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この「教えて！  かしわの学校教育」（P1～４）は抜き取ってお読みください

　市では、全ての子どもたちに「学ぶ意欲と学ぶ習慣」を育むため、「ICTを活用した魅力
ある授業」を教育の柱の1つとして、先進的な取り組みを進めています。今号では、市立
小・中学校で進むICTの活用と、情報社会を生きるための学びについてお伝えします。

※文章中の赤太字は、3ページに用語の解説があります

教えて！

　今の子どもたちが大人となって活躍する2030年以降の社会
では、正解といわれる答えのない課題に対し、他者と協力し合
い、新たな価値を創造していく力が求められます。
　ある日本の研究機関によれば、10～20年後には、日本の労
働人口の約49％が就いている職業が、人工知能やロボット等
に代えることができるともいわれています。
　このように、激変する社会を生き抜く力を育むために、国に
よる教育改革が進められています。2020年度（平成32年度）
には新しい学習指導要領に基づいた学習が始まり、育まれた力
を評価できるよう大学入試も変わることになります。

　市では、新しい時代を生き抜くために必要と
なる力は「学び続ける力」であり、その根底とな
るものが「学ぶ意欲と学ぶ習慣」と捉え、全ての
子どもたちがこの意欲と習慣を身に付けられる
よう、アクティブ・ラーニングを実現する授業や
環境整備を進めています。
　本紙では2月1日号、3月1日号、4月1日号
の3回にわたり、市立小・中学校で進む取り組
みについて、別冊特集として詳しく紹介します。

学校教育課☎7191－7367問い合わせ

情報教育

求められる力が変わる
全ての子どもたちに
「学ぶ意欲と学ぶ習慣」を

2面につづく
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こう変わ
る！

注）�大学入試や学習指導要領の改訂の内容はまだ正式に決定されていませんが、現時点で提示されている方向
性に基づいて記事を作成しています

　「東京オリンピック・パラリンピック」が開催される2020年。教育の分野において、学習
指導要領の10年ぶりの改訂や大学入試改革など、大変革の年となります。この大きな変化を
前に、市立小・中学校では、すでに新しい時代を生き抜く力を育む学びを進めています。

柏の市立小・中学校の「今」の姿を
3回シリーズで紹介します

完成形（答え）は1通り
（何回行っても出来上が
りは同じ）

これまで

これから

完成形（答え）は何通りも
（関わる人々のアイデアに
よって、チャレンジした回
数分の答えが出来上がる）
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　市立小学校の全ての普通教室には、黒板の上に電子黒板機能付きプ
ロジェクターを常設しています。このプロジェクターにはスライドレー
ルが付いているので、授業の目的や内容に合わせて、黒板の右・中・左
と映す位置を動かして使用することができます。
　また、算数と社会ではデジタル教科書を導入しており、教師はデジ
タル教科書の画面をプロジェクターで拡大提示し、動きや音のある学習
教材を電子ペンで操作しながら授業を行っています。

　市立中学校の全ての普通教室には、天井からつり下げるタイプのプロジ
ェクターを設置しています。さらに、全ての教室に無線の通信環境を整え、
教室の中でインターネットを使った調べ学習をしたり、生徒が作成したプ
レゼンテーション資料を発表したりするなど、子ども自身が積極的にICT
を活用しています。

　ICT（※）とは、コンピューターやインターネットに関連する情
報通信技術のことをいいます。ICTを使って学ぶ授業は、写真や
動画などの学習教材を拡大して映せるなど、子どもたちが理解し

やすい授業につながり、子どもたちの学習への興味・関心を高め
ることを実現しています。
※ICT=インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジーの略

「ICTで学ぶ授業」
柏の授業はここまで進化しています！
「ICTで学ぶ授業」
柏の授業はここまで進化しています！
「ICTで学ぶ授業」
柏の授業はここまで進化しています！

教育研究所☎7191−7387問い合わせ

　特別支援学級には、教室内で自由に配置できるよ
う、動かせるタイプの電子黒板を導入しています。
この電子黒板は、画面を指で軽く触れるだけで、簡
単に操作することができるので、子どもたちも楽し
みながら学習に取り組んでいます。

柏第六小学校　青木 佑典 先生	（特別支援学級担任）

　電子黒板に教材を映すこと
で、言葉だけで説明するより
も視覚に訴えることができるの
で、子どもたちも学習内容がイ
メージしやすくなります。また、
子どもたち同士で話し合いなが
ら学習したり、学習への集中力
が高まったりするので、授業で
のICT活用はとても効果を感じ
ています。

特 別 支 援 学 級 で は …これが
小学校の

授業スタイルだ！

中学校の
授業はこうだ！

子どもたちがICTを使って学ぶ！
　最近では、教師がICTを活用するだけでなく、子どもたちが主体的に活用
する授業も増えてきています。その中から、代表的なものを紹介します。

　中学2・3年生の体育「マット
運動（集団演技）」で行われた、
タブレットPCを活用した授業。
タブレットPCは簡単に動画の撮
影ができ、その場で再生できる
ので、最近の体育の授業ではよ
く使われています。
　動画を用いることで自分の演
技を客観的に見ることができ、
気が付かなかった課題を発見す
ることができます。また、友達と話し合いな
がら学習を進めることができるところも効果
的です。

〈子どもたちの集中力が高まります〉

体育で

▲�タブレットPC
で自分たちの
演技を動画で
撮影します

　2020年に改訂される学習指導要領
は、急速に情報化が進展する社会の中
で、情報や情報手段（コンピューターや
ネットワーク）を、児童生徒が主体的に
選択して活用していけるよう、必要な能
力を小学校段階から育成することを重
要視しています。そのため、全ての普通教室で普段使いでき
るICT環境の整備と、先生方のICT活用指導力を向上すること
が急務となっていますが、30年前から「教育の情報化」を進
めてきた柏市の取り組みは、これからの時代を先見したもの
として評価されています。
　来年度から開始される「プログラミング教育」をはじめ、先
進的な取り組みが数多く実践されることを期待しています。

文部科学省　情報教育課
情報教育振興室長　新津 勝二 さん

専門家はどう見る！
柏のICT教育

※整備した年度により、各学校に導入しているICT機器や環境には違いがあります

日常的にICTを活用できる環境を全校に整備
　市立小・中学校の全ての普通教室に、教科書や子どもたちのノートなどを映す実物
投影機やプロジェクター、黒板に貼り付けることができるマグネットスクリーンを導
入しています。
　これらのICT機器が全ての普通教室に常設されてい
る市町村は近隣でもほとんどなく、柏市のICT教育は
県内でもトップクラスといわれています。一方で、子ど
も1人当たりの端末の整備状況には改善の余地があるた
め、今後の課題となっています。

環境

　昭和62年に、田中北小学校に児童用コンピュータ
ー45台を設置し、授業の中で活用していました。今
では各学校に設置されているコンピューターですが、
当時は全国的に見ても導入している例はまれで、柏

市は全国に先駆けてICT教育を進め
てきたという歴史があります。

過去
には…

◀�平成2年当時の田中北小学校で
の授業風景。「ベーシック」や「ロ
ゴ」といったプログラミング言語
による学習を行っていました

◀▲�中学2年生の社会で、日本の諸地域を学ぶ授
業。グループごとに担当する地方を分け、そ
れぞれ追求するテーマをもとに、調べ学習を
進めて発表します

が進める学習環境づくり

　教師が授業の中でICTを活用する場面はよくある
ので、生徒自身が能動的に授業に参加できるよう、
なるべく生徒が活用するような授業を考えていま
す。グループでICTを活用しながら学習すると、話
し合いが活発になり、いろいろなアイデアが生まれ
るんですよ！

風早中学校　石塚 大介 先生（社会科・中学３年生担任）
〈話し合いが活発になります〉

さ
進
ら
化
に
！

▲�その場で再生し、みんなで話し合いな
がら課題を見つけ、改善策を考えます

　小学5年生の算数「面積の求め方を考えよう」で行
われた、タブレットPCを活用した授業。
　子どもたちが1人1台のタブレットPCを持ち、画
面に映し出された台形の図形を自在に切ったり回転
させたりして試行錯誤しながら、面積の求め方を考
えます。

小
学校

中
学校

算数で

　小学6年生の総合的な学習の時間で行われた、
プレゼンテーションソフトを活用して修学旅行の思
い出を数枚のスライドにまとめる授業。文字だけで
なく、写真やアニメーションを加え、見る人が理解
しやすいまとめ方を考えます。

小
学校

総合的な学習の時間で
子どもたちの反応は？
ICTを活用した授業は分かりやすい
ですか？（全小・中学生対象）

分かりやすい
90.7％

分かりやすいとは言えない
（無回答含む）9.3％

　学校で�ICT�の授業を受けた時は、とても分かりやすいだけでなく、たくさんの
ことを学ぶことができました。例えば、プレゼンテーションソフトを使って発表す
る授業では、クラスメートと話し合いながら資料作りをすることで、コミュニケー
ション力が身につき、またクラスの前で発表する場面では、人前で話す力が身に
付いたと思います。今後も、学校で習ったことをさらに伸ばしていきたいです。�

土中学校　3年　ディチョック 玲紗 さん

　パソコンを使った授業は、楽しいし分かりやすいです。算数の授業でパソコ
ンを使った時は、短い時間でいろいろなやり方を思い付くことができました。ま
た、調べ学習の時に、パソコンを使って調べると、いろいろなことが分かり、た
くさんの知識を得ることができました。これからもパソコンをたくさんのことに
活用していきたいです。

柏第二小学校　6年　濵中 尊 さん

子どもたちはどう感じているのか聞いてみました！

（平成28年度柏市学力・学習状況調査結果より）

柏 市

教えて！

第1号

教えて！

第1号

◀▲�小学5年生の算数で、台形の面積の求
め方を考える授業。先生によっては、手
の挙げ方で発表回数や発表内容の自信
度を表現するなど、工夫しています

◆アクティブ・ラーニング
　課題の発見・解決に向け、子どもたちが主体的に参
加し、他者とも協働しながら学習する授業スタイル

◆電子黒板
　パソコン上の画像を画面に映し出し、画面上で直接
操作し、文字や絵を書き込んだり、文字や画像を移動
したり、拡大・縮小、保存等ができるもの

◆デジタル教科書
　紙の教科書がデジタル化されたもの。教科書の中に、
画像や音声、動画などのコンテンツが入っている

◆総合的な学習の時間
　子どもたちが自ら課題を見つけ、学び、考え、解決
する力を育てることを目的とした学習。小学校から高
校までの教育課程として、平成12年度に一斉にスター
トした

◆調べ学習
　子どもたちが課題について、インターネットや図書
館を利用したり、聞き取り調査をしたりして、結果を
まとめる学習のこと。学習方法の一つ

学 校 ワ ー ド
お
すけ
た！

ICTの整備状況は？
小学校の普通教室への
電子黒板の整備率

（平成27年度学校における教育の
情報化の実態等に関する調査結果
より）
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　授業の中でICTを活用すると、子どもたち
の目の輝きが違います！�子どもたちの視線
が前方の表示教材に集められるので、授業
中の反応もよく分かるんです。子どもたちの
「できた！」「分かった！」という喜びを大切に
した授業が実現できていると思います。

〈子どもたちの目の輝きが違います〉
柏第二小学校　太田 真奈美 先生
（5年生担任）

週1回以上、
ICTを使って授業をしている
先生の割合をみると、

柏市は千葉県平均の4倍にも
上るんだよ！

※�平成28年度全国学力・学習状況調
査結果・小学校算数の授業より
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70
古紙配合率70％再生紙と植物油インキを使用しています。
また、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

　ご家庭でのPC学習に役立つメニュー等をそろえたホームペ
ージや柏の学校のことがよく分かるブログを展開しています。
ぜひチェックしてみてください。

●�ITアドバイザーオンライン
ホーム（家庭学習支援）

ITアドバイザー　家庭 検索

Webでもいろいろ発信中！

リーダー　田中 香穂里さん

柏市教育委員会　教育研究所　冨高 誠司 指導主事

I（一緒に）T（楽しく）学んでいます

さらなる向上を目指して

　携帯電話やスマートフォンを持ち始める時期の低年齢化や所持率の増加などから、子
どもたちがトラブルに巻き込まれるケースが増えてきています。トラブルを未然に防ぎ、
よりよい使い方が身に付くよ
う、担任とITアドバイザーに
よる情報社会のルールやマナ
ーを身に付ける「情報モラル」
の授業を小学６年生と中学2
年生の2回、全員を対象に行
っています。さらに、全学年
において、道徳の授業の中で
も情報モラルに関する内容を
扱っています。

　今後の社会では、子どもたちが必要な情報を主体的に収集・判断・
処理・発信する能力＝情報活用能力が求められています。
　この情報活用能力を育むために、
市では、小学1年生から成長の度合
いに応じて、順序立てて学習できる
よう授業内容を組んでいます。例え
ば、小学1年生ではログインやクリ
ックなどの基本操作、3年生ではホ
ームポジション（キーボード入力の
時に一番最初に指を置く位置）から
のローマ字入力、5
年生ではプレゼン
テーション作成な
ど、学年に応じた
教育を全学級で行
っています。

　2020年からの新しい学習指導要領では、小学校でのプログラミン
グ教育の必修化が示されました。そこで、市では全国に先駆けて、今年
の4月から小学4年生全員を対象にプログラミング教育を開始します。
　このプログラミング教育では、コーディング（プログラミング言語
を用いた記述方法）を覚えることではなく、論理的に物事を考えてい
く力（プログラミング的思考）を育むことを目的に、世界的に使用され
ている子ども向けのプログラミングソフト「Scratch（スクラッチ）」を
活用して、物事を順序立てて考える経験を積む授業を行います。

 　ITアドバイザーは、情報教育を専門
とする支援員です。柏の情報教育授業
では、担任の先生と一緒に参加し、学
習効果を高める役割を果たしています。
　例えば、情報モラルであれば、講義
式のような受け身の授業ではなく、コ

ンピューターを使い、アンケートやクイズ、ネット依存チェ
ックなど、子どもたちが参加しながら学習できるよう工夫を
しています。また、トラブルの多いSNS に関しても「危険」「使
用禁止」ではなく、「特徴を知って賢く使おう」が私たちIT ア
ドバイザーからのメッセージです。
　これからも、1人でも多くの子どもたちに教え、伝えてい
くとともに、一緒に楽しく学んでいきたいと思います。

　大学入試改革により、コンピューターを使用して受験する方法が検討
されているように、今後はさらに情報を活用する能力が求められます。
　市では、教師が授業の中でICT機器を効果的に活用し、子どもたちにと
って楽しく、そして分かりやすい授業ができるように、ICT機器を整備す
るとともに、教職員研修をより充実させ、教師の指導力向上を図ります。
　また、子どもたちの発達段階に応じた情報を活用する能力、論理的に
物事を考える力（プログラミング的思考）、情報モラルの３つの力をバラ
ンス良く育成することを目指していきます。

情報を活用する力 論理的に考える力

「情報社会に必要な力を身につける」
 3つの力を育む情報教育を進めています！

「情報社会に必要な力を身につける」
 3つの力を育む情報教育を進めています！

「情報社会に必要な力を身につける」
 3つの力を育む情報教育を進めています！

その

1
2
3

1
その
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◎	プログラミング教育
について、詳しくは
市のホームページで

トラブルを防ぐ力

1
2
その

3
情報教育を支えるITアドバイザー

●教えて！先生
　柏の学校あれこれ

柏の学校あれこれ 検索

教えて！

第1号

あいちゃん
ITアドバイザー

マスコットキャラクター

てぃーくん




