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概要：「情報処理演習 E」で学習した JavaScript やゼミで学習した CSS、HTML の知識を利用し、

コロナ禍に対応した教室座席システムを構築した。サーバーレスな仕組みであるこのシステムでは、

履修名簿ファイル(CSV)を選択すると、教室の座席を自動で割り振り座席表を生成する。 

本発表では、このシステムを構築するにあたって使用した、CSS や HTML、JavaScript の書き

方の基本と試作した座席指定システムの設計と動作を紹介し、今後の方向性や課題を述べる。 
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1. はじめに 

新型コロナウイルスの流行により、日本は感

染リスクと共存する社会へと移行しつつある。

大学においては、行動範囲の広い大学生の

動きをどのようにコントロールするかが課題とな

っており、大学生活が感染の拡大につながる

ことを避けるため、「新しい生活様式」を意識し

て、学生がこれまで日常的におこなってきたが

さまざまな行動を見直すことが必須となってい

る。 

同時に、大学の授業における感染症拡大防

止の仕組みの整備も必須である。対面授業で

学生がどこに座るかをコントロールすることで、

学生の密集を避け、感染リスクを下げることが

できる。同時に、新型コロナウイルスに罹患し

た学生がいた場合、近い場所に着席していた

学生を把握することも容易になる。 

そこで、本研究では麗澤大学における感染

症拡大予防の対策の一環として、学生がどこ

に座るのかを自動的に指定できる「教室座席

指定システムの構築」を試みることにした。 

2. 教室座席指定システムの目的 

厚生労働省によると、集団感染の共通点は、

特に、「換気が悪く」、「人が密に集まって過ご

すような空間」、「不特定多数の人が接触する

おそれが高い場所」とされている(文献[1]参照)。

新型コロナウイルスの感染経路としては、飛沫

感染とともに接触感染も懸念されている。 

本研究が構築するシステムを利用すれば、

学生が座る場所を明示的に指定することがで

きる。同時に、席と席の間隔を空けて座ること

を指示することが可能になり、もし学内で発症

者が出た場合においても、感染拡大を防ぐた

めに濃厚接触者を特定することができ、感染

経路をいち早く追跡調査することに資すると考

えられる。 

3. 教室座席指定システムの概要 

本システムの構築は、夏休み前にゼミでお

こなった、新型コロナ対策について、我々は何

ができうるか、というディスカッションがもとにな

っている。その後、夏休み中に課題の初期案
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を練り、JavaScript をもちいた指定のしくみを

佐久間が作成した。それをもとに、教室ごとの

割り当てページの設計やデザインを大塚、竹

尾がおこなった。動作検証は全員でおこない、

必要となる機能や今後実装したい機能、今後

の課題についても議論した。 

以下、本システムについて、簡単に紹介す

る。 

3.1 開始ページの作成 

システムを導入するにあたって、まず使いや

すさを求めた。そのために、トップページのよう

なものがあれば使いやすいという結論になり、

以下のような開始ページを作成した。 

 

 

図 1  システムの開始ページ 

 

現在のシステムは、上記の図 1 のように、3

つのタイプの教室にしか対応していない。しか

し、いずれは全ての教室に対応できるようにし

たいと考えている。座席を指定したい教室をク

リックすると、それぞれの教室の座席指定ペー

ジに進む。 

3.2 座席の指定 

開始ページから進むと、実際に名簿ファイ

ルを指定するページに遷移する。 

名簿ファイルは本学の教務システムで提供

されている授業の履修者名簿をそのままダウ

ンロードして使うことができるようにした。ダウン

ロードしたデータはカンマ区切りの CSV ファイ

ルであり、文字エンコードは Shift JIS で作成さ

れる。このファイルをドラッグ＆ドロップして指

定する場所を用意した。 

実際の座席指定は図 2 のようにおこなう。こ

のダイアログは、ファイルを指定すると自動的

にポップアップする。 

 

 

図 2 実際の座席指定画面 

 

座席への名簿データの割り振りの順番は、

現在教員が使用している授業履修者名簿の

形式を調べてその形式に合わせ、12 種類から

選ぶようにした。「学籍番号」や「学生氏名」な

どの順に対応しているが、ランダムにも割り振

ることできる。 

また、席の埋め方についても「席間隔」、「列

間隔」または「市松模様状」に設定することが

できるようにした。「席間隔」は一番左前から順

に１席空けて席を埋めていき、「列間隔」は、一

番左の列から指定の間隔分を指定することが

できる。最後に「市松模様状」は碁盤の目のよ

うな配置で、学生間のソーシャルディスタンス

を最大限とることが可能になるほか、ペアワー

クもしやすくなる。 

本システムは生成した座席表を印刷、保存

して使用することを想定している。そこで、ファ

イルのドラッグ＆ドロップ、座席指定の方式の

指定をして「確定」すると、授業名を入力して、

座席表の生成が完了する。 

4. 名簿を座席に割り当てる機能の実装 

本節では構築したシステムの JavaScript で

の機能実装について紹介する。 

4.1 事前準備 

本システムはユーザによるトップページでの

カテゴリ選択から始まる。プログラムにより選択

された教室の机の総数、行列数が計算される。

この時、データベースではなく HTML ファイル

内のタグを利用した計算を行っている。これに
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より、データベースの無い環境化での利用を

実現している。それと同時に読み取られた ID

を基に変数への ID 格納が行われる。この作業

により後に行われる生徒の振り分けを簡単に

行うことができている。 

4.2 メイン処理 

ユーザが学生データの入った CSV ファイル

をドロップエリア(HTML の input 要素として作

成)にドラッグ＆ドロップすると自動的に生徒数

がその教室に入る上限を超えていないか、確

認が行われる。それをクリアした場合に限り整

列準式選択コンソールが表示される。このコン

ソールは、ページ表示時に JavaScript で埋め

込むもので、教室データの増量、コンソールレ

イアウトの変更に対応しやすくした。コンソール

でユーザが設定を変えるたび設定内容で使え

る机数と生徒数が計算、照合され、机数が足り

ない場合エラーメッセージが表示される。 

4.3 最終処理 

ユーザがエラーの無い状態で確定ボタンを

押すと、設定内容に合わせた通りに学生デー

タが変数内でソートされ、机に割り当てられる。

その処理が終了次第、ページ上に用意された

テーブルに DOM を利用してデータが挿入さ

れ、表示完了となる。 

4.4 関数一覧と処理のフローチャート 

今回のシステム構築にあたって JavaScript

で作成した関数の一覧とプログラムのフローチ

ャートを以下に示す(紙幅の関係で詳細は省

略する)。 

 

⚫ 初期処理系 

➢ basicscription() 

➢ set_onchanger() 

➢ grid_id_set() 

➢ table_id_set() 

➢ room_checker() 

⚫ ドラッグドロップ処理系 

➢ drag_Effect_on() 

➢ drag_Effect_off() 

⚫ データ形成・CSV 処理系 

➢ type_inspection() 

➢ encode_error_check() 

➢ makeCSV() 

➢ select_option_set() 

➢ list_sort() 

⚫ 出力系 

➢ name_set() 

 

 

図 3 フローチャート 

5. まとめと今後の課題 

本研究では、麗澤大学におけるコロナ禍に

おける対面授業に対応した教室座席指定シス

テムを構築した。 

今回、システムを構築するにあたって CSS

や HTML だけでなく JavaScript の使い方も確

認することができた。現段階では、実用するに

はもう少し見栄えを良くし、まだ対応していない

教室にも対応させる必要がある。 

今後対応するべき機能としては、授業での

着席の仕方として、教壇と座席の間を一列空

ける、という措置をおこなう可能性がある、との

ことなので、そのオプションをつけ、標準で ON

になるようにしたい。また、現在のシステムは教
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室の座席配置をHTMLで直接描いているので、

座席の配置(縦横の列数)の情報をもとに教室

図を動的に生成することも検討したい。このよう

にすることで、さらに汎用性の高いシステムとし

て、他大学でも利用することができるようになる

だろう。 

 

最後に実際に生成した座席で授業をおこな

った際の使用感であるが、実際に対面授業で

市松模様状を利用する場合、ペアワークの際

は椅子を斜めに向けるといった工夫が必要に

なることが分かった。これまでのペアワークに

比べるとやりにくさはあるが、コロナ禍で学生

間のソーシャルディスタンスをしっかり確保する

とともに、面と向かわずにグループワークをお

こなうためには、このやり方で致し方ないので

はないか、と考えている。 

 

参考文献 

[1] 厚生労働省.新型コロナウイルス感染症の予防. 

URL: 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/buny

a/0000121431_00094.html#yobou (2021 年 1 月

20 日最終閲覧). 


