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🔖 １ 熊本地震から始まった熊本市のICT整備



熊本地震と未来への人づくり熊本地震と未来への人づくり



この時、子どもたちとの繋がりが
絶たれ、約１ヶ月学びが止まった

熊本地震からの復興に向けた、100年後の礎づくりとして、子ど
もたちへの教育ＩＣＴ環境づくりが非常に重要。
子どもたちが「深い学び」「深い思考」をする多様な学びを実現

するためには、ＩＣＴ環境整備は必要不可欠。

地震からの復興の担い手となるのは今の子どもたち。教育に投資

をしていかなければ、復興は成し遂げられない。短期間に一気に投

資を行い、多くの子どもたちにいち早く、そうした環境で学んでも

らうことができる。



２万３４６０台

教職員１人１台
児童生徒数の１／３の台数

iPad セルラーモデル

2018年度 モデル校に導入開始
2019年度 小学校92校運用開始
2020年度 中学校42校運用開始

GIGAスクール構想以前の熊本市の教育ICT整備

いつでもどこでも繋がる
誰でも使える



導入スケジュール

2018年度

先行導入校研修
8月16日～8月31日
小学校 16校
中学校 8校
合計24校

小学校導入研修
1月8日～2月25日
小学校 76校

小学校導入校
4月運用開始

中学校導入研修
11月～12月
中学校 34校

2019年度 2020年度

中学校導入校
4月運用開始

先行導入校
９月運用開始

中学校1人１台導入
10月～11月
中学校 42校

小学校1人１台導入
11月～21年1月
小学校 92校

コロナ禍おけ
るオンライン
授業開始



🔖 2  今年度４月〜５月のオンライン授業への取組について



今なら１人１台のLTE iPadを持ち帰っているので何でもできる

現在、学校に示しているオンライン授業モデル

【感染が不安で登校できない児童生徒、濃厚接触者等出席停止者がいる場合の対応】
〇保護者・児童生徒と相談の上、希望に応じて各学校で工夫して行う。
〇授業動画のライブ配信等

【学校内で感染者（濃厚接触者）が出た場合の対応（例）】
◎学級・学年閉鎖･･･オンライン授業実施
※作成した時間割（内容・時間）は、各学校において児童生徒・保護者へ配付
する。（保護者の不安への対応）

〇オンライン授業の例
・・・一日に４コマ程度（午前２コマ、午後２コマ）の授業実施を想定。



今年度４月当初の熊本市の状況

小学校 ９２校
中学校 ４２校 ６０，０００人の子どもたち

市内全ての学校の学びを止めないた
めにどうすればいいか・・・

NIID 国立感染症研究所

タブレットは子どもの数の１／３しかない

小学校は１年間タブレットを活用した授業改
善に取り組んできている

中学校は４月から運用を始めるところでタブ
レットを活用した授業はしたことがない



限られた環境、今の教職員のスキルの中で何が
できるのか

どうすることが公正なのか

子どもたちと繋がるために
できることは何でもする熊本市教育センターとしての答えは・・・



アンケート調査１
小学校 １年生〜６年生
中学校 １年生〜２年生
調査期間 3月30日〜31日
・家庭の通信環境を調査

家庭のネット利用環境調査

67%

33%

71%

29%

小学校 中学校

ありあり

なしなし

Microsoft Formsを使って
アンケートを作成しURLを
各学校から一斉メールで配信・・・２日で約３万人の回答



インターネット環境のない家庭にこれまで整備している１／３のタブレット
を貸し出すことでオンライン授業が可能になるのではないか

実際は・・・学校で詳細なアンケート、１件１件学校が電話での聞き取りをすると

ネット環境はあっても、端末はバラバラ
タブレットがあればいいが、ほとんどはスマートフォンかPC
なおかつ、カメラがついていない、OSもバラバラ
スマートフォンのみの場合は、通信量の制限
Wi-Fiの使用量も制限がある場合も

でも保護者から「うちはスマホで我慢するから他の人にタブレットを回してい
いですよ」という声も

・・・・熊本地震の経験もあると思う



そんな中でのオンライン授業・・・・どうする？

まずはどうにかして繋がりを作ろう
・・・担任が毎日電話したり、家庭訪問するのは無理

何とかして子どもと繋がる
・・・まずは繋がって健康観察ができればOK

機器の設定、接続がうまくいかない場合はその都度支援を
していく



テレビ番組で学習支援おすすめ学習サイト オンライン授業

民放４局・NHK

新学期当初 教育センターで取り組んだこと



新学期当初 オンライン授業のために教育センターで取り組んだこと

・学級編成と環境設定の変更

・ZOOMのインストール、設定、ライセンス取得

・オンライン授業のモデルの構築

・家庭のPC等の環境設定マニュアル、動画作成

・研修準備、研修

・全ての中学校を回ってのサポート



オンライン授業のモデル、方法をHPで配信

学校間の差、教
師間のスキルの
差への対応



家庭のどの端末でも利用
できるように教師向けだ
けでなく、家庭向けにマ
ニュアルを作成しWebで
配信

家庭向けマニュアルの作成、配信

家庭環境の差
への対応



YouTubeチャンネルで動画にして配信

教師も子どもも
わかるような説
明への対応





小学校３年生〜６年生（１・２年生も保護者とつながる）
中学校１年生〜３年生

授業支援アプリ

ロイロノート

＋
Zoom

ビデオ会議

メタモジ

ZOOMとロイロノートの組み合わせによるオンライン授業



時間を決めて健康観察 学習課題を伝える

時間をかけて
取り組む課題
、教科横断的
な課題

課題に取り組んで提出

zoom終了

考えの共有、発表、振り返り

zoomとロイロノート
ロイロノート

オンライン授業のモデルを作成



各学校2名参加 集合研修（4月6〜7日）

オンライン授業の研修 各学校で職員研修、子どもに研修
（4月13日〜15日）



学校への学習保障の例示



健康観察
家庭との連

絡

Zoom

ロイロノートを使った
授業

カードを送る
写真・動画

オンライン授業と言われても…スモールステップでスキルアップ

ロイロ・Zoomで
健康観察

先生が
ロイロ・メタモジで

課題を送る

子どもがロイロ・メ
タモジで

成果物を提出

ロイロ・メタモジを使って
子ども同士が協働学習

学習の成果物を共有
カードを送り合い協働制作

オンライン授業のスモールステップの提示





オンライン授業のスモールステップ



健康観察をカードで提出



オンライン授業のスモールステップ



小学校

朝の健康観察

•Zoomで繋いで健康観察

•一人ひとりに声を掛け
て児童と繋がる

「健康観察」朝の会のように

子どもたち同士がつながる





オンライン授業のスモールステップ



中学校

•教科担当が当日の学習課
題を提示、説明する。

•課題の提出先はロイロノ
ートの提出箱に。

アナログとの融合



中学校 毛筆

振り返り後の提出オンライン授業における振り返り



子どもたちにその日に取り組む課題を送る

中学校国語 １年生



表現技法を自分でまとめる

詩の感想を書く

オンライン授業におけるアウトプット



振り返り

読み方を工夫し録音して提出



１日の振り返りをロイロノートで提出



オンライン授業のスモールステップ



中学校 理科の授業

•iPadでZoomとロイ
ロノートを使って
50分のオンライン
で授業



回答を共有して学びを深める



オンライン授業のスモールステップ





Zoom「ブレークアウトルーム」を使ったグループでの話し合い



各学校がホームページで情報発信



各学校がYouTubeで動画配信（約１０校で実施）



授業時数へのカウント

家庭学習やオンライン授業を授業として、対面で
授業をしなくても良いと校長が判断

・・・各学校平均４４時間

＜文部科学省 通知＞
◯臨時休業期間中に行った家庭学習やオンライン授業等の
学習状況及び成果を確認できる場合は、再度授業で取り扱
わないことができる



チームで取り組む

苦手な先生も安心
トラブル回避
複数で確認
交代で実施
チームをICT支援員がサポート



□オンラインで友だちと会うことができた □自分のペースで学習できた

□自分のペースで学習できた □生活リズムがくずれなかった



０.４



🔖3  ICTで変わる熊本市の学び（熊本市が目指す学び）











🔖 4 成果と課題、これから





休校中のオンライン授業から学んだこと

• 「できるところからやる」ことが、全体のレベルアップにつながる。

• オンライン授業には不登校の子供も参加しやすい。

• 日頃の授業のやり方がオンライン授業にも反映される。

• ICTの活用が進んでいる学校ほど、家庭でのタブレット利用に関する問
題が少ない。

• 「学校で授業をする意味」をより深く考えるようになる。



・不登校の子どもたちがオンライン授業に参加することができた

成果

課題

・学校間、教師間のスキルの差を埋めるための研修・支援

・日頃の授業をさらに主体的、対話的な学びへ改善する

・子ども同士、先生と子どもの繋がりをもつことができた
このことが親子の心の安定につながった

・自分のペースで学習できた

休校中のオンライン授業の成果と課題

・生活のリズムが崩れなかった



新たな取組

不登校や学校に来れない子供に対して

・保護者の希望に応じてオンラインでの配信

・教室に入れない子には別室への配信

・担任とのコミュニケーションや学習課題等のやり取り

・修学旅行等学校行事のライブ配信



１人１台タブレットの効果的な活用
授業が変わる、家庭学習が変わる、家庭との連携が変わる

学校

⼦ども保護者



私たち全てに（教育委員会、学校、教師等）
自ら考え行動する力(Agency)が問われている

どうにかする力

できない理由よりもできる方法を探す


