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C 協働学習

B 個別学習

児童・生徒の学習状況・習熟度・
経年変化・つまずきの把握

福生市学力・学習状況調査

個別の学習情報の
蓄積・連携・分析

C1 発表や話合い C2 協働での意見整理

B3 思考を深める学習B1 個に応じた学習

B2 調査活動 B4 表現・制作

B5 家庭学習

個別の学習情報の
蓄積・連携・分析

A 一斉学習

A1 教員による教材の
提示

GIGAスクール構想の実現で変わる子どもたちの学びについて

学習状況の確認

学習履歴や
状況の把握

個別
ｶﾘｷｭﾗﾑ
自動生成

学校に登校できない
児童・生徒への支援

C３ 協働制作 C４学校の壁を越えた学習

＜今までの様子＞

実物投影機を活用した教材の提示
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お話しする内容

①これまでのICT教育推進の取組
②一人一台端末の導入に向けて
③一人一台端末の活用の様子
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◆学力向上（ＩＣＴ）推進委員会
◆メンバー：各校で情報教育を推進していくことができる教員
◆目 的：ＩＣＴを活用した授業を実施し、

「ＩＣＴ活用事例集」を作成
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◆目 的：GIGAスクール構想を見据え、子どもの資質・能力を一層確実に育成
することを目的として、一人一台端末を有効活用するための学習指導の在り方につ
いての授業研究を行い、その成果を市内小・中学校に広めるとともに、情報活用能
力に係る年間指導計画の拡充を図る。

◆取組内容
日 時 主な内容

①６月30日
・委員会の方向性について
・講演「ICTを活用した学習指導の在り方について」
講師：東京学芸大学 高橋 純 先生

②９月８日 ・学習指導案検討、情報活用能力の調査説明

③10月22日 ・中学校の提案授業、研究協議、指導・講評：平井 聡一郎 先生

④10月30日 ・小学校の提案授業、研究協議、指導・講評：平井 聡一郎 先生

10～２月 ・各校にて学力向上推進委員による授業の実施及びOJTの実施

⑤３月12日
・情報活用能力の調査及び授業アンケート等を用いた効果検証
・情報活用能力育成に係る年間指導計画作成

◆学力向上（ＩＣＴ）推進委員会
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東京学芸大学 高橋 純 先生
講義：ICTを活用した学習指導の在り方について
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◆学力向上（ＩＣＴ）推進委員会



「プログラミング教育推進校」の
教員が模擬授業を実施

◆情報教育研修会
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「プログラミング教育推進校」の教員が模擬授業を実施
⇒研修に参加している教員が体験

◆情報教育研修会
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放送大学 中川 一史 教授から指導・講評

◆情報教育研修会
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◆臨時休業中の取組
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◆オンライン校長会

臨時休業中の取組 ～オンライン校長会の様子～

12



◆オンライン初任者研修会

臨時休業中の取組 ～オンライン校長会の様子～
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東京都庁広報課 Twitter ５月21日 より

臨時休業中の取組 ～オンライン朝の会の様子～
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新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン【都立学校】～学校の「新しい日常」の定着に向けて～改訂版 ver２

臨時休業中の取組 ～オンライン授業の様子～
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お話しする内容

①これまでのICT教育推進の取組
②一人一台端末の導入に向けて
③一人一台端末の活用の様子
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◆保護者、児童・生徒、 教員用パンフレット
作成・配布 （令和２年12月）
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◆ホームページ作成＆UP
（令和２年12月）
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各学校において、実際に児童・生徒に配布するiPadを使用し
導入研修会を実施

◆導入研修会（全教員向け）
（令和２年12月～１月）
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各学校のICT教育リーダーが
一人一台端末を活用した模擬授業を実施

◆ICT教育推進リーダー研修会
（令和２年12月）
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リーダーとして校内でどのように組織展開するか
ICT推進の組織展開の在り方について研修

◆ICT教育推進リーダー研修会
（令和２年12月）

・３学期の授業実践報告
・各学校のICT推進の状況と今後の課題
等について報告（３月） 21



◆オリエンテーション（令和３年１月）
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お話しする内容

①これまでのICT教育推進の取組
②一人一台端末の導入に向けて
③一人一台端末の活用の様子
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◆小学校 第１学年 国語
「くらべてよもう」

ライオンとしまうまの赤ちゃんの
違いが分かる重要な語句を見付
け、iPad上の教材文にラインを
引き、それぞれの赤ちゃんの様子
や成長を比べながら読み取る。

iPadなら何度でもラインを引き直すこと
ができる！

観点ごとに、色を
変えて、簡単にラ
インを引くことが
できる！ 24



◆小学校 第２学年 国語
「おもちゃの作り方をせつめいしよう」

教材文の中から、自分が紹介するおもちゃでも使えそうな説
明の工夫を見付け、iPadで共有する。
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◆小学校 第３学年 国語

「これがわたしのお気に入り」

Wordで自分のお気に入りの作品の
写真を挿入し、文章の組み立てや内容
を考えて、作品を紹介する文章を書く。
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◆小学校 第４学年 国語
「興味をもったことを中心に紹介しよう」
自分の興味をもったことを中心に説明文
を読み、要約し、感想をまとめる単元で、
文章の内容を理解するために、文章と挿
絵と結び付ける場面でiPadを活用。
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◆小学校 第６学年 算数
「算数のしあげ 算数卒業旅行」

江戸時代に発達した算数の問題（入れ子算）を解く。
自分の考えをiPadに書き、モニターで共有する。
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◆小学校 第６学年 総合的な学習の時間
「ストップ・ザ・○○」
課題を設定する場面
で、何を調べるか、どの
ように発表するかについ
てそれぞれ考え、iPad
で共有する。
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◆小学校 第６学年 理科
「わたしたちの生活と電気」

豆電球とLEDの発光について調べ、その違いを考えることが
できる

学校に登校できない児童
に授業を配信
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◆中学校 第１学年 数学
「立体の展開図」

円錐の展開図で、側面になるおうぎ形の中心角を求める。

イメージしにくい立体図形について、
自分から進んでデジタル教材を活用
して考えを深める。
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◆中学校 第１学年 国語
「誰かの代わりに」

本文を根拠に分析し、筆者の意図を捉える。

教材文を読み、疑問を
Formsに打ち込む。

各自が出した疑問を読み、班で解決
したい疑問を一つ決める。

疑問について、個人で分析
⇒グループで協議
⇒Whiteboardに記入して投稿
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◆中学校 第３学年 理科
「自然環境の調査」

自然環境の調査方法について調べる。

33



◆中学校 第３学年 理科
「地球と宇宙」

課題についてインターネットで調べ、自分の考えをまとめる。
Microsoft
OneNoteにメモ
（画面分割して使
用）

iPad純正のメモ
アプリを活用

紙のノートにメモ

自分のやり方で、
iPadを文房具の
一つとして活用！
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◆中学校 第３学年 音楽
「表現 創作」

音楽の特徴を捉え、学習の見通しをもつとともに、知識や技
能を得たり生かしたりしながら音楽表現を創意工夫する。
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◆Microsoft365で卒業文集の作成

家庭学習でも
記述や推敲可能！

他の友達の作文も
参考にできる！
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◆保護者への連絡

保護者へのお願い
を投稿

明日の時間割を
投稿
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◆Microsoft365で出欠席連絡
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◆Microsoft365で 学校評価 集約
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◆新１年生入学説明会 オンライン開催
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◆研究発表会 オンライン開催
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◆学校情報教育化推進計画 策定予定
（令和３年３月）
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