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スタディノートが使える環境は？

ネットワーク上に、サーバコンピュータと先生用パソコン・子ども用パソコンが

あります。それぞれにスタディノートのプログラムがインストールされています。

１．スタディノートサーバ

２．スタディノート
管理プログラム

スタディノート

３．スタディノート

１．サーバコンピュータは教室内、学校内のネットワークの管理をしています。

そのサーバコンピュータに、スタディノートサーバというプログラムが

入っており、スタディノートがネットワークの中で正常に動くように管理し

ています。

２．先生用パソコンには、子どもたちのノートに名前をつけるための名簿作成や、

インターネットメールの設定など環境の設定がおこなえるスタディノート管理

プログラムと先生用のスタディノートが入っています。先生用スタディノート

では、子ども用と同様の操作以外に、インターネットメール送受信の管理、

できた作品をホームページに変換する機能があります。

３．子どものパソコンには、調べた内容をまとめたり、メールの発信、掲示板への

掲示、データベースへの登録など授業で利用する子ども用のスタディノートが

入っています。

memo

サーバコンピュータ



名簿はなぜ必要なの？

スタディノートは、サーバの中にスタディノート用の書庫（保存場所）があります。

その書庫には子どもたちのノートが並んでいます。間違えて他の人のノートを取り

出さないために、学年組・出席番号・名前をノートに書いておく必要があります。

■名簿をいくつも作成するのは大変？

表計算ソフト（EXCELなど）にまとめておくと、後からいろいろと使えてとても
便利です。新年度の名簿を作成するときも楽に行えます。

例）

１．学年・組・番号・氏名・パスワード、そのほか必要な項目を表にまとめておきます。

２．スタディノートで必要な項目は、氏名（氏名とパスワードの場合もあり）だけです。

３．必要なデータをコピーし、メモ帳へ貼り付けて、名前をつけて保存。

４．スタディノート管理プログラムの「利用者」（名簿管理）で保存したファイルを

呼びだして利用します。

1-1.txt

ｄ江崎 太郎

ｃ上田 洋子

ｂ井上 幸子

a赤井 一郎

Windowsログオンの場合
氏名<タブ>パスワード<タブ> <タブ> <タブ> <タブ> <タブ> Windowsログオン名 の順に入力してファイルを作ってください。



スタディノートでどんなことができる？

スタディノートは、なんでも帳の様に利用できます。「調べ学習のまとめ」「作文」

「音をいれて音楽帳」「絵を描いてスケッチブック」「写真を貼ってアルバム」など

様々な用途に活用できます。また、出来上がった内容は、手紙としてメールで情報交

換、情報として掲示板で発表みんなの内容（データ）を集めて一冊の本（データベー

ス）にまとめてなど、簡単に活用していくことができます。



自分のノートを開いてみよう！

スタディノートのアイコンをクリックしましょう。

スタートからプログラムのスタディにもアイコンはあります。

ノートには他の人が間違って開かない

ように鍵がかかっている場合があります。

その鍵の代わりをするのが、フロッピー

ディスクもしくは、パスワードです。

A
B

CD

■AとBの２つの方法があるよ。

A ノートディスクと呼んでいるフロッピーをFDドライブにいれ、 を

クリック。フロッピーの中に入っているデータをコンピュータが確認して、

自動的に自分のノートを取り出してくれる方法です。

B をクリックして、学年・組と番号を選び、自分の名前を確認し

パスワードを入力して自分のノートを取り出す方法です。

（パスワードを設定していない場合もあります。）

活用例

はじめは、ノートにパスワード（鍵）を付けずに利用しているところがあります。

それは、ネチケットとともにパスワードの必要性を授業で取り入れるためと聞い

ています。

memo



■ポイントは、タイトルと３つのボタン。

ポイント１：題名は、俳句が入力できる19文字です。新聞の大見出しの

ように、ノートの内容がわかるようにつけることがポイント。

ポイント２：３つのボタン

A) 左上の鉛筆のボタンをクリックすると、鉛筆ボタンが
グレーになります。このとき文字の入力ができます。

B) 左上の絵ふでのボタンをクリックすると、そのボタンが

グレーになり、絵が描けたり、写真を貼ることができます。

C) 左上の読んでいるボタンをクリックすると、ボタンが
グレーになり相手になって読むことが可能です。

上の資料館の説明は、１と２を切り替えて作成しました。

写真を貼りたいときは、ポイント２のボタンをクリックし、道具パレットから

スタンプをクリック。その中（みんなのフォルダ）にある写真を選んで

クリック！

ノートでつくろう

「わが町の紹介」を

テーマにノートの

機能でまとめてみま

しょう。

クリック クリック クリック

（文を書こう）

（絵を書こう）

（読もう）



友達に「わが町」を紹介しよう１

スタディノートの電子メール機能は、校内用メールと学外用メール（インターネット

メール）の二つがあります。では、校内用メール送信の操作をしてみましょう。

活用例

・グループで調査した内容を１つにするのに、電子メールでリーダーへ。

・お互いに、添削するために友達へ。

・グループでイラストにあわせて1文ずつ入力して次の人へとお話リレーに

・・・といろいろなメールの活用をしています。

memo

■操作は下の３つ。

１．電子メールアイコンをクリックし、 をクリック。

２．どこの（学年組）・だれへ（友達の名前）を選びます。

３． をクリック。

６－１

３－１



友達に「わが町」を紹介しよう２

学外用メールの操作は、スタディノートでインターネットメールが使える設定が

されているときに利用できます。通常の一般のメールソフトとは違い、先生がメール

チェックをしてから送受信が行えるので、迷惑メールにも安心です。

活用例

・専門家への質問に

・他校との共同研究に

・修学旅行先から学校あてに ・・・といろいろなインターネットメールの活用をしています。

memo

■操作は下の５つ。

１．電子メールアイコンをクリックし、 をクリック。

２．学校名の▼で『インターネット』に切り替えます。

３．アドレス帳の▼で『みんなのアドレス帳』を選びます。

４． をクリックし、地図から送り先をみつけます。

５． をクリック、 をクリック

６－１

家

他校

専門家へ

インターネット



掲示板でみんなに知らせよう

掲示板は、教室の後ろにある掲示板（クラスの掲示板）、廊下・階段の踊り場にある

掲示板（学年の掲示板）、玄関・職員室前などにある掲示板（全校の掲示板）という

ようにいろいろな目的に応じて掲示板を選択することができます。

今回はクラスの掲示板で作成した[わが町の紹介]をしてみましょう。

活用例

・学年の掲示板を修学旅行の事前研究に

・児童会、生徒会の意見箱に

・他校との共同研究に ・・・と掲示板の活用をしています。

の掲示板は他校との交流ができるインターネット掲示板です。

memo

■操作は下の３つ。

１．掲示板アイコンをクリックし、 をクリック。

２．掲示するノートデータをクリック。

３．掲示する掲示板をクリックして、 をクリック。



■操作は下の３つ。

１．データベースのアイコンをクリックし、 をクリック。

２． をクリック。

３．質問にあわせて必要な項目を入力し、 をクリック

データベースのタイトルを付けよう

データベースは、作ったデータを文集や百科事典などのように1つの本にまとめる

ものです。また、自分の作品をまとめるポートフォリオ（自分の作品集）のように

学んだ過程を振り返ることにも利用できます。

「わが町の紹介」という

テーマでしたが、

本のタイトルらしく

「わが町探検」と名前を

つけてみました。

データベースの名前を作りましょう。（本や文集のタイトル）



■操作は下の４つ。

１． をクリック。

２． をクリックし、リストから作品を選びます。

３．作品にあわせて質問に答えながら ですすみます。

４．最後 を選択し、 をクリック。

データベースで作品をまとめよう

データベースにノートデータを登録してみましょう。

活用例

・実験の仮説と実験結果を発表するために

・音声を加えて朗読や歌の練習過程に

・美術の作品を詩をつけてポートフォリオに ・・・とデータベースの活用をしています。

マップ機能で視覚的にデータベースをまとめることもできます。

memo

わが町
探検



マップってなに？

データベースでも写真のデータ、地図などの画像データをマップという機能で貼り付けて

おき、関連するところにスタディノートデータの情報を加えておくことで同じようなものを

作ることができます。

※観光案内板で行きたい場所のボタンを押すと音声の説明が流れたりする装置のスタディノート版で、

情報はどんどん追加していくことが可能です。

活用例

・学校のイラストで危ない場所、自分の好きな場所の紹介に

・自己紹介をクラスの全体写真を使って

・賛成、反対と意見のやり取りにベン図を使って

・・・とマップ機能を活用をしています。

memo

自然についてみんなで

調べたデータベースです。

絵で表示しているので知り

たい場所を視覚的に探せ

ます。



みんなのフォルダってなに？

スタディノートサーバにみんなで利用できる写真、絵、音、動画などを入れておく

『みんなのフォルダ』という整理箱があります。この中に素材を入れておくと

ノートを書くとき素材を自由に取り出してつかえます。

みんなの

フォルダ

■みんなのフォルダはどこにある？

みんなのフォルダは、サーバパソコンの『 STUDY 』というフォルダの

『 NOTE 』のフォルダの中に、『 MINNAFLD 』という名前のフォルダが

あります。

このMINNAFLDがみんなのフォルダです。（ちなみに、MINNANOFOLDERの略です。）

memo

このボタンをクリックすると
音声で取り込まれた感想が聞けます。

このボタンをクリックすると
ビデオ（映像・音声）が再生されます

ビデオ映像・画像・音声が取り込まれた例



学校のホームページへ

スタディノートのみんなのデータを集めた掲示板やデータベースは、ホームページの

形式に変換することができます。

また、作者名を隠すことができ、子どものプライバシーを守れるようになっています。

■変換されたデータはどこにあるの？

変換したデータは、サーバコンピュータの『 STUDY 』というフォルダの

『NOTE』のフォルダの中に、『 www 』という名前のフォルダがあります。

このフォルダの中にindex.htmというファイルがありますので、学校の

ホームページからリンクを貼ってください。これだけで、子どもたちの

作品集として家庭から見ることが可能になります。

memo

自然の

気づき

家庭から学校の

ホームページで

作品を見ること

ができます。

index.htm

作品



ホームページ変換はどうするの？

先生用のスタディノートで、ホームページ変換の操作を行うことができます。

この操作は、スタディノートのパスワードを持っている先生のみ利用することができ

ます。

フロッピーをつかってスタディノートを活用している場合は、コントロールキー

を押しながらスタディノートの【はじめよう】をクリックしてください。

パスワード入力ができます。

■操作は下の４つ。

１．左上の『先生メニュー』をクリックし、『ホームページ変換』をクリック。

２．変換するデータの変換欄（□）にチェックをつけます。

３． をクリック。

４．確認方法、 をクリックし、index.htmlをクリックします。

memo
■どこで、パスワードを設定するの？

パスワードはスタディノート管理プログラムの名簿管理で設定します。

index.html

Ctrl



データを持ち帰るには

子どもたちが作ったノートを学年が変わるときや、卒業の記念に家に持ち帰ることが

できます。家庭で見るためには『スタディノートビュワー』が必要です。

これは、スタディのホームページから無償でダウンロードができます。

■操作は下の４つ。

１．ノートのアイコンをクリック。

２． をクリック。

３．右下の をクリック。

４．左側の自分のノートリストからノートを選んで、 をクリック。

■持ち帰ったデータを見るためには

スタディノートビュワーが必要です。下記のホームページから無償ダウンロードできます。

インターネットでURLをhttp://study.gr.jpと入力してください。このなかのダウンロード情報を

クリック、スタディシリーズアップデート情報の一番下にスタディノートビュワーがあります。

memo

※ctrl＋「その他」でフロッピー以外のドライブを選択できます。



スタディノートを授業で使おう！

どのような授業をスタディノートで行ってみたいでしょうか。

まず、スタディノートのホームページを覗いてみましょう。

公開授業のお知らせ、子どもたちの作品集、論文や研修会の資料まですべてが載っています。

また、メーリングリストへ参加をしては、いかがでしょうか。

メーリングリストでは、先生方がスタディノートを使った感想や、授業の中での発見・

注意すべき点などの情報交換をされている場所です。

筑波学院大学のスタディノートホームページは、

http://study.tsukuba-g.ac.jp/eco/wiki.cgiです。

＝付録＝ 書きとめておくと便利なメモ

○サーバコンピュータの名前・・・コンピュータには名前が付いています。

ネットワークでつながれているコンピュータを

検索するときなど知っておくと便利です。

○サーバコンピュータのIPアドレス・・・コンピュータを識別するための番号です。

ネットワークの仲間に入っているか確認

するときに知っておくと便利です。

スタディノートでは、特に重要です。

○スタディノートのバージョン・・・スタディノートにはバージョンがあります。

スタディノートを起動した画面のヘルプに

書かれています。
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