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１ 全国に先駆けたＩＣＴ教育※の推進 

 ２１世紀の社会は知識基盤社会であり、新しい知識・情報・技術が社会のあらゆる場面

での活動の基盤となっている。地域や社会は、ますます多様な価値観や情報に溢れ、技術

革新等による生活の質的な変化が押し寄せてきている。このような中、学校教育は、教育

基本法や学校教育法が目指す、教育の内容の普遍的な部分を踏まえ、グローバル化や人工

知能の飛躍的な進化など、社会の加速度的な変化を受け止め、将来の予測困難な社会の中

でも、伝統や文化に立脚した広い視野をもち、夢や志を高くもって、未来を創り出してい

くために必要な資質・能力を、幼児教育の段階から、幼稚園・こども園、保育園、小学校、

中学校が連携しながら子ども一人ひとりに確実に育んでいくことが求められている。 

 こうした状況を見据え、文部科学省から、全教員が情報化に対応した教育の必要性につ

いての理解を深め、家庭や地域とも連携しながら、創意工夫を活かした特色ある情報教育

を進めることが重要であるとして、平成２年に「情報教育に関する手引」が示され、区教

育委員会では、平成３年度からＩＣＴ教育の充実に着手することとした。同年には、区内

全小・中学校に教員研修用としてデスクトップ型ＰＣを各校２台導入し、その後、コンピ

ュータ教室の整備、全普通教室における電子黒板導入やセンターサーバ型のネットワーク

を構築など、いずれも全国でも最先端な取組を推進してきた。 

これらの成果を踏まえるとともに、公立学校の使命として、荒川区では、家庭の経済状

況や家庭環境に関わらず、「すべての子どもたちに２１世紀型能力※を身に付けさせる」こ

とを目標として、全国に先駆けて、タブレットＰＣについて平成２５年度にモデル校とし

て小学校３校、中学校１校に導入し、さらに、平成２６年度からは全３４校において、タ

ブレットＰＣの活用時における一人１台体制を導入した。 

導入にあたっては「荒川区タブレットＰＣ活用指針」を策定し、上の目標を踏まえた上

で、「授業においては『読み・書き・計算』を学習活動の基本として、実物に触れる「体験

学習」を重視するとともに、荒川区の学校教育の特色である「学校図書館」を充分に活用

する」ことや「タブレットＰＣの活用については、授業中のすべての場面で活用するので

はなく、これまでの教科書やノート、黒板やチョーク同様に、『授業ツール』として、その

特性を活かし効果的な場面で部分的な活用を目指す」ことを基本的な考えとした。 

これらの先進的な取組は、全国から多数の自治体が荒川区の小・中学校に視察に訪れる 

 

【ＩＣＴ教育】荒川区においては、タブレットＰＣや電子黒板等のＩＣＴ機器を活用して教育活動を行うこ

とをＩＣＴ教育と定義している。そのため、ＩＣＴ機器の操作法のみを学習の目的とするのではなく、ツー

ルとしてＩＣＴ機器の活用をとおして、児童生徒に「２１世紀型能力」や情報モラルなどを身に付けさせる

ことを目的としている。 

【２１世紀型能力】国立教育政策研究所による定義では、「生きる力」としての知・徳・体を構成する資質・

能力から、教科・領域横断的に学習することが求められる能力を資質・能力として抽出し、これまで日本の

学校教育が培ってきた資質・能力を踏まえつつ、それらを「基礎」「思考」「実践」の観点で再構成した日本

型資質・能力の枠組みである。荒川区においては、この定義を生かしながらも、「主体的・対話的で深い学び

による思考力や問題解決能力、コミュニケーション能力、情報スキルや情報モラルなど」の能力が２１世紀

を生き抜くために必要な力と考え、２１世紀型能力という表現を用いた。 
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など、全国の自治体を力強く牽引する施策となった。 

タブレットＰＣの活用時における一人１台体制の導入においては、予備機数や保管方法、

支援員の適切な人数や訪問頻度等に始まり、さらに、ネットワーク環境やシステム構築の

在り方、どのようなアプリケーションソフトウェアをインストールするべきか等の周辺の

環境整備にも検討を重ねた。子どもたちに身に付けさせる力の明確化、授業の中で、教科

固有のねらいと２１世紀型能力及びＩＣＴ機器の活用とをどのように結び付けていくのか、

タブレットＰＣを活用してどのような授業実践が可能なのかなど、まさに、一つひとつ前

例のない中で、タブレットＰＣの授業ツールとしての効果的な活用について議論を重ねた。 

また、タブレットＰＣに関する教員研修を充実するとともに、平成２６年度から２８年

度までの３年間は、文部科学省及び総務省と「先導的」な教育として共同研究を行ったり

しながら、課題を発見し、整理し、解決策を模索し、課題解決につなげていった。 

こうした区の取組が全国に先駆けて行われているものであるからこそ、これまでも他自

治体を牽引してきたが、今後もその役割は継続し、さらに大きなものになるものと認識し

ている。 

 導入から三ヶ年が経過し、各学校で走り続けてきた取組も定着してきたところである。 

タブレットＰＣや電子黒板などＩＣＴ機器がすべての教室に根付いたことで、様々な取組

を実践することができるようになった。 

そして、荒川区の子どもたちは、日常の授業の場においてタブレットＰＣに慣れ親しみ、

各学校における様々な創意工夫ある授業実践の効果で２１世紀型能力が身に付きつつある。

タブレットＰＣの活用時における一人１台体制導入とともに、常に子ども一人ひとりがタ

ブレットＰＣをツールとした学びに主体的に関わってきたことで、ＩＣＴ機器を使いこな

し、話し合ったり考えたりする授業をとおして問題解決能力やコミュニケーション能力等

の２１世紀型能力の伸長と、新学習指導要領にも触れられている、各教科等の学びを支え

る基盤となる「情報活用能力」の格段の向上が現れている。そうした中、成果に伴って、

次の段階としての課題も現れている。 

タブレットＰＣの全校導入後、この三ヶ年を一つの区切りとして、全校におけるこれま

での活用状況を振り返り、成果と課題を整理し、荒川の子どもたちがさらにタブレットＰ

Ｃを効果的に活用できるよう、今後の方針を明らかにし、ＩＣＴ教育のさらなる充実に向

けて取組を推進する。 
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２ タブレットＰＣ導入の概要及び活用方針 

（１）タブレットＰＣの導入 

荒川区では、これまで電子黒板を全普通教室に導入し、全校全教室を結ぶ教育ネ 

ットワークによる教材の共有やデジタル教科書のネットワーク配信をはじめ、教育 

の情報化について、全国でも最先端の取組を推進してきた。 

 これらの取組成果を踏まえ、児童生徒の理解力に応じた個別学習をより効果的に 

行い、基礎的基本的な学力を定着させるとともに、ＩＣＴ機器を活用した学習指導 

を推進し、情報活用能力※及び思考力や問題解決能力、コミュニケーション能力など 

の「２１世紀型能力」を身に付けさせるためタブレットＰＣの導入を開始した。 

 

① 整備状況 

○ 平成２５年度 ・第三峡田小学校、尾久小学校、第二日暮里小学校、諏訪台中 

学校の４校（小学校３校、中学校１校）をモデル校とし、タ 

ブレットＰＣを約１，２００台導入した。 

○ 平成２６年度 ・モデル事業における成果と課題を踏まえ、モデル校以外の 

小・中学校３０校にタブレットＰＣ約９，２００台を導入し、 

他の自治体に先駆けて活用時一人１台体制を確立した。 

       その際、子どもたちの発達の段階に応じて使いたいときに使 

えるような環境とするため導入台数を精査し、次ページの表 

（各学年におけるタブレットＰＣの配置台数）のように配置 

した。 

 

 

 

 

 

【情報活用能力】情報及び情報手段を主体的に選択し、活用していくための個人の基礎的資質で、次の３観

点８要素に整理されている。（文部科学省「教育の情報化に関する手引き」平成２１年） 

「第１観点：情報活用の実践力」「①課題や目的に応じた情報手段の適切な活用」「②必要な情報の主体的な

収集・判断・表現・処理・創造」「③受け手の状況などを踏まえた発信・伝達」「第２観点：情報の科学的な

理解」「④情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解」「⑤情報の適切な扱いや自らの情報活用を評価・改

善するための基礎的な理論や方法の理解」「第３観点：情報社会に参画する態度」「⑥社会生活の中で情報や

情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響の理解「⑦情報モラルの必要性や情報に対する責任」「⑧望

ましい情報社会の創造に参画しようとする態度」 

情報活用能力を育むということは、必要な情報を主体的に収集・判断・処理・編集・創造・表現し、発信・

伝達できる能力等を育むことにつながっていく。また、基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着とともに、

知識・技能を活用して行う言語活動の基盤となるものであり、「生きる力」に資するものである。（「荒川区学

校図書館活用指針（平成２９年３月改訂）」より） 
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※ 各学年におけるタブレットＰＣの配置台数 

学年 台数 精査内容（配置理由） 

小学１～２年生 
４学級１セット

（３５台） 

「書くこと」「読むこと」「計算すること」等

の基礎基本の学習が中心であることと、起

動・終了の操作や画面操作、ペン入力等の入

力方法に慣れ、タブレットＰＣに気軽に使え

るようにするため、１日（４～５時間）の内

１時間程度の活用を想定した。 

小学３～６年生 
２学級１セット

（４０台） 

基礎基本の学習と活用型の学習の効果的な取

組及びローマ字による文字入力の習得、イン

ターネット等からの情報検索、表やグラフの

作成などをできるようにするため、タブレッ

トＰＣは２時間の内１時間程度の活用を想定

した。 

中学生 １人１台 

授業の時間割構成や教室移動等を考慮した上

で、すべての生徒が情報活用能力等を確実に

身に付け、課題解決のために必要な情報を取

捨選択する能力を身に付けるために、日常的

なタブレットＰＣの活用を想定した。 

 

② 経費 

   ア モデル事業（平成２５年９月開始） 

○ 導入校（４校） 

第三峡田小学校、尾久小学校、第二日暮里小学校、諏訪台中学校 

    ○ 台数   １，１７８台（充電保管庫７４台） 

    ○ 契約期間 平成２５年８月～平成３１年７月（７２ヶ月） 

    ○ 契約金額 ３億８，６９３万円 

 

   イ 全校導入（平成２６年９月開始） 

    ○ 導入校  小学校２１校、中学校９校 

    ○ 台数   ９，１３１台（充電保管庫５２３台） 

    ○ 契約期間 平成２６年４月から平成３１年７月まで（６４ヶ月） 

  ○ 契約金額 ２７億１，９３４万円 

    

   ウ 環境整備費 

○ 回線増強、教員機への変更設定等 

○ 契約金額 １億８，８３２万円 
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（２）タブレットＰＣの活用方針 

区教育委員会では、平成２６年９月のタブレットＰＣ全校導入に向け、小・中学 

   校においてタブレットＰＣを効果的かつ効率的に活用するため、平成２６年７月に 

「荒川区タブレットＰＣ活用指針」を策定し、タブレットＰＣの活用方針を定めた。 

 

① タブレットＰＣ活用における基本的な方針 

授業においては「読み・書き・計算」を学習活動の基本として、実験や実習とい 

った実物に触れる「体験学習」を重視するとともに、荒川区の学校教育の特色であ 

る「学校図書館」を充分に活用する。 

導入初期段階におけるタブレットＰＣの活用については、授業中のすべての場面 

で活用するのではなく、これまでの教科書やノート、黒板やチョーク同様に、分か 

りやすく教える「授業ツール」として、その特性を活かし効果的な場面で部分的に 

活用する。 

 

② 授業での効果的な活用 

子どもたちの学年や各教科等における学習のねらい、授業の学習場面に応じて効 

果的な方法を研究、検証しながら授業において活用することを目指す。また、教員 

だけでなく、子どもたち自身が「再起動」等の操作を活用してトラブルに対応でき 

るような操作スキルを身に付けさせる。 

○ 授業での活用場面に応じた効果的な活用 

   ○ 発達の段階に応じた効果的な活用 

   ○ 教科ごとの学習への活用 

○ 授業中のシステムトラブルに対する対処 

 

③ 情報活用能力の育成（情報モラル教育の充実） 

児童生徒の発達の段階にあわせた情報活用能力の育成を進める。 

特に、情報化社会の進展により、携帯電話やスマートフォン等を通じたインター 

ネットの利用が急速に児童生徒の間に広がる中、ネット上での誹謗中傷やいじめ、 

犯罪、違法・有害情報など、児童生徒が被害者にも加害者にもなりうる問題が多発 

している。このような状況に対応し、児童生徒が情報社会の一員として、自らを律 

し適切に行動する正しい判断力やきまりを守ろうとする公徳心をはぐくむことが重 

要である。 
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④ グローバル人材の育成の方針 

 これからの社会においてグローバル人材に求められる資質・能力について、国立 

教育政策研究所が、今後の教育課程編成で育成すべき資質・能力の試案としてまと 

めた３つの力である「基礎力」「思考力」「実践力」を身に付けさせるために、次の 

ようにタブレットＰＣを活用する。 

   ○ 児童生徒の言語や数量、情報等の「基礎力」の育成 

   ○ 「思考力」のツール（シンキング・ツール）としての活用 

   ○ 答えが一つでない問題解決を図るための「実践力」の育成 

 

⑤ 教員研修の実施 

授業力向上及び情報モラルの実践力の育成を目指した研修の充実を図り、教員の 

資質を高め、授業規律の確立や授業力の向上を図る。タブレットＰＣの活用指導力 

向上のための研修については、タブレットＰＣ導入の目的やその目指す方向等の理 

論面の理解をねらいとした「導入前研修」及び実際の機器を使って授業のイメージ 

づくりをする「キックオフ研修」を、全小・中学校で実施する。 

    また、導入後のタブレットＰＣの活用指導力の向上については、「「普段使い」を 

目指す段階」、「授業での効果的な活用を目指す段階」、「グローバル人材の育成を目 

指す段階」の３段階に分け、各段階の教員のスキルに応じた取組を進めていく。 
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（３）タブレットＰＣの周辺整備 

① タブレットＰＣ 

  モデル導入では、処理能力の高い性能の機器を配置した。しかし、その後の各メ 

ーカーの機器性能の向上に伴い、モデル導入機器より下位の性能でも目的を充分に 

達成できる可能性があるため、全校導入では、モデル事業での実証を踏まえて次の 

ように機器を選定した。 

〔機器の選定の考え方〕 

○ バッテリー駆動時間については、モデル校での実証を踏まえ高機能のＣＰＵよ 

りも省電力での稼働が可能なＣＰＵを選択し、バッテリーの駆動時間を確保した。 

○ 堅牢性については、学校での学習机の規格が教科書・ノートとタブレットＰＣ 

を置くには小さいことから、机の上から落としても耐え得る機種を選定した。 

○ 学校は校庭の砂埃や黒板のチョーク粉などの環境が見込まれるため防塵性の優 

れた機種を選定した。 

○ 生活防水を基準に機種の選定にあたった。今回導入した機種に関しては完全防 

水であるため、天候に左右されずに授業での活用が可能になった。 

機種名 富士通 STYLISTIC Q702/G 富士通 ARROWS Tab Q584/H 

  

 

 

導入年度 平成２５年度：モデル校４校 平成２６年度：小・中学校３０校 

機器仕様   

ＣＰＵ インテル Core i5-3427U  インテル Atom Z3770 

記憶領域 ＳＳＤ ６４ＧＢ ＳＳＤ ６４ＧＢ 

ディスプレ

イ 

11.6 型ワイド / LED バックライ

ト付 TFT カラーLCD 
10.1 型ワイド / IPS Alpha 液晶 

メモリ ４ＧＢ ４ＧＢ 

ＯＳ Windows 8.1 Pro （64bit） Windows 8.1 Enterprise （32bit） 

カメラ 

内蔵（有効画素数約９２万画素

（フロント） / 約５００万画素

（リア）） 

内蔵（有効画素数約２００万画素

（フロント）＋約８００万画素

（リア）） 
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通信機能 IEEE 802.11nabg 準拠 IEEE 802.11nabg 準拠 

本体重量 約８５０ｇ（タブレットのみ） 約６４０ｇ（タブレットのみ） 

バッテリ 

駆動時間 
約１０．７時間 約１５．５時間 

キーボード 
付属 本体とキーボード部分は

完全にセパレート可能 

付属 本体とキーボード部分は

完全にセパレート可能 

 

② 充電保管庫 

  充電保管庫については、教室間の移動が円滑にできるようにキャスター付きとし 

た。また、夜間の時刻を設定し、一度に多くの電力を使わないよう効率的な充電が 

できる仕様にした。 

機種名 ウチダ ＥＳ－Ｍ２２Ｃ／Ｔ 

  

 

  

機器仕様 

本体寸法 
４７５ｍｍ（幅）×４５０ｍｍ（奥行）×１００３．５ｍ

ｍ（高さ）（ハンドル含まず） 

タブレットＰＣ収納

部寸法 

一ヵ所あたり２６．５ｍｍ（幅）×３６３ｍｍ（奥行）×

２６５ｍｍ（高さ） 

セキュリティ 扉は鍵で施錠可能 

スケジュール機能 
収納されたタブレットＰＣを複数グループに分け、グルー

プ毎に充電する時間帯を設定可能 

１台当たりの収納数 ２２台 

その他 直径７５ｍｍ キャスター付 
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  ③ 各校への配置台数（平成２９年５月現在）              （単位：台） 

小学校 

（共用型） 

児童用 

教員用 予備 計 １～２年 

（３５台／
４学級） 

３～６年 

（４０台／
２学級） 

瑞光小学校 ７０ ２００ ２３ ２７ ３２０ 

第二瑞光小学校 ３５ １２０ １６ ２１ １９２ 

第三瑞光小学校 ７０ ２００ ２３ ３６ ３２９ 

汐入小学校 １０５ ３３８ ４０ ４３ ５２６ 

汐入東小学校 １０５ ３６０ ３６ ４７ ５４８ 

第六瑞光小学校 ２７ ７６ １９ １９ １４１ 

峡田小学校 ３５ １８１ ２６ ２４ ２６６ 

第二峡田小学校 ３５ １６０ ２２ ２３ ２４０ 

第四峡田小学校 ３５ １８２ ２８ ２３ ２６８ 

第五峡田小学校 ７０ ２４０ ２４ ２９ ３６３ 

第七峡田小学校 ３５ １６０ ２１ ２３ ２３９ 

第九峡田小学校 ３５ ８０ １６ １９ １５０ 

尾久西小学校 ３５ ２１３ ３１ ２４ ３０３ 

尾久第六小学校 ３５ １６０ ２１ ２３ ２３９ 

赤土小学校 ７０ ２４０ ２７ ２８ ３６５ 

大門小学校 ３５ ８８ １９ １９ １６１ 

尾久宮前小学校 ３５ １８２ ２２ ２３ ２６２ 

第一日暮里小学校 ３５ ８０ １６ １９ １５０ 

第三日暮里小学校 ７０ １６０ ２４ ２５ ２７９ 

第六日暮里小学校 ３５ ６８ １４ １７ １３４ 

ひぐらし小学校 ７０ １６０ ２５ ２５ ２８０ 

計 １,１３９ ３,８３０ ４９３ ２９３ ５,７５５ 

 

中学校 

（一人１台型） 
生徒用 教員用 予備 計 

第一中学校 ２７９ ２７ ３４ ３４０ 

第三中学校 ４６８ ２６ １４ ５０８ 

第四中学校 ２９７ １９ ９ ３２５ 

第五中学校 １８１ ２３ ８ ２１２ 
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第七中学校 ２４２ ２３ ８ ２７３ 

第九中学校 １８９ ３６ ６ ２３１ 

尾久八幡中学校 ４３９ ３５ １２ ４８６ 

南千住第二中学校 ３７４ ２１ １２ ４０７ 

原中学校 ４０６ ２５ １２ ４４３ 

計 ２,８７５ ２３５ １１５ ３,２２５ 

 

モデル校 

（1 人 1 台型） 
児童生徒用 教員用 予備 計 

第三峡田小学校 １６０ ２７ ７ １９４ 

尾久小学校 ４２３ ４０ ６ ４６９ 

第二日暮里小学校 １６５ ２０ ８ １９３ 

諏訪台中学校 ４０３ ６１ ７ ４７１ 

計 １,１５１ １４８ ２８ １,３２７ 

 

 
児童生徒用 教員用 予備 計 

全小・中学校 ８,９９５ ８７６ ４３８ １０,３０９ 

＊ 予備には、児童生徒の予備端末（小学校は１セットにつき２台を、中学校は 

１学級につき２台）のほか、児童生徒の増加対応分を含む。 

＊ 教育委員会保管分２台は予備に含める。 

＊ 対象児童生徒数 １１，９８６人、対象教員数（非常勤職員除く）７９２人、 

計１２，７７８人（平成２９年５月１日現在） 

 

④ 通信環境（ネットワーク構成概要） 

ア 無線アクセスポイント 

無線ＬＡＮのアクセスポイ 

ントへの電波干渉等による通 

信の途切れを防ぎ、いつでも 

どこでも快適に使える環境を 

確保するために、理想的な無 

線アクセスポイントの設置台 

数・設置位置、利用可能範囲 

の電波状況等について、入念な調査を実施し、安定した接続を確保した。 

また、通信が途切れる原因として子どもたちの操作方法にあることを確認する 
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ことができた。具体的には、子どもたちは「つながらない」と感じると何度もア 

イコンをクリックしてしまい、これによりさらにつながりにくい状況が生み出さ 

れてしまっていた。そのため、全校での運用が始まる前に全ての教員に、この課 

題を周知した。 

 

イ ネットワーク回線 

各校からデータセンタまでのネットワーク回線が１００Ｍベストエフォート型 

を使用している。 

モデル事業でのネットワーク回線状況は、学校からデータセンタまでを計測し 

たところ、比較的安定した稼働であった（ピーク時４０Ｍ程度の通信量）が、特 

に木曜日や金曜日の午後の時間帯に遅延が見られるようになった。原因は、学校 

とデータセンタ間のネットワーク回線が考えられるため、各学校の状況を詳細に 

把握し、タブレットＰＣを快適に使用できるような改善を行った。 

 

   ウ 回線速度 

     導入から３年間の実施状況の中で、児童生徒数が概ね３５０名を超える学校に 

おいて回線速度に影響が多く出ていることから、児童生徒数３５０名以上の学校 

においては１ギガビット毎秒を、３５０名以内の学校においては１００メガビッ 

ト毎秒を使用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ アプリケーションソフトウェアの整備 

「荒川区学校教育ビジョン」に示した２１世紀型能力の育成の視点から、アプリ 

 
 
 
 
 
 

光回線 １Gbps 

瑞光小、第三瑞光小、汐入小、汐入東小 
第五峡田小、尾久小、尾久西小、赤土小 
第三日暮里小、ひぐらし小 

第一中、第三中、尾久八幡中 

南千住第二中、原中、諏訪台中 

 
 
 
 
 
 
 
 

光回線 １００Mbps 

第二瑞光小、第六瑞光小、峡田小、 

第二峡田小、第三峡田小、第四峡田小 

第七峡田小、第九峡田小、尾久第六小 

大門小、尾久宮前小、第一日暮里小 

第二日暮里小、第六日暮里小 

第四中、第五中、第七中 
第九中 
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ケーションソフトウェアの整備については学校教育用にカスタマイズされたもので 

はなく、一般的に広く社会で使われているアプリケーションソフトウェアの導入を 

基本的なスタイルとした。 

ア 学習支援用アプリケーションソフトウェア 

ワープロ用アプリケーションソフトウェア、表計算用アプリケーションソフト 

ウェア、プレゼンテーション用アプリケーションソフトウェアについては一般に 

広く活用されている「Microsoft Office」を選定した。小学生用として、「Microsoft  

Office」を簡単に操作できる支援用のアプリケーションソフトウェアも導入した。 

 また、タッチペンで直接タブレットの画面に書けるアプリケーションソフトウ

ェアも全校で導入した。 

 

イ 授業支援システム用のアプリケーションソフトウェア 

総務省「フューチャースクール推進事業」で導入実績のある協働教育用アプリ 

ケーションソフトウェアを導入した。教室内の児童生徒のタブレットＰＣの画面 

が教師画面上で一人ひとり確認することができ、さらに電子黒板画面にもタブレ 

ットＰＣの画面を映し出すことを可能にした。また、小学校校長会からの要望に 

より、全小学校に調べ学習等で活用できる電子百科事典を導入した。 

 デジタル教科書については電子黒板に映し出す教師用の教材として、全校で導 

入している。 

 

ウ その他 

     各学校において、学校パワーアップ事業等を活用して、教育計画に基づき、次 

のようなアプリケーションソフトウェアを導入している。一般的に広く社会で使 

われているアプリケーションソフトウェアの導入を基本的なスタイルとしている 

が、児童生徒の実態に応じ、学校教育目標や、平成３２年度より全小学校で必須 

となるプログラミング教育を見据え、学校教育用に開発されたアプリケーション 

ソフトウェアを購入している。 

○ 小学校低学年用のキーボード操作のための支援用アプリケーションソフトウ 

ェア 

○ 音楽科で活用できる作曲・編曲支援用アプリケーションソフトウェア 

○ プログラミング学習用に作成されたアプリケーションソフトウェア 
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３ タブレットＰＣ活用における成果及び課題、今後の方針 

（１）タブレットＰＣの活用について 

① 各教科等におけるタブレットＰＣの使用について 

    平成２８年７月及び平成２９年７月に、各教科等において、５日間におけるタブ 

レットＰＣの使用時間数について調査し、まとめた（（g-001）～（g-003））。 

小学校１、２年生では各学級担任のまとめになっている（g-001）。 

 

     

 

小学校３～６年生については、学級担任と音楽、図工等の専科教員のまとめと 

なっている（g-002）。 

     

 

国語 算数 生活 音楽 図工 体育 英語 道徳 特活

Ｈ２８ 69 72 176 2 29 2 0 5 19
Ｈ２９ 96 51 172 4 23 0 1 1 10

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

タブレットＰＣの使用時間数（小学校１、２年）
(g-001)

国語 社会 算数 理科 音楽 図工 家庭 体育 英語 道徳 総合 特活

Ｈ２８ 144 211 163 125 45 97 14 20 21 5 275 23
Ｈ２９ 88 211 98 183 70 99 27 23 22 2 331 16

0

50

100

150

200

250

300

350

タブレットＰＣの使用時間数（小学校３～６年） (g-002)

（時間数） 

（時間数） 
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〔成果〕 

    ○ 小学１、２年生においては、生活科における活用が広がっている。これは、 

生活科では教室の外に出て、植物や昆虫を観察したり、生育したりといった学 

習活動において、タブレットＰＣの写真や動画撮影のコンテンツが適している 

ことが挙げられる。これまでは観察したものを正確に描画することに授業の時 

間を費やしていたが、タブレットＰＣを活用することで、そうした時間を短縮 

することができるようになり、児童生徒が考えたり、話し合ったりする時間が 

多くもてるようになった。 

○ また、小学１、２年生においては平成２８年 

度よりも平成２９年度の国語科における活用 

が広がっている。これは、音読の際に動画撮影 

をして児童が自分の姿を見て自分の音読の良さ 

を知るなどの効果的な活用例が荒川区教育研究 

会等を通じて広まったことによる。 

○ 小学３～６年生においては、総合的な学習の 

時間や社会科における活用が広がっている。これは、インターネットを活用し 

た調べ学習等にタブレットＰＣを活用したことによる。活用時一人１台体制に 

よるタブレットＰＣの使用により、児童は、自分の興味・関心のある課題を、 

自分のペースで調べることができるようになった。また、小学３年生の段階で 

は、全員で調べ方等の学びを実施している。そうした学習の際にも一人１台の 

活用により、全員の児童が自分でタブレットＰＣを操作し、体験することによ 

って活用が進んだことは大きな成果である。 

国語 社会 数学 理科 英語 音楽 美術 技術 家庭
保健

体育
道徳 総合 特活

Ｈ２８ 45 82 100 105 74 13 31 36 35 36 0 11 6
Ｈ２９ 71 82 209 84 142 7 45 35 38 53 1 122 0

0

40
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200

タブレットＰＣの使用時間数（中学校）

(g-003) 

 

（時間数） 
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○ また、小学３～６年生においては、理科、音楽科、図画工作科、家庭科、総 

合的な学習の時間等では、平成２８年度と比較すると平成２９年度において、 

活用が広がっている。これについては、やはり、効果的な活用例が荒川区教育 

研究会等を通じて広まったことによる。 

○ 中学生においては、国語科、数学科、英語科、総合的な学習の時間等におい 

て、平成２９年度における活用が広がっているのが見てとれる。特に、数学科 

と英語科においては倍、総合的な学習の時間においては１０倍以上の広がりが 

見られる。これは、ドリル型コンテンツの活用や、タブレットＰＣに直接書き 

込んだことを電子黒板に映し出して議論を深めたり、プレゼンテーション用ア 

プリケーションソフトウェアを活用して発表や討論活動を取り入れるなど、教 

員がタブレットＰＣの活用方法について、小学校の教員同様に、校内や荒川区 

教育研究会等などで情報共有を行いながら広がっていったことによる。 

 

   〔課題〕 

○ 小学校の英語科、音楽科、道徳、特別活動については、活用時間数が少なく 

見えるが、例えば、区の「小学校英語科指導指針」においては「歌、ゲーム等 

学習活動に楽しんで取り組む」や「挨拶等の簡単な英語を、相手の目を見て大 

きな声ではっきりと言う」など、実際に人と向かい合って英語を聞いたり、歌 

ったり、自らが話したりすることをとおして「英語に慣れる」や「英語に親し 

む」といったことも学習の目的としているため、実際にはタブレットＰＣを活 

用しなくても高い学習効果が得られる場面がある。こうしたことも十分に踏ま 

えた上で、各授業において、どのような場面や活動がタブレットＰＣの活用に 

ついてより効果的であるかどうかについて、さらに研究していく必要がある。 

○ 活用が少ない教科等や減少傾向にある教科等については、優れた活用実践例 

などについて、研究発表などの限られた機会で周知している状況が見られる。 

○ タブレットＰＣにある作曲・編曲支援用のアプリケーションソフトウェアな 

どを活用した学習など、アプリケーションソフトウェアを購入しての活用とあ 

わせて、アプリケーションソフトウェアを使わないやり方で有効な活用方法が 

あるかどうかについて、さらに研究していく必要がある。 

  

   〔今後の方針〕 

    ○ 活用が少ない傾向にある教科等については、タブレットＰＣを使用せずに、 

十分学習効果が得られている場面があることを踏まえ、その教科の特性及び実 

態から、タブレットＰＣの活用が効果的なのか、また、効果的な活用ができる 

場面があるかどうか研究を進めていく。 
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○ 各学校においてタブレットＰＣを活用している現状を踏まえながら、今後も 

引き続き、研修の実施や教育ネットワーク上の学校間共有フォルダの活用の活 

性化を図るなどして、教育委員会と学校及び学校間での実践例の共有をとおし 

てタブレットＰＣを活用した授業を実施するよう、教員自身のスキルを向上さ 

せていく。 

○ アプリケーションソフトウェアを活用した効果的な指導方法や、電子黒板が 

未配置の教室を使用する教科においてもどのような活用方法が有効であるかを、 

荒川区教育研究会等と連携を図り、公開授業を実施するなどして、教育委員会 

と学校とで優れた実践について十分に共有を図りながら研究していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テレビ会議システム 

ハワイのすばる天文台と中学校２校、山形県最上郡鮭川村と区内小学校が

テレビ会議システムを活用して交流しています。特に、鮭川村とは、小学生

同士が交互に訪問しての直接交 

流をしつつ、かつ、テレビ会議 

システムを使った交流も実施し 

ています。 

また、オーストラリアのクイ 

ーンズランド州のセント・ステ 

ファン小学校と区内の小学校１ 

校がスカイプを使った交流学習 

を実施しています。 

 

 

 

ＩＣＴ機器を活用することで外国 

の人々と互いにそれぞれの場所に 

居ながら交流できるような経験 

は、子どもたちにとってかけがえ 

のないものとなっています。 

 
〔スカイプ交流の様子〕 

 
〔ハワイすばる天文台とのテレビ会議の様子〕 
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② 授業展開について 

タブレットＰＣが導入、活用されたことで、授業展開の幅が広がり、今まででき 

なかった活動を行うことができるようになり、授業の内容が変容していった。 

 例えば、下図のように、これまで児童生徒が自身の考えを黒板に書いて発表する 

といった学習活動を行っていた時と比較すると、同じように考え、発表を伴う学習 

活動においてもそれぞれの活動にかかる時間が短縮され、さらに思考活動を組み入 

れることが可能となり、授業の内容が充実するようになった。 

 

 

 

※ 授業時間は小学校で１単位時間４５分間、中学校では５０分間である。授業を 

  開始してから最初の２０分間程度は、同じ流れで進んでいる。 

     
８分 自分の考えをノートに書く 

（教師は机間指導） 
 ８分 自分の考えをタブレットに

書く、又は打ち込む 
（教師は机間指導） 

１０分 教師から指名された数名がノ

ートに書いた内容を黒板に書

く 
（指名をされず、自分の作業

が終わった児童生徒は黒板に

書き終わるのを待っている状

態） 

 ２分 教師が数名の、又は全員のタ

ブレットの画面を電子黒板

に映す 

３分 

×人数 

黒板に書いた内容について説

明する 
 ３分 

×人数 

電子黒板に映し出された画

面の内容について説明する 
８分 教師の説明を聞きながら学級

全員で確認する 
 ８分 教師の説明を聞きながら学

級全員で確認する 
 -終了-    

 

８分 友だちの意見を参考にしな

がら、自分の考えを改めてノ

ートに書く 
  -終了- 

 

    また、タブレットＰＣのコンテンツやアプリケーションソフトウェアを活用する 

ことで、次の表のように、これまでとは異なる手法を活用した授業実践が可能とな 

った。 

ここが時間短縮 

従来の授業の流れ ＩＣＴ機器を取り入れた授業の流れ 

まとめをする時間をゆっ

くりとることができ、「深

い学び」につながっている 

まだ時間がとれる 
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 〔成果〕 〔実践例〕 

実
践
デ
ー
タ
の
活
用 

作成した資料やワークシ

ートを共有フォルダに保

管・活用することで、教材の

質が改善され、分かりやすい

授業ができるようになった。 

・本日の献立のポイントについて栄養士がプレゼン 

テーション資料を作成し、全校で共有した後、各 

教室を巡回し給食指導を行った。 

（食育 小・中学校全学年） 

・電流計、電圧計の画像をデジタルワークシートで 

転送し、目盛の読み方を説明した。 

（理科 中学１年） 

視
覚
的
な
学
習
の
理
解 

効果的に色や写真を使う

ことや比較・検討しやすくす

る写真の活用などにより、子

どもたちが考えやすい学習

を展開できるようになった。 

・「本当の友達とはなにか」という発問に対し、考 

 え方の異なる３人の登場人物の画像の背景を色別 

にして提示し、自分の考えに似た登場人物を選択 

して発表し合った。     （道徳 小学６年） 

・グループごとに地図、方位磁針、タブレットＰＣ 

をもち、自分の住んでいる町を探検・撮影し、公 

共施設や交通、土地など写真をもとに比較した。  

（社会 小学４年） 

・自分が書いた毛筆の文字と教材文字を並べてカメ 

ラで撮影し、比較しながら修正ポイントについて 

分析、発表し、意見交換を行った。 

（国語（書写）小学６年） 

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
学
習 

プログラムを実際に作成

する過程で試行錯誤を繰り

返しながら、情報処理の手順

の理解や論理的に考える力

が身に付いていった。 

・プログラミング学習用アプリケーションソフトウ 

ェアを活用し、お手本を見ながら絵を動かすため 

のプログラムを体験し、各自でキャラクターを作 

成するなどしてプログラムの制作を行った。    

（図工 小学５・６年） 

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
製
作 

アニメーションや動画が

活用できるようになったこ

とで、子どもたちの創造力や

表現力が高まっていった。 

・８コマのストーリーを考えて、５ｍｍずつ動かし

て１００枚程度の写真を撮影し、動画編集用アプ

リケーションソフトウェアを活用してアニメーシ

ョンを作成した。   （図工 小学５・６年） 

・動画編集用アプリケーションソフトウェアを活用 

してストップモーションムービーを作成し、児童 

が相互に鑑賞した。   （図工 小学５・６年） 

・４コマ漫画作成用動画編集用アプリケーションソ 

フトウェアを活用して、自分で考えたストーリー 

に合わせた絵を描き、アニメを作成した。 

（図工 小学５・６年） 
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Ｔ
Ｐ
Ｃ
の
多
様
な
機
能
の
活
用 

専門の書籍がなくても必

要な情報を素早く収集でき

るなどの多様な機能を活用

できることで、学習意欲が途

切れずに、学習活動を行うこ

とができた。 

・中国からの転入生を迎える準備として、翻訳用ア 

プリケーションソフトウェアを活用して、中国語 

の自己紹介を作成した。 

（総合的な学習の時間 小学５・６年） 

・自分の好きな食べ物等について電子辞書を活用し 

て英文を作成し、英語で自己紹介を行った。 

（英語 小学６年、中学１年） 

・防水機能とカメラ機能を活用し、水泳の授業で水 

中での動画撮影を使って自分のフォームを確かめ 

ながら学習を進めた。（保健体育 中学校全学年） 

作
品
を
創
る 

材料の準備、道具の用意や

片付けなどの時間を短縮で

きたことで、創作時間が確保

されるようになった。 

・テンプレートに画像を貼り付けたり、手書きで絵 

や文字を書いたりし、礼状を作成することで、手 

紙の書き方を学んだ。（国語 小学４年、中学１年） 

・描画用アプリケーションソフトウェアで描いた絵 

に飾り枠を付けて、クリスマスやお正月のカード 

を作った。       （英語 中学１・２年） 

・好きなものを対象にキャッチコピーと文章を書 

き、文字の大きさを工夫したり、写真を効果的に 

活用したりして、「良さを伝える広告」を作成し、 

発表した。         （国語 小学６年） 

調
べ
学
習 

インターネットや電子辞

書等による効率的な資料収

集により、調べたことを基に

じっくりと考えを深め、まと

める作業を十分に行うこと

ができた。 

・学校図書館やインターネットを活用し、食品の組 

み合わせを考え、バランスのよいオリジナルの献 

立を作成した。    （家庭科 小学５・６年） 

・マーチングバンドで担当する楽器についてインタ 

ーネットで調べ、各楽器の音色や特徴、演奏方法 

等についてまとめた。 

（総合的な学習の時間 小学５・６年） 

・学校図書館にタブレットＰＣを持ち込み、書籍と 

インターネットで津波や地震、東日本大震災など 

について調べ、学習発表会等の学校行事で発表を 

行った。 （総合的な学習の時間 中学校全学年） 

繰
り
返
し
学
習 

映像を活用して楽器の演

奏や作業の手順を自分のペ

ースで確認することができ、

主体的に学習に取り組むよ

うになった。 

・教員が用意した楽器の模範動画を、児童が各自で 

模範動画を見ながら個人練習を繰り返し、八木節 

を合奏した。      （音楽 小学５・６年） 

・作図手順を収録した動画を見ながら、コンパスと 

定規を使い、ノートに垂直二等分線を作図した。 

（数学 中学１年） 

・走り高跳びについて、インターネットで見本動画 

を見せ、ポイントを説明し比較しながら練習した。 

（体育 小学５・６年、保健体育 中学１年） 
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話
し
合
い
学
習 

多様な意見を共有して考

えを深めたり、映像を使って

具体的な改善を指摘したり

するなど、新たな発見を導き

出す話し合い活動が展開さ

れた。 

・携帯サイトへの書き込み等、情報モラルについて 

考えるために協働学習ツールを活用し、複数の児 

童が一つの画面に書き込み、リアルタイムに意見 

を共有して発表した。  （特別活動 小学６年） 

・カメラ機能を使って学芸会の演劇練習の風景を撮 

影し、見直すことでよかった点、改善点の意見交 

換を行った。    （特別活動 小学５・６年） 

・デジタルワークシートに、弁護側の起訴理由の問 

題点を水色、検察側は起訴理由をピンクのページ 

に記入し電子黒板で映し出して共有することで、 

裁判官、検察、弁護に分かれ模擬裁判をしながら 

話し合いを行った。     （社会 中学３年） 

比
較
検
討 

立体物を重ねてみたり、自

然現象や運動など動きを比

べたりすることにより、視覚

的な違いに気付き、実感の伴

う理解をすることができた。 

・校舎と雲を含む空を撮影し、相違点についてワー 

クシートに記入して天気と雲の様子を観察した。 

（理科 小学５年） 

・柔道の受け身のテストとして、模範演技をスクリ 

ーンで映し出しながら自分の動きを撮影して比較 

した。       （保健体育 中学校全学年） 

・わり算の解き方を各自で考え、デジタルの模造紙 

機能を活用して同時に４人が同じ画面に考え方を 

入力して比較し、全体で発表した。 

（算数 小学４年） 

観
察
・
記
録 

写真による観察記録を作

成することで気付いたこと

をまとめる時間を確保でき

たり、動画による観察で新た

な発見をしたりした。 

・三河島菜の観察において、カメラで撮影し、写真 

の横に葉の形、色、大きさ等気付いたことを記録 

することで観察日記を作成した。 

（理科 小学５年） 

・屋上の地面に立てた棒の影に紙テープを貼り、カ 

メラ機能を使って太陽が移動すると影の位置も変 

化する様子を撮影して学んだ。（理科 小学３年） 

・班で１台タブレットＰＣをもち、校内の花の写真 

を撮影後、学校図書館に移動し、花の名前を調べ 

た。            （理科 小学３年） 

考
え
を
ま
と
め
る 

収集した資料や写真を活

用して伝えたいことをわか

りやすくまとめ、自分の考え

が相手に伝わるような工夫

をする活動が見られた。 

・自分のおすすめの本について、挿絵や装丁の写真 

をカメラで撮影し、タイトルや著者名等の書誌情 

報とともに、理由が明確に伝わるようデジタルワ 

ークシートにまとめた。   （国語 小学６年） 

・自分の考える未来の理想とする車のキャッチコピ 

ーと理由をプレゼンテーション用アプリケーショ 

ンソフトウェアで作成し、電子黒板で発表した。 

（図画工作 小学５・６年） 
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 ・インターネットで世界の主食を調べ、プレゼンテ 

ーション用アプリケーションソフトウェアを活用 

して、食育で学んできたことを周年行事で発表し 

た。   （総合的な学習の時間 小学５・６年） 

発
表 

タブレットＰＣの機能を効

果的に活用して、伝えたいこ

とを視覚的に表し、相手を意

識したわかりやすい発表が

できるようになった。 

・インターネットで世界にあるすごいものを調べ、 

クラスの投票で決まったベスト１０をプレゼンテ 

ーション用アプリケーションソフトウェアにまと 

め、学習発表会にて発表した。 

（総合的な学習の時間 小学５・６年） 

・展覧会の会場において、高学年が学芸員として作 

品の制作過程の様子を動画でまとめたタブレット 

ＰＣを見せながら、来場者に紹介し案内した。 

（図画工作 小学５・６年） 

・校内で行った百人一首大会の記録を使って選抜チ 

ームを作り、度数分布表やヒストグラムを確認し、 

班でそれぞれの考え方を共有して全体で発表し 

た。    （総合的な学習の時間 小学６年） 

 

〔課題〕 

○ 学校によって独自の取組を行っているなど、特色があり、授業展開について 

は様々な工夫が日常的になされているところではあるが、このような他校の優 

れた実践が共有されていないところがある。 

   ○ 購入したアプリケーションソフトウェアによって実践できるような取組もあ 

るため、すべての学校で同じ取組を実施するのは難しい。 

 

   〔今後の方針〕 

○ 荒川区教育研究会を基盤とした研究をさらに推進していくとともに、新規採 

用者や他地区からの異動者を中心としたタブレットＰＣ等のＩＣＴ機器の操作 

研修、区内の優れた実践を紹介する実践研修等、教員研修の充実を図っていく。 

また、学校間共有フォルダの活用や実践事例集の発行など、優れた実践を全校 

に広げていくための方策をさらに検討していく。 

    ○ 実践を進めていくにあたっては、タブレットＰＣ本体にどのようなアプリケ 

ーションソフトウェアをインストールしていくのかも重要である。本区におい 

ては、ワープロ用アプリケーションソフトウェア等、一律に用意したもの 

（１４ページ参照）と各学校が独自に購入・インストールしているものがある。 

今後どのようなアプリケーションソフトウェアが有効であるのか研究を進めて 

いく。 
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また、全小・中学校に導入した、算数・数学科や国語科における、自動採点機 

能付きの学習アプリケーションソフトウェア「あらかわスマート・スタディ」 

や、小学５～６年生の英語科に導入した、短時間の学習が可能なリスニングを 

中心とした学習アプリケーションソフトウェアの活用を推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

保護者からこんな質問が寄せられることがあります 

Ｑ 

タブレットを入れて何が変わったの？子どもたちは相変わらず重いカバンを抱え

て学校に行っているし、ノートも買って揃えているし。タブレットだけ学校に持っ

ていって、あとは手ぶらになると思ってたのに。 

Ａ 
タブレットは授業の中で活用しています。子どもたちはタブレットをとおして、イ

ンターネットにつないで検索をしたり、ワードやパワーポイント等を活用して、新

聞やプレゼンテーションのための資料を作ったりしています。タブレットで調べた

ことをノートにまとめたりもしています。教科書やノートは今までどおり、学習の

中心的な教材です。また、荒川区ではタブレットの持ち帰りは許可していませんの

で、今までどおり、教科書とノートを使って宿題や予習復習をしてください。 
Ｑ 
それじゃ、意味がないじゃないのかしら。だったらタブレットなんて使わなくても

いいのでは？ 
Ａ 
タブレットを活用することで、これまで口で説明していたことを視覚的に表せるよ

うになって、子どもたちから分かりやすいと評判です。また、黒板に書いて発表し

たりなどといった活動時間が短縮され、子どもたちが話し合ったり考えたり、ノー

トにまとめたりする時間が増えました。チャイムが鳴ってしまって、まとめが途中

になり「あとは宿題！」などとしていたものが時間内に十分にできるようになって

います。授業の流れに余裕がもてるようになりました。新学習指導要領にある「主

体的、対話的で深い学び」のための学習時間が確保できています。 
Ｑ 
なら、カバンやノートがいらなくなるってわけじゃないのね。 
Ａ 
はい。荒川区では、子どもたちが手でノートに書いたり、紙の本をパラパラめくっ

て調べたりすることも今までどおり大切にしていきます。その上でタブレットＰＣ

を活用しながら子どもたちの学力やコミュニケーション能力、論理的思考力、情報

モラルなどを向上させていきます。 
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（２）学力の向上について 

  ① 児童生徒の状況について 

児童生徒はタブレットＰＣを活用した授業をどのように感じているのかを調査し 

た。次の４つのグラフ（（g-004）～（g-007））は区の学力調査の結果による成績 

をもとに児童生徒を「Ａ群」「Ｂ群」「Ｃ群」に分けた上で「タブレットＰＣを使っ 

た授業は分かりやすい」かどうかについて、小学校は低学年、中学年、高学年に分 

けて児童生徒の意識状況をまとめた。 

 

   

 

 

    
 

80.4 

84.8 

89.0 

18.6 

14.0 

10.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｃ群

Ｂ群

Ａ群

「タブレットＰＣを使った授業は分かりやすいか」の設問に対する

児童の回答状況と学力調査結果との関係（小学１、２年生）

はい いいえ

58.4

61.3

64.2

25.1 

23.9 

24.0 

9.4

8.6

7.9

5.5

4.9

3.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｃ群

Ｂ群

Ａ群

「タブレットＰＣを使った授業は分かりやすいか」の設問に対する

児童の回答状況と学力調査結果との関係（小学３、４年生）

とてもあてはまる まあまああてはまる

あまりあてはまらない まったくあてはまらない

(g-004) 

(g-005) 

※Ａ群の 0.4%、Ｂ群の 1.2%の児童については、無回答など 

※Ａ群の 0.5%、Ｂ群の 1.3%、C 郡の 1.6%の児童については、無回答など 
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〔成果〕 

○ 小学１、２年生においては、成績が高いＡ群の児童のほうが「タブレットＰ 

 Ｃを使った授業は分かりやすいか」について肯定的な回答が多い。さらに、成 

績に関係なく８０％以上の児童が「タブレットＰＣを使った授業は分かりやす 

いと回答している。 

    ○ 小学３、４年生においては、小学１、２年生の結果（g-004）と同様であり、 

成績の高いＡ群の児童のほうが、より分かりやすいととらえている。さらに、 

「とてもあてはまる」と「まあまああてはまる」の肯定的回答は、成績の高い 

Ａ群の児童が８８．２％、Ｂ群の児童が８５．２％、Ｃ群の児童が８３．５％ 

53.2

56.1

57.4

26.5

27.7

31.1
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10.2

7.9

6.6

4.4

2.8
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Ｃ群

Ｂ群

Ａ群

タブレットＰＣを使った授業は分かりやすいかの設問に対する

児童の回答状況と学力調査結果との関係（小学５、６年生）

とてもあてはまる まあまああてはまる

あまりあてはまらない まったくあてはまらない

36.7

29.3

33.2

38.0 

43.3

42.7

15.9 

17.0 

18.4 

6.8

8.8

4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｃ群

Ｂ群

Ａ群

タブレットＰＣを使った授業は分かりやすいかの設問に対する

生徒の回答状況と学力調査結果との関係（中学生）

とてもあてはまる まあまああてはまる

あまりあてはまらない まったくあてはまらない

(g-006) 

(g-007) 

※Ａ群の 0.8%、Ｂ群の 1.6%、C 郡の 2.0%の児童については、無回答など 

※Ａ群の 1.0%、Ｂ群の 1.6%、C 郡の 2.6%の児童については、無回答など 
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となっており、成績に関係なく８０％以上の児童が、タブレットＰＣを使った 

授業は分かりやすいととらえている。 

○ 小学５、６年生（g-006）においても、小学校１～４年生の結果（g-004）（g-005） 

と同様であり、成績の高いＡ群の児童のほうが、より分かりやすいととらえて 

いる。さらに、「とてもあてはまる」と「まあまああてはまる」の肯定的回答は、 

成績の高いＡ群の児童が８８．５％、Ｂ群の児童が８３．８％、Ｃ群の児童が 

７９．７％となっており、成績に関係なく約８０％以上の児童が、タブレット 

ＰＣを使った授業は分かりやすいととらえている。 

○ 中学生（g-007）については、成績の低いＣ群の生徒が、「とてもあてはまる」 

ととらえており、３６．７％と一番高い。これは、中学生になると学習内容が  

難しくなることなどから、タブレットＰＣを活用することで、視覚的にとらえ

たり、自分で操作したりするなど、主体的に授業に参加できることなどが要因

の一つとして考えられる。また、「とてもあてはまる」と「まあまああてはま

る」の肯定的回答は、成績の高いＡ群の生徒が７５．９％、Ｂ群の生徒が７２．

６％、Ｃ群の生徒が７４．７％となっている。小学校同様に成績の高い生徒の

ほうがタブレットＰＣを使った授業は分かりやすいととらえている。また、成

績に関係なく約７０％以上の生徒が、タブレットＰＣを使った授業は分かりや

すいととらえている。 

○ どの学年においても、７割から８割の児童生徒がタブレットＰＣを使った授 

業は分かりやすいと考えていることは、タブレットＰＣを使うことで児童生徒 

が意欲的になったり、自分で操作をする必要があることから主体的に活動でき 

たり、視覚的な情報が得やすくなったりすることが要因となっている。また、 

タブレットＰＣや電子黒板等を活用することで、これまで口頭や文字で行って 

いた説明等が文字や図表を用いて視覚的に示していくことが増えてきたことも、 

児童生徒の分かりやすさにつながっている。 

 

   〔課題〕 

    ○ 区の学力調査及び意識調査において、児童生徒に「タブレットＰＣを使った 

     授業は分かりやすいか」という設問によると、７～８割の児童生徒が分かりや 

すいと回答している反面、１割以上の児童生徒が否定的な回答をしている。特 

に学力が低い児童生徒のほうがその傾向が高い。 

    ○ タブレットＰＣの活用が向いている学習場面や、ノートや図書等の活用が向 

いている学習場面について、児童生徒の実態に応じた使い分けを行う必要があ 

る。 
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   〔今後の方針〕 

    ○ タブレットＰＣを活用することで授業がより分かりやすくなっていることに 

注目し、引き続き、積極的にタブレットＰＣを活用した授業を実施していく。 

○ タブレットＰＣが効果的に活用できる学習活動の研究開発とあわせて、児童 

生徒の学習の定着状況を個別に分析し、すべての児童生徒が分かりやすい授業 

を実践するよう、一人ひとりの児童生徒の理解を深めた上で、さらなる授業改 

善及び個に応じた指導を徹底していく。 

 

  ② 学力調査の状況について 

    区教育委員会では、文部科学省による、小学６年生と中学３年生を対象とした「全 

国学力・学習状況調査」を、毎年、全区立小・中学校において実施している。学力 

調査は国語及び算数・数学で実施される。その中に新学習指導要領ですべての学習 

の基盤と示されている「情報活用能力」の定着状況に関する設問があったため、そ 

の結果について次のグラフにまとめた。 

 

     

 

ローマ字を書く

（あさって）

（asatte）

ローマ字を書く

（りんご）

（ringo）

ローマ字を読む

（hyaku）
（百）

荒川区 46.8 57.2 56.9
東京都（公立） 39.7 50.4 48.8
全国（公立） 41.8 53.2 50.7

0
20
40
60
80

100

平成２８年度 国語科におけるローマ字に関する

問いの平均正答率（小学６年生） (g-008) (％) 
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具体的な設問例 

 

 

 

 

 

 

 

グラフを基に分かっ

たことを的確に書く

目的に応じて、文章

の内容を的確に押さ

え自分の考えを明確

にしながら読む

目的や意図に応じ

て、表を基に自分の

考えを書く

荒川区 47.5 55.3 66.7
東京都（公立） 46.6 53.6 66.2
全国（公立） 43.4 52.9 64.2

0

20

40

60

80

100

平成２８年度 国語科における情報活用能力に関する

問いの平均正答率（小学６年生）

図形を構成する

角の大きさを基

に、四角形を並

べてできる形を

判断することが

できる

グラフから内容

を読み取ったこ

とを根拠に、示

された事柄が正

しくない理由を

記述できる

単位量当たりの

大きさを求める

ために、ほかに

必要な情報を判

断し、特定する

ことができる

荒川区 26.5 27.5 55.7
東京都（公立） 25.5 27.1 49.2
全国（公立） 25.4 24.9 48.3

0

20

40

60

80

100

平成２８年度 算数科における数学的な考え方に関する

問いの平均正答率（小学６年生）

(g-009) 

(g-010) 

(％) 

(％) 

※設問：「目的や意図に応じて、表を基に自分の考えを書く」について 
「早寝早起き運動」について、多くの人が取り組めるような解決策を２つの表（学級の友だちに

とったアンケート調査「寝る時刻が遅くなる理由」「早く寝るようになった理由」をまとめたもの）

を踏まえ、「テレビやゲーム」「メールなど」の両方の言葉を使って２５～５０字でまとめる。 
※正答例： 
「ねる時こくがおそくならないように、テレビやゲームの時間、メールなどをする時間を決める。」 
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具体的な設問例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な設問例 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題を決め、それに

応じた情報の収集方

法を考える

目的に応じて文章を

要約する

目的に応じて必要な

情報を読み取る

荒川区 52.1 66.9 84.9
東京都（公立） 51.6 66.4 84.8
全国（公立） 49.2 64.0 83.3

0

20

40

60

80

100

平成２８年度 国語科における情報活用能力に関する

問いの平均正答率（中学３年生） (g-011) (％) 

※設問：「単位量当たりの大きさを求めるために、ほかに必要な情報を判断し、特定することができる」

について 
Ａ小学校とＢ小学校の、それぞれの児童１人当たりの本の貸出冊数を求める。 

※正答： 
（１）１人当たりの貸出冊数を求めるとき、各学校の貸出冊数の合計と「各学校の学校全体の児童数 

の把握」が必要であることを判断し、選択できる。 
（２）「各学校の月ごとの貸出総冊数」及び「Ａ小学校の本の種類ごとの貸出冊数」の２つの表を見る 

だけでは分からない事柄（○月にこの種類の本の貸出冊数が多い）を判断し、選択できる。 
（３）各小学校の４～７月の貸出総冊数をまとめた２つのグラフを見て、各グラフから読み取れる月 

ごとの貸出総冊数に着目して、言葉や数を使って書くことができること。 
正答例「５月から６月までの「物語」の貸出冊数は、Ａ小学校が約４００冊増えていて、Ｂ小 

学校が約３００冊増えています。だから、Ａ小学校に比べてＢ小学校のほうが、５月か 
ら６月までの「物語」の貸出冊数の増え方は大きくないです。」 

※設問：「課題を決め、それに応じた情報の収集方法を考える」について 
宇宙エレベーターについて書かれた雑誌の記事を読んで「なぜ」「どのような」「どのくらい」とい

う言葉のいずれかを使って疑問に思ったことを２０～４０字で書くことと、それを調べるために必要

な本の探し方を２つ書くことができる。 
※正答例： 
 疑問に思ったこと 

「宇宙エレベーターは、なぜ長い期間にわたって繰り返し使うことが可能なのか。」 
「宇宙ステーションからケーブルを伸ばす作業を、宇宙空間でどのような方法で行うのか。」など。 

 本の探し方 
「図書の分類に従って、自然科学に関係する本が置いてある棚に行く。」 
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具体的な設問例 

 

 

 

 

 

     

   〔成果〕 

    ○ 小学６年生における、ローマ字の読み書きについては、国や都よりも平均正 

答率が高い(g-008)。これは、タブレットＰＣを使用する際にローマ字入力での 

キーボード操作を日常的に行っていることの結果である。 

○ 国語科における情報活用能力に関わる問いに対して、国や都よりも高い平均 

正答率となっている(g-009)。これについては、日ごろからインターネット等を 

活用した調べ学習を実施しており、グラフや表を読み取ったり、自分の考えを 

書いたりする学習活動を行っていることの結果である。 

○ 算数科においても国語科と同様、情報活用能力につながる問いに対して、平 

グラフの傾きを事象

に即して解釈するこ

とができる

適切な事柄を判断

し、その事柄が成り

立つ理由を数学的な

表現を用いて説明す

ることができる

条件を基に、表から

数量の変化や対応の

特徴を捉え、x の値

に対応する y の値を

求めることができる

荒川区 33.2 52.2 64.8
東京都（公立） 30.5 52.2 59.6
全国（公立） 29.8 51.4 59.1

0
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平成２８年度 数学科における情報活用能力に関する

問いの平均正答率（中学３年生） (g-012) 
(％) 

※設問：「条件を基に、表から数量の変化や対応の特徴を捉え、x の値に対応する y の値を求めるこ

とができる」について 
一次関数の表から x＝４のときの y の値を求めることができる。 

x ・・・  ２  ３  ４ ・・・ 
y ・・・ １８ １２    ・・・ 

※正答：６ 

「自分の疑問について司書の先生に説明して、本を紹介してもらう。」 
「雑誌のコーナーに行き、宇宙エレベーターの記事が掲載されている雑誌があるかどうかを確 
認する。」 など。 
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均正答率が高くなっている(g-010)。特に問題を解くに当たって必要な情報を判 

断し、特定することについてよくできている。 

    ○ 中学生においては、自分の必要とする情報をどのように収集したらよいかと 

いうことについて平均正答率が高くなっている(g-011)。これについては、日常 

から調べ学習をしっかりと行っていることが生徒の情報収集能力を高めている 

ことによる。新学習指導要領では、国語科においては「情報の扱い方に関する 

事項」が新設され、必要な情報を収集したり、整理したりする力は国語の「知 

識・技能」として身に付けさせなければならない力となっており、荒川区の子 

どもたちが身に付けている力は今後の授業改善の在り方を考えていく上で、重 

要な視点となる。 

    ○ 中学生の数学についても情報活用能力に関する問いについて高い平均正答率

となっているものがあり(g-012)、いずれも、情報活用における判断力が関係し

ている。子どもたちが、複数の情報を読み取る力、そこから必要な情報を判断

する力を伸ばしていることの結果である。 

 

   〔課題〕 

    ○ 情報活用能力については「全国学力・学習状況調査」において、国や東京都

よりも高い平均正答率を示している。タブレットＰＣを活用した授業をさらに

改善し、児童生徒の情報活用能力のさらなる向上に取り組むことが課題である。 

 

   〔今後の方針〕 

○ 子どもたちが確かな学力を身に付け、これからの情報社会を生き抜いていく 

ために必要な情報活用能力を身に付けられるよう、タブレットＰＣを活用した、 

授業改善を推進していく。「荒川区学校教育ビジョン」では、学力について、「基 

礎的な知識及び技能」「基礎的な知識及び技能を活用して課題を解決するために 

必要な思考力、判断力、表現力その他の能力」「主体的に学習に取り組む態度」 

の３要素をバランスよく育成していくこと及び「学ぶ力」「学びの質」が重要で 

あるとしている。今後も引き続き、学校教育ビジョンの方向に沿い、すべての 

子どもたちの学力向上に努めていく。 

 

③ 学校の意識について 

    全小・中学校に、タブレットＰＣの活用をとおして、児童生徒への学力について 

効果が現れているかどうかの意識調査を実施した(g-013)。 
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この調査において、肯定的な回答の根拠として、次のような回答が寄せられた。 

○ タブレットＰＣにインストールしている算数・数 
学のドリルコンテンツを活用すると、問題数や難易 
度も調整しやすく、児童生徒が自分のペースに合わ 
せることもできるため、意欲的に取り組むことがで 
きていた。 

○ タブレットＰＣを活用するかしないかで、児童生 
徒の学習に向かう意欲が違う。「今日の授業で、タブ 
レットＰＣを使う」というだけで児童の集中力や意欲が高まる。 

○ タブレットＰＣの画面を活用して、授業の内容説明の際や、児童生徒が実際 
に行った場面の動画や画像を提示できる。それらを視覚的に見られることで、 
言葉の説明が少なくて済む上に、学習理解に効果がある。 

○ 体育・保健体育や国語の音読などを実施する際、タブレットＰＣの録画機能 
を使って録画をさせる。そうすることによって、実際 
に児童生徒自身で自分の行ったことを見ながら分析で 
きるため、これまで、教師や周囲の児童生徒同士が、 
口頭で説明・助言していたことも容易に理解できるよ 
うになり、改善の幅が飛躍的に高まった。さらに、改 
善の結果を児童生徒自身も視覚で確認することによっ 

て自分の成長に気付くこともでき、達成感等も感じることが増えている。 
○ 算数・数学などの図形等を扱う授業では、タブレットＰＣの操作上の特性に 

より、「やり直し」がクリック一つでできるため、これまでのように、いちいち 

学習への興味・関

心が向上している

学習理解が進んで

いる

学習態度が向上し

ている

思考力が向上して

いる

小学校 95.8 66.7 66.7 33.3
中学校 100.0 90.0 70.0 20.0
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80

100

タブレットＰＣの活用をとおした

児童生徒の学力向上に関する学校の意識
（％）

(g-013)

 
〔体育での話し合い活動〕 

 
〔ドリルコンテンツの活用〕 
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消しゴムで消したり、新しい用紙を用意したりすることなく、児童生徒が自分 
のペースで直ちにやり直せる。その結果、短い時間でも繰り返し思考や試行が 
できるようになり、学習活動に集中できるようになった。 

○ ノートにまとめる前の、自分の考えをタブレットＰＣの画面にメモしたり、 
タブレットＰＣを活用して作品作りをしたりすることで、自分や友だちの考え 
や作品をすぐに電子黒板に映せるため、互いの考え等を発表しあったり、学級 
全体で議論したりする活動が十分に時間をとって行えるようになり、充実した 
活動となる機会が増えた。 

○ タブレットＰＣを活用する際は、一人１台のため、各自が自分自身の手で操 
作しないとならないため、友だち任せにせず、自主的に学習活動ができる場面 
が増えた。 

 

〔成果〕 

○ 「児童生徒の学習への興味・関心が向上している」と考えている学校が多い。 
特に中学校については１００％の肯定的な回答であり、タブレットＰＣの活用 
が児童生徒の学習活動に良い影響を与えている。 

○ 「児童生徒の学習理解が進んでいる」という項目については、９０％の中学 
校が肯定的な回答をしている。 

○ タブレットＰＣを活用することで、児童生徒が自分自身を分析しながら学習 

 することができることや反復学習が容易になったこと、他者の考えをすぐに共 

有できることなど、学習上大きな効果があることを教員が実感していることが 

成果として挙げられる。 

 

〔課題〕 

○ 「児童生徒の思考力が向上している」と認識しているのは小学校３３％、中  

学校２０％となっており、肯定的な回答が少なく、思考力の向上に向けて、タブ

レットＰＣを効果的に活用する学習場面について研究する必要がある。 
 

   〔今後の方針〕 

○ 子どもたちは学校図書館での図書資料を活用した調べ学習等では対話が進み、 

タブレットＰＣを活用した調べ学習等では静かに取り組むといった学習状況な 

ども踏まえ、区教育研究会とも連携し、タブレットＰＣと学校図書館を併用し 

た授業を効果的に実施し、子どもたちの思考力を高めていくための研究を推進 

していく。 

○ タブレットＰＣを活用した授業においては、子どもたちが主体的に取り組む 
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という実態を活かし、タブレットＰＣを活用しながら、対話や書くことを中心 

とした言語活動を取り入れた授業改善を図り、子どもたちの思考力を高める学 

習活動を推進していく。 

○ タブレットＰＣの活用とあわせて、ノートを用いて漢字や文章を書いたり、 

計算をしたり、口頭で発表する活動など、その時々の学習のねらいに沿ってど 

のような学習活動が効果的なのかをさらに研究推進していく。 

○ 今後も引き続き、荒川区教育研究会と連携した研究を進め、タブレットＰＣ 

を活用した効果的な授業への改善を推進していく。その際、学びのねらいを達 

成するためにどのようにタブレットＰＣを活用すべきか、また、タブレットＰ 

Ｃ以外の教具を活用すべきかなどもあわせて研究していく。さらに、教育委員 

会が主体となった教員研修や優れた実践例を広めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あらかわ寺子屋事業 

区内全小・中校で実施している「あらかわ寺子屋事業」では、

タブレットＰＣのコンテンツを活用している学校があります。

子どもたちが朝や放課後等に自分のペースで自主的に学習して

いる姿も見られます。 

寺子屋の時間は、授業で 

分からなかったことを質問 

したり、たくさん問題を解 

いて学習の定着を図ったり 

しています。教えてくれる 

のは学校の先生だけではな 

く、大学生や地域のボランティアの方にもお願いしていること

があります。子どもたちが学習習慣を身に付けるよう、定期的

に実施していますが、タブレットＰＣを活用することで子ども

たちの学習意欲の向上が見られます。 
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（３）分かりやすい授業の確立について 

① 授業規律の確立について 

タブレットＰＣを活用した授業においても、子どもたちが授業の約束を守り、学 

習規律が保たれていることが大切である。次に示すグラフ（g-014）（g-015）は、児 

童生徒を対象にした調査の中の学習規律に関する設問の結果をまとめたものである。 

 

 

   

〔成果〕 

○ ６割以上の児童生徒が、「よい姿勢で学習している」と、自分自身を肯定的に 

とらえている（g-014）。また、タブレットＰＣの全校導入以前の平成２５年の 

中学生については肯定的な回答が６割を切っており、タブレットＰＣを導入し 

たことで、これまでよりも授業に意欲的に取り組むようになったことが分かる。 

○ 「授業を集中して受けているか」という設問（g-015）に対し、小学生につい 
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58.4 60.4 62.5 62.4
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(g-014) 

(g-015) 
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てはどの年度も８割以上の児童が肯定的にとらえている。一方、中学生について 

は、タブレットＰＣが全校導入された平成２６年に値が下がっているものの、そ 

の後着実に増加傾向にあり、小・中学生ともに学習に意欲的であることが分かる。 

 

〔課題〕 

 ○ タブレットＰＣを活用した授業に関わらず、よい姿勢を保つことは学習の基 

本であり、義務教育期間をとおしてしっかりと身に付けていくことが大切であ 

る。 

 ○ 小・中学生ともに、２割前後の児童生徒が授業に集中して参加していないと 

の結果が出ている。すべての子どもたちが集中できるような工夫した授業改善 

が必要である。 

 

〔今後の方針〕 

 ○ 引き続き、すべての授業において学習規律の徹底を図っていく。 

○ タブレットＰＣを活用した授業に関わらず、子どもたちが集中して参加でき 

るような、分かりやすい授業を実施していくよう、授業改善を推進していく。 

 

② 児童生徒のタブレットＰＣ活用に関する意識について 

  タブレットＰＣを活用した授業は分かりやすいと感じている児童生徒の割合につ 

いて、学年ごとに次のようにグラフにまとめた（g-016）。 

 

  

〔成果〕 

    ○ グラフ（g-016）から、タブレットＰＣを活用した授業について、小学生の８ 

割以上が分かりやすいと感じている。特に小学２年生の児童については９割近 

くが肯定的にとらえている。 
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○ 中学生は学年を追うごとに減少傾向にあるものの、７割以上の生徒がタブレ 

ットＰＣを活用した授業は分かりやすいと感じている。 

 

   〔課題〕 

    ○ 小学校では、タブレットＰＣを活用した授業は分かりやすいと感じている児 

童の割合が全学年とも８割を超えているものの、６年生において、若干数値が 

低くなっている。これは、６年生は、学習内容が複雑化、深化しており、タブ 

レットＰＣの活用に関わらず、学習課題について、一度教師から説明をしたか 

らといって容易に理解できるような内容だけではなくなっていることが要因の 

一つとして挙げられ、児童の実態を踏まえた授業改善が必要である。 

○ 中学生になると分かりやすいと感じる生徒が８割以下となる。中学生では学 

習課題が難しくなっていることから、さらなる授業改善が必要である。特に、 

タブレットＰＣを活用したほうがよい学習活動かどうかを適切に見極め、各教 

師が、それぞれの場面に相応しい授業実践ができるよう、授業改善及び教材研 

究を充実していく必要がある。 

 

   〔今後の方針〕 

    ○ 紙の教科書を活用した「読み・書き・計算」を学習活動の基本に据えながら、 

特に、小学６年生及び中学生における授業実践については、学習におけるどの 

単元でどのようにタブレットＰＣを活用するとより分かりやすくなるのか、授 

業の「導入」「展開」「まとめ」のそれぞれの段階において、どのようにタブレ 

ットＰＣを活用することがより分かりやすい授業につながるのかといったこと 

を、校内でのＯＪＴや荒川区教育研究会等でさらに研究を行い、実践を広げて 

いく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

子どもたちの健康面に留意して 

子どもたちが積極的にタブレットＰＣを活用する際、姿勢が悪くなったり、

目が悪くなったりすることが心配であるという声があります。 

文部科学省から「児童生徒の健康を留意してＩＣＴを活用するためのガイド

ブック」が出ています。荒川区では本ガイドブックを参考にしています。 

・教室の電気は点けたままにしている。 

・タブレットＰＣにキーボードを付けることで、見やすい角度で固定す 

ることができる。 

・長時間、タブレットＰＣの画面を注視しないようにしている。 

 こうしたことに留意して、子どもたちが健康被害を受けないよう取り組んで

います。 
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③ タブレットＰＣ導入による学校関係者評価の検証について 

各学校では、「学校関係者評価」として、児童生徒、保護者、地域の方々を対象に 

毎年アンケート調査を実施しており、アンケートの内容は学習や生活指導、道徳、 

地域との連携など多岐に渡るが、そのうち情報教育にあたる分を取り出し、児童生 

徒の回答結果について、次のようにまとめた(g-017)(g-018)。 

 

     

 

     

 

次に、保護者の回答結果についてまとめた（g-019）（g-020）。 
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無
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平成２８年度 42.1 37.4 12.8 4.9 2.7 0.1
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〔成果〕 

○ 授業でタブレットＰＣを使って学習したり、調べたりすることが「よくあて 

はまる」と「ややあてはまる」と肯定的に感じている児童が９１．７％（平成   

２８年度）と大変割合が高く、日常的にタブレットＰＣが活用されていること

が見てとれる。平成２７年度も８９．７％であり、高い割合を示している。 

○ 中学校では、小学校より若干少ない結果となったものの、授業でタブレット 

ＰＣを使って学習したり、調べたりすることが「よくあてはまる」と「ややあ 

てはまる」と肯定的に回答をしている生徒は、平成２７年度に８２．５％、平  

成２８年度が７９．５％と、中学校でもタブレットＰＣの活用が安定している。 
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    ○ 小学校の保護者の８６．５％が「タブレットＰＣなど、ＩＣＴを活用した教

育を行っているか」について、肯定的に回答している（平成２８年度）。また、

平成２７年度も８６．０％が肯定的に回答している。 

○ 中学校では、７０．５％の保護者が「学校では、コンピュータを活用した教  

育を進め、情報活用能力の育成に努めているか」について肯定的にとらえてい

る（平成２８年度）。 

 

   〔課題〕 

○ 中学校の保護者について、「学校では、コンピュータを活用した教育を進め、 

情報活用能力の育成に努めているか」について、肯定的にとらえている割合が、 

平成２７年度（７４．８％）から平成２８年度（７０．５％）にかけて４．３

ポイント減少している。また、「よく分からない」と回答する中学校の保護者が

小学校の倍近くおり、平成２７年度（１５．３％）と平成２８年度（１８．０％）

で比較すると２．７ポイント増加している。 

      これは、平成２７年度はタブレットＰＣの全校導入直後であったため、学校 

からも学校だよりやホームページ等で、タブレットＰＣを活用した学習の様子 

を意識して発信していた。平成２８年度では、タブレットＰＣの活用が校内で 

定着し、教員や子どもたちにとって目新しいものではなくなったため、学校か 

らの発信の頻度が減ってしまったことが考えられる。また、中学生の特徴とし 

て、学校で起きたことを毎日のように保護者に話す生徒が限られてくることか 

ら、保護者にとってコンピュータを活用した教育が前年度より進んでいるかど 

うかなどについて「よく分からない」と考える状況につながっている。 

 

   〔今後の方針〕 

    ○ 保護者に対して、学校から日常的に学習の様子やＩＣＴ機器を活用した授業 

の実施や成果について、引き続き、発信していく。「荒川区学校教育ビジョン」 

では、６本の施策の柱「５ 学校・家庭・地域が強いスクラムを組んで子ども 

たちを育てる」に「（１）学校から家庭・地域に積極的に情報発信をする」とい 

う項目を立てている。今後はこの方針に従い、開かれた学校づくりを推進し、 

保護者への説明責任をとおして、学校の教育活動の透明性と信頼性の向上に努 

めていくよう、「学校教育ビジョン 学びの推進プラン」にもその重要性を示し、 

教育委員会からも学校に発信していく。 
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④ 教員の授業力の向上と意識改革について 

    タブレットＰＣを導入したことにより、タブレットＰＣを活用するための授業改 

善が進んでいるかどうかを小・中学校に調査したところ、次のような回答となった。 

 

     

また、教員に、タブレットＰＣを活用してどのように授業改善を行ったのかにつ 

いて質問したところ、次のような回答が寄せられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、教員に対し、タブレットＰＣを使ってやってみたい授業について質問し 

たところ、次のような回答を得た。 

○ 自分の考えを書き、電子黒板等を活用して全体で共有したり、考えを比較した

りしながら議論を深める授業。算数科、図画工作・美術、音楽科、社会科や道徳

70.8 
50.0 
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小学校 中学校

教職員の授業改善が進んでいる

○ 算数・数学等で、習得するための練習問題ドリルをタブレットＰＣで行わせ

ることにより、各自、自分のペースで答え合わせややり直しができるようにな

った。その間、教師は、習熟につまずきのある児童生徒の指導に当たることが

できたため、時間を有効に使うとともに、児童生徒への個に応じた指導ができ

た。 
○ 算数・数学の図形の学習で、タブレットＰＣを活用すると、展開図の理解や

作図の仕方を学ぶ活動等において簡単にやり直しができるため、何度も考えを

試すことができた。これまでは、同じ活動をはさみやのりを使って実際に紙で

組み立てていたので工作の時間になってしまい、特にはさみの使い方が苦手な

児童生徒にとっては、純粋に数学的思考力を高める活動につなげていくには課

題があった。このような課題がタブレットＰＣを活用することで解消し、授業

改善に大きくつながった。 
○ 個々の児童生徒が自らの興味・関心に応じて、インターネットを常に活用で

きる環境となったため、今まで教材として購入していた資料集や学校図書館に

所蔵している書籍のみに頼っていたもの以外の資料が簡単に手に入り、児童生

徒の調べの範囲が広がった。 

(g-021) 
（％） 
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で試してみたい。 

○ 数学科でグループでの話し合いをさせて、共有・発表、図形やグラフの仕 

 組みを調べる授業。 

 

   〔成果〕 

○ タブレットＰＣの導入に伴い、タブレットＰＣを活用した授業を行うように 

なったことが授業改善に取り組み始めるきっかけとなり、小学校では７割、中 

学校では５割の学校において、教職員の授業改善が進んでいる。 

    ○ タブレットＰＣを活用することで授業における時間配分が改善されている。 

タブレットＰＣに直接書き入れた画面を電子黒板で共有することにより、これ 

まで、紙に書いたり、黒板に書いたり、実際にはさみやのりを使って作業した 

りしていた時間が短縮でき、児童生徒の思考や話し合いの時間が確保されるよ 

うになった。 

    ○ タブレットＰＣを活用することで授業における調べ学習の幅が広がっている。 

一人ひとりの児童生徒が自分のペースでインターネット等を扱える時間が格段 

に増えたため、これまで以上に児童生徒が自らの興味・関心のある事柄につい 

て調べられるようになった。 

 

   〔課題〕 

○ タブレットＰＣを導入したことにより、各校において授業改善が進んでいる 

一方で、さらに効果的な活用方法を模索して、授業改善が必要だと考えている 

学校が小学校は３割、中学校は５割ある。より効果的にタブレットＰＣを活用 

する上で教員の授業改善を進めていく必要がある。 

 

   〔今後の方針〕 

   ○ 小学校は平成３２年度から、中学校は平成３３年度から全面実施される新学 

習指導要領の改訂の要点の一つである「主体的・対話的で深い学び」について、 

タブレットＰＣを大いに活用しながら、視覚的なアプローチを行い、主体的な 

活動につなげていくことで推進していく。 

○ 新学習指導要領の移行期間を踏まえ、荒川区教育研究会等とも連携を図り、 

タブレットＰＣを活用した授業改善について研究・研修を実施するとともに、 

各教員の意識改革もあわせて行っていく。 

 

 

 



 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デジタル教科書の活用 

平成２４年度に区で採択した教科書の国語、社会、算数・数学、理科、生活の各教科

についてのデジタル教科書を配信しました。学校では全普通教室に配置してある電子黒

板で教科書のページの画像や関連する映像資料等を子どもたちに見せながら授業を実

施しています。これまでは先生が「○ページを見て、○行目を読みます」といったよう

に口頭で伝えていたことが視覚的に提示できるようなったことで、今何をしているかが

分かりやすくなったと評判です。 

平成２９年度に、大学と連携し、デジタル教科書の活用について小・中学校で１校ず

つが共同研究を行っています。子どもたちの使うタブレットＰＣに直接デジタル教科書

がダウンロードできていることの学習効果等について校長先生からお話が寄せられて

います。 

○ デジタル教科書の使用が効果的な場面について 
・教科書の注目させたいところだけをポップアップできるため、一点に集中しやすく 

なります。 
・立体図をいろいろな方向から見て考えることができるため、理解の深化につながる 

と考えられます。 
○ デジタル教科書を使う方が紙の教科書を使うより効果的な場合 

・拡大することができるため、図やグラフ、写真の細部まで調べることができます。 
・算数で、道のり・速さ・時間の学習について、実際の移動の様子をアニメーション 

によりイメージすることができます。また、図形の学習では、立体の切断面や放 
物線の様子を、動画で見せることにより、思考の広がりにつなげることができてい 
ます。  

など。 
 次に、デジタル教科書の将来性について、 
・授業での学習履歴がクラウド上に残ると、学校と同じように家庭学習ができるよう 

になります。 
・デバイスが壊れてしまうと活用ができないので、より耐久性のあるデバイスの開発 

が重要となるかもしれません。また、タブレットＰＣは一人１台が前提になります。 
 ・タブレットＰＣを家庭学習に用いることによって、「反転学習」にもつながります。 

そうなると今までの学習形態とは変わってきます。 
 

 区教育委員会では、紙の教科書を活用した「読み・書き・計算」を学習活動の基本に

据えながら、デジタル教科書の可能性について探っていきます。 
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（４）特別支援教育について 

① 特別支援学級（知的障がい固定学級） 

  区内には小学校４校、中学校３校に特別支援学級が設置されている。特別支援学 

級においては児童生徒一人１台体制でタブレットＰＣを活用した授業が実施してい 

る。 

実践として、次のような例が報告されている。 

【小学校】 

○ 校庭の樹木を１本選び、毎月記録写真を撮り、集ま 

ったデータを使って一冊の本にまとめ、作る喜びを味 

わった。 

○ 合奏の様子を撮影した動画を見て、友達のよさに気 

付いたり、達成感を味わったりすることができた。 

○ 教師が事前に撮影した細かい刺しゅうの作業をタブレットで再生し、拡大し 

たりゆっくり流したりすることで、子どもたちの理解が早まり、作業を進める 

時間を十分に確保することができた。 

○ 自動採点機能付きのドリルコンテンツをタブレットＰＣに導入し、漢字や計 

算に取り組む時間を設定している。児童は、意欲的に課題に取り組んでいる。 

 

【中学校】 

○ 星の１日の動きの学習で、タブレットＰＣを使って星座の観察の仕方のイメ 

 ージをもつことができ、視覚的に効率よく理解することができた。 

○ 障がいに応じたタブレットＰＣの活用により、文字の認識が苦手な生徒が自 

 分のペースで学習に取り組んだり、文章を書いたり、聞いたりすることによっ 

て理解が深まった。 

○ 前の時間に学習した内容を確認した後、タブレットＰＣを活用して生徒は意 

欲的に課題に取り組み、学習内容の理解を深めた。 

 

  ② 聴覚・言語障がい通級指導学級 

聴覚障がい、言語障がいの児童が通級している「きこえとことばの教室」では、 

タブレットＰＣの録画機能等を活用して、言葉の理解を促す支援を行っている。 

○ 児童は自分でタブレットＰＣを操作しながら自らの発声の様子を録画し、それ 

を動画再生することによって、口の体操を指導者と一緒に見て、指導者が評価す 

るとともに、児童もその場で指導者と一緒に自己評価しながら自らの口の動きや 

舌の動き、速さなどを確認することができる。 

    ○ 音読する様子を児童自身でタブレットＰＣを操作して録画する。その後、音読 

 



 

47 

場面を再生して、指導者が発音を評価するとともに、児童もその場で指導者と一 

緒に自己評価をしながら、音読ができているかどうかを確認することができる。 

○ タブレットＰＣに自らの口の動きを録画及び再生することで教師のそれと比 

較することができ、視覚的に学ぶことができる。 

○ 読めない漢字を抜き出して、タブレットＰＣの機能を活用してフラッシュカー 

ドを作成し、読めなかった漢字を読めるようになるまで繰り返し学習することで 

漢字が読めるようになった。フラッシュカードは提示の順序を変えることができ 

るので、繰り返し学習をしても児童は漢字の読み方を覚えることに集中できる。 

また、正誤の判定がすぐにできるので児童は自分のペー 

スで学習を進めることができる。 

○ 児童の中には、恥ずかしがる者も多く、教師の眼前で 

はっきりと大きな口を開けて発声することに消極的な児 

童もいるが、タブレットＰＣを活用することで、自分の 

様子を自ら確認でき、積極的に学ぶようになるなど、児 

童自身にも変化が現れてきている。 

 

  ③ 特別支援教室（巡回型指導） 

    東京都による第三次特別支援教育推進計画により、小学校における情緒等通級指 

導学級を教師による巡回型の特別支援教室に転換する措置が進んでいる。これまで 

児童が自校を離れて指導教員のいる他校へ週に１日程度通級していたが、区でも平 

成２９年度に小学校全校に特別支援教室を設置し、指導教員がそれぞれの児童の在 

籍する学校へ巡回訪問し、児童は校内にいながら通級指導を受けることができるよ 

うになった。特別支援教室においても、タブレットＰＣの活用について研究してい 

る。 

○ 文章を書くことが苦手な児童に対して、タブレットＰＣを活用して文章を作 

成することで、自分の考えを表現することにつなげることができた。 

○ 漢字の筆順を確認するソフトを活用し、漢字の学習に対して意欲を高めるこ 

とにつなげた。 

 

〔成果〕 

    ○ 特別支援教育においては、知的障がい固定学級でのタブレットＰＣの活用が 

最も進んでいる。タブレットＰＣの一人１台体制の導入により、障がいのある 

子どもたちが「タブレットＰＣの機能」を利用することで「できること」が増 

え、一人ひとりの子どもが自信を得た。 

    ○ 自分のペースで学習に取り組むことで、学習効果が高まるとともに、ＩＣＴ 

機器を活用する技能が飛躍的に向上した。 

 
〔フラッシュカード〕 
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   ○ 聴覚・言語障がいの通級指導学級においては、タブレットＰＣによる動画・ 

静止画撮影は、ビデオカメラやデジタルカメラで撮影するよりも児童の抵抗が 

少なかった。また、口の体操や発音練習を撮影して再生できるため、自らの特 

徴に気付きやすく、口の動きや発音の修正が容易にできた。 

○ タブレットＰＣは操作が簡単で、撮影したものをすぐに見る、印刷するとい 

ったことができるため、発音指導に有効である。 

    ○ フラッシュカードをタブレットＰＣで作成することは、書くことに困難さが 

ある児童に取り組みやすく効果があった。また、フラッシュカードは、一単語 

一画面で作成したため、一回の情報量が最小限のものになり、児童の負担がな 

く、学習意欲につながった。答えの正解を音で知らせる、タイムを計るなど、  

ゲーム的要素をもたせる工夫をすることで、さらに学習意欲が高まっている。 

 

〔課題〕 

 ○ 特別支援教育におけるＩＣＴ機器の活用については、全国的にも取組が始ま 

ったばかりで、効果的な活用手法が未だ十分には確立されていないことや子ど 

もたち一人ひとりの状況が様々で一律には活用しづらい部分がある。 

 

〔今後の方針〕 

○ 特別支援教育におけるタブレットＰＣを初めとするＩＣＴ機器の活用につい 

て、区教育委員会として効果的な指導法を開発し、実践していく。 

○ 近年、学習障がいや多動性注意欠陥障がい等におけるＩＣＴ機器の有効性が 

 指摘されており、特に、特別支援教室におけるタブレットＰＣの活用について 

は大学等との連携を進めながら、積極的に有効な活用方法の開発及び実践につ 

いて研究を推進していく。 

○ 特別支援教育における個の特性に応じた効果的な学習とあわせて、ユニバー 

サルデザインを意識したタブレットＰＣの効果的な活用方法などを、大学や企 

業とも連携しながら研究を進めていく。 
 

 

 

 

 

 

 

 

自分のペースがうれしい 

特別な支援を必要とする子どもたちにとってもタブレットＰＣは楽し

く学べるツールとして、受け入れられました。文字の認識が苦手な子ども

も、タブレットＰＣを活用することで自分のペースで学習に取り組むこと

が容易になりました。 

子どもたちの個性や理解する過程や速さは一人ひとりが異なります。そ

んな子どもたちがタブレットＰＣを活用することで理解が深まる機会が

増えるとともに、学習に対する意欲が高まっているのです。 
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（５）学校図書館とタブレットＰＣとの併用について 

① 学校図書館を活用した情報活用能力の育成について 

  学校図書館は「読書センター」「学習センター」「情報センター」として学校の教

育活動全般を支えるものとして中心的な役割を担うものである。荒川区では、校長

を学校図書館長として位置付け、全教職員・全学級での教育課程（授業等）及び教

育課程外（朝読書等）における意図的、計画的な図書館活用を目指し、日々実践し

ている。 

また、学校においては、各教科等の指導をとおして、児童生徒の発達の段階に応じ

て情報モラルを身に付け、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を適

切に、また、主体的、積極的に活用できる情報活用能力を育成していく必要がある。 

  このことを踏まえ、荒川区学校図書館活用指針（平成２９年３月改訂）において、

学校図書館においては、タブレットＰＣ等を十分に活用した情報の収集や、自らの

目的に応じた取捨選択等、情報を活用することについて子どもたちが日常的に活動

できるよう、環境を整えていくことを示している。 

 

② 学校図書館の活用状況について 

  全小・中学校における、１年間の学校図書館の各教科等における活用状況につい 

てまとめた。 
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50 

○ 学校図書館の活用状況については国語が最も多く、年間６，５７２時間の活用が 

あった。１校当たりに換算すると１９３時間程度であり、週５．５時間程度に相当 

する。次いで総合的な学習の時間の２，１９７時間となっている。 

 

次に、教科ごとではなく、１年間で授業においてどの程度学校図書館を活用してい 

るのかを、平成２５年度から２８年度までの経年変化について、小・中学校別に１学 

級当たりの活用時間数についてまとめた（g-023）。 

 

        

   ○ 小・中学校ともに、平成２５年度と２８年度を比較すると、１学級当たりの学 

校図書館の活用時間数が約２倍伸びている。これは、司書教諭（学校図書館担当 

者）や学校司書研修において、各校の優れた実践を普及しているため、実践内容 

が全校に定着してきたこととあわせて、区教育委員会による「荒川区立学校図書 

館 学習・情報センター化推進校」の指定を平成２８年度から区内全小・中学校 

に広げたことで学校図書館の活用が推進されたことによる。 
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③ 学校図書館とタブレットＰＣとの併用状況について 

    学校図書館におけるタブレットＰＣを活用した授業の実施状況について調査し、 

次のようにまとめた（g-024）（g-025）。 

 

      

 

   

〔成果〕 

    ○ 学校図書館の蔵書とタブレットＰＣを併用することで、調べ学習がますます 

充実している。一人ひとりの児童生徒が自分のペースでインターネット等を扱 

えるため、児童生徒が自らの興味・関心のある事柄について、まずはインター 

ネットを活用して概要を調べ、さらに深く調べるために図書資料を活用するこ 

とができている。また、最新の時事問題など、図書館資料にない事柄について 

48.4 51.6 

学校図書館で図書資料とタブレットＰＣを併用した

授業を実施したことがある（小学校学級担任）

ある

ない

47.4

61.1

7.7

58.8

22.2

33.3 38.9 33.3

20.7

0

20

40

60

80

100

学校図書館で図書資料とタブレットＰＣを併用した

授業を実施したことがある（中学校教科別）

(g-024) 

(g-025) 

（％） 

（％） 
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も調べられるようになり、学習の質が格段に向上した。 

    ○ 小学校の学級担任においては５０％以上の教員が学校図書館とタブレットＰ 

Ｃを併用して活用している。これは、もともと学校図書館の活用が根付いてい 

ることから、学校図書館にタブレットＰＣを持ち込んで調べ学習等を進めてい 

く学習活動を取り入れやすかった背景がある。 

    ○ 中学校の教科別による学校図書館とタブレットＰＣの併用状況について、特 

に社会科においては６０％強の教員 

が実施している。これは、タブレット 

ＰＣを活用して学校図書館にない資料 

等を検索し、調べることで、より多く 

の資料を活用した深い学びにつながっ 

ている。そのほかにも理科や国語科に 

おいて、学校図書館とタブレットＰＣ 

の併用が多く実施されている。 

 

〔課題〕 

    ○ 学校図書館において図書資料とタブレットＰＣを併用した学習活動の実践例 

等を、学校間共有フォルダ等を活用して全校に広め、図書資料とタブレットＰ

Ｃの活用の実践例を共有していくことで、荒川区学校教育ビジョンで重点施策

としている学校図書館を活用した調べ学習等をさらに効果的に実践していく必

要がある。 

 

   〔今後の方針〕 

   ○ 引き続き、学校図書館とタブレットＰＣの併用を推進している学校の実践な 

どを、教務主任研修会や情報教育担当教諭研修会、そして学校図書館担当教諭 

（司書教諭）研修会などの場で積極的に周知し、広げていく。 

    ○ 学校図書館において、新規採用者や他地区からの異動者など、図書資料とタ 

ブレットＰＣを併用した経験のない教員に対して研修を充実させていく。あわ 

せて、学校図書館担当者（司書教諭）及び学校司書研修会においても、タブレ 

ットＰＣを併用した優れた実践を紹介しあい、実践例を広めていく。 

  

 

〔中学校 学校図書館とタブレットＰＣを 
併用している授業風景〕 
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（６）２１世紀型能力の向上について 

荒川区では、これまで電子黒板を全普通教室に導入し、全校全教室を結ぶ教育ネッ 

トワークによる教材の共有やデジタル教科書のネットワーク配信をはじめ、教育の情 

報化について、全国でも最先端の取組を推進してきた。 

これらの取組成果を踏まえ、児童生徒の理解力に応じた個別学習をより効果的に行 

い、基礎的基本的な学力を定着させるとともに、ＩＣＴ機器を活用した学習指導を推 

進し、情報活用能力及び思考力や問題解決能力、コミュニケーション能力などの「２

１世紀型能力」を身に付けさせるためタブレットＰＣの導入を開始した。 

「２１世紀型能力」とは、国立教育政策研究所が、「生きる力」としての知・徳・体 

を構成する資質・能力から、教科・領域横断的に学習することが求められる能力を資

質・能力として抽出し、これまで日本の学校教育が培ってきた資質・能力を踏まえつ

つ、それらを「基礎」「思考」「実践」の観点で再構成した日本型資質・能力の枠組み

であると定義している。 

区教育委員会ではこの定義を生かしながらも、主体的・対話的で深い学びによる論 

理的思考力や問題解決能力、コミュニケーション能力、情報スキルや情報モラルなど 

の能力が、２１世紀を生き抜くために必要な力と考え、「２１世紀型能力」としている。 

 

①  論理的思考力や問題解決能力、コミュニケーション能力について 

次のグラフ（g-026）は、「荒川区学力向上のための調査における意識調査」にお 

ける論理的思考力及び問題解決能力に関する設問について回答結果をまとめたもの 

である。 
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小学校

中学校

（％） (g-026) 
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次のグラフ（g-027）は、「荒川区学力向上のための調査における意識調査」にお 

ける問題解決能力及びコミュニケーション能力に関する設問に対する回答について 

まとめたものである。 
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他者と意見を交流しながら課題解決ができると

感じている児童生徒の割合

小学生

中学生

(g-027)

 

 

（％） 

〔小学校 プログラミング学習〕 
ブロックの車を動かすためにどのようにプログラムを組んだ

らよいのかを話し合っている様子 

〔中学校 社会科〕 
グループ協議をし

ながらプリントに

まとめている授業

の様子 
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次に、全国学力・学習状況調査における意識調査を荒川区と全国で比較した。 

次のグラフ（（g-028）～（g-030））は小学６年生を対象に、授業で「学級やグル 

ープの中で、自分たちで課題を立てて、その解決に向けて情報を集め話し合いな 

がら整理して発表するなどの学習活動に取り組んでいたと思う」かどうかについ

てまとめたものである。 
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(g-028) 

(g-030) 

(g-029) 

学級やグループの中で、自分たちで課題を立てて、その解決に向けて 
情報を集め、話し合いながら整理して発表するなどの学習活動に 

取り組んでいたと思う児童の割合（小学６年生） 

平成２８年度 

平成２９年度 

74.7 

75.7 

74.2 

76.6 

78.6 

75.2 

差 0.5 

差 0.9 

差 3.4 
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次のグラフ（（g-031）～（g-033））は、中学３年生を対象に、前ページのグラフ 

（（g-028）～（g-030））と同様「学級やグループの中で、自分たちで課題を立てて、 

その解決に向けて情報を集め話し合いながら整理して発表するなどの学習活動に取 

り組んでいたと思うかどうか」についてまとめたものである。 
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(g-031) 

学級やグループの中で、自分たちで課題を立てて、その解決に向けて 
情報を集め、話し合いながら整理して発表するなどの学習活動に 

取り組んでいたと思う生徒の割合（中学３年生） 

（％） 

（％） 

(g-033) 

(g-032) 

平成２９年度 

平成２８年度 

平成２７年度 61.5 

65.5 

差▲4.0 

69.2 

68.5 

72.6 

71.2 

差▲0.7 

差 1.4 
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次の６種類のグラフ（（g-034）～（g-039））は、小学６年生と中学３年生を対 

    象に、「学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり広げた

りることができていると思うかどうか」についてまとめたものである。 
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学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり広げたり 
することができていると思う児童の割合（小学６年生） 
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〔成果〕 

    ○ 論理的思考力及び問題解決能力に関する設問（g-026）について、小学生にお 

     いては７割以上の児童が肯定的な回答をしている。中学生については、平成     
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学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり広げたり 
することができていると思う生徒の割合（中学３年生） 
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２６年度から増加傾向があり、平成２６年と平成２８年の結果を比較すると約

１０ポイントの増加が見てとれる。 

○ 問題解決能力及びコミュニケーション能力に関する設問（g-027）では、小学 

生、中学生ともに差異はほとんど見られず、年度による変化もまた、見られな 

い。 

○ 小学６年生を対象とした、「学級やグループの中で、自分たちで課題を立てて、 

その解決に向けて情報を集め話し合いながら整理して発表するなどの学習活動 

に取り組んでいたと思う（（g-028）～（g-030））」かどうかの調査では、「当て 

はまる」「どちらかといえば当てはまる」の肯定的な回答をしている児童の割合 

が、平成２７年度の段階では荒川区と全国の差は０．５ポイントだったが（荒 

川区７４．７％、全国７４．２％）、平成２９年度には、３．４ポイントと差が 

広がっている（荒川区７８．６％、全国７５．２％）。さらに「当てはまる」と 

回答した児童だけを比較すると、平成２７年度においては全国のほうが上回っ 

ているが、平成２９年度には荒川区のほうが上回る結果となっている。 

○ 中学３年生を対象とした、「学級やグループの中で、自分たちで課題を立てて、 

その解決に向けて情報を集め話し合いながら整理して発表するなどの学習活動 

に取り組んでいたと思う（（g-031）～（g-033））」かどうかの調査では、 

平成２７年度の段階では全国のほうが肯定的な回答をしている生徒の割合が高 

かったが（荒川区６１．５％、全国６５．５％）、平成２９年度には荒川区の 

中学３年生のほうが肯定的な回答をしている割合が高くなっている（荒川区 

７２．６％、全国７１．２％）。 

○ 小学６年生における「学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考 

えを深めたり広げたりすることができていると思う（（g-034）～（g-036））」か 

どうかの調査では、「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」の肯定的な 

回答をしている児童の割合が、平成２７年度の段階では全国のほうが高かった 

が（荒川区６５．８％、全国６７．０％）、平成２９年度には荒川区の児童の方 

が上回る結果になっている（荒川区６９．８％、全国６８．３％）。 

○ 中学３年生における「学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考 

えを深めたり広げたりすることができていると思う（（g-037）～（g-039））」か 

どうかの調査では、「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」の肯定的な 

回答をしている生徒の割合が、平成２７年度の段階では全国のほうが高かった 

が（荒川区６１．０％、全国６２．９％）、平成２９年度には荒川区の生徒の方 

が上回る結果になっている（荒川区６６．５％、全国６４．９％）。 
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   〔課題〕 

○ 問題解決能力及びコミュニケーション能力に関する設問「他者と意見を交流 

しながら課題解決ができると感じている児童生徒の割合（g-027）」が、小・中 

学生ともに５０％を超えていない。 

○ 中学３年生を対象とした「学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分 

の考えを深めたり広げたりすることができていると思う（（g-037）～（g-039））」 

かどうかの調査では、「当てはまらない」と回答した生徒が８．４％であるが、 

減少傾向には至っていない。 

 

   〔今後の方針〕 

    ○ 学級の友達との間で話し合う活動については、全校が十分に取り組んでいる。 

しかしながら、「他者と意見を交流しながら課題解決ができると感じている児童 

生徒の割合」が５０％を超えず、また、自分の考えを深めたり広げたりするこ 

とができていないと考える生徒の割合が３年間で推移していないことを踏まえ、 

どのような視点でどのように話し合ったらよいかということを事前に授業者が 

練ることと、活動後の振り返りの仕方について工夫・改善するなど子どもたち 

の思考力や問題解決能力、コミュニケーション能力を高めるような授業改善を 

実施していく。 

    ○ 「（２）学力の向上について（２６～３６ページ）」で触れたとおり、子ども 

たちの思考力について、学校としては課題を感じていることが分かっている 

（g-013）。子どもたちの思考力（論理的思考力）を培うためには、プログラミン 

グ学習などを推進していくことや、日常的に話し合い活動や書く活動などを通じ 

て子どもたちに資料等をもとに根拠もって考えさせることや、自分の考えがどの 

ように変化したかをその要因を含めて振り返らせたりする活動が欠かせない。そ 

のためには教師による不断の授業改善が必要であり、教育委員会としても推進し 

ていく。 

    ○ 問題解決能力をさらに高めていくために、算数・数学科、社会科や総合的な 

学習の時間等で実施している調べ学習や問題解決型学習など、子どもの発達の 

段階や実態等を踏まえ、最も適切な方策を各学校で共通理解を図りながら実施 

していく。また、自然体験や職業体験などの、子どもたちが個人又は集団で行 

っている様々な体験学習についてもさらに充実するよう、推進していく。 

○ コミュニケーション能力をさらに高めていくために、日常的に話し合う活動 

等をすべての教科等で取り入れるとともに、言いっぱなし、聞きっぱなしにな 

らないよう、活動そのもを振り返って相互評価を行ったり、自分の考えの変化 

を伝え合う時間を確保したりするなど、授業改善を推進していく。 
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   ○ 新学習指導要領では、情報活用能力について情報モラルを含むとし、言語能 

力、問題発見・解決能力等と合わせ「全ての学習の基盤となる資質・能力」と 

している。情報活用能力が、すべての学習の基盤となる資質・能力であること 

を踏まえ、今後も引き続き、タブレットＰＣ等のＩＣＴ機器を活用した教育活 

動を重点に推し進め、すべての子どもたちに言語能力、問題発見・課題解決能 

力等と合わせて、情報モラル、情報活用能力を身に付けさせていく。 

 

② 情報スキルについて 

    児童生徒の情報スキルの向上については、多くの学校が肯定的にとらえている。 

 

 

具体的にどのようなスキルが向上しているかについては、次のような回答が寄 

せられた。 

 

【小学校】 

○ 計算力の向上が見られ、正確にできるようになった児童が増加している。 

○ 漢字の読みの力の向上が見られ、正しく読めるようになった児童が増加して 

いる。 

○ ひらがなを正しく書けるようになるとともに、筆順についても意識して、正 

しく書けるようになった児童が増加している。 

○ 社会科見学の際に、見学対象によって写真、動画、メモパッドを使い分けて 

短い時間で準備して使いこなすことができている児童が増加している。 

○ 文章作成用アプリケーションソフトウェアやプレゼンテーション用アプリ 

 ケーションソフトウェアを使った資料の作成をとおして、文字や画像の適切な 

 配置等、表現力が向上している児童が増加している。 

○ インターネット、百科事典検索サイトなどを使った調べ方が身に付くととも 

に調べ方の能力が向上した児童が飛躍的に増加している。 

83.3 90.0 
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とらえている学校の割合
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○ 調べる活動における検索する時間が短くなってきており、時間内でほぼすべ 

ての児童が終了できるようになってきている。 

○ 多くの児童が、自らの求める情報についての検索の仕方が分かるようになっ 

てきており、求める情報が的確にとらえられるようになっている。 

○ 収集した情報を適切に取捨選択、精選する力が伸びている児童が飛躍的に増 

加している。 

○ 多くの児童が、ローマ字入力に慣れ、スピードが速くなってきている。 

○ 教師の支援がなくとも自ら印刷機能を駆使し、様々な形で印刷できるように 

なっている児童が増加している。 

○ 授業においてタブレットＰＣの機能を活用し、映像や画像を記録する活動が 

増えていることに伴い、ほぼすべての児童が、以前よりタブレットＰＣの操作 

が早くなってきている。 

○ 多くの児童が目的のものを調べるのに要する時間が短くなっている。それと 

ともに複数の情報を短時間に入手できるようになっているため、授業において 

比較・検討する学習がしやすく、学習が深まる。 

○ ほぼすべての児童が、タブレットＰＣを起動し、目的に向けて作業するスピ 

ードが速くなった。 

○ ほぼすべての児童が準備、起動、終了、片付けを教師の支援がなくとも一人 

でできるようになっている。 

○ ネット検索のみに頼るのではなく、図書館資料の併用など、目的に応じて活 

用できるようになった児童が増加している。 

 

【中学校】 

○ ほぼすべての生徒についてものの調べ方の技法が向上し、検索の有効活用に 

よる資料を見つける時間の短縮が図られている。 

○ 技術科等の授業成果として、文字入力の速度の向上が多くの生徒に見受けら 

れる。 

○ 生徒一人ひとりが自ら考え、発表方法を工夫しながら実施している。 

○ 学校図書館担当者及び学校司書が中心となり、図書館資料やインターネット 

を活用した調べ学習をとおして論文・レポートのまとめ方を教科に関係なく指 

導してきた結果、多くの生徒が、まとめ方などが身に付いてきている。 

○ タブレットＰＣ等の取り扱いに慣れ、移動教室や修学旅行の事前学習や勤労 

留学等の調べ学習を効率よく、短時間で行うことができる生徒が飛躍的に増 

加している。 

○ アニメーション等の活用を含めた視覚的なプレゼンテーション資料の作成 
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が短時間で工夫してできるようになってきている生徒が増えている。 

○ タブレットＰＣを活用して文章作成をすることで、生徒自身が推こうの作業 

 が容易になることから、時間をかけて適切に推こうするようになり、表現力の 

 向上が見られるようになった生徒が増えている。 

○ タブレットＰＣや図書館資料等を活用した調べ方やプレゼンテーション技 

能が飛躍的に向上している生徒が増えている。 

 

〔成果〕 

 ○ 「教師の支援がなくとも自ら印刷機能を駆使し、様々な形で印刷できるよう 

になっている児童が増加している（小学校）」「ネット検索のみに頼るのではな 

く、図書館資料の併用など、目的に応じて活用できるようになった児童が増加 

している（小学校）」「タブレットＰＣを活用して文章作成をすることで、生徒 

自身が推敲の作業が容易になることから、時間をかけて適切に推敲するように 

なり、表現力の向上が見られるようになった生徒が増えている（中学校）」など、 

９割近くの小・中学校が、タブレットＰＣの活用をとおして、児童生徒の情報 

スキルは飛躍的に向上していると感じている。 

○ 小・中一貫教育推進校において、児童生徒が身に付けてきた情報スキルを基 

に、各学校で活用できる「小・中学校における情報活用能力を育む９年間のＩ 

ＣＴ学習モデル（情報スキル編）」を作成した（巻末資料参照）。 

 

〔課題〕 

    ○ 全校共通で参考にできる「小・中学校における情報活用能力を育む９年間の 

ＩＣＴ学習モデル（情報スキル編）」を整理し、９年間を見通した上で、各学年 

の段階に、どのような情報スキルや情報モラルを身に付けていくのかを明確に 

していく必要がある。 

 

   〔今後の方針〕 

○ 子どもたちの情報スキルの向上については、学力調査に直接現れなくとも、

子どもたちの学力を支える基礎的な力として必要である。今後も、引き続き、

ＩＣＴ機器の活用をとおした、情報スキルの向上を図るための学習活動の実践

を推進していく。 

○ 「小・中学校における情報活用能力を育む９年間のＩＣＴ学習モデル（情報 

スキル編）」を活用し、全小・中学校において、各学年段階で確実に身に付けさ 

せる情報スキルや情報モラルについて明らかにしていくとともに、各校におい 

て、毎年任命する「ＩＣＴ教育推進教師」が実施する、タブレットＰＣ等のＩ 
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ＣＴ機器を活用したＯＪＴにおいても基準として活用し、児童生徒が「２１世 

紀型能力」を身に付けられるよう、取り組んでいく。 

   ○ 情報スキル能力についての検定等を実施し、子どもたちの意欲の向上を図る 

とともに、子どもたち自身にも自らが身に付けるべき情報スキルが分かるよう 

に、明確に示していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中学校防災部の取組 

区立全中学校に設置している防災部では、毎年夏季休業中に代表生徒

による釜石市等被災地訪問を実施しています。さらに、９月１日の防災

の日には区長や保護者、校長先生をお招きして、報告会を実施していま

す。その、報告会で用いるプレゼンテーション資料やその場で配布する

新聞については自分たちで作成 

しています。 

平成２９年８月に訪問した際、 

現地での視察学習の帰り道のこ 

とです。電車や新幹線等の車内 

で生徒が横並びに座った状態で 

互いに相談し合い、次々とタブ 

レットＰＣを操作して視察内容 

の記録写真の整理をしたり、文 

章をまとめたりしていました。 

「まるで、新聞記者のような姿 

は圧巻でした！」と、引率の先 

生方が絶賛していました。 

 
〔被災地訪問 釜石市の防潮堤を前に〕 
海が見えるよう、窓を付けて造ったことの

説明を受けている様子 
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（７）情報モラル教育に関する取組について 

  荒川区では、小学５年生から中学３年生までの児童生徒の８６．５％が個人でスマ 

ートフォンやタブレットＰＣ等のインターネットに接続できる端末を持っている（平

成２９年度「荒川区「家庭における親の教育意識と青少年」意識調査報告書」）。 

 また、同調査では、インターネットを使う際のルールを家庭で決めているかどうか

について、次のように示されている。 

 

     
 

多くの児童生徒は、学校でも家庭でもインターネットに接続する機会が頻繁にある 

  ことを踏まえると、タブレットＰＣ等をインターネットに接続して活用する場合のマ 

  ナーとして、各学校においては、情報モラル教育を実施することが必須である。 

 

小・中学校における実際の取組内容については次のとおりである。 

 

【小学校での実践】 

○ 情報に対する認識についての授業に取り組んでいる。 

・ 低学年：自分や友だちの作品が大切な情報であることを知る。 

・ 中学年：自分や友だちの情報を大切にし、情報に対する責任をもつことがで 

きる。 

・ 高学年：社会における情報への責任をもつことができる。 

     情報の価値や知的所有権について知り、それらを守ろうとする。 

○ コンピュータリテラシーの授業に取り組んでいる。 

 ・ 低学年：ホームページの閲覧、ブラウザの簡単な利用 

       タブレットＰＣの正しい扱い方、使い方 

全体 小学５年 小学６年 中学１年 中学２年 中学３年

Ｈ２６ 21.2 27.8 26.4 23.3 13.1 11.8
Ｈ２９ 46 61.1 51.3 45.2 36.8 33.6
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家では、パソコンや携帯電話・スマートフォン・タブレット端末・

ゲームなどの利用料金・利用時間など、ルールが決められている

（児童生徒）
（％） 

(g-041) 
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・ 中学年：インターネットでの検索、プライバシーの保護、 

ネチケットの理解、機器の正しい名称 

・ 高学年：ネチケットの理解と深化、情報の発信、ホームページ作成、 

電子メール送信、知的所有権の理解、 

コンピュータウイルスに関する簡単な知識、犯罪防止 

○ ホームページの閲覧時の注意事項についての学習。（３年） 

○ ＳＮＳなどの使い方、ゲーム機を使用する際の危険などに関する学習。 

（３・４年） 

○ ゲームやネット、メール等を安全に利用するための留意点。（５年） 

○ インターネットやＳＮＳの危険性、適切な使い方などに関する学習。 

（５・６年） 

○ 著作権やネチケットについて。（６年） 

○ ＳＮＳの利用について（全学年）保護者参観。 

○ 保護者及び全児童に向けて情報モラルのルール作りを促すプリントを配布。 

○ 学校用ＳＮＳルールを作成し、保護者会等で説明。 

○ 情報モラルについての講演会実施（ＰＴＡ主催） 

○ 道徳授業地区公開講座の全体会で情報モラルを取り上げた協議会の実施。 

○ セーフティ教室の実施 保護者参観。 

（各学校におけるセーフティ教室の主な内容） 

・インターネット、ＳＮＳの利用時の注意、警察署と連携して（全学年） 

・ＰＣや携帯電話等の正しい使い方と危険性についての講習を受け、危険を防ぐ 

知識と技術を学ぶ。（４～６年）警察署員を招へい 

・ネット安全教室（３年） 

・スマートフォン・携帯安全教室（４・５年） 

・民間のインターネットプロバイダ会社より講師を招へい（６年） 

・ネット安全教室（４・５・６年）において、携帯電話を安心・安全に利用でき 

るように、基本的なルールやマナーを始め、メールを通じた正しいコミュニケ 

ーション方法について学ぶ 

 

【中学校での実践】 

○ タブレットＰＣ使用開始時（年度当初）に「使用心得」でマナー、モラル等を 

説明、確認する（全学年対象）。 

○ 年度当初にＩＣＴ活用推進委員会の教員が全校生徒を対象に説明後、１年生の 

みにさらに説明する場面を設定している。 

○ 学級活動、学年集会、全校集会においてタブレットＰＣの使い方やルール、情 
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報モラルに関する指導を実施している。 

○ 技術科の学習において、タブレットＰＣや印刷機等のＩＣＴ機器の使い方、ア 

プリケーションソフトウェアを活用した書類の作成方法や表計算ソフトの使用 

方法、プログラミング作成等の指導を実施している。 

○ 保護者会 

１学期末の保護者会において、生活指導部より中高生の携帯・スマートフォン 

の使用に関する動向や事件等の紹介と、家庭における「情報モラル」の指導の実 

施を呼びかけている。 

○ セーフティ教室の実施 保護者参観 

（各学校におけるセーフティ教室の主な内容） 

・情報モラルの向上、「ＳＮＳの安全な利用について」を重点。民間の携帯電話 

会社より講師招へい。 

・民間のインターネットプロバイダ会社よりゲストティーチャーを招へいし、全

学年生徒及び保護者を対象に、情報モラル教育を実施している。 

・警察関係の講師を招へいし、被害に遭うばかりでなく、一歩間違えれば加害者

になることなどを指導している。 

     

〔成果〕 

  ○ 平成２９年度「荒川区「家庭における親の教育意識と青少年」意識調査報告 

書」では、「家では、パソコンや携帯電話・スマートフォン・タブレット端末・ 

ゲームなどの利用料金・利用時間など、ルールが決められている」と回答して 

いる児童生徒が平成２６年度と２９年度を比較するといずれの学年でも向上し 

ている。これは、タブレットＰＣの全校導入を契機として、各学校において、 

情報モラル教育を強化してきたことにより、児童生徒及び家庭の意識が向上し 

たことの現れである。 

    ○ 全校において情報モラル教育を実施している。また、携帯電話の使い方やＳ 

ＮＳの危険性や留意点などについて、警察署員や民間企業からの外部講師を活 

用しながら様々な角度での情報モラル教育を実施している。 

○ 小・中一貫教育推進校において、児童生徒が身に付けてきた情報スキルを基 

に、各学校で活用できる「小・中学校における情報活用能力を育む９年間のＩ 

ＣＴ学習モデル（情報モラル編）」を作成した（巻末資料参照）。 

 

〔課題〕 

    ○ セーフティ教室など、保護者の参観も呼びかけているものの、保護者の参加 

者数が少ない状況がある。保護者のより多くの参観を呼びかけて実施する必要 
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がある。 

○ インターネットの使い方については、学校で指導することに加えて、各家庭 

でルールを作ることが大切である。各家庭におけるルール作りの大切さについ 

て、より一層、各家庭に発信し、ルール作りを推進する必要がある。特に、「家 

では、パソコンや携帯電話・スマートフォン・タブレット端末・ゲームなどの 

利用料金・利用時間など、ルールが決められている」（g-043）調査から、中学 

生については決められている家庭がいずれの学年においても半数以下である。 

 

   〔今後の方針〕 

○ セーフティ教室などを中心に、全校で情報モラル教育に取り組んでいる現状 

を踏まえ、今後は内容をさらに精選し、道徳の授業なども活用しながら、子ど 

もたち一人ひとりが情報モラルについて意識を高めていくような実践的な指導 

を展開していく。その際、「小・中学校における情報活用能力を育む９年間のＩ 

ＣＴ学習モデル（情報モラル編）」を活用し、全小・中学校において、各学年段 

階で確実に身に付けさせる情報モラルついての学習を実施していく。さらに、 

各校において、毎年任命する「ＩＣＴ教育推進教師」が実施する、タブレット 

ＰＣ等のＩＣＴ機器を活用したＯＪＴにおいても基準として活用していく。 

    ○ 引き続き、セーフティ教室等を保護者参観の形式で実施し、情報モラル教育 

などを保護者と連携を強化しながら実施していく。また、保護者会や学校だよ 

り等においても情報モラルについて家庭に啓発するとともに、インターネット 

等におけるコミュニティサイトの使い方や通信販売のサイトに関わる注意事項 

など、家庭と連携しながら、各家庭におけるルール作りを行うよう、推進して 

いく。その際、「家では、パソコンや携帯電話・スマートフォン・タブレット端 

末・ゲームなどの利用料金・利用時間など、ルールが決められている」（g-043） 

の結果を踏まえ、特に中学生及びその保護者に向けた啓発を推進していく。 

    ○ 情報モラル教育は情報活用能力につながるものである。このことを踏まえ、 

     子どもたちに対しては、ただ単に情報社会における情報活用に関するものの善 

悪を教えるのに留まらず、情報の信頼性の有無や適切な情報の判断の仕方、収 

集した複数の情報から自分にとって不必要な情報を取捨選択することなど、リ 

スクを回避する力の伸長もあわせて、引き続き、タブレットＰＣ等のＩＣＴ機 

器を活用した各教科等及び総合的な学習の時間や特別活動等をとおして身に付 

けさせていく。 
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（８）地域と連携した活用について 

平成２８年度、児童自らの犯罪被害防止能力を高め 

るために、警察署と連携し、タブレットＰＣを活用し 

てデジタル版の地域安全マップづくりに区内全小学校 

で取り組んだ。 

児童と教職員等が、警察署員とともに学校のまわり 

において犯罪や事故等が起こりそうな場所を確認し合 

い、各校１０箇所程度の写真データをタブレットＰＣ 

で撮影した。この撮影した写真を活用し、「デジタル安全安心マップ」を完成させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔警察署員と地域を回る様子〕 

 
〔「デジタル安全安心マップ」の画面〕 

（写真は児童が撮ったもの 地図上の印は写真を撮った地点） 

  
      （児童の撮った写真を拡大した） 
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「デジタル安全安心マップ」を活用した授業の内容 
 
１ 対象 小学３年生 特別活動（学級活動） 
２ 題材名「まちの中にひそむ危険（安全・安心マップの活用）」 
３ 目標 
  地域・社会で起こる可能性がある危険について理解し、安全に行動ができるよ 

うにする。 
４ 本題材と安全指導との関連 
  小学校では、朝の会や帰りの会、月に一度ある安全指導の日、校外学習等の際 

に、歩道や横断歩道の歩き方、公園での遊び方について、指導を行っている。 
  授業をとおして、安全だと思う場所も視点を変えると危険が潜んでいる可能性 

があること、同じ場所でも昼間と夕方では予測される危険が異なること等に気付 
かせ、児童自身が危険を予測し回避する能力を身に付けさせる。 

５ 目標に迫るための指導方法の工夫 
 (1) タブレットＰＣの活用 
  ・児童が「犯罪が起こりやすいなど危険な場所」について、警察署員とタブレ 

ットＰＣを活用して１０箇所程度（１箇所で複数枚）の写真を撮る。 
・「デジタル安全安心マップ」をタブレットＰＣの画面で確認し、身の回りの 

危険について気付く。 
 (2) 夏季休業期間前での指導 
  ・児童の活動の範囲が広がる夏季休業期間の直前に指導することにより、初め 

ての場所でも危険を回避し、安全に行動することを意識することができる。 
・日常の通学路や活動範囲を越えた、あまり慣れていない地域における危険な 

個所を改めて確認することによって、学習した事柄を日常生活や夏季休業中 
等に生かすことができる。 

 (3) 所管警察署との連携 
  ・児童や教師の視点だけではく、警察署員の視点を加えることにより、普段気 

付かない身の回りの安全を確認することができる。 
６ 授業の実際 

○主な学習活動 
☆「児童の考え」 

○警察署スクールサポーターから、見る視点を変えると危険が潜んでいるとい

う話を聞く。 
☆「いつも行く公園にも、死角があるのかな」 
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 また、小学校では、働く人々を学習するために、地域の商店街に出向く際にタブレ 

ットＰＣを持って、インタビューの様子をタブレットＰＣのコンテンツを活用して録 

画したり、地域の方々の働く様子を写真に撮り、そうした映像を活用しながら新聞に 

まとめて発表用のプレゼンテーションを作成したりした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○タブレット端末を操作し、小学校のまわりにある事故や犯罪が起きそうな箇

所について確認し、それぞれの場所に潜む危険について考える。 
☆「公園は夕方になると、人が少なくなるよね。街灯が届かなくて、暗くな 

る部分も増えるのかな。」 
☆「物が多いところは向こうがよく見えないし、誰かが隠れる場所ができるん 

だ」 
○グループで意見を出し合い、危険を回避する方法について話し合う。 
☆「暗くなる前に、危険な場所から離れるようにしよう。それと、暗くなった 

あとは、危険な場所を通らないようにしなくちゃね。」 
☆「写真を見て分かったけど、周りから見えにくいところには行かないように 

しよう。」 
☆「交通量が多くて、危険が予測される場所の歩き方には気を付けるようにし 

よう」 
○学習を振り返る。 
○警察署員から今後気を付けることについて話を聞く。 

 

〔地域の商店街における学習〕 
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〔成果〕 

○ 「デジタル安全安心マップ」について、夏季休業に入る前に、タブレット端 

末や電子黒板と連動させた防犯教育として活用した結果、どのような場所で犯 

罪や事故等が起こりやすいのかが理解できるようになるとともに、児童自らの 

犯罪被害防止能力を高めることができた。 

    ○ 児童が地域に直接出向き、タブレットＰＣを使って写真を撮ったり、インタ 

ビューの様子を動画撮影したりするなどして、商店街等で働く人について調べ 

学習を行うなど、キャリア教育に活かすことができた。 

  ○ これまで行ってきた地域学習に加え、映像や画像などを気軽に振り返ること 

により、子どもたちは体験活動等においてより具体的な視点で考えたり実感し 

たりすることができ、学習への充実感を味わうことができた。 

 

〔課題〕 

 ○ 「デジタル安全安心マップ」について、危険個所は日々変化していくことか 

らデータを逐次更新していく必要がある。情報が古くならないように管理して 

いく必要がある。 

    ○ タブレットＰＣを活用した地域学習について、子どもたちの学習意欲の向上 

に向けて、さらに充実していく必要がある。 

 

   〔今後の方針〕 

    ○ 「デジタル安全安心マップ」については、必要に応じて逐次データを更新し 

ながら今後もさらに活用し、子どもたちの安全教育の充実を図っていく。また、 

「デジタル安全安心マップ」の作成の際に確認した危険な場所について区全 

体で共有し、街の安全につなげていく。また、中学校での作成も成果を踏まえ 

た上で検討していく。 

    ○ 学習時において得られた充実感は、子どもたちの学習意欲の向上、自己肯定 

感の醸成につながり、学習への姿勢に生かされていく。今後も引き続き、地域 

においてタブレットＰＣを活用した学習を推進していく。 
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（９）教員研修について 

タブレットＰＣ導入に当たって、区教育委員会では、すべての教員を対象とし、教 

員一人ひとりがタブレットＰＣに慣れ、自由に使いこなし、授業で活用できるよう職 

層等に応じて様々な研修を実施してきた。 

① 指導主事研修（指導室統括指導主事・指導主事６名） 

平成２５年 ７月：タブレットＰＣでできること（授業での効果的活用） 

            タブレットＰＣでの授業デザイン 

            グローバル人材の育成について 

 

② 主幹教諭研修（主幹教諭５３名） 

平成２５年 ７月（２回）：タブレットＰＣの操作体験 

タブレットＰＣでできること（授業での効果的活用） 

 

  ③ ＩＣＴ活用研修（ＰＣ実技研修）（希望者） 

平成２５年 ７月（２回）：タブレットＰＣの操作体験 

タブレットＰＣでできること（授業での効果的活用） 

   平成２６年 ８月（４回）：２１世紀型能力の育成に向けた、教員の授業力向上 

   平成２７年 ８月（５回）：２１世紀型能力の育成に向けた、教員の授業力向上 

平成２８年 ８月（４回）：２１世紀型能力の育成に向けた、教員の授業力向上 

 

④ モデル校キックオフ研修（モデル校教員 計７３名） 

平成２５年 ８月（４回）：タブレットＰＣでできること 

～タブレットＰＣでの授業デザイン～ 

 

⑤ 校（園）長研修（小・中学校長３４名 幼稚園長・こども園長 ４名） 

平成２５年 ９月：タブレットＰＣ導入モデル校授業見学 

導入システムの概要について 

タブレットＰＣ操作体験 

講義演習「２１世紀型スキルの育成」 

～グローバル人材育成の世界の動向～ 

   平成２６年 ９月：タブレットＰＣの導入にあたって 

 

⑥ 副校（園）長研修（小・中学校副校長３５名 こども園長・幼稚園副園長２名） 

平成２６年 ６月：タブレットＰＣの導入と副校長の役割 
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平成２８年 ６月：タブレットＰＣの活用と副校長の役割 

 

⑦ 情報教育担当者研修（小・中学校 情報教育担当教員３４名） 

 平成２４年 ６月：講義「『教育の情報化』に向けて」 

読み・書き・そろばん・コンピュータ 

～ＩＣＴを活用した教育活動の実践～ 

平成２４年１０月：講義・演習 「情報モラル教育の推進」  

平成２５年１０月：タブレットＰＣ導入モデル校における授業見学 

講演「日本の教育の情報化のこれから」 

平成２６年１０月：タブレットＰＣ導入後の実践と課題 

平成２７年 ６月：各校のタブレットＰＣの活用状況について 

個人演習、グループ協議、発表、まとめ 

平成２７年１０月：講演・演習「安全・安心なネット利用について」 

平成２８年 ６月：講義・演習「安全・安心なネット利用と著作権」 

平成２８年１０月：２１世紀型スキル育成に向けたタブレットＰＣの効果的な活用 

について 

平成２９年 ６月：講義・演習「これから求められる情報活用能力」 

平成２９年１０月：講義・演習「情報活用能力育成に向けた取組の実際」 

         

⑧ 教務主任研修（小・中学校教務主任３４名） 

平成２５年１０月：タブレットＰＣ導入モデル校 授業見学 

講義１「タブレットＰＣモデル校の取組について」 

講義２「タブレットＰＣの導入の目的 

学力の向上とグローバル人材の育成」 

 

  ⑨ 1 年次（初任者）研修（1 年次（初任者）研修対象教員） 

平成２８年１２月：ＩＣＴを活用した授業づくり 

（授業参観） 

平成２９年１２月：ＩＣＴを活用した授業づくり 

（授業参観） 

 

  ⑩ 着任者研修（小・中学校 他地区からの異動者 

及び 1 年次（初任者）） 

   平成２９年 ４月（１１６名） 

講義：荒川区における情報教育について 

 
〔着任者研修の様子〕 
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実技：タブレットＰＣの基本操作について 

   平成３０年 ４月（１２０名） 

講義：荒川区における情報教育について 

実技：タブレットＰＣの基本操作について 

 

  〔課題〕 

   ○ 新しく他地区から異動してきた教員や新規採用教員に対する研修を充実し、確 

実に実施することが不可欠であるとともに、各学校において、ＩＣＴ機器を活用 

した授業がさらに充実するよう、教員の力量の向上を図る必要がある。 

   ○ 各学校においてＩＣＴ機器を活用した教育推進の核となる教員「ＩＣＴ教育推 

    進教師」の育成、また、「ＩＣＴ教育推進教師」の定期異動後の各学校への支援体 

制を構築する必要がある。 

 

  〔今後の方針〕 

   ○ 今後も引き続き、研修内容を見直しながら充実させていくとともに、新しく他 

地区から異動してきた教員や新規採用教員に対する研修を確実に実施していく。 

   ○ 各校において、毎年２～３人程度の教員に「ＩＣＴ教育推進教師」を任命し、 

学校におけるＩＣＴ教育推進の核として、タブレットＰＣ等のＩＣＴ機器を活用 

したＯＪＴを実施し、学校全体のＩＣＴ教育に関する力量の向上を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教師たちの歩み 

教員研修の取組は大きな課題です。教育の主役たる子どもたちにどん

な力を身に付けさせられるのか、実際に授業をする教師たちには、子ど

もに先んじて、２１世紀型能力を身に付ける必要があります。 

初めて行うキックオフ研修では、「タブレットＰＣを使ってできるこ

と」をテーマに、まずは、タブレットＰＣの楽しさを体験しました。概

ね好評でしたが、それを子どもたちに教えるためには、課題が多く横た

わっていました。 

直接、子どもたちと関わり、授業をデザインしていく教師が、学習指

導要領、各学校における学校教育目標及び学校経営方針を基に、子ども

たちの実態に応じて効果的にかつ大胆に授業を創り上げていくために、

一人ひとりが考え、試行し、荒川区教育研究会とも連携しながら、今の

形を一つ一つ造り上げていきました。 
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（10）実践事例やコンテンツの共有について 

多くの学校で行っている教材研究や自作教材を区全体で共有することにより、教師 

の業務負担の軽減につながるだけでなく、教材を改善しながら活用していくことで教 

材の質が高まり、よりよい授業が行われていくようになる。 

こうした考えの下、学校間、学校種間の情報共有・連携による「教員用ポータルサ 

イト」の学校間共有フォルダの効果的な運用について研究を進め、小学校、中学校の 

学校種ごと、国語や算数・数学などの教科ごとにフォルダや掲示板等を活用し、情報 

共有及び連携を図ってきた。本システムの運用については、荒川区教育研究会との協 

働によって実施している。 

こうした取組の結果、小学校では平成２７年度以降、３２７件増加し６１５ファイ 

ル、中学校では、９８件増加し、３１３ファイルが蓄積された。 

すべての教科等で学習指導案や子どもたちが使うワークシート、実際に取り組んだ 

授業の板書等の写真が保管されており、指導案やワークシートを活用した教師が工夫 

した部分や改善した内容を更新している。 

下のグラフ（g-042）は平成２８年８月に「教員用ポータルサイト」の学校間共有フ 

ォルダを活用した教員の割合をまとめたものである。 

 

     

しかしながら、学校間共有フォルダの運用ルールの周知徹底がされていなかった 

ため、スムーズに必要なデータを活用できる環境が整っていなかった。そのため、 

平成２９年度に不要データの削除、フォルダ構成の見直しなどのフォルダ内の整理 

や、運用ルールの再確認を行ったところである。 

2%

8%

18%

29%

43%

学校間共有フォルダの活用について

２％：授業で活用した

８％：授業でアレンジして

活用した

１８％：自分の授業の参考

にした

２９％：見ているが、活用

はしていない

４３％：そのフォルダを開

いたことはない

(g-042)
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〔成果〕 

    ○ 荒川区教育研究会で実施した研究授業等の指導案や、算数部会で作成した算 

数動画等が保存されているため、メール等でやりとりをせずとも、気軽に活用 

できる環境を整えた。 

    ○ 電子データで保管されているため、自校の子どもたちの実態にあわせて内容 

を編集しやすく、活用しやすいという声が上がっている。 

 

〔課題〕 

      ○ 学校間共有フォルダについては、実際に活用している教員が１０％、参考に 

している教員が１８％と少ない値となっている。また、フォルダ自体を開いて 

いない教員が４３％と半数近くいる。 

○ 平成２８年度及び２９年度に他地区から異動してきた教員等に対する周知が 

 不足している。 

 

   〔今後の方針〕 

    ○ 今後も、荒川区教育研究会や荒川区教育委員会教育研究指定校等と連携し、 

     優れた実践についての概要をフォルダ内に保存することを徹底する。 

○ 学校間共有フォルダが使いやすくなるよう、年度当初に教育委員会から運用 

ルールに関する通知を発出し、共通理解と周知徹底を図るとともに、新規採用 

者や他地区から異動してきた教員等を対象とした研修会を実施し、活用を促進 

していく。 

 

 

 

 

 

 

 

〔小学校 国語 写真にふさわしいタイトルを付ける課題に取り組んでいる様子〕 
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（11）ＩＣＴ支援員の活用について 

教育委員会では、電子黒板の全普通教室への導入に伴い、「情報教育支援員」を配 

置し、各学校に派遣し、電子黒板の使い方など、教員対象に支援を行ってきた。 

平成２６年８月に、タブレットＰＣの全校導入に伴って、「情報教育支援員」を廃 

止し、平成２６年８月から２８年７月まで、「ＩＣＴ支援員」を学校へ派遣した。 

    「ＩＣＴ支援員」の派遣状況は次のとおりである。 

 １年目 

平成２６年８月 

～２７年７月 

２年目 

平成２７年８月 

～２８年７月 

３年目以降 

平成２８年８月～ 

モデル校 

小学校 ３校 

中学校 １校 

各校常駐 

８時３０分 

～１７時 

（３４名） 

定期巡回 

（１週間に１回） 

４名＋２名（※） 
なし 

モデル校以外 

小学校２１校 

中学校 ９校 

定期巡回 

（２週間に１回） 

４名＋２名（※） 

（※：ＩＣＴ支援員４名、プロジェクトマネージャー兼ＩＣＴコーディネーター 

１名、事務局１名） 

 

「ＩＣＴ支援員」の主な業務としては、タブレットＰＣや周辺機器の保守及びト 

ラブルの対応、また、タブレットＰＣを効果的に活用した授業の実践についての具 

体的なアドバイス、教員が自作の教材を作るためのアドバイスであった。 

 

     

   

  上のグラフからは、７１％の教員が、ＩＣＴ支援員より何らかのフォローを受け

ていたことが見てとれる。なお、１５．６％の「荒川区にいなかった」については、
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平成２９年度に新規採用又は他区市から異動してきた教員のことである。 

 また、「ある」と答えた教員で多かった内容が「授業中における児童生徒用のタブ 

レットＰＣの不具合」に対する対応や「授業で使うワークシートやプレゼンテーシ 

ョンの作成」に対する対応であった。 

 

〔成果〕 

 ○ タブレットＰＣ導入当初に各校にＩＣＴ支援員を派遣したことにより、教員 

一人ひとりが気軽にタブレットＰＣを活用した授業を構築することができた。 

 ○ ＩＣＴ支援員が、授業中の機器やネットワークの不具合等について、その都 

度きめ細かく対応したことにより、教員は本来の業務である子どもたちへの学 

習指導に専念することができた。 

    ○ 授業での対応だけでなく、個々の教員が教材研究をする際に、教材を作成す 

るため、アプリケーションソフトウェアの使用方法や効果的な活用方法の助言 

等、様々な支援を受けることができた。 

 

〔課題〕 

    ○ ＩＣＴ支援員の派遣終了までには、教員同士で学び合いながらタブレットＰ 

Ｃを活用した授業の充実を推進していけるよう、教員一人ひとりの力量を高め 

ることを方向性として示したが、まだそこに至っていない。そのため、タブレ 

ットＰＣを活用した新たな授業実践についての創意工夫した授業の構築が難し 

くなっている。 

 

〔今後の方針〕 

○ 機器の不具合やネット状況の対応、メンテナンス作業及び、タブレットＰＣ 

を含んだＩＣＴ機器を活用した授業を構築していくため、ＩＣＴ教育全体にか 

かるアドバイザー等を派遣し、学校を支援していく。その際、学校だけでなく、 

荒川区教育研究会においてもＩＣＴ機器を活用した授業構築の研究を進め、区 

立小・中学校における教員全体のＩＣＴ機器の活用技能及び授業構築の創意工 

夫及び質の向上を図っていく。 

    ○ 各校において、毎年２～３人程度の教員に「ＩＣＴ教育推進教師」を任命し、 

学校におけるＩＣＴ教育推進の核として、タブレットＰＣ等のＩＣＴ機器を活 

用したＯＪＴを実施し、学校全体のＩＣＴ教育に関する力量の向上を図ってい 

く。 

○ 子どもたちの情報活用能力をさらに高めていくために、より質の高い授業を 

 実践するよう、ＩＣＴ機器の活用技能及び授業構築の創意工夫及び質の向上を 
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図るためにＩＣＴ教育全体にかかるアドバイザー等を派遣し、ＩＣＴ教育全体 

にかかる学校支援を充実していく。あわせて、企業や大学との連携や学識経験 

者、国、都との共同研究を推進している自治体、学校等との交流をとおして、 

その実践について学ぶよう、推進していく。 
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（12）機器・システム関係への対応について 

① タブレットＰＣ配置台数 

タブレットＰＣは、中学校は一人 1 台、小学校１～２年生は４学級で１セット 

（３５台※）、小学校３～６年生は２学級で１セット（４０台）を各校に配置して 

いる。 

 ア 配置台数について 

小学校においては「適切である」という回答が４６％、「少ないと考える」とい 

う回答が５０％と、ほぼ同数であり、「多いと考える」との回答が４％だった。 

少ないと回答した場合の適切な配置台数については、現状の中学校と同様に「全 

学年に一人１台」必要という回答が多く、次いで「１・２年生は２学級に１セッ 

ト、３～６年生は一人１台」という回答が多かった。 

中学校については、全１０校中９校で現状の配置台数が「適切である」と回答 

している。 

 

イ 予備端末配置台数について 

予備端末は、故障などによる修理期間や授業での活用時に一時的な不具合が発 

生した場合に代替機として活用されているほか、児童生徒機及び教員機の修理期 

間中での使用、教員の配置数や指導体制の変更があった場合などに使用される。 

１学校あたりの予備端末の配置希望台数は、学校規模によって幅があるが、安 

    定的な授業の継続を担保するための配置台数を希望する声が多くあがっている。 

   

② サポートデスクへの問い合わせ状況 

    平成２６年８月から平成３０年３月までのサポートデスクへの問い合わせ状況は、 

以下のとおりである。 

集計期間 
平成２６年８月 

～２７年７月 

平成２７年８月 

～２８年７月 

平成２８年８月 

～２９年７月 

平成２９年８月 

 ～３０年３月 

合計件数 １，０３８件 ８１８件 ２，０３６件 ９５７件 

月平均 ８６．５件 ６８．２件 １６９．７件 １１９．６件 

1 校あたり平均 ２．５件 ２．０件 ５．０件 ３．５件 

 

【３５人学級】東京都教育委員会による小１プロブレム解消のための教育施策。小学校に入学した児童が、
これまでの就学前教育からの違いに対応しきれず、小学校に適応できなくなる状態を防ぐために、学級担任
の教師の目が一人ひとりにより行き届くよう、１学級を３５人までとしている。中学１年生に対しても同様
に中１ギャップ解消のため、３５人学級を実施している。小学３～６年生、中学２、３年生については国の
基準による４０人学級である。 
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〇 問い合わせ種別                                   (単位：件数) 

集計期間 
平成２６年８月 

～２７年７月 

平成２７年８月 

～２８年７月 

平成２８年８月 

～２９年７月 

平成２９年８月 

 ～３０年３月 

ハードウェア ６１９件 ６０７件 １，４７２件 ４０７件 

ソフトウェア ２６６件 １５０件 ３６５件 ４８６件 

ネットワーク １４５件 ６１件 １９９件 ６４件 

 

バッテリー交換前の平成２８年８月からの約１年間では、１校あたりの１ヶ月の

問い合わせ件数は平均５件であり、全校導入後からの１年間の平均２．５件と比

較すると増加しているが、直近の８か月では、平均３．５件となっている。問い

合わせの内容は、機器に関することや動画の閲覧ができない等のネットワークの

障害が多かったが、直近の８か月ではアプリケーションソフトウェアのインスト

ールに関するものや、動作確認に関する問い合わせの割合が増えている。また、

機器の故障以外の操作不具合や設定方法などの問い合わせ、アプリケーションソ

フトウェアのインストール申請などは、毎月数十件発生している。 

 

〔課題〕 

 ○ 小学校では、配置台数が「少ないと考える」という回答が５０％あり、配置台

数を検討する必要がある。 

    ○ 全校導入当初と比べて業者の機器の修理対応は年々早くなっているものの、 

児童生徒用・教員用ともに予備端末数が不足している。 

○ 教員機は、児童生徒機の設定を教員用に変更することにより転用して使用し 

ている。したがって、児童生徒機の数が不足すると教員機へ転用することがで 

きなくなり、教員一人に１台配布することが難しくなる。 

    ○ 通信状況については、全校導入当初にデジタル教材をインターネット上から 

配信する際に回線の負荷が大きく、一時的に止まってしまうことがあった。 

    ○ サポートデスクへの問い合わせについては、操作不具合や設定方法の問い合 

わせ、アプリケーションソフトウェアのインストール申請など、教員の操作技 

能の向上だけでは対応できない内容がある。 

○ 充電保管庫１台につき、２２台のタブレットＰＣを保管・充電を行うことが 

できる。毎年、各校の児童生徒数の増減に応じて、タブレットＰＣの学校間移 

動を行っているが、２２台未満の移動が中心であるため、合わせて保管庫の移 

動をすることができず、タブレットＰＣの移動先・移動元のどちらかが充電保 

管庫がない状態になってしまっている。そのため、保管庫以外の保管場所の確 
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保や充電のタイミングなど、対応に苦慮している。 

 

〔今後の方針〕 

○ タブレットＰＣの配置台数については、授業形態や活用状況等を考慮し、小 

学３～６年生の２学級に１セット（４０台）、中学生の一人１台の配置は現状 

どおりとし、小学１、２年生については、文部科学省の推奨する３学級に１セ 

ット（３５台）の配置についても検討していく。 

    ○ 予備端末については、最新の学齢人口推計結果や教員の配置数などによって 

算出を行い、不足が生じないよう充実を図る。授業時に不具合が発生した場合 

には代替の授業案を準備しているものの、授業が中断してしまうため、複数台 

の予備端末を配置していく。 

○ ハード面については、これまでの使用状況や修理状況を踏まえて、５年間の 

 使用に大きな支障がでない仕様を検討する必要がある。 

    ○ 通信面については、システム安定稼働のため、大規模校については回線増強 

     を行った。回線増強後は大きなトラブルもなく、安定して稼働している。これ 

までの学校での利用状況を検証して、今後利用が見込まれるユーザー数、同時 

にアクセスするユーザー数、通信量を踏まえて、通信量に応じた回線にしてい 

く。 

○ タブレットＰＣと保管庫を同時に移動させるため、１０台程度の少数ロット 

 の保管庫の導入を検討していく。 
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４ ＩＣＴ教育におけるタブレットＰＣ活用の今後の方針 

（１）荒川区学校教育ビジョンにおける位置付け 

   荒川区では、平成２９年度から３８年度までの１０年間を計画期間とする、新たな 

「荒川区学校教育ビジョン」を策定した。策定にあたっては、「荒川区学校教育ビジョ 

ン改訂検討委員会」にてこれまで教育委員会が実施してきた事業に対して詳細な検証 

と評価を行うとともに、２１世紀社会を担う子どもたちへの教育のあるべき姿につい 

て議論した上で、これまでの計画をさらにレベルアップする形で策定した。 

 新たな「荒川区学校教育ビジョン」は、荒川区のすべての区立小・中学校が学校経 

営の基本とする大きな柱であると同時に、荒川区で学ぶすべての児童生徒とその保護 

者、地域の皆様に示す教育委員会の公約でもある。 

 荒川区で学び育つすべての子どもたちが自分のよさをしっかりと見据え、他人のよ 

さも認め合う前向きで心優しい人間に育ってほしい、将来に夢と志をもってたくまし 

く生きる人間になってほしい、これからの荒川区を、日本を、世界を支える人材に育 

ってほしい、その願いを込めてこのビジョンをこれからの荒川区における学校教育の 

礎としたところである。 

 

① 新たな「荒川区学校教育ビジョン」の中長期目標 

未来を拓きたくましく生きる子どもを育成する 

 

② 中長期目標を達成していくための方向性 

【方向性１】子ども一人ひとりのよさを伸ばし、学ぶ力を高める 

【方向性２】多様性を尊重し、豊かな感性と創造力を育む 

【方向性３】基本的な生活習慣を形成し、健全な心身を培う 

 

③ 中長期目標を達成していくための６本の施策の柱 

１ 夢につながる主体的な学びを推進する 

２ こころとからだの健全な育成を図る 

３ 体験的な学習活動をとおして、よりよい未来社会を築く 

４ 教師が育つ学校をつくる 

５ 学校・家庭・地域が強いスクラムを組んで子どもたちを育てる 

６ 良好な教育環境と体制を整える 

新たな「荒川区学校教育ビジョン」では中長期目標を達成していくためにこれま 

で教育委員会が推進してきた成果と課題を踏まえ、６本の施策の柱をたてた。この 
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６本の柱を軸に、「学力」「健全育成」「体験的な学習活動」「教師の育成」「子どもた 

ちを取り巻く環境整備」「教育環境」について、それぞれ重点項目を決めて取り組ん 

でいくこととした。 

 

④ ＩＣＴ教育に関する、「荒川区学校教育ビジョン」施策の柱 

１ 夢につながる主体的な学びを推進する 

（１）主体的に取り組み、論理的に考え、学ぶ力の向上を図る 

（３）ＩＣＴ機器を活用し、２１世紀型能力を身に付ける（重点） 

３ 体験的な学習活動をとおして、よりよい未来社会を築く 

（１）将来への目的意識を学ぶキャリア教育を推進する 

（２）自然体験をとおして自然や地球を愛し、環境を大切にする心を育てる 

（重点） 

（４）世界の国々や人々の多様性について学び、国際理解教育を推進する（新設） 

４ 教師が育つ学校をつくる 

（２）教師が相互に学び合う、活力のある学校をつくる（新設） 

（３）研修を充実し、教師の向上心を高める（重点） 

（４）教師が子どもと向き合う時間を確保する（新設） 

５ 学校・家庭・地域が強いスクラムを組んで子どもたちを育てる 

（１）学校から家庭・地域に積極的に情報発信をする 

６ 良好な教育環境と体制を整える 

（２）安全教育を推進するとともに、子どもの安全を確保する 

（５）良好な教育環境を整備する 

     

 「荒川区学校教育ビジョン」の６本の施策の柱はどれも密接に関連しあってい 

るが、特にＩＣＴ教育とつながるものを上に挙げた。 

 ＩＣＴ教育を推進していくためには「２１世紀型能力」という言葉がキーワー 

ドとなる。タブレットＰＣ等を活用したＩＣＴ教育は、単に機器の操作のみでは 

なく、教育活動全般に渡るものであり、予測困難な未来社会において、すべての 

人々が論理的思考力や課題解決能力、ＩＣＴ機器を自由に活用できる能力を身に 

付けていく必要がある。ＩＣＴ教育と直接関連のある項目である「１（３）」につ 

いては下に全文を掲載する。 

 

１ 夢につながる主体的な学びを推進する 

（３）ＩＣＴ機器を活用し、２１世紀型能力を身に付ける（重点） 

将来の、予測が困難な社会を子どもたちがたくましく生き抜いていくた 
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めには、「何を理解しているか」「何を学んだか」だけではなく、「どのよう 

に学ぶか」、「学んだことをどのように使うか」が求められていく。 

区においては平成２２年度より全校を対象に電子黒板を導入した。さら 

に、平成２６年度に「荒川区タブレットＰＣ活用指針」を策定するととも 

に、他の自治体に先駆けて、タブレットＰＣを全校に導入し、一人１台の 

活用を推進してきた。 

こうした成果を踏まえ、今後は、授業におけるタブレットＰＣや電子黒 

板、デジタル教科書等ＩＣＴ機器の活用をこれまで以上に推進していく。 

その上で子どもの論理的・批判的思考力、問題解決能力、発見力、創造力、 

実践力等を育成していくような学習活動をさらに推進するために、「荒川区 

タブレットＰＣ活用指針」を改訂し、新たな学びを展開していく。また、 

単なるスキルにとどまらず、これからのグローバル社会をたくましく生き 

抜くために、主体的・対話的で深い学びによる思考力や問題解決能力、コ 

ミュニケーション能力、情報スキルや情報モラルなどを、２１世紀を生き 

抜くために必要な力として身に付けられるような教育を推進していく。 
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（２）荒川区におけるこれからのタブレットＰＣの活用 

○ ２１世紀はＡＩの普及により、ますます社会における情報化が広がっていく。 

インターネット等を使えば瞬時に世界中と文字だけでなく、音声や映像を活用し 

た通信が気軽にできるようになったり、ＡＩが行うプログラムが私たちの生活を 

さらに利便化していったりするようになると言われている。 

   ○ 教育については、人が人を教育していくという営みそのものは変わらないもの 

の、学校教育の内容や手法が大きく変わっていくことが予想され、ＡＩにできる 

こと、できないことや教師にだけできることは何かなどが社会の中で大きく議論 

されている。そうした中、考えること、問いを立てることは人間だけができるこ 

とであると言われている。 

○ 新学習指導要領においては、子どもたちが予測困難な社会の変化に主体的に関 

 わり、感性を豊かに働かせながらどのような未来を創っていくのか、どのように 

 社会や人生をよりよいものにしていくのかという目的を自ら考え、可能性を発揮 

し、よりよい社会と幸福な人生の創り手となる力を身に付けるようにすることが 

重要であるとしている。また、汎用的な能力の育成を重視する世界的な潮流を踏 

まえつつ、知識及び技能と思考力、判断力、表現力等をバランスよく育成してい 

くことが合わせて重要であり、すべての学習の基盤として身に付けなければなら 

ない資質・能力として「言語能力」「情報活用能力」「問題発見・解決能力」等、 

現代的な諸課題に対応することができる力を挙げている。 

○ さらに、児童生徒に対して、各教科等の特質に応じて「児童がコンピュータで 

文字を入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な操作を習 

得するための学習活動」「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」 

を実施すること、また、そのためには、コンピュータや情報通信ネットワークな 

どの情報手段及びこれらを日常的・効果的に活用するために必要な環境をすべて 

の教育現場において整えるよう明記されている。 

   ○ 荒川区においては、新たな「荒川区学校教育ビジョン」の下、「未来を拓きたく 

ましく生きる子どもを育成する」ことを中・長期目標として掲げ、そのために子 

どもたちの学ぶ力を育むとともに、タブレットＰＣを活用しながら「２１世紀型 

能力」を身に付けるよう教育活動を実践している。その成果は、中学校防災部の 

生徒たちの行動（６４ページ参照）に大きく現れており、荒川区の目指すべき方 

向性を力強く示している。 

   ○ 今後、ＩＣＴ教育さらに推進していくにあたり、本報告書において明らかにし 

た各成果、課題及び今後の方針を全小・中学校で共有するとともに、その内容を 



 

88 

十分に踏まえ、これまで以上にタブレットＰＣを活用しながら「２１世紀型能力」 

の向上を目指し、情報活用能力（情報モラルを含む）の向上を図るよう推進して 

いく。 

○ 特に、情報モラルについては、義務教育段階における子どもたちが社会に出る 

前に確実に身に付けていくこととして、重点的に推進していく。 

○ 小学校におけるプログラミング教育について、新学習指導要領に基づき、平成 

３２年度の全校実施に向け、先進的な取組をしている学校の取組を全校に広めて 

いくとともに教育委員会としても外部人材の活用も含めて検討し、推進していく。 

プログラミング教育においては、現在身の回りにある電化製品等、多くの物がプ 

ログラムによって動いていることを実感させるとともに、子どもたち自身がプロ 

グラムを作成する体験をとおして、機器の操作にとどまらず論理的思考力を育成 

していくことが重要である。そのためには、プログラミング教育のすべてにおい 

て、タブレットＰＣを活用していくのではなく、実際に紙にフローチャート図を 

作成するような学習活動も必要である。 

   ○ タブレットＰＣの活用を進めるにあたっては、タブレットＰＣを使うことに邁 

進するあまり、筆記具を用いて実際に手で書く（描く）ことや声に出して文章を 

読むといった活動を軽視することがあってはならない。タブレットＰＣの活用に 

ついては、それが最もふさわしい場面で活用することが大切である。教師は、タ 

ブレットＰＣの活用が効果的な場面やそれ以外の場面について、それぞれの学習 

活動、学級、児童生徒一人ひとりの状況に応じた使い分けを行い、学習活動を組 

み立てていく資質・能力が必要である。 

○ 以上のことを踏まえ、区教育委員会として、荒川区のすべての子どもたちが未 

来社会をたくましく生き抜き、幸福な人生を送るために、ますますグローバル化 

する２１世紀、情報の渦巻く社会の中で大人になっても主体的に学び、多様な人々 

と主体的に向き合い、関わり合い、能動的に活躍していけるよう、全力で教育し 

ていく。 
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 「２１世紀型能力」育成にかかるモデル図  

 

学ぶ力（活用・探究） 

情報活用能力 
（すべての学習の基盤となる資質・能力） 

学びの基礎・基本（習得事項） 

読む 

（日本語の文章） 
（発達の段階に応じた簡易な英語の文章や会話） 

情報モラル 

（日常生活における思い遣り） 

（ウエブ上・ＳＮＳ等） 

計算 

（九九・加減乗除） 

（整数・小数・分数） 

（関数・面積等） 

 

 

書く 

（文章（作文）・単語） 

（平仮名・片仮名） 

（漢字） 

（ローマ字） 

（英語） 

情報スキル 

（情報機器の扱い方） 

（ウエブの仕組み等の理解） 

（学校図書館の仕組み等の理解） 

（検索・調べ方←図書・ウエブ） 

（プログラミング学習） 

調べる 

図書資料・新聞・ウエブ資料・ 

プレゼンテーションソフト又は紙 

考える 

類推（逆接・順接）・比較・例示・ 
言い換え・順序付け・分類整理 

議論する 

意見を聞く・話す・質問する・ 

要旨を理解する・まとめる・説得する 

課題に対応する 

課題を発見する・解決策を考える・ 

解決のために実行する 



 

90 

  

 



 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 資  料 ］ 
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荒川区におけるＩＣＴ教育の取組 

（１）初期整備 

ＩＣＴ機器を活用した学習活動に向け、教師の情報活用能力の育成のために各校に 

研修用のパソコンを導入した。 

○ 平成３年度 ・小・中学校全校に教員研修用としてデスクトップ型ＰＣを各校 

２台導入 

○ 平成４年度 ・中学校全校にさらに各校１台を追加導入 

 

（２）コンピュータ教室の導入 

初期整備における教員研修の成果を踏まえ、平成６年度から、コンピュータ教室の 

整備を行った。平成１４年度には全中学校、平成１６年度には全小学校において各校 

４０台のパソコンを導入したコンピュータ教室が整備され、「情報活用能力」や「情報 

モラル」についての具体的な指導が始まった。 

  ① 小学校 

○ 平成 ６年度 ・モデル校として第五峡田小学校、第三日暮里小学校にコンピ 

          ュータ教室として２０台のデスクトップ型ＰＣを導入 

○ 平成１０年度 ・全小学校にコンピュータ教室を整備 

○ 平成１６年度 ・各小学校のコンピュータ教室のデスクトップ型ＰＣを４０台 

          に追加整備 

  ② 中学校 

○ 平成 ９年度 ・原中学校にコンピュータ教室として４０台のデスクトップ型 

ＰＣを導入 

○ 平成１３年度 ・すべての中学校にコンピュータ教室を整備 

○ 平成１４年度 ・各中学校のコンピュータ教室のデスクトップ型ＰＣを４０台 

に追加整備 

 

（３）教育ネットワーク及び教員一人１台の校務用パソコンの導入 

   校務の効率化を推進するために、教員一人１台の校務用ノート型ＰＣを導入し、教 

育ネットワークを整備した。 

○ 平成１３年度 ・諏訪台中学校から、順次各校へ校務用パソコンを導入 

○ 平成１７年度 ・インターネットデータセンター（ｉＤＣ）を導入し、センタ 

ーサーバ型のネットワークを構築、教員一人１台の校務用ノ 

ート型ＰＣを導入し、全小・中学校の全教室におけるデータ 

の共有化 
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（４）電子黒板の導入 

政府の「スクール・ニューディール」構想※を実現するため、国庫補助を活用して 

平成２１年度に電子黒板を導入し、授業でのＩＣＴ活用の基盤を整備した。全普通教 

室への電子黒板の導入は、現在においても全国で先進的な取組となっている。教育委 

員会では電子黒板の活用についての研究会を設置し、総務省「フューチャースクール 

推進事業※」についての調査研究に着手し、フューチャースクール推進校の取組等を情 

報収集した。 

○ 平成２１年度 ・区内全普通教室に５０インチプラズマテレビ型電子黒板を 

３６９台導入 

○ 平成２３年度 ・電子黒板の活用を推進させるための指導事例集「電子黒板の 

          活用推進資料集」を区教育委員会が発刊 

 

（５）デジタル教科書のネットワーク配信 

荒川区「電子黒板の活用についての研究会」により、授業で使う教材やコンテンツ 

を全校に配信することができるセンターサーバを活用してデジタル教科書のネットワ 

ーク環境を整備した。自治体単位でのネットワーク配信は全国初の取組である。 

具体的には、各学校がデジタル教科書を購入すると、ネットワーク経由で電子黒板 

用ノート型ＰＣのデスクトップにデジタル教科書のアイコンが設定され、すぐに使え 

るようになる仕組みを構築した。 

これにより電子黒板の活用が飛躍的に向上し、年度末に実施している全教員対象の 

アンケート調査において「わかりやすい授業が展開できるようになった」という教員 

が導入前３７パーセントであったものが、導入後には９２パーセントとなり、教員は 

電子黒板やデジタル教科書の有効性や必要性を実感するようになった。 

○ 平成２４年度 ・荒川区で採択された教科書の国語、社会、算数・数学、理科、 

生活の各教科についてのデジタル教科書を配信 

 

 

【「スクール・ニューディール」構想】政府が平成２１年４月にとりまとめた「経済危機対策」による。 

「２１世紀の学校」にふさわしい教育環境の抜本的充実を図るとしたもの。この構想では、将来の学校施設

に必要であり、かつ緊急に取り組むべきものとして、学校耐震化の早期推進、学校への太陽光発電の導入を

はじめとしたエコ改修、ＩＣＴ環境の整備、中学校武道場の整備、理科教育設備の整備等を一体的に推進す

ることを提唱した。 

 

【フューチャースクール推進事業】総務省と文部科学省との連携事業。文部科学省では「学びのイノベーシ

ョン」として平成２２年度から２５年度までの３年間実施した。教育分野におけるＩＣＴの利活用を促進し、

ＩＣＴを使って児童生徒が教え合い、学び合う「協働教育」や児童生徒一人.ひとりに応じた個別教育の実現

を推進するため、タブレットＰＣやインタラクティブ・ホワイト・ボード等のＩＣＴ機器を使ったネットワ

ーク環境を構築し、学校現場における情報通信技術面を中心とした課題を抽出・分析するために全国で２０

校を指定し、実証研究として実施した。 
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＜参考＞ 全国学力・学習状況調査推移 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 5.0
▲ 4.0
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▲ 2.0
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3.0
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荒川区と全国の平均正答率との差（小学校）
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理科(H24,H27)
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荒川区と全国の平均正答率との差（中学校）

国語Ａ

国語Ｂ

数学Ａ

数学Ｂ

理科(H24,H27)
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平成２９年度荒川区タブレットＰＣ導入検証等委員会委員名簿 

 
区分 氏名 所属・役職 

１ 委員長 高梨 博和 荒川区教育委員会教育長 

２ 副委員長 阿部 忠資 荒川区教育委員会事務局教育部長 

３ 

委員（学識経験者） 

堀田 龍也 
東北大学大学院  

情報科学研究科 教授 

４ 小泉 力一 
尚美学園大学大学院 

芸術情報研究科 教授 

５ 

委員（保護者） 

阿川 道仁 
小学校ＰＴＡ連合会 会長 

荒川区立第六瑞光小学校ＰＴＡ会長 

６ 福田 茂 
中学校ＰＴＡ連合会 会長 

荒川区立第一中学校ＰＴＡ会長 

７ 

委員（区長部局） 

丹 雅敏 荒川区総務企画部総務企画課長 

８ 坂野 春起 荒川区管理部情報システム課長 

９ 

委員（教育委員会） 

山本 吉毅 荒川区教育委員会事務局教育総務課長 

10 小堀 明美 荒川区教育委員会事務局学務課長 

11 瀬下 清 荒川区教育委員会事務局指導室長 

12 

委員（学校） 

天野 英幸 荒川区立汐入東小学校長 

13 白井 一之 荒川区立第三峡田小学校長 

14 飯村 誠一 荒川区立尾久小学校長 

15 川上 晋 荒川区立第二日暮里小学校長 

16 清水 隆彦 荒川区立第三中学校長 

17 稲葉 裕之 荒川区立諏訪台中学校長 
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