活動報告
研究活動
安江正治
１．研究テーマ
「人間の活動にやさしい環境」としての情報システムの開発
２．研究論文
1+ states of 26Mg through the (α,3He) reaction at 81MeV
M. Yasue et al.
宮城教育大学紀要 第 41 巻 （印刷中）
３．研究発表
Importance of long life Carbon stripper foils as a key technology
to realize sustainable energy system
M. Yasue
the 23rd World Conference of the INTDS, October 16-20, 2006, Tsukuba
The 23rd World Conference of the INTDS in TSUKUBA, Japan(2006.10)
環境調和型エネルギーシステム教材の開発（２）
安江正治、松田健志
平成 18 年度 情報処理学会第 69 回全国大会(2007.03)
C14(α,p)反応による N17 核の 13/2+状態の研究
安江正治他
日本物理学会 2006 年秋季大会(2006.9)
Web 情報を活用したエネルギー教育
安江正治、松田健志
平成１８年度 電気関係学会東北支部連合大会(2006.8)

鵜川義弘
１．研究テーマ
バイオと環境教育分野のデータベース作成と提供方法の研究
２．研究論文
金子周司、鵜川義弘、大武博、河本健、竹内浩昭、竹腰正隆、藤田信之（2006）
「ライフサイエンス英語類語使い分け辞典」
羊土社 ISBN4-7581-0801-3

３．研究発表
鵜川義弘(2006)
「Bio-mirror」
広帯域ネットワーク利用に関するワークショップ
http://www.jp.apan.net/%7Eikob/bs05.html
鵜川義弘(2006)
「ブログツールを用いた環境教育マップの開発」
岩沼市教育委員会公開講座「日本の教育経験を活かした環境教育の進め方」
平成１８年７月１５日、モンタナリゾート

福井恵子
３．研究発表
第 18 回情報処理センター等担当者技術研究会（2006）
学習管理システム moodle を使用して
福井恵子、安江正治、鵜川義弘、民部田幸枝

テックサポータ活動
テックサポータ活動
宮城教育大学では第１～第３演習室を開放しており、学生は自由に使うことができる。演習室利用中にパソ
コン操作や周辺機器の使い方がわからない時など、それをサポートする専門の学生がおり、彼らを「テックサ
ポータ」（※テクニカルサポータの略）と呼んでいる。（以下テクサポ）
テクサポは情報処理センターから任命された学生で、１8 年度は計 10 名。ローテーションを組み、第２演習
室の特定のパソコンに常駐し、利用者をサポートしている。

■勤務体制
勤務体制
＜前期＞
当 番

時

間

常駐場所

＜後期＞
当 番

時

間

常駐場所

日番（１名）

月・水・金 13：30-16：30

事務室

日番（１名）

月～金 13：30-16：30

事務室

早番（１名）

月～金 16：30-20：30

第２演習室

早番（１名）

月～金 16：30-20：30

第２演習室

遅番（１名）

月～金 18：30-20：30

第２演習室

■勤務内容
▼演習室利用者サポート、研究室派遣
演習室利用者の様々な質問やトラブルへの対応。また、要請を受けた場合は研究室にも派遣する。
※H１8 年度派遣内容 ： パソコンの初期設定、メール設定（転送、迷惑メール）、無線 LAN 構築 他
▼電話サポート
電話サポート（
電話サポート（16：
16：30～
30～20：
20：30）
30）
テクサポが常駐する第２演習室の電話番号を掲示、また Web でも公開し、トラブル発生時に学内どこからで
も、直接テクサポに相談できるようにしている。

▼Web 日誌(
日誌(ブログ)
ブログ)公開 ※http://tec.miyakyo-u.ac.jp/
利用者からの質問やトラブル対策、気がついた
ことなどをアップし、学内全体で情報が共有できる
ようにしている。
また、データベースとしてキーワード検索が可能
なため、トラブル発生時に過去の状況を調べること
も容易にできる。
【Web 日誌】

▼ドキュメント作成 ※http://www.ipc.miyakyo-u.ac.jp/tec/
情報処理センターホームページのオンラインマニュアルとリンクし、利用者がいつでも見られるようにして
いる。さらに周辺機器の使い方については冊子にして演習室に掲示している。
＜H18 年度作成ドキュメント一覧＞
・フリーソフトを使いたおす

・学校教育用プログラミング言語「ドリトル」

・ブログの作り方

・センタートップページ

・一太郎の使い方

・TURBO SKETCH の使い方

・女子寮インターネット接続ガイド

・HTML の使い方

・Word で使える小技集

・オフィスを使った書類作成

▼テックサポータ通信「Te
テックサポータ通信「TeTe-Click！」発行
Click！」発行 ※http://www.ipc.miyakyo-u.ac.jp/tec/
利用者にもっとテクサポを知ってもらい、さらに活動を広げていくことを目的として週１回発行。
各演習室、学内掲示板、センター事務室前、学食の計６ヶ所に掲示。
内容は、センターからのお知らせ、ソフトやセキュリティー最新情報、便利な機器、その他雑学など。
毎回担当者の個性あふれる通信となっている。

【後期発行 Te-Click！】

▼ストリーミングサービス開始（予定）
インターネットのブロードバンド化によって、映像や音声といった大容量のデータを扱える時代となり、
学内でも、映像を公開したいという需要も増えてきた。そこでテクサポの活動の一つとして、ストリーミングサ
ーバーを立ち上げ、映像コンテンツを配信するシステムを構築した。（詳細：本年報 P. 「ストリーミングサー
バーの構築とその活用」）
このサービスの運用はテクサポが主体となって行い、より多くの教職員に利用してもらえるよう、コンテン
ツ作成のサポートなどサービスも充実させていきたい。
▼IT 講習会開催（
講習会開催（オンライン学習）
オンライン学習） ※共催：キャリアサポートセンター
教員志望の４年生を対象にテクサポが講師となり、教育現場に出てすぐ役立つパソコンスキルに重点を
おいた講習会を開催。
「Excel」、「Word」だけでなく、学校現場では主流だが普段使う機会の少ない「一太郎」、視覚効果抜群な
授業ができる「PowerPoint」に加え、今年は、教員となる上で最低限知っておかなくてはいけない「ネットワー
クについての知識」、そして意外と知られていない「パソコンの便利な利用方法」など、実用的なものも加え
た内容とした。
また、この講習会は e-learning 形式で情報処理センターホームページのオンライン学習とリンクしており、
登録した学生は受講後もいつでもどこでも何度でも学習ができる。つまずいた場合も、質問コーナーでテク
サポに相談できるようになっている。
更に、この質問コーナーは卒業後も利用可能としており、現場に出てから困っている卒業生までサポート
を行う。
H18 年度 IT 講習会
第１回：１２月 6 日（水） 第３演習室

13：0013：30

13：3014：30

14：4016：00

12/6

講義

Power
Point

一太郎

12/13

Excel

「講義」 講師 : 福井恵子
・ネットワークの安全性
・情報ネットワーク利用に関する知識

「Ｐｏｗｅｒ Ｐｏｉｎｔ」 講師 ： 大森崇志
・基本操作、プレゼンテーションコンテンツ作成
（写真・画像挿入、アニメーション設定 他）

「一太郎」

Word

16：0016：30

便利な
利用法

講師 ： 佐藤脩平

・基本操作、学級通信の作成（イラスト、画像挿入など）

第２回：12 月 13 日（水） 第３演習室
「Excel」 講師 ： 今恵子
・基本操作、成績処理

「Ｗｏｒｄ」

講師 ： 宮川靖彦

・基本操作、学級通信作成
（写真取り込み、文字装飾 他）

「パソコンの便利な利用方法」 講師 ： 千島拓朗
・パソコン購入時の心構え、トラブルや疑問の
自己解決方法 他
【学習会の様子】

