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Abstract 

 Since the posting of the hashtag "# Nursery school fell Japan dies" on SNS four years ago, the problem of 

waiting-list children has been highlighted. The Ministry of Health, Labor and Welfare and local governments 

are also making efforts to eliminate it. There are various factors, but one is the lack of childcare teachers. 

The first reason is low salary, followed by workload and length of working hours. It is said that the salary 

has improved considerably since 2013 (Heisei 25) due to the efforts of the government and has increased 

by about 13% (a little over 40,000 yen). However, as it is pointed out that "the paperwork-related issues 

such as complicated paperwork and operation work, which take time and effort, account for about 50% of 

the total" (1) still remain. This is a problem linked to the amount of work and the length of working hours. In 

this research, I hope to play a part in work style reform to eliminate the amount of work and the length of 

working hours for the garden where it is not possible to spend a lot of money on paperwork, etc., so I 

propose paperwork that leads to concrete reduction and efficiency improvement using ICT free of charge. 

 

 

Ⅰ．こども園・教員の情報化の現状 

15 年前に中学校の教員から幼児教育の世

界に入った井内（2020）は、「おたより、行事の

計画、日誌、要録、出席簿。これらを先生達が

毎日、手で書いていました。」 (2)と当時の先生達

の働き方について一番の驚きであったと述べて

いる。 

2014（平成 26）年 3月、東京都は、保育士の

実態調査について発表しているが、職場改善

の希望に、事務・雑務の軽減 (3)が 3 位にあがっ

ている。（図 1） 

また、2018（平成 30）年 2 月、大阪府・大阪

市の出した見解において、保育現場から事務・

雑務の軽減があがっている。(4)（図 2） 

 

図 1：東京都保育士実態調査報告書改善希

望  

 
出所：東京都福祉保健局  

図 2：大阪府・大阪市保育士調査  

 
出所：大阪府・大阪市  
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つまり、これらのことからこども園やこども園で

働く教員は事務処理や雑務に追われている。

事務処理については、ICT 活用にまで至って

いないかも知れないと推察できるのである。 

2017（平成 29）年度、文部科学省は、園務

改善のための ICT 化支援として 2 億 8100 万

円の予算で全国 500 園に 1 園あたり 75 万円を

支援システムの導入経費として配布した。充分

な額とは言えなくとも、システム導入のきっかけ

になり ICT の環境整備の一部にはなったはず

である。こども園等の情報化はこの後進んで教

員の職場改善につながっているのではないかと

思われるのである。 

現状はどうであろう。糟谷（2018）は、「保育

所・幼稚園における業務の情報化は個別の業

務の情報化にとどまり、その適用領域も限定さ

れている傾向がある。」 (5)と指摘している。また、

森田・浦嶋・堀田（2018）も「幼稚園等（保育

所・認定こども園を含む）の園務情報化につい

ては、利用がほとんど進んでいない。」 (6)と述べ

ている。さらに、赤坂（2020）は、「保育・幼児教

育の現場に対しては、「学習指導要領」に記さ

れているような具体的な ICT活用に関する記述

は見られず、改革が進んでいないのが現状で

ある。」(7)と述べている。 

文部科学省は、園務改善のための ICT化支

援として経費を配布し、ICT 活用のきっかけとし

た。しかし、園務の改善としての ICT 化は進ん

でいない。その理由として、丸山（2017 ）は、

ICT 活用の意義が保育者に十分理解されてい

ない(8)と述べているし、経済産業省は、導入メリ

ット（業務効率化等の効果）が明確になってい

ない(9)と指摘しているのである。 

確かに ICT 活用の意義の理解がなされてい

ないことや効率化の効果が明確になっていない

ことが改革の進んでいない要因の一つと言える

であろう。しかし、果たしてそれだけだろうか。他

の要因はないのだろうか。こども園の教員の改

善要求である教員の事務処理の負担について

どのように感じているのか、事務処理を行うため

の教員の ICT を活用する技能はどうなのかとい

うことについて明らかにすることも必要なのでは

ないかと思われる。 

 

Ⅱ．こども園教員の事務処理の負担感と ICT 

活用技能調査 

2019 年 H 市のこども園の教員に事務処理に

ついてアンケート調査 (10)をした。それによると、

事務処理の中でも文書処理について、54.7％

と半数以上の教員が負担を感じていることが分

かった。（表 1）その理由は、文書を書くこと、時

間が掛かること、量の多さや間違うことであった。

（表 2） 

 

表計算処理については、「負担を感じている」

13.7％で、「あまり感じていない」も含めると

58.6％であった。（表 3） 

 

これらのデータから、こども園の教員の事務

表 1：文書処理は負担に感じるか  

 
出所：こども園教員アンケートより  

表 2：文書処理で負担を感じるのはどのようなことでか  

 
出所：こども園教員アンケートより  

表 3：表計算処理は負担に感じるか  

 
出所：こども園教員アンケートより  
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処理は、表計算処理に比べて文書処理の量が

多いことや時間が掛かることが負担感となって

いることが分かった。 

 しかしながら果たして負担感は、文書処理の

量や時間が掛かるというだけの理由であろうか。

文書処理は手書きもあるだろうが、ICT を活用

した文書処理ソフトの使用もあるので、その活

用の得手不得手があるのではないかと調査 (11)

をした。 

 文書処理ソフトの使用において、得手不得手

をたずねたところ年代別では、50 歳代以外はど

の年代も「どちらとも言えない」がもっとも高い割

合であった。「得意」「まあまあ得意」を合わせる

と、20 歳代は 35.4％、30 歳代は 37.7％、40 歳

代は 17.1％、50 歳代は 40.0％、60 歳以上は

0.0％であった。30 歳代・50 歳代以外はいずれ

も「どちらとも言えない」の方が「得意」「まあまあ

得意」を合わせた値よりも高い値であった。 

経験年数別では、20 年以上以外は「どちらと

も言えない」がもっとも高い割合を示した。「得

意」「まあまあ得意」を合わせると、経験年数 5

年以下が 34.6％、10 年以下が 35.4％、15 年

以下が 11.1％、20 年以下が 36.4％、20 年以

上は 38.5％であった。（表 4） 

 

年代別、経験年数別も「どちらとも言えない」

がもっとも高い割合であった。「得意」「まあまあ

得意」を合わせても、年代別、経験年数別にお

いて 50 歳代の 40.0％が一番高く、30％台がほ

とんどであった。 

 これらのことから、文書処理ソフト（Word 等）の

使用については、使用はしているが「得意」「ま

あまあ得意」とまでは言えない「どちらとも言えな

い」程度の得意使用であることが分かった。 

表計算処理ソフトについてもたずねた。 

年代別について見ると、どの年代も「どちらと

も言えない」が「得意」「まあまあ得意」を合わせ

た値より上回っている。また、「苦手」においても

「得意」「まあまあ得意」を合わせた値より上回っ

ていることが分かった。有意確率が 7.7％のため

年代と表計算処理ソフトを使う得手不得手の関

係は判断が出来ない結果であった。 

 経験年数別においては、20 年以下以外は

「どちらとも言えない」が「得意」「まあまあ得意」

を合わせた値よりも上回っていた。また、「どちら

かと言えば苦手」「苦手」を合わせた値は、5 年

以下は 55.6％、10 年以下は 54.2％、15 年以

下は 59.2％、20 年以下は 72.7％、20 年以上

は 77.0％であった。どの経験年数別も 50％以

上の値を示した。（表 5） 

  

表計算処理ソフトの活用は、文書処理ソフト

の活用以上に苦手であることが分かった。 

 負担感については、文書処理が半数強の教

員が感じており、表計算処理においては

13.7％と 1 割強であったが、得手不得手の思い

は、表計算処理の方が多いことが分かった。 

 つまり、こども園の教員の事務処理は、表計

算処理に比べて文書処理に量が多いことや時

間が掛かることに負担を感じている。表計算処

表 4：文書処理ソフト（Word 等）使用の得手不得手 (年

代・経験年数別 ) 

 
出所：こども園教員アンケートより 

得意 まあまあ得意
どちらとも言
えない

どちらかと
言えば苦手

苦手

20歳代 4.5% 30.9% 37.3% 15.5% 11.8%
30歳代 9.4% 28.3% 32.1% 20.8% 9.4%
40歳代 0.0% 17.1% 37.1% 22.9% 22.9%
50歳代 0.0% 40.0% 10.0% 25.0% 25.0%
60歳以上 0.0% 0.0% 14.3% 14.3% 71.4%

χ
2=34.967 df=16 p<0.004

5年以下 5.6% 29.0% 31.5% 21.0% 12.9%
10年以下 2.1% 33.3% 37.5% 8.3% 18.8%
15年以下 3.7% 7.4% 37.0% 33.3% 18.5%
20年以下 0.0% 36.4% 36.4% 18.2% 9.1%
20年以上 0.0% 38.5% 15.4% 7.7% 38.5%

χ
2
=32.616 df=20 p<0.037

表 5：表計算処理ソフト（Excel 等）使用の得手不得手

(年代・経験年数別 ) 

 
出所：こども園教員アンケートより  

 

得意 まあまあ得意
どちらとも言
えない

どちらかと
言えば苦手

苦手

20歳代 1.8% 11.8% 33.6% 28.2% 24.5%
30歳代 5.7% 15.1% 22.6% 34.0% 22.6%
40歳代 0.0% 11.4% 31.4% 22.9% 34.3%
50歳代 0.0% 5.0% 15.0% 45.0% 35.0%
60歳以上 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 85.7%

χ
2=24.629 df=16 p=0.077

5年以下 2.4% 13.7% 28.2% 29.0% 26.6%
10年以下 0.0% 8.3% 37.5% 25.0% 29.2%
15年以下 3.7% 11.1% 25.9% 25.9% 33.3%
20年以下 0.0% 18.2% 9.1% 54.5% 18.2%
20年以上 0.0% 0.0% 23.1% 30.8% 46.2%

χ
2
=35.007 df=20 p<0.020



4 

 

理は、文書処理に比べて分負担感が少ない。

しかし、扱うことによる得手不得手については、

表計算処理の方が文書処理よりは不得手であ

ることが分かった。負担感は文書処理、不得手

感は表計算処理ということである。 

次に、こども園が ICT化に取り組んだ場合、

ICT化は業務の簡略化・負担軽減に役立つと

思うかを質した。「大いに役立つ」「役立つ」を

合わせた値で、 20歳代で 48.1％、 30歳代で

35.9％、40歳代で34.3％、50歳代で35.0％、60

歳以上で14.3％あった。「どちらとも言えない」よ

りかなり低い値を示した。（表6） 

 

ICT化は業務の簡略化・負担軽減に役立つ

かについては、年代別に見た場合、有意差が 

ない結果であった。 

 ICT化の具体的な業務「紙での手書きの書

類作成業務」「園児登降園管理業務」「教員間、

保護者との情報の共有」「計算業務の効率化」

「園児の情報教育」の軽減や効率化について、

年代別と「紙での手書きの書類作成業務」のク

ロス集計において、「減る」「どちらかと言えば減

る」を合わせると、20歳代で75.4％、30歳代で

77.4％、40歳代で60.0％、50歳代で65.0％、60

歳以上で28.6％という値が出て、期待度は高い

ことが分かった。（表7） 

 つまり、ICT化をすれば「紙での手書き」から

は開放されるのではないかという期待感から出

た結果であろうと推察される。 

また、ICT化で次の業務「園児台帳・登降園

管理業務」「日誌・指導計画作成業務」「勤務

シフト管理業務」「園児情報教育業務」「園広

報・保護者通信業務」で使いたいかとの調査で

は、どの業務についても、「どちらとも言えない」

の値が高かった。「使いたい」「どちらかと言えば

使いたい」を合わせると、「園児台帳・登降園管

理業務」49.4％、「日誌・指導計画作成業務」

47.1％、「勤務シフト管理業務」56.0％、「園児

情報教育業務」33.7％、「園広報・保護者通信

業務」52.4％と「園児情報教育業務」以外は

「どちらとも言えない」を上回った値を示した。

（表8） 

  

有意に関連があったのは経験年数と「日誌・ 

指導計画作成業務」であった。 

 これらのことから、「紙での手書きの書類作成

業務」の軽減への期待度が高かったことからも

伺えることであるが、「日誌・指導計画作成業務」

などでもICTを活用したいとの思いはあると推察

されるのである。 

 では、ICT活用力を向上させるために研修や

講習の受講についてはどうかを質した。 

 園での研修、大学・短期大学での講習ともに 

表 6： ICT 化は業務簡略化・負担軽減に役立つかにつ

いて(年代別 ) 

 
（χ2=11.219 df=16 p=0.796）  

出所：こども園教員アンケートより 

表 7： ICT 化の書類作成業務について(年代別 ) 

 
（χ2=26.638 df=16 p<0.046）  

出所：こども園教員アンケートより 

 

表 8： ICT化で使いたい業務について(年代別経験年数

別 ) 

 
出所：こども園教員アンケートより 

 

合計値 使いたい
どちらかと言えば

使いたい
どちらとも
言えない

あまり使い
たくない

使いたくな
い

園児台帳・登降園管理業務 21.8% 27.6% 40.0% 7.6% 2.7%

χ
2=29.839 df=20 p=0.073

χ
2=35.722 df=25 p=0.076

日誌・指導計画作成業務 19.1% 28.0% 35.6% 13.8% 3.1%

χ
2
=28.549 df=20 p=0.097

χ
2=37.636 df=25 p<0.050

勤務シフト管理業務 29.8% 26.2% 38.2% 4.4% 1.3%

χ
2=16.843 df=16 p=0.396

χ
2=16.269 df=20 p=0.700

園児情報教育業務 9.3% 24.4% 54.7% 8.0% 2.7%

χ
2=24.155 df=20 p=0.236

χ
2=36.554 df=25 p=0.064

園広報・保護者通信業務 24.0% 28.4% 38.7% 6.7% 2.2%

χ
2=15.469 df=16 p=0.491

χ
2=28.817 df=20 p=0.091

年代別カイ2乗検定

経験年数別カイ2乗検定

年代別カイ2乗検定

経験年数別カイ2乗検定

年代別カイ2乗検定

経験年数別カイ2乗検定

経験年数別カイ2乗検定

年代別カイ2乗検定

年代別カイ2乗検定

経験年数別カイ2乗検定
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「どちらとも言えない」の値が高い値を示した。

「受講したい」では園での研修は60歳以上の

0.0％を除けばどの年代も30％台、大学・短期

大学の講習は60歳以上の0.0％を除けば40歳

代の11.4％から30歳代の28.3と低い値であった。

「どちらとも言えない」「どちらかと言えば受講し

たくない」「受講したくない」という消極的な値を

合わせると、園での研修は、20歳代で64.5％、

30歳代で51.0％、40歳代で68.6％、50歳代で

60.0％、60歳以上では85.7％であった。大学・

短期大学での講習は、20歳代で75.4％、30歳

代で 64.1％、 40歳代で 88.5 ％、 50歳代で

70.0％、60歳以上で85.8％であった。しかし、こ

の検定の有意差はみられなかった。（表9） 

  

これら調査の結果を見ると、こども園の教員

は、文書処理に量や時間が掛かることの負担

感を持ち、表計算処理については不得手であ

ると思っている。しかし、園での ICT化が進むな

らば「紙での手書きの書類作成業務」「日誌・

指導計画作成業務」が軽減できるとの期待感

は持っている。教員の情報リテラシー向上のた

めの研修や講習の受講については非常に消

極的であるということが分かった。 

 言い換えるならば、国や自治体が予算を投入

して一人1台のPC所持を推進するだけではだ

めで、強制的なICT活用力向上に向けた施策

を打ち出さねば現職のこども園の教員のICT活

用力は向上しないということである。また、養成

校のこれからの学生には保育教諭免許取得の

条件として ICT資格を課さねば教員としての

ICT活用力は向上しないと言うことである。しか

しながら、これらを実現することは莫大な予算や

法改正をしなければならず現実的ではないし、

実現するまでにはかなりな時間が掛かる。 

そこで、こども園の教員の事務処理の負担を

現実的に時間が掛からないで軽減する一歩と

して次のような試みを提案する。 

 

Ⅲ．事務処理の軽減・効率化を進める一歩

として 

 保育教諭としての仕事量、勤務時間の長さを

解消し、働き方改革に繋がる事務処理をするた

めに ICTを活用する大切さを美濃加茂市は挙

げている。 (12)しかしながら、 ICTの活用やドキュ

メントの作成が苦手な教員は、事務処理は時

間と労力が掛かり負担も大きいという真逆な認

識を持ちがちである。ICTを活用することにより、

無駄な労力をなくし効率的に仕事をこなすこと

を美濃加茂市は実証している。(13) 

 また、糟谷（2018）は、「園業務の情報化、指

導計画の作成、保育日誌、児童票の記入、保

護者への園便りなどをテンプレート化することに

より作業の効率化が可能となり、事務業務にか

かる時間の軽減を図ることができる」 (14)と述べて

いる。雛形やテンプレートが多くの園の事務書

類に対応すれば教員にとっては朗報となる。し

かし、各々の園で作成されている事務書類の

様式は違うので、テンプレートを作ることの困難

さやテンプレートができたとしてもカスタマイズし

なければならず、 ICTの不得手な教員が取り組

むのにはハードルが高い。 

そこで企業は、教員が苦手とする事務処理

や手間なことを解消するシステムを開発し有償

で販売を進めている。財力のあるこども園は有

償に対応できるが、財力のないこども園はそれ

らを利用することはできないのである。 

そこで事務処理の負担軽減に役立ち、かつ

お金のかからない新しい形の事務処理の提案

を試みたい。色々なIT企業がオンラインストレー

表 9：情報リテラシー研修・講習があれば受講したいか

(年代別 ) 

 
出所：こども園教員アンケートより 

園で情報リテラシー研修があれば

大いに受講したい 受講したい どちらとも言えない
どちらかと言えば
受講したくない

受講したくない

20歳代 2.7% 30.9% 48.2% 11.8% 4.5%

30歳代 7.5% 39.6% 43.4% 3.8% 3.8%

40歳代 0.0% 31.4% 48.6% 5.7% 14.3%

50歳代 5.0% 30.0% 50.0% 0.0% 10.0%

60歳以上 0.0% 0.0% 57.1% 14.3% 14.3%

χ 2=24.764 df=20 p=0.211

大学・短期大学で情報リテラシー講習があれば

20歳代 2.7% 20.9% 54.5% 14.5% 6.4%

30歳代 5.7% 28.3% 47.2% 7.5% 9.4%

40歳代 0.0% 11.4% 65.7% 5.7% 17.1%

50歳代 5.0% 20.0% 55.0% 0.0% 15.0%

60歳以上 0.0% 0.0% 42.9% 28.6% 14.3%

χ 2=28.1.2 df=20 p=0.107
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ジサービスを提供しているが、本研究はGoogle

社が提供しているオンラインストレージサービス

を使用する事務処理やQRコードリーダを利用

する事務処理について提案する。 

 

１．欠席届  

 欠席届は、多くの場合教員が出勤する時間

以降で連絡する決まりにしている園が多い。こ

れでは保護者にとって不都合なことが多々ある

し、教員にとっても朝の慌ただしい中、煩わしい

ことでもある。 

前夜から翌日は欠席することが分かっている

場合や急な発熱で病院へ行くため欠席連絡が

難しい等、また保護者が出勤した後での欠席

連絡は取り辛い場合等がある。また、教員も出

勤早々で慌ただしい中、他クラスの園児の欠席

連絡を受ける場合による連絡ミスや記録ミスが

起こり得ないとは限らない場合がある。 

もし、欠席届を電話連絡ではなく保護者がス

マートフォン等ネットを使用していつでもどこで

もテキスト形式で連絡ができればどうだろうか。

教員にしても電話受信でないならば受信負担

の軽減になる。テキスト形式なら記録も残るので

事務的負担の軽減にもつながる。このような方

法であれば、保護者、教員にとって都合はよい

はずである。 

次のような方法がある。Google社のオンライ

ンストレージサービスであるGoogleフォームを活

用するのである。Googleフォームで欠席届を作

成し、保護者に活用してもらうのである。 

Googleフォームでの作成方法を記す。 

Googleのアカウントを作成していないのであ

れば作成をする必要がある。Googleアカウント

を作成することにより、「Googleの提供する様々

なサービスを利用することができます。具体的

なサービスとしてはGmailやGoogleドライブ、

You tubeが有名です。」 (15)とあるようにGoogleが

提供している様々なものを活用することができる

のである。その一つにGoogleフォームがある。

(図3) 

 

Googleフォームを選ぶと初期画面（図 4）が

出て来る。それで欠席届項目を設定する。例え

ば次のような項目である。 

 

園児 ID（入力）、園児氏名（入力）、園児クラ

ス（プルダウン選択）、欠席日（プルダウン選択）、

欠席理由（入力）、連絡者（プルダウン選択）の

ように項目設定をする。（図5） 

 

図 5：欠席届  

 
出所：津田作成  

図 3：Google の様々な利用アイコンの一つフォーム  

 
出所：Google 

図 4：Google フォームの初期画面  

 
出所：Google 
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保護者は、スマートフォン等でこれらの項目

を入力もしくはプルダウンで選択入力し、「送信」

すればよいのである。送信した項目内容は、

Googleフォームで欠席届を作成した際、スプレ

ッドシートを同時に設定すれば、スプレッドシー

トに自動で記録されるのである。(図6) 

 

Googleドライブ内にGoogleフォーム、スプレッ

ドシートが別々に作成されるので確認は簡単に

行うことができる。園では、スプレッドシートに記

録されている欠席届と園で管理している園児の

登園記録等を活用させることにより、教員による

欠席記録の手入力の必要はなく、事務処理の

軽減になる。この欠席届を拡大させて利用すれ

ば、園児の登降園時刻管理にも利用することも

可能で、ひいては延長保育の保育料計算とも

関係づけることができるのである。 

 

２．園児観察記録 

 教員は、園児から片時も目を離すことが出来

ない責務がある。そのような状況下で園児の観

察をし、変わったことや気づきについて記録し、

園児の観察記録や保護者への連絡等を行わ

なければならない。しかし、その観察記録が教

室から離れたところにあるパソコンを使用するの

であれば記録は後回しになるし、記録ノートとい

った紙媒体を使用するのであれば、園児から目

を離さざるを得なくなる。もしくは、園児のお昼

寝タイムに書かざるを得なくなる。もし、後回し

にすることなく、園児が寝るのを待つことなく、記

録ができるとしたらどうだろうか。 

そこで活用するのが、教員が携行するスマート

フォンやタブレットである。スマートフォンやタブ

レットなら園児から離れることなくその場で操作

が可能である。病院で看護師が患者の記録を

携行するタブレット等で記録している様子を見

かけるがまさにあのように使用するのである。 

Googleフォームを利用した園児観察記録で

ある。教員が気づいたことや園児の気になるこ

とをその場で園児から離れることなく記録をする

のである。 

 記録内容は、できるだけ記述することは減ら

すフォームにすることである。例えば、記録者

（入力）、園児クラス（プルダウン選択）、園児名

（入力）、観察日（プルダウン選択）、観察時間

帯（プルダウン選択）、観察種類（プルダウン選

択）、観察内容（入力）、園児状態評価（プルダ

ウン選択）、指導・言葉かけ等（入力）である。

（図7） 

 

この内容は、同時に設定したスプレッドシート

に反映され記録として残る。（図8）このスプレッ

図 6：欠席届スプレッドシート記録  

 
出所：津田作成  

図 7：園児観察記録  

 
出所：津田作成  

図 8：園児観察記録  

 
出所：津田作成  
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ドシートは園で管理している園児指導記録等と

リンクさせれば、園児の今後の指導に役立つし、

教員間での指導方法のカンファレンス資料とし

ても役立つはずである。園児 IDにより各園児の

データベースとしての記録にもなる。 

 

3．園のお知らせ、献立表、園だより等 

 園のお知らせや園だより等緊急を要しない連

絡であれば、Googleドライブを利用し配信する

ことでかなりな事務処理の軽減につながる。

Googleドライブに園のお知らせ等を掲載するこ

とにより保護者のスマートフォン等でいつでもど

こでも確認ができるという提案である。（図9） 

  

園は、園だより等は紙媒体で園児に持ち帰

らせるケースがほとんどである。確実に保護者

に渡るのは確かであるが、教員にとっては印刷

をする手間、園児一人一人に渡す手間（年長

は手渡し、年少は教員が連絡帳等に挟み込む、

休んでいる園児への配慮）が相当負担となる。 

その負担解消のために保護者の理解を得て

オンラインストレージであるGoogleドライブを利

用するのである。園はコンピュータからだけでな

くスマートフォンやタブレットからでもいつでもど

こでもアップすることができる。印刷をする手間

が省け、相当な時間短縮に結びつくはずであ

る。保護者もいつでもどこでも見ることができる

ので便利に活用してもらえるはずである。園か

ら配布された紙媒体を家庭の冷蔵庫に貼り見

ることが一般的なようであるが、いつでもどこでも

見ることができれば、はるかに利用度は増すは

ずである。定期的なおたより等をいつアップする

かを決めておけば確実に見てもらうことはできる。

臨時のお知らせ等は新着としてアップし、保護

者には新着については気をつけて確認をしても

らうように協力を求めておけばよい。100％のオ

ンラインストレージ移行は保護者の意向もある

ので難しいとしても、オンラインストレージの利用

はかなりな事務処理の負担軽減になるはずで

ある。 

 

4．QRコードリーダを活用して 

 朝の慌ただしい中での園児の出欠席チェック

は大変である。記入漏れや登園時間間違いと

言ったトラブルが発生するかも知れない。特に

延長保育等で保育料金に関わる場合の時間

チェックは漏らすこと、間違うことはできない。こ

のような煩雑さやミスを解消するために企業が

開発した登降園管理といった ICTシステムを有

料（図9）で利用している私立園もある。 

  

本研究では、これらICTシステムに予算を計

上できない園のために、QRコードリーダの購入

費用以外は無料のQRコードリーダを利用した

教員の手で行う登降園時刻管理システムを提

案する。 

QRコードは、Microsoftの表計算処理ソフト

Excelで作成可能なのでExcelで作成をする。

Excelを不得手とする教員にとってはハードルが

高いかも知れないが、不得手でない教員はそ

れほど難しくなく作成ができると思われる。QRコ

ードリーダでの園児の登降園時刻管理の一連  

図 9：登降園管理システム  

 
出所： 

https://www.codmon.com/?ut

m_source 2020.11.27 現在  

図 9：スマートフォンで献立表を見る 

 
出所：津田作成  
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の準備について説明をする。 

 

① Excelを立ち上げ、セルにQRコードにするID

（例：2020001）を入力する。園児のIDをQRコー

ド化（図10）する。 (16) 

 

コピーをして必要な園児人数分を作成する。

（図11） 

 

②園児一人分のQRコードを切り取り透明ホル

ダーに入れ、登降園カードとして園児又は保護

者に持ってもらう。（図12） 

③園児データファイルをMicrosoftの表計算処

理ソフトExcelで作成する。 

QRコードリーダで読み込んだ園児の IDを元

に園児の氏名やクラス等が読み込めるようにID、

園児氏名、クラス名を作成する。園児が100名

いれば、セルA列にID：2020001～2020100、セ

ルB列に園児の氏名、セルC列に園児のクラス

名を入力し、園児データファイルとする。 IDは、

入園年度にすれば卒園まで使用できる。 

 

④登降園時刻管理表を作成する。 

園児か保護者がホルダーをかざすと、QRコ

ードリーダは、園児のIDを読み取り園児データ

ファイルからIDに合った園児氏名、園児のクラ

ス名、それと登降園年月日、登降園時刻が表

示されるためのファイルを作成するのである。 

セルA列にID、セルB列に園児氏名、セルC

列にクラス名、セルD列に登園年月日、セルE

列に登園時刻、セルF列に降園時刻が表示さ

れるようにファイルを作成する。 

⑤定置型QRコードリーダ（図13）を用意する。 

 

QRコードリーダは、園児データファイルや登

降園時刻管理表を表示できるパソコンとUSB等

で接続する。 

⑥園児又は保護者にQRコードが入ったホルダ

ーをQRコードリーダにかざしてもらう。 

QRコードリーダでホルダーの園児の IDを読

み取ると、園児データファイルから IDが一致す

図 13：QR コードリーダ 

 
出所：津田所有物  

図 10：データの入った QR コード 

 
出所：津田作成  

図 11：コピーをして QR コードを作成  

 
出所：津田作成  

図 12：バーコード入り吊り下げフォルダ 

 
出所：津田作成  
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る園児のデータ（ID、氏名、クラス名）を表示す

るとともに読み取った日時が自動でパソコンに

入力されるのである。（図14） 

 

この登降園時刻管理表は、園が管理する出

欠席表や延長保育等の時間管理ファイルとリ

ンクしデータベース化すれば延長保育等の請

求管理もできる。ただ、同じIDの園児の登園時

刻と降園時刻を同じ行に表示させるには表計

算処理（Excel等）の関数等ではすべてが完結

する訳ではない。 (17)  

 QR コードリーダを使用した登降園管理は、朝

の慌ただしい時間の煩雑さやミスを解消してく

れるし、園児の登降園時間管理もでき、延長保

育料計算のベースにもつながる。手書きをしな

くてもよい分かなり負担が減り、事務処理負担

軽減の解消につながる。 

 

Ⅳ．まとめ 

 SNS でのハッシュタグ「＃保育園落ちた日本

死ね」の投稿以来待機児童問題がクローズアッ

プされて久しい。こども園の教員不足の一番の

要因は、給料の安さや仕事量、勤務時間の長

さ等である。文部科学省は、ICT 化支援として

支援システムの導入経費を配布し園務改善を

進めようとした。しかし、園務情報化については、

利用がほとんど進んでいない。ICT 活用の意義

が教員に十分理解されていない、業務効率化

等の効果が明確になっていないとする意見があ

る。 

 本研究は、教員の ICT 活用の意義の理解不

足以外にも要因があるのではないかとして、こど

も園等で働く教員の事務処理に対する負担感

や ICT を活用する技能に関係があるのではな

いかと調査をした。結果として、こども園の教員

は、文書処理の量や作成に時間が掛かること

に負担感を持ち、表計算処理については不得

手であることが分かった。それから、園での ICT

化が進むならば「紙での手書きの書類作成業

務」「日誌・指導計画作成業務」が軽減できると

の期待感を持っていることも分かった。しかし、

教員の情報リテラシー向上のための研修や講

習の受講については非常に消極的であるという

ことも分かった。 

現職の教員の情報リテラシー向上を教員自

身に任せていては、またこれからこども園の教

員をめざす人に対する ICT 活用に関する法的

措置等を行政に任せていては時間が掛かり、こ

ども園の教員の事務処理負担の軽減や効率

化には結びつかない。 

本研究は、園での ICT 化に費用を掛けられ

ない園やこども園の教員の事務処理の負担を

現実的に軽減する一歩として、Google 社が提

供しているオンラインストレージサービスを使用

する事務処理や QR コードリーダを利用する事

務処理について提案をした。 

教員・保護者にとって、朝の慌ただしい時間

帯の電話の欠席届の送受信は負担である。

Google フォームを利用することにより、教員・保

護者ともに負担軽減になることを提案した。また、

教員の携行するスマートフォンやタブレットを利

用した園児観察記録についても、場所や時間

に捕らわれることがないので事務処理の負担軽

減になることを提案した。 

次に、Google ドライブを利用して保護者のス

マートフォン等で園のおたよりや献立表を閲覧

してもらう提案をした。この活用は、紙媒体の印

刷や配布と言った手間が省けるので相当な事

務処理の負担軽減となる。 

 最後に、QR コードリーダを利用した園児登降

図 14：QR コードリーダから Excel に 

 
出所：津田作成  
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園時刻管理の提案である。何と言っても園児

登降園時刻の手書きをする手間が省けること、

書き落としがないこと、延長保育料計算に役立

つこと等事務処理の軽減・効率化につながるこ

とを提案した。 

 これらの提案は取り組めばすぐにでも事務処

理軽減・効率化につながるものであると確信し

ている。ただ、ICT を不得手と思い挑戦に消極

的な教員にとってはハードルが高い提案である

かもしれない。しかし、ICT を不得手と思ってい

ない教員にとっては容易に手掛けることができ

る提案である。現在、多くの教員や保護者はス

マートフォンを携帯している世となっている。こ

れを活用しない手はない。また、Google 社のオ

ンラインストレージサービスは無償で使用するこ

とができる。これについても活用しない手はない。

1 日も早く多くの教員にまた園においてこの提

案を活用して頂き、こども園の教員の事務処理

の負担が少しでも軽減できることを、また働き方

改革に少しでも役立てることを期待し提案とす

る。 
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