
1/4 

 
 
 
 柏崎市教育情報支援システム http://kedu.kenet.ed.jp/ 

第 29 号 2005/9/26 発行 

情報教育コーディネーター 田村 実

柏崎市立教育センター 

TEL 23-4591 FAX 23-4610 

tamura@itec-map.co.jp 
 
今号のコンテンツ 
特集 夏期休業期間中の研修について・教育用ネットワーク提供開始 
セキュリティ通信 セキュリティホール情報他 
教育情報支援システム通信 新規教材等の紹介 

 
特集１＜夏期休業期間中の研修について＞ 
１．たくさんの参加ありがとうございました 

 教育センターにおけるコンピュータ関連研修講座を開始して２年目となりました。夏期休業

期間中、たくさんの皆様にご参加いただき、ありがとうございました。学校からの要請による訪

問研修も、例年どおり並行して実施させていただきましたが、合併で学校数も増え、昨年以上

に研修が集中してしまい、準備不足などでご迷惑をおかけした点もあるかと思います。今後も

研修時の様子やご記入いただいたアンケートを参考に、よりよいものにしていきたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 
 
 
 
 
 

２．講習会で使用したテキストについて 
 いままで実施した講座のテキストは支援システム上の「講習会テキスト」のページにすべて掲載してありま

すので、受講できなかった方も一度ご覧いただき、興味のある内容のテキストがありましたら、ダウンロードし

て印刷するなどしてご活用下さい。校内研修などで使用して頂いても結構です（支援システム上には PDF

 実施回数 受講者数 
センター研修 18回 317名 
訪問研修 17回 163名 
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形式で掲載しておりますが、ご連絡をいただければ、Word形式のオリジナルファイルをご用意します。 
 また、（内容によりますが）研修で使用した教材も同時に掲載しておりますので、自分でテキストを参照しな

がら試してみていただくことも可能です。 
 
 これまでに改訂もしくは新規に登録したテキスト   昨年度のままのテキスト 

講座名 版 講座名 

アクションプランの理解と活用 今年度新規設定講座 ネットワーク提供型コンテンツの活用 

基本操作の指導法 H17.5.26 第2版 Excel活用４ 

文字入力の指導法 今年度新規設定講座 Excel活用５ 

Wordによる文書作成の指導法 今年度新規設定講座 デジタルビデオ編集入門 

Excelによる表作成の指導法 今年度新規設定講座 H16事務職員研修 

調べ学習の指導法 H17.8.8 第3版 大型プリンタによる長尺印刷入門 

情報モラルの指導法 H17.8.8 第2版 校内サーバの環境設定 

学校ホームページの管理 H17.7.7 第2版 校内メールサーバの構築と運用 

プロジェクターの活用 H17.6.10 第2版 電子メール入門 

柏崎市教育情報支援システムの活用 今年度新規設定講座 CD-Rの活用 

Word入門 H17.7.27 第2版 

Word活用１ H17.7.27 第2版 

Word活用２ H17.7.29 第2版 

Word活用３ H17.7.29 第2版 

Excel入門 H17.8.9 第2版 

Excel活用１ H17.8.9 第2版 

Excel活用２ H17.8.17 第2版 

Excel活用３ H17.8.19 第2版 

PowerPoint入門 H17.8.3 第2版 

PowerPoint活用 H17.7.28 第3版 

ホームページ作成入門 H17.6.20 第3版 

画像編集入門 H17.8.22 第2版 

保健統計 今年度新規設定講座 

H17事務職員研修 今年度新規設定講座 

ファイル管理入門 H17.8.1 第2版 

セキュリティ対策実践 H17.5.19 第4版 

 
 
特集２＜教育用ネットワーク提供開始＞ 
１．教育用ネットワーク提供開始！ 

 9/1 から教育専用のネットワークが提供開始されました。PC 教室や一般教室はもとよ
り、教務室についても光ファイバーによる高速回線(10Mbps)によってインターネットに
接続されています。いままでと違い、行政の広域ネットワークとは独立したものですので、

ほとんどの教育用コンテンツが利用可能になります。また、WindowsUpdate やウィル
ス対策ソフトの更新も可能となりますので、ぜひご活用下さい。 

 



3/4 

２．メールアカウント準備中！ 
 10 月中の提供開始を目標に、現在先生方のメールアカウントの準備を進めています。
準備が整い次第、詳しい情報をお知らせしますので、今しばらくお待ち下さい。 

 
 
 

３．各校のホームページのアドレスが変りました！ 
 教育用ネットワークの提供開始に伴い、柏崎市立の各小中学校のホームページのアドレスが変りました。 

 
中学校 

第一 http://kedu.kenet.ed.jp/daiichi/ 南  http://kedu.kenet.ed.jp/minami/ 

第二 http://kedu.kenet.ed.jp/daini/ 東  http://kedu.kenet.ed.jp/higashi/ 

第三 http://kedu.kenet.ed.jp/daisan/ 第五 http://kedu.kenet.ed.jp/daigo/ 

鏡が沖 http://kedu.kenet.ed.jp/kagami/kgm_home.htm 北条 http://kedu.kenet.ed.jp/kitajh-1/ 

瑞穂 http://kedu.kenet.ed.jp/mizuho/ 高柳 http://kedu.kenet.ed.jp/kochu-1/ 

松浜 http://kedu.kenet.ed.jp/matuhama/ 西山 http://kedu.kenet.ed.jp/nishijhs/ 

小学校 

柏崎 http://kedu.kenet.ed.jp/hakushou/ 中通 http://kedu.kenet.ed.jp/nakadori/ 

比角 http://kedu.kenet.ed.jp/hisumi/ 米山 http://kedu.kenet.ed.jp/yone-syo/ 

枇杷島 http://kedu.kenet.ed.jp/biwa/ 高浜 http://kedu.kenet.ed.jp/takahama/ 

半田 http://kedu.kenet.ed.jp/handa/ 南鯖石 http://kedu.kenet.ed.jp/nansei/ 

大洲 http://kedu.kenet.ed.jp/oosu-syo/ 鯖石 http://kedu.kenet.ed.jp/sabaishi/ 

剣野 http://kedu.kenet.ed.jp/kennosyo/ 野田 http://kedu.kenet.ed.jp/nota2001/ 

鯨波 http://kedu.kenet.ed.jp/kujira/ 北条南 http://kedu.kenet.ed.jp/k-minami/ 

上米山 http://kedu.kenet.ed.jp/kamiyone/ 北条北 http://kedu.kenet.ed.jp/kitajo-k/ 

槙原 http://kedu.kenet.ed.jp/makihara/ 高柳 http://kedu.kenet.ed.jp/taka-syo/ 

日吉 http://kedu.kenet.ed.jp/hiyoshi/ 門出 http://kedu.kenet.ed.jp/kadoide/ 

荒浜 http://kedu.kenet.ed.jp/arahama/ 二田 http://kedu.kenet.ed.jp/futada/ 

新道 http://kedu.kenet.ed.jp/shindou/ 内郷 http://kedu.kenet.ed.jp/naigou/ 

田尻 http://kedu.kenet.ed.jp/tajiri/topage.htm 石地 http://kedu.kenet.ed.jp/ishijish/ 

北鯖石 http://kedu.kenet.ed.jp/kitasaba/ 

 なお、9/17 時点で新しいサーバへのホームページの移行が完了していなかった学校の分については、
私の方で現状のデータのままデータを移行させていただきましたのでご了承下さい。 
 

 
＜セキュリティ通信＞ 
■セキュリティホール情報 

 毎月定期的に公開されているセキュリティホールについての情報は、今月（９月分）はありませんでした。 
 「緊急」や「重要」レベルの更新が提供された場合、速やかにWindowsUpdateやOfficeUpdateを実行
することをお勧めします。また、仮に（新しい更新が提供されたとの）情報が無い場合でも、月に１回以上定

期的に WindowsUpdate や OfficeUpdate を実施するようにして下さい。過去に提供された更新プログラ
ムの修正版やセキュリティ関係のツールが提供されていることがあります。 
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 あなたのパソコンや児童生徒・家庭の個人情報を守るための４つのチェックポイント  
その１：ウィルス対策ソフトを正しく使っていますか？ 

 
 ウィルス定義ファイル（ウィルスを検出・駆除するためのデータ）が最新のもので

ないと、新しいウィルスからパソコンを守ることはできません。 
 

その２：定期的にWindowsUpdate やOfficeUpdate を実行していますか？ 
 

 原則として毎月第二水曜日頃に定期的な更新プログラムが提供されますので、

その時期に合わせて実行するようにしましょう。ただし、緊急の更新プログラムが

急遽提供される場合もありますので、情報に気を配りましょう。 
 

その３：個人情報を含むファイルには文書パスワードを設定していますか？ 
 

 文書パスワードの設定は、ウィルスだけでなく盗難に対しても有効な対策です。

万一の場合の最後の砦となる重要な対策と考えてください。 
 

その４：重要な情報はバックアップを取っていますか？ 
 

 これもウィルスだけでなく、故障や盗難に対して重要な対策です。経験的にも、

故障やトラブルは「今は困る」という状況や、「最も油断しているとき」に起こります。 
 
 
＜教育情報支援システム通信＞ 
■こんな情報が登録されています 

・講習会テキスト 

Excel 活用３ 
8/19 実施のセンター研修「Word 活用２」のテキスト（第 2 版）およ

び研修で使用した例題を登録しました。 

画像編集入門 
8/22 実施のセンター研修「画像編集入門」のテキスト（第 2 版）を

登録しました。 

PowerPoint 活用 
8/24 実施のセンター研修「PowerPoint 活用」のテキスト（第 3 版）

を登録しました。 

H17 事務職員研修 
8/30,31 実施のセンター研修「学校事務におけるコンピューター

の活用」のテキストを登録しました。 

 
・教材データベース 

一問一答 中学校理科 1 年

生基本問題１００ 

エクセルのマクロを使った一問一答形式のドリルです。中学校理

科 1 年生の基本問題が 100 問収められており、基礎基本の定着

と学習の総復習に利用することができます。 

自動的に新しいアドレスにジ

ャンプする HTML pas カード 

旧ホームページアドレスに訪問した人に、新しいアドレスにジャン

プさせる HTML のサンプル。メモ帳で開き、学校名（２箇所）と

URL（３箇所）を変更して保存し、旧アドレスのトップページとして

アップロードしてください。 

教育用ネットワークのメール

アカウント設定方法 

教育用ネットワーク用の新しいメールアカウントの設定方法につ

いて説明しています。 

 
・共用キャビネット 

「教育委員会」→「教育研究

論文」フォルダ→ 

教育研究論文（執筆用ファイ

ル）.doc 

教育研究論文の執筆用ファイル(Word 形式)  

 


