
ICT活用ガイドブック

令和３年１月

滋賀県教育委員会

～１人１台端末による学びの質の向上に向けて～



 

ＩＣＴ活用ガイドブック 

～１人１台端末による学びの質の向上に向けて～  作成にあたって 

 

県教育委員会では、児童生徒の個々の基礎的・基本的な知識・技能の定着を図るととも

に、文章や情報を正確に読み解き理解する力、また相手の言葉やしぐさ、表情などから相

手の考えや思いを読み解き理解する力などの「読み解く力」の育成を進めているところで

す。この「読み解く力」を育むことで、これまで以上に確かな学力を身に付けることはも

ちろんのこと、人としての感受性とコミュニケーション能力の向上を図りながら、自らの

「学ぶ力」を高めてくれるものと考えます。 

 

また、現代の社会において、コンピュータ等の情報技術は急激な進展を遂げ、人々の社

会生活や日常生活に浸透し、スマートフォンやタブレット PC 等にみられるように、児童

生徒が情報を活用したり発信したりする機会が増えています。このような中、児童生徒が

情報を主体的に捉えながら、何が重要かを主体的に考え、見出した情報を他者と協働し、

新たな価値の創造に挑んでいけるようにするため、情報活用能力の育成が極めて重要にな

ってきています。情報活用能力は、「学習の基盤となる資質・能力」であり、確実に身に付

けさせる必要があるとともに、身に付けた情報活用能力を発揮することにより、各教科等

における主体的・対話的で深い学びへとつながっていくことが期待されます。 

 

この情報活用能力の育成のためには、全ての児童生徒にとって等しく学べる環境を整備

するとともに、学校での学びにおいても、学ぶ側だけではなく、指導する側も新しい知見

や技術を取り入れていかなければなりません。 

 

国のＧＩＧＡスクール構想により、今後、学校におけるＩＣＴの教育環境が整い、「1人

１台端末」を活用することが可能となります。それに伴い、これまでの教育実践に加えて、

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善により学習活動の一層の充実を図ること

や学校生活における授業以外での取組、さらには緊急時にも学びを保障するための手立て

として、さまざまな活用が期待されるところです。 

 

児童生徒がＩＣＴを活用して、個別最適な学びや協働的な学びの充実を図るとともに、

教員がＩＣＴを効果的に活用して指導できるよう「ＩＣＴ活用ガイドブック」を作成し、

「学ぶ力」の向上につながる取組を推進していきたいと考えています。本ガイドブックが

授業実践や教員研修の一助となるよう御活用いただきますようお願いします。 

 

 

 

滋 賀 県 教 育 委 員 会 事 務 局

幼小中教育課 課長 村田 耕一
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〇子どもの興味・関心を高め、効率的な学習 （画像や動画を利用し、より分かりやすく）

〇子どもの授業への積極的な参加を促すこと （個人の意見を発言〔発信〕しやすく）

〇個別最適な学び （習熟度に応じてきめ細かく指導・支援）

〇協働的な学び （意見・考え方・作品を共有、比較検討、レポート・資料・作品の制作）

〇学校の壁を越えた学習 （オンライン会議や遠隔授業によるやりとり）

〇授業準備を効率的に行うこと （情報収集、授業準備の時間短縮、教員間の情報共有）

１ ICT活用の必要性 ２ ３ ４

（１）今求められるICT教育

（２）ＩＣＴ教育によってこんなことが「できる」！

（３）「1人1台端末」を活かした学びの変容イメージ

これまでの教育実践の蓄積

一斉学習 個別学習 協働学習

・教師が電子黒板等で説明し、
子どもたちの興味
関心意欲を高める
ことはできる。

・全員が同時に同じ内容を学習
する。
（子ども一人ひとり
の理解度に応じた
学びは困難）

・グループやペアでの活動を行う
ことで、他者の意見
を参考にする。
（積極的な子どもの
活動が中心となり、
意見交流も限定的）

「1人1台端末」のある環境

一斉学習 個別学習 協働学習

・教師は授業中でも子ども一人
ひとりの反応を把握

→子ども一人ひとりの反応を
踏まえたきめ細やかな指導等、
双方向型の
授業展開が
可能に

・子ども一人ひとりが同時に自分
に合った内容を学習
・それぞれの学習履歴が自動的に
記録

→子ども一人ひとりの教育的
ニーズ・理解
度に応じた
個別学習や
個に応じた
指導が可能に

・子ども一人ひとりが記事や動画
等を集め、独自の視点で情報を
編集し、それぞれの考えを即時に
共有し、共同編集

→全ての子ど
もが情報の編集
を経験しつつ、
多様な意見にも
即時にふれるこ
とが可能に

学習活動の一層の充実
主体的・対話的で深い学びの視点からの

授業改善

学びの
深化

学びの
転換

これからのＩＣＴ教育は、国のＧＩＧＡスクール構想により実現する、学校における「1
人１台端末」の環境を十分に活用し、個別最適な学びや協働的な学びの向上を目指した授業
改善等を進め、全ての子どもたちの学びの質を高めることにつなげることが重要です。

ＩＣＴの活用
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一
斉
学
習

個
別
学
習

協
働
学
習

資料などが教室のスクリーン
や大型テレビだけでなく、個
人の端末でも見ることができ
る。また、書き込みができるの
で、めあてや課題を明確につ
かみ、学習内容をまとめたり、
振り返ったりすることができ
る。

互いの意見・考え方・作品など
を共有したり、比較検討したり
するために、コンピュータや提
示装置などを活用して意見な
どを効果的に提示できる。

知識や技能の習熟のため、学
習用ソフトウェアなどを活用
して、繰り返し学習する課題
や理解・習熟の程度に応じた
課題などに取り組むことがで
きる。

グループで話し合って考えを
まとめたり、協働してレポート・
資料・作品などを制作したりす
る な ど の 学 習 の 際 に 、 コ ン
ピュータやソフトウェアなどを
効果的に活用できる。

学習活動に必要
な、コンピュータ
などの基本的な
操作技能（文字入
力やファイル操作
など）を児童生徒
が身に付けるこ
とができるよう
に指導する。

児童生徒が文章
作成ソフト・表計
算ソフト・プレゼ
ンテーションソフ
トな ど を活用し
て、調べたことや
自分の考えを整
理したり、文章・
表・グラフ・図な
どに分かりやす
くまとめたりする
ことができるよ
うに指導する。

児童生徒が互い
の考えを交換し
共有して話合い
などができるよ
うに、コンピュー
タやソフトウェア
などを活用する
ことを指導する。

文部科学省 「ICTを活用した指導方法」「授業がもっとよくなる電子黒板活用」より作成

教員の
指導

児童生徒がコン
ピ ュ ー タ や イ ン
ターネットなどを
活用して、情報を
収集したり、目的
に応じた情報や
信頼できる情報
を選択したりで
きるように指導
する。

家庭
学習

１ ２ 授業でのICTの活用について ３ ４

（１）ＩＣＴを活用した授業改善

コンピュータや
提示装置などを
活用して資料な
どを効果的に提
示することで、児
童生徒の興味・
関心を高めたり、
課題を明確につ
かめ たり、学習
内容を的確にま
とめたりできる
ように指導する。
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１ ２ 授業でのICTの活用について ３ ４

〇教材提示・話合い・振り返りに活用
＜デジタル教材、プレゼンテーションソフトなど＞

・子どもたちの興味・関心を高めたり、学習内容を的確にまとめ
たり、全体での話合いや振り返りをしたりすることができる。

〇資料等の端末への配付に活用
＜授業支援ソフトなど＞
・資料やプリントを子どもそれぞれの端末に配付でき、手元で見る
ことができる。

〇意見交流やプレゼンテーションに活用
＜文章作成ソフト、プレゼンテーションソフトなど＞
・子ども一人ひとりが自分自身の考えをまとめて共有できる。
・グループや学級全体での発表や話合いができる。

〇調べ学習で活用
<検索サイトなど>
・子ども一人ひとりが情報を検索し、必要な記事や動画等を
収集・整理できる。

〇教科書にある二次元コードの読み込みに活用
＜カメラソフトなど＞

・各教科等の教科書に記載の二次元コードを読み込むと、 動画や
音声、問題等を視聴できる。

コードを読み込み、動画等を視聴
〇一人ひとりの学習状況に応じた個別学習での活用

＜ＡＩドリル、デジタル教材など＞
・子ども一人ひとりの教育的ニーズや理解に応じた個別学習、
個に応じた指導ができる。

・特別な支援を必要とするなど様々な特徴をもった子どもたち
に対して、よりきめ細やかな対応を行うことができる。

〇写真や動画などの撮影・記録・あとで見返しに活用
＜カメラソフトなど＞

・カメラ機能を活用して、学習対象や学習活動を撮影・記録したり、
あとで見返したりするなどの活用ができる。

※最初から全ての場面での活用を目指すのではなく、子どもの発達段階に応じて、徐々に活
用の幅を広げていく必要があります。例えば、小学校低学年では文字を手で書くことなど
を優先し、端末の活用は、写真撮影や簡単な画像の編集、動画視聴など基本的なところか
ら始めることが考えられます。また、中学年からは文字入力、表やグラフの作成およびイ
ンターネット検索、高学年になると、マルチメディアを用いた資料や作品の制作を行うな
ど、段階的にレベルアップしていくことが、ＩＣＴ活用のポイントになります。

（P.37①の文部科学省「教育の情報化に関する手引」参照）

（２）1人1台、まずはこんな使い方からはじめましょう！

文部科学省資料「GIGAスクール構想の実現について」「ICTを活用した指導方法」より作成

個別学習Ｂ２

一斉学習Ａ１

協働学習Ｃ１

個別学習Ｂ１

協働学習Ｃ１

一斉学習Ａ２

個別学習Ｂ１

個別学習Ｂ１

個別学習Ｂ２

☺
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（３）１人１台、こんなこともできます！

〇課題の提出・比較
＜授業支援ソフトなど＞

・子どもの課題等を回収し、全体に提示し比較することができる。

〇思考を深める学習での活用
＜デジタル教材など＞
・作図やグラフ作成が簡単にできることにより、考えを深める
学習ができる。

〇協働での意見交流での活用
＜授業支援ソフトなど＞
・グループ内での複数の意見・考えを共有し、話合いを通じて
思考を深めながら協働で意見整理を行うことができる。

〇協働制作での活用
＜授業支援ソフト、プレゼンテーションソフト、文章作成ソフト
など＞

・写真・動画等を用いた資料・作品をグループで分担したり、
協働で作業しながら制作できる。

〇個人の表現や制作での活用
＜文章作成ソフト、授業支援ソフト、プレゼンテーションソフトなど＞
・写真、音声、動画等のマルチメディアを用いて多様な表現を
取り入れた資料や作品を制作できる。

〇学校の壁を越えた学習での活用
＜オンライン会議ソフトなど＞

・遠隔地や海外の学校、学校以外の専門家等との意見交換や
情報発信などを行うことができる。

・学校に来られない子どもに対して学習支援ができる。

〇家庭学習での活用
＜デジタル教材、AIドリルなど＞
・情報端末を家庭に持ち帰り、課題に取り組んだり提出したり
できる。

１ ２ 授業でのICTの活用について ３ ４

個別学習Ｂ３

協働学習Ｃ２

協働学習Ｃ３

協働学習Ｃ４

個別学習Ｂ５

一斉学習Ａ３

個別学習Ｂ４

文部科学省資料「GIGAスクール構想の実現について」「ICTを活用した指導方法」より作成

☆次ページから各教科の具体的な場面での活用について説明しています！
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文部科学省｢国語科の指導におけるICTの活用について｣等より作成 （ICT活用ガイドブックP３７③参照）

（１） 国語

１ ２ ３ 教科等での活用について ４

こんなこともできます

まずは、使ってみましょう☺

◆情報を活用して自分の考えを形成する場面
〈文章作成ソフトなど〉
○コメント機能等を用いて助言し合うことができる。

◆学習の内容を蓄積したり参照したりする場面
〈文章作成ソフトなど〉
○校閲機能を用いて推敲することで修正の履歴を残すことがで

きる。
○書く過程を記録し、よりよい文章作成に役立てる。

◆知識・技能の習得を図る場面 〈デジタル教科書など〉

○書写の指導において、デジタル教科書等を活用して、点画の書
き方への理解を深める。

◆情報を収集して整理する場面
〈文章作成ソフト、プレゼンテーションソフトなど〉

○インターネットを活用するなどして集めた、関連する情報を用
いて、意見文を書く。

○全文を一覧できるようにした説明的な文章について、内容の中
心だと考えた語や文に画面上でマーカーを引き、文章全体の
中で自分が選んだものの場所を確認することができる。

◆考えたことを表現・共有する場面
〈カメラソフト、プレゼンテーションソフト など〉

○スピーチや話合いの様子を録画・再生して自分の話し方を確
認したり助言し合ったりする。

協働学習Ｃ１個別学習Ｂ１

6

個別学習Ｂ３ 協働学習Ｃ２

個別学習Ｂ４

個別学習Ｂ２

一斉学習Ａ１



文部科学省｢社会科の指導におけるICTの活用について｣より作成 （ICT活用ガイドブックP３７③参照）

（２） 社会

１ ２ ３ 教科等での活用について ４

こんなこともできます

まずは、使ってみましょう☺
◆情報を収集する場面〈カメラソフトなど〉

〇地域の調査・見学活動において、写真や動画で情報
を集めることができる。

個別学習Ｂ２

◆情報を読み取る場面
〈デジタル教材、画像編集ソフトなど〉

〇様々な種類の地図から、位置や分布、広がり、形状
などの全体的な傾向を読み取り、事実と事実を関連
付けて考えることができる。

動画機能でインタビュー（取材）
を録画して、記録する。

様々な地図を
コンピュータ
上で重ね合わ
せて、一枚の
地図にして、
情報を読み取
る。

◆情報をまとめる場面
〈デジタル教材、プレゼンテーションソフト、
画像編集ソフトなど〉

〇自分たちで収集した画像や映像を基に、自分たちが
調べてわかったことをまとめたり、わかりやすく伝
えたりすることができる。

〇古地図とハザードマップを重ね合わせたり、過去の
災害記録を入力したりできる。

インタビューの結果を、繰り返
し再生し、大切な内容を確認し
たり、撮影した映像や動画を繰
り返し確認して、わかったこと
をまとめる。

みんなの意見を取りまとめて地域
のハザードマップを作成する。

写真機能や動画機能で記録する。

一斉学習Ａ３ 個別学習Ｂ４ 協働学習Ｃ３

一斉学習Ａ１ 協働学習Ｃ１
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文部科学省｢算数・数学科の指導におけるICTの活用について」より作成 （ICT活用ガイドブックP37③参照）

（３） 算数・数学

◆表やグラフを作成する学習場面
〈デジタル教材、表計算ソフトなど〉

〇表計算ソフトを使うとすぐにグラフを
つくることができ、自分の主張を適切に
表すグラフを選択したり、作成したりで
きる。

個別学習Ｂ１

◆自力解決や学び合いの場面〈デジタル教科書など〉

○ワークシートの代わりにタブレットに同時に何枚も

配付できるので多様な考えを引き出すことができる。

○ペア学習やグループ学習の際、書き足したり消した

りしながら説明ができる。

１ ２ ３ 教科等での活用について ４

まずは、使ってみましょう☺

こんなこともできます

◆図形の学習場面〈プログラミングソフトなど〉

〇図形を動的に変化させることで

図形についての感覚を豊かにする。
〇正多角形をプログラムを使って描く。

試行を容易に繰り返すことができ、一人ひとりが自分で考え、操作（試行錯誤）するこ

とで、主体的な探究活動が実現できる。

「２つの対角線の長さを等
しくして、垂直に交わるよ
うに動かしたら、いつも正
方形になる」ことを見つけ
ることが、問題を深く理解
することになる。

一斉学習A2 個別学習Ｂ４

個別学習Ｂ２一斉学習A2

協働学習Ｃ２

8



文部科学省｢理科の指導におけるICTの活用について｣より作成 （ICT活用ガイドブックP37③参照）

（４） 理科

１ ２ ３ 教科等での活用について ４

こんなこともできます

まずは、使ってみましょう☺
◆情報を収集する場面

〈検索サイトなど〉
〇第５学年「天気の変化」の学習において、気象庁の
ＷＥＢサイトから、雲の動きについての情報を集め、
日本付近の天気の変化のきまりについて調べる。

◆事実を捉える場面
〈カメラソフトなど〉

〇第５学年「流れる水の働きと土地の変化」の学習にお
いて、流れる水の働きを調べるモデル実験を行う際、
タブレット等で、土地の変化の様子を録画し、後で再
生しながら、事実を確認する。繰り返し実験すること
が容易ではない場合も、何度も映像を再生して確認す
ることができる。

→

◆事象を繋げる場面
〈授業支援ソフト、カメラソフトなど〉

〇「理科の見方」を働かせて、日常生
活や自然の事物・現象を改めて見つ
めなおし、気付いたことを写真や動
画で撮影・保存しておき、授業に生
かす。

質的・関係的な見方
（片方の量が変われば、
もう片方の量も変わるの？）

◆価値を高める場面
〈カメラソフト、電子メール、

オンライン会議ソフトなど〉

〇子どもが撮影した生物の写真な
どを全国の子どもたちで共有す
ることで、一人のデータがみん
なのデータになり、情報の価値
が高まる。それらの情報をもと
に、学びを深めることができる。

個別学習Ｂ２

個別学習Ｂ２

個別学習Ｂ２ 協働学習Ｃ１

個別学習Ｂ２ 協働学習Ｃ４
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気象庁のHP（http://www.jma.go.jp）より



文部科学省｢小学校音楽科の指導におけるICTの活用について」「中学校音楽科、高等学校芸
術科（音楽）の指導におけるICTの活用について｣より作成 （ICT活用ガイドブックP３７③参照）

（５） 音楽

演奏を録画してもらい、自分たちの
演奏を確認する。一人一台では自分
のタイミングでいつでもできる。

並び替え、反復や変化などを工
夫しながら音楽を作ることがで
きる。

自分が聴きたい部分を何度でも聴ける。演奏を繰り返し
聴いたり、部分を取り出して注意深く聴き返したりする
ことができる。

◆音楽の特徴を捉え、学習の見通しをもつ場面
〈デジタル教材、プレゼンテーションソフトなど〉

〇拡大楽譜から音楽の特徴を共有することができる。
一斉学習Ａ１

◆学習のポートフォリオとして活用する場面

〈カメラソフトなど〉

〇ワークシートとともに前時の演奏の様子を音や動画

で記録に残し、蓄積し、いつでも確認できる。

個別学習Ｂ１

◆１人１台で鑑賞する場面
〈デジタル教材、授業支援ソフトなど〉

〇自分が気になったところを何度でも繰り返し聴くこ
とで、より深く音楽を感じ取ることにつながり、そ
の後の意見交流で活用することができる。

個別学習Ｂ１ 協働学習Ｃ２

◆お手本の演奏と自分たちの演奏を音声と画面

で比較し、音楽表現を工夫していく場面

〈二次元コード読み取りソフト、カメラソフトなど〉

〇PCで再生した音楽を手本にしてリズムで手を打つ。

〇PCで音を聴いて確かめながら試行錯誤していく。

個別学習Ｂ１

◆音楽表現を創意工夫する場面

〈授業支援ソフトなど〉

○作成したリズムループを、PCの画面と音で確かめな

がら、つなげ方の特徴やその面白さを考える。

○作成している途中の作品から課題を見いだし、その

解決策について考えることによって、自分の作品を

見返す視点や修正の方向性について見通しをもつ。

個別学習Ｂ３

１ ２ ３ 教科等での活用について ４

まずは、使ってみましょう☺

こんなこともできます
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文部科学省｢小学校図画工作科の指導におけるICTの活用について」「中学校美術科，高等学校芸
術科（美術，工芸）の指導におけるICTの活用について｣より作成 （ICT活用ガイドブックP３７③参照）

（６） 図画工作・美術

◆鑑賞の学習活動で活用する場面
〈プレゼンテーションソフト、

授業支援ソフト、検索サイトなど〉

◆造形遊びをする活動において、造形的な活動が

できそうな場所を探す場面 〈カメラソフトなど〉

〇候補の場所をカメラで撮影し、グループで相談する際の

資料とすることができる。

協働学習Ｃ１

１ ２ ３ 教科等での活用について ４

まずは、使ってみましょう☺

こんなこともできます

◆コマ撮りアニメーションを制作す

る場面
〈授業支援ソフト、カメラソフトなど〉

〇単に描いたものだけを用いてアニメー

ションを制作するのでなく、手や実際

の花の写真、音声なども取り入れて、

映像メディア機器の特質を効果的に活

用することができる。

〇あらかじめ端末に取り込んでおいた画像を用

い、作家や作品を比べたり、美術館、博物館

等のWebページを閲覧したりすることができる。

協働学習Ｃ３

◆表し方を工夫して段ボール工作で表す場面
〈プログラミングソフトなど〉

〇センサーを作品

の口の中に取り

付けて閉めると

暗さを感知し、

しっぽをふり、

音楽が流れるよ

うにプログラミ

ングするなど、

表し方を工夫す

ることができる。

11

〇プログラミングの機能から表したいことを見付け、形や色、

コンピュータの特徴、構成の美しさなどの感じ方を考えな

がら、表すことができる。



技の行い方を一斉に視聴
（７） 体育・保健体育

◆動画を取り込んだ学習のポートフォリオとして

活用する場面〈カメラソフトなど〉

〇毎時間の動きを撮影し、ワークシートとともに

実際の活動を記録に残し、動きを比較すること

により、自己変容を確認することができる。

◆自分が見たい動きを繰り返し視聴する場面
〈デジタル教材、カメラソフトなど〉

〇跳び箱運動の技の行い方について、見たい動きを必要に

応じて繰り返し視聴することができる。

〇授業で学習した動きのポイントと自分の動きを比較し、

できている点や修正点を確認することができる。

個別学習Ｂ１

協働学習Ｃ２

◆自分の記録を確認する場面〈授業支援ソフトなど〉

〇過去の自分の記録や全国の平均値を検索し、その場で比較が

できる。

〇記録の伸びを実感できる。

個別学習Ｂ３

１ ２ ３ 教科等での活用について ４

文部科学省｢体育・保健体育科の指導におけるICTの活用について）｣より作成
（ICT活用ガイドブックP３７③参照）

◆チームで作戦を考える場面〈授業支援ソフトなど〉

〇各自が考えた作戦をもちよって、チームで交流すること

ができる。

開脚跳び

かかえ込み跳び

あの技、もう少
し見たいなあ

一斉学習Ａ２

まずは、使ってみましょう☺

こんなこともできます

繰り返し視聴
→個に応じた学び

個別学習Ｂ１

◆取組を確認し、再度実施する場面
〈授業支援ソフトなど〉

〇自分の取組動画を確認しながら、試行

錯誤することにより一層、理解が深まり

技能の向上を図ることが期待できる。

個別学習Ｂ３

個別学習Ｂ３
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個別学習Ｂ１



文部科学省｢家庭、技術・家庭（家庭分野）の指導におけるICTの活用について｣より作成
（ICT活用ガイドブックP３７③参照）

（８） 家庭

１ ２ ３ 教科等での活用について ４

こんなこともできます

まずは、使ってみましょう☺
◆生活の中から問題を見いだし課題を設定する

場面〈カメラソフト、デジタル教材など〉
〇子どもたちが撮影した写真や映像（整理や清掃の前後
など）、課題となる社会的な状況の映像（消費者トラ
ブル・食品ロス問題など）、地域の人の困りごとや話
題提供の映像（地域の人からのビデオメッセージな
ど）を活用することにより、子どもたちの課題意識か
ら意欲的な取り組みにつなげることができる。

◆自分が確認したい作業工程の動画を、
何度も再生して活用する場面

〈カメラソフトなど〉
〇作業の中で、つまずいた時や細かな動きを確認
したい時に、必要な場面の動きを個々が何度も
繰り返し再生して活用することができる。

◆過去の作品例等を見て作品を創意工夫する場面
〈カメラソフト、デジタル教材など〉
〇どのような作品を作るか、機能やデザインも含めて検
討する際に、多様な作品例を参照し創意工夫につなげ
ることができる。

◆校外の人と交流する場面〈オンライン会議ソフト〉

〇幼児や地域の高齢者などとふれあう際、対面での交流に遠隔での交流を組み合わせるこ
とによって、さらに活動を充実させることができる。また、地域の施設へのプレゼント
などの社会貢献の際に、遠隔での対話などを組み合わせて、相手意識を強くもち、活動
を充実させることができる。

◆家庭や地域での実践を発表し合う場面
〈カメラソフト、プレゼンテーションソフトなど〉

〇家庭や地域における実践の状況や成果を撮影し、
その写真や映像を活用して発表することができる。

個別学習Ｂ１

個別学習Ｂ１

一斉学習Ａ１

協働学習Ｃ１

協働学習Ｃ４
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道具箱の整理の前後の写真



文部科学省｢技術・家庭（技術分野）の指導におけるICTの活用について｣より作成
（ICT活用ガイドブックP３７③参照）

（９） 技術

１ ２ ３ 教科等での活用について ４

こんなこともできます

まずは、使ってみましょう☺
◆作品製作等のために必要な基礎的な技能を確認する場面
〈カメラソフトなど〉
○教科書の二次元コードからアクセスし、静止画や動画などのデジタルコンテンツで、のこぎ
り引きの仕方などの技能について確認することができる。

◆生徒同士が各自の考えを共有する場面
〈授業支援ソフト、プレゼンテーションソフトなど〉

○生徒が自分の開発しようとする製品のアイディアを
大型ディスプレイにそれぞれ表示することで、多様
な考えにふれることが容易となる。

◆栽培作業を記録する場面
〈文章作成ソフト、表計算ソフトなど〉
○デジタル栽培記録を作成し、作物の育成
状況を踏まえた作業について、作業時間
や経費等も含めて記録していくことで、
自らの取組の効果を確認したり、必要に
応じて改善したりすることが容易となる。

◆設計を最適化する場面
〈３ＤＣＡＤ〉

○製作品のアイデアを、３ＤＣＡＤを用い
て表現することで、経済性（材料）、安
全性（強度）等の視点から、部品の形状
や製作品の構造が最適なものとなるよう
修正・改善することが容易となる。

個別学習Ｂ４
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◆海外・遠隔地の児童生徒と交流を行う場面
〈オンライン会議システムなど〉

〇外国の子どもや元ALTと、自分の住む地域や学校のこと

を紹介し合うことで、お互いの文化について理解を深

めることができる。

○英語の授業において、オンライン会議システム等を使った交流により、「小小連携」「小

中連携」を進めたり、小規模校における交流の機会の充実を図ったりすることができる。

◆新しい言語材料を学習する際に、コミュニ
ケーションのモデル提示をする場面

〈デジタル教材、プレゼンテーションソフトなど〉
〇イメージとともに「聞くこと」の学習を行うことで、
新たな言語材料の意味や使い方が推測しやすくなり、
児童生徒の気づきを促すことができる。

〇言語活動を行う際に、活動で表現する内容に関係のあ
る写真やイラスト等を提示して英語による簡単なやり
取りをすることで、児童生徒の興味・関心を高めたり、
思考を活性化したりすることができる。

◆発表をタブレット端末で共有し、振り返り・学習評価に活用
する場面〈カメラソフト、学習支援ソフトなど〉

〇発表内容を録画し、学習評価や児童生徒へのフィードバックを含
めた様々な用途で活用することができる。

文部科学省｢外国語の指導におけるICTの活用について」より作成 （ICT活用ガイドブックP３７③参照）

（１０） 外国語

発表内容を録画し、データを教師に提出
→子ども同士で録画した映像を基にやり取りしたり、改善
点を共有したりする。

→教師が学習状況を把握し、よい内容のものを提示し、共
有する。また、学習評価に活用する。

◆作成した資料を活用して、発表ややり取り
をする学習活動の場面

〈検索ソフト、プレゼンテーションソフトなど〉
〇図書館やネットで調べたことを基に資料を作成し、その
資料を相手に見せながら、聞き手に分かりやすいように
工夫しながら発表ややり取りをすることができる。

一斉学習Ａ１

協働学習Ｃ４

個別学習Ｂ２

１ ２ ３ 教科等での活用について ４

まずは、使ってみましょう☺

こんなこともできます

協働学習Ｃ１

個別学習Ｂ２一斉学習Ａ３
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文部科学省｢特別の教科 道徳の指導におけるICTの活用について｣より作成
（ICT活用ガイドブックP３７③参照）

（11） 特別の教科 道徳

１ ２ ３ 教科等での活用について ４

こんなこともできます

まずは、使ってみましょう☺
◆多面的・多角的に考える場面〈授業支援ソフトなど〉
〇端末を使って、他者の考えを知り、共有することで、多面的・多角的な見方へと発展
することができる。

◆自分自身との関わりの中で深める場面 〈授業支援ソフトなど〉
〇自己を見つめ、端末に自己の生き方についての考えを表記し、共有する
ことで、自分自身との関わりの中で深めることができる。

〔自分の考えをもつ〕 〔他者の考えを知る〕 〔他者と議論する〕 〔全体で共有する〕

「自分ならどうするか」という
観点から道徳的価値と向き合う。

自分とは異なる意見を
もつ他者と議論する。

道徳的価値を多面的
・多角的に考える。

〔全体に紹介する〕〔教師が把握する〕〔自己を見つめる〕〔他者と議論する〕

他者との合意形成や具体的な解決策を得ること自体が目
的ではなく、多面的・多角的な思考を通じて議論する。

道徳的価値の理解を自分自身
との関わりの中で深める。

◆道徳科の評価の場面〈授業支援ソフトなど〉
〇子どもの学びの記録を毎時間端末に保存することで、成長を継続的に
見取ることができる。

学びの記録を端末
に保存することで

子どもが振り返り
やすくなる。

教師が子どもの学
習状況を把握しや
すくなる。

〔自分の考えを書く〕 〔学びを記録に残す〕 〔ファイリングする〕

個別学習Ｂ２

協働学習Ｃ１

個別学習Ｂ３

一斉学習Ａ３
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《これまでの評価の場面》

《１人１台端末を使って》



（12） 生活

１ ２ ３ 教科等での活用について ４

まずは、使ってみましょう☺

こんなこともできます

文部科学省｢生活科・総合的な学習（探究）の時間の指導におけるICTの活用について」より作成
（ICT活用ガイドブックP３７③参照）

◆学習対象への興味や関心を喚起する場面
〈デジタル教材、カメラソフトなど〉
〇個々の思いや願いに応じて、
学習対象を視覚的で分かりやすく
提示することができる。

例）端末に表示された公園のサムネイル画像の
中から自分が興味をもった写真を選ぶ。
※サムネイル：画像を縮小した見本のこと

一斉学習Ａ１

一斉学習A2

◆記録した情報をもとにした伝え合いの場面
〈カメラソフトなど〉

〇様々な場所を調べたり、利用したりする過程で、

そこで出会う「人・もの・こと」について多様な

情報を記録し、その後の伝え合いに生かすことが

できる。

例）地域の探検の際に、発見したものや出会った人へ

のインタビューをタブレット端末で撮影する。

個別学習Ｂ２ 協働学習Ｃ１

◆活動後に自らの取組を客観的に振り返り、活動のよさに気付く場面
〈カメラソフトなど〉

〇活動や体験に没頭してきた児童が、その後の振り返り活動において自分たちの行為を

客観的に振り返ることができる。

例）教師が活動の様子を動画で撮影しておき、活動後、児童が自らの取組を振り返る際に、

その動画を各自、繰り返し確認することで、自分の姿を客観的に振り返ることができる。

こうすることで、没頭しているときには実感しにくい活動のよさに気付くことができる。

個別学習Ｂ１ 個別学習Ｂ２

◆目的や相手に応じた様々な方法によって情報を伝え合う活動を行う場面
〈カメラソフト、オンライン会議ソフトなど〉

○活動でお世話になった方に、自分の気持ちが伝わるように、表情や話し方などの仕草を

工夫して、ビデオメッセージをつくる。

また、通信環境などが整っていればオンラインでリモート交流を行い、双方向の気持ち

の伝え合いもできる。

協働学習Ｃ４

低学年児童の発達の段階や特性を十分配慮して振り返りや表
現に活用するなど、計画的に情報機器を取り入れ、適切に活用
することが大切です。
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（1３） 総合的な学習の時間

１ ２ ３ 教科等での活用について ４

まずは、使ってみましょう☺

こんなこともできます

文部科学省｢生活科・総合的な学習（探究）の時間の指導におけるICTの活用について」より作成
（ICT活用ガイドブックP３７③参照）

◆情報を収集する場面〈検索サイト、オンライン会議ソフトなど〉

○検索サイト等を活用し、多様な情報、多量な情報、最新の情報、

加工しやすい情報を、いつでも、どこでも、素早く、手軽に調査

し収集することができる。

収集した情報をフォルダに適切に整理・保存して、蓄積した情報

の取り出しや共有が必要に応じて簡便に行えるように配慮する。

個別学習Ｂ２

◆情報を整理する場面〈授業支援ソフト、表計算ソフトなど〉

○蓄積したデータの中から必要なものを取捨選択して取り出し、

表計算ソフトを用いて表やグラフに表すことやシンキングツー

ルを使って分析することが考えられる。

協働学習Ｃ２

◆「個の学び」で活用する場面〈クラウド、カメラソフトなど〉

〇探究的な学習を繰り返す中で、一人ひとりが収集した多様で
多量なデジタルデータ等を端末に長期に渡って集積すること
ができる。
収集した情報を検索や分析など、再構成し、時間軸や空間軸
に沿って俯瞰することができる。

個別学習Ｂ２

◆「集団の学び」で活用する場面〈授業支援ソフト、クラウドなど〉

〇課題の解決に向けて個々が収集したデジタルデータ等をクラウドで

共有し、共通の課題の解決に向け、協働的な学習の中で活用するこ

とができる。

特に、整理・分析の場面では、デジタルデータを検索、授業支援ソ

フト等を活用しながら分析などして情報の構造化や再構成が可能に

なる。

協働学習Ｃ１ 協働学習Ｃ２

「個の学び」と
「集団の学び」の

往還

「個の学び」の深まり
個々の探究的な学習が連続し、より

深い学びを実現する。自らの学びが、
持続的で自覚的になり、一人ひとりの
知識の習得や活用を促進する。

「集団の学び」の深まり
異なる視点でのデータの整理・分

析等により、集団としての新たな知
が生まれ、より深い協働的な学び
を実現する。
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文部科学省｢特別活動の指導におけるICTの活用について｣より作成
（ICT活用ガイドブックP３７③参照）

（１４） 特別活動

１ ２ ３ 教科等での活用について ４

こんなこともできます

まずは、使ってみましょう☺
◆学級での話合い活動において、意見を出し合ったり
比べ合ったりする場面〈授業支援ソフトなど〉

〇個人の意見を表明し合うとともに、意見を比べ合うこと
ができる。

〇友達の発表を聞いて意見が変わったときは、意見を書い
たカードを電子で提出し直すことで、意見の変容を全体
で確認したり共有したりすることができる。

◆他校の児童会・生徒会と意見交換等を行う場面
〈オンライン会議ソフトなど〉
〇他校での取組を知ったり、多様な意見を
聴取したりすることができる。

協働学習Ｃ４

様々な取組や考えを知ることを通して、自校での活動を
見直し、よりよくしていくための機会になる。

◆オンラインで「朝の会」の時間をもつ場面
（学級閉鎖/分散登校等の期間）

〈オンライン会議ソフトなど〉
〇決まった時間にオンラインで「朝の会」を行うことで、
生活のリズムを整えることができる。

※「朝の会」は、特別活動の時間ではないが、特別活動で
大切にしている『人間関係形成』や学びに向かう集団の
基盤形成に関わっているため、ここで紹介する。

協働学習Ｃ１

オンライン
朝の会

「全員の意見が（平等に）
表明できてよかった。」

個人の意見の表明・共有はコンピュータや提示装置、それらを
分類・整理するのは黒板など、目的によって道具を使い分ける。

◆児童会・生徒会活動やクラブ活動、学校行事等での
取組を振り返り、発信する場面

〈授業支援ソフト、オンライン会議ソフトなど〉

〇共同編集機能を活用し、各委員会/各クラブ/各学級での
取組を１枚の新聞にまとめる。

〇チャット機能や音声でのやり取りを活用することで、他
の取組のまとめを見たり相互に助言したりしながら同時
に記事を書き足したり書き直したりすることができる。

協働学習Ｃ３

助言・再編集・確認等を
同時に行うことができる。

協働学習Ｃ４
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２ ３ ４ 遠隔教育について ５

(1)遠隔教育の種類

遠隔教育とは、実施する目的や接続先等から「ア 多様な人々とのつながりを実現する遠隔
教育」、「イ 教科等の学びを深める遠隔教育」、「ウ 個々の児童生徒の状況に応じた遠隔
教育」の３つに分類されます。

ア 多様な人々とのつながりを実現する遠隔教育

〇遠隔交流学習
（他校と児童生徒同士が交流）

〇遠隔合同授業
（他校の教室とつないでの授業）

他の学校とつないで合同で授業を行うことで、協働して学習に取り組んだり、
多様な意見や考えにふれたりする機会の充実を図る。

イ 教科等の学びを深める遠隔教育
（遠方にいる講師等が参加して授業を支援）

〇ＡＬＴとつないだ遠隔学習 〇専門家とつないだ遠隔学習

遠方にいる講師等が参加して授業を支援することで、自校だけでは実施しに
くい専門性の高い教育を行う。

ウ 個々の児童生徒の状況に応じた遠隔教育

〇日本語指導が必要な児童
生徒を支援する遠隔教育

〇学校に来られない児童生徒
を支援する遠隔教育

〇病弱の児童生徒を支援
する遠隔教育

特別な配慮を必要とする児童生徒や、何らかの理由で学校に来られない児童生徒等
に対して、遠方にいる教員等が支援することで、それぞれの状況に合わせたきめ細かな
支援を行う。また、一人ひとりの児童生徒がそれぞれ教員等とつながることで、それぞ
れの興味関心に寄り添った指導を行う。

文部科学省｢教育の情報化に関する手引（追補版）｣より作成20



２ ３ ４ 遠隔教育について ５

（２）オンライン授業について

イ 授業の流れ（使用するソフトによって異なる場合があります）

① 先生の準備
・グループ（クラスまたは教科ごと）をつくり、児童生徒をメンバーとして登録する。
・授業のスケジュールを決めて児童生徒に知らせる。
・事前に基本操作方法を知らせる。
・授業で使う教材（電子データ）の準備

② 先生の作業（授業の開始～終了）
･ソフトを起動し、スケジュールで設定
した授業に入る。
•ビデオ映像/音声出力の確認
※児童生徒に呼び掛けて答えてもらう。

•児童生徒に音が聞こえているかの確認
※聞こえない児童生徒には、チャットでメッセージを送ってもらう。

•授業を開始（準備した教材の配付等）
•授業後、児童生徒に部屋から退出するよう促す。

③ 児童生徒の作業（授業への参加）
•ソフトを起動し授業を選択し参加 ※カメラON マイクOFF（ミュート）
•先生の音声が聞こえるか確認
【授業中の自分の音声】
•自分が発言する際にはミュートボタンを押してマイクONにする。
•自分の発言が終わったら、ミュートボタンを押してマイクOFFにする。

Microsoft ｢Teams を利用してこれから始めるオンライン授業の手引き（小中学校向け）｣より作成

•慣れるまでは、2名の先生で対応を
※メインで授業を実施する先生と配信
中の映像確認や生徒からのチャット
対応などを行う先生

ア 準備するもの
①オンライン会議ソフト
②マイク（教師や児童生徒の声を集音するためのマイク）
③スピーカー（接続先や児童生徒の声を伝えるためのスピーカー）
④大型提示装置（接続先の様子、板書やデジタル教材などを映す大型の提示装置）
⑤カメラ（教師や児童生徒、黒板などに書かれた内容を写すためのカメラ）

以下に同時双方向型を行う際に、主に必要となる機器等および授業の
流れを示しますので、参考にしてください。

※ネットワーク環境については、１接続あたり２Mbpsの帯域を全ての経路において安定し
て確保できれば、授業中に回線が途切れることなく，必要最低限の通信品質を維持でき
ると考えられています。
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オンライン授業とは、インターネットを通じて行われる授業形態です。録画した映像を各
自で視聴し学習していく「オンデマンド型」と、リアルタイムで先生と生徒を繋ぎ、双方向
によるコミュニケーションが行える「同時双方向型」等があります。それぞれの特徴を理解
して行うことが大切です。

オンデマンド型
○自分で視聴する時間を決められる。
○ポイントを何度も繰り返し視聴できる。
●録画なのでコミュニケーションがとれ
ない。

同時双方向型
〇質問などのコミュニケーションがとれる。
〇対面授業に近い形で行うことができる。
●通信環境に左右されやすい（音声や映像がズ
レる、切れるなど）。



〇 毎日の振り返りの記述でタイピング力ＵＰ

毎日帰りの会で5分間のタイピング練習を行う。内容は授業の振り返りや日記など好きなテーマ
で実施する。児童生徒のタイピング力が向上する他、教師が児童生徒の様子を知ることができる。

〈使用ソフト〉 ・文章作成ソフト ・アンケート機能＋表計算ソフト

※５分間で自分が入力できた文字数
をカウントして表計算ソフトに入力。

※グラフが作成され入力文字数の
推移を可視化。

ここまでは主に、授業の中での活用方法を紹介しましたが、他にも様々な場面で活用すること
ができます。普段から使う機会を増やしていくことで、先生方や子ども達が、端末や新たに使う
ソフト等の操作に慣れていくことにもつながります。

３ ４ ５ 授業以外でのＩＣＴの活用について

(1)授業以外の場面での活用例

文部科学省 特設ホームページ（「StuDX Style」）より作成

ア 朝の会での活用例

〇 「朝ノート」で健康観察

朝の会の健康観察の際に、これまでの観察に加えて、授業支援ソフト等を使って、自分の体調
等について先生に報告する時間を設ける。直接見るだけでは把握しにくい児童生徒の様子もい
ち早く知ることにつながる。

〈使用ソフト〉 ・授業支援ソフト

※児童生徒一人ひとりの様子を見な
がら、教師が速やかに返事を返す
こともできる。

イ 帰りの会での活用例

22



３ ４ ５ 授業以外でのＩＣＴの活用について

文部科学省 特設ホームページ（「StuDX Style」）より作成

(２)家庭（保護者）に向けての活用例

家庭（保護者）に向けての活用としては、学校や家庭のそれぞれの実情に合わせながら、双
方の負担軽減が図れるよう、学校における連絡手段のデジタル化を進め、保護者への、例えば
行事への出席確認等、双方向の連絡手段としての活用などが考えられます。

イ 個人懇談の日程の希望調査をオンライン化

保護者会などの出欠確認や個人懇談の日程希望調査は、これまで家庭と紙媒体のやりとりに
よって実施されてきたが、アンケート機能を使って調査し、表計算ソフトで集計することによって、
印刷、配付、回収、集計にかかっていた時間を短縮することができる。

〈使用ソフト〉 ・アンケート機能＋表計算ソフト

※アンケートフォームを作成し、回答ペー
ジのＵＲＬを一斉メールで通知する。

※各家庭からの回答を、自動的に表計算ソフトで集計させ
ることができる。

ア 学級通信等の配付

学級通信や手紙を作成し、スライドソフトを使い、これまで紙媒体で配付していた手紙等をオン
ライン化する。

〈使用ソフト〉 ・スライドソフト

※保護者の端末に配信された画面 ※学級通信をオンライン配信

23



３ ４ ５ 授業以外でのＩＣＴの活用について

文部科学省 特設ホームページ（「StuDX Style」）より作成

(３)職員間での活用例

先生方の働き方改革を進める上でも、ＩＣＴ機器の効果的な活用は有効です。会議等の効率
化による時間短縮の他、授業で１人１台端末を活用するための先生方のスキルアップにもつな
がります。

イ 授業研究会におけるクラウド活用

研究授業後の研究協議会でクラウド環境で共同編集機能を活用する。スライドソフト等を活用
することで共有化された紙面に参加者の意見が書き込まれていくので、これまで付箋操作等で意
見の共有にかかっていた時間が短縮され、協議の時間を確保することができる。

〈使用ソフト〉 ・スライドソフト（ホワイトボードソフト）

※授業を振り返りながら、各自が
意見を共有化されたスライドに
入力していく。

※先生自身が実際にこのような体験をすることで、授業で
の協働学習をイメージしやすくなる。

24

ア オンライン会議ソフトを活用した職員会議の実施

オンライン会議ソフトを活用することで、会議資料等が画面で閲覧できるため、印刷時間の削減
や紙代の節約などが見込まれる。また、全員で職員室等に集まる必要がなく、スケジュールした時
間に計画的に行うことで時間を効率的に使うことができる。さらには、オンライン上での資料配付
や意見交換、協働制作などを教員が体験しておくことで、遠隔教育でオンライン会議ソフトを使う
際に役立てることができる。

〈使用ソフト〉 ・文章作成ソフト ・オンライン会議ソフト



４ ５ ６ 児童生徒への指導事項 ７

(１)最初に指導したいこと

ここでは１人１台端末を児童生徒が使用する際に、まず最初に指導しておきたいことの例を
いくつか紹介します。各学校や学年等の実態に応じて、様々な内容や指導の仕方が考えられま
す。学校の状況に応じて御活用ください。

いろんな情報を集めたり、まとめたり、
みんなに発表したりできるようになり
ます。

ア 「こんなふうに使っていきましょう」

音声や画像などのデータを送ったり、話し
合いができるようになったりします。

自分のペースに合
わせて学習ができ
るようになります。

例えば･･･

イ 「こんなことに気をつけましょう」

ネットで起きる問題にも
気をつけましょう。

精密な機器なので大切
に使いましょう。

決まりを守って学
習のために使いま
しょう。

例えば･･･

25

ウ 「利用の方法を覚えましょう」

自分の端末を
保管庫等から
取り出す

端末を起動する 終了する
端末の保管場所
へ返却する

授業に円滑に入れるよう、保管庫から端末を取り出し準備すること、起動から終了ま
での利用、さらには保管庫へ戻すといった片付けの内容を確認しましょう。

授業等
におけ
る端末
の活用

使い方に困ったと
きは先生や友達に
聞いてみよう。



イ 情報モラル教育の進め方
具体的に情報モラルの指導では、「日常モラルを育てる」「情報技術の仕組みを理解させる」

「日常モラルと仕組みを組み合わせて考えさせる」ということが必要となります。

情報モラルには複雑で多様な問題があるように見えますが、その要因や結果を整理すると、全
ての問題は次の３つの視点で分類できます。

① （インターネットやSNS、ゲーム等に）依存する。
② 相手とのやり取りで問題を起こす。
③ 自分が被害者や加害者になる。

実態調査等を踏まえて児童生徒が抱いているこの３点を明らかにし､どの視点で指導するのかを
考えて取り組むことが必要です。

携帯電話・スマートフォンやソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）が子どもたちに
も急速に普及する中で、児童生徒が自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任をもつとともに、
犯罪被害を含む危機を回避し、情報を正しく安全に利用できるようにするため、学校における情
報モラル教育は極めて重要と考えられています。

ア 学習指導要領解説での情報モラル教育の基本的な考え方
学習指導要領解説における情報モラルは『情報社会で適正な活動を行うための基になる考え

方と態度』と示されており具体的には次のように解説されています。

① 他者への影響を考え、人権、知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任をも
つことや、犯罪被害を含む危険の回避など情報を正しく安全に利用できること

② コンピュータなどの情報機器の使用による健康との関わりを理解すること

４ ５ ６ 児童生徒への指導事項 ７

(２)情報モラル教育について

文部科学省「教育の情報化に関する手引（追補版）」より作成26



ウ 情報モラル教育にあたり教師が持つべき知識

① インターネット上で起きていることに関する知識
新聞やニュースなどから児童生徒が事件に巻き込まれたり関わったりした事例を把握し

たり、自分の学校の児童生徒がスマートフォンやタブレットを通じてインターネットをど
のように使っているかについて調査したりするなど、現状を把握しておくことが大切にな
ります。

現状をしっかり把握することが情報モラル指導の第一歩

例えば・・・
「メッセージソフト内の会話による悪口や仲間外れ」
「なりすまし投稿による誹謗中傷」
「フリマサービスやオンラインショッピングでのトラブル」
「不正ソフトやウイルスによる個人情報漏えい」
「ワンクリック詐欺やウイルスなどによる不当請求」 など

② 法令の知識
SNS上で他人の個人情報を勝手に公開したり、誹謗中傷で相手の名誉を傷つけたり、著作

権処理をせずに音楽や画像ファイルを掲載したりすることなどが法に触れる可能性があると、
教師が認識しておくことが大切です。（ＨＰ等で情報を入手することができます。）

○刑法：法務省 ※脅迫，名誉棄損 等
○出会い系サイト規制法：警察庁
○不正アクセス禁止法：経済産業省
○著作権法：文化庁
○電子契約法：経済産業省
○リベンジポルノ防止法：警察庁
○個人情報保護に係る法令

４ ５ ６ 児童生徒への指導事項 ７

文部科学省「教育の情報化に関する手引（追補版）」より作成

③ 問題への対処に関する知識
情報モラル教育は、問題発生の予防的な側面を主に担うものと考えられていますが、教師

は問題が起きた場合の対処についても知っておく必要があります。

（例）※名誉棄損やプライバシー侵害等があった場合
・内容やURL を確認し、保存しておく。（スクリーンショットやプリントアウト）
・SNS などの管理者やプロバイダへの削除依頼はどのように行うか把握しておく。
・必要に応じて法務局または地方法務局の協力を求める。

※児童生徒の生命､身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは､直ちに所轄警
察署に通報し適切に援助を求める。

※SNS を利用したいじめなどについては､より大人の目に触れにくく､発見しにくいため､保護
者においてもこれらについて理解を求めていく。

○プロバイダ責任制限法：総務省
○児童買春・児童ポルノ禁止法：警察庁
○迷惑メール防止法：総務省
○特許法：特許庁
○特定商取引法：消費者庁
○青少年インターネット環境整備法
○青少年健全育成条例 等

27



４ ５ ６ 児童生徒への指導事項 ７

文部科学省「情報化社会の新たな問題を考えるための教材 指導の手引き」より

文部科学省の教材を活用（動画教材および指導の手引き）

「情報化社会の新たな問題を考えるための教材」紹介資料

モデル指導案，ワークシート
例，アンケート例等を掲載
（文部科学省HPにて公開）

エ 情報モラルの指導に関する資料

28



４ ５ ６ 児童生徒への指導事項 ７

オ 情報モラルに関する指導の例

⑱ 著作物を公開するためには（ネット被害、ＳＮＳ等のトラブル）

前ページで紹介しました文部科学省「情報化社会の新たな問題を考えるための教材 指導の手引き」
より「教材⑱」を使った指導の例を紹介します。この教材は受け手・送り手両方の立場から、著作物を取
り扱う際の注意点、公開範囲の違いによる法律やマナーの違いなどを考えさせるものです。他にも多く
の動画教材やワークシートなどが公開されていますので児童生徒の実態に応じて活用してください。

文部科学省「情報化社会の新たな問題を考えるための教材 指導の手引き」より 29



４ ５ ６ 児童生徒への指導事項 ７

文部科学省「情報化社会の新たな問題を考えるための教材 指導の手引き」より30



文部科学省「情報化社会の新たな問題を考えるための教材 指導の手引き」より

４ ５ ６ 児童生徒への指導事項 ７
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ア 事前の準備等

緊急時において端末を家庭等に持ち帰り活用することを念頭に置き、以下の点に留意した上

で、学校や地域の実情に応じたルールを作り、児童生徒および保護者の理解と協力を得て、家庭
等での適切な管理が行われるようにしましょう。

〇端末の貸出し状況の把握

紛失等の防止の観点から、学校において、端末の貸出し状況を適切に把握する仕組を検討しま

しょう。

〇セキュリティへの配慮

適切にフィルタリングを活用するなどして、外部からの攻撃や利用者による有害情報へのアクセ

ス等を防ぐとともに、個人情報の扱いに注意を促すなど情報モラル教育の機会としましょう。

〇端末の設定の確認

校外のネットワークと異なる家庭等でのネットワーク接続を円滑にするために「GIGAスクール

サポーター」や「ICT支援員」といった専門家と相談しながら適切に端末の設定を行いましょう。

〇連絡体制の確認

学習に必要な課題の配付や故障時の連絡など、学校・家庭間で緊密な連携がとれる体制の確

認をしましょう。

（３）持ち帰らせる際の注意事項

イ 端末利用時

家庭等に持ち帰った端末を利用するにあたっては、公費によって購入された端末が貸与されて
いるという観点から、以下の点に留意し、児童生徒に対し、適切な端末の利用方法を指導するとと
もに、保護者の理解と協力を得られるように、端末の取扱いについての文書を出すなどしましょう。
(次ページの保護者や児童生徒への文書例を参照してください）

〇利用者の明確化

児童生徒や保護者などあらかじめ決められた者が端末を利用できるものであることを確認しま

しょう。

〇利用目的の明確化

学校とのやり取り、学校から与えられた課題の実施、授業の配信などといった利用目的を明ら

かにして端末を貸し出しましょう。

〇安全な環境での利用

児童生徒には、火元、水廻りなどを避け、端末を大切に扱うよう指導しましょう。

文部科学省「学校に整備されたＩＣＴ端末の緊急時における取扱いについて」より作成

４ ５ ６ 児童生徒への指導事項 ７
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４ ５ ６ 児童生徒への指導事項 ７

文部科学省「学校に整備されたＩＣＴ端末の緊急時における取扱いについて」より作成

保護者・児童生徒への文書例

＜相模原市作成の例＞ ＜戸田市作成の例＞

＜渋谷区作成の例＞
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５ ６ ７ 著作権について ８

〇著作権
著作権制度は、著作物の正しい利用を促し、著作権を

保護し、文化の発展に寄与することを目的としています。

他人の著作物をコピーしたり、ネット配信したりするなどの利用をするには、原則、著作物ごとに許可
（許諾）を得ることが必要です。

〇著作権法第３５条
他人の著作物は、著作権法35条の範囲内で（※）無許諾・無償で授業目的に利用することが可能。

（※）ただし、著作権者の利益を不当に害するものはだめです。その他、著作権法32条（引用）や著作権法38条（非営利無償の
上映・演奏） など35条とは異なる条文が適用になってOKとなる場合があります。

▽他人の著作物を利用した教材を紙にコピーして、 児童生徒に配付するのはOK 
▼インターネットを経由して提供するのは授業目的でも35条の範囲外なので原則、許諾が必要

※遠隔合同授業等（対面での授業を、インターネットで遠隔地の別教室等に同時中継）は、もともと無許諾・無償で利用できます。

～教育現場での不満の声～
「他人の著作物を利用した教材の紙での配付は認められるのに、インターネット経由は認められない
のでは、 著作物の利用を控えてしまう」

〇授業目的公衆送信補償金制度
指定管理団体(SARTRAS)に補償金を支払うと、

遠隔合同授業等以外の授業でも、無許諾で他人の
著作物を利用した教材をインターネット経由で送信
（＝授業目的公衆送信）することができます。

ドリルやワークブックといった児童生徒等の購入を想定した著作物を、購入させ
ずに複製や公衆送信を行うことなど、著作権者の利益を不当に害するような場合
については、別途許諾が必要です。 （紙であってもデータであっても）

著作物：小説、音楽、イラストなど、それ
をつくった人の考えや気持ちを
作品として表現したもの

著作権者：著作物を創作した人著作権によって

でも

だから

そこで

授業目的であれば何でも自由に
利用できるということではない。

（１）著作権と授業目的公衆送信補償金制度

SARTRAS「 授業目的公衆送信補償金制度の概要」から作成

これまでも可能であったこと

「授業目的公衆送信補償金制度」によって可能になったこと

34

2018年の著作権法改正により、ＩＣＴを活用した教育での著作物利用の円滑化を図るため、授
業の過程における著作物の公衆送信について、補償金を支払うことで個別に著作権者等の許諾を
得ることなく行えるようになりました。（ただし授業の過程で必要と認められる限度内の利用で、
また著作権者等の利益を不当に害することがないことが条件です。）以下に制度の概要を説明し
ます。



（２）著作権に関するQ&A

Ｑ１ ある学校の生徒ですが、学校のパソコンを使いインターネットからプリントアウトした資料を複
写し、クラスの班の皆に配付するのは、著作権の問題がありますか。

Ａ１ 一般的には問題ありません。
授業で使用するためであれば、授業を担当する先生だけではなく、授業を受ける児童・生徒等

も著作権者の了解なしに著作物をコピーしクラスの生徒や先生に配付することができます（第３５
条）。

Ｑ２ 学校で、授業に関係のある様々なホームページの中からわかりやすいページを教師がプリント
して印刷し、授業の中で児童・生徒に配付しようとする場合、著作権の問題がありますか。

Ａ２ 原則として著作権の問題は生じません。学校における授業で使用するためであれば、教師は著
作権者の了解なしに著作物をコピーしてクラスの児童・生徒に配付することができます（第３５条
第１項）。

文化庁ホームページ 「著作権なるほど質問箱」より抜粋

（３）「授業目的公衆送信補償金制度」に関するQ&A

Q１ 平成３０年著作権法改正により「授業目的公衆送信補償金制度」を創設した趣旨と制度の概
要を教えて下さい。この制度により、教育現場で新たにどのような行為が行えるようになるので
しょうか。

A1 教育現場での著作物利用に関しては、従来から、対面授業のための著作物のコピー・配付や、
対面授業の様子を遠隔地に同時中継する際の著作物の送信は、権利者の許諾なく行えることと
なっていました。

一方で、その他のインターネット送信については個別に権利者の許諾が必要とされていました
が、利用を断られたり、権利者を探し、許諾を得るための交渉に多くの手間と時間がかるなどに
より、円滑に著作物が利用できない場合があるという課題が指摘されていました。

このような課題を解決し、ＩＣＴを活用した教育の推進に資するよう、平成３０年著作権法改正に
より、学校の設置者が文化庁の指定する権利者団体（指定管理団体）に一括して補償金を支払
うことで、個別の許諾を要することなく様々な著作物を円滑に利用することができる制度（授業
目的公衆送信補償金制度）を創設しました。

この制度により、例えば、予習・復習・自宅学習用の教材をメールで送信することや、リアルタイ
ムでのオンライン指導やオンデマンドの授業において、講義映像や資料をインターネットで児童
生徒等に対して送信することなどが可能となります。なお、例えば、児童生徒等が購入することを
想定したドリル・ワークブックをそのまま送信するなど、著作権者の利益を不当に害する行為は
認められませんので、御注意いただければと思います。

文化庁著作権課 「平成３０年度著作権改正による『授業目的公衆送信補償金制度』
に関するQ&A」(令和２年４月２４日)より抜粋

５ ６ ７ 著作権について ８
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５ ６ ７ 著作権について ８

（３）「授業目的公衆送信補償金制度」に関するQ&A

文化庁著作権課 「平成３０年度著作権改正による『授業目的公衆送信補償金制度』
に関するQ&A」(令和２年４月２４日)より抜粋

Q2 誰もが見られるウェブサイト上に、教材や授業動画をアップロードすることはできますか。また、
学校間で教材の共有をすることはできますか。

A2 権利者から許諾を得ない限り、授業を受ける児童生徒等に限定して配信する必要がありますの
で、誰もが見られるウェブサイト上にアップロードすることはできません。

なお、例えば、ＹｏｕＴｕｂｅを活用する場合、「非公開」や「限定公開」という設定を行うことによって
受信者を限定することができます。

また、この制度は、あくまで個々の教員が自らの授業のために教材等を作成・配信することを認
める制度ですので、学校間での教材の共有はできません。なお、この制度とは別途、権利者団体
においては、学校間での教材の共有にも対応した包括的なライセンス（許諾）について検討されて
います。

Q３ 「授業の過程における利用」が対象ということですが、教育課程内の活動に限定されるのでしょ
うか。また、予習・復習は対象となりますか。

A３ 学校等の管理下で責任を持って行われる教育活動であれば、教育課程外の活動（例：部活動や
補習）を含めて、制度の対象となります。また、授業の予習・復習の際の利用も対象となります。
詳細については、令和２年度版運用指針を御参照下さい
（https://forum.sartras.or.jp/info/004/）。

Q４ 外国の著作物や、ＪＡＳＲＡＣなどの権利者団体に加入していない者の著作物も利用できるので
しょうか。

A４ この制度では、法律上、全ての権利者の権利を制限して、一定の要件の下で許諾なく利用でき
るようにしています。このため、外国の著作物や権利者団体に加入していない者の著作物も利用
することができます。

Q５ 「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には、制度の対象とならない（許諾が必要）
とのことですが、これに該当するかどうかは、どのように判断するのでしょうか。

A５ 著作権法第３５条第１項において、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」にはこの
制度が適用されない（許諾が必要となる）ことが規定されています。

これに該当するか否かは、学校等の教育機関でコピー・配信が行われることによって、現実に市
販物の売れ行きが低下したり、将来における著作物の潜在的販路を阻害するかという観点から
判断されるものです。

典型的には、ドリルやワークブックなど児童生徒等が購入することを想定して販売されている
資料を、その購入等の代替となるような態様でコピー・配信することが「著作権者の利益を不当
に害することとなる場合」に該当します。詳細については、令和２年度版運用指針を御参照下さ
い（https://forum.sartras.or.jp/info/004/）。具体的な事例については、今後追加され
ていくことが予定されています。
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６ ７ ８ 参考となるサイト集

Windows（Office365）に関して

Google（G Suite）に関して

iPadに関して

教科等での活用に関して

ＩＣＴ機器の活用全般に関して

①文部科学省「教育の情報化に関する手引（令和元年12月）」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00117.html

②文部科学省 特設ホームページ（「StuDX Style」）
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_01097.html

③文部科学省 各教科等の指導におけるICT の効果的な活用に関する参考資料
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/mext_00915.html

④はじめてのMicrosoft 365 Education
https://education.microsoft.com/ja-jp/learningPath/60d68bde

⑤Google for Education 概要編(学習ソフトの簡単な説明動画)
https://www.youtube.com/watch?v=rcFpDcn3RT0&list=PLP7Bvyb3ap46KwIKe53l-JPeReqHc3cGU

⑥Google Classroom の利用方法動画
https://teachercenter.withgoogle.com/gettingstarted/week3

⑦クイックガイド - Appleで学ぼう
http://apple.co/learningwithapple_JA 

⑧教師のみなさんに役立つヒント30
http://apple.co/tipsforteachers_JP 
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６ ７ ８ 参考となるサイト集

情報モラル教育に関して

著作権（授業目的公衆送信補償金制度）に関して

⑩Microsoft Teams を利用してこれから始めるオンライン授業の手引き（小中学校向け）
https://aka.ms/RemoteLearningK12

⑬文部科学省「情報化社会の新たな問題を考えるための教材」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1416322.htm

⑭「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会」のウェブサイト
https://sartras.or.jp/

⑨はじめてのTeams for Education
https://education.microsoft.com/ja-jp/learningPath/fadd325f

オンライン授業に関して

Microsoft Teams

Google Meet

Zoom

⑪Google Meet のスタートガイド（Google for Education Teacher Center）
https://edu.google.com/intl/ja/teacher-center/products/meet/?modal_active=none

⑫Zoomマニュアル（Zoomアカデミージャパン）
https://zoomy.info/manuals/

38

滋賀県総合教育センター研究成果物

⑮小・中学校における児童生徒の情報活用能力を育成する授業づくりのあり方
－児童生徒がICTを適切に活用する学習活動の充実を図る校内研修を通して－
（ＩＣＴ活用授業づくりプロジェクト研究：Ｒ２）
https://www.shiga-ec.ed.jp/www/contents/1610696934203/index.html
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