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１ 教育の情報化推進計画の位置づけ

１-１ 策定の趣旨

グローバル化や情報化が進む現代では、子どもたちは主体的に考え、他者

と協働しながら、よりよい社会を創り出していくことができるよう、必要な

資質・能力を育むことが求められています。

2020 年度から順次全面実施される新学習指導要領では、「必要な情報を収

集・判断・表現・処理・創造し、受け手の状況などを踏まえて発信・伝達で

きる能力」とされる情報活用能力が「学習の基盤となる資質・能力」として

位置づけられることから、各学校で体系的に育んでいくことの重要性を示し

ています。さらに、主体的・対話的で深い学びの視点から、各教科等におけ

るＩＣＴの活用の促進が求められ、小学校でのプログラミング教育のほか、

中学校での情報教育の一層の充実を図ることとしています。

そうした中で、2018 年 6 月 15 日に閣議決定された第３期教育振興基本計

画においては、「『平成 30 年度以降の学校におけるＩＣＴ環境の整備方針』

に基づき、学習者用コンピュータや大型提示装置、超高速インターネット、

無線ＬＡＮの整備など、各自治体による計画的な学校のＩＣＴ環境整備の加

速化を図る」ことが明記され、教育の情報化を推進しています。

浦安市（以下、「本市」と記載）では、学校教育の方向性を示す「浦安

市教育ビジョン」の中で、めざす子ども像の実現に向けて、学ぶ意欲の育成

と確かな学力の形成、及び今日的な教育課題に対応する教育の推進等を取組

方針に掲げています。この具体的な施策の一つに、教育の情報化を位置づけ

ています。

本市では 1989 年改訂の学習指導要領に示された、「教育活動の中でコン

ピュータ等が積極的に活用されること」を受け、1992 年からコンピュータ室

の整備を進め、1997 年に市立小・中学校全校のコンピュータ室の整備（児童

用 40 台、教師用１台）が完了しました。その後、2000 年に校内 LAN と普

通教室用のコンピュータを整備し、2003 年には無線ＬＡＮを整備し、コンピ

ュータ室だけでなく各教室においても、教育用ノートパソコンを利用して学

習活動ができるようになりました。これらの整備に合わせて、ＩＣＴ活用講

座やコンピュータ主任研修等を開催したり、授業支援のためのインストラク

ター（現ＩＣＴ支援員）を派遣したりすることで、教職員のＩＣＴ活用力を

向上させ、児童生徒にとって「わかる授業」の実践を支援するとともに、コ
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ンピュータを活用した調べ学習等を通して子どもたちの情報活用能力を育成

してきました。

教育の情報化には、「わかりやすく深まる授業の実現に向けた教科指導に

おけるＩＣＴの活用」と、「児童生徒が情報をどのように受容して、活用す

るか、コンピュータなどの機器をどのように活用するかといった情報活用能

力の育成」、さらに「校務の情報化」の３つの側面があります。

本計画は、教育の情報化について、本市としての基本方針と施策を示すと

ともに、「浦安市教育ビジョン」に掲げる目標の達成と各種施策の確実な実

行を推進し、すべての児童生徒に確かな学力を身に付けさせることを目的と

して策定します。
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１-２ 計画の位置づけ

本計画は、「浦安市教育ビジョン」の基本施策に位置づけられている「一

人一人に応じたきめ細かい授業の推進（基本施策 1-2-1）」や「情報教育の

充実（基本施策 1-4-6）」等を推進するものです。本市のこれまでの取組や

学校現場のニーズや実態をもとに教育の情報化を効果的に推進することで、

主体的に学ぶ意欲・態度の育成と確かな学力の形成を図ります。

１-３ 計画の期間

本計画は、2019 年度から 2023 年度までの５年間を計画期間とします。

2019 年度から 5 年間をかけてＩＣＴ環境等を整備します。2021 年度に中間

評価を行い、計画最終年度（2023 年度）は、計画の評価・見直しを図るとと

もに、2024 年度からの新たな計画を策定するものとします。

中間評価 最終評価
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２ 本市における教育の情報化の現状と課題

本市では、市内の全小・中学校にＰＣ教室（指導者用コンピュータ１台と学

習者用コンピュータを 40 台常設した教室）を整備し、インターネットによる

調べ学習、キーボードを用いたローマ字の学習やドリル学習、資料・作品の制

作などに活用しています。普通教室では、ＩＣＴカート（プロジェクタ及び実

物投影機、指導者用コンピュータがセットになった可搬式のカート）を学校規

模に応じて 4〜12 台整備し、児童生徒にとって「わかる授業」を実現するため

教材や児童生徒が作成した作品をプロジェクタでスクリーンに提示するなど、

⼀⻫学習や協働学習に活⽤しています。

また、更なる教育の情報化に向けて、2015 年度から 2017 年度にかけて、千

葉工業大学から寄贈されたタブレットを入船小学校、入船中学校及び高洲中学

校に配付するとともに、タブレット活用推進モデル校（以下、「モデル校」と

記載）に指定し、上記に述べた普通教室におけるＩＣＴカートの活用だけでな

く、児童生徒がタブレットを用いた個別学習や協働学習について、ＩＣＴを活

用した学習の効果の検証を進めてきました（【資料 1】を参照）。

【資料 1】モデル校における検証環境（2017 年度）

入船小学校 入船中学校 高洲中学校

児童生徒数／学級数※ 455 人／18 学級 184 人／7学級 540 人／16 学級

タブレット
120 台

（4人に 1台）

200台

（１人に 1台）

200台

（3人に 1台）

ＩＣＴカート
7 台

（3クラスに 1台）

7台

（1クラスに 1台）

12 台

（2クラスに 1台）

ＩＣＴ支援員 各校週２日派遣

※児童生徒数、学級数は 2017 年 5 月 1日現在の数（特別支援学級を含む）

そのほか、本市の教育の情報化の現状を把握するため、市内の小・中学校を

対象とした学校ヒアリング調査*１（2018 年 5 月実施）及び教育の情報化推進計

画に係るアンケート調査*２（2018 年６月実施）を実施し、本章では、その検証

結果・調査結果と、本市のＩＣＴ環境の整備状況及び国の第 3 期教育振興基本

計画の整備目標を踏まえ、本市が今後取組むべき教育の情報化の課題を整理し

ます。

＊１ 小・中学校の抽出校（各２校）の教員（教務主任、ＩＣＴ活用担当者等の情報教育の推
進教員等）対象

＊２ 市内のすべての小・中学校のＩＣＴ活用担当者及び授業担当教員（小学校は各学年から
1名、中学校は各教科から 1名選定）対象
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２-１ 教育の情報化の現状

（１）教育の情報化の取組

本市では、先に述べたモデル校におけるＩＣＴを活用した学習について

検証を進めてきた結果、児童生徒の学習内容の理解の促進と教員の指導力

（ＩＣＴ活用指導力）の向上について効果が認められました。

タブレット活用推進モデル校事業報告書（2017 年 3 月）によると、「タ

ブレットを使った学習はわかりやすい」という質問に対する児童生徒の肯

定的な回答の割合は、すべてのモデル校で 80％を超えました（【資料 2-1】

を参照）。児童生徒がタブレットを活用した学習を行うことで、学習内容

の理解に結びついていると実感していることがわかります。

【資料 2】タブレットを使った学習に関するアンケート結果

（入船小 n=447、入船中 n=173、高洲中 n=510）

【資料 2-1】 【資料 2-2】

出典：「タブレット活用推進モデル校事業報告書」（2017 年 3月）

「タブレットを使った学習は楽しい・役立つ」という質問に対する肯定

的な回答の割合についても、すべてのモデル校で 80％を大きく上回ってお

り、タブレットは児童生徒に受け入れられやすく、また、自己の学習に有

益であると感じていることがわかります（【資料 2-2】を参照）。

具体的にどのような場面で役に立ったかを尋ねた質問で、児童生徒の肯

定的な回答が多かったもの（概ね 90％を超えているもの）は、次の３つです。

・写真や動画を撮影して活用する学習

・インターネットを用いた調べ学習

・タブレットを使った友達の発表（ＩＣＴカートで提示）を見る学習
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次に、教員のＩＣＴ活用指導力について、文部科学省の「平成 29 年度

における教育の情報化の実態等に関する調査結果（教員のＩＣＴ活用指導

力）」（調査基準日 2018 年 3 月 1 日）により、以下の項目について比較を

行いました。

①「教材研究・指導の準備・評価などにＩＣＴを活用する能力」

②「授業中にＩＣＴを活用して指導する能力」

③「児童生徒のＩＣＴ活用を指導する能力」

質問に対する市全体の肯定的な回答（「わりにできる」、「ややできる」）

の割合は、すべての項目で国の割合を下回っています。モデル校では、い

ずれの質問においても肯定的な回答が、国の割合を上回っています（【資

料 3】を参照）。

【資料 3】教員のＩＣＴ活用指導力に関するアンケート結果

（市全体 n=641、モデル校 n=64、国 n＝764,273）

出典：文部科学省「平成２９年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果
（教員のＩＣＴ活用指導力）」（調査基準日 2018 年 3月 1 日）をもとに作成

市全体の肯定的な回答の割合が国を下回っている理由としては、教育の情

報化推進計画に係るアンケート調査（2018 年 6 月）によると、「ＩＣＴ機器

の台数が不足している」、「機器の移動、設置の準備時間が足りない」などの

理由から活用が進まないことが、教員のＩＣＴ活用指導力に影響していると

考えられます。一方、モデル校ではＩＣＴカートやタブレット等の機器が十

分に整備されているとともに、ＩＣＴ支援員がトラブルや機器の準備に対応

することで、活用を推し進めていると考えられます。

モデル校での検証から、教員が使いたいときに使うことが可能な台数のタ

ブレットやＩＣＴカートを整備し、活用を支援する体制を整えることにより、

児童生徒の学習意欲が高まるとともに、教員のＩＣＴ活用指導力向上に伴い、

わかる授業の実現に結びついていることがわかります。
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（２）児童生徒の情報活用能力について

新学習指導要領では、総則において、児童生徒の発達の段階を考慮し、

言語能力、情報活用能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成するため、

各教科等の特性を生かし、教科横断的な指導の視点から教育課程の編成を

図るものとすることが記されています。小学校では文字入力などの基本的

な操作の習得や、新たにプログラミング的思考の育成が明記されるととも

に、中学校の技術・家庭科（技術分野）においてプログラミング、情報セ

キュリティに関する内容の充実が求められています。

本市の児童生徒が情報活用能力をどの程度身に付けているか、アンケー

ト調査を実施しました。この結果によると、「②インターネットで必要な

情報を探すことは得意である」という質問に対する児童生徒の肯定的な回

答の割合は 80％（モデル校では 85％）であり、児童生徒がＩＣＴを活用

し、情報を収集する力が身に付いていると実感していることがわかります

（【資料 4】を参照）。これは、本市がこれまでに市内全小・中学校にＰ

Ｃ教室を整備し、継続的に機種を更新し、使用しやすいネットワーク環境

を整えてきたこと、各小・中学校が情報教育全体計画と各学年の指導計画

を策定し、パソコンを使用する授業を計画的に行ってきたことによる成果

と考えられます。

【資料 4】児童生徒の情報活用能力に関するアンケート結果

（全体 n=2,928、モデル校 n=302）

出典：「浦安市児童生徒情報教育実態調査」（2018 年 12 月実施）
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一方、「③タブレットやコンピュータを使って、表やグラフを作ったり

することは得意である」「④タブレットやコンピュータを使って、発表す

るためのスライドや資料を作ることは得意である」「⑤タブレットやコン

ピュータを使って、スクリーンに映し発表することは得意である」の質問

では肯定的な意見の割合が 50％を下回っており、児童生徒がＩＣＴを活用

し、資料作成や自分の考えを表現・発表することが得意でないと感じてい

ることがわかります。

更に、③〜⑤の項⽬については、モデル校と全体での肯定的意見の割合

の差が大きくなっており、これらの情報活用能力を育成していくには、モ

デル校のようにＩＣＴ機器を整備し、児童生徒に活用させていくことが必

要であると考えられます。

また、「教育の情報化推進計画に係るアンケート結果」において、ＩＣ

Ｔを活用していくことで本市の児童生徒に育成すべきスキルを尋ねたとこ

ろ、教員の約 80％が「情報収集力」、「プレゼンテーション力」、「資料

作成力」の３つのスキルに集中しました（【資料 5】を参照）。

【資料 5】教員が児童生徒に育成すべきと考えるスキル（n=320）

出典：「教育の情報化推進計画に係るアンケート結果」（2018 年 6 月実施）

＊3 ICT を用いながら、わかりやすく発表、説明する力
＊4 コンピュータと人、人と人の間で情報、データ、メッセージなどをやり取りする力

「資料作成力」と「プレゼンテーション力」については、教員は必要な

スキルと捉えていますが、児童生徒は得意でないと感じています（【資料

4】項⽬③〜⑤参照）。

これらの資質・能力を、市内のどの学校でも等しく系統的に児童生徒に

身に付くことができるようにしていくことが必要です。
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（３）授業におけるＩＣＴ活用に向けたニーズ

本市では、ＩＣＴ環境を活用した授業の実践の支援として、デジタル教材

を整備するとともに、ＩＣＴ支援員の配置を行ってきました（【資料 6】を

参照）。

デジタル教材については、デジタル教科書とドリルソフトを整備してきま

した。デジタル教科書は、指導者用のものを小学校に１教科、中学校に２教

科を整備しています。ドリルソフトについては、児童生徒の学習の習熟の程

度に応じた問題を選択することができ、学習状況や成績などの履歴から、間

違いやすい問題が出題されるものを導入しています。

ＩＣＴ支援員については、これまでは年間 10 日程度の派遣だったところ、

2018 年度より、全校に週１日配置しています。ＩＣＴ支援員は、主に授業前

の教材作成の支援や授業中のＩＣＴ活用のサポートをしています。

【資料６】デジタル教材とＩＣＴ支援員の配置状況

小学校 中学校

デジタル教科書※
国語か算数の

どちらかを選択

希望により

２教科を選択

ドリルソフト
児童生徒一人一人の習熟度に応じたドリル問題を

反復学習することができるソフトを導入

ＩＣＴ支援員 全校に週１日配置

※デジタル教科書については、各学校の希望によって、必要な教科を購入。

教員がわかりやすい授業を実現するために、ＩＣＴ機器以外でどのよう

な教材や環境が整備・充実する必要があるか尋ねたところ、「デジタル教

科書の充実」、「ＩＣＴ支援員の来校頻度と支援内容の充実」があがりま

した。

デジタル教科書については、特定の教科ではなくすべての教科で導入を

望む意見がありました。ＩＣＴ支援員については、どの学校でも授業中の

サポートを高く評価しており、今後は、ＩＣＴ支援員の派遣回数の拡充や、

サポート内容の充実（ＩＣＴ機器の活用場面の提案など）といった、今ま

で以上の支援を望む意見が多くありました（教育の情報化推進計画に係る

アンケート 2018 年 6月実施）。
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２-２ ＩＣＴ環境の整備状況

（１）ＩＣＴ環境の整備状況

本市では、これまでにＩＣＴカートや学習者用コンピュータなどの機器

だけでなく、その活用を支えるネットワーク環境も整備してきました。

2016 年から 2017 年にかけて、各小・中学校の無線ＬＡＮの再構築を実

施し、どの教室でも場所を選ばずに一人一台のタブレットを活用できる環

境が整いました。また、2008 年度から全小・中学校に統合型校務支援シス

テムを導入し、児童生徒の学習の成果や成⻑の記録を保護者に提供したり、

それに伴う校務情報を一元管理したりしています。

本市のＩＣＴ環境の整備状況について、文部科学省が「平成 30 年度以

降の学校におけるＩＣＴ環境の整備方針について」に示した水準と比較す

ると、無線ＬＡＮ整備率や超高速インターネット接続率及び校務支援シス

テムについては、いずれも 100％と水準を達成しています。

しかしながら、大型提示装置、実物投影機、学習者用コンピュータ及び

指導者用コンピュータの配置数は、これまでも整備を行ってきましたが、

文部科学省が示す水準には達していません（【資料 7】を参照）。

【資料 7】ＩＣＴ機器環境の整備状況

本市の現状 文部科学省水準＊5

大型提示装置＊6 各校４〜12 台
普通教室及び

特別教室へ常設

実物投影機 各校４〜12 台
普通教室へ常設

（小学校及び特別支援学校）

学習者用コンピュータ＊7
小学校 12.1 人／台

中学校 2.3 人／台
３人／台＊8

指導者用コンピュータ 4〜12 台 授業担任に 1台

無線 LANの整備率 100％整備 100％整備

校務用コンピュータ 教員１人１台 教員１人１台

統合型校務支援システム 100％整備 100％整備

超高速インターネットの

接続率
100％整備 100％整備

※網掛けしている項目については文部科学省の水準を達成している。

*5 文部科学省「平成 30年度以降の学校における ICT環境の整備方針について」より。

*6 本市では ICTカートに該当する。
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*7 学習者用コンピュータは、文部科学省の「平成 30 年度以降の学校における ICT 環境

の整備方針について」によると、小学校中学年以上は、ハードウェアキーボードを必須

とすることが適当としている。また、観察等の際に写真が撮影できるよう「カメラ機能」

があることが望ましいとされている。本市では小学校にキーボード付きのタブレットを

整備している。

*8 文部科学省の表記は「3 クラスに 1 クラス分整備」となっているが、クラスによって

人数の差があるので、一律に台数を決めるのではなく、どの学校にも差異のない整備を

進めるため、本市では 3人に 1台分と読み替えている。

（２）ＩＣＴ環境に対するニーズ

ＩＣＴ環境の整備状況について、情報教育推進計画に係るアンケート結

果（2018 年６月実施）によると、ＩＣＴカートや児童生徒用タブレットの

ニーズに関する質問で、ＩＣＴカートを「１クラスに１台程度」求める回

答が 51％になっています（【資料 8-1】を参照）。また、児童生徒用タブ

レットについては「1 人１台程度」の整備を求める回答が 58％になってい

ます（【資料 8-2】を参照）。調査結果から、ＩＣＴを活用した授業や学

習を実践するに当たり、ＩＣＴカートや児童生徒用タブレットの充実が求

められていることがわかります。

【資料８】ＩＣＴ環境に対するニーズ（n=170、n=165）

出典：「教育の情報化推進計画に係るアンケート結果」（2018 年 6月実施）
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児童生徒用タブレットについて、特別支援学級では操作が容易な機種や

個に応じたソフトウェアを使用したいという意見もあり、授業形態や学習

内容によって、ＩＣＴ機器の整備や活用を検討する必要があります。

また、校務用コンピュータは老朽化により、ネットワークへの接続が不

安定になったり、バッテリーの故障や物理的な破損などが多くなったりと、

校務の遂行に支障を来すため、早急な更新が必要です。

（３）ＩＣＴ運用に関するニーズ

現状のＩＣＴ運用については、学校ヒアリング調査結果（2018 年 5 月

実施）によると、教員からは十分にセキュリティ対策がとられているとい

う意見が多い一方で、調べ学習の際のフィルタリングによるアクセス制限

の緩和や、児童生徒用タブレットで撮影した写真を直接ＰＣに取り込んで

印刷できる環境の導入等の改善を求める意見がありました。

また、本市の教育現場における情報セキュリティ対策については、本市

の情報セキュリティポリシーに準拠するとともに、教育現場という固有の

環境における情報セキュリティ対策を規定した「学校教育支援システム運

用基準」（2014 年 3 月 17 日改正）を定めて運用しています。

現状では、校外への児童生徒用タブレット（本市整備）の持ち出しを禁

止していますが、校外での学習に活用したいという意見がありました。学

習内容とＩＣＴの利活用の視点から、情報セキュリティ対策や運用ルール

を見直す必要があります。
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２-３ 今後取組むべき課題

「２-１教育の情報化の現状」、「２-２ＩＣＴ環境の整備状況」より、以

下の 4つの視点で、本市が今後取組むべき課題を整理しました。

（１）児童生徒が確かな学力を身に付けるための情報活用能力の

育成

・本市が児童生徒に身に付けさせたい資質・能力の明確化や新学習指導

要領を踏まえた情報活用能力を育成するための教育活動の充実

・基礎的・基本的な知識・技能の習得を目的とした児童生徒一人一人の

習熟の程度や発達の段階を考慮した個に応じた学習の推進

（２）教員のＩＣＴを活用した指導力の向上

・すべての教員がＩＣＴを活用した指導が展開できることを目的とした

教材の整備や、研修やサポート体制の強化

（３）ＩＣＴ環境

・ＩＣＴを活用した学習を行うために必要な、ＩＣＴカート、児童生徒

用タブレット等のＩＣＴ機器の整備

・校務用コンピュータの老朽化に伴う機器トラブル解消に向けた校務に

おけるＩＣＴ環境の改善

（４）ＩＣＴ運用

・適切なフィルタリングの設定や校外学習でのＩＣＴ機器活用など、学

校現場の実態に即した運用ルールの見直し
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３ 計画の目標及び基本方針

３-1 教育の情報化推進の背景

文部科学省が策定した「第３期教育振興基本計画」（2018 年 6 月 15 日）

では、これからの社会を生きる児童生徒に対し、「社会や人生、生活を、人

間ならではの感性を働かせてより豊かなものにすることや、複雑化・多様化

した現代社会の課題に対して、主体的な学びや多様な人々との協働を通じ、

その課題解決につながる新たな価値観や行動を生み出すこと」が求められて

いると記しています。

このような社会を生きる児童生徒の確かな学力を育むため、新学習指導要

領では、学校教育において重視すべき資質・能力を次の３つの柱で整理して

います。

（１）生きて働く知識・技能の習得

（２）未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等の育成

（３）学びに向かう力・人間性等の涵養

また、これらの資質・能力を育成するために、「主体的・対話的で深い学

び」の視点からの学習過程の改善が必要とされています。「主体的・対話的

で深い学び」の実現に必要な要素の一つが、教育の情報化です。教育の情報

化は、「情報活用能力の育成」、「教科指導等におけるＩＣＴの活用」、

「校務の情報化」の３つの側面があり、これらを通して教育の質の向上を目

指すものです。

このうち情報活用能力について、学校教育において重視すべき資質・能力

の３つの柱の視点で整理すると次のようになります。
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項目 身に付ける資質・能力

知識・技能

・情報と情報技術を適切に活用するための知識と技能

・情報と情報技術を活用して問題を発見・解決するための方

法についての理解

・情報社会の進展とそれが社会に果たす役割と及ぼす影響に

ついての理解

・情報に関する法・制度やマナーの意義と情報社会において

個人が果たす役割や責任

思考力・判断

力・表現力等

・必要な情報の信頼性を吟味して、取捨選択する力

・様々な事象を情報とその結びつきの視点から捉える力

・相手や状況に応じて情報を適切に発信したり、発信者の意

図を理解したりする力

・複数の情報を結びつけて、新たな意味を見出したり、自分

の考えを深めたりする力

学びに向かう

力・人間性等

・情報を多角的・多面的に吟味し、その価値を見極めていこ

うとする態度

・自らの情報活用を振り返り、評価し改善しようとする態度

・情報モラルや情報に対する責任について考え行動しようと

する態度

・情報社会に主体的に参画し、その発展に寄与しようとする

態度

このように、情報活用能力は、教科等の枠を超えて学力の基盤を支えるも

のとして、これからの社会を生きる児童生徒にとって肝要な資質・能力です。

本市では、情報活用能力の育成を通じて児童生徒の確かな学力を支える資

質・能力を高めるとともに、ＩＣＴを活用した教育の質的向上を目指し、本

市が目指す教育の情報化を実現します。
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３-２本市が目指すＩＣＴを活用した授業像

児童生徒の学習への興味・関心を高め、主体的・対話的で深い学びの実現

に向けた授業改善のため、各教科等の指導におけるＩＣＴの効果的な活用を

推進します。

学校教育において重視すべき資質・能力の３つの柱の観点から、本市の目

指す授業像を次のように整理しました。

（１）教材の拡大提示による視覚的でわかりやすい授業

大型提示装置を利用して、教科書やプリント、画像・動画などの教材を

拡大提示することによって、学習内容を視覚的にわかりやすく伝え、知識

の定着や技能の習熟を図ります。

また、授業の導入で拡大提示によってわかりやすく説明することで、学

習課題をより明確に伝えることができ、学習活動を充実させることを目指

します。

◆活用例（技術・家庭科）

大型提示装置を活用して、教員が実際

に裁縫している手元を映し、縫い方のポ

イントをわかりやすく説明する。

実習中は、手本となる動画教材を繰り

返し再生するなど、児童生徒が確実に技

能を習得できるような工夫する。

◆活用ＩＣＴ機器

・大型提示装置

・実物投影機

・指導者用タブレット
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（２）個に応じた支援ができる授業

児童生徒が、基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得できるよう、学

習アプリケーションを利用し、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ます。自分のペースで学習したり、不得手な分野を重

点的に復習したりすることで、主体的に学習に取組む態度を養います。

（３）調べ学習や資料・作品制作を通して思考力・判断力・表現

力等を育む授業

各教科の学習内容をより深く理解するために、インターネット等を通じ

て、詳細なデータや写真・動画等の情報を収集し、収集した情報から学習

課題の解決に必要な情報を取捨選択する過程の中で、思考力・判断力・表

現力等を育みます。

また、収集した情報を基に、タブレット等を用いて調査結果を表や図に

表したり、調査結果に対する自分の考えを文章にまとめたりする学習活動

を通じて、学習内容の理解を深めます。

◆活用例（算数・数学）

計算ドリルソフト等を用いて、計算を

確実に身に付ける。

教員は、児童生徒の習熟の程度や進捗

状況を把握し、適宜助言をしながら、問

題を繰り返し練習させ、計算技能の確実

な定着を図る。

◆使用ＩＣＴ機器

・児童生徒用タブレット

・コンピュータ室ＰＣ

◆活用例（理科）

タブレットのカメラ機能を活用し、教

室外の観察物の写真や動画を記録し、観

察結果を表やグラフに表す。正確な記録

ができるため、教室外の調査であっても

後から細かな観察が可能となる。

◆使用ＩＣＴ機器

・児童生徒用タブレット

・コンピュータ室ＰＣ
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（４）意見交流を通して自分の考えを深める授業

グループなどでの意見交流の際、タブレットを用いることで、視覚的に

互いの考えを共有することができ、グループ内の議論を活発化させます。

共通の学習課題について他者の考えに触れることで、自分の考えを広げた

り、深めたりすることができます。これにより、基礎的・基本的な知識・

技能の確実な習得や、思考力・判断力・表現力等の向上を図ります。

（５）一人一人の考えを伝え合う授業

児童生徒が、調べたり、考えたり、話し合ったりしてまとめたものをわ

かりやすく提示し、活発な話し合いを実現します。クラスやグループに自

分の考えを伝えるために、児童生徒一人一人が学習課題に対して主体的に

考え、他者からの意見を踏まえて資料や作品を見直すことで、多角的な

見方・考え方を身に付けることができます。こういった一連の学習活動を

通して、表現力やコミュニケーション能力の向上を図ります。

◆活用例（社会）

学習課題について、グループ内で調査結果

を共有し整理する。

グループ内の意見はタブレットを用いてま

とめ、クラス全体で共有することで、他のグ

ループの考え方と比較することができる。

◆使用ＩＣＴ機器

・大型提示装置

・実物投影機

・児童生徒用タブレット

◆活用例（英語）

タブレットで日本文化について調べ、プレ

ゼンテーションソフトを用いてレポートを制

作する。制作したレポートを大型提示装置で

投影し、グループ内やクラス全体にわかりや

すく発表する。

◆使用ＩＣＴ機器

・大型提示装置

・実物投影機

・児童生徒用タブレット
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３-３ 計画の目標

「浦安市教育ビジョン」では、「未来に向かって夢を持ち、豊かに生きる

浦安っ子の育成」を基本理念として掲げています。確かな学力の定着を図り、

主体的に学び続ける態度を育成することを通じて、これからの社会で自ら課

題を見つけ積極的・創造的に挑戦する子どもを育んでいきます。

本市では、国が示す諸計画や、「浦安市教育ビジョン」を踏まえ、教育の

情報化を推進する基本的な考え方として、「児童生徒」、「教員」の２つの

側面から目標を次のように設定しました。

目標 1【児童生徒の側面】

児童生徒が自らの学習にＩＣＴを活用することで、学習意欲を高める

とともに、すべての学習の基盤となる情報活用能力を身に付けていきま

す。たくさんの情報の中から、真に必要な情報を取捨選択して効果的に

活用できる力を育成することで、学力の向上を目指します。

目標 2【教員の側面】

教員が授業の各場面（導入、展開、終末）の目的に合ったＩＣＴの機

能を活用できるよう、ＩＣＴ活用指導力や授業力を高めます。これによ

り、主体的・対話的で深い学びができる授業改善に努め、児童生徒の学

習内容の理解を深めるわかる授業を実施し、「確かな学力」を育みます。

これらの２つの目標にしたがって教育の情報化を推進していきます。

児童生徒の学習内容の理解を深めるＩＣＴの活用指導力や授業力の向上

確かな学力の向上を支える情報活用能力の育成
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３-４ 計画の基本方針

本計画の目標を達成するために、「２-３今後取組むべき課題」で整理し

た課題から、次の７つの基本方針を設定して推進します。

①情報活用能力の育成による学びの質の向上

新学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業

改善を通し、学校教育における質の高い学びを実現することが示されていま

す。実現にあたっては、各教科における基礎的・基本的な知識・技能の習得

や観察、発表、記録といった技能を重視するとともに、情報活用能力の育成

が重要です。情報活用能力は単なるＩＣＴ機器の操作技能に留まることなく、

たくさんの情報の中からその信頼性を吟味し、必要な情報・有用な情報を取

捨選択する力などが含まれるため、教科等を横断して育むべき力であり、学

校全体で育成を推進していく必要があります。

また、教科指導でのＩＣＴの活用は、わかりやすい授業の実現や情報活用

能力の育成に効果的であり、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた

授業改善において非常に有用です。

本市では、2020 年度に必修となる小学校におけるプログラミング教育等を

含め、情報活用能力の「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、

「学びに向かう力・人間性等」をバランスよく育成することを目指します。

②児童生徒一人一人の習熟の程度に応じた学習支援の強化

児童生徒に学習内容のより深い理解を促すために、児童生徒の発達の段階

やそれぞれの特性に応じて、個に応じた学習支援の一層の充実を図ることが

求められます。児童生徒一人一人の習熟の程度に応じた学習を実現するため

に、ＩＣＴを効果的に活用し、柔軟かつ多様な指導や教材提供を目指します。

また、教員による児童生徒の個々の学習状況に応じた適切な支援、きめ細か

い指導の実現を推進します。

＜浦安市教育ビジョン＞
基本施策 1−2−1 一人一人に応じたきめ細かい授業の推進
基本施策 1−4−6 情報教育の充実

＜浦安市教育ビジョン＞
基本施策 1−2−1 一人一人に応じたきめ細かい授業の推進
基本施策 1−4−6 情報教育の充実
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③「わかる授業」を実現するためのＩＣＴを活用した指導力の向上

「わかる授業」を実現し、児童生徒に確かな学力を身に付けさせるととも

に、情報活用能力を育成するためには、一人一人の教員がＩＣＴを活用した

指導力の向上の必要性を理解し、ＩＣＴを活用したよりよい授業づくりに取

組む必要があります。そのためには、単にＩＣＴを活用した授業頻度を増や

すだけではなく、指導のねらいや児童生徒の実態に合わせてＩＣＴ機器を効

果的に活用する必要があります。今後のＩＣＴ環境の整備に伴い、研修の更

なる充実、ＩＣＴ支援員による授業支援の強化、指導例の情報共有により、

ＩＣＴ活用力の向上を目指します。

④学習内容の理解促進のためのデジタルコンテンツの充実

児童生徒が基礎的・基本的な知識・技能を効率よく習得し、確かな学力を

身に付けるためには、学習課題への興味・関心を高めることや、個別学習で

の反復学習を行うことなどが効果的です。デジタルコンテンツには、書き込

み機能、拡大縮小機能などが備わっており、わかりやすい教材提示を通して

学習課題への興味・関心を高めることができます。特に、デジタル教科書は、教

科書の内容を詳しく読み取ったり、書き込みながら話し合いをしたりする活

動が可能となり、学習内容の理解を助けます。また、動画・アニメーション

教材、参考資料、ドリル・ワークなどの活用により、これまでの教科書では

実現できなかった学習効果を得ることができます。デジタル教科書を導入す

る教科数の拡充、学習アプリケーションの使用の拡充を通し、児童生徒の学

習内容のより深い理解を促します。

⑤「わかる授業」を推進するＩＣＴ機器環境の整備

「わかる授業」を推進する視点からの授業改善に向け、更なるＩＣＴ機器

環境の整備が必要です。文部科学省が定める「教育のＩCＴ化に向けた環境

整備５か年計画」を基に、本市のＩＣＴ環境の現状を踏まえ、必要な機器環

＜浦安市教育ビジョン＞
基本施策 1−2−1 一人一人に応じたきめ細かい授業の推進
基本施策 1−4−6 情報教育の充実

＜浦安市教育ビジョン＞
基本施策 1−2−1 一人一人に応じたきめ細かい授業の推進
基本施策 1−4−6 情報教育の充実
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境を整備します。市内で統一した整備をすることで、全ての児童生徒がＩＣ

Ｔを活用した授業を差異なく受けられるようにします。

ＩＣＴ機器の調達にあたっては、限られた予算を効果的・効率的に活用す

る観点から、本計画で示す情報教育の基本方針を基に、優先的に整備します。

ＩＣＴカート及び児童生徒用タブレットについては、モデル校での検証結果

からも児童生徒の情報活用能力の育成や学習内容の理解に効果的であること

から優先的に整備します。

ＰＣ教室は、コンピュータを１人 1 台環境で利用でき、キーボードやマウ

ス、大きな画面のモニターを使って、キーボード入力の練習、図画工作・美

術での作品作りや音楽での創作活動など、様々な教科における作品制作やレ

ポート作成等に最適です。今後も機器の更新と利用環境の向上に努めます。

ＰＣ教室での取組内容

○コンピュータの基本操作の習得

・マウスの操作やキーボード入力の練習

・文書作成ソフトや表計算ソフト、プレゼンテーション資料作成ソフトの操作の習

得に活用

○知識、技能の定着のための練習

・デジタルドリルを使った個々の習熟度に合った問題練習

・ヘッドホンを用いた英語のリスニングやスピーキングの学習

○レポート、発表資料、作品などの作成・編集・印刷

・収集した資料や情報をもとに、作文、レポート、発表資料、作品などのアウトプ

ットを出させるために活用

○技術・家庭科の授業やプログラミング教育

・中学校の技術・家庭科（技術分野）の授業では、「計測・制御のプログラミン

グ」や「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」

等で活用

・小学校でのプログラミング教育（2020 年度より実施）で、一人一人がコンピュー

タを用いてプログラミング的思考を身に付ける実習に活用

○授業支援ソフトの利用

・児童生徒の作業状況をモニターで確認しながら、適切な助言の実施

・教材の⼀⻫配付及び⼀⻫回収

○始業前や放課後の利用

・自主的に学習したい児童生徒に開放し、デジタルドリル教材を活用

＜浦安市教育ビジョン＞

基本施策 6−3−2 教育施設等の整備充実
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⑥校務の効率化のためのＩＣＴを活用した校務支援の改善

本市では、校務を効率的に進めていくために、すべての教員に 1 人 1 台校

務用パソコンを整備してきましたが、機器が老朽化しているため、校務用パ

ソコンを更新します。また、文部科学省が示す「校務システム導入・運用の

手引」において、統合型校務支援システムの導入が勧奨されており、校務の

さらなる効率化が求められています。これを受けて、現在導入している校務

支援システムを実態に即すよう、精査・検討し、バージョンアップも視野に

入れた見直しを検討します。

⑦安心・安全なＩＣＴ環境整備の推進

児童生徒が制作した作品や、校務用パソコンで作成した学籍データや成績

データなどの個人情報を、外部・内部の脅威から守るためにセキュリティ対

策を講じることが非常に重要です。

2017 年に文部科学省が策定した「教育情報セキュリティポリシーに関する

ガイドライン」に沿って、本市の「学校教育支援システム運用基準」を見直

し、ＩＣＴ環境におけるセキュリティの確保を推進します。

＜浦安市教育ビジョン＞

基本施策 6−2−3 教員が子どもと向き合う環境の整備

＜浦安市教育ビジョン＞
基本施策 6−2−2 教職員の質の向上
基本施策 6−3−2 教育施設等の整備充実
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４ 具体的な取組

４-１ 施策の全体像

「３-4 計画の基本方針」で挙げた７つの基本方針に基づき、本市のこれま

での取組み状況も勘案し、具体的な２０の施策を策定しました。

７つの基本方針 ２０の施策

①情報活用能力の育成

による学びの質の向

上

①−1 確かな学力の向上のための計画的な ICT を活用した

授業の実施

①−2 論理的思考力向上のためのプログラミング教育の充

実

①−3 情報社会で適正な活動を行うための情報モラル教育

の充実

②児童生徒一人一人の

習熟の程度に応じた

学習支援の強化

②−1 知識・技能習得のためのデジタルコンテンツの活用

②−2 配慮を必要とする児童生徒のためのタブレット活用

の推進

③「わかる授業」を実

現するためのＩＣＴ

を活用した指導力の

向上

③−1 「わかる授業」を実現するためのＩＣＴ研修の充実

③−2 ＩＣＴ支援員によるサポート体制の充実

③−3 ＩＣＴを活用した指導事例等の情報共有の実施

④学習内容の理解促進

のためのデジタルコ

ンテンツの充実

④−1 学習内容への興味・関心を高めるための動画教材な

どのデジタルコンテンツの活用

④−2 拡大表示による学習支援に向けたデジタル教科書の

活用

⑤「わかる授業」を推

進するＩＣＴ機器環

境の整備

⑤−1 大型提示装置の整備拡充

⑤−2 実物投影機（書画カメラ）の整備拡充

⑤−3 児童生徒用タブレットの整備拡充

⑤−4 ＰＣ教室用コンピュータの更新

⑤−5 仮想基盤の更新

⑤−6 ネットワーク機器の更新

⑥校務の効率化のため

のＩＣＴを活用した

校務支援の改善

⑥−1 校務用コンピュータの更新

⑥−2 統合型校務支援システムのバージョンアップ

⑦安心・安全なＩＣＴ

環境整備の推進

⑦−1 学校教育支援システム運用基準の更新・運用

⑦−2 情報セキュリティ研修の実施



パブリックコメント資料

25

４-２ 基本方針ごとの施策内容

期待
効果

市全体で情報教育を推進することで、児童生徒が情報活用能力の「知
識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう力・人
間性等」をバランスよく習得し、学びの質が向上する。

成果
指標

児童生徒の情報活用能力に対する質問の肯定的回答（できる、得意な
ど）の割合
➡80％
（参考：浦安市児童生徒情報教育実態調査 2018年 12月現在 53％）

①−１ 確かな学力の向上のための計画的なＩＣＴを活用した授業の実施

文部科学省が示す情報活用能力の観点（「知識・技能」、「思考力・判断

力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」）を踏まえ、確かな学力の

向上のため、情報活用能力の育成を推進します。

また、各学校が新学習指導要領の新しい観点を踏まえ、現在の情報教育全

体計画を見直し、系統的に情報活用能力を育成します。

①−２ 論理的思考力向上のためのプログラミング教育の充実

2020 年度の小学校プログラミング教育の全面実施に向けて、2019 年度ま

でにプログラミング教育を実施する体制を整えます。文部科学省が示す「小

学校プログラミング教育の手引」（文部科学省 2018 年 11 月）に基づき、各

学校におけるプログラミング教育の実施について情報教育全体計画に明記し、

教材・教具の選定や整備を行います。

2020 年度以降は、各学校の情報教育全体計画に基づいたプログラミング教

育を実施し、プログラミング教育を導入する単元や教材・教具の見直しを必

要に応じて行います。また、教員が円滑にプログラミング教育を行えるよう、

研修を充実させるとともに、ＩＣＴ支援員の協力を得ながら、質の高い授業

づくりを推進します。

基本方針① 情報活用能力の育成による学びの質の向上

具体的な施策
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①−３ 情報社会で適正な活動を行うための情報モラル教育の充実

情報モラルの育成の場面や時期を明確にし、児童生徒が情報社会にふさわ

しい情報モラルを身に付けられるよう指導します。また、教員を対象とした

ＩＣＴ研修の実施を通じ、情報モラルに対する教員の意識を高め、児童生徒

の発達の段階に応じた指導を行います。
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期待
効果

児童生徒の能力・適性、興味・関心等に応じた教育活動を通し、児童
生徒が最適な状況で学習を展開し、より確かな学力を身に付けること
ができる。

成果
指標

「学習ドリル等のデジタルコンテンツを活用することで、自分に合っ
たペースで学習ができる」ことについて、肯定的回答をする児童生徒
の割合
➡80％
（参考：浦安市児童生徒情報教育実態調査 2018 年 12月現在 62％）

②−１ 知識・技能習得のためのデジタルコンテンツの活用

基礎的・基本的な知識・技能の定着のためには、繰り返しの学習が必要で

あり、児童生徒が個別にドリル学習を行うことも効果的です。また、児童生

徒の学習の習熟の程度に応じた問題を選択することができ、学習状況や成績

などの履歴から、間違いやすい問題が出題されるデジタルコンテンツ（学習

ドリル）を活用します。

②−２ 配慮を必要とする児童生徒のためのタブレット活用の推進

自分のペースで学習できる学習アプリケーションの利用や文字や画像の拡

大、音声による文章の読み上げ等、配慮を必要とする児童生徒一人一人のニ

ーズに対応した学びをサポートします。また、必要に応じてタブレットの追

加整備を検討します。

具体的な施策

児童生徒一人一人の習熟の程度に応じた学習支援の強化基本方針②
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期待
効果

新学習指導要領における教科の目標を達成するために、授業中の指導
や授業準備等にＩＣＴを活用し、質の高い授業を実現することができ
る。

成果
指標

ＩＣＴを活用して指導することについて、肯定的回答をする教員の割
合
➡80％
（参考：平成２９年度学校における教育の情報化の実態等に関する調
査結果2017 年 3月 72％）

③−１ 「わかる授業」を実現するためのＩＣＴ研修の充実

ＩＣＴを活用した指導力を高めるため、教育委員会が年間を通じた研修を

計画し、実施します。研修の内容は、ＩＣＴ機器操作の習熟や指導事例の共

有に留まらず、授業実践に有効な研修を実施します。

③−２ ＩＣＴ支援員によるサポート体制の充実

ＩＣＴ機器を活用した授業を円滑に運営するには、教員が機器操作や指導

方法について困った時に相談ができ、安心して指導できる環境づくりが重要

です。そのため、市内のすべての小・中学校に、ＩＣＴ支援員を週 1 回派遣

します。授業のねらいを効果的に実現させるため、ＩＣＴ機器の活用場面の

提案、教材の作成支援、授業中の機器操作の支援などを充実させます。

③−３ ＩＣＴを活用した指導事例等の情報共有の実施

ＩＣＴを活用した指導力の向上のため、実践事例発表会（８月に実施）に

おいて、各学校におけるＩＣＴを活用した優良な指導事例・教材等の情報共

有を行います。また、効率的に情報共有することを目的に、実践事例発表会

の他に、優良な指導事例や教材等を教育委員会で取りまとめ、ネットワーク

上で閲覧・活用できるようにします。

具体的な施策

「わかる授業」を実現するためのＩＣＴを活用した指導力の向上基本方針③
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期待
効果

デジタル教科書などのデジタルコンテンツの機能の活用を通じた適
切な指導・必要な支援を行うことで、児童生徒の学習内容に対する
理解を助け、より効果的な学習を実現することができる。

成果
指標

児童生徒のデジタルコンテンツを活用することに対する肯定的回答
の割合
➡80％

（参考：浦安市児童生徒情報教育実態調査 2018 年 12月現在 66％）

④−１ 学習内容への興味・関心を高めるための動画教材などのデジタルコンテ
ンツの活用

児童生徒の学習意欲を高めるために、デジタルコンテンツを活用する授業

を推進します。動画や写真、音声を見たり聞いたりすることで、理解が深ま

ることが期待できます。ＩＣＴ支援員から有用なデジタルコンテンツの提案

や授業支援を得ながら、教材を選定し、指導します。

④−２ 拡大表示による学習支援に向けたデジタル教科書の活用

基礎的・基本的な教育内容の理解を深めるため、学習内容を視覚的に伝達

できるデジタル教科書を効果的に活用します。市内のすべての小・中学校に

おいて、全学年に国語、算数・数学、理科、社会、英語の 5 教科の指導者用

デジタル教科書の整備を、特別支援学級に在籍する児童生徒には、障がいの

特性に応じた学習者用デジタル教科書の整備を検討します。教員のデジタル

教科書を活用した指導力の向上については、日々の実践の中でＩＣＴ支援員

等のサポートによるＯＪＴにより強化していきます。

具体的な施策

学習内容の理解促進のためのデジタルコンテンツの充実基本方針④
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期待
効果

整備したＩＣＴ機器等を用いるべき場面で有効に活用した情報教育
を行うことを通して、「主体的・対話的で深い学び」を実現するこ
とができる。

成果
指標

ICT機器を活用した授業の実施率
➡80％
（参考：浦安市立小・中学校ＩＣＴ活用状況調査2018年 9〜11月 37％）

⑤−１ 大型提示装置の整備拡充

本市では大型提示装置をこれまで学校規模に応じて 4 台〜12 台整備してき

ました。ＩＣＴ機器のうち、大型提示装置の利用頻度が高く、教員の教材提

示や、児童生徒の発表等、幅広い活用が見込まれるため、大型提示装置を優

先的に整備拡充します。

2019 年度に大型提示装置としてＩＣＴカートを１クラスに１台整備します。

⑤−２ 実物投影機（書画カメラ）の整備拡充

教員が書写や音楽の学習など教員の手元を映しながら指導する場合や、児

童生徒のノート・ワークシートや参考資料を映しながら指導する場合などに

効果的です。2019 年度に、小学校は１クラスに１台、中学校は 3 クラスに

１台を整備します。

⑤−３ 児童生徒用タブレットの整備拡充

新学習指導要領に示されている「主体的・対話的な深い学び」の実現のた

め、学校内のあらゆる場所や教室でＩＣＴを活用できるようタブレットを活

用した学習を推進していきます。タブレットを活用することで、インターネ

ットでの調べ学習や、観察物の写真をタブレットのカメラ機能で撮って教室

で確認するなどの活用だけでなく、児童生徒間で行う意見交換、発表などの

協働学習を通じて、思考力・判断力・表現力等を育成することが可能となり

ます。

2020 年度に、4人に 1台を整備します。

具体的な施策

「わかる授業」を推進するＩＣＴ機器環境の整備基本方針⑤
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⑤−４ ＰＣ教室用コンピュータの更新

ＰＣ教室の機器更新時期に合わせ、児童生徒の情報活用能力の育成を考慮

した機器に入れ替えるとともに、タブレットに大画面のモニターとキーボー

ドを接続した形態での導入を検討します。これにより、キーボード入力等の

基本操作の習得や、レポート、発表資料、作品制作などの従来のＰＣ教室の

用途に加えて、必要に応じて、タブレットとしてＰＣ教室外に持ち出して活

用することも可能となります。

2022 年度までに各学校のＰＣ教室に 41 台（児童生徒：40 台、教員用：1

台）を更新時期に合わせて整備します。

⑤−５ 仮想基盤の更新

2013 年度に小・中学校の学校インフラ環境（仮想基盤）を整備しましたが、

2019 年度中にサーバ機器等の保守期限が切れるため、学校インフラ環境（仮

想基盤）を更新し、安定的な運用を目指します。

⑤−６ ネットワーク機器の更新

2016 年から 2017 年にかけて小・中学校の校内無線ＬＡＮを再構築しまし

た。今後は、校内ＬＡＮの運用保守を行うとともに、ネットワーク機器の更

新時期に合わせて、より有用なネットワーク環境の構築に向けて検討します。

*9 明海南小学校・明海中学校は合築であるため、ＰＣ教室を共用している。そのため、市内

の小・中学校全 26 校のうち、25 校分のＰＣ教室用コンピュータを更新する。
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期待
効果

学校運営や学級経営に必要な情報や、児童生徒の出席、学習、健康、
体力等の状況を一元的に管理・共有できる。

成果
指標

事務作業従事時間の軽減及び学習指導や生徒指導の質の向上

⑥−１ 校務用コンピュータの更新

校務用コンピュータは、情報セキュリティを維持するため、端末内に保存

領域のないシンクライアントＰＣを教員に 1 人 1 台配備します。職員室用コ

ンピュータは、外部データの取り込みや学校独自に調達したプリンタ、スキ

ャナなどの機器を接続できるＰＣを各学校２台配備します。

⑥−２ 統合型校務支援システムのバージョンアップ

統合型校務⽀援システムとして現在導⼊している「こどもの成⻑の記録提

供システム」の導入効果を最大化するため、新規採用者対象及び活用担当者

向けの研修に加えて、各機能の改修時などに必要に応じて研修を追加実施し

ます。また、校務の実態に踏まえて、当該システム内容を精査・検討し、バ

ージョンアップも視野に入れた見直しを実施します。

具体的な施策

校務の効率化のためのＩＣＴを活用した校務支援の改善基本方針⑥
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期待
効果

学校教育支援システム運用基準を適切に守ることで、必要な情報セ
キュリティが確保できる。

成果
指標

情報セキュリティｅラーニング研修におけるカテゴリー別正答率
➡全てのカテゴリー 90％

（参考：第1回情報セキュリティeラーニング研修 2018年 6月実施 82％）

⑦−１ 学校教育支援システム運用基準の更新・運用

全ての教員が、情報資産の重要性と取り扱いに関するリスクを正しく認識

するために、ＩＣＴ機器・システムの管理方法を周知するとともに、児童生

徒用タブレットの校外使用の許可やフィルタリングの基準の見直しを検討す

る等、より活用しやすくするための運用の工夫を図ります。

⑦−２ 情報セキュリティ研修の実施

一般的に、情報漏えい等のセキュリティ事故の原因の多くは、情報資産を

扱う者の過失によるものと言われています。全ての教員が情報資産の適正な

管理と運用ができるよう、新規採用者等情報セキュリティ講習会や、全教員

対象の情報セキュリティ eラーニング研修等を実施します。

具体的な施策

安心・安全なＩＣＴ環境整備の推進基本方針⑦
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５ 学校ＩＣＴ環境整備計画

「４ 具体的な取組」に基づいた、授業及び学習の実践に必要となる学校

のＩＣＴ環境を 2019 年度から段階的に整備・更新していきます。学校の

ＩＣＴ環境等の整備・更新にあたっては、以下の３点を考慮し、適切なタイ

ミングで実施します。

・本市の「まちづくり 3 か年計画」（2018〜2020 年度）を踏まえて、

2019 年度に大型提示装置を普通教室に各１台、実物投影機を小学校１ク

ラスに１台、中学校は３クラスに１台整備します。また、2020 年度に児

童生徒用タブレットを４人に１台整備します。

・既存のＩＣＴ機器環境については更新時期（ＩＣＴ機器のリース期限等）

を考慮し、小・中学校のＩＣＴを活用した教育活動の質を維持できるよ

うに更新します。

・ＩＣＴ機器の整備数については児童生徒及び教員の増減や、学校施設の

改修などに伴い、学校間格差が生じないよう適宜見直します。

中間評価 最終評価
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６ 計画の推進と評価

本計画を着実に推進するにあたり、「４−２ 基本方針ごとの施策内容」で

定めた成果指標を基に、ＰＤＣＡ（Plan（計画）→Do（実行）→Check（評

価）→Action（改善））のマネジメントサイクルによる進捗管理を行います。

成果指標の達成の度合いは、新たなＩＣＴ機器（大型提示装置、実物投影

機、児童生徒用タブレット）の整備が完了し、活用が軌道にのる、2021 年度

に中間評価、最終年度（2023 年度）に最終評価を実施することで確認します。

評価方法としては、児童生徒及び教員を対象に、本市及び文部科学省が実施

するアンケート調査などで評価します。

また、児童生徒及び教員のＩＣＴ機器の活用状況については、毎年度実施

している活用状況調査で評価します。

本計画は、今後の５年間を見据えて策定しておりますが、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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用語解説

用語 意味

ICT Information and Communication Technology の

略で情報通信技術のこと。IT（Information

Technology）の情報技術に加えて「コミュニケー

ション」（伝達性、通信性、更新性）が表現され

ている点に特徴があり、ネットワーク通信による

情報・知識の共有が念頭に置かれている。

ICTカート 浦安市で整備している大型提示装置のこと。プ

ロジェクタ、実物投影機（書画カメラ）、提示用

パソコン等が可動式のカート上にセットされてい

る。

ICT支援員 ITスキル、学校業務への理解、コミュニケーシ

ョン力を有し、学校を訪問し、利活用を直接支援

する人材。

ｅラーニング パソコンやタブレットＰＣ等を使って学ぶ学習

形態のこと。インターネットを介した学習方法が

増えている。

大型提示装置 コンピュータや実物投影機の映像を、大きく映

し出すためのプロジェクタや大型ディスプレイの

こと。

学習アプリケーション タブレット PC等を活用して学習できるアプリ

ケーションソフトの総称。

仮想基盤 パソコン本体にはアプリケーションソフトやデ

ータを持たせず、サーバから操作画面のみを送信

して、サーバ上にあるアプリケーションソフトや

データを操作する仕組みを実現するためのインフ

ラのこと。

実物投影機 書画カメラ、教材提示装置とも呼ぶ。プロジェ

クタなどの大型提示装置につないで、教科書、図

表、ノートなどを拡大して投影することができる

機器のこと。
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超高速インターネット 接続回線速度（理論上の最大値）が３０Mbps

以上（動画やデジタルコンテンツ等が滞りなく使

用できる程度）のもの。

情報モラル 情報社会で適正に活動するための基となる考え

方や態度のこと。

シンクライアント PC 端末自体の機能等を最小限にとどめ、サーバ側

で処理をおこなう PCのこと。端末自体には、情

報が保存されないので、セキュリティ対策上でも

有効である。

デジタル教科書 学校で使用している教科書に準拠し、教員が大

型提示装置を用いて指導用に活用するコンテンツ

のこと。

教員が指導のために活用する「指導者用デジタ

ル教科書」と子どもたちが個々の情報端末で学習

するための「学習者用デジタル教科書」に分類さ

れる。

デジタルコンテンツ インターネット上に公開されている動画や画

像、デジタル教科書を含めた授業で活用できるデ

ジタル素材のこと。

統合型校務支援システム 教務系（成績処理、出欠管理など）、保健系

（健康診断票、保健管理など）、指導要録などの

学籍関係、学校事務系など統合した機能を有して

いるシステムのこと。

フィルタリング 児童生徒が、アダルトサイトや詐欺サイト等の

不適切なWeb ページにアクセスしないように、

Web ブラウザの接続先を制限する機能。

プログラミング教育 児童生徒がコンピュータに指示することで意図

した処理ができる体験を通して、時代を超えて普

遍的に求められる「論理的思考力」などを育む教

育。


