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１人１台タブレット整備完了 ３学期から授業で活用 
 

 

●国のＧＩＧＡスクール構想に対応し、令和２年 11月末に 6,713台を導入し、
令和元年度に導入した 1,280 台と合わせ、約 8,000 人の全児童生徒に１人
１台の学習用タブレットの整備が完了。 

●12 月上旬には、全小中学校（校舎の改築改修工事中の浅羽中学校を除く）の高速
大容量通信ネットワークの整備も完了し、１人１台使用しても支障なく授
業を行う環境が整った。 

●３学期（令和３年１月）から授
業で活用し、「個に応じた学び」
や「協働的な学び」を充実さ
せ、考える力を育てるととも
に学力向上を図る。 

●あわせて授業公開研修や学校
と同じＩＣＴ機器を備えた教
育会館のＩＣＴ研修室での模
擬授業研修などにより、教員
のＩＣＴを活用した授業力の
向上にも引き続き取り組む。 

 
 
１ 学習用タブレットの整備 

項  目 令和元年度 令和２年度 計 

整備台数 １，２８０台 ６，７１３台 
 

７，９９３台 
 

整備費用 

約２.４億円 

（全額市費） 

約４.３億円 

うち国費約２.４億円 

うち市費約１.９億円 

約６.７億円 

うち国費約２.４億円 

うち市費約４.３億円 
 

 

２ ネットワーク環境の整備 

（１）整備箇所  市内小中学校 15校（小学校 12校、中学校３校） 

          ※浅羽中学校は、校舎の改築改修工事の中で整備 

（２）整備内容  ネットワーク機器類、ＬＡＮ配線、無線アクセスポイント、充電保管 

庫等 

（３）整備費用  約２.４億円（うち国費約１.０億円、市費約１.４億円） 

 

 

  



【お問い合わせ】 シティプロモーション室 TEL:0538-44-3104 E-mail:kikaku@city.fukuroi.shizuoka.jp 

 

３ ３学期からの活用方法 

（１）授業での活用 

児童生徒同士のグループでの共同編集や、教員と児童生徒との双方向のやりとりなど、

様々な学習シーンに応じて１人１台の環境を活用することで、主体的に学習に取り組む

態度や考える力を育てる。 

＜ＩＣＴ活用で実現したい学びの例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）家庭学習での活用 

今後、家庭にあるパソコンや持ち帰ったタブレット等を使って学校から配信される課

題やドリル学習などに取り組み、学校と家庭の学びに連動性や一体性を持たせることで、

児童生徒の主体性の向上や基礎学力の定着を図る。 

 

４ 教員の研修等 

（１）ＩＣＴ活用授業力向上研修 

教員のＩＣＴを活用した授業力向上を目的として、授業公開研修を定期的に実施し

ている。１人１台の環境で学習するイメージを共通理解するとともに、各校での実践

を紹介し合うことで、ＩＣＴを効果的に取り入れた学びの推進を図っている。３学期

にも、授業公開研修を実施する予定。 

また、今後は、教育会館ＩＣＴ研修室での研修や、必要に応じて Web 会議システム

を活用するなど、学校教育課指導主事や各校のＩＣＴ担当教員等が中心となり、教員

のスキルの向上に向けた研修を実施していく。 



【お問い合わせ】 シティプロモーション室 TEL:0538-44-3104 E-mail:kikaku@city.fukuroi.shizuoka.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
タブレット活用研修会            ＩＣＴ活用授業力向上研修会 

 

（２）校内研修 

各学校では、ＩＣＴ担当教員等が中心となり、市の研修会等で学んだ内容を校内で

積極的に広げる研修に取り組む。 

  

 

（３）授業準備の効率化 

授業で使用した様々なデジタル教材や授業案等をクラウド上に保存し、市内の教員

がそれらを共有しながら自分の授業で活用してくことで、ＩＣＴを活用した授業力の

向上を図るとともに、教材準備の効率化につなげる。 

 

（４）ＩＣＴ支援員の配置 

授業でのＩＣＴの活用を充実させるため、ＩＣＴ支援員を配置している。小中学校

に月２回程度訪問し、活用を支援している。 

 



 “ 幼小中一貫教育　×　ＩＣＴ　で 考える力 を育てる ”　           袋 井 の Ｉ Ｃ Ｔ 教 育 静岡県袋井市

区分

学年 年少 年中 年長 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

年齢 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

幼児教育 小学校 中学校

就学前教育カリキュラム

スタート
ｶﾘｷｭﾗﾑ
4、5月

アプローチ
ｶﾘｷｭﾗﾑ
9月～3月

就学前教育・幼小接続プログラム
※ 「思考力の芽生え」を促すことに重点化

小中一貫教育プログラム

生活指導カリキュラム

学習指導カリキュラム

行事・交流活動カリキュラム

キャリア教育カリキュラム

教科外カリキュラム ※就学前・幼小接続カリキュラムを基盤とした構成

家庭生活スタンダード

幼小接続カリキュラム

幼小中一貫教育プログラム

※ このプログラムを構成するカリキュラムについては、
市教育委員会において標準カリキュラムを提示する。

国語科カリキュラム

算数科/数学科カリキュラム

理科カリキュラム

社会科カリキュラム

体育科/保健体育科カリキュラム

音楽科カリキュラム

図画工作科/美術科カリキュラム

家庭科/技術・家庭科ｶﾘｷｭﾗﾑ

特別の教科道徳カリキュラム

教科カリキュラム ※思考ツールの活用により「考える力」の育成に重点化

外国語活動/外国語科カリキュラム

生活科カリキュラム

基礎学力の向上
幼児教育で学びに向かう力を身に付け、小中学校の学びを充実

R2～ ４つの学園（中学校区）ごとに幼小中一貫教育 を実施

袋井南小

高南小

笠原小

浅羽南小

浅羽北小

浅羽東小

三川小

山名小

袋井西小

袋井東小

袋井北小今井小

袋井中

周南中

袋井南中

浅羽中

考える力（思考力）の育成

①比較する ②順序立てる ③理由づける

・～と比べて、○○は△△だ。 ・～と○○は、△△でつながる。 ・～の理由は、○○だ。

・～よりも○○の方が△△だ。 ・～と○○は、△△だった。 ・～だから、○○だ。

【複数の事象の相違点や共通点を見つ
け出す。】

【事象の内容から順序を意識し、整理
する。】

【問いに対する答えとその根拠を明確
に関係づける。】

ベン図、マトリクス（表）、座標軸等 ステップチャート、プロット図、短冊等 データチャート、クラゲチャート、
バタフライチャート、情報分析チャート、
フィッシュボーン等

思考ツール

思考
ｽｷﾙ

デジタル思考ツール
自分の考えを整理し、表現する

コミュニケーションアプリ

考えを共有し、深め合う

思考ツールの活用で授業改善

学習アプリ
個別学習・家庭学習を充実

コミュニケーションアプリで「考える力」を育てる

・思考ツールで考えたことを可視化し、考えをまとめる。

・他者の考えにふれ、さらに考える。

・対話を通して自分の考えを再構成し、表現する。

学習アプリで「学習内容の定着」を図る

・一人一人の課題やペースに合わせて学びを最適化し、

意欲向上と学習内容の定着を図る。

・一人一人の学習データを指導に活用する。

周南たちばな学園

袋井あやぐも学園

南の丘学園

浅羽学園

協働的な学び
～ みんなで学ぶ ～

袋井市の教育が目指す子ども像

～　オール袋井で育てる15歳の姿　～

自　立　力 社　会　力

自分で考え、自信と責任を持ち、
主体的に行動する力がある。

集団にあって他者の存在を認め、
話し合い、学び合い、協働する力がある。

　学びに向かう意欲と力がある 　高い言語能力がある

　確かな知識や技能を身につけている 　親和的なコミュニケーション力がある

　自ら課題を発見し解決する力がある 　豊かな表現力を備えている

　豊かな感性がある 　高い規範意識を備えている

　粘り強く頑張り抜く力がある 　多様な考えを尊重する寛容さを備えている

　失敗しても立ち直る力がある 　他者と協働する力がある

　健康な心と体を持っている 　他者に共感する感性を備えている

　自分のキャリア形成に具体的な考えを持っている 　社会に貢献したい気持ちを持っている

夢を抱き、たくましく次の一歩を踏み出す15歳

　自己有用感・自己肯定感に基づく自信を持っている

・ＩＣＴ支援員の配置（4校に1人）R元年度～

・ＩＣＴ研修室の整備 R2年度

・ＧＩＧＡスクールサポーターなど

指導体制を充実

個に応じた学び
～ ひとりで学ぶ ～一

貫
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

に
よ
る
教
育
指
導

認定こども園 保育所

幼稚園・こども園

小・小間の連携

小・中間の連携

幼・小間の連携

幼・幼間の連携

小学校

中学校

幼児教育

市教育会館の ＩＣＴ研修室ICT支援員と教員が連携して授業を充実

H27（2015）年度 H28（2016）年度 H29（2017）年度 H30（2018）年度 H31・R元（2019）年度 R2（2020）年度 R3（2021）年度　～

○ ＧＩＧＡスクール構想（ 約6,720台）

○小中学校のWi-Fi環境整備

１人に１台

○袋井市教育情報化推進計画の策定

○電子黒板機能付きプロジェクター（書画カメラを含む）

全16校の特支を含む全教室 小学校12校 221台、中学校４校 87台整備 H30年度までに整備完了

○校務用PC

校務支援ソフト・学校間NW ○デジタル教科書（教員用）

小学校 国・算(1～6年)、社・理（5～6年)

中学校 国・社・数・理・英（1～3年）

○ タブレット端末の整備（1,280台）

ロイロノートなどの学習ソフトを搭載

6人に1台

○市教育会館に ＩＣＴ研修室を整備

 教員のＩＣＴ活用指導力の向上
・教員研修プログラムの作成
・ＩＣＴの活用法の指導（研修）
・オンライン学習時等のシステムサポート

 ＩＣＴの活用方法の確立
・学習アプリの検証、選定

・オンライン学習の指導法、体制の整備
・学習データの活用

・特別支援、不登校児童生徒の学びの充実

 ＩＣＴによる事務負担の軽減
・校務システムの再構築
・事務処理の電子化

○ ＩＣＴ支援員を配置 （ ４校に１人 ）

○ 未来の教室実証事業習熟度に応じた学び（「やるKey」）とデジタル思考ツールを使って考えを深め合う学び（「ロイロノート」）

H30 三川小5年 R元 三川小 6年、浅羽北小6年 ○幼児用教育ソフトの実証 「できる―と」 3園


