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Ⅰ 計画の策定について 

 

（１）計画策定の趣旨、位置づけ、計画期間 

 

１ 計画策定の趣旨 

 今後、到来するとされる「Society５．０」時代を生きる子どもたちの学びのために、教育におけるデ

ジタル（ＩＣＴ）化の推進が不可欠となっています。 

 国においては、新学習指導要領（令和２年度以降順次実施）に、「情報活用能力」を言語能力、問題発

見・解決能力と同様に学習の基盤となる資質・能力と位置付け、その育成を図っていくこと、学校のＩ

ＣＴ環境整備を図り、ＩＣＴを活用した学習活動を充実していくことが明記されました。 

また、令和３年１月に取りまとめられた中央教育審議会の答申では、これからの学校教育を支える基

盤的なツールとなるＩＣＴを最大限活用しながら、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充

実し、「主体的・対話的で深い学び」を実現することが求められています。 

 本市教育委員会におきましては、これまで、第二次山口市教育振興基本計画（平成３０年度～令和４

年度）に基づき、全市立小・中学校にタブレット端末や電子黒板等を導入するなどＩＣＴ環境の整備と

ともに、これらのＩＣＴを活用した学校教育の推進を図ってきたところです。 

 こうした中、令和元年１２月に国が示した「ＧＩＧＡスクール構想」に基づき、児童生徒１人１台端

末の整備が本市の全市立小・中学校において令和３年３月に完了したことから、１人１台端末を活用し

た授業実施や活用のための支援体制の整備・充実といった新たな課題に直面しています。 

 本計画は、このような状況を踏まえ、本市における学校教育のデジタル（ＩＣＴ）化の推進に関して、

具体的な目標や取組の方向性を示すものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

 「学校教育の情報化の推進に関する法律」（令和元年６月）第９条において、「国が定める「学校教育

情報化推進計画」（第８条関係）に基づき、都道府県（市町村）は、その都道府県（市町村）の区域にお

ける学校教育の情報化の推進に関する施策についての計画を定めるよう努めなければならない。」と規

定されており、本計画はこれに基づくものです。 

 また、本計画は、「山口市総合計画」及び「山口市教育振興基本計画」を上位計画とし、本市における

デジタル（ＩＣＴ）教育推進の指針、いわゆる部門計画として策定します。 

 

３ 計画の期間 

 令和５（2023）年度から令和９（2027）年度までの５年間を計画期間とします。ただし、状況に応じ

て、計画内容を見直すものとします。 
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（２） 現状と課題 

 

１ 社会の動向 

 今日の社会は、生活のあらゆる場面でＩＣＴを活用することが当たり前の世の中となっています。知

識・情報・技術をめぐる変化は加速度を増し、2030 年頃には、第４次産業革命とも言われる、人工知能

（ＡＩ）、ビッグデータ、ＩｏＴ（Internet of Things）、ロボティクス等の先端技術が高度化してあら

ゆる産業や社会生活に取り入れられ、社会の在り方そのものが劇的に変わる「Society５．０」時代の到

来が予想されています。 

 こうした社会動向を受け、これからの教育においては、予測困難な社会を生きていく子どもたちに、

情報や情報技術を受け身で捉えるのではなく、主体的に様々な情報を収集し、適切に選択し活用してい

く力を育むことが急務となっています。子どもたち一人一人が急激な変化に対応しながら自らの可能性

を伸ばし、突然の困難にも打開策を見出して対応できるようになっていくことが必要となっています。 

 一方で、平成３０(2018)年の「ＯＥＣＤ（経済協力開発機構） 生徒の学習到達度調査」（ＰＩＳＡ2018）

では、前回 2015 年調査からコンピュータ使用型調査に移行しており、我が国の子どもたちの読解力が

相対的に低下し、特にテキストから情報を探し出す問題や、テキストの質と信ぴょう性を評価する問題

に課題が見られました。その背景として、ネット上でのチャットやゲームの利用はＯＥＣＤ加盟国の平

均よりかなり高いものの、授業や家庭学習でのＩＣＴ活用がＯＥＣＤ加盟国中で最下位という実態が明

らかになっています。子どもたちにとってもＩＣＴは身近なものになっているものの自らの力を伸ばす

ような活用ができていない状況にあります。学習面における子どもたちの日常的なＩＣＴ活用を進め、

子どもたちの未来を生き抜く力の育成につなげていくことが必要となっています。 

 また令和２年には、新型コロナウイルス感染症の拡大により全国一斉に休校となる事態が発生し、緊

急時や社会の非常時にも対応するため、教育現場において、オンライン授業の実施などＩＣＴを活用し

たさらなる取組が求められています。 

 

２ 国の動向 

 平成２５年６月、「第２期教育振興基本計画（平成２５～２９年度）」が閣議決定され、ＩＣＴの活用

等による協働型・双方向型の授業革新を推進するとともに、本計画で目標とするＩＣＴ環境整備の水準

を達成するための「教育のＩＴ化に向けた環境整備４か年計画（平成２６～２９年度）」が示されまし

た。 

 平成２９年３月に改訂された学習指導要領においては、「情報活用能力」を言語能力等と同様の「学習

の基盤となる資質・能力」として位置付け、その育成を図るため、各学校においてＩＣＴ環境を整備し、

これらを適切に活用した学習活動の充実を図ることが示されました。併せて、学習指導要領に基づく教

育活動が展開できるよう、平成２９年１２月に「平成３０年度以降の学校におけるＩＣＴ環境の整備方

針」（「教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画」）を公表し、令和４年度までの整備目標が示されま

した。  

平成３０年６月に閣議決定された「第３期教育振興基本計画（平成３０～令和４年度）」においては、 

「ＩＣＴを主体的に使いこなす力だけでなく、他者と協働し、人間ならではの感性や創造性を発揮しつ

つ新しい価値を創造する力を育成することが一層重要になる」ことが指摘されています。また、情報活

用能力の育成、各教科等の指導におけるＩＣＴの活用等を推進するとともに、必要となるＩＣＴ環境整
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備を確実に進めていくこととされました。 

 令和元年６月には、「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終まとめ）」を公表し、全ての

子ども達の力を最大限に引き出すため、多様な子ども一人一人の個性やおかれている状況に最適な学び

を可能にする「公正に個別最適化された学び」を進めていくことの重要性と、その実現に向けて世界最

先端のＩＣＴ環境を目指す必要性が示されました。 

 令和元年１２月にＧＩＧＡスクール構想が打ち出され、児童生徒向けの１人１台端末と高速大容量の

通信ネットワークを一体的に整備するための補正予算措置が講じられました。また、令和２年４月には、

災害や感染症の発生等による学校の臨時休業時においても子どもたちの学びを保障できる環境を早急

に実現するため、１人１台端末の早期実現や家庭の通信環境の整備などの補正予算措置が講じられまし

た。これまでの教育実践とＩＣＴを組み合わせることにより、教師と児童生徒の力を最大限に引き出す

ための取組が一段と加速しています。 

 令和３年１月、中央教育審議会の答申、「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供た

ちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～」では、学校教育を支える基盤的な

ツールとなるＩＣＴの活用について基本的な考え方が示されました。 

このような国の動向から、ＩＣＴ環境整備を含めた教育のＩＣＴ化推進の重要性はより一層増してお

り、国の政策の中で喫緊の課題となっています。 

 

３ 県の動向 

 山口県教育振興基本計画（平成３０～令和４年度）において、「主体的・対話的で深い学びの実現に向

けた学習指導の充実」に向けて、「教育の情報化の充実」を図ることとしました。 

令和２年度に「やまぐちスマートスクール構想」（令和２～５年度）を策定し、全ての県立学校へ整備

した１人１台端末などのＩＣＴを効果的に活用し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充

実させ、主体的・対話的で深い学びの実践をめざして、下記のような取組をしています。 

・「Society5.0」時代などの新たな時代を見据えた最先端の教育を研究し、山口県の教育を先導していく

シンクタンクとして、やまぐち総合教育支援センター内に「やまぐち教育先導研究室(Yamaguchi 

Education Leading Laboratory)-通称ＹＥＬＬ（エール）」を設置し、「やまぐちＩＣＴ新たな学びラ

ボ」を運営。 

・教育データの活用に関する研究を推進し、生徒指導や教科指導等に活かせるアプリを開発し、モデル

校への導入と、導入結果を踏まえての拡充を検討。 

・山口県学力定着状況確認問題のＣＢＴ（Computer Based Testing：コンピュータを使用した調査）化

により、個別の学力の定着状況等の蓄積（学びの履歴）や採点・集計業務の効率化を進め、児童生徒

の学力定着状況に応じた指導や授業の充実を図る。 

・１人１台端末等のＩＣＴ環境を効果的に活用して、国際感覚の醸成や異文化への理解促進、英語のコ

ミュニケーション能力の向上等を図るため、海外との遠隔授業等を推進。 

・総合支援学校の児童生徒一人ひとりの障害の状態に応じた個別最適な学びの実現と児童生徒の「自立

と社会参加」を促進するため、学術機関、職場実習受入先等と連携し、社会体験学習に資するオリジ

ナルＶＲ動画の作成や、ＶＲゴーグル等の機器を整備。 

・全ての県立学校へ統合型校務支援システムを導入するとともに、県内の市町立学校の早期導入を支援。 
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４ 本市のこれまでの取組 

 本市においては、これまでに次のような取組を実施してきました。 

平成 25 年度以前 

・中学校校内ＬＡＮ整備 

・教員（教員定数に基づく）一人につき１台の校務用ＰＣの整備・更新 

・パソコン教室等に、児童生徒用１クラス分最大 35 台＋教員用１台の教育用パソコンの整備・更新 

平成 26 年度 

・第一次山口市教育振興基本計画（平成 26-29 年度）において、「タブレット端末や電子黒板の整備」

や「情報教育の充実」を施策として提示 

・白石小学校及び二島中学校を対象校とし、３か年の「タブレット端末導入実証実験事業」を開始 

平成 27 年度 

・小学校教員用として Windows タブレット端末 391 台、電子黒板 190 台、Wi-Fi アクセスポイント 96

台を導入 

平成 28 年度 

・「タブレット端末導入実証実験事業」の結果、タブレット端末はＩＣＴを活用した教育のツールと

して有効である旨を報告 

・中学校教員用として Windows タブレット端末 370 台、電子黒板 95 台、Wi-Fi アクセスポイント 

 120 台を導入 

・大内・佐山小学校の校内ＬＡＮ整備工事を実施 

平成 29 年度 

・大殿・白石・大歳・平川・名田島・佐山・小郡・上郷・小郡南小学校の９校に児童用 Windows タブ

レット端末 580 台を導入。また、特別支援学級用 iPad 40 台、提示用パソコン 170 台、Wi-Fi アク

セスポイント 200 台、電子黒板 145 台、授業支援ソフトを導入 

・宮野・白石・良城・平川・小郡・小郡南・小鯖・大殿・湯田・大歳・大内南・上郷・大海小学校の

13 校の校内ＬＡＮ整備工事を実施 

平成 30 年度 

・第二次山口市教育振興基本計画において、「タブレット端末や電子黒板等ＩＣＴ環境の整備」「情報

教育の推進」「ＩＣＴの効果的な活用」などを施策として提示 

・小学校残りの 24 校に児童用 Windows タブレット端末 820 台を導入。また、特別支援学級用 iPad 65

台、提示用パソコン 235 台、Wi-Fi アクセスポイント 300 台、電子黒板 149 台、授業支援ソフトを

導入 

・陶・嘉川・鋳銭司・阿知須・中央・串・柚野木・井関・二島・さくら・仁保・興進・島地・八坂・

生雲小学校及び秋穂・阿東・阿東東中学校の 18 校の校内ＬＡＮ整備工事を実施 

・２学期より小学校各学年２教科分の指導者用デジタル教科書を導入 
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令和元年度 

・全ての中学校に生徒用 Windows タブレット端末 970 台を導入。また、特別支援学級用 iPad 85 台、

提示用パソコン 235 台、Wi-Fi アクセスポイント 290 台、電子黒板 39 台、授業支援ソフトを導入 

・小学校用プログラミングロボット（mBot）220 台導入 

・山口市が目標としていた、国の「第２期教育振興基本計画」で目標としている水準を概ね達成 

令和２年度 

・国の「ＧＩＧＡスクール構想」に伴う児童生徒１人１台端末整備の前倒しの方針に応じ、児童・生

徒・教員用クロームブック 15,776 台を導入 

・クロームブックを保管充電するための電源キャビネットを整備 

・ＡＩドリル型オンライン教材「タブレットドリル」を導入 

・中学校に英語科の指導者用デジタル教科書を導入 

令和３年度 

・オンライン学習ツールである「Google Workspace for Education」を導入 

・児童、生徒、教員向けアカウントの作成 

・クロームブックを用いた授業の開始 

・中学校指導者用デジタル教科書を各学年１教科分の選択方式に変更 

・山口情報芸術センター（ＹＣＡＭ）と連携した「やまぐち子ども未来型学習プロジェクト」の開始 

・ホームページ作成、遅刻欠席連絡、アンケートの３つの機能をもったクラウド型システムの導入 

令和４年度 

・１人１台端末で利用できるクラウド版授業支援ソフト導入 
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５ 本市の現状と課題 

① 学校のＩＣＴ環境整備状況 

 これまでの取組により整備された本市の学校のＩＣＴ環境を、国の整備目標水準と比較すると、次の

とおりとなっています。 

教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画 

（2018～2022）で目標とされている水準 

山口市のＩＣＴ環境整備状況 

学習者用コンピュ

ータ 

３クラスに１クラス分程度 

 

（⇒児童・生徒１人１台※） 

①「ＧＩＧＡスクール構想」に伴う児童・生徒

１人１台端末（クロームブック） 15,776 台  

☆教員用（指導者用）を含む 

②コンピュータ教室 36 台（１学級分 35 台＋

指導者用１台） 

③提示用コンピュータ 各普通教室（普通学級）

１台ずつ、特別教室１台 

④タブレット端末 72台（大規模校２クラス分、

小規模校は最大学年人数分＋指導者用２台） 

☆特別支援学級 状況に応じ iPad を配置 
指導者用コンピュ

ータ 

授業を担当する教師１人１台 

大型提示装置・実

物投影機 

各普通教室１台、特別教室６

台 

（電子黒板の整備）各普通教室（普通学級）に 1

台ずつ、特別教室用として１台 

超高速インターネ

ット及び無線ＬＡ

Ｎ 

（30Mbps 以上）100％整備 

（⇒1Gbps 以上※） 

100％整備 

・超高速インターネット（校内：1Gbps、校外：

120Mbps～1Gbps）及び無線ＬＡＮ 

統合型校務支援 

システム 

100％整備 （令和 6年度導入予定） 

ＩＣＴ支援員 ４校に１人配置 （情報教育支援員）４校に１人配置 

その他 ワープロソフトや表計算ソフ

ト等の学習用ツール、予備の

学習者用コンピュータ、充電

保管庫、学習用サーバ、校務用

サーバ、校務用コンピュータ、

セキュリティソフト 

・電源キャビネット（充電保管庫） 普通学級

１台ずつ、特別支援学級１台 

・校務用コンピュータ 教員１人１台 

・その他の左記項目も整備済み 

※令和元年（2019 年）12 月の「ＧＩＧＡスクール構想」に伴う変更 

 

 大型提示装置・実物投影機の特別教室への整備及び統合型校務支援システム以外は、国の目標水準を

達成しています。 
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② ＩＣＴ機器の活用頻度 

 学校に整備されたＩＣＴを活用状況は、次のとおりとなっています。 

 

■教員のＩＣＴ機器の活用頻度 

（令和３年度「学習にかかわる（教科指導・学習活動）ＩＣＴ活用に関するアンケート」（令和４年 

２月山口市調査）から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教員の回答状況から、本市の小学校教員が学校での学習においてＩＣＴを活用した頻度は、毎日と

週３回以上を合わせて７９．９％、中学校教員のＩＣＴを活用した頻度は、同項目で５８．６％、小

学校と中学校の教員を合わせて同項目で７２．５％となっており、一定の水準に達しているものの、

特に中学校での活用頻度を向上させるなど、一層の活用を図っていく必要があります。 

 

■児童・生徒のＩＣＴ機器の活用頻度 

（「令和４年度全国学力・学習状況調査」（令和４年４月２７日文部科学省調査）から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問事項】 ５年生までに受けた授業で，ＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器を，どの程度使用しましたか。 

【質問事項】 ＩＣＴを活用した頻度を教えてください。 

検 討 中 
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 小学校に比べ中学校の方が、ＩＣＴを活用する機会が多いことがうかがえます。また、本市の活用状

況は、教員の回答と同様、全国や山口県の平均よりも低い傾向にあり、この要因として、本市において

は１人１台端末の本格的な活用の開始が令和３年度の２学期からとなったことや、令和３年度は学校で

１人１台端末を活用するための通信環境の調整が不十分であったことなどの影響も考えられますが、今

後、県の水準に近づくよう改善していく必要があります。 

  

【質問事項】２年生のときに受けた授業で，ＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器を，どの程度使用しましたか。 

検 討 中 
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③ 現状と課題 

 前述の本市におけるこれまでの取組やＩＣＴの活用状況、また、教員のＩＣＴ研修時のアンケートや

各学校訪問等で意見聴取した内容等から、ＩＣＴ教育における現状と課題を次のとおりまとめました。 

 

○ＩＣＴの整備状況について 

現状 課題 

・全市立小・中学校に、校内（無線）ＬＡＮを整

備している。 

・全市立小・中学校に、児童生徒１人１台端末（ク

ロームブック）を整備している。 

・全市立小・中学校に、普通教室等に１人１台端

末を収納する電源キャビネットを設置してい

る。 

・全市立小・中学校の普通教室（普通学級）に１

台ずつ大型提示装置（電子黒板）を設置してい

る。また、特別教室用として、各校に１台の電

子黒板を設置している。 

・児童生徒１人１台端末が常に使用できる状態で

配備されるよう、保守・管理をしていく必要が

ある。（故障への対応、クラスごとの台数管理

等）  

・児童生徒全員が学級で１人１台端末を使用し、

調べ学習等のインターネット検索をしても安

定的に稼働するネットワーク環境の構築・維

持・管理を行っていく必要がある。 

・児童生徒１人１台端末等ＩＣＴ機器の今後の更

新について、多額の財政需要が生じる見込みと

なっている。 

・特別教室や特別支援学級への電子黒板やアクセ

スポイント等の追加整備を行う必要がある。 

○ＩＣＴの活用状況について 

現状 課題 

・全市立小・中学校において、児童生徒１人１台

端末の活用を令和３年度の２学期から本格的

に開始した。 

・全市立小・中学校の１人１台端末やパソコン教

室用のパソコン等に授業支援ソフトを導入し

ており、画面の共有や一斉制御、子どもたちの

意見交換や共同作業を行うことができる。 

・指導者用デジタル教科書（デジタル教材）につ

いて、全小学校で各学年２教科、全中学校で各

学年１教科を導入している。（小・中学校とも英

語は指導書付属のデジタル教材を使用。） 

・全市立小・中学校の児童生徒が使用できる、Ａ

Ｉドリル型オンライン教材「タブレットドリ

ル」を導入している。 

・小学校の学習指導要領完全実施に伴い、プログ

ラミング教育に向けた教材(mbot)を令和元年

度末に導入している。 

 

・全市立小・中学校において、児童生徒１人１台

端末を授業等において効果的、積極的に活用

し、学びの充実を図っていく必要がある。 

・小・中学校の各学年において、児童生徒が身に

付けるべき情報活用能力の指標があることが

望ましい。 

・児童生徒１人１台端末用の授業支援ソフトやＡ

Ｉドリル等のデジタル教材の効果的な活用を

進めていく必要がある。 

・学習者用デジタル教科書については、国におい

て令和６年度から順次導入することとしてい

るが、国等の動向を注視しながら、導入に向け

た準備をしていく必要がある。 
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・全市立小・中学校において、児童生徒１人１台

端末（クロームブック）の家庭への持ち帰りを

令和４年度の２学期から本格的に開始した。 

・一定期間登校できない児童生徒への対応や非常

変災時に備えた取組として、オンラインにより

家庭と学校をつなぐ授業実施の取組が始まっ

ている。 

 

・家庭への持ち帰りを実施するにあたり、Wi-Fi等

通信環境がない家庭の児童生徒への対応を検

討する必要がある。 

・遠隔教育や学校の臨時休業等の緊急時における

オンライン学習実施等への対応を一層進めて

いく必要がある。 

・ＩＣＴを活用した不登校対策を進めていく必要

がある。 

○教員のＩＣＴ活用指導力について 

現状 課題 

・山口市小・中学校情報教育研究会を中心に、年

間を通じて、教員を対象としたＩＣＴの活用に

係る研修会を行っている。 

・ＩＣＴ機器の使用に不安を感じる教員が多く、

また、教員間にＩＣＴ機器の活用に係る意識の

差が見られる。 

・全市立小・中学校において、児童生徒１人１台

端末を授業等において効果的、積極的に活用

し、学びの充実を図っていく必要がある。 

・教員のＩＣＴ活用指導力の向上に向けた研修等

の計画的な実施が必要である。 

○校務の情報化について 

現状 課題 

・校務処理のための校務用コンピュータを、原則、

教職員１人１台配備している。 

・学習状況や出欠記録、服務管理等を統合的に管

理する統合型校務支援システムを県内市町で

共同導入することについて、山口県主導の下、

協議を行っている。 

・教職員が対処すべき課題が増えており、校務処

理の効率化を図り、子どもと向き合う時間を確

保していくため、校務の情報化を進める必要が

ある。 

・統合型校務支援システムの導入により、業務の

効率化が図られ、また、教職員の異動があって

も円滑に業務が行えるようになることから、同

システムの積極的な導入を進める必要がある。 

○情報セキュリティについて 

現状 課題 

・山口市学校情報セキュリティポリシー(基本方

針)、山口市立小中学校パーソナルコンピュー

タ及びデータ等管理基準等に基づき、各学校に

おいて、十分な情報セキュリティ対策を講じる

よう努めている。 

・児童生徒１人１台端末が整備されたことによ

り、児童生徒のＩＣＴ利用機会が急増すること

から、情報セキュリティ対策について、改めて

徹底していく必要がある。 

・校務の情報化の推進により、個人情報をシステ

ム等で取り扱う機会が増えることから、情報機

器の取扱いにも慎重に対応していく必要があ

る。 
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（３） 基本目標、基本方針、具体的取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学習指導要領、国の指針等から求められる子どもの姿】 

国においては、将来を見通せない変化の激しい時代において、一人一人の多様な幸せと社会全体の

幸せを感じられることを目指す「ウェル・ビーイング」の実現が重要であるとされています。そし

て、これを実現していくためには、一人一人が自分の身近なことから他者のことや社会の様々な問題

に至るまで関心を寄せ、社会を構成する当事者として、自ら主体的に考え、責任ある行動をとること

ができるようになることが大切であるとされ、こうした個人を育むために、学校教育を学習者主体の

視点に転換していく必要があるとされています。 

また、学習指導要領では、学校教育において、一人一人の児童・生徒が、自分の良さや可能性を認識

するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的

変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすること

が求められていると示されています。 

【山口市が育む子どもの資質・能力】 

こうした中、本市におきましては、児童生徒に求められる資質・能力として、一人一人が基礎的な学

力を身に付けていくことはもちろん、自分を肯定しつつも他者を尊重し、国内外の多様な人々と協力し

て課題に取り組むために必要なコミュニケーション力や課題解決能力が不可欠となっていくと考えま

す。  

このため、学校の授業においては、個々人の能力に応じた形により知識を教えてもらうだけでなく、

自らの思考を他者との対話や協働により整理していくことにより答えに辿り着いていく過程を大切し

ていくことで、子どもたちの生きる力につながる「本物の学力」を育んでいきます。 

【山口市におけるＩＣＴ教育の推進】 

子どもたちの「本物の学力」を育むため、教員が児童・生徒に一方的に知識等を教える授業から、

児童・生徒が主体となり、自らが考え、他者との対話・協働により深く学ぶことのできる質の高い授

業への転換を更に進めていくこととし、ＩＣＴをこうした授業改善を図っていくための効果的、効率

的なツールとして活用するＩＣＴ教育を推進し、本市における授業改革につなげていきます。 

 

  

【基 本 目 標】 

【案】 

・高い情報活用能力を持ち 未来を主体的に生きる子どもを育む 

 

・ＩＣＴで深める子どもの主体的な学び ＩＣＴでつなげる子どもたちの対話的な学び 

 

・教育のまち やまぐちで育む 自ら主体的に学び 多様な人と学び合う 子ども（たち） 

～ＩＣＴですべての子どもたちの可能性を引き出す～ 

    ～ＩＣＴの活用による「主体的・対話的で深い学び」の実現～ 

    ～ＩＣＴの活用した新しい学びの創造～ 
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本計画における基本目標を達成するため、次のとおり、基本方針、具体的取組を掲げ実施します。 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【方針１】 

ＩＣＴを活用した学校教育の推進 

【方針２】 

教員のＩＣＴ活用指導力の向上 

【方針３】 

ＩＣＴ環境の整備・維持と円滑な 

運用 

基 

本 

方 

針 

⦁ ＩＣＴの効果的な活用による学びの充実 

⦁ 児童生徒の情報活用能力の育成 

⦁ 特別支援教育におけるＩＣＴ活用 

⦁ 教育機会を確保するためのＩＣＴ活用 

⦁ 家庭への持ち帰り学習 

⦁ 緊急時における活用 

⦁ 山口市独自の授業づくりを目指した外部 

機関と連携した取組 

⦁ 機器の整備・更新 

⦁ 校務の情報化の推進 

⦁ 情報セキュリティの確保と利便性の向上 

⦁ ＩＣＴを活用するための支援体制 

⦁ 教育データの利活用、教育ＤＸの推進 

⦁ 教員研修 

⦁ 教員のＩＣＴ活用指導力の向上策 

方針 具体的取組 
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［数値目標］  

 本計画に基づく取組の達成状況を把握するため、次のとおり数値目標を設定します。各指標において、

令和９年度に１００％の達成を目指して、取組を進めていきます。 

 

指 標 令和４年度 令和９年度 

週３回以上ＩＣＴを活用した教員の割合 (※１) 

小 ７９．９％ １００％ 

中 ５８．６％ １００％ 

週３回以上ＩＣＴを活用した児童（６年生）の割合 (※２) 
３６．９％ １００％ 

週３回以上ＩＣＴを活用した生徒（３年生）の割合 (※３) ７２．２％ １００％ 

 

※１ 教員対象の調査で「 ＩＣＴを活用した頻度を教えてください。」に対し、週３回以上の割合 

※２ 小学校６年生対象の調査で「５年生までに受けた授業で，ＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器を，どの程度

使用しましたか。」に対し、週３回以上の割合 

※３ 中学校３年生対象の調査で「２年生のときに受けた授業で，ＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器を，どの程度

使用しましたか。」に対し、週３回以上の割合 

  

検 討 中 
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Ⅱ 基本方針及び具体的取組 

 

（１）ＩＣＴを活用した学校教育の推進 

 

１ ＩＣＴの効果的な活用による学びの充実 

 学習指導要領（平成２９年告示）では、「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業づくりが求

められており、ＩＣＴを効果的に活用した学習を通じて、各教科において基礎的・基本的な知識及び技

能を習得し、「思考力，判断力，表現力等」や「学びに向かう力，人間性等」を育成することができるよ

う、教員が授業におけるＩＣＴ活用の有用性やＩＣＴ活用指導力向上の必要性を理解し、授業づくりに

取り組む必要があります。 

 また、デジタル教材等を含むＩＣＴを効果的に活用することで、多様な子供たちを誰一人取り残すこ

となく育成する「個別最適な学び」と子供たちの多様な個性を最大限に生かす「協働的な学び」の一体

的な充実を図ることが求められています。 

 

① 学びの質を高めるための活用 

 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善に向けて、各教科等の特質に応じた見方・考

え方を働かせ、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題

を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう学習の過程を重視する

ことが大切です。 

 ＩＣＴの利用自体を目的化するのではなく、指導の目標やねらいを明確にした上で、目標等を実現す

るための学習ツールとしてＩＣＴを効果的に活用します。また、学級全体への教材の拡大提示や、個別

の課題ごとの調べ学習、クラウドを活用してのグループでの意見交流などの様々な場面において、ＩＣ

Ｔの活用方法を工夫し、学びの質の向上に取り組みます。 

 

＜ＩＣＴを活用した学習場面及び活用例＞ 

(1) ＩＣＴを活用した学習場面 

 文部科学省作成の「教育の情報化に関する手引（追補版）」では、ＩＣＴを活用した学習場面として

「一斉指導による学び（一斉学習）」、「子ども達一人一人の能力や特性に応じた学び（個別学習）」、「子

ども達同士が教え合い学び合う協働的な学び（協働学習）」の三つの分類例及びそれらを更に細分化し

た１０の分類例が示されています。 
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学校におけるＩＣＴを活⽤した学習場⾯ 

 
「学びのイノベーション事業」実践研究報告書（平成 26 年度）より 

 

(2) 授業でのＩＣＴ活用例 

ア 教師による教材提示を工夫する授業（Ａ１） 

電子黒板、プロジェクター等を活用し、教科書やプリント、画像・動画などの拡大提示や、児童生

徒端末への提示など行い、学習内容を視覚的に分かりやすく伝えたり、繰り返し再生したりするなど

して、知識の定着や技能の習熟を図ります。 

・指導者用デジタル教科書の提示 

・学習ワークシートの提示 

・児童・生徒のノートの拡大提示 

・画像・動画などの提示 

 

イ 個に応じた学習活動を行う授業（Ｂ１） 

 ＩＣＴを活用してデジタル学習教材や学習アプリケーション等を利用した一人一人の習熟の程度

や発達の段階等に応じた個別学習を行い、基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図ります。 

また、自分のペースで問題に取り組んだり、苦手な分野を重点的に復習したりできるようにすること

で、主体的に学習に取り組む態度を育成します。 

・学習の道具として授業中に必要に応じて利用  

・ドリル学習システムを用いての繰り返し補充学習 

・児童・生徒の学習履歴に基づく個別指導の充実 

・算数科・数学科の図形領域において図形を操作・観察する場面での活用 
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ウ 調査活動により思考を深める授業（Ｂ２、Ｂ３） 

 ＩＣＴを活用して、教室の内外において情報を収集する場面や、シミュレーションなどのデジタル

教材を用いて実験を視聴する場面を設定することにより、各教科等の内容がより深く理解できるよう

にします。 

・カメラ機能を活用した理科の実験の記録 

・教室外の観察物の写真や動画の撮影 

・体育科の時間におけるお互いの実技の動画撮影 

・社会科の地域学習での動画記録 

 

エ 自らの考えを表現したり、制作したりする授業（Ｂ４、Ｃ３） 

 ＩＣＴを活用して、写真や動画等を用いて資料や作品を制作することや、デジタルデータに自分の

考えを記録することにより、思考力、判断力、表現力等の向上を図ります。 

・地域学習で児童・生徒が地域の文化財について調査 

・プレゼンテーションソフトを使ってレポート作成 

・グループで作品を協働制作し、学年や全校で発表 

・英語を用いてホームページでの地域の情報発信 

 

オ 他者との意見交流を通して自らの考えを深める授業（Ｃ１、Ｃ２） 

 グループなどでの意見交流の際、ＩＣＴを活用し、互いの考えを視覚的に共有させたり、学級全体

での話合いの場面で、電子黒板等に各グループの考えを提示したりして、他者の考えに触れさせるこ

とで話合いを活発化させます。 

 また、グループやクラス全体での話合いの場面で授業支援システムを活用し、他者の考えを可視化

して共有したり、整理・分析などを行い自分の考えを深めたりする活動を取り入れていきます。自分

の考えを広げたり、深めたりすることにより思考力、判断力、表現力等の向上を図ります。 

・児童生徒端末を用いて、グループ内で個人の考えや調査結果等を比較・整理 

・各グループの意見や調査結果等を電子黒板等に提示 

・発表者の意見を他の児童生徒の端末に送信して、クラス全体で共有 

・クラウド型デジタル教材等の活用 

・授業支援ソフトを使い授業用課題の準備の短縮化 

 

カ 学校の壁を越えたオンライン授業（Ｃ４） 

 オンライン会議システムの活用による、交流授業やゲストティーチャーを招いての授業づくりを取

り入れていきます。 

 総合的な学習の時間などで、オンライン会議システムを活用して外部人材にインタビューを行った

り、助言を得たりしながら、現代的な課題等の解決につながる活動を充実させ、ＩＣＴによる新たな

手法での創造的な活動を充実させていきます。 

 日本語指導が必要な児童生徒に対し、日本語指導担当教員が配置されている学校とオンラインで結

び、教育の機会を増やすことができます。 

・各教科でのオンラインによるゲストティーチャーを招いての授業 
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・市内の学校間や他の地域（県外や海外等）の学校との交流授業 

・複式学級を市内の他の学級とオンラインで結んで行う交流授業 

・南極や宇宙ステーションなどの特別な場所とオンラインで結んだ魅力ある授業 

（文部科学省による企画授業などの活用） 

・日本語指導が必要な児童生徒のいる学校を複数結んだオンラインによる交流授業 

 

 各教科等の授業におけるＩＣＴの効果的な活用について、山口市内の先進的な取組事例等を各学校に

提供します。 

 

② デジタル教材等の活用 

「GIGA スクール構想」に基づき、各学校において、児童生徒の 1 人 1 台端末と 1 人 1 アカウント、

教育用クラウドアプリ環境が整備されました。国においては、クラウドサービスの利用を第一候補とす

る「クラウド・バイ・デフォルトの原則」を示しており、学校におけるＩＣＴ教育の推進はクラウドサ

ービスの利用を前提として考えられています。 

 こうした中で、本市においては、令和３年度からオンライン学習ツールである「Google Workspace for 

Education」（※）を導入するとともに、授業や家庭学習におけるデジタル教材等の活用を促進するため、

指導者用デジタル教科書やＡＩドリル、授業支援ソフトの導入を行い、ＩＣＴ教育の推進を図っていま

す。 

 学習者用デジタル教科書については、令和６年度の英語科から始まり、順次導入されることが国から

示されており、今後は、学習者用デジタル教科書を中心に、多様なデジタル教材を活用した学習に取り

組むことができるようになります。 

児童生徒が１人１台端末を活用してこれらのデジタル教科書・教材等を効果的に活用できるよう、教

員もその特性を理解し、活用する際の留意点に配慮する必要があります。 

  

※Google Workspace for Education  

 Google が教育機関向けに提供しているクラウド型のオンライン学習ツール 

 

 

２ 児童生徒の情報活用能力の育成 

 情報活用能力は、学習活動において、コンピュータ等の情報手段を適切に用いて情報を得ることや情

報を整理・比較すること、得られた情報を分かりやすく発信・伝達すること、必要に応じて保存・共有

することができる力であるとともに、各教科等の学びを支える基盤であるとされており、各教科等の特

質に応じて適切な学習場面で育成を図ることが必要です。 

 このため、「児童生徒の情報活用能力の育成」の実現に向けて、「山口市立小・中学校における情報活

用能力の体系表」（以下「体系表」とする）を作成し、計画的・系統的に指導します。体系表に基づき、

発達の段階を踏まえ、ＩＣＴの基本的な操作を習得させるとともに、児童生徒が様々な情報の中から適

切な情報を取捨選択して効果的に活用する力や、プログラミング的思考の育成に取り組みます。また、

情報モラルや児童生徒自らが健康に留意してＩＣＴを活用する態度の育成に取り組みます。 
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① ＩＣＴの基本操作の習得 

 各教科等の授業において、ＩＣＴを活用した学習活動を効果的かつ円滑に進めるためには、児童生徒

の発達段階を踏まえ、学習者用端末を始めとするＩＣＴの基本的な操作方法等を確実に身に付けさせる

必要があります。 

 そのため、小学校低学年については学習者用端末に慣れ親しませることをねらいとした指導を中心に

授業を進めることや、学年が上がるにつれて、キーボードなどによる文字の入力、電子ファイルの保存・

整理、インターネット上の情報の閲覧や共有の仕方など、児童生徒が各教科等の学習に必要となる基本

操作を習得できるよう、体系表に基づき指導します。 

 

② 情報を主体的に活用する力の育成 

 これからの社会においては、膨大な情報から何が重要かを主体的に判断し、それらを収集・選択する

とともに、自ら問いを立ててその解決を目指し、他者と協働しながら新たな価値を生み出していくこと

が求められます。 

 そのため、課題や目的に応じた情報収集の方法についての理解を深めることや、コンピュータやイン

ターネット等の情報手段を適切に用いて、必要な情報を収集、整理、分析、表現する力や新たな意味や

価値を創造する力などを児童生徒の発達段階に応じ育成できるよう、各教科等における学習活動の充実

を図ります。 

 

③ プログラミング的思考の育成 

 プログラミング的思考とは、「自分が意図する一連の活動を実現するため、どのような動きの組合せ

が必要か、一つ一つの動きに対応した記号をどのように組合せたらよいか、記号の組合せをどのように

改善していけば意図した活動に近づくか、といったことを論理的に考えていく力」であり、学びや生活

の様々な場面で役立つ考え方の一つです。 

 小学校の学習指導要領においては、文字入力など基本的な操作を習得し、新たにプログラミング的思

考を育成すること、プログラミング教育を各教科等の特質に応じて計画的に実施することが示されてい

ます。また、中学校では、すでに技術・家庭科（技術分野）で取り組まれていますが、小学校段階から

計画的に取り組むとともに、プログラミングや情報セキュリティに関する内容の充実を図ることが必要

です。 

 このため、児童生徒に論理的な思考力を身に付けさせるため、ビジュアルプログラミングやロボット

といった各種教材を活用するなど、プログラミング的思考を育む取組を推進します。 

 

④ 情報モラルの育成 

 スマートフォンやタブレット端末の活用が日常的になっている中で、ＳＮＳ等での誹謗中傷やいじめ、

インターネット上の犯罪や違法・有害情報の問題が深刻になっています。児童生徒をインターネット等

におけるトラブルの被害者や加害者にさせないため、ＩＣＴを有効に活用するためには、情報モラル教

育を充実させていく必要があります。情報通信ネットワークの特徴を踏まえた、情報と情報技術を適切

に活用するための知識・技能や情報技術の役割・影響の理解、責任をもって適切に情報を扱おうとする

態度の育成が求められています。 

 そのため、特別の教科道徳はもとより、教科等横断的に、児童生徒の情報モラルを育成する指導を継
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続して行い、各学校において、児童生徒が自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任をもつとともに、

犯罪被害を含む危機を回避し、情報を正しく安全に利用することができるよう、各事業者等が提供する

情報に関する安全教室等も活用し、取組を推進します。 

 これらの教育は各教科等における指導内容に関連して実施することが求められていることから、「情

報モラル指導カリキュラム」を作成し、各校の情報活用能力の年間指導計画に位置付ける必要がありま

す。 

 また、情報モラル教育においては教員以外の専門知識を有する外部人材の活用が有効であることから、

外部人材を活用した家庭・地域に向けた研修会の実施や家庭でのルール作り指導など、体制のあり方を

含めて検討していきます。 

 なお、これまでは「情報モラル教育」という考え方でネットの活用に制限を設け、制限下での使用方

法を教えていました。１人１台端末のあるこれからの教育が進むべき道は、善き使い手・社会の担い手

になることです。これらのことから、山口市では子どもたちの情報活用能力の育成に向けて、「情報モラ

ル教育」の中にデジタル・シティズンシップ教育（※）の考えも取り入れ、次代を生き抜く力を育みま

す。 

 

＜情報モラルを身に付けさせる学習活動例＞ 

・情報発信による他人や社会への影響について考えさせる学習活動 

・ネットワーク上のルールやマナーを守ることの意味について考えさせる学習活動 

・情報には自他の権利があることを考えさせる学習活動 

・情報には誤ったものや危険なものがあることを考えさせる学習活動 

・情報セキュリティの重要性とその具体的対策について考えさせる学習活動 

・犯罪やトラブルに巻き込まれないことを考えさせる学習活動 

・健康を害するような行動について考えさせる学習活動 

・インターネットを利用すると、消すことのできない記録（デジタルフットプリント※）が残ること

を考えさせる学習活動 

 

※デジタル・シティズンシップ教育 

情報社会における一員として、ＩＣＴを適切に使うためにどうあるべきかを学ぶ教育 

※デジタルフットプリント 

 インターネットを利用したときに残る記録の総称。作成したアカウント、ソーシャルメディアへの記

事やメッセージの投稿、電子メールの送受信、ウェブページの閲覧履歴など。 

 

⑤ 健康面への留意 

 社会の情報化に伴い、児童生徒が日常の生活の中でＩＣＴを活用する機会が多くなっていることから、

ＩＣＴの利用による健康への影響を主体的に考え、行動しようとする態度を育むことが求められていま

す。特に、児童生徒の視力低下への影響について懸念が高まる中で、正しい姿勢での使用や使用時間の

調整・管理などに十分配慮することが必要となっています。また、学校においても学習者用端末等のＩ

ＣＴを活用する機会が増えていることから、児童生徒の健康面にも留意しつつ、授業等での活用を進め

ていくことが大切です。 
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 そのため、学校においては、教育活動全体を通じて、児童生徒がＩＣＴを活用する際の健康への影響

や予防及び対処法についての理解を深めるよう指導するとともに、健康に留意しながらＩＣＴを活用す

る態度を育成します。 

また、家庭におけるＩＣＴの活用に関するルールづくりを促進するとともに、児童生徒が心身の健康

への影響を考え自ら判断しＩＣＴを活用できるよう、引き続き、保護者と連携した取組を進めます。 

 

３ 特別支援教育におけるＩＣＴ活用 

 障がいのある児童生徒や特別な支援を必要とする児童生徒に対して、一人一人の状態や特性・ニーズ

等に応じたきめ細かな支援を行い、学習上又は生活上の困難を改善・克服することができるよう、ＩＣ

Ｔの効果的な活用が求められています。 

 そのため、障がいのある児童生徒や特別な支援を必要とする児童生徒の障がいの状態や特性・ニーズ

等に応じたアプリケーションソフトや学習ツールの活用方法等について、調査・研究を行うほか、実践

の好事例を各学校に情報提供するなど、教育的ニーズ等に応じたＩＣＴの活用に取り組みます。 

 

＜障がいの状態や特性等に応じたＩＣＴ活用例＞ 

・発達障がいなどにより、学習に困難を抱える子ども達への支援においてＩＣＴを効果的に活用した

実践に大きな期待が寄せられています。情報機器には興味・関心を強く示す児童生徒もいるため、

「分かりやすさ」「作業のしやすさ」という観点からＩＣＴを活用することは、学力だけではなく、

学習意欲や集中力の向上につながると考えられます。 

・視覚障がいのある児童生徒については、読みにくい画面の情報を文字の拡大やレイアウトの変更、

色調の調節等で補うとともに、視覚から得られない情報を聴覚や触覚などの代替手段を使って補う

などの工夫を行うことができます。 

   また、聴覚障がいのある児童生徒については、補聴器やＦＭ補聴システム等を利用しつつ、タブ

レットの筆談アプリや音声を文字に変換する機能を活用するなど、視覚等の他の感覚器官を使って、

コミュニケーションを図ったり、情報をやりとりしたりするなどの工夫を行うことができます。 

・病弱者である児童生徒については、学校に通えなかったり、学校に通えても病気により学習活動に

制約を受けたりする場合があります。そのため、実際に行うことが難しい観察や実験の補助として

学習者用端末等を使った擬似的体験を行ったり、インターネットや電子メール、オンライン会議シ

ステム等の活用を通じたコミュニケーションの維持・拡大等を行ったりすることができます。 

 

４ 教育機会を確保するためのＩＣＴ活用 

 令和元年１０月の文部科学省通知は、不登校児童生徒に対する多様な教育機会を確保する方策として、

ＩＣＴを活用した学習支援等を示しています。また、令和２年９月の文部科学省の「魅力ある学校づく

り検討チーム」の報告書では、不登校児童生徒への支援の充実を図るため、オンラインによる授業の配

信やＩＣＴ教材の提供の取組について普及を図っていくという方向性が示されています。 

 本市においても、不登校児童生徒は年々増加傾向にあることから、その支援の強化が必要となってい

ます。こうした児童生徒の教育機会の確保として、ＩＣＴを活用した児童生徒一人ひとりの特性や学習

の状況に応じた支援を行い、心の安定と学校とのつながりを図り、児童生徒自身の自己実現へつなげま

す。 
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 また、疾病等による長期欠席児童生徒や日本語指導が必要な児童生徒にも、ＩＣＴを活用した支援が

行われるよう、教育機会の確保に向けた取組を推進します。 

 

＜教育機会を確保するためのＩＣＴ活用例＞ 

 ・不登校児童生徒の自宅からの授業参加 

いろいろな事情で登校できない児童生徒の家庭と学校をオンラインで結び、家での様子の確認や学

校からの連絡をすることができます。また、授業の様子を配信することで、その日の学習内容がわ

かるだけでなく、教室の子ども達と交流ができれば、登校へのハードルを下げることが期待できま

す。その際、保護者との連携が必要で、どのような希望があるのか意思を事前に確認し、理解を得

て実施することが大切です。 

 ・別室学習を行っている児童生徒への支援 

  相談室や保健室等別室で学習を行っている児童生徒に対して、在籍学級とオンラインでつなぎ、授

業の配信を行うことができます。 

・教育支援センター（あすなろ教室）へのＩＣＴ学習支援 

教育支援センターに通級している児童生徒は、学年や学習の理解度もそれぞれ異なり、一人ひとり

の状況に合わせた個別学習支援が必要です。ドリル型学習教材等を活用することで、習熟度に応じ

た学習が可能となり、学習の遅れを補うことができます。また、教育支援センターと在籍学級をオ

ンラインで結び、在籍学級の授業の様子を見せることで学級との距離の縮小につながります。 

・疾病等による長期欠席児童生徒等への支援 

病院等において疾病により療養を継続している児童生徒の学習を保障するために、病室と学校の教

室をオンラインで結び、授業を配信したり、双方向的にやりとりを行ったりすることができます。 

 ・日本語指導が必要な児童生徒への支援 

  日本語指導が必要な児童生徒について、多言語翻訳機器やアプリ等を含めたＩＣＴを活用すること

により、一層の教育の充実に向けた取組を進めます。 

 

５ 家庭への持ち帰り学習 

 学校での学習内容の定着を図り、より深い学びとすることや、自主的な学習を効果的に進めるため、

学習者用端末を家庭に持ち帰り、児童生徒が探究的な学びや創造的な活動に継続して取り組める環境と

することが必要です。また、学習者用端末の家庭への持ち帰りは、災害等の不測の事態による臨時休業

の際にも、子どもたちの学びを止めないための方法として有効です。 

 実施にあたっては、家庭での通信環境の整備も含め保護者の理解、協力が不可欠であり、十分な周知、

説明を行いながら、児童生徒が端末を積極的に活用し、家庭学習の充実が図れるよう、日常的な家庭へ

の持ち帰り学習を実施します。 

 

＜家庭への持ち帰り学習の活用例＞ 

・動画やデジタル教材などを用いて授業の予習・復習を行います。 

・ＡＩドリルの活用などにより、多くの練習問題に繰り返し挑戦したり、視覚的要素の豊かな例題に

取り組んだりすることで、学習内容の理解を深めることができます。 

・学習意欲の継続と完成度の高い作品を仕上げるため、各自のペースで取り組めるよう、学習者用端
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末を持ち帰って家庭で制作作業を行うことができます。 

 

６ 緊急時における活用 

 令和２年に新型コロナウイルス感染症に伴う全国一斉の臨時休業が生じ、あらゆる機会にＩＣＴを最

大限に活用することが子ども達の「学びの保障」に効果的であると考えられています。 

今後、どのような緊急事態が起きようとも、慌てることなく対応できるよう備えておくことが大切で

あり、オンライン学習等、緊急時におけるＩＣＴの活用について対策を進めていきます。 

 

＜臨時休業時等におけるＩＣＴ活用例＞ 

・オンライン会議システムを使った「朝の会」の実施による児童生徒の健康観察等 

・オンラインでの課題配信と提出 

Google アプリの Classroom 等を使って、課題を配信し、児童生徒は解答を提出します。課題の形式

としては、テスト形式のもの、調べて文章にまとめる形式のもの、作品を作るものなど様々な形式

が考えられます。 

・双方向によるオンライン学習 

オンライン会議システムを使い、学校と家庭をつなぎ、双方向による学習を行います。ライブ配信、

録画された動画の視聴、公開されている動画の視聴等を組み合わせて学習できる環境を、平常時に

準備しておきます。また、ビデオ通話やチャット機能を使って、児童生徒とのコミュニケーション

を図ります。 

 

７ 山口市独自の授業づくりを目指した外部機関との連携による活用 

山口市にある山口情報芸術センター（ＹＣＡＭ）や大学等の専門機関、民間事業者等、様々な団体と

連携して、ＩＣＴを活用した本市独自の授業づくりや次代を担う子どもを育む教育環境づくりを行いま

す。 

＜取組例＞ 

・山口情報芸術センター（ＹＣＡＭ）との連携による、これからの山口を担う人材の育成を目的とし

た取組「やまぐち子ども未来型学習プロジェクト」の実施。ＹＣＡＭの教育プログラムを活用した

授業を展開する。 

・大学との連携による、ＩＣＴを活用した授業づくりや教材開発、教員研修の実施 
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（２） 教員のＩＣＴ活用指導力の向上 

 

１ 教員研修 

 一人一人の教員がＩＣＴを活用したよりよい授業づくりに取組み、児童生徒の「主体的・対話的で深

い学び」を実現していくためには、教員のこれまでの考え方や意識を大きく変えていく必要があります。

これまで教員は、「どう教えるか」を主に考えて教材研究等を進めてきましたが、これからは「子どもた

ちがどう学ぶか」という視点で先進的な事例を積極的に取り入れ、指導力の向上を図っていく必要があ

ります。 

 ＯＥＣＤが平成３０（2018）年に教員を対象に実施した「国際教員指導環境調査（ＴＡＬＩＳ：タリ

ス）」では、日本の教員が学校で生徒に課題や学級での活動にＩＣＴを活用させる割合は２０％未満で、

ＴＡＬＩＳ参加４８カ国中最下位レベルという結果を示し、特に学校でのＩＣＴ活用が世界から大きく

遅れている現状が明らかになっています。 

 現在、教員それぞれのＩＣＴ活用指導力に差が見受けられますが、学校教育におけるＩＣＴの活用は

避けて通れない状況になっており、ＩＣＴに対して苦手意識を持っている教員も前向きに取り組めるよ

う、教員研修の実施等の支援を行います。 

 

① 校内研修会 

 これまでも、各学校においてＩＣＴを用いて授業力の向上をねらいとした研修会が実施されておりま

すが、以下のような点も参考としながら、こうした校内研修会が継続的に行われるよう積極的に支援し

ます。 

 

＜校内研修会を実施する上での参考＞ 

・ＩＣＴを活用した授業を行うために必要な基礎的スキルについて項目に分け、教員に目標達成シート

を配り、各学校でのＯＪＴ研修を行います。 

・ＩＣＴを用いた授業を、機器の操作に多少不安を感じているような教員も含め、全ての教員が行うこ

とが大切です。機器操作で困ることが予想される場合は、サポートする教員とＴＴで行うなど、安心

して授業に集中できるような体制作りが必要です。このようなＩＣＴの使い方なら自分でもできると

感じられるような授業の実施体験が、教員の活用指導力の向上につながります。 

・機器の操作でトラブルが発生したとしても、それを問題とするのではなく、同様な問題が発生したと

きは、どのような対応をすればよいか話し合うことや、機器操作で困った事例を出し合い、どのよう

に対応すればいいのか検討することも重要な研修です。 

・研究授業など特別な場合にだけしかＩＣＴは使わないというのではなく、全ての教員が日々の授業で

日常的にＩＣＴを用いるような体制を作っていくことが大切です。 

・1時間の授業で「わからない言葉が出てきたので調べてみましょう。」、「その地域の地形や建物を見て

みましょう。」と、わずかな時間でも気軽に取り出して使わせるだけで、児童生徒の興味関心や意欲を

高めることができます。学習指導案にあらかじめ書いていた使い方でなくても、子どもたちの質問や

発言を取り上げ、柔軟に使わせるようなものでもよく、児童生徒とともにＩＣＴの活用を学ぶ場面も

大切です。 

 



- 24 - 

 

② 校外研修会 

 教育のＩＣＴ化を計画的かつ継続的に推進するためには、学校だけでなく市全体で組織的に研修を行

っていく必要があります。山口市でも小・中学校情報教育研究会や山口大学、山口情報芸術センター（Ｙ

ＣＡＭ）等と連携し、ＩＣＴ活用に関する研修会を積極的に開催し、活用指導力の向上を図っていきま

す。また、やまぐち総合教育支援センターで行われている初任者研修、フォローアップ研修等、多くの

研修講座にも参加していきます。 

 なお、近年では、オンライン会議システムによる研修会やクラウド等に保存した動画を視聴しての研

修など、ウイルス等の感染予防の面だけでなく、出張による移動時間のロス解消の面からも効果的な実

施方法が取られることも多くなり、こうした手法も取り入れながら研修の機会を確保していきます。 

 

＜校外研修会の例＞ 

・管理職ＩＣＴ研修会 

 ＩＣＴ教育を推進していく上で、管理職、特に校長の役割は重要で、校長の理解なしに進めていく

ことは困難です。「ＧＩＧＡスクール構想」や教育のＩＣＴ化の意義・目的、管理職としての役割等へ

の理解を深めていく必要があります。 

 近年、ネットいじめなどの問題事例も発生しており、児童生徒が安心して利用できる環境を整備す

る上でも、学校で教員を直接指導する立場の管理職の役割は重要です。いたずらに不安をあおり、利

用を禁止しても、活用の促進はできませんし、適切な指導もせずに安易に進めても後で困ることにな

ります。先進的な地域の学校での活用例や事前の対策などの資料を元に、校内体制の構築を図ってい

くためにも必要です。 

・ＩＣＴ活用リーダー（※）研修会 

 教員のＩＣＴ活用指導力を高めていくためには、各学校において推進役となる教員を育てていく必

要があります。推進役の教員が各校 1人では、異動等により推進役がいなくなれば研修ができなくな

りますので、２人、３人と輪を広げて行く必要があります。各校で意欲のある教員に積極的に参加を

呼びかけ、各学校で校内研修会等が円滑に行われる体制作りをしていくことが大切です。 

 研修内容としては、指導技術の向上もさることながら、各学校における研修会の持ち方、教員の意

欲の高め方など、よい事例を持ち寄っての情報交換も大切です。 

 ＩＣＴ活用リーダーがＩＣＴ機器のトラブル対応係になって、日常の授業や生徒指導等の教育活動

に支障が出てくるのでは、円滑なＩＣＴ活用はできません。各教員が自立してＩＣＴ活用できるよう

アドバイスできる人材育成が主な目的です。 

 

※ＩＣＴ活用リーダー 

 授業でのＩＣＴ活用に適切にアドバイスできるように、順次研修を受けてもらい、研修修了者を 

 「ＩＣＴ活用リーダー」と呼ぶこととする。年次的に増やしていく必要があると考えられる。 

 

・授業におけるＩＣＴ活用ミニ研修会 

 市全体で集まるのではなく、中学校区など近い学校でグループを作り、放課後など短時間で操作方

法など教え合ったり、疑問点を解決したりします。気軽に集まり、教えてもらえる環境作りが大切で

す。 
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 ＩＣＴ活用リーダーを中心に、こまめに開催することが必要で、教育委員会の指導主事や情報教育

支援員も指導・支援を行います。校内研修会だけでなく様々な研究会、研究発表大会などのＩＣＴを

活用した授業の指導案検討、教材作りなどのサポートも行います。指導力のある先生を呼んで指導助

言してもらうことも考えられます。 

・情報モラル教育研修会 

学校において情報モラル教育を充実させるためには、教員の指導力向上が不可欠です。情報モラル

教育の実践に向け、教員に対する情報モラル研修の充実を図ります。なお、「情報モラル教育」の中に

デジタル・シティズンシップ教育の考えも取り入れ、児童生徒に指導できるよう研修を行います。 

・初任者研修 

 やまぐち総合教育支援センターで行われている講座でもＩＣＴ関係の内容がありますが、山口市と

しても山口大学、山口情報芸術センター（ＹＣＡＭ）等の協力を得て、特別に講座を設け、山口市と

しての特色ある取組などについて研修を実施していきます。 

 

２ 教員のＩＣＴ活用指導力の向上策 

 １人１台端末導入後、ＩＣＴを活用した授業を行うためには、教員研修も大切ですが、教員自身が日々

の活動で１人１台端末に慣れ親しむ機会を増やしていく必要があります。次のような例を参考に、1 日

の教育活動の中で、ＩＣＴ活用指導力を向上する取組を進めます。 

 

＜取組例＞ 

(1) 職員朝礼での活用 

 今日の予定、連絡事項などを全員の端末に送り、調査等があれば、「Forms」を活用して効率的に実施

します。ただし、生徒の住所や生年月日などの個人情報や成績などの機微情報については、クラウドを

使わず、校務系の各教員のパソコン端末を使います。 

 

(2) 朝の会、終わりの会での活用 

 朝の健康観察、生活調査など個人情報に留意しながら実施します。児童生徒に伝えたいことも要点を

それぞれの教員のパソコン端末に送れば、共通理解を図ることができます。 

 

(3) 職員会議等での活用 

 授業支援ソフトを用いての端末への一斉送信等を効果的に用いて、会議の進行、資料の提示等を行う

ことができます。会議の流れを示したレジメは、進行役の教員のＩＣＴ端末から画面を一斉送信して示

し、発表者はプレゼンやＰＤＦ資料を各自の端末から送信することができます。他の教員が書き換えて

は困るような資料は読み込みのみできるようにし、回答を求めるときは、「Forms」を使えば集計も楽で、

すぐに意見を集めることができます。ただし、児童生徒の個人情報、特に外部に漏れては困るような機

微情報はクラウドサービスを用いず、セキュリティで守られた校務系システムに保存します。 

 学校でのペーパレス化を図ることは、職員室の環境も改善することができ、教員の負担軽減にもなり

ます。日常的に使えるようにすることにより業務改善を図ることができます。 
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(4) 学校行事での活用 

 コロナ禍で「密閉・密集・密接」の３密を避けるために、様々な行事がオンラインで行われるように

なってきたことから、全校が体育館などに集まるのではなく、各教室に映像を配信したり、保護者も各

家庭からオンラインで参観したりするような例も見受けられます。今後さらに学校行事での活用が進む

と考えられ、児童生徒も教員もＩＣＴを使う機会が増えてくると思われます。感染予防の面だけでなく

ＩＣＴ活用の面からも積極的に取り組んでいく必要があります。 

 

(5) 授業研究での活用 

 各教員にＩＣＴ端末が配布されているので、例えば、授業研究会において板書をカメラに撮ったり、

児童生徒の発言を録音したり、各自で記録をとることができます。授業者や児童生徒がＩＣＴを活用す

るだけでなく、参観する教員もＩＣＴを活用した記録ができますので、授業後の協議会等でも積極的に

活用していくことが考えられます。その際、事前に児童生徒や保護者にあくまでも研究目的であり、イ

ンターネットに公開するためではないことへの理解を得る必要があります。 

 普段の授業でも、児童生徒への提示などでの活用だけでなく、各自の授業記録として定点録画や録音

をし、教員の授業への振り返りとして活用することが考えられます。 

 

(6) 各種アンケートでの活用 

 学校では様々な調査やアンケートがありますが、ＩＣＴを使えば、手軽にアンケートや集計ができる

のでとても便利です。健康観察や体調の確認は、朝登校後、すぐに入力させれば、操作に慣れることに

もなり、また、確実に集計ができ、保健室との連携も図れます。生活アンケートなどこれまでは１週間

や１か月に１度程度でしたが、毎日行えば、速やかに対応することができます。学習時間の記録、授業

アンケートにも活用でき、個人情報やセキュリティなどに配慮しつつ活用すれば教員の業務改善にもな

ります。 

 

(7) 保護者との連絡での活用 

 保護者への学校や学級の様子の連絡、保護者からの欠席などにＩＣＴを活用していくことが考えられ

ます。これまでは家に連絡しても通じなかったり、学校への連絡も電話回線が塞がっていたりと不便な

面もありましたが、今後はデジタル化が一層進み、より便利になっていくものと思われます。 

 行事予定や日課の連絡、保護者会の時間調整や連絡など事務的なことは、紙媒体からデジタルに変え

ていけば時間の有効活用になります。 
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（３）ＩＣＴ環境の整備・維持と円滑な運用 

 

１ 機器の整備・更新 

 学校教育におけるＩＣＴ環境の維持・向上を図るため、端末等ＩＣＴの計画的な更新等を実施し、児

童生徒１人１台端末の有効活用や教職員の負担軽減につながる環境整備を推進します。 

 

＜主なＩＣＴの更新等＞ 

項目 
 2023 

R5 

2024 

R6 

2025 

R7 

2026 

R8 

2027 

R9 

教育用パソコン（１人１台端

末）の更新 

      

大型提示装置（電子黒板）・ア

クセスポイント等の更新・増

設 

      

校務用パソコンの更新 

      

学校教育ネットワーク等通信

環境の維持・改善 

      

 

２ 校務の情報化の推進 

 ＯＥＣＤの国際教員指導環境調査（2018）によると、日本の教員の１週間の仕事時間は、小中学校と

もにＯＥＣＤ参加国中最長で、顕著なのは「課外活動」「事務業務」「授業計画準備」に費やす時間の長

さです。特に「事務業務」は参加国中最長で、校務の情報化の推進による業務改善は喫緊の課題となっ

ています。 

 現状では児童・生徒の名簿や出欠・成績データなどがシステムで一元的に管理、共有されていないた

めに、通知表や指導要録の作成に多くの手間や時間がかかり、蓄積した情報を適切に指導に活かせない

状況にあります。そこで、校務の情報化を進め、校務処理の効率化と事務負担の軽減を図ることによっ

て、教員が本来すべき業務に取り組める環境を整備する必要があります。 

 学校における校務の情報化により、教員が必要な情報を共有化することで、これまで以上に細部まで

行き届いた学習指導や生徒指導などの教育活動に取り組めるようにしていきます。また、校務の効率化

と負担軽減を図ることで、教員が児童・生徒と向き合う時間や教員同士が相互に授業展開等について話

し合う時間を増加させ、教育の質の向上と学校経営の改善につなげます。 

 

① 統合型校務支援システム 

 統合型校務支援システムは、教務系（成績処理、出欠管理、時数管理等）、保健系（健康診断票、保健

室来室管理等）、学籍系（指導要録等）、学校事務系などを統合した機能を有しているシステムで、成績

既設機器の更新、 

特別教室・特別支援学級等への増設 

更新 

５年ごとの更新 

ネットワーク機器の更新、 

各学校における通信環境の改善 
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処理等だけなく、メールや掲示板などのグループウェアの活用による情報共有も含め、広く「校務」と

呼ばれる業務全般を実施するために必要となる機能を実装したシステムです。 

本市においても、県内各市町との共同調達による本システムの導入を進め、校務の効率化と負担軽減

を図ります。 

 

② 学校ホームページ 

 学校からの積極的な情報発信は、学校の状況を理解する上で貴重な情報源となり、地域、保護者との

連携を高めることから、学校ホームページの活用は重要です。 

日々変化する学校の状況を適宜ホームページ上で情報更新するためには、更新のしやすさ等を重視し、

教員の負担なくホームページの運用ができる必要があります。このため、パソコンやスマートフォン等

から容易にアクセスでき、より効率的・効果的に運用できる、コンテンツ管理システム（ＣＭＳ）（※）

を備えたホームページを活用し、学校ホームページの充実を図ります。 

 

※コンテンツ管理システム (Contents Management System) 

ホームページビルダー等の専用のホームページ作成ソフトを使わないで、ホームページを構成するテ

キストや画像、デザイン・レイアウト情報（テンプレート）などを一元的に保存・管理するシステム

のこと。 

 

③ 学校・保護者間の連絡システム 

 近年、児童生徒の保護者が遅刻や欠席等の連絡をしようにも、学校の代表電話が混雑してなかなかつ

ながらないなどの問題も指摘され、スマートフォン等から簡単に連絡できないかという要望も高くなっ

ています。こうしたことから、学校・保護者双方の負担軽減を図るため、保護者から簡単に遅刻や欠席

等の連絡をすることができる、学校・保護者間の連絡システムを活用します。 

 

３ 情報セキュリティの確保 

 ＧＩＧＡスクール構想により、児童生徒の 1 人 1 台端末、1 人 1 アカウント、教育用クラウドアプリ

が導入されたことから、ＩＣＴを活用した学習活動の実施などにおいて、教職員はもとより、児童生徒

が情報システムにアクセスする機会が日常的なものとなってきています。 

こうしたことから、児童生徒の個人情報などの情報資産の適正な管理と運用は一層重要なものとなっ

ており、各学校において情報セキュリティ対策を徹底する必要があります。 

 本市では、「山口市学校情報セキュリティポリシー（基本方針）」を定め、児童生徒の個人情報等学校

における情報資産の安心・安全な管理に努めておりますが、近年の学校におけるＩＣＴ環境の変化に対

し、国においても「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の改定が行われており、こ

うした国の動向等を踏まえ、適宜セキュリティポリシーの見直しを図り、教育情報セキュリティの確保

に取り組んでいきます。 
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４ ＩＣＴを活用するための支援体制 

 継続的かつ効果的に教育のＩＣＴ化を推進するため、学校の取組を支援する体制を整備します。 

 

① ヘルプデスク（※）の設置と情報教育支援員の配置 

学校においてＩＣＴを有効に活用していくためには、使用方法や障害対応等に関してリアルタイムで

のサポートが重要になってきます。そこで、ＩＣＴの活用にかかるサポート窓口の一本化を行い、教員

をはじめ児童生徒や保護者の負担感の軽減を図るため、ヘルプデスクを設置します。 

また、各学校の日常的なＩＣＴ活用を支援するため、情報教育支援員が各校を巡回し、校内でのＩＣ

Ｔ研修の支援や研修内容の相談、ＩＣＴを用いた授業の支援、技術的なアドバイス等を行います。 

 

※ヘルプデスク 

 ＩＣＴの技術的なサポートをおこない、利用者がスムーズに使えるよう手助けをおこなう窓口 

 

② 教員支援の充実 

日常的な授業でのＩＣＴ活用をはじめ、各教科等の指導方法や評価のあり方等について、教育委員会

の情報教育支援アドバイザーや指導主事が情報教育支援員等と連携しながらＩＣＴを活用した授業づ

くりの支援を行うとともに，教員の相談窓口としての役割を担います。また、先進的なＩＣＴ教育の取

組を普及させ、取組の成果を各学校で活用できるよう情報の共有化を行います。 

  

③ ＩＣＴを効果的に活用するための検討部会の運営 

各校においてＩＣＴ教育の推進役である情報教育担当者を支援するため、山口市小・中学校情報教育

研究会を通じて、教員同士が授業でのＩＣＴの効果的な活用場面を共有し、意見交換ができる場をつく

ります。 

  

５ 教育データの活用、教育ＤＸの推進 

 社会のデジタル化が進み、デジタル技術を活用した新たな価値創造が求められる中、学校教育におい

ても、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）による変革が期待されています。 

 

① 教育データの活用 

ＧＩＧＡスクール構想の推進により整備された児童生徒１人１台端末を活用した学習によって、例え

ば端末の利用ログやＡＩドリルの回答時間など、紙を活用した学習では得られなかった児童生徒の学び

に関するデジタルデータを収集することができるようになっています。このような教育データを活用し

て、一人一人の児童生徒の状況を多面的に確認し、学習指導・生徒指導・学級経営・学校運営など教育

活動の各場面において、一人一人の力を最大限引き出すためのきめ細かい支援を可能とすることが期待

されています。 

 国（デジタル庁や文部科学省他）においては、令和４年１月に策定した「教育データ利活用ロードマ

ップ」に基づき、教育データの標準化やデータ活用のためのルールの整理などを行い、具体的な施策を

実施していくこととされています。また、文部科学省では、児童生徒が学校や家庭において、学習やそ

の評価ができる全国共通のＣＢＴシステムである「ＭＥＸＣＢＴ（メクビット）」を開発し、運用を始め
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るなど、教育データを研究・分析する基盤整備を進められているところです。 

こうした国の動向等を踏まえながら、本市においても、教育データの効果的な活用に向けた研究を進

めてまいります。 

 

② 教育ＤＸの推進 

 「教育ＤＸ」とは、単に紙の教材をデジタル化するものではなく、教育データやデジタル技術を活用

して、学習の手法や教職員の業務やプロセス、学校という組織や文化を革新し、すべての児童・生徒が

よりよく学べる新しい教育を確立することを目指すものです。 

 学校における「教育ＤＸ」は、三つの段階を踏むことが想定されています。第１段階は、紙で行って

いたものをデジタルに置き換えて、効率・効果的に教育活動を進める「デジタイゼーション（電子化）」

です。第２段階は、1 人 1 台端末を効果的に用い、データをフル活用した学校教育を目指す「デジタラ

イゼーション」。第３段階として、学習モデルの構造が質的に変化し、新たな価値を創出する「ＤＸ（デ

ジタルトランスフォーメーション）」に到達すると考えられています。 

 現在、多くの学校が第１段階に取り組んでいるところで、今後、第２段階への移行が見込まれていま

す。第２段階以降では、データを活用して、一人一人の特性や、興味・関心に応じた学び方ができる「個

別最適な学び」が可能となり、また、データの共有が容易となることから、子どもたちが協働的に学習

を進める「協働的な学び」も充実させることができます。 

 

 本市においては令和４年３月に「山口市スマートシティ推進ビジョン（山口市官民データ活用推進計

画）」が定められ、データやデジタル技術を活用して、交通や、防災・防犯、ヘルスケア（医療・介護）、

子育て・教育等の暮らしの各分野において、市民の視点を第一に考えたスマートシティを推進するため

に、デジタル変革、いわゆるＤＸの考え方を踏まえた取組が進められております。 

 

 【山口市におけるＤＸの基本的な考え方】 

  

 これらのことを踏まえ、本市の学校教育においても、教育データや１人１台端末を始めとするＩＣＴ

を活用することで、児童生徒一人一人の可能性を引き出し、また、自由な発想や多角的な視点で自らの

学びを深めることができる学習活動の実施を目指した教育ＤＸの実現に取り組みます。 

 

  

 市民の生活の質を、より向上させるため、市民や社会のニーズを基に、データやデジタル技術等

を活用しながら、地域文化や組織文化を大切に守りつつ、行政サービスを含む市民サービスを変革

するとともに、業務、組織、プロセスを変革すること。 
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Ⅲ 計画の進捗管理 

 

 本計画を具体的かつ効率的に推進していくため、ＰＤＣＡのマネジメントサイクルにより、第２章で

記載した各基本方針の具体的施策の進捗管理を行っていくとともに、山口市教育委員会定例会？や校長

会等における報告・検討・確認を行いながら、課題の整理と取組内容の見直しを進めていきます。 

また、指標の達成度合いを、児童生徒、教員を対象とする本市及び文部科学省が実施するアンケート

等で年度ごとに評価します。 

 本計画は、今後の５年間を見据えて策定していますが、国の施策の変化やＩＣＴの技術の進展、時代

のニーズ、本市の財政状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 
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・「教育の情報化ビジョン」（平成２３年４月文部科学省） 

・「教育の情報化に関する手引（追補版）」（令和２年６月文部科学省） 
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【資料】 ※資料として巻末に掲載するか検討 

〇プログラミング的思考の育成 

 小学校の学習指導要領では、情報活用能力育成の一つとして「児童がプログラミングを体験しながら

コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動」が記

されています。ただし、小学校におけるプログラミング教育はコーディング（プログラミング言語を用

いた記述方法）を覚えることを目的とせず、プログラミング的思考力を育成するものとしています。 

 中学校の学習指導要領では、技術・家庭の技術分野において、「小学校において育成された資質・能力

を土台に、生活や社会の中からプログラムに関わる問題を見いだして課題を設定する力、プログラミン

グ的思考等を発揮して解決策を構想する力、処理の流れを図などに表し試行等を通じて解決策を具体化

する力などの育成」が記されています。また、この学習において、プログラムの命令の意味を覚えさせ

るよりも、課題の解決のために処理の手順（アルゴリズム）を考えさせることに重点を置くなど、情報

の技術によって課題を解決する力の育成を意識した実習となるよう配慮するものとしています。 

 

＜小学校で児童にプログラミング的思考力を育成する例＞ 

(1) ビジュアルプログラミング教材によるプログラミング教育 

ＩＣＴが目まぐるしく発展していくことが予想される２１世紀を児童がたくましく生き抜くために

は、ＩＣＴを活用したプログラミング教育も不可欠です。画面上のブロックやアイコンを組み合わせ画

面上の絵やキャラクターを自由に動かすための手順を学べるビジュアルプログラミング教材を使用す

ることで、誰でも簡単にプログラミングを経験することができます。 

「Scratch（スクラッチ）」、「アルゴロジック」等ビジュアルプログラミング教材は多数開発されてお

り、プログラミング教育を推進する上でこうしたビジュアルプログラミング教材の中から適した教材を

検証し、コンピュータに導入します。 

ただし、多くの教員はビジュアルプログラミングの知識や技能を持ち合わせていないためビジュアル

プログラミング教材を活用した授業のモデルカリキュラムや解説書等も併せて準備し、教員も児童と一

緒に学びながら「授業のねらい」を達成できるようにしていきます。 

(2) ロボット制御によるプログラミング教育 

ビジュアルプログラミング教材の中には光や音のセンサーを接続しＬＥＤの点灯と連動させたりロ

ボットカーのモーターを動かしたりするようなロボット制御を可能とするものがあります。 

児童が目の前のロボットをプログラミングによって動かす体験をとおして、身近な生活や社会の中で

様々な物がプログラムによって動作していることに気付かせ、学習意欲と創造性を高めていきます。 

学習指導要領に記されている「コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力」

を児童がわかりやすく身に付けるためにはロボット制御によるプログラミング教育も段階的に取り入

れていくことが必要で、それに伴う教員への活用に向けたサポート体制も整えていきます。 

 

＜中学校のプログラミング教育の例＞ 

中学校では、小学校で育んだ論理的な思考力などのプログラミング教育の成果を生かし発展させると

いう視点で、技術・家庭科（技術分野）でより深くプログラミングについて学びます。これまであった

「プログラムによる計測・制御」に加え「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログ

ラミング」についても扱うようになりました。 
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例えば、始めに小型コンピュータボード等を活用しつつ、基礎的なプログラミングを習得し、続いて

ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングを学ぶことによって問題の解決

について考えます。これらの学習をふまえて計測・制御のプログラミングで問題の解決について考えま

す。 

このように、段階的に継続して学ぶことで情報技術やプログラミングに関する理解を深めていきます。

技術分野では、生活や社会における技術に関わる問題を解決することで、理解の深化や技能の習熟を図

るとともに、技術によって課題を解決する力や自分なりの新しい考え方や捉え方によって解決策を構想

しようとする態度などを育成することが大切にされています。 

 

〇緊急時における活用 

＜臨時休業時等におけるＩＣＴ活用例＞ 

(1)  朝の会や健康観察 

・オンライン会議システムを使って朝の会を実施し、児童生徒の健康状態やその日の時間割等を確認

します。児童生徒とのコミュニケーションを図り、気になる児童生徒は、電話連絡や家庭訪問等を

行います。 

(2) オンライン学習の実施に向けた準備 

・教員を対象としたＩＣＴ操作についての研修の実施 

・児童生徒を対象としたオンライン学習の手順や学習者用端末を持ち帰る際の注意事項等についての

事前確認の実施 

・保護者を対象にした、オンライン学習についての手順等の周知 

(3) オンライン学習の方法 

ア 動画配信による学習 

オンライン会議システムを使い、教員が黒板の前で未習事項を短時間（5～10 分程度）指導します。

その際、特に低学年では他の教員がペープサート（※）などを使い、児童役になり質問するなど、対

話型になるように配慮します。  

大規模校では、学年やクラスをこえて、教員がチームを作り、授業動画をクラウド上に保存し、全

クラスで視聴できるようにすると教員の負担を減らすことができます。クラウド上の授業動画は、何

回でも児童生徒が見ることができます。さらに、山口市で、これらの授業動画を共有化しておくと教

員の負担が減ります。 

ライブ配信、録画された動画の視聴、公開されている動画の視聴等を組み合わせて学習できる環境

を平常時に準備しておく必要があります。 

イ オンラインでの課題配信と提出 

「Classroom」に課題を配信し、児童生徒は解答を提出します。課題の形式としては、テスト形式の

もの、調べて文章にまとめる形式のもの、作品を作るものなど様々な形式が考えられます。 

国語科や英語科での教科書の読みの指導をし、児童生徒の学習者用端末で録音し、提出させること

も可能です。 

体育科や音楽科などでは、臨時休業中に家庭でできる簡単なストレッチ体操等の配信や、教員が楽

器を演奏している動画を配信し、児童生徒がその動画を見ながら練習することができます。 

図画工作科や美術科などの作品を配信し、それぞれ感想を発表することも可能です。 
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ウ 個別の質問を受け付け、回答を動画配信 

ビデオ通話やチャット機能を使って質問を受け付け、それぞれの質問に対し、通常の授業のように

口頭または板書して説明します。 

オンライン会議システムなどで、児童生徒の質問を、クラス全員に投げかけ、いろいろな意見を発

表させることも考えられます。様々な意見を聞くことにより、さらに新しい問題が現れ、再び、全員

で考えれば、より深い学習になります。 

※ペープサート 紙人形劇のこと 

(4) オンライン学習の留意点 

・健康上の配慮 

長時間のオンライン学習は、身体的に負担が大きいため、児童生徒の発達段階に応じて、1 日のオ

ンライン学習の時間や回数を制限するなどの配慮が必要です。 

・小学校低学年への配慮 

小学校低学年の児童については、同時双方向型のオンライン授業を受けることは難しく、「NHK for 

School」の番組を活用するなど、柔軟に対応します。 

・指導者用端末の工夫 

教員は動画を配信するとき、端末を２台用意し、１台は画面共有、１台は児童生徒の様子の確認に

用いるなどの工夫が考えられます。複数の教員で協力して行えば、教員の負担を減らすことができ

ます。 

・従前の視聴覚機器との併用 

ノートづくりや書写の指導に実物投影機を用いるなど、他の視聴覚機器も有効に活用することが考

えられます。電子黒板に指導者用デジタル教科書を写し、それを動画配信することも考えられます。 

・著作権への配慮 

教員が音楽等の授業内容をインターネットを介して公衆送信する場合には、通常許諾が必要です。

山口市では、教育委員会が授業目的公衆送信補償金制度に基づき指定管理団体に補償金を支払って

いるため、原則、個別の許諾を得る必要はありませんが、該当しないケースもあり、著作権への配

慮が必要です。 

・家庭でオンライン学習が受けられない児童生徒への対応 

家庭に Wi-Fi 環境が整っていないなど、オンライン学習が受けられない事情のある児童生徒には、

学校に登校させ、授業を受けさせたり、オフラインでも利用できるドリルソフトをインストールし

たＩＣＴ機器を貸し出したりするなど、特別な配慮が必要です。 

(5) 学習内容の定着の確認 

・同時双方向型のオンライン授業での確認 

対面授業と同じく、児童生徒の反応を見て確認します。指導の最後に質問時間を設けたり、

「Classroom」のメッセージ機能等を用いて質問を受け付けたりすることも可能です。 

・その他の方法による確認 

「Forms」を活用した小テストや、オンラインドリル型学習教材を活用し、児童生徒の理解度を確認

します。また、学校再開後に対面授業において学習内容の定着を確認します。 

・学習内容の定着が不十分な児童生徒への対応 

オンライン学習を行った後、学習内容の定着が不十分と思われる児童生徒には、学習支援ソフト等
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を活用し、学習内容の定着を図ります。 

(6) 学習評価の実施 

・同時双方向型のオンライン授業の場合、対面での授業と同じように日々の学習の状況を評価します。 

・臨時休業中のオンライン学習と学校再開後の復習や確認テストの結果を組み合わせて、学習の評価

を行います。 

 


