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学校法人 富山国際学園
富山短期大学

KeyWord

ガラケー

日本独自の進化を遂げた

2

WEB サイト刷新 〜スマートフォンへ
『Tomitan』
の魅力を発信〜
富山国際学園様は昭和 38 年「学校法人富山女子短期大学」

日本製の携帯電話のこと。

として建学後、
平成 2 年に「学校法人富山国際学園」
と改称。

モバイルファースト

大学・短大・高校・幼稚園を有する総合学園として、
教育研究
活動とその成果を社会に還元し、
地域貢献を続けられています。

利用者の利用状況把握のも

富山短期大学様は『Tomitan』
の愛称で親しまれ、
食育・栄養

と、
ＰＣ閲覧を前提ではな

分野、
幼児教育分野、
高齢者福祉分野、
経営・情報分野など、

く、
モバイル機器での操作

まさに現代社会の中核を担う分野の教育を実践され、
高度
富山短期大学 入試・広報センター

な知識・技術を身につけた人材を育成されています。

設計すること。

副センター長・ 経営情報学科 准教授 高木 綾子 様（左）

Solution

教務部 入試広報課 主査

バーチャル探索

360 度パノラマ写真を利用し、
学内の見学をWEB 上で実現

『PowerCMS』活用
高性能・高機能を持つCMS
ソリューションを制作に採用
１．
機能
（一部抜粋）
ワークフロー
（１）
公開
承認依頼者、
作成者、
担当者を分けての運用が可能。
ステージングサーバ連携
（２）
本番環境に
検証環境、
分けての運用が可能。
マルチデバイス対応
（３）
PC とスマートフォン向け
サイトの一元管理が可能。
・？】
・
【CMS とは・
WEB サイトを構成する文書
配置情報などを一元的
や画像、
に保存・管理し、
サイト構築や
編集に利用するソフトウェア。

Case Study

（所在地：富山県富山市）

「ガラパゴス・ケータイ」
の略語。

性を優先したＷＥＢサイトを

様

月号

毛利 貴志 様（右）

今月は同学WEB サイトの刷新プロジェクトについてお聞き

するため、
高木様と毛利様のもとを訪ねました。
（以下敬称略）

WEB サイト見直しのきっかけは何でしたか？
高木：本学WEB サイトのアクセス解析がきっ
かけです。結果を見ると利用されているソフ
サファリ
クローム
やグーグル『Chrome』
トウェアでアップル『Safari』
事実、統計調査によ
のシェアが増加していました。
ると高校生や保護者の世代でのスマートフォン
所有率は高くなっていました。一方、いわゆる
「ガラケー」
と呼ばれる端末向けのWEB サイトへ
のアクセス件数はここ数年で大きく減っていました。
毛利：モバイルファーストの流れをうけ、本学
としても対策を打ってはいましたが、付け焼
刃であったため、
抜本的な見直しをはじめました。
制作の依頼先はどのように選ばれたのですか？
高木：構想段階から学長を含む20 名の教職員
と学内で構成する広報委員でWEB サイトの刷新
プロジェクトを立ち上げ、
議論を始めました。
毛利：
『本学の明るいイメージを伝えたい』、
『ＰＣでもスマートフォンでも使いやすい』と
構想がある程度見えてきた段階でHCS さんを
含め４社さんにご提案いただき、
各メンバーが
投票した結果、
今回はHCS さんに決定しました。
HCS に決定された決め手は何でしたか？
高木：ご提案資料の完成度が高く、明るい・見
やすい・使いやすいとWEB サイトを見る側の
目線で魅力的に感じました。
また、
在学生が遠方
の家族に日常を紹介したり、
高校生が未来の学生
生活をイメージしたりできるように学内施設を
WEB サイトで見学できるというHCS さん独自の
提案も愛学精神を抱いていただけそうと各
メンバーからは高評価でした。
（バーチャル探索）
毛利：掲載する記事の新規作成や修正をする
際の操作感が日常業務で利用するオ フ ィ ス

ソフトのワードと同じ感覚で簡単に出来る点
もとても好印象でした。
また、掲載原稿を各学
科担当が起案し、入試広報課で確認後に公開
する運用も踏襲いただきました。
（
『PowerCMS』
活用）
WEB サイト公開までの過程はいかがでしたか？
毛利：HCS さんには我々の意図を汲んでいただき、
綿密に進めていただいたという印象です。
当時
はオープンキャンパスの準備などでこちら側
で準備にかけるパワーが不足していました
が、
HCS さんにフォローいただき、
予定通りの納期
で公開できたのは本当にありがたかったですね。
WEB サイト公開後の評判はいかがでしたか？
高木：経営情報学科では企業研究の演習をし
ます。演習時に企業研究前の練習として本学
の新しいWEB サイトを学生が実際に評価・
分析したところ『明るい』、
『使いやすい』とい
う声が多く、
今回の目的を果たせたと感じます。
毛利：教育関係者や地域の方など外部からも
嬉しいお声をいただき、
刷新して良かったです。
最後に今後の展望をお聞かせ下さい。
高木：SNS 連携や情報発信の強化など年代を
問わず閲覧していただけるよう活用し、地域・
社会との繋がりを深めていきたいです。
貴重なお話、
ありがとうございました。
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春に向けてＷＥＢサイトの見直しを！キーワードは「C」「S」「R」！

『CSR』は『企業の社会的責任』の略語として1990 年ごろから言われるようになり、耳にする言葉となってきました。

WEB サイトもCSR の三文字で見直し・改善をしてみませんか？ぜひ一度、以下の観点で貴社WEB サイトをご確認下さい。
記載されている内容についての不明点、ご相談がございましたらお気軽に弊社までお声かけ下さい。

C
S
R

CMS（ｺﾝﾃﾝﾂ管理ｼｽﾃﾑ）のバージョンが更新されているか？

WEB サイト制作後から CMS が更新されず、脆弱性を攻撃され WEB サイトが改ざんされている事例も。
もし貴社の WEB サイトがお客様へ不利益やマイナスイメージを与えてしまったとしたら？
普段は意識しないバージョンを一度確認し、サポート切れの場合はバージョンアップをしましょう。

SSL（暗号化）通信対応がされているか？

WEB 閲覧ソフト「Chrome」のバージョンによって「安全ではない」と判断・表示されてしまいます。
WEB サイトが「安全ではない」と表示された場合、サイトを見た方はどのように感じるのでしょうか？
WEB サイトは人が見るものです。SSL 通信対応を弊社はオススメします。

Responsible Design 対応（スマホ対応）がされているか？

スマートフォンを利用した検索の際、Google の検索エンジンが対応済みの WEB サイトを上位に表示
するようにルールを変更しています。普段、Google 検索の結果を何件目までご覧になられますか？
WEB サイトを見た方にも検索エンジンからも高評価を得られるよう、対応を弊社はオススメします。

サポート終了まであと 1 年！ Windows10 移行対策セミナー開催のご案内
2020 年1 月14 日（米国時間）に、マイクロソフトが提供しているOS『 Windows 7』の延長サポートが終了します。

Events

が従来のWindowsOS と異なる点や移行に伴い検討が必要な事項と対策方法について
『Windows10』
当日は新OS
ご紹介します。詳細はご案内パンフレット、弊社WEB サイトをご覧ください。
福井会場

2月 26 日( 火 )10:30 〜 11:30

福井県中小企業産業大学校
特別研修会議室

HCS のよこがお
よ し だ

金沢会場

2月 26 日( 火 )15:00 〜 16:00

富士通株式会社 北陸支社
ミーティングルーム A・B

Ｑ. 現在の業務を教えて下さい

け ん ご

吉田 賢吾 さん
（2007 年度入社）

情報サービス本部
情報サービスサポート部

富山会場

2月 27 日( 水 )14:30 〜 15:30

北日本新聞

創造の森

越中座

Ｑ. 趣味を教えてください。

エネルギー関係のお客様向けASP

バイクでの旅行が趣味です。

型業務管理システムのサポートセ

連休は友人たちと東北や九州、

ンター業務をしています。
お問合せ

四国など長距離ツーリングに

への回答や、
効率化につながる機能

出かけています。
最近カメラを

の利用提案もしています。

購入したので、ツーリングで

日々の業務ではお客様の業務に

行った先の風景写真をこれから

支障が出ないよう、
いただいたお問

撮っていきたいですね。
今年は

合せにはベストを尽くして、
早急に

雪が少くまだ走れますが、
雪が

対応することを心がけています。

降らない春が待ち遠しいです。

編集後記
先月、某 TV番組で今年成人式の方が生まれた当時の出来事
としてガラケーの WEB接続サービス開始が紹介されていました。
私は学生時代に利用していましたが、20年も経っているのですね。
取材で富山短期大学様を訪問した当日、無線 LAN環境が整備され
た食堂で真剣に PC を見つめる学生や、友人とスマートフォンの画面
を見ながらお話をする姿を見かけました。学生さんと WEB サービス
が同級生と思うと技術の進化と時が経つ早さを感じつつ、新しい技術
やサービスと若い世代に置いて行かれないようにせねばと感じました。
皆さんの 20 年前はいかがでしたか？ぜひお聞かせ下さい。
（みずの）

大切な愛車とパチリ

お問い合わせ

北陸コンピュータ・サービス株式会社
営業本部 ソリューション創造推進室

〒939-2708 富山市婦中町島本郷 47-4
TEL (076)495-9824 FAX (076)495-9843
URL; https://www.hcs.co.jp
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