
学校情報化先進地域に認定
～児童・生徒1人1台端末を整備・活用～

第56回教育委員会対象セミナー
平成31年２月15日

川根本町教育委員会
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〇学校情報化優良校

（４小学校、２中学校）

（2018.2～3）

〇学校情報化先進地域

静岡県では初の認定

（2018.11.9）



川根本町の紹介
水と森の番人が創る癒しの里

川根本町

静岡市

浜松市

島田市

長野県

【位置】

静岡県の中央部に位置

東は静岡市、南は島田市、西は浜松市に隣接

北は長野県との県境

【町域】

大井川沿い 南北約40km、東西約２３km

南北に細長い形

面積は496.72km²（県全体の6.4％）

約90％を森林

【集落の範囲】南北20km、東西15km

【人口】６,８６３人（平成3１年1月１日現在）

※町域全域がユネスコエコパークに登録

（２０１４年６月）

※原生自然環境保全地域指定

（１９７６年３月／全国５地域、本州唯一）

※「日本で最も美しい村」連合加盟

（２０１５年１０月）

小学校４校：１９７人
中学校２校： ９７人

人口6,900人の小さな町

強みを生かす 環境を生かす

つながる・つなげる

川根本町ならではのＩＣＴ教育
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H27.12 高度情報基盤の整備完了（全家庭への光端末の敷設）

資料１

（町の広報誌より） 4



町の総合戦略の柱 → 町の未来を担う人材を育てる

特色ある教育

人材育成

資料２
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H28.12
ＩＴ人材育成４者協定締結

◎川根本町

◎京セラコミュニケーションシステム株式会社

◎株式会社ベネッセコーポレーション

◎東海ブロードバンドサービス株式会社

資料３

・ベネッセコーポレーション：ICT支援員
・KCCS：学習プラットフォーム（クラウド）
・TBBS：現地サポート対応

（町の広報誌より） 6



H2９.４ ゾーホージャパン株式会社のサテライトオフィス開所

資料４

（町の広報誌より）
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詳しくは別添のリーフレットをご覧ください！
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(1) 情報化推進の基本コンセプト

(2) 教育の情報化ビジョン

(3) 川根本町ＩＣＴ教育推進事業の計画

(4) 教育の情報化に関する教員研修の取組

(5) 教育の情報化に関する地域の特色ある取組

(6) まとめ

川根本町の教育情報化の取組
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あるＣＭのフレーズから

私たちは、今までの大人の

後輩なんかじゃない。

私たちは、スマホと大人になっていく、
たぶん初めての人類だ。

情報があふれる時代の中、
ＩＣＴとともに生きていく子どもたち！

10
情報活用能力：学びの基盤として育まれ活用される資質・能力



平成２９年８月から、企業体と５年間の委託契約により、ＩＣ
Ｔ教育推進事業を展開する。

タブレット端末の家庭への持ち帰りを含め、なるべく制約を外
し、社会生活での活用を視野に入れた環境整備に努める。

キャリア教育の一環として「情報があふれる時代を生きる子ど
もたちにとって必要な力を、町が責任をもって育てる」ことを
基本コンセプトに、中山間地のモデルとなるようなＩＣＴ教育
の創造を目指す。

(1) 教育情報化推進の基本コンセプト

小学校４校（200人弱）、中学校２校(100人弱）一斉にスタート

餅は餅屋に！

子供たちに必要な力
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（２）川根本町の教育情報化ビジョン

情報活用の実践力 情報の科学的理解 情報社会に参画する態度

子どもたちに必要な“キャリア”の一つとして責任をもって育てる

便利なツールとして“適切に”“有効に”活用できる力

自身の社会的自立のため 周りの人々の幸せのため

※ネット犯罪に巻き込まれない！（被害者にも、加害者にもならない！）

ＩＣＴは子どもたちの可能性を無限に広げることができるツール
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便利なツールとして“適切に”“有効に”活用できる力

9年間の計画的な情報教育の展開・蓄積

社会生活に近いＩＣＴ環境の整備

教えるべきことは教える！

子どもたちに考えさせる！

子どもたちと共に創る！

制約をはずすことは、子どもたちの可能性を広げること！

モラル

セキュリティー

ルール

マナー

家庭での活用

タイピング

使いながら…

多様な学びを創造
情報モラル

情報リテラシー

ＳＮＳ
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各教室のICT環境イメージ

タブレット
（１人１台）

電子黒板
各学年(級)１台
＋各学校２台

全教室WiFi完備
（体育館・ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ含）
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（３）川根本町ＩＣＴ教育推進事業の計画
平成２９年８月１日 スタート

平成２９年５月 プロポーザル方式による委託先選定

５年間の委託事業
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包括契約



持続可能なＩＣＴ教育のシステムを５年間で構築
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川根本町ＩＣＴ教育推進事業協議会

町教育会情報担当者部会

企業体それぞれの強みを生かす

（４）教育の情報化に関する推進体制と取組

学校・教育委員会・企業体が一体となって推進

主体
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受託企業体町教育委員会

４小学校２中学校

町ＩＣＴ教育事業協議会提案 提案

提案

要望 要望

要望

支援

環境整備

指導・助言

環境整備

活用・検証

意見

依頼

川根本町型ＩＣＴ教育の創造（中山間地のモデル）

相談

相談

助言

助言

相談

日常的な双方向の関係で、
同じ目標に向かう！

トライアングルの体制を創ることで、本町な
らではの特色あるＩＣＴ教育を推進する。

報告

顔が見える関係
⇒直接やりとり
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「成果」「成功」＝「子供の成長」



サポート体制（活用＋インフラ）

強みを生かす
町内に本社→TBBS

全国の事例
→ベネッセ・KCCS

常勤でサポート
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使用ソフト＆アプリ

＋α

KCCSの強みを生かすBenesseの強みを生かす

川根本町
独自

iOS版の開発

【オクリンク】

・日常の授業支援

・直観的な操作
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活用が課題

無料アプリの
活用



定期的に子供たちの学力の伸びを可視化し評価検証（ＩＣＴはツール）
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〇教育委員会職員・教員による先進地視察研修（H２７～２９）

（５）教育の情報化に関する教員研修の取組

H29調査研究
熊本県高森町視察研修
茨城県古河市視察研修
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〇ＩＣＴ教育推進事業協議会での研修の様子

先進地から講師を招いたり、企業体からの新たな提案を共有し
たりして、効果的な研修の場となるよう工夫をしている。
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〇町合同研修会（町教育会）の様子

各学校における研修会、学校訪問等において、ＩＣＴの積極的
に活用した授業を公開し、効果的な活用方法を模索している。

町で契約を結び、教職員がネット上にあるプラットフォームのコ
ンテンツを利用して、主体的に研修を行うことを可能にした。
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教員の働き方改革に向けて、総移動時間１２時間が０時間に！
『川根本町と古河市を結ぶオンライン教員研修の開催』

１．研修の趣旨説明（10分）
２．研修会の目的および働き方改革と教員研修改革（15分）
３．古河市のプログラミング教育と実践事例紹介（15分）
４．ネット上のコンテンツを活用した教員研修の提案（15分）
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〇ＩＣＴ教育推進事業協議会の様子

☆協議会で

各校の取組を発表し

情報共有
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（５）教育の情報化に関する地域の特色ある取組
〇特色１ 「未来の学びフォーラム」 in 川根本町 開催 H29.11.11

（町の広報誌より）

資料５
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〇特色２ 公営塾開設
［ハイブリッド型（アナログ＋デジタル）］H30.5.7開講

タブレットを利用した映像授業で力を伸ばす

徹底した個別指導で基礎を固める 28



公営塾開設［ハイブリッド型（アナログ＋デジタル）］H30.5.7開講
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ＩＣＴ支援員による支援内容

•教材作成への支援

• ＩＣＴ機器活用へのサポート

•教員のＩＣＴリテラシー向上研修の企画・運営（視察研修含む）

•授業におけるＩＣＴ活用に係る教員サポート

•校内事務の電算化推進のためのシステム構築及び支援

常勤２人態勢（３人によるシフト）：１日８時間勤務（休憩１時間含む）
※各月の計画に基づき、支援員が各学校を訪問

•義務教育９年間を見通した町独自のカリキュラムの作成・実践補助

•児童・生徒への情報リテラシー（モラル）向上に対する指導のサポート

情報教育に係る支援

教育の情報化に係る支援

〇特色３ 常勤ＩＣＴ支援員の活用（全ての子どもと教員が活用できるように）
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平成30年度の新たな取組

•ネット上のコンテンツの活用による研修方法の導入

•校務支援システムの導入（出退勤管理を含む）

•川根本町版情報モラル教育の推進

•プログラミング教育の推進（情報政策課＆企業とコラボ）

※大学との連携

•英語教育充実のためのアプリの導入

•校外活動へのタブレット端末の活用（修学旅行）

•タブレット端末の家庭への持ち帰りの試行

〇特色４ 常に進化し、当町ならではのＩＣＴ教育を推進
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EDUCOMマネージャーC4th

•児童生徒情報管理

•出席簿

•いいとこみつけ

•成績管理

•出勤簿管理（出退勤）

（＋ メールサービス H31）
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出勤簿（出退勤）管理
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Ｃ４thポータブル
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プログラミング教育の推進（H30）

☆先進地視察研修（古河市、小金井市）

☆プログラミング年間指導計画の作成

☆川根本町地域ＩＣＴクラブ
（プログラミング少年団）←情報政策課・TBBS
※協力：ＺＯＨＯジャパン、静岡大学、町教委

☆備品（ロボット）の購入
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学生の力を借りて
プログラミング！

（町の広報誌より）



川根本町地域ＩＣＴクラブ （プログラミング少年団）

「地域におけるＩoＴの学び推進事業」（総務省）９月から 43



ＩＣＴクラブの様子 44



英語４技能の指導・学習のＰＤＣＡサイクルを構築を目指して

☆大学入試改革に対応した検定の導入

☆CAN-DOリスト

☆各技能のスコア化・分析

☆ＡＩを活用したトレーニング

ＩＣＴ環境を最大限に生かした取組を！

CEFR（国際標準）を意識 45



ＩＣＴの活用によるスキルアップ！ 46
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海外英語研修～カナダ10日間～ 中学２年生＋高校生

中２の希望者全員がホームステイ研修 町が８割負担
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校外活動へのタブレット端末の活用（修学旅行）



タブレット端末の家庭への持ち帰りの試行

☆家庭での活用におけるルールづくり

☆家庭での通信環境の整備

☆保護者への説明・啓発及び協力体制構築

☆学習用アプリの整備

☆先進地視察（松阪市）
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資料６

（町の広報誌より）

(6) まとめ
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Internet of Things
モノのインターネット

町の子どもたちにとって最適のＩＣＴ教育を推進

つながり、つなげて、強みを生かし、
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御静聴ありがとうございました！
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学校情報化先進地域に認定
～児童・生徒1人1台端末を整備・活用～

第56回教育委員会対象セミナー
平成31年２月15日

川根本町教育委員会


