
令和4年度担当役員研修会④ 

　テーマ 

ICT教育の現状 
～GIGAスクール構想，ICT教育とは～

鹿屋市教育委員会
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GIGAスクール構想，ICT教育とは
•鹿屋市におけるICT教育の現状 
•ICT教育の今後の展望 
•家庭における情報モラル教育のあり方
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練習

QRコードを読み込み，質問にお答えください。
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Diversity

Society5.0

VUCAの時代
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GIGAスクール構想
Global and Innovation Gateway for All
すべての子どもたちに等しくグローバルで新しい教育
を提供する

👉多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、公正に
個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる 

👉教師・児童生徒の力を最大限に引き出す
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GIGAスクール構想
１人１台端末 ＝ 令和の学びの「スタンダード」

👉子供たち一人一人の反応を把握しやすい 

👉一人一人の教育的ニーズに応じた個別学習
👉自他の考えを即時に共有し，多様な意見に触れられる

＜メリット＞
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引用：教育新聞（2022／4／28）



鹿屋市におけるICT教育の現状
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1人1台端末

・iPad（第8世代） 
・wi-fi 
・キーボード付きケースカバー
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10,564台　＝　0.86人に1台



1人1台端末

・電子黒板 
（普通教室、理科室、特別支援教室） 
・Apple TV 
・KanoyaGIGAネットワーク 
　（各教室、特別教室） 
・ICT支援員
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鹿屋市「GIGAスクール構想」の計画

・効果的な活用 
・各学校での取組（研究） 
・情報の蓄積と共有
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令和４年度 鹿屋市学力向上・教師力向上全体構想

望ましい学習集団づくり

①「主体的・対話的で深い学び」の視点
による改善

②ＩＣＴ教育とのベストミックス

授業力の向上
（教師力向上）

学習環境の充実

学力調査の活用
・ＮＲＴ標準学力検査
・全国学力・学習状況調査
・鹿児島学習定着度調査

・校内研修の活性化（授業を通した実践研修・外部講師の招聘）
・管理職による見届け ・ミドルリーダーの育成

・「親と子の２０分間読書」運動
・家庭教育講演会
・家庭教育学級

小中一貫教育の推進

コミュニティスクールの推進

JRC活動の充実

道徳教育・特別活動の強化
生徒指導の充実

いじめ・不登校対応
・心の架け橋プロジェクト
・信頼される学校づくり委員会
・不登校対策プロジェクト

家庭教育の習慣化 寺子屋事業の拡充
（気づき・考え・行動する）

長寿命化計画に基づく
学校施設の整備

・公民館等での放課後子ども対策

・学校運営協議会（地域との共同経営）
・地域学校協働活動との連携推進

・「考え、議論する道徳」
・体験活動の充実

・支持的風土づくり ・人間関係づくり
・教育相談

人権教育の充実
・子どもサミット ・人権週間

読解力向上の取組
・声に出して読む時間の確保
・書く活動の位置付けと「振り返り」の充実

学力向上
・これまでの優れた教育実践とＩＣＴ教育のベストミックス
・研究推進校による実践の波及
・ギガスクール運営支援センター、ＩＣＴ支援員の活用

ＧＩＧＡスクール
１人１台タブレット
ＩＣＴの効果的な活用

英語教育の推進
・英語教育圏推進会議
・鹿屋市小中英語弁論大会
・国立台北教育大学との提携
・グローカル・イングリッシュキャンプ

・先進地派遣研修
・教育講演会等における講師招聘
・研究協力校の指定、研究公開の開催
・授業力アップセミナー、授業力アップ研修会

教師力アップ研修（かのや授業力向上事業）

・共通実践事項の徹底

・計画訪問 ・担当指導主事訪問 ・よろず相談

県総合教育センター
研究提携

・鹿屋小・鹿屋中の取組の推進
・共同研究員・サテライト校に
よる市全体での授業実践

・「授業スタンダード」による重点化
・教師が身に付けるべき「授業力」チェックリスト
・演習問題の活用と個別指導の充実

「ＰＤＣＡ３サイクル」による組織力の強化
学校訪問

構成的グループエンカウンター
共感的な人間関係の育成
不登校の未然防止

別紙１
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名前

～　「基本的教師力」及び「新たに不易となる教師力」確認表　～

教師が身に付けるべき「授業力」チェックリスト

　学習指導要領、GIGAスクール構想の本格的実施により、新しい時代の教育が始
まりました。子供たちが、日々学習し成長するように、教師もまた、未来の子供
たちに自信と責任をもって指導ができるよう成長することが期待されています。

別紙３
 

「主体的･対話的で深い学び」の視点による授業改善（授業スタンダード） 

                                                               鹿屋市教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「教材との出合い」が引き出す「主体的な学び」 

◎  単元のゴール像を明確にし、教材との出合わせ方を工夫し、興味・関心を

高め、「問い」や「思い・願い」を引き出しましょう。 

 ・「問い」→子どもが「～かな？」と思うこと 

 ・「思い・願い」→子どもが「～したい」と思うこと 

※ ＩＣＴを活用した教材の内容や提示の工夫 

２ 自分の立場を明確にする「主体的・対話的で深い学び」 

◎  ねらいを達成するために、論理的思考を高める言語活動（主張、事実、理

由を書く活動）を効果的に位置付けましょう。 

※ ＩＣＴ活用による思考の整理と可視化 

 

３ 見取りと支援で促す「主体的・対話的で深い学び」 

◎ 一人一人の学びの姿を次の視点で見取りましょう。 

 ・追求や解決への意欲はどうか。（主体的な学び） 

 ・他者との対話等の手がかりが必要か。（対話的な学び） 

 ・「見方・考え方」を働かせているか。（深い学び） 

４ 話合いで広がり深まる活動 

◎ ペアやグループの話合いでは、「主張、事実、理由」に加えて「質問、説明」

により、思考の整理や新たな気付きが期待できます。 

※ ＩＣＴ活用（一人一台タブレット）を活用した協働学習 

５ 「見方・考え方」に基づく「学級全体での話合い」 

◎ 子どもたちが働かせた「見方・考え方」を見逃すことなく注意深く見取り、

称賛したり、広げ深めたりして、「深い学び」を実現しましょう。 

※ ＩＣＴ（一人一台タブレット×電子黒板）を活用した協働学習 

６ まとめと「振り返り」による「深い学び」と「学びに向かう力」 

◎ 「振り返り」により、次のような子どもの姿が期待できます。 

 ・わかったこと（理解） 

・なるほどと思ったこと（納得） 

・できるようになったこと（方法） 

 ・もっと知りたいこと（疑問） 

※ ＩＣＴ（一人一台タブレット）を活用した学習記録の整理 

７ 「新たな学び」につなげる 

◎ 学びの連続性を大切にしましょう。 

 ・課題→追究→解決→新たな課題→追究→解決→ …という授業の過程 

 ・授業→家庭学習→朝の時間→授業→家庭学習→ …という学習サイクル 

※ 「振り返り」とＩＣＴを活用した個別学習 

【期待する子どもの姿】 

 

・どうして？ 

・不思議だな。 

・見たことあるぞ。 

・おもしろい！ 

・これ今後、使えそ

うだな。 

・調べてみたいな。 

・今のところわか

らないな。 

でも、みんなと考

えたらきっと・・・。 

【期待する子どもの姿】 

 

・～の本当の意味

がわかった。 

・〇〇さんはすご

いな。 

・最初できないと

思ったけど、でき

る よ う に な っ た

よ。 

・だったら～も言

えるよね。 

可視化させ、 

継続的に行う 

別紙４ 
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授業における活用



タブレット端末 
‖ 
文房具
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電子黒板 
＋ 

デジタル教科書

⬇

授業のポイントを 
焦点化する
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中学 ２年生 
技術・家庭科（家庭分野）

「地震に備えた家具の配置を
考えよう」

⬇
シミュレーション 
繰り返し考える
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ロイロノートとは
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小学 ２年生 
生活科

「ミニトマトを観察しよう」

⬇
写真を撮る 
記録に残す 

注目する・拡大する
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小学生 
理科

「顕微鏡を使った観察」

⬇
カメラで撮影し 
記録する
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小学 ３年生 
音楽科

「作曲しよう」

⬇
最後の１フレーズの音を考える

発表し，みんなで共有する
24
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eライブラリ 
↓ 

AIドリル　学習の分析



授業での活用から 
自分の課題 
社会の課題 

の解決へ向けた活用へ
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小学校 
委員会活動

「ポスターを 
作成しよう」
⬇

タブレット端末を
用いて参考にしたい
イラストを調べる
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小学校 
委員会活動

「児童集会の発表原稿の作成」

⬇
発表を推敲する
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中学校 
生徒会活動

「生徒総会」

⬇
SDGsの視点から 

総会資料をデータで配信し 
ペーパーレスへ
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ICT教育の今後の展望
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学びの多様化 
　一人ひとり異なる学び 
　ICTが全て（万能）ではない 

使うことが当たり前 
　知識の定着、理解を深める 
　思考力・判断力・表現力等

32
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デジタルの活用により、一人一人のニーズに合った

サービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会

～誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化～

誰もが、いつでもどこからでも、誰とでも、自分らしく学べる社会

教育について言えば・・・？

データの①スコープ（範囲）、②品質、③組み合わせ、の拡大・充
実により、教育の質を向上させる

5

１．教育のデジタル化のミッション・ビジョン

引用：教育データ利活用ロードマップ（2022.1.7）デジタル庁、総務省、文部科学省、経済産業省



38
引用：教育データ利活用ロードマップ（2022.1.7）デジタル庁、総務省、文部科学省、経済産業省

⚫ 昨年９月のGIGAスクール構想に関するアンケートの取りまとめに引き続き、関係省庁で教育データの利活用に向けたロードマップの策定に着手。
まず、教育のデジタル化のミッションを「誰もが、いつでもどこからでも、誰とでも、自分らしく学べる社会」と掲げ、そのためのデータの①スコープ
（範囲）、②品質、③組み合わせ、の充実・拡大という「３つの軸」を設定。

⚫ これらを実現するために、教育データの流通・蓄積の全体設計（アーキテクチャ（イメージ））を提示。

ロードマップのポイント① （総論）

Digitization Digitalization Digital Transformation
１人１台端末の整備は
概ね完了。他方、学校
現場の更なるICT利活
用環境の強化が必要

ICTをフル活用して、学
習者主体の教育への転
換や教職員が子供達と
向き合える環境に

デジタル社会を見据えた教育
についても検討が必要

GIGAスクール構想に関す
るアンケートの主なスコープ

本ロードマップの
主なスコープ

本ロードマップで芽出し、
更に検討を今後深める

組み合わせ スコープ
（範囲）

品質

データ

誰もが、いつでもどこからでも、誰とでも、自分らしく学べる社会

1



39
引用：教育データ利活用ロードマップ（2022.1.7）デジタル庁、総務省、文部科学省、経済産業省

興味関心を伸ばしてどんどん学べる

ワクワクを見つけられる

データがたまる・つながる

あらゆるコンテンツがつながる

前に戻れる・先に行ける
どこからでもどこまでも

緊急時でも通えなくても

同じ目標の仲間と学べる

専門家とつながる

辛い状況を分かってくれる

個に応じた支援

自分らしい学び

特性に合わせて自分らしい学び方を選べる

12

３．教育データの蓄積と流通の将来イメージ（学習者の立場から）

誰でも

どこでも

誰とでも

いつでも
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引用：教育データ利活用ロードマップ（2022.1.7）デジタル庁、総務省、文部科学省、経済産業省

子供の学校での心理状況がわかる

保護者向けにアラートが出る
家庭学習と学校教育が一体になった
サポートが容易に

子供の興味関心がよりわかる

保護者も一緒に子供の興味関心
に寄り添い楽しむ

子供の身体的・心理的発達段階がわかる

保護者が子供の特性に応じた関わり方を学
べる（視覚優位・聴覚優位など）

保護者も学び続ける

子供の気づかなかった
認知・非認知能力がわかる

保護者自身の教育データ
が蓄積され、生涯学習へ

ある科目の学力や粘り強さ
などの能力を理解し伸ばす

データがたまる・つながる

あらゆるコンテンツがつながる
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３．教育データの蓄積と流通の将来イメージ（保護者の立場から）



家庭における 
情報モラル教育のあり方

41



質問

QRコードを読み込み，質問にお答えください。
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43引用：安心安全な利活用とデジタル・シティズンシップ教育/文部科学省/豊福晋平

https://www.mext.go.jp/content/20210827-mxt_jogai01-000017383_01.pdf
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デジタル・シティズンシップ教育
優れたデジタル市民になるために必要な 

能力を身に付けることを目的

テクノロジーの善き使い手

教え込まれるのではなく、子どもが自分で考える 
（または大人と一緒に考える）
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https://www.youtube.com/watch?v=cOuSUlu1-50
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https://www.youtube.com/watch?v=qiKoXnUAW3U
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質問３

QRコードを読み込み，質問にお答えください。
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質問４

QRコードを読み込み，質問にお答えください。
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質問５

QRコードを読み込み，質問にお答えください。
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学び方の一つ

Microsoft Innovative Educators 
（マイクロソフト認定教育者）
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最後に

人の幸せのための道具



令和4年度担当役員研修会④ 

　テーマ 

ICT教育の現状 
～GIGAスクール構想，ICT教育とは～

鹿屋市教育委員会
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