを有
効活用したりすることで、子どもたちがこれらの意義について学ぶことができる。しかも、Windows
と Linux 両者の操作性には、ほとんど違いはみられず、強いて違いをあげるならば、ディスクド
ライブ使用時に「マウント」操作が必要なこととデスクトップにあるアイコンの形などのわずか
な違いである。
以上のことから、学校における Linux 導入は価格的な優位性や安定性が高いことも含め、現実
的な選択肢になり得るはずである。
しかし、本稿「Ｖ−５―（１）」の項でも述べたように、子どもたちは Linux パソコンを短期間
のうちに柔軟に受け入れているが、教員には操作が難しいという課題がある。
したがって、Linux の導入を図るためには、Linux の校内研修を充実していくことにより、学校
における Linux の認知度を高め全体に広めていくことや、操作についての課題を解決していくこ
とが必要であると考えられる。
そこで、そのひとつの手立てとして、今回作成した Linux のマニュアルが研修等で役に立つこ
とを期待している。そのために、よりわかりやすいマニュアルになるように今後も改善していき
たいと考えている。
現在、学校教育の中に Linux を取り入れようとする試みが既に全国各地で始められている。中
でも､1000 人規模の児童生徒による Linux パソコンの実証実験が IPA ※ 24 のプロジェクトにより、
全国の学校において実施されている。
その大きな目的のひとつが、教育用コンテンツの利用において、特に音声や動画について Linux
での動作実験を行い、そこでみつけられた Linux パソコンの課題を解決し、学校での Linux の利
用を進めること（IPA）とされている。
これらの課題が解決され、Windows パソコン用に作成された音声や動画が Linux でも全く同じ
ように利用可能になれば、もはや Linux を選択しない理由はなくなるといってもよいであろう。
そして、そうなる日もそう遠くないのではないかと予感させられる。

※23

Windows Media Video（ウィンドウズメディアビデオファイル）形式の動画

※24

「Information‐technology Promotion Agency」の略。独立行政法人情報処理推進機構
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Ⅶ

おわりに
今や、ほとんどの学校でネットワークやインターネットはなくてはならない学習ツールとして

あらゆる場面で利用されている。しかし、現状ではパソコン室などの学習に限られている場合が
まだ多い。そこで、使いたい時には、いつでもすぐに校内でネットワークやインターネットが利
用できる環境づくりの方策について思案していたところ、幸いにも松江教育センターにおいて
Linux に関する１年間の研修の機会を与えていただくことができた。
そして、研修の結果、Linux サーバやクライアントが校内 LAN の中で十分に利用可能であるこ
とがわかった。また、学校で Linux を利用するためのマニュアルも作成することができた。
今後､このマニュアルが学校における Linux パソコンの普及に少しでも参考になり、子どもたち
の学習の役に立つならば幸いである。
最後に､今回このような貴重な研修の機会を与えてくださった島根県教育委員会、安来市教育委
員会、布部小学校の皆様に心より感謝いたします。特に布部小学校の職員の皆様には、Linux の
動作確認のために貴重な時間やご協力をいただき、重ねてお礼申し上げます。また、Linux の実
証実験に取り組んでおられる岐阜大学教育学部附属小学校の皆様には授業参観や実践上の具体的
な取り組みについてご教授賜り、ここにお礼申し上げます。
おわりにあたり、ご指導をいただきました松江教育センターの皆様、とりわけ直接ご指導いた
だきました研究情報スタッフの皆様に感謝いたします。ありがとうございました。
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【参考資料】
教員アンケート
資料１
男

女

１、仕事で主に使うパソコンは個人用、職場用どちらですか
①自分の個人用パソコン

②

職場用のパソコン

③

個人用、職場用両方使う

④その他

２、仕事で主に使うパソコンの OS(オーエス)はなんですか（複数回答可）
①WIN95 ,98、ME

②WIN2000

③WINXP

④わからない

３、Linux(リナックス)はどんなものか知っていますか
①知っている

②名前は聞いたことがある

③全く知らない

④興味がない

①②の解答の方で Linux について知っていることがあれば書いてください。

４、自分でネットワークの設定ができますか（複数回答可）
①

ユーザー名、パスワードの設定ができる

②ネットワークプリンタの設定ができる

③

校内 LAN の接続ができる

④できない

５、校務文書などのファイル管理をどのようにしていますか
①自分のパソコンで保存管理している

②フロッピーやメモリなどに保存して管理している

③サーバーの共有フォルダに保存して管理している

④

①〜③で管理している

６、今の職場の校務文書の管理の在り方について最も近い考えを教えてください
①今までの管理の仕方でよい

②サーバーの共有フォルダ等で一括管理できるとよい

③サーバーに共有フォルダと個人用フォルダがあるとよい

④よくわからない

７、教室で児童がパソコンを使って学習する場合、どんな使い方が最も効果的だと考えますか
①ワープロを使って学習する

②プレゼンテーションを作成する

③インターネットを使って学習する

④その他（その他の方は書いてください）
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リナックスパソコンについてのアンケート
資料２
年

男子

女子

☆リナックスパソコンを使ってみて A〜E のうち自分の考えに一番近いものに○をしてください。
１、リナックスパソコンを使ってみてどうでしたか。
A むずかしい

B すこしむずかしい

C ふつう

D かんたん

E すごくかんたん

２、リナックスパソコンでインターネットをしてみてどうでしたか。
A むずかしい

B すこしむずかしい

C ふつう

D かんたん

E すごくかんたん

３、リナックスパソコンでワープロをしてみてどうでしたか。
A むずかしい

B すこしむずかしい

C ふつう

D かんたん

E すごくかんたん

４、リナックスパソコンのワープロでつくったものをフロッピーにほぞんすることができますか。
A むずかしい

B すこしむずかしい

C ふつう

D かんたん

E すごくかんたん

５、あなたはウインドウズパソコンとリナックスパソコンのりょうほうとも同じように使えますか。
A むずかしい

B すこしむずかしい

C ふつう

D かんたん

E すごくかんたん

６、あなたは教室にリナックスパソコンがあるとしたらどんな使い方をするのか書いてください。

７、リナックスパソコンを使ってみて、こまることがあれば書いてください。

８、ウインドウズパソコンとリナックスパソコンとくらべてちがうところを書いてください。
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