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本書は、相模原市立小中学校及び義務教育学校が、令和３年 3 月に発行した「さがみはら GIGA スクールハンドブ

ック」で示した内容より、図「相模原市で目指すコンピュータ(ICT)の活用の在り方」の段階２の実現を目指すための、

参考となる内容を追補するものです。 

内容によっては、これまでの学校生活では想定していない活動も紹介されており、その実践を行うことに不安など

をもつ方もいるかもしれませんが、

これらの内容は、教育センターの教

育研究員研究の研究内容や、令和３

年度中に相模原市内での実践の様子

を取材した「さがみはら GIGA 通信」

の内容を整理したものとなってお

り、実際に相模原市立小中学校等で

行われたものとなっています。 

これから予測困難な社会におい

て、主体的に問題を解決していく資

質・能力をもつ「共に認め合い現在と

未来を創る人」を育成できるよう、本

書をご活用ください。 

令和４年 3 月 相模原市教育委員会教育センター 
 
※本書は、令和４年３月文部科学省から通知された「GIGA スクール構想の下で整備された学校における１人１台 端

末等の ICT 環境の活用に関する方針について（通知）」に沿って作成されています。 
 

図 ICT を活用した取組のポイント 
 

本書では、図「ICT を活用した取組のポイント」のうち「学びや学校生活、校務の情報化」「成長を促す普

遍的な端末使用のルールづくり」についてのポイントを詳細に説明しています。 
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児童生徒１人１台のタブレット PC を使った授業を行うことは、今までの授業の道具が置き換わるだけで

はなく、学びの構造そのものが変わっていくことが期待されています。そのような意味で、GIGA スクール

環境における授業改善は「授業 DX」と言えるでしょう。ここでは、授業を DX するホップ、ステップ、ジャ

ンプの 3 ステップを紹介します。 

 

授業でどのようにタブレット PC を活用したらよいか困っている方は、まずは次に紹介する取組に挑戦し

てみましょう。まずは「やってみる」ことが、授業 DX での第一歩です。 

□ 黒板に貼っていた白黒コピー資料を、大型提示装置（テレビ）でのカラー資料に変えよう。 

□ 板書を写真撮影し取っておこう。 

□ 児童生徒のノートやワークシートを写真撮影し、先生に提出させてみよう。 

□ 「発音記号で読み方を知る」を「音声ファイルを聞いて読み方を知る」に変えてみよう。 

□ 学習の進め方や手順を、教科書の図から動画に変えてみよう。 

□ 地図帳の代わりに Google アースを使ってみよう。 

□ 観察日誌の絵を描くのを、写真に変えてみよう。 

□ 音読や英会話、歌や演奏を動画撮影で取っておこう。 

□ 図工や美術、技術・家庭などの作品を写真で撮っておこう。 

□ 実験の様子を動画に取っておこう。 

□ 作文用紙に書くから、Google ドキュメントで書くに変えてみよう。 

□ レポート作成を紙から Google スライドに変え、写真や図形を自由に使わせてみよう。 

□ 鍵盤ハーモニカでの旋律づくりを、アプリケーションでの旋律づくりに変えてみよう。 

□ 前の時間のスライドをコピーして、今日の新しい考えを書きたそう。 

□ 手を挙げて意見を言うことに、Classroom のストリームへの書き込みで全員の意見を聞くこと

も加えてみよう 

□ 付箋を使ってみんなで考えを整理するとき、Google Jamboard を使ってみよう。 

□ 児童生徒の発表への評価に、ミライシード「オクリンク」のいいねボタンを使ってみよう。 

□ Google スプレッドシートの共同編集機能を使い、全員でデータをリアルタイムに書き込もう。 

□ 児童生徒のファイルを１か所のドライブに入れて共有し、いつでもお互いに見られるようにし

よう。 

□ 教室で発表を行う代わりに、発表を動画撮影させ、ドライブや Classroom で共有して、授業で

ない時間にも見られるようにしてみよう。 

□ Google Jamboard を使って、授業中にまとめ方や他人の考え方を共有できるようにしてみよう。 

□ 授業の経験をデジタルデータで取っておこう。 
   

DX…デジタルトランスフォーメーション 

（Digital Transformation）の略 
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ホップで紹介したタブレット PC の活用をすると、うまくいかないこともあって、どうしてそうなるのか

知りたい、もっと効率的に、意図的にタブレット PC を活用した授業 DX をしたい、と考える方もいるでし

ょう。 

そこで、ここからは令和２年度～３年度に行った相模原市教育研究員研究「１人１台環境下における認知

の特性に注目した授業づくりの要点」の研究成果を基に授業 DX のポイントを紹介します。学びや授業がど

うであるか、という考え方は、必ずしもここで述べたことだけではありませんが、相模原市のタブレット PC

を活用した授業づくりを DX 化するための一助になればと考えます。 

 

 

授業を DX 化する準備として、「私たちはどのように学習しているのか」ということを確認します。 

私たちは、今できないことが分かる、できるようになるよう、学習を行いますが、この学習という行為

は、次の２つことを繰り返しています。 

 

 

覚える内容（内容知）や、解決する方法（方法

知）を、聞く、見る、触れる、などにより自分に

インプットする 

先生の話を聞く、教科書を黙読する、動画資料

を見る、布を触る、など 

 

 

覚える内容（内容知）や、解決する方法（方法

知）を、書く、描く、話す、動く、操作するなど

アウトプットする経験 

文章を書く、図を描く、考えを話す、前転をす

る、楽器を演奏する、など 

 

 

タブレット PC は、学習の際の特定のインプットとアウトプットを拡張してくれる道具の一つです。 

の拡張の例 

文字→音声、画像→映像、学校にある資料→世界中のインターネット上の情報、など 
 

の拡張の例 

手で書く→キーボードで打つ、絵や図形を描く・音楽を奏でる→アプリケーションで

編集する、自分の考えを図で表す→プレゼンテーション・動画編集で表す、など 

またこの拡張により、個々の特性を乗り越えて、学習を可能にする可能性があります。
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 授業中に、児童生徒の次のような場面に遭遇したことはないでしょうか。 

□ ノートはきれいだけど、内容を理解していない児童生徒が一定数いる。 

□ ノートやワークシートに書くことが全くできないが、話してみると内容をよく理解している。

□ よくうなずきながら話を聞いているが、テストをすると点数が取れない。 

□ ４人グループで協働学習しているが、１人だけ分からない子がいる。 

□ 取り組む問題を説明したら、クラスの半分ぐらいが微妙な顔をしたので 

「つまり、どういうことかというと…」と、再度説明してしまう。 

このことは、問題の説明や示し方などが、その児童生徒らの特性と合っていないために起きている

可能性があります。 
 

児童生徒だけでなく私たち大人も含めて、分かりやすいインプットや、行いやすいアウトプットに

は、個々の特性が関係します。例えば、次の違いは特性の違いが関係すると言われています。 

●デジタル時計の方が見やすい      ⇔●アナログ時計の方が見やすい 

●予定は時系列に並べて管理する     ⇔●予定は 1 見開きのカレンダーに書いて管理する 

●文章で説明されたり、したりする方が得意⇔●図で説明されたりしたりする方が得意 

これは、次のような特性の違い*)から生まれるそうです。 
 

 

情報を１つずつ順番に処理していくタイプで

す。例えば、写真は星形五角形の性質を学習し

ている場面ですが、式でその説明を順番に示す

方法が分かりやすいようです。 

 

 

 

 

複数の情報を関連付け、同時に処理するタイ

プです。例えば、写真は星形五角形の性質を学

習している場面ですが、図形全体に対して、性

質が関係する部分に注目させたほうが分かりや

すいようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※これ以外にも、様々な特性が知られています。 
 

この他、「文章は頭から終わりまで順番に書く方が得意」に対し、「文章はなんとなく全体を書いて

後から詳細を直す方が得意」の違いなどもあるようです。例えば、授業中の説明の場面、児童生徒同

士の意見交換などで、片方の特性による説明のみが行われてしまうと「分からない」児童生徒が現れ

てしまうことがあります。 

タブレット PC を活用し、児童生徒が特性に応じたインプットやアウトプットを行いやすいよう教師

が支援することで、分かりやすい状況が生まれることになります。  

 

 

式で、順番に、

性質を証明し

ています。 

図に、図を焦

点化し証明し

ています。 

*)藤田和弘 「継次処理」と「同時処理」学び方の 2 つのタイプ、図書文化、令和元年９月 
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特性を踏まえた分かりやすさから授業中の共有の活動を捉えると、見え方が少し違ってきます。 

タブレット PC では、Google Jamboard などの共同編集機能を活用すると、課題を考えたり解いたりして

いる場面の様子を、児童生徒同士でいつでも見ることができる「リアルタイムでの共有」が可能となります。 

左頁で例示した星形五角形の性質を考える授業では、Google Jamboard を

活用し、式で考えた方が分かりやすい児童生徒（継次処理）、図で考えた方が

分かりやすい児童生徒（同時処理）それぞれが、自分の特性に合わせて考え

ている様子をリアルタイムで共有し、分かることができていました。 

他者の考えを覗き見ることは、人まねをしてしまい、その児童生徒の力が

伸びないのではないか、という心配もあると思いますが、その有効性は、授

業の目的や課題の内容によって変わってきます。「授業が分からない児童生

徒」の解消のため、ぜひ共有の活動にチャレンジしてみてください。 

 

ステップを踏まえ、普段の授業をどのように改善すると DX 化できるでしょうか。 

次のページからは、授業での学習活動をタブレット PC に置き換え、DX 化した授業改善の例を何点か紹介

します。ぜひ授業検討の参考にしてください。  

東京大空襲で被害を受けた範囲を、

神奈川県の地図を重ねることで、分

かりやすくした活用。図の方が分か

りやすい特性に配慮したインプッ

ト支援の DX。 

国際連合について教科書以外の資

料をインターネットで取得する活

用。自分の特性に応じた資料の探し

やすさに配慮したインプット支援

の DX。 

イラストをアプリケーションで描

く活用。小１でも色を自由に作り出

すことができる、発達の段階ででき

る事を拡張したアウトプット支援

の DX。 

学校のいきものマップを、共有
したカードに、個々で撮影した
写真を貼り付け、協働して編集
する活用。アウトプットを拡張
する支援の DX。 

単語カードを組み合わせることで

文章を自由に作る活用。文章が苦手

な児童生徒でも、直観的に文章をつ

くれる特性に配慮したアウトプッ

ト支援の DX。 

撮影した画像や映像を編集し、動画

を作成する活用。自分の伝えたいこ

とを、紙よりも伝えやすくできる、

アウトプットを拡張した支援の

DX。 

個々で資料を作成している Jamboard

の様子。上側に他の児童生徒の編集

状況がリアルタイムで表示される。 
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かたちづくり 

ずらす、回す、裏返すなどの具体的な操作を通して、形のもつ性質や特徴を生かし

た形の構成について考えている。 
・ 

●アウトプットを DX！ タブレット PC のカメラ機能を使い、各自がつくった自分の好きな形を撮影

することで、その形を記録に残したまま、繰り返し新しい形をつくることができます。 

●インプットを DX！ Google Jamboard を使い、数え棒をつないで、各自がつくった自分の好きな形

を共有することで、他の子のつくったものも見ることができ、つくり方が考えられない子の学習が

進みます。 

●アウトプットを DX！ Google Jamboard を使い、数え棒をつないで、各自がつくった自分の好きな

形を共有することで、他の子がつくったものの良いところを自分のかたちづくりに活かすことがで

きます。 

 
 

● D X 前 の 授 業 の 流 れ ● 

１ 導入 

①教科書やノートで前時までの学習を振り返る。 

②教科書の絵を見て、棒を使って形を作っていることや、 

何の形に見えるかなどを話す。 

 

２ 展開 

 

 

①数え棒をつないで、各自自分の好きな形をつくる。 

●数え棒を使い、各児童が自分の机で作業を行う。 

 

②作品を発表する。 

●つくった形を黒板で再現しながら発表する。 

●数え棒を何本使ったか確認する。 

●さんかくやしかくに注目させる。 

 

③教師が示したものと同じ形をつくる。 

 

３ まとめ 

 

 

 

●ノートに記入する。 

・   

本時の目標 

DX すると 

できる事 

使用するサービス 

ぼうだけでもかたちがつくれる。さんかくやしかくもつくれた。 

なんぼんつかうかわかるとつくりやすい。 

めあて かぞえぼうをつかって、いろいろなかたちをつくろう。 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.irasutoya.com/2013/02/blog-post_4564.html&psig=AOvVaw2huGVJL8LDn0jdekc8-Rsf&ust=1575349237528056
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１ 導入 

①教科書やノートで前時までの学習を振り返る。 

②教科書の絵を大型提示装置に投影し、棒を使っ

て形を作っていることや、何の形に見えるかな

どを話す。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 展開 

 

 

 

 

①数え棒をつないで、各自自分の好きな形をつく

る。 

●数え棒を使い、各児童が自分の机で作業を行う。 

●好きな形をつくったら、タブレット PC で写真を撮

り、Google Jamboard に張り付ける。 

●友達がつくったものを、Google Jamboard で見る。 

●友達がつくったものを参考に、他の形もつくる。 

 

②作品を発表する。 

●Google Jamboard を大型提示装置に投影し、数名の

児童がつくった形を発表する。 

●数え棒を何本使ったか確認する。 

●さんかくやしかくに注目させる。 

 

③教師が示したものと同じ形をつくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ まとめ 

 

 

 

 

●ノートに記入する。 

 

 

 
・ 

 

  

●  後 の 授 業 の 流 れ ● 

図 Google Jamboard で共有された、数え棒で作成した形。

他の児童の形をいつでも見ることができるので、それを

参考に、さらに様々な形を作り上げていきました。 

めあて かぞえぼうをつかって、 

 いろいろなかたちをつくろう。 

 

ぼうだけでもかたちがつくれる。さんかくや

しかくもつくれた。 

なんぼんつかうかわかるとつくりやすい。 

Google Jamboard を活用した、児童の考え

の共有では、特に文字の入力はさせていませ

ん。①Classroom の使用、②写真の撮影、③

Google Jamboard への写真の挿入、の３つが

できれば、この活動ができるようになります。 

活動における「考えるときのルール」として、

ア 自分が写真を挿入する前でも Google  

 Jamboard を見てもよい 

イ 一度書いた考えを、他の人の Google  

Jamboard を見てから変えてもよい 

とすることで、従来よりも分かる児童が増えま

した。 

ほかの子を見るといろいろなずやしきこた

えがちがくていいとおもいました。あと、

いいなあというずとか しきがよくわかり

やすくてこたえがすぐうかぶのでいいとお

もいました。 

じぶんがあってなくてふあんのときに、タ

ブレットでほかの子を見たら、ここがまち

がえちゃったとか、見れた。 

児童の感想からも、いつでもクラスメイトの

考え方を見られることで、考えが浮かばない児

童への支援につながっています。 
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暖かく快適に過ごす着方について知ろう！ 

衣服の主な働きが分かり、季節や状況に応じた日常着の快適な着方について理解す

る。 
・ 

●アウトプットを DX！ 毎授業の振り返りを、ミライシードのムーブノートを活用することで、その

授業で活用した様々な情報を、そのままに近い様態（図、写真、動画、音声等）で残すことができ

るとともに、みんなの広場に蓄積することで、クラスメートの経験も、自分に活用して学びを深め

るができます。 

●インプットを DX！ 体操着と給食着を比べるとき、従来は、文章で書く、もしくはその子なりのイ

ラストを描いて気になるところを記録していましたが、タブレット PC のカメラ機能を使うことで、

自分にも、クラスメイトにも分かりやすく記録でき、かつ共有が簡易になります。 

●アウトプットを DX！ 自分の考えをムーブノートにまとめ、発表で活用することで、発表の際、文

字でまとめたものを読み上げるときよりも、より多く、詳細な情報を皆で共有することができると

ともに、人に情報を伝える際のメディアの複合が上手になっていきます。 

 
● D X 前 の 授 業 の 流 れ ● 

１ 導入 

①前時までのプリントを見て、暖かい着方の工夫について 

振り返り、既習事項を確認する。 

 

２ 展開 

 

 

 

①めあと課題を確認する。 

●前時までの問題と違う所を確認する。 

②体操着と給食着を比べる。 

●５分の間、調べる。布地を引っ張ったり、触ったりして違いを比べる。 

③気づいたことや考えたことを、グループで共有する。 

●自分の考えを言葉の説明で発表する。 

④調べて分かったことや気がついたことを話し合う。 

●比べて、違うところや似ているところを出し合う。 

●体操着と給食着の違いについて発表し、衣服の働きについて板書の表でまとめる。 

 

３ まとめ 

 

 

 

①本時の習得内容を応用転移する課題に取り組む。 

●「秋の初め、まだ気温高めの時期に校外学習をする。野外炊事や山登りの活動を行うが、ど

のような服装をしたらよいか。」について考え、意見交流し、プリントに書く。 

②振り返り用紙に記入する。 

・   

本時の目標 

DX すると 

できる事 

使用するサービス 

めあて 「快適な着方」について、知ろう。 
  

課題 衣服には、どんな働きがあるのでしょうか。 

 

季節や活動など、そのときの状況に応じた衣服を選ぶことが大切である。動きやす

さや、色、大きさ、厚さ、袖の長短、素材等を考えて快適な着方を考える。 
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１ 導入 

①前時までのムーブノート「みんなの広場」で共

有されたデジタル資料、プリント等を見て、暖

かい着方の工夫について振り返り、既習事項を

確認する。 

 

 

 

 

 

２ 展開 

 

 

 
 

①めあてと課題を確認する。 

●前時までの問題と違う所を確認する。 

②体操着と給食着を比べる。 

●５分の間、調べる。布地を引っ張ったり、触った

りして違いを比べる。必要なことはタブレット PC

のカメラ機能で撮影し、記録しておく。 

③気づいたことや考えたことを、近くの友だちと伝

え合ったり、ムーブノートで共有したりする。 

●自分の考えを写真を使ったりムーブノートでまと

めたりする。 

④比べて、違うところや似ているところを全体で

話し合う。 

●自分の考えを、クロームキャストで写し、全体に言

葉や図で説明する。 

●体操着と給食着の違いについて発表し、板書の表

でまとめる。 

 

 

 

 

 

３ まとめ 

 

 

 

①本時の習得内容を応用転移する課題に取り組

む。インターネットも活用してもよい。 

●「秋の初め、まだ気温高めの時期に校外学習をす

る。野外炊事や山登りの活動を行うが、どのよう

な服装をしたらよいか。」について考え、ムーブノ

ートに自分の考えを書き、意見交流する。 

②振り返りをムーブノートに記入する。 

●本時の学習をまとめた板書もタブレット PC の写

真で記録し、次回の学習に活用するため、「みんな

の広場」に保存しておく。 
・ 

 

  

図 この授業で書いた振り返り。上図の板書写真と共に「み

んなの広場」に共有することで、題材の振り返りで思い出

しやすくなります。 

図 ムーブノート「みんなの広場」で見ることのできる

学習の履歴。自分の振り返りだけでなく、他者の振り

返りも生かして、学びの積み重ねをしていきます。 

●  後 の 授 業 の 流 れ ● 

めあて 「快適な着方」について、知ろう。 
  

課題 衣服には、どんな働きがあるので 

 しょうか。 

 

季節や活動など、そのときの状況に応じた衣服を選ぶことが大切である。動きやす

さや、色、大きさ、厚さ、袖の長短、素材等を考えて快適な着方を考える。 

図 撮影した写真

などを活用し、

自分の考えをム

ーブノートにま

とめ、クラス中

の人と考えを共

有します。 

図 授業中の板書

は写真に撮って

おきます。振り

返りへの活用

や、授業の記録

など、様々な用

途があります。 

図 前回の授業

で使用した映

像資料を見せ

ると、記憶が

呼び起こされ

やすくなりま

す。 
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自然災害とともに生きる 

津波の各地の被害を防ぐ取り組みについて複数の資料から読み取り、今後の発生が

想定される津波の被害を少なくするために、国や都道府県が中心となって、様々な

対策や事業に取り組んでいることを捉えている。 
・ 

●アウトプットを DX！ 毎授業の振り返りを、ムーブノートのミライシードを活用することで、その

授業で活用した様々な情報を、そのままに近い様態（図、写真、動画、音声等）で残すことができ

るとともに、みんなの広場に蓄積することで、クラスメートの経験も、自分に活用して学びを深め

ることができます。 

●インプットを DX！ 各地の津波対策を調べ、資料活用する場面で、教科書以外の情報を追加するこ

とができます。 

●インプットを DX！ 調べた各地の津波対策を整理する際、資料活用する場面で、教科書以外の情報

を追加することができます。 

●アウトプットを DX！ 振り返りをデジタルで記録することで、その際に、画像や音声、動画を残す

だけでなく、大切だと思った資料や関連サイトの URL なども残すことができます。 

 
● D X 前 の 授 業 の 流 れ ● 

１ 導入 

①教科書やノートで前時までの学習を振り返る。 

 

２ 展開 

 

 

 

 

①めあてを確認する。 

 

②各地の津波対策を調べる。 

●地図帳、教科書の本文、教科書の資料で調べる。 

●ノートやワークシートなどにまとめる。 

 

③調べて分かったことを全体で共有する。 

●黒板にまとめる。 

●分かったことを発表し合う。 

 

３ まとめ 

 

 

●振り返りをノートなどに記入する。 

・   

本時の目標 

DX すると 

できる事 使用するサービス 

今日の授業で分かったことと疑問に思ったことを書こう。 

めあて 自然災害が多い日本では大きぼな自然災害にそなえて、どのような対策 

 をしているのだろう？。 
  

課題 大津波にそなえて、どのような取り組みをしているのだろうか？ 

 しょうか。 
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１ 導入 

①Google スライドなどこれまで記録した授業デ

ータをもとに、前時までの学習を振り返る。 

 

 

 

 

 

２ 展開 

 

 

 

 

 

①めあてを確認する。 

 

②各地の津波対策を調べる。 

●地図帳、教科書の本文、教科書の資料、Google ス

ライドの資料（教科書の資料を貼り付けたもの）、

動画（スライドに貼り付けた NHK for school）、イ

ンターネット等で調べる。 

 

 

 

 

 

 

 

●Google Jamboard などにまとめる。 

 

③調べて分かったことを全体で共有する。 

●Google Jamboard にまとめたことを、お互いに確

認しながら話し合い、黒板にまとめる。 

●クロームキャストで大型提示装置（テレビ）に投影

して説明するなどしながら、分かったことを発表

し合う。 

 

 

 

 

 

 

３ まとめ 

 

 

 

●ふり返りを、ワークシートやドキュメント、スライ

ド等、自分で選び、作成する。・ 

 

  

●  後 の 授 業 の 流 れ ● 

めあて 自然災害が多い日本では大きぼな 

 自然災害にそなえて、どのような 

 対策をしているのだろう？。 
  

課題 大津波にそなえて、どのような 

 取り組みをしているのだろうか？ 

 

今日の授業で分かったことと疑問に思ったこ

とを書こう。 

図 児童は毎授業 1 枚以上のスライドに、その日の振

り返りを、様々な資料と共にまとめています。 

図  資料を活用

した調査の内

容は、個々に

Jamboard にま

とめます。 

図 前回の学習内

容は、デジタル

データで残さ

れ、共有されて

います。 

図 Google  

Jamboard は、

上部に他の人の

資料作成の様子

がリアルタイム

に映し出される

ので、自分の分

かりやすさに合

った資料を参考

にできます。 
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組み合わせの数を求めよう！ 

順序や組み合わせなどの事象について、落ちや重なりがないように、図や表などを

用いて全ての場合を調べる方法を知り、調べることができる。 
・ 

●インプットを DX！ 前時の学習を振り返る際に、蓄積したデジタルデータを確認することで、学習

した記憶がより刺激され、内容を思い出しやすくなります。 

●インプットを DX！ Google Jamboard を使うことで、色々な「思考の過程」を、好きなタイミング

で得ることができます。どう考えたらよいかヒントを知りたい、自分の考えに不安がある、異なる

考えを知りたい、など思考に活用する情報を増やすことができます。 

●アウトプットを DX！ 振り返りの手段を、紙にするのかタブレット PC を使うのか、タブレット PC

の場合は文字に残すのか、書いたものを写真に撮るのか、画面のスクリーンショットを一緒に残す

のか、など、得意な表現方法に委ねることで、振り返りの効果が高まります。 

 
● D X 前 の 授 業 の 流 れ ● 

１ 導入 

①前時までのノートを見て、並べ方が何通りかの求め方、 

同じことをくり返し行う場合が何通りかの求め方を思い出す。 

 

２ 展開 

 

 

 

 

 

①全部で何試合あるか、考える。 

●ノートに自分の考えを書く。 

●数人の児童に画用紙を配り、求め方を書いてもらう。 

②全体で、考えを共有する。 

●画用紙を黒板に貼り、発表する。 

③並べ方と組み合わせ方を比べて話し合う。 

●気を付けていることとにているところを出し合う。 

 

３ まとめ 

 

 

 

①本時の習得内容を応用転移する課題に取り組む。 

●教科書の問題に取り組む。 

②振り返りを行う。 

●ノートに書く。 
  

本時の目標 

DX すると 

できる事 

使用するサービス 

めあて 組み合わせ方を、落ちや重なりがないように調べる方法を考えよう。 
  

課題 Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４つのチームで、ドッジボールの試合をします。 

 どのチームも、他のチームと１回ずつ対戦することにします。 

試合の組み合わせは、全部で何通りありますか。 

 

組み合わせも図や表を用いて調べると、落ちや重なりがなく調べられる。同じ組み

合わせに気を付ける。 
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１ 導入 

①前時までのタブレットＰＣなどによるふり返り

を見て、並べ方が何通りかの求め方、同じこと

をくり返し行う場合が何通りかの求め方を思

い出す。 

●前時に使用した Google Jamboard の画像を見せ、図

をかいて調べたことを思い出す。 

 

 

 

 

 

 

２ 展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

①全部で何試合あるか、考える。 

●Google Jamboard に自分の考えを書く。 

●考えている途中に、Google Jamboard の他の子の考

えを見てもよいことを伝える。 

②全体で、考えを共有する。 

●発表は、大型提示装置と Google Jamboard を使い、

行う。 

③並べ方と組み合わせ方を比べて話し合う。 

●気を付けていることとにているところを出し合

う。 

●考えている途中に、Google Jamboard の他の子の考

えを見てもよいことを伝える。 

 

 

 

 

 

 

３ まとめ 

 

 

 

①本時の習得内容を応用転移する課題に取り組

む。 

●教科書の問題に取り組む。 

②振り返りを行う。 

●ワークシート、タブレット PC いずれか自分で選ん

だもので振り返りを書く。 

 

  

図 前時に利用した Jamboard を活用しその確認をす

ることで、学習内容を思い出しやすくなります。 

図 個々の児童が Google Jamboard に書いた考え。P.6

で解説した、分かりやすさの特性による、考え方の違

いが伺えます。これを全員で共有することで、自分が

理解しやすい考え方を見つけ分かることができます。 

●  後 の 授 業 の 流 れ ● 

めあて 組み合わせ方を、落ちや重なりが 

 ないように調べる方法を考えよう。 
  

課題 Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４つのチームで、 

 ドッジボールの試合をします。どの

チームも、他のチームと１回ずつ対

戦することにします。試合の組み合

わせは、全部で何通りありますか。 

 

組み合わせも図や表を用いて調べると、落ちや

重なりがなく調べられる。同じ組み合わせに気

を付ける。 
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星形五角形の５つの角がもつ性質を探ろう！ 

星型五角形の角の大きさに関する性質を根拠をもとにして説明することができる。 

・ 

●アウトプットを DX！ シミュレーションサイトを使うことで、星形五角形の角度の合計を調査する

活動で、生徒が自由に、何度も、沢山の種類の図形を、比較検討できるようになります。従来は、

授業時間の中でシミュレーションできる数が限られたり、自分ではない誰かの説明を聞くことしか

できませんでした。 

GC/html5(愛知教育大学数学教育講座飯島研究室) http://www.auemath.aichi-edu.ac.jp/teacher/iijima/gc_html5/ 

●インプットを DX！ Google Jamboard を使うことで、色々な「思考の過程」を、好きなタイミング

で得ることができます。どう考えたらよいかヒントを知りたい、自分の考えに不安がある、異なる

考えを知りたい、など思考に活用する情報を増やすことができます。 

●アウトプットを DX！ 振り返りの手段を、紙にするのかタブレット PC を使うのか、タブレット PC

の場合は文字に残すのか、書いたものを写真に撮るのか、画面のスクリーンショットを一緒に残す

のかなど、生徒が自主的に表現方法を決めさせることで、振り返りの効果が高まります。 

 
● D X 前 の 授 業 の 流 れ ● 

１ 導入 

①黒板に今まで学習した角の性質についてのカードを貼り、 

既習事項を確認する。 

②使用するワークシートを配付する 

 

２ 展開 

 

 

①個人で星型五角形の頂点５つの角が何度になるのかを考え、配布されたワークシートに 

自分の考えを記入する。 

②グループ学習で、自分で考えた事柄を発表したり、仲間の考えを聴いたりして共有する。 

●ワークシートに記入した内容を４人グループで共有する。 

●仲間の考えをワークシートにメモをする。 

③全体で気がついたことを共有する。 

●課題が「５つの角の和が 180°である」ことを確認する。 

④４人グループで課題について考え、180°になる理由をまとめる。 

●１グループに１枚ホワイトボードを配付し、180°になる考えを書く。 

⑤全体でグループごとに発表を行う。 

●ホワイトボードを黒板に貼り、記入した事柄を班ごとに発表させ、全員で課題を考える。 

 

３ まとめ 

 

 

●振り返り用紙に記入する。 

・   

本時の目標 

DX すると 

できる事 

使用するサービス 

星形五角形の五つの角が持つ性質を探ってみよう。 

今日分かったことをまとめよう。 

http://www.auemath.aichi-edu.ac.jp/teacher/iijima/gc_html5/
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１ 導入 

①黒板に今まで学習した角の性質についてのカ

ードを貼り、既習事項を確認する。 

②使用するワークシートを配付する。 

 

 

 

 

 

 

２ 展開 

 

 

 

①個人でシミュレーションサイトを活用し、星型

五角形の頂点５つの角が何度になるのかを考

え、配布されたワークシートに自分の考えを

記入する。 

②共同学習で、自分で考えた事柄を発表したり、

仲間の考えを聴いたりして共有する。 

●ワークシートやタブレット PC の画面上に記入し

た内容を近くの生徒や、Jamboard で共有する。 

●仲間の考えをワークシートやタブレット PC にメ

モをする。 

③全体で気がついたことを共有する。 

●課題が「５つの角の和が 180°である」ことを確

認する。 

④共同学習で課題について考え、180°になる理

由をまとめる。 

●個々に 180°になる考えを書き、ワークシートの

場合は写真に撮り、タブレット PC の場合はスクリ

ーンショットに撮り、Jamboard に掲載する。 

⑤全体で共有し、いくつかの考えの発表を行う。 

●Jamboard で考えを共有するとともに、その中のい

くつかの考えを、皆の前で発表させ、全員で課題を

考える。 

 

 

 

 

 

 

３ まとめ 

 

 

●ふり返りを、ワークシートやドキュメント、スライ

ド等、自分で選び、作成する。 

 
・ 

 

  

星形五角形の五つの角が持つ性質を探って

みよう。 

今日分かったことをまとめよう。 

図 今回利用したシミュレーション画面。事前に、星

形五角形のシミュレーションを教員が作成します。 

図 考えを Jamboard で共有している画面。ワークシ

ートの写真を撮り載せる、直接書き込む、は生徒に

まかせてあります。 

図 皆の前で発表する、その考えを聞く、という共有

は DX 後の授業でも大切です。 

この時、分かり方の特性が違う生徒にそれぞれ発

表させると、全員の考えが深まります。 

●  後 の 授 業 の 流 れ ● 
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自分の好きな歴史上の人物について紹介しよう！ 

ALT に日本の人物についてよりよく分かってもらうために、自分の好きな歴史上の

人物について、調べたことや自分の考えなどを整理して伝えることができる。 
・ 

●インプットを DX！ 前時の振り返りで、その時に撮影した写真、録画した動画、などを活用するこ

とで、記憶された以前の学習内容をスムーズに思い出すことができます。 

●インプットを DX！ 課題の提示に、今回のような動画を用いることで、何度も見返す、再生速度を

変える、特定の場面に注目するなどが可能になり、正確に把握することが推進されます。 

●インプットを DX！ 自分の会話内容を録音しておくことで、振り返り等の際にそれを利用し、自分

の状況を客観視することができます。さらに、自己調整の力も自然と身に付いていきます。 

●アウトプットを DX！ 自分の考えの整理に Google Jamboard を使うことで、クラスメイトの状況を

見ることができ、自分の考えに自信のない子や、発想に困った生徒が学習を深めることができます。 

●アウトプットを DX！ 振り返りの手段を、紙にするのかタブレット PC を使うのか、タブレット PC

の場合は文字に残すのか、書いたものを写真に撮るのか、画面のスクリーンショットを一緒に残す

のか、など、生徒が得意な表現方法に委ねることで、振り返りの効果が高まります。 

 
● D X 前 の 授 業 の 流 れ ● 

１ 導入 

①教科書に記載されている情報をもとにマハトマ・ガンディーに 

関する情報や彼の詳細を尋ねる質問を確認する。 
 

２ 展開 

 

 

 

●ALT に紹介する目的・場面・状況を用意し、口頭で伝える。 

「アメリカにいる ALT から甥っ子が学校の課題で日本の人物について調べることになったの

で、教えてほしい」 

①Small Talk 1 

●前時までのガンディーに関する Small talk をもとに目的・場面・状況を伝え合う。 

②中間指導 

●生徒同士の会話を聞き、内容を深めるための質問やコモン 

エラーを全体で確認し共有する。 

③内容整理 

●紹介する内容を考える 

④Small Talk 2 

●中間指導で深めた内容や考えた内容をもとに歴史上な人物について伝え合う。 
 

３ まとめ 

 

 

●話したことをノートに記録し、ふりかえりの蓄積を行う。・ 
  

本時の目標 

DX すると 

できる事 

使用するサービス 

今日分かったことをまとめよう。 

めあて 自分の好きな歴史上の人物について紹介しよう。 
  

課題 ALT に紹介するために日本の歴史的な人物を紹介する。 
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１ 導入 

①教科書に記載されている情報をもとにマハト

マ・ガンディーに関する情報や彼の詳細を尋ね

る質問を確認する。 

●前回の内容をタブレット PC で記録した写真を見

ながら振り返る。 

 

 

 

 

 

２ 展開 

 

 

 

 
 

●ALT に紹介する目的・場面・状況を用意し、ビデ

オレターの映像をタブレット PC で記録し、生徒に

視聴してもらう。 

「アメリカにいる ALT から甥っ子が学校の課題で

日本の人物について調べることになったので、

教えてほしい」 

①Small Talk 1 

●前時までのガンディーに関する Small talk をもと

に目的・場面・状況を伝え合い、その様子をお互

いにタブレット PC に録音する。 

②中間指導 

●生徒同士の会話を聞き、内容を深めるための質問

やコモンエラーを全体で確認し共有する。 

③マッピング 

●タブレット PC でその人物について調べながら、

Jamboard を用いて情報を整理する。そのとき、お

互いのマップを同時に共有する。 

④Small Talk 2 

●中間指導で深めた内容や考えた内容をもとに歴史

上の人物について伝え合い、その様子をお互いに

タブレット PC に録音する。課題を考える。 

 

 

 

 

 

 

３ まとめ 

 

 

●話したことをノートか Google ドキュメントに記録

し、振り返る時、授業中に録音したデータを聞き直

す。 
・ 

 

  

今日分かったことをまとめよう。 

図 Small Talk で、相手の話している様子を撮り合っ

ている場面。自分の発話を何度も振り返ることで、

学習の質が高まりました。 

●  後 の 授 業 の 流 れ ● 

めあて 自分の好きな歴史上の人物について 

 紹介しよう。 
  

課題 ALT に紹介するために日本の歴史上 

 の人物を紹介する。 

 

図 タブレット PC のカメラ機能で撮影した板書を使

って前時の振り返り。生徒自身も記録している。 

図 ビデオレターで課題を ALT が説明。ファイルは

共有されており、聞き取りが苦手な生徒も、自分の

ペースで聞き直すことができる。 

図 Jamboard を用

いて、会話のため

の情報を整理して

いる画面の様子。

整理の最中、他の

生徒の画面を見る

ことができ、発想

を広げることがで

きます。 

図 振り返りはデジタルデータで蓄積し活かします。 
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さらに詳しいことを知りたい方に向けて、本項の基本的な考えである教育研究員研究「１人１台

環境下における認知の特性に注目した授業づくりの要点」を要約して掲載します。 

※研究論文全文をご覧になりたい方は、教育センターホームページ「教育研究員研究」をご参照ください。 

 

タブレット PC を活用した理想の授業を実現す

る要点は次の５つです。 

① 児童生徒は個々で特性が違うことを理解

する。 

② 課題を適切に設定する。 

③ 学習の過程での児童生徒の主体的なイン

プット及びアウトプットを ICT で拡張する

支援を行い、内容知と方法知を獲得させる。 

④ 振り返りにより獲得した方法知と内容知

を定着させる。また、まとまり毎に ICT で蓄積

した多様な経験を活用した振り返りを行い、資

質・能力を育成する。 

⑤ これらの進行が適切か評価する。 

次から、それぞれについて説明します。 

 

① 児童生徒個々の特性の違いの理解 

児童生徒は、それぞれ自分に合った情報の知覚

の方法や認識の方法「認知の特性」をもっており、

授業ではそのことを踏まえた支援を行う必要が

あります。本研究ではこの認知の特性を「継次処

理」「同時処理」の２種類と設定しています。 

 

② 課題の適切な設定 

本研究では、「課題」とは「解決することで、児

童生徒が、授業前に身に付いていない資質・能力

を獲得できる課題」と、定義しています。そして

課題の設定こそ、学校が教育機関として正しく機

能し、理想の授業を実現する根源と捉えます。 

課題の設定は、児童生徒が学習に慣れていない

場合など、発達の段階や単元・題材の過程を考慮

して、基本的に初期は教員が設定します。しかし、

児童生徒が主体的に課題を設定する「主体的な学

習者」を育成するためには、課題解決の経験を繰

り返す中で、課題の設定を学習者自らが設定でき

るよう、徐々に主体を児童生徒に移行します。 

③ 学習の過程でのタブレット PC を活用した

支援 

児童生徒は『「内容知や方法知のインプット」

「内容知や方法知のアウトプットによる内省」を

繰り返し、課題を解決する』、という行為を学習過

程で繰り返し、内容知や方法知※)を獲得します。 

※) 内容知：知識や技能そのもののこと 

※) 方法知：学び方、解決の仕方などの考え方 

その際、次のタブレット PC を活用した３つの

支援を行うと、児童生徒が内容知や方法知を獲得

しやすくなります。 

支援ア 

認知の特性に応じた学習課題の様態を児童

生徒が選んでインプットできるよう、タブレッ

ト PCの機能を活用する。 

例）・課題の理解するための支援資料を、認知の

特性ごとに準備し、インターネット上の保

存領域（Google ドライブや、Google サイ

トなど）に保存しておく。 

 ・教科書の文章だけでは課題を把握しづらい

児童生徒のために、NHK for School の動画

等をタブレット PC で見る、など。 

 

支援イ 

学習の最中の児童生徒のアウトプットの方

法は、認知の特性等に応じて、タブレット PC

の活用も含め、主体的に選択できるようにす

る。 

例）板書を書き写す、課題を考える、資料をま

とめる、振り返りを記載する方法などにつ

いて、ノートに鉛筆で書く、または、タブ

レット PC で Google ドキュメントや

Google スライドなどに図や写真と併せて

編集するなど、児童生徒に選択させる。 
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また、各教科等固有のアウトプットに注目

し、それをタブレット PC で拡張すると、技能

の壁を越え児童生徒が、その教科の概念を学ん

だり体験したりすることが可能になる。 

例）表 タブレット PC で拡張可能な各教科等

固有のアウトプットの例 

教科 
非 ICT でのア

ウトプット 

ICT でのアウトプッ

ト 

国語 
えんぴつで文

字を書く 

キーボードで文字を

打つ 

図工・

美術 
筆で絵を描く 

画面にタッチやツー

ルで描く 

技術 

設計した製品

を材料を加工

してつくる 

CAD で設計し 3D プリ

ンタで印刷してつくる 

社会 

筆記用具など

でプレゼン資

料を編集する 

アプリケーションで

プレゼン資料を編集

する 

音楽 
楽器を演奏し

表現する 

アプリケーションで

作った曲を演奏し表

現する 

※例えば体育の身体操作等、教科で育成を目指

す資質能力がタブレット PC に置き換えられ

ないものも依然としてある。 

 

支援ウ 

生徒が主体的に、認知の特性に応じた様態の

方法知や内容知をインプットできるよう、他者

がアウトプットした情報をタブレット PC でい

つでも共有できるようにする。 

例） 

・算数で問題を考えている最中、好きな時に、

自分の特性と同じ人の解いている様子を

Google Jamboard で共有し、理解する。 

・社会で資料をまとめている最中、自分の好き

な時に、他の人のスライドを見て、まとめ方

のヒントを得たり、自分に足りない資料に気

付いたりする。 

・先生が、教科書を使って説明している最中、

例示した最近のニュースを、その場でニュー

スサイト（他者がアウトプットした情報）を

調べて、関連付ける。 

・道徳の授業の最中、教材の舞台となった国の

当時の通貨が、現在の日本の貨幣価値と比べ

るとどのくらいであったのかを、その場で調

べ、より深く教材を理解する。 

 

④ 振り返りの実施とその蓄積 

学習の過程を通じて獲得した内容知や方法知

は、経験と紐づけながら概念化等を行うことで、

資質・能力として児童生徒に定着します。そのた

めに、振り返りの学習活動を行う必要があります。 

振り返りは、アウトプットを中心とした学習活

動を行うことで、その効果が高まります。その際、

③の支援イ、ウを実現することで、その効果がさ

らに高まります。 

さらに、単元・題材や学年ごと等、一定期間の

振り返りを行う際は、授業ごとに蓄積した、例え

ば、自分の朗読や、調色した色、身体表現の様子

など多様なメディアを活用した振り返りを行う

ことで、経験に紐付けられた児童生徒の資質・能

力が表出しやすくなり、その効果が高まります。

そのため、毎授業の振り返りは、文章だけでなく、

画像、音声、映像等、様々なデジタル情報で蓄積

することが有効です。 

 

⑤ 評価を行う 

以上の①から④の要点をもとに授業が展開さ

れているかどうか、教員は定期的に評価する必要

があります。この際、タブレット PCを活用して学

習ログ等データを基に評価を行うと、より俯瞰的

に、精緻に状況を捉えることが可能になります。 

 

参考文献 

＊東京都教職員研修センター 子供一人一人の

「分かり方の特性」を生かした指導法に関する

研究、平成 29 年３月 

＊文部科学省 ＩＣＴを活用した教育の推進に

資する実証事業、平成 27 年３月 

＊藤田和弘 「継次処理」と「同時処理」学び方

の 2 つのタイプ、図書文化、令和元年９月 

＊池谷裕二 受験脳の作り方―脳科学で考える

効率的学習法―、新潮文庫、平成 23 年 12 月 

＊中村祐治、尾崎誠、「学力の３要素」を意識すれ

ば授業が変わる！―「なんとなく」から「ねら

って育てる」授業へ―、教育出版、平成 24 年  
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GIGA スクール環境は、授業場面だけを情報化するわけではありません。 

タブレット PC を、児童生徒が 24 時間、有効活用するようになることで、学校生活がスマート化、つまり

DX していきます。次のイメージ図は、すでに DX 化が進んでいる相模原市立学校の状況を元にイメージし

た、Googleclassroom を活用した学校のスマート化です。 

 

 

学校のスマート化により、時間割の共有、委員会活動の報告、クラブ活動や部活動の連絡相談など、学校

生活のありとあらゆる場面でのコミュニケーションや、その活動を支えるアンケート、意見集約や共有、授

業外の時間に授業準備や予習復習など、学校における集団活動の成立を効率よく、データに基づき、多様さ

と多くの人の参加によって成立させる、新しい社会の創造を行うことができます。 

実際に、相模原市内の学校では、令和３年度中にこのような取組を実現し、そこに通う児童生徒は、大人

顔負けのスマートな学校生活を創造する資質・能力を身に付けています。 

しかし、そのようなスマート化を実現し、よりよい社会形成の準備を学校で行っていくためには、ポイン

トを押さえた準備や取組の実践、これまでにない知識等も必要になってきます。 

そこで、ここでは令和３年度の取組を例に、そのような学校を目指すポイントを紹介していきます。  



 

23 

 

学校のスマート化の実現を目指すためには、いくつかの前提条件があります。そこで、

次のチェックシートを使い、条件の達成状況について確認していきましょう。 

□ 授業外の時間に、保管庫にタブレットＰＣをしまわせていない。 

□ ログインは各自の好きなタイミングで許可している。 

□ 児童生徒同士の共有を許可している。 

□ 児童生徒の使用するアプリケーションについて「YouTube を見てはいけない」など、

発達の段階を考慮する以外は基本的に制限していない。 

□ タブレット PC を活用し、インターネット検索やドリル学習だけでなく、そのほか

の問題解決を授業中に経験させている。 

□ 書く、描くなど、授業中に記録する、考える等で行うアウトプットの行為について、

児童生徒が手書きすること、タブレットＰＣを使うこと（写真撮影も含めて）の選

択を許可している。 

□ タブレットＰＣを使った学校生活が、どのような状況になるのか、イメージを全職

員で共有している。 

□ タブレット PC を壊れないように扱うにはどうしたらよいかについて、確認やルー

ルがある。 

□ アカウントに関する知識・技能を指導している。 

□ 情報モラルを定期的に指導している。 

以上の中で、チェックできない項目があった場合は、さがみはら GIGA スクールハンドブックや、次

のページからの DX 化のポイントを参考に、学校全体で計画をたて、取り組んでいきましょう。 
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では、実際に学校生活が DX 化されたスマートな学校・学級自治に活用されている Google Classroom

のストリームをのぞいてみて、どのような活動が行われているのかをイメージしてみましょう。 

 

 

 

 

 

  
クラスのスポーツ大会のチーム決めの

ため、Forms で希望を募っています。

レスポンス 15 件あり、中を見てみる

と、この募集について詳細にやり取り

されていることが分かります。 

 

募集の結果をスプレッドシートにまと

めて共有しています。 

内容を確認した人から、登録が 2 重の

人についてレスポンスがあります。 

時間割や持ち物についての書き込み。

移動教室の情報なども頻繁に報告され

ていました。 

総合的な学習の時間でみんなで話し合

った内容の板書を、児童がタブレット

PC で写真に撮り、投稿。その下の段に

は、各自帰ってからの総合的な学習の

時間に関する行動が共有されていま

す。欄外にも、各自の役割の調査結果

などが共有されています。 



 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生活委員などが行うチャイム着席チェ

ック、各教科係の仕事に関係するアン

ケートを Google Forms で行っていま

す。 

学級の Google Classroom には、担任だ

けでなく、様々な教員が連絡を書き込

みます。ここでは、学校生活に関する

啓発を教員が書き込んでいます。また、

生徒からはそのことに関するレスポン

スが返ってきています。学校の生活指

導の在り方が変わったそうです。 

この他、生徒会本部と中学校区の小学

校の児童会本部とで Classroom を作成

し、定期的にやり取りや、Google Meet

を活用したオンライン交流会等も行っ

ています。 

この中学校では、学級活動だけではな

く、委員会活動でも積極的にタブレッ

ト PC を活用しています。各委員会に

所属する生徒たちは、自分の学級の

Google Classroom に必要な報告、連絡、

相談を書き込んでいます。 
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③のような、児童生徒の主体的な学校生活 DX は、どのような手順で行ったらよいのでし

ょう。そこで、次に DX 化のための取組の具体例を提示します。この具体例は、相模原市内

の学校で DX 化を果たしている学校の取組で共通していることを整理したものです。参考

にしながら、ぜひ学校全体での学校生活のスマート化を目指しましょう。 

 

 

・職員会議等を活用し、学校生活 DX 化の計画と目的や指導の方針等、押さえておくことを共通理解し

ましょう。 

・学校生活の DX を実現した学校に共通する押さえは次の３つです。 

●周りへの影響を考えて、適切に情報機器を利用し、問題を解決したり、効率化したりできる、今後

の社会に必要な力を育成することが目的です。そのため「タブレット PC を使って情報収集や編集、

発信をする」ことが、人から情報を聞いて、ノートにまとめ、他の人に伝えるなどの生活行動の一

つである、という認識に立って、より良い使い方を経験的に教えたり、その時のルールを指導した

り、皆で考えたりします。 

●基本的に、大人も、児童生徒も、タブレット PC の使い方について、ゲームやチャット、インター

ネット検索程度しか知らない可能性があります。このことから、タブレットＰＣを活用した問題解

決の経験を、多様に授業の中で経験させるかが大切です。そのため、まずはそのような問題解決を、

教員自らが児童生徒に示すことで、その輪が徐々に広がっていくようにします。 

例）①運動会の保護者の採点を Google Forms を用いて、実施 

②それを見ていた児童から、総合的な学習の時間のテーマ設定のための保護者へのアンケー

トを Google Forms で行えないか、教員へ提案 

③教員と協力してその実施を行うことで、クラスメートへのアンケートや一般の人へのアン

ケート実施にも Google Forms を応用 

●児童生徒がタブレットＰＣを活用する中で、トラブルが起きたり、うまくできないことがあるのは

当たり前です。問題が起きた時こそ、成長のチャンスと捉え、その解決をしていく経験そのものが

学習であることを理解します。 

・基本的には Google Classroom の有効活用から、学校生活の DX を始める学校が多いようです。その

ため、以下の手順は、Google Classroom の活用の段階が中心となっていきます。 

 

 

 

＊実施期間 １～２週間程度 

＊この段階では、児童生徒がストリームに自由に書き込む

ことは許可していない。 

＊Google Classroom の設定で、ストリームの書き込みを OFF。 

●児童生徒が朝登校したら、自分で端末を保管庫から取り出し、朝の会の前にはログインする習慣を身

に付けさせる。 

※このことは、自由な持ち帰りの実現でも解消できます。 
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●１日、端末を自己管理するルールを確認する。 

例）使わないときは…机の中にしまっておく、カバンにしまっておく、手提げにしまっておく、など 

●児童生徒への連絡事項は Classroom のストリームにこまめに提示する。（ICT を活用した、自己への

インプットによる問題解決の経験） 

例）その日の時間割、提出物、クラブや委員会の活動に関すること、保護者への連絡事項等 

●児童生徒が教員の出したアンケートや課題に回答する。（ICT を活用した、自己のアウトプットによ

る問題解決の経験） 

例）朝の健康チェック、１行日誌の提出、学活でのアンケート等 

 

 

 

＊実施期間 １～２週間程度 

＊この段階では、児童生徒がファイルやリンクを自由に書

き込むことは許可していない。 

＊Google Classroom の設定で、ストリームの書き込みは ON。ファイルの共有は OFF。 

●ストリームに書き込む際のルールや例を具体的に示す。 

例）人の悪口は書かないようにする、不適切な言葉は書かないようにする、個人的なやり取りのため

には使わないようにする、書き込む時間は＊時から＊時までにする、など 

●書き込みは、削除したものも含めて全て教員が見られることを全員で確認する。 

●Classroom の集団に対する連絡や相談を児童生徒が書き込む。 

例）各係仕事や委員会活動の連絡、クラブや部活動の連絡、授業に関する連絡、学校外で行った授業

に関連する共有（総合的な学習の時間でのインタビュー内容、など） 

●不適切な書き込みや、使い方があった場合は、そのような使い方をしてはいけない、ということを、

約束をもとに指導する。そして、その Google Classroom を使っている集団で「何のために使うのか」

「そのためにどのような行動をするとよいのか」「使うことで、どのような姿を目指すのか」を話し合

い、約束として全員で確認する。 

→参考：さがみはら GIGA スクールハンドブック P. 81 から P.92 

追補編 vol.１ P.29 から P.35 

 

 

 

＊実施期間 １～２週間程度 

＊Google Classroom の設定で、全て設定を ON。 

●サービスを利用するときの注意点を示す。 

例）forms でアンケートを取る際には、学級行事に関すること、授業に関すること、学級の問題解決

に関すること、など学級（もしくはその集団）の利益になるようなものにする 

画像、映像等のメディアを掲載するときは、著作権や肖像権等の権利に配慮する 
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＊手順２から４での取組に活用する Google Classroom 以外に、その利用範囲を広げます。 

＊各教員がどのような Google Classroom を作成し運用しているかは、教員間で必ず共有しましょう。 

＊必ず管理職を教員として招待しましょう。 

●様々な場面、活動で児童生徒に自主運営させる。 

例）部活動、学年の縦割り、小中学校区の児童生徒会交流等 

●各教科等の Google Classroom で、授業時間外での取り組む課題などを出す。 

例）次の授業までに行う課題、毎回の授業最初に取り組む小テストの課題の 

提示、等 

●Google Classroom は目的によって期間限定にするなど、運用期間を決める。 

 

 

 「タブレット PC をいつでも自由に使ってよいことにすると、休み時間には、皆が自席に座ってゲ

ームをしだすのではないか」そんな心配をされる声もよく聞きますが、児童生徒はタブレット PC が

ゲームやチャット以外に使えることを知ると、次第にそうではない使い方を始めます。 

 そんな学校の休み時間の様子を覗いてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

▲校外学習の発表のため、プ

レゼンテーションを相談し

ながら作成しています。 

▲教科書の図ではイメージで

き な か っ た 機 械 の 動 き を

YouTube で確認しています。 

▲午後に行われる小テストの

ため、インターネット検索し

ながら予習しています。 

▲小学 1 年生の児童が、ロー

マ字タイピングの練習をして

います。 

▲ 小 学 ２ 年 生 の 児 童 が 、

Scratch を使ったプログラミ

ングに挑戦しています。 

▲小学５年生の児童が、放送

のための台本を共同編集して

います。 
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今後、クラウドバイディフォルトの情報社会で生活をしていく児童生徒には、個々のアカウントを自

分で管理し、守ることのできる知識・技能が必要不可欠です。そこで、学校生活 DX に当たっては、次

のアカウントに関する知識・技能を小学校１年生段階から指導し、育む必要があります。 

 

★自分のユーザーＩＤを知っている 

★自分のユーザーＩＤを人に使わせない 

★ユーザーID を半角で正しく入力できる 

●ユーザーID も人に教えない、ということが基本になりますが、パスワードに比べ、推測するための手

段が多様にあるため、パスワードとセットでその使い方やセキュリティについて指導するようにしま

しょう。 

●学校での様々なトラブルの原因の１つとして、自分の ID を安易に人に使わせ

る、ことが挙げられています。仲の良い友達であっても、自分の ID を人に使

わせてはいけませんし、また人の ID を使わないようにしましょう。 

 

 

★自分のパスワードを知っている 

★自分のパスワードを人に教えない 

★パスワードを半角で正しく入力できる 

★自分で安全なパスワードを設定できる 

●パスワードを安全にするためには、英大文字＋英小文字＋記号＋数字を混合させ、さらに 10 桁以上、

と言われています。 

※数字のみ 10 桁だと 100 億通り、上記の組み合わせで 10 桁にすると約 2785 京 97 兆 6009 億通り。 

※小３になったら英文字混合で、中学生になったら記号混合で、なども考えられます。 

●パスワードは、本人しかわからない場所に適切に保管する必要があります。 

悪い例）パスワードを書いたファイルを同じコンピュータに保存する。 

    パスワードを書いた付箋などを使うコンピュータや、その保管場所の近くに貼る、等。 

●誕生日や語呂合わせ等、規則性のある記号や数字などによる推測されやすいパスワードにしないよう

にしましょう。 

●パスワードは上記を踏まえ、児童生徒が自分で変更できるように指導しましょう。 

※相模原市で利用している Google for Education や OPE は児童生徒が自らパスワードを変更できま

す。各自が高いセキュリティのパスワードを設定できるよう、指導しましょう。 

●人前でログインをする際には、保護者のそばで、アカウントやパスワード入力を手で隠して行う、な

どの指導を徹底している学校もあります。 

※児童生徒がパスワードを忘れてしまった場合のリセットは、各校にお渡しした、管理者アカウント

で可能です。ぜひこれらの指導に取り組んでください。 
 

 

他者のユーザーID やパスワードを使って、なりすましを行う、もしくは、そのためのパスワード等

を不正に取得したり、もしくは提供したりすることは、法律で禁止されており、違反すると罰則が与

えられることになっています。 
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「タブレット PC は学習のことのみに使用することとします。」というルールの設定を、よく目に

することがあります。では、この学習の範囲、とはどこからどこまでを指すのでしょう。例えば、児

童が５分休みに Scratch でプログラミングをしていることは学習の範囲でしょうか。生徒が休み時間

に YouTube でヒップホップのダンス動画を見ていることはどうでしょう。両方とも、学校の DX 化

が進んでいる相模原市立学校で、よく見られる児童生徒の姿です。 

 

これは、両方とも、学習の範囲だと考えます。 

「ノートや筆記用具のように当たり前に使う」と、GIGA スクールではよく言われます。このこと

は「ノートや筆記用具の機能をタブレットＰＣで代替する」を意味しているのではなく、「当たり前

に使う」という言葉が重要である、と考えます。タブレット PC を当たり前に使うことは、もしかし

たら、ノートや筆記用具以上の行為を可能にすることができ、児童生徒の日々の学びを広く、深くす

る可能性を秘めているからです。 

ある中学校では休み時間に「枝豆は大豆かどうか」について話題になったため、生徒の１人がさっ

と端末をとり出してその場で調べ、みんなで「やっぱり大豆だ」と納得したということがあったそう

です。また、ある小学校では校門付近で、カバンの中からタブレットＰＣをとり出して検索を始めた

児童たちが、校門であいさつをしてくれた大人の方が区長と分かると、総合的な学習の時間に関する

相談と交渉を始めたそうです。 

どちらの問題解決も、従来のノートや筆記用具では実現できません。 

 

学校は児童生徒にとって、授業だけでなく、その生活においても、問題解決を繰り返す、という学

習を通して成長する場です。そのため、相模原市教育委員会が考える学習の範囲は、児童生徒が日々

繰り返す問題解決そのものを指すと捉え、そのためにタブレット PC を最大限活用すべきだと考えて

います。国語のため、算数のため、という教科の枠で括られているものではありませんし、ましてや

特定の学習活動のみで使用するよう規定されるものでもありません。 

学級活動を円滑に進めるために Google Classroom のストリームを活用することも、運動会の競技

に勝つために休み時間のクラスの様子をタブレット PC で撮影することも、落ち込んでいる友だちを

励ます方法を休み時間にネット検索し、寄せ書きを Google Jamboard で作って送ることも、どれも学

習の範囲だと思います。 

 

一方で、学校における問題解決というのは、公の場における問題解決を指します。今後の社会で活

躍する児童生徒の育成のために学校をスマート化するのであれば、個人の趣味の範囲のことを何でも

学校で行ってよいわけではありません。 

将来、会社の就労時間内で、会社の端末を自分の趣味のために勝手に使うことはありえません。公

の場での自己責任を果たし、効率よく問題解決をするための「自由」なタブレットＰＣの使用であり、

そのような問題解決を推進するためのルールづくりが学校では必要になります。 

 

ぜひ、公の場における自己の問題解決を、学校で学習していけるよう、適切なルール指導と共に、

自由なタブレット PC の活用を児童生徒に推進してほしいと願っています。 
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学校ＤＸを進め、児童生徒が自由にタブレットＰＣを使うようになるためには、それに伴う情報モラ

ル教育が必須です。さがみはら GIGA スクールハンドブックの情報モラルの項では、その際に必要な視

点として、次の３つを記載しました。 

 

視点 その内容 

情報モラル 
情報機器を使うとき、機器のしくみや特徴を理解し、自分や他人への影響をモ

ラルをもとに判断し、行動する態度。 

情報セキュリティ 
情報機器を使う一人ひとりが、その機器が攻撃されて情報漏えいが起きる危険

性を理解し、そのセキュリティを向上すること。 

デジタル・シティズ

ンシップ 

（デジタル市民性） 

情報機器を使って、相互に接続されたデジタル社会で生活、学習、働くことの

権利、責任、機会を理解し、安全で合法的、倫理的な方法で行動することの理

解やスキル、態度。 

 

この視点をもとに、情報モラル教育を行う場面は次の通りです。 

 

基本は、良い使い方や判断をした場面で褒めること、そのことについて周知することです。特別に時

間を設けるというわけではなく、一言の声掛けの積み重ねが重要です。 

一方、使用している Classroom の不適切な利用や、共有ファイルへのいたずら等があった際には、指

導及び、今後どのように使っていけばよいかという確認を、その都度、根気強く行うことが大切です。

安易な書き込みや操作が、多くの人にネガティブな影響を与えるかもしれない、ということを小学校段

階から学ぶことが、例えば著名人等に対する目を覆うような誹謗中傷をしない、といった社会形成へ参

画する態度につながります。 

多くの学校では、正しく活用することが自分たちの授業を効果的にすることに次第に気付き、そのよ

うないたずらがなくなったとの報告を受けています。 

 

 

相模原市では「情報モラル『相模原』プラン」に基づいた、全学年での授業実施と併せて、各学校で

実情に応じた、工夫された情報モラルの授業が実施されています。 

そこで今後は、その授業で扱う題材について、スマートフォン等の個人の情報機器を使う場面などで

はなく、上記アのような、授業や学校生活で日常的にタブレットＰＣを使う場面を設定した方が、児童

生徒の情報モラルの育成に効果的と考えます。 

題材例）授業中に学習と関係のないおもちゃの動画を見ていたら、学級の Classroom へのいやな書

き込みがあったら、授業中に協働して使っていた Jamboard の書き込みが消されたら…等 

このような題材を教材に情報モラルの授業を展開するときは、授業の最後に「自分のスマートフォン

でグループチャットに書き込みをする時はどうしたらよいかな？」など、個人、社会での行動を考えさ

せる、応用転移の課題に取り組ませるとよいでしょう。 
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学級活動の係として、また児童生徒会活動として、児童生徒が自主的な情報モラルの啓発活動を行え

るようになると、情報モラルの育成がさらに広がります。 

例えば、相模原市内のある小学校では、5 年生の放送委員会の児童が、次に紹介するような情報モラ

ルの番組を、毎週行っています。台本の編集、委員同士のやりとりは、Google ドキュメントで共同編集

をしながら行われています。 

情報モラル番組「グループ LINE から抜けられなくて困った」台本 

ナレーション「ここは、とある町はずれにある、ス

ナック『ゆめ』。夜な夜な、いろんな客が

語り合う、憩いの場になっている。今日

は、どんな客が来るんだろうか。」 

～チリン、チリーン～ 

まつお 「こんにちはー」 

おかみ 「あーら、まつおさん、いつもきてくれて

ありがとう。こちら、今日からアルバイ

トのナナちゃん、よろしくね。」 

なな  「よろしくお願いいたします。」 

～チリン、チリーン～ 

おかみ 「あーら、くーさんもいらっしゃい。毎日

お仕事お疲れ様」 

くーさん「こんにちは」 

おかみ 「ところで、LINE って知ってる？グルー

プでメッセージのやり取りができて便

利だよね。ナナちゃんも私たちのグルー

プ LINE に入る？」 

なな  「みんなの LINE があるんですね。でも…」 

おかみ 「どうしたの？」 

なな  「実は学校の友達とグループ LINE をつく

っているんだけど、トラブルがあって、

私、怖いんです。」 

おかみ 「どんなこと？」 

なな  「グループ LINE を抜けようとしたら、み

んなに、抜けないで～、って言われて、

抜けづらくなって、友達関係が気まずく

なっちゃって…」 

おかみ 「そっかー」 

くーさん「それはたいへんですね」 

●●  「みなさん、こんにちは。パソコンインス

トラクターの●●です。みなさんは、あ

のようになったらどうですか？何がい

けなかったのでしょう。法律の専門家▲

▲さんと考えていきたいと思います。▲

▲さん、今回はグループ LINE を抜けよ

うとした時、抜けれなかった、というこ

とですね。」 

▲▲  「そうですね。これは大変ですね。今回の

場合、民法という法律が問題となり得ま

すが、それとは少し違う話をします。今

回 の よ う に ス マ ー ト フ ォ ン や

Chromebook を使って、文字だけで気持

ちを伝えるときには、気を付けなければ

いけないことがあります。それは、本当

の気持ちが伝わらないかもしれない、と

いうことです。直接会って話すのであれ

ば、表情や話し方、声の大きさなども伝

えられます。正しく伝わっているか、正

しく受け取っているか、不安になったと

きには、直接話をするということが大事

です。それが難しい場合には、他の誰か

に相談をする、というのも覚えておいて

ください。」 

●●  「なるほど。みなさんは、あのようになら

ないためには、どうすればいいと思いま

すか。パソコンの使い方には気を付けま

しょう」 
 

 

 情報モラルの視点、デジタル・シティズンシップとは、このような機器を使いこなし、情報を送受

信する状況、権利が当たり前の社会を全体とした市民性のことです。ここまで、述べてきたことがで

きるようになった児童生徒ならば、映像等の様々なメディアを編集し、それらをチャットやメールで

やりとりしたり、動画サイト等で発信したりできることでしょう。ぜひ、そのようなタブレット PC

の活用を駆使する児童生徒の姿、この先の学校での学びの姿を目指してほしいと願っています。 
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学校 DX にチャレンジしている相模原市の教員の方々の、約束づくりのポイントを紹介します。 

※以下の事例は、さがみはら GIGA 通信に掲載されたものを編集し再掲したものです。 
 

★小学校 1 年生担当教員 

まず、先生の話をよく聞くこと。Chromebook に

限らず、ノートや教科書等も話を聞くときには触

れない、出さないなど、小学校 1 年生で教える学

習のルールの１つとしました。端末の管理として

は、朝 Chromebook を保管庫から取り出し、帰り

にしまうという、ノートと同等の扱いで使うよう

にしています。また、操作できるようになった児

童が補助に入るようにしました。 

 

★小学校２年生担当教員 

３つの約束を設けて教室に掲示し、意識付けを

行いました。今の時期は具体的な約束として、教

員や友だちの話を聞くときはタブレット PC を閉

じる、ということを徹底しています。 

 

★小学校３年生担当教員 

「さがみはら GIGA スクールハンドブック」に

例示されていた「人の幸せにつながるような使い

方をしよう」を常に意識し、「さがみはら GIGA 通

信第 2 号」にあった３つの約束クラスの児童に提

示しています。特に「③自分の意見をのせるとき

は、受け取る人の気持ちを考える」を大事に伝え

ています。 

 

★小学校４年生担当教員 

「さがみはら GIGA スクールハンドブック」に

例示されていた約束などを参考にしました。話を

聞くときは画面をみないなど、基本的な授業の約

束をタブレット PC の活用にもあてはめています。

人の心に傷をつけることは、タブレット PC でも

絶対だめと伝えるため、「ストリームで悪口を書

かない」など情報モラル等は具体的に伝えていま

す。また、学習道具だという意識をもたせるよう

にしています。 

 

★小学校５年生担当教員 

代表委員会で決めた児童の約束は『学校生活を

豊かにする使い方をしよう』と『誰かに指摘され

て「やばい! 」という使い方はしない』です。 

色々なルールを決めて、子どもたちに守るよう押

しつけるのではなく、子どもたちが使い方や使う

場面を考えて動けるよう声かけをしています。 

 

★小学校６年生担当教員 

他の学校と同じく、「さがみはら GIGA スクー

ルハンドブック」に例示されていた約束などを参

考にしました。 

 

★小学校特別支援学級担当教員 

「①使っていい時間を決めて、その時間を必ず守

る。」「②毎日決まった時間で一斉にキーボード入

力検定を実施する。」こうすることで、５分間を集

中して取り組むことができています。 

 

★中学校１年生担当教員 

「ノートに板書を書き写す必要はない、Google ス

ライドや Google ドキュメントを使用してもかま

わない」ことを伝え、授業中にどんどん使用でき

るようにしました。 

 

★中学校２年生担当教員 

さがみはら GIGA スクールハンドブックに基

づいた中学校のルールを提示し、申請書を提出す

るようにしています。申請書にはモラルのことな

ど大切なことが書いてあるので、定期的に確認す

るようにしています。 

 

★中学校３年生担当教員 

本校では、「授業に関係のないことはしない」と

いう約束で、それ以上の使用制限はしていません。

あとは「さがみはら GIGA スクールハンドブック」

に掲載されている約束の例に準じています。 
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学校 DX にチャレンジしている相模原市の教員の方々の、トラブル解決のポイントを紹介します。 

※以下の事例は、さがみはら GIGA 通信に掲載されたものを編集し再掲したものです。 
 

★小学校 1 年生担当教員） 

授業で関係のない YouTube を見だす児童がい

ましたが、学習に関係のある使い方をしよう、と

約束を確認しました。また、最初は保管庫に行列

が生まれましたが、個々に朝 Chromebook を取り

出し、帰りにしまうようにしたことで、それがな

くなりました。 

 

★小学校２年生担当教員） 

つながりにくい、などのちょっとしたトラブル

で子どもたちが不安になり、教室が大騒ぎになる

ことがありました。そこで、子どもたちがある程

度操作を覚えるまでは、仕方の無いことかな、と

割り切りました。しばらくすると、できる子が増

え始め、自然に子どもたち同士で教え合うように

なりました。また、クラスで１つの Jamboard を

共有したときに、友だちの付箋や写真を触ってし

まう、消してしまうこともありました。しかし、

約束の徹底と共に、なるべく少人数で共有するな

ど、データの数を増やすことで減ってきています。 

 

★小学校３年生担当教員） 

「こんな困ったことがあった」という事案を、

全学年で、教育の情報化担当に 1 回集約します。

そして、解決方法も含めたそれらの情報を、担当

が全学年に共有するようにしています。 

児童指導を担当する教諭などと連携し、校内で

統一の指導方針のもとトラブル解決を行ってい

るので、一見新たな指導の問題のように感じてし

まうタブレット PC が関係するトラブルにも、全

学年でブレずに指導や解決を行うことができて

います。 

 

★小学校４年生担当教員） 

学校内でのトラブルについて職員間で情報交

換を行い、対処法についての検討をその都度行っ

て、職員全員で確認しています。アプリは、使っ

てよいものと使わないで欲しいものを、理由とと

もに児童に伝えています。Classroom を使い始め

た当初は、ストリームへの必要性のない投稿が増

えてしまったのですが、そのような投稿により必

要な情報を探しにくくなることや、トラブルを引

き起こしやすくなること等、利便性の低下とトラ

ブルリスクの上昇について説明し、使用する場合

は各担任の確認をするようにしています。また、

クラスルームに管理職を招待し、いつでも投稿内

容を確認できる体制を整えています。 

 

★小学校５年生担当教員） 

トラブルがあったときは、すぐ対応にあたりま

した。本校では、トラブルはチャンスととらえ、

トラブルの原因や解決策を子どもと一緒に考え

る先生方が多くいることが素晴らしいと感じま

す。 

 

★小学校６年生担当教員） 

問題が起きた理由を明らかにし、解決の方法を

確かめるようにしています。 

例えば、共有の活動 Google Jamboard を使った

時、付箋が勝手に消されてしまう、と児童が訴え

た場面がありましたが、多くの場合が、操作が不

慣れなことによるミスでした。消されたことを騒

ぎたてるのではなく、理由に応じた適切な対応を

することが大切だと感じています。そして、

Google Jamboard の履歴からファイルを復元する

とともに、自分の誤操作によって間違って消して

しまう可能性があることを、児童自身に自覚させ

るようにしました。また、授業中に学習活動以外

の使用をしている人がいる場合には、その都度、

学校の約束を確認するようにしました。その他、

ネームマグネットを使い、タブレット PC の所持

や使用状況を確認できる工夫もしています。 
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★小学校特別支援学級担当教員 

まずは教職員が研修を重ねて、最低限の知識と

技能をもつようにしました。児童には始めに高学

年にやり方を指導し、低学年に教えられるように

したことで、スムーズに取り組めるようになりま

した。また、低学年の通常の学級に、特別支援学

級の児童がログインなどの手伝いに行くことも

しました。それによって、特別支援学級の児童は

自信をもつことができ、通常の学級の児童からは、

「すごいな」と声があがっていました。 

 

★中学校１年生担当教員 

Google Forms の設定などで困ることがありまし

た。ですが、生徒に「練習で試させて欲しい」と

お願いし、入力上の問題や、集計上の問題点を生

徒と一緒に考えて解決しました。 

 

★中学校２年生担当教員） 

不注意により破損させてしまったことが何件

かありました。大切なものとして扱うよう再度み

んなでルールと申請書を読み返しました。 

GoogleドキュメントやGoogleスプレッドシー

トなどのサービスは、生徒にとって使い慣れてい

ないものであったため、始めは質問が多いかもし

れません。しかし、次第に生徒同士が教え合うよ

うになるので大丈夫です。 

 

★中学校３年生担当教員） 

授業に関係のない使い方をしている際は、「授

業に関係があるのかな？」、「どこが関係してい

る？」と問うようにしていますが、先生の認識だ

けで授業に関係がない、としないよう工夫をして

います。 

例えば、休み時間にアーティストのダンス動画

を見て、「体育の授業と関係している」と言った生

徒がいました。指導するべきか判断に迷いました

が、数人で賑やかに楽しそうに見る姿に、生徒が

主体的に上手に使えるようになるための通り道

であると考え、生徒と一緒に動画を見ながら、体

育のダンスの授業の様子を質問するなどを行い

ました。 

 

 

 

 タブレット PC などの ICT 機器を問題解決に当たり前に使う社会では、自他の情報に関する「権

利」についてよく知り、適切に扱えるようになる必要があります。 

 例えば、相模原市では Google for Education のサービスを活用し、学校生活における様々なファイ

ルを作成、やり取りしていますが、次のようなことについても、小学校 1 年生段階から、発達の段階

に応じて、児童生徒自らで判断、操作できることを目指してください。 

●自分のファイルを共有するとき、その相手を自分で決め、その操作を行える。 

●共有における相手の権限（編集可、閲覧のみ、コピーやダウンロードの可否など）を状況を基に

判断し、その操作を行える。 

このことを通じて、自分のファイルの権利を簡単に放棄しないとともに、他者の権利も侵害しない

知識や態度の育成が重要です。 

そして、この制作物に対する権利の考え方を身に付けさせることが、著作権、肖像権、産業財産権

等、について、より深い理解と、適切に扱う知識、正しく有効に扱う態度につながります。 

また併せて、いわゆるテクノロジーの仕組みを踏まえ、デジタルの知的財産に関わる権利を正しく、

適切に扱えるようになることも重要です。今後は、デジタル化された世の中の仕組みを簡単に体験す

ることができる、プログラミング教育の充実が望まれます。 
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この章では、実際の運用におけるその他の詳細について３点掲載します。 

 

小中学校等での GIGA スクール構想に関連するタブレットＰＣ、アカウント、セキュリティなどにつ

いて、適切な運用が図られるようガイドライン及び資料を示します。各校は、このガイドラインに従い

GIGA スクールを推進してください。 

なお、GIGA スクール構想の推進は、児童生徒が家庭においてもコンピュータ等のＩＣＴを適切に活

用することで、学校の学びを生活とシームレスに結びつけることを最終的な目的の一つとしています。

そのため、ＩＣＴ環境がまだ整っていない家庭において、学習端末を持ち帰らせることの詳細について

も、このガイドラインでは定めています。今後、相模原市立小中学校等に通う児童生徒の各家庭におけ

る通信環境の状況を確認しながら、この取組についても推進を図っていきます。 

 

１ 本ガイドラインの目的 

ICT を有効に活用することで、主体的・対話的で深い学びを推進し、全ての児童生徒に予測困難な社

会において主体的に問題を解決していくための、情報活用能力を含む義務教育段階で育むべき資質・能

力を身に付けられるよう、GIGA スクール構想の推進に伴い学校に整備した Chromebook（以下、学習

端末）に関わる要素についてのガイドラインを設ける。 

 

２ 学習端末の管理の責務について 

（１）教育委員会 

・学校で児童生徒が学習に利用するコンピュータは、教育委員会が整備した学習端末のみとする。（各家

庭の用意した端末を学校で学習に使用しない。） 

・教員（授業を担当する会計年度任用職員を含む）及び児童生徒数分の学習端末を整備し、その備品番

号は教育委員会で管理する。 

（２）学校 

・年度ごとに、学習端末に記載された番号を一覧などにまとめて管理し、使用している教員及び児童生

徒とその番号を把握する。 

・学習用端末は、大事に扱うよう児童生徒に指導すること。併せて、発煙、異音、動作異常等が起きた

場合には、速やかに使用を中止し、学校に連絡するよう周知すること。 

・学習端末は、長期に使用しない時、基本的に教室に備え付けられたコンピュータ保管庫にて保管する。

教員用など、保管庫に格納できない分については、鍵のかかる場所に保管する等、適切な保管を行う。 

（※活用についての責務は別掲） 

・年に１回、学習端末の数を確認する。 

・児童生徒が個人で学習に使えるコンピュータがある家庭には、そのコンピュータを用いて学校の課題

等に取り組ませてもよい。（このことによって、持ち帰りによる学習端末破損のリスクを軽減できる。）

このとき、家庭では学習端末とは異なり、Open Platform for Education（以下、OPE）ではなく、Google 

Workspace アカウントでのログインを毎回行う必要があること、学習用端末にインストールされてい



 

37 

るセキュリティソフトのインターネット閲覧制限がかからないこと、タッチパネルの機能がないコン

ピュータを使用する家庭に対する課題に配慮する、などのことに留意すること。 

・学習端末の故障、破損、紛失、盗難の際には、学校から JMC サポートセンター（０１２０－３８６－

１１０）に速やかに連絡する（紛失、盗難の場合、その端末の管理番号を知らせること。JMC が、第

３者が端末を使用できないよう、ロックをかける。）。その端末を使用していた児童生徒には、学校に

余剰の端末がある場合、当該端末を使用させる。ない場合、代わりとなる端末があるか、JMC に確認

する。 

※保護者、学校関係者以外からの JMC サポートセンターへの連絡は受け付けていません。 

 

図 故障に伴う端末の代替と管理の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）児童生徒及び保護者 

・児童生徒及び保護者は学習端末の管理について次のことに注意する。また、学校はこのことを児童生

徒及び家庭に確実に周知する。 

①使用の際には故障、破損、紛失、盗難に十分に気を付けること。例えば、落下を想定して置く場

所を考える、水などに濡らさないよう使用するときに飲料をそばに置かない、コンピュータを折

り畳む際には画面とキーボードの間にものを挟まない、などに留意する。 

②校内での移動、校外学習への活用、もしくは学校と家庭の行き帰りの道中に使用したり、置き忘

れたりしないよう、十分に気を付ける。 

③学習での利用も含め、学習端末の運用で分からないことがあったら学校に連絡する。 

④家庭での学習端末の運用には、各家庭のネットワーク環境を利用し、通信料は各家庭で負担する。

⑤万が一、故障、破損、紛失、盗難の際には、速やかに学校の教員に連絡する。 

⑥使用中の故障については学校が本体の交換を行うが、故意の破損、本項①から⑤を遵守しないな

ど、明らかな使用上の不注意による故障や破損、児童生徒のアカウント以外でのログインを試み

るなどが原因による動作不良等については、家庭での費用負担を依頼する可能性がある。 

  

学校 JMCサポートセンター 
 

家庭 

コ ン ピ ュ

ー タ の 故

障や破損 

JMCサポートセンタ

ーへ連絡 

教員へ連絡 

学校に余剰の端末

が有る場合 
余剰の端末を使用させる 

JMCから新しく届いた

端末を使用させる 

JMCサポートセンター連絡後･･･ 

故障・破損

状 況 の 確

認 

故障機の引き取り 

及び 

予備機搬入 

学校に余剰の端末

が無い場合 

⑦ 

状況把握・対応 

予備機保管 

（０１２０－３８６－１１０） 

⑥ 

⑤ 
④ 

③ 

② ① 
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３ アカウントの管理及び設定ついて 

（１）教育委員会 

・Google Workspace 及び OPE のアカウントは、相模原市教育情報セキュリティポリシー（以下、ポリ

シー）に従い、教育委員会が管理を行う。 

・Google Workspace 及び OPE アカウントの追加、異動、削除は、教育委員会で行う。なお、転出者及

び卒業生については Google Workspace データの引継ぎの期間を学校を去った日より３か月間設け、

その後削除する。 

・教員と児童生徒の Google Workspace アカウントは、現段階で次のような設定になっている。 

①教員 

・校務用コンピュータと同様のインターネット閲覧設定がかかっている。 

②児童生徒 

・児童生徒の学習を考慮したインターネット閲覧設定がかかっている。 

・一部の Google Workspace のアプリケーションが使えないよう設定されている。 

・アプリケーションは、基本的に教育委員会が定めたもの、もしくは学校の判断で定めたものしか

使用できない。 

・G mail は使用できない。 

（２）学校 

・このアカウントは、児童生徒の学習に利用する目的で発行したものである。そのため、原則、当該児

童生徒のみが使用し、学校と保護者とのやり取りや保護者同士のやり取りに使用しないこと。 

・教員及び児童生徒の Google Workspace 及び OPE アカウントについて、その使用者を把握し、学校の

活動における運用方法を決める。 

・教員及び児童生徒の転入出があった場合には、所定の様式にて、教育委員会にアカウント追加及び削

除の申請を行うこと。なお、相模原市立学校よりの転入者の場合には、前校でのアカウントを引継ぐ

ことを前提とする。 

・各校では、児童生徒が将来に渡って、適切にアカウントの管理・運用ができるよう、そのために必要

な知識・技能の育成を計画的に行うこと。 

・児童生徒及び教職員が自分のパスワードを忘れた場合には、各校に付与された Google Workspace 及

び OPE の学校管理者アカウントを用いてリセットすること。また、管理者アカウントを有効活用し、

校務の情報化を円滑に推進すること。 

・アカウントを利用して情報を取り扱う際には、ポリシー及び著作権等の法律を遵守すること。 

（３）児童生徒及び各家庭 

・児童生徒は、ユーザーID やパスワード等のアカウント情報について、最終的に自己管理できるように

なることを目指す。 

・児童生徒のアカウント情報は、むやみに第三者に知らせないこと。 

・児童生徒のアカウント内の学習履歴等の情報は、児童生徒の人権やプライバシーを尊重し、発達の段

階を考慮した上で、保護者であっても緊急時等を除いて自由に閲覧しないよう、留意する。 

（４）その他 

・他者のユーザーID やパスワードを使って、なりすましを行う、もしくは、そのためのパスワード等を

不正に取得したり、もしくは提供したりするなどのアカウントに関わる不正は、法律で禁止されてい

ることを周知する。  
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４ 端末の情報セキュリティの確保 

（１）教育委員会 

・持ち帰る学習端末のセキュリティは、教育委員会がポリシーに従って設定する。 

・学習端末のセキュリティは、現段階では次のとおりである。 

・教育委員会が設定したアカウント以外でログインができない。 

・USB メモリ等電磁内記録媒体を使用することができない。 

・アプリケーションやサービスは、学校からインストール申請されたもので教育委員会が許可した

もののみ使用できる。 

・インターネット閲覧制限が設けられている。 

・ログアウトは、学習端末を全く操作しない時間が２時間経過した場合に自動で行われる。 

（２）学校 

・ポリシーを遵守し、セキュリティを確保した端末の運用を行う。 

・児童生徒に、発達の段階に応じた情報モラル・セキュリティに関する指導を行う。（さがみはら GIGA

スクールハンドブック P.82～P.93 を参照） 

・各学校が学校の活動に端末を利用する中で、ポリシーの範囲の中で、設定変更やアプリケーションや

サービスの追加を希望する場合には、所定の様式で教育委員会に申請する。 

・端末の持ち帰りに関わるルールについては「さがみはら GIGA スクールハンドブック」及び本書を参

照し、作成すること。その際、特に持ち帰りに特化したルールとして、P.37 の２(３)の周知内容以外

に「夜遅くまでの利用はしない」「持ち帰った学習端末は持ち帰った本人専用の端末であるため、家族

を含め、他の人に貸さない」等のような項目の追加を検討すること。 

 

（３）児童生徒及び各家庭 

・学校の定めた約束に従い、セキュリティを確保した端末の運用を行う。 
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 Classroom による学級等の運用を行った場合、基本的にはその Classroom を学年末にアーカイブして

新年度には基本的には使用しないようにすることが推奨されます。 

なお、アーカイブをしても、その Classroom 自体や、児童生徒が Classroom を通して作成したファイ

ルは、個々の「マイドライブ」内の、その Classroom の名前のフォルダに残っていますので、過年度の

学習履歴を振り返ることが可能です。 

アーカイブは次の手順で行ってください。 

                     

 

※この設定を行わないでアーカイブすると、ストリームの書き込みが可能な状態が継続してしまうた 

め、教師が日常的に確認できないところで児童生徒の書き込みや共有が可能になってしまいます。 

 

ア アーカイブする Classroom に入り右上の「歯車マーク」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア アーカイブする Classroom の右上にある縦に点が３つ 

並ぶマーク(a)を選んでください。 

  そして、出てきたメニューの中から、「アーカイブ」(b)

を選択します。 

  すると『「＊＊対象のク

ラス名＊＊」をアーカイ

ブしますか？』というポ

ップアップが出てくるの

で、問題なければ、右下の

アーカイブ(c)を選んでく

ださい。 

a 

b 

c 

イ 「全般」の設定にある 

「ストリーム」を「教師にのみ

投稿とコメントを許可」を選択

する。 

 



 

41 

イ アーカイブされたクラスを確認するには、Classroomの

画面左上の横線３つのメインメニュー(d)を選びます。 

  すると、左側に出てきたメニューの一番下の方に、「ア

ーカイブされたクラス」(e)という選択肢が出てくるので、

これを選びます。そして、その先の画面で、アーカイブし

た Class を確認できます。 

 

 

 

 

 

●Classroom をアーカイブしても、各児童生徒のマイドライブには、自分がオーナーであるファイル

がそれぞれの Classroom の名前のフォルダに残ります。 

●このアーカイブを今後行っていくことを想定すると、Classroom の名前を作成時に工夫することが

推奨されます。ただ、Google の設計思想として「検索で探す」が基本となっていることから、作成

するドキュメントなどのファイルを検索しやすい名前にしておく、ということが今後求められる必

要なスキルと言えるでしょう。 

●ここまでの学校 DX の推進を進めた場合、様々な Classroom が作成さるることと思います。その

際、それぞれの Classroom について、オーナーを誰にするか、アーカイブもしくは削除までの期限

をいつまでとするか、等は、各学校で定め運用した方が良いでしょう。また、部活動や、職員室の

Classroom 等についてはオーナーを引き継ぎながら、毎年アクティブで運用されることも想定され

ますが、引退した生徒、転出者、などをメンバーからその都度削除することを忘れないようにしま

しょう。 

 

 

年度が変わる際は、タブレット PC を個人で持ち上がるかどうかにかかわらず、プロファイルの削

除を行います。このことにより、その年度にそのタブレット PC を利用したアカウントのプロファイ

ル、及び端末本体に保存された画像等の各種データ（タブレット PC で撮影しドライブに移行してい

ない写真等やアプリ版の Scratch で作成したプログラム等）が全て削除されます。 

端末に残っているデータがある場合には、必要なファイルを削除期間前にドライブ上に移動してく

ださい。 

プロファイル削除期間 ３月末に全校を輪番で実施 

●タブレット PC を使用している最中にプロファイル削除が実行された場合には、一度強制ログアウ

トされます。その後再ログインすれば問題ありません。 

●削除の命令送付時に電源が入っていなかったタブレット PC は、その後初めて開いた時に前のプロ

ファイルが削除されます。この時、通常よりもログインに時間がかかります。また、学校内に同

時にログイン作業を行うと、動作遅延をおこす可能性があるため注意してください。 

  

d 

e 
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Classroom運用のうちユーザー管理に関わる注意点(令和 4年 3月改訂) 

Classroom を運用のうち、ユーザー管理について、年度終わりや児童生徒及び教職員の転入転出に

関わる注意点について、次の通りまとめています。 

 場面 ☑行うこと 

i 年度が始まるとき 

□必要な Classroom を作成する。 

□「Classroom の教員」に学校の管理職を招待する。 

□「Classroom の生徒」に児童生徒を招待する。 

 方法１ 授業の際に Class コードを伝える。 

 方法２ 事前に Google アカウントを入力して招待する。 

ⅱ 年度が終わるとき 

□卒業生に Google Workspace アカウント内のデータ引継ぎの

仕方を案内する。 

□その年度の学級や各教科等の授業用の Classroom を、それ

ぞれ、「生徒のストリームの書き込みを OFF にする」の設

定変更を行った後、アーカイブを行う。 

□教職員の Classroom をその管理をしている教職員がアーカ

イブを行う。 

□来年度も継続する Classroom のオーナーが変わる場合に

は、そのオーナーを引き継ぐ。 

※非常勤職員は年度が変わったら教育委員会がアカウントを

削除します。 

ⅲ 
年度途中に児童生徒が転入

してきた時 

□転入生の Google Workspace 及び OPE アカウント取得の申

請を所定の方法で行う。 

□「Classroom の教員」が、転入してきた児童生徒を Classroom

に招待する。 

ⅳ 
年度途中に児童生徒の転出

者が出た時 

□転出生の Google Workspace 及び OPE アカウント削除の申

請を所定の方法で行う。 

□（市外に転出の場合）転出生に Google Workspace アカウン

ト内のデータ引継ぎの仕方を案内する。 

□「Classroom の教員」が、転出した児童生徒を Classroom か

ら削除する。（学級だけでなく、各教科等、委員会、部活動

などの Classroom にも留意） 

Ⅴ 
年度途中に教員が変わるこ

とがあった時 

□変わる前の教員は新しく来る教員に Classroom のオーナー

を引き継ぐ。年度末は、最後にその Classroom を運営する

オーナーの教員がアーカイブを行う。 

□教職員の Classroom から、その管理者が、変わる前の教員

を削除し、新しく来る教員を Classroom に招待する。 

※Google の提供しているサービスは、常にアップデートや仕様変更が行われます。この注意点は令

和４年３月時点のものであり、状況によって変更の可能性があります。 
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本書では次の資料、素材を使用させていただきました。 

●かわいいフリー素材集 いらすとや（https://www.irasutoya.com/） 

●フォント「さいとうしんぐ店」（http://fontlab.web.fc2.com/）【フォント作成工房】 

 

本書の参考文献 

●文部科学省 「教育の情報化に関する手引-追補版-(令和 2 年 6 月)」 

●藤田和弘 「継次処理」と「同時処理」学び方の 2 つのタイプ、図書文化、令和元年９月 

●坂本旬、芳賀高洋、豊福晋平、今度珠美、林一真 

 デジタル・シティズンシップ、－コンピュータ１人１台時代の善き使い手をめざ

す学び、大月書店、令和 2 年 12 月 

※なお、事例の参考にした文献等は、その都度示させていただきました。 

 

本書の編集に当たっては、次の教育センター教育研究員に協力いただきました。 

 

荒 木 佳 美   相模原市立若草小学校 教諭 

笠 尾 竹 流   相模原市立相模丘中学校教諭 

坂 田 茂 太   相模原市立谷口中学校 教諭 

鈴 木 亜矢子   相模原市立旭小学校  総括教諭 

田 中 秀 典   相模原市教育センター 指導主事 

平 城 慎 也   相模原市立小山小学校 指導教諭 

森     匠   相模原市教育センター 指導主事 

渡 邊 茂 一   相模原市教育センター 指導主事 
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