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本日の内容

１．なぜ、ＧＩＧＡスクール構想なのか

２．情報活用能力の育成

３．先進地、先進校に学ぶ

※都度、協議（情報交換）を取り入れていきます



なぜ、ＧＩＧＡスクール構想なのか

Global and Innovation Gateway for All

「GIGA」

（全ての児童・生徒のための世界につながる革新的な扉）



OECD 生徒の学習到達度調査査（PISA2018）

文部科学省・国立教育政策研究所 令和元年12月3日



・PC画面の情報
・タブの切り替え
・スクロール
・ドラッグ＆

ドロップ
・タイピング

・俯瞰的に見る
・折り曲げ
・印、引線
・メモ書き

これまでの戦略
が使えない



日本の学校は、学習でのICTの使用頻度が低い。



日本の子どもにとって、ICTは ・・・。



学校の授業がある月曜日から金曜日に、１日当たり
どれくらいの時間、テレビゲームをしますか
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令和３年度の大分県学力定着状況調査質問紙調査より

４０．９％

５０．１％

大分県の子どもにとって・・・・・・。



ＧＩＧＡスクール構想の実現 令和元年12 月

国の動き（令和元年 ６月～）

・学校における高速大容量のネットワーク環境(校内ＬＡＮ)の整備を推進

・特に、義務教育段階において、令和５年度までに、全学年の児童生徒一人一人が
それぞれ端末を持ち、十分に活用できる環境の実現を目指す

○Society5.0
IoT、ビッグデータ、AI、ロボット等

○変化の激しい社会

○情報教育・ICT活用教育の遅れ

○情報活用能力、ICT活用指導力
に課題

前倒し

GIGAスクール構想は、単なるコロナ対策ではない。

時代の変化 子どもたち等の実態

（2019年）

（2019年 12月） ※2020年1月20日
DP号出港



１人１台端末が配備され、これまでの授業
と変わってきていると感じますか。

何が変わってきたと思いますか。

□大きく変わってきている

□変わってきている

□やや変わってきている

□あまり変化を感じない

□教師の発問 □教師の説明 □ノート指導・ノートの活用

□子どもの発表 □子ども同士の話し合いや考えの共有

□子どもの学習意欲 □授業の流れや展開、時間配分

□単元構想（単元デザイン） □教材研究や授業の準備 □その他



令和４年度 大分県小学校長会の研修（R４．６．２）より



令和４年度 大分県小学校長会の
研修（R４．６．２）より

①

④

③

②

（例）
・調べる
・伝える
・まとめる
・共有する
・振り返る

↓

ICTの活用

授
業
作
り
の
根
本
は
変
わ
ら
な
い

単元や本時の
授業構想が大切

※授業構想があって、
ICT活用がある！！



○小学校プログラミング教育の必修化を含め、小・中・高を通じてプログラミング
教育を充実

👉小学校 文字入力など基本的な操作を習得 新たにプログラミング的思考を育成

👉中学校 技術・家庭科(技術分野)においてプログラミングに関する内容を充実

👉高校 共通必履修科目「情報I」を新設し、全ての生徒がプログラミング、ネットワーク
やデータベースの基礎等について学習

新学習指導要領における情報教育・ICT活用教育のポイント

小学校 2020      中学校 2021      高等学校 2022から全面実施

小・中・高 共通のポイント(総則)

○情報活用能力を言語能力と同様に「学習の基盤となる資質・能力」と位置付け

○学習のICT環境整備とICTを活用した学習活動の充実を明記

小・中・高別のポイント(総則及び各教科等)



情報活用能力の育成



情報活用能力とは、どのような力でしょうか。

情報活用能力

コンピュータ等の機器を
使うための能力

これだけでしょうか？



情報活用能力は，世の中の様々な事象を情報とその結び付き
として捉え，情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して，
問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりしていくため
に必要な資質・能力である。

情報活用能力をより具体的に捉えれば，

学習活動において必要に応じてコンピュータ等の情報手段を
適切に用いて情報を得たり，情報を整理・比較したり，得られ
た情報を分かりやすく発信・伝達したり，必要に応じて保存・
共有したりといったことができる力であり，

情報活用能力 学習指導要領総則解説（一部抜粋）

情報手段を用いて
情報を得る

情報を整理・比較 情報を発信・伝達

情報を保存・共有



PROCESS（整理・再構成）

INPUT（情報受信） OUTPUT(情報発信)

コンピュータ等
の情報手段を
適切に用いて
情報を得たり

得られた情報を
分かりやすく

発信・伝達したり

情報を整理・比較したり

必要に応じ
て保存・共有

したり

必要に応じ
て保存・共有

したり



INPUT
（情報受信）

OUTPUT
(情報発信)

PROCESS
（情報の整理・再構成）

〇これまでも、情報活用能力は、育ててきました。
〇今後は、意識して、計画的に、より意図的に。



R３年度プレゼンテーションコンテスト 小学生の部
優勝のプレゼンテーション

令和4年2月19日（土曜日）に実施した「1人1台端末を活用した小・中学生プレゼ
ンテーションコンテスト」において、優勝・準優勝したチームのプレゼンテーショ
ン動画を公開します。

https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/2021presen-movie.html



このプレゼンを見て、この児童にどんな力
が身に付いていると思いますか。
□情報を集める力

□情報機器を、目的に応じて適切に利用しようする力

□情報を整理したり、検討したりする力

□相手の状況に応じて表現方法を工夫するプレゼン力

□実例を挙げたりして、根拠や理由を示してまとめる力

□プログラムの働きやよさを理解している

□意図する一連の活動を実現するため、動きの組み合わせを考える力

□情報に対する責任について考え行動しようとする態度

□情報通信ネットワーク利用上のルールやマナーを分かっている

□その他



令和４年度 大分県小学校長会の
研修（R４．６．２）より

基本的な操作

探究的なスキル

プログラミング
的思考

情報モラル

情
報
活
用
能
力



情報活用能力は，世の中の様々な事象を情報とその結び付き
として捉え，情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して，
問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりしていくため
に必要な資質・能力である。

情報活用能力をより具体的に捉えれば，

学習活動において必要に応じてコンピュータ等の情報手段を
適切に用いて情報を得たり，情報を整理・比較したり，得られ
た情報を分かりやすく発信・伝達したり，必要に応じて保存・
共有したりといったことができる力であり，

さらに，このような学習活動を遂行する上で必要となる情報

手段の基本的な操作の習得や，プログラミング的思考，情報モ

ラル・・・等に関する資質・能力等も含むものである。

情報活用能力 学習指導要領総則解説（一部抜粋）





熊本市では、国語科の学習をベースにして、情報活用の基本的な学習過程と知識・技能を
習得し、他教科において応用・発展していくように計画している。

情報活用能力育成のための教育計画（熊本市）

第４学年

熊本市版ICT教育モデルカリキュラム

基礎的な知識・技能（スキル）

探究スキル

探究スキル

プログラミング的思考

情報モラル

http://www.kumamoto-kmm.ed.jp/learning/model/curriculum.html



情報活用能力の育成（大分県教育委員会ホームページ）

・情報活用能力の系統表 （大分県教育委員会作成）
・情報活用能力（３つの資質・能力）系統表から学習内容、学習場面を想定
・情報教育（プログラミングを含む）全体計画例・年間指導計画例の公開等

熊本市や宮城県、仙台市の事例も
紹介しています。



先進地、先進校に学ぶ



熊本市立五福小学校

思考を見える化

ポイント１

ポイント２

共 有

思考ツール



『考えの共有』 熊本市立五福小学校

左が自分の作成スペース。右が友達の考え(成果物）。
友だちの考えを参考にしながら、自分の考えをまとめている。

個人の考えを作
成するスペース

クラス全員の名簿。

見たい友達の考えを
クリックしてみること
ができる。

友達の考えをじっくり読んでいる。
自分の考えに参考になる友達のものらしい。

クラス全員の考えが、個人の端末から見ることができる。
低学年から高学年の児童まで。「共有」という言葉を使っている。



『子ども同士のかかわり』 熊本市立五福小学校

どの学年でも、このような姿が多く見
られた。このような姿を生み出すため
には「課題」が重要と言う。
※単元全体に関わるパフォーマンス課題。



『思考ツールの活用』 熊本市立五福小学校

「思考ツール」の活用は２年生から。
学年が上がるにつれ、課題に合わせて
自分で思考ツールを選択し、活用する
子もいるようである。



『デジタルのノート』 熊本市立五福小学校

画面の上部は、自分の考え。下部は、その考えの根拠。
根拠資料をカメラ機能で写し、取り込んでいる。



『デジタルのノート・学習の履歴』 熊本市立五福小学校

１時間目の学習

1時間目から５時間目の学習データを見比べている。

２時間目の学習

３時間目の学習 ４時間目の学習
５時間目の学習



『紙のノートの活用』 熊本市立五福小学校

どの学年でも、どの教科でもノートを
よく使っている。
端末を活用しながら、書いている姿が
よく見られた。

教科書からも、学習の足
跡をみることができる。

様々な書き込みがされて
いる。



『板書と電子黒板』 熊本市立五福小学校

電子黒板で、考えの共有を図っている。
児童の考えは、電子黒板で写すことが多い。
よって板書の情報量は多くならない。



『タイピングの技能』 熊本市立五福小学校

情報活用能力の一部である「タイピング」
の技能は重要として、各学年で１分間に打
つ目標文字数を設定して、帯の時間等を
使って全校で取り組んでいる。

低学年は、ひらがな打ち。ローマ字打ちは３年生から。
国語でのローマ字の学習に合わせて。



熊本市立北部中学校

自分の作成した新聞を説明する生徒。
班員は自分の端末から見ながら説明を聞いている。

「右下の２つのグラフを見てください。」

左下の写真の生徒は、クリックして拡
大して資料を見ている。



熊本市立北部中学校

題材全体に関わるパ
フォーマンス課題と合
わせて、題材の計画を
示している。

学習の振り返りは、ロイ
ロノートスクールを活用
する。

本時は、６・７時間目

本時のICT活用は、調べた

ことを確認したり、振り返っ
たりしながら、造形活動に
活かすこと。



授業支援アプリ等を使った共有の際の留意事項

※意図も無く、だーっと全部を示しても、
児童生徒の思考活動にはつながりにくい。

「今から考えを共有します。」

・自分の考えと同じものを探しましょう。

・自分とは違う考えを探そう。

・何種類の考えがあるか数えてみよう。

・なるほどと思う考え方を見つけよう。等

※児童生徒の活動を促すような、明快な視
点を示すことが大切。

※学習内容や展開によっては、全てを示さ
ず、教師が意図的に絞って示す場合も考
えられる。また、事前の色分け等もある。



『授業がスマート化』

☆授業がスマート化。学びのスピードが上がった。

☆「振り返り」に十分な時間確保ができるように。物理的確保が質の向上に。

☆内容知と方法知をどう振り返らせるか。
①分かったこと ②分からなかったこと ③友達の考えで思ったこと ④考えが変わったこと

⑤役に立ったこと ⑥活かしたいこと ⑦疑問に思ったこと ⑧もっと知りたいこと



熊本市の事例を聞き、どう感じ
ましたか。

□現在、自校で取り組んでいる最中だ

□自分の学校でもできぞうだ

□自分の学校では難しそうだ



１．令和４年度 平常時の端末持ち帰り （市町村数）

毎日持ち帰らせる 週１回以上持ち帰らせる
月に１回以上
持ち帰らせる

各学校に任せている

５ ３ ２ ８

３．端末持ち帰りについて、市町村独自の実態調査の予定 （市町村数）

調査を行う予定 調査を行う予定はない

１５ ３

４．非常時の端末持ち帰りについて

実施 準備中 実施しない

１８ ０ ０

２．平常時持ち帰りの方針を示す予定 （市町村数）

示している 示す予定 予定なし

８ ８ ２

『端末の持ち帰り』各市町村の状況（R4.4.15現在）



『端末の持ち帰り』 熊本市の取組

活用の「分水嶺」は、家庭への「持ち帰る・持ち帰らない」問題

持ち帰りを可とするか不可とするかは、ICTの活用が日常
的なものになるか否かの分水嶺になる可能性がある。

・熊本市の小・中学校の教室には、端末の保管庫はない。
・導入時から、持ち帰りが前提。

○学級だより、学校だよりを子供のタブレットを通し
て、お知らせ。保護者は、毎日、子どものタブレット
を確認。

○PTAの資料等も、印刷しない。タブレットを使った
懇談会

○学校のペーパーレス化
・職員室の机上に、紙が無くなった。
・保護者が、学校の授業内容を把握。



『家庭学習』 熊本市立五福小学校

家庭学習が変わる
１．ロイロノートを活用したら

２．インターネットを活用したら

○音読したものを録音して提出する
（英語やリコーダーの練習など）

○学校の授業の続きに取り組む

○カメラで写真や動画を撮って提出
（観察、調理など）

○次の日に学習することをNHK for Schoolで見てくる

○わからない言葉を調べてくる

３．その他
○キーボードを使って日記を書いて提出

※ 持ち帰る意味を明確に説明できること！



大分県内（R3）の取組

家庭学習と授業の連動 ～家庭学習を含めた１人１台端末の活用事例～

教育デジタル改革室 指導主事 西元 陽佑
（前中津市立鶴居小学校 教諭）

○本単元で取り上げる指導事項
は・・・・・。

○単元の目標は・・・・。

○目標を実現するために適した
言語活動は・・・・。

○単元の評価規準は・・・・。

○単元計画（指導と評価の
計画）をつくろう。

◎keynoteにまとめる作業は、
家庭でも取り組ませよう！

◎発表の練習は、家庭でも取り
組ませよう！

◎プレゼン音声の録音は、家庭
でも取り組ませよう！

※ 持ち帰る意味



大分県内（R3）の取組

家庭学習と授業の連動 ～家庭学習を含めた１人１台端末の活用事例～

教育デジタル改革室 指導主事 西元 陽佑
（前中津市立鶴居小学校 教諭）

○本単元で取り上げる指導内容
は・・・・・。

○単元の目標は・・・・。

○単元の評価規準は・・・・。

◎家庭にある立体図形を写真で
撮ってkeynoteにまとめる作業
は、家庭でも取り組ませよう！

◎単元テスト前は、keynoteでま
とめた内容を使った家庭学習に
取り組ませよう！

※ 持ち帰る意味

○単元計画（指導と評価の
計画）をつくろう。

この単元は、紙のノート
より、デジタルのノート
の方が効果的だ！



記入もの タブレットをつかった学習 その他

１年 ・「なつのトライ」（国語・算数）」
・絵日記2枚
・あさがおのかんさつ2枚
・音読
・計算カード練習

・なぞっておぼえるひらがな
・あんざんマン
・写真撮影、ロイロノート活用
（あさがおの写真を週1回、写真にとる。できる人
はロイロノートに入れる）

・作品（絵、工作、習字、自
由研究）
・読書

２年 ・ドリル（国語・算数）
・漢字プリント2枚
・絵日記2枚

・漢字忍者
・あんざんマン
・１００マス計算
・動物タイピング
※他のアプリもしてもよい。

・作品（絵、工作、習字、自
由研究）
・音読
・読書

３年 ・ドリル（国語・算数・理科・社会）
・漢字プリント

・漢字忍者
・あんざんマン
・１００マス計算

・作品（絵、工作、習字、自
由研究）
・日記

４年 ・○○っこ「夏休みの学習」（国語・算
数）
・漢字プリント

・漢字忍者（3年生までクリア）
・日本地図パズル
Keynoteを使った「夏休みの思い出」（写真と文
章）

・作品（絵、工作、習字、自
由研究）

５年 ・○○っこ「夏休みの学習」（国語・算
数）
・漢字4枚 ・理科プリント
・計算ドリル ・外国語プリント

・漢字忍者
・あんざんマン
・日本地図パズル
・１００マス計算

・作品（絵、工作、習字、自
由研究）
・読書
・体力づくり
・お仕事
・ルート１８

６年 ・学習プリント（国語・算数・理科・社
会・外国語）
・○○っこ「夏休みの学習」（国語・算
数）

・Keynoteを使った「夏休みの出来事」（日記でも
新聞でもよい）

・作品（絵、工作、習字、自
由研究）
・リコーダー練習

特別
支援
学級

・思い出の写真をとる ・作品（絵、工作、習字、自
由研究）

県内のある小学校の夏休みの課題 大分県内（R3）の取組



静岡市内の小学校 YouTubeチャンネル



情報提供



令和３年度優勝・準優勝チームのプ
レゼンテーションを公開

令和4年2月19日（土曜日）に実施し
た「1人1台端末を活用した小・中学
生プレゼンテーションコンテスト」
において、優勝・準優勝したチーム
のプレゼンテーション動画を公開し
ています。

○小学校32チーム、中学校101チーム 計133チーム
の参加。

○令和4年2月19日の本選には、小学校４チーム、中
学校３チームが参加。

令和４年度も開催します！！

○令和５年２月１８日（土）大分県教育センター

○応募受付 令和４年 ７月～１１月末（予定）

○予備審査 令和５年 １月中旬（予定）



情報モラル動画教材（大分県教育デジタル改革室発行）

・動画は、小学校用、中学校用、高校用の３つがあります。

・授業で活用できる、「動画教材」「授業の流れ」「ワークシート」
を小、中、高別に準備しました。積極的にご活用ください。

ＯＥＮメールアカウント（メー
ルアドレスとパスワード）を
持っている方は、見ることがで
きます。



ネットトラブル相談窓口
「子どものためのネットあんしん
センター」

●ネットやスマホ等の困り、悩みを相談で
きます。

・「友達に悪口を書かれ、どうしていい
のか分からない」

・「動画を見ていたら、突然お金を請求
された」

・「知らない人に自分の写真を送った」
・「SNSに自分の写真が勝手に投稿され

ている。

●専門の相談員が対応しますので、安心
してご連絡ください。

LINE、電話、メールで相談できます！

・LINE@ID：@yuo7063g

・097-534-5564
（月～金 9：00～17：30）
※土日祝日を除く

・netanshincenter@hyper.or.jp



第１０回教育情報化
カンファレンス

各講演資料は、ダウンロードできます。
研修等で活用ください。

講演 ：「GIGAスクール構想における子どもたちの情報
活用能力の育成」
稲垣 忠 氏（東北学院大学文学部・教育学科）

講演 ：「PISAでトップ！エストニアに見る未来の教育」
吉戸 翼 氏（エンタープライズ）

講演 ：「保護者にも知ってほしい！
1人1台端末時代の学びと情報モラル教育、
デジタル・シティズンシップ」

豊福晋平氏（国際大学）

実践発表
「1人1台端末と授業用クラウドを活用した授業実践」
発表者
遠藤 源治 氏（大分県立日田高等学校 指導教諭）

令和４年度も開催します！



●文部科学省

●独立行政法人教職員支援機構

https://www.nits.go.jp/materials/

「オンライン講座」

●熊本市教育センター

https://www.youtube.com/channel/UCiZULL4BKLGwH8PXXRWJ7fw/videos

●熊本市教育センター公式チャンネル（YouTube）

http://www.kumamoto-kmm.ed.jp/

「GIGAスクールチャンネル」Youtube

https://m.youtube.com/channel/UCb4F5Nqgupcz_fnOrzmE6SQ

https://m.youtube.com/channel/UCb4F5Nqgupcz_fnOrzmE6SQ


教育デジタル改革室HP 教育デジタル改革室フェイスブック

・GIGAスクール構想の実現に向けて

・大分県学校教育情報化推進計画

・情報活用能力の育成に向けて

・大分県教育庁のデジタル化の取組等

・ここにアクセスし
「フォロー」を
してください。

・多くの情報を発信して
いきます。

・各教科等における
１人１台端末の活
用事例やICT活用
の実践例を示して
います。

・先生方に、ご紹介
ください。



本日のアンケート （フォーム）


