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報告事項１ 

今後の県立学校における ICT を活用した教育の展開 

 

１ 背景 

 ○ 第３期「ひょうご教育創造プラン」の重点テーマである「「未来への道を切り拓く力」

の育成」を図るにあたっては、変化に柔軟に対応できる力とともに、これからの社会を

創造していく力の育成が必要となる。こうした力を育むべく、全ての教員が ICT を効果

的に活用した教育を展開し、学びの質を高めていくことが求められている。 

 ○ また、新学習指導要領においては、情報活用能力が「学習の基盤となる資質・能力」

と位置付けられ、生徒自身が ICTを活用する能力を身に付けることも求められている。 

 ○ 国の「GIGA スクール構想」により、県内の義務教育段階の小中学校においては、１

人１台端末環境が実現している。さらに、大学でも端末の必携化が進むとともに、社会

に出れば ICT を使うことが当たり前の時代となっている。こうした中、本県において

は、高等学校段階でも１人１台端末環境を実現するため、新学習指導要領が実施される

令和４年度入学生より、個人の所有物として端末を学校内外で学習に活用する BYOD

（Bring Your Own Device）の導入を行うこととしている。別紙１ 

 

２ 目指す ICTを活用した学びの姿 

○ 時間的・空間的な制約を受けず、多様な情報を双方向で瞬時にやりとりできるという

ICTの特性を活かし、日常的に ICT を活用しながら、主体的・対話的で深い学びを実現。 

  （例）・生徒の一人一人の反応を踏まえた双方向型の一斉学習 

・一人一人の教育的ニーズや、学習状況に応じた個別学習 

     ・各自の考えを即時に共有し、多様な意見に触れる協働学習 

 ○ 特に、高校生になれば、授業はもちろん、家庭学習もさらに重要になることから、学

校内外の様々な場で ICTを活用し、高い学習意欲を持って自立した学びを実現。 

 

３ ICTを活用した学びを実現するために必要となる環境 

 ① 生徒一人一人が自由に学習に活用できる端末 

 ② １人１台端末が稼働しても安全かつ円滑に教育活動を展開できる校内ネットワーク 

 ③ 様々な内容を多面的に深く理解することを促すための大型提示装置等の ICT機器 

 ④ 校内だけでなく、家庭をはじめ校外とのやりとりも可能とする校外ネットワーク 

 

【これまでの県立学校における ICT環境整備の取組】 別紙２ 

 ・ 校内の無線 LAN 環境の整備、教育情報ネットワーク回線の増強、外部光回線の増設

等を実施。全普通教室に大型提示装置（電子黒板機能付きプロジェクター等）を整備。 

 ・ 教員が ICT を活用した授業を実践しながらノウハウを獲得し、BYOD 導入へ備える
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ため、一部教育用タブレット端末（１学年１学級相当分、計 17,799 台）を整備。教

育用クラウドサービスのアカウントを全生徒・全教員分付与。 

 ・ 大きく変容する ICT 環境に対応するため、教育情報セキュリティポリシーを策定

（「兵庫県教育情報セキュリティ対策基準」等）。学校毎のルールづくりも推進。 

 

４ 教員の ICT活用指導力の向上 

（１）県立教育研修所における「ICT活用指導力ステップアッププログラム」の実施等 

 ○ 全教員を対象に、教員の ICT 活用スキルに応じて段階的に研修を実施。 

※ 研修動画数：28 本、受講回数（のべ）：9,849回（令和３年６月 25 日現在） 

※ 習得が難しい教員には、個別にサポート研修を実施。 

○ 全ての教員が ICT を活用した授業が行えるよう、教科毎に導入しやすい授業モデル

を提示し、各学校で実践。 

※ こうした授業モデルを基に、夏季休業中に３日程度、試行的に在宅勤務を行う際、

ICTを活用した授業の教材や指導案を作成し、各教科の教員間で共有。 

 

（２）HYOGOスクールエバンジェリストの実践事例の周知 

 ○ 令和２年度に日本 Microsoft 社の協力を得て、教育 ICT 環境を効果的に活用した授

業スキル・ICTスキルを持つ教員を養成し、87名を認定。 

 ○ 令和３年度は、各種研修会において、授業実践事例を紹介するとともに、実践事例の

更なる収集を行う。 

 

（３）「兵庫県 教育の情報化サイト」の立ち上げ 別紙３ 

 ○ 上述の（１）、（２）に加え、情報モラルに関する各種指導教材や、「兵庫県版プログ

ラミング教育スタートパック」、各市町教育委員会の ICT 関係の取組状況等をまとめた

サイトを立ち上げ。全県での教育の情報化を推進。 

 

（４）ヘルプデスクの設置（ICT技術者の配置） 

 ○ 導入した各種 ICT 機器や教育用クラウドサービス、Web 会議システム等の利用に関す

るサポートを行う ICT技術者を配置し、常時問い合わせが可能なヘルプデスクを設置。 
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BYOD導入による１人１台端末の実現 

 

（１）趣旨 

 ○ 新学習指導要領が実施される令和４年度入学生より、学校内のみならず、家庭等で

も、個人の所有物として端末を用いた学習を自由に行えるよう、個人所有の端末を持ち

込む BYOD（Bring Your Own Device）の導入を推進。 

  ※ 今年度 BYOD を先行実施している高等学校は７校（予定を含む）。特別支援学校に

ついては従来から BYODが実施されている状況（特別支援教育就学奨励費等を活用）。 

  ※ 定時制・通信制高校は、全日制高校とは様々状況が異なるため、BYOD 導入にあた

っての実施方法については別途検討。 

 

（２）各学校での検討 

 ○ 昨年 12月に各学校へ教育長通知及び BYOD 導入の手引きを発出。 

 ○ 各学校においては、今年度当初から検討委員会を設置。端末の活用方法、それに基づ

く端末の仕様について検討中。 

 ○ ３年間での保護者負担が出来る限り増えないよう、これまで購入していた教材や電

子辞書等の各種物品を見直し。 

 

（３）貸与端末等の整備 

 ○ 経済的な事情により端末購入が困難な生徒等に対する支援として、国の令和２年度

第３次補正予算において、低所得世帯の生徒等に対する貸与端末の整備に関する国庫

補助制度が創設。本県においても今年度整備を実施。 

  ※ 令和６年８月までの間、「県立学校学びのイノベーション推進事業」で整備を行っ

た１学年１学級相当分（計 17,799 台）のタブレット端末も活用可能。 

 ○ 貸与端末の整備にあたって、仕様検討委員会を設置。同委員会にて、本年６月に標準

仕様を決定。この貸与端末の標準仕様も踏まえ、各学校で導入端末の検討を進める。 

   

＜貸与端末の仕様の主な内容＞ 

 ① 端末の価格は 4.5万円程度。計 12,000台を整備。 

② 既存の整備端末の OSや、長期的な管理及び費用を考慮し、原則校種毎に OS

を限定（高等学校は Windows、特別支援学校は iPad）。 

 ※ 本県の高等学校で整備している端末は、Windowsがほとんどであり、教員

が慣れているとともに、各種アプリ等の汎用性がある。 

 ※ 実態として特別支援学校では、既に iPadでの BYODが導入されている。 
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 ③ ハードウェアキーボードは情報活用能力育成の観点から必須。 

 ④ 多様な学習場面を想定し、容易に持ち運べる形状とする（デタッチャブル）。 

 ⑤ 家庭等への持ち帰りを想定し、容易に持ち運べる重さとする（国の標準仕様

より軽い 1.2kg 未満）。 

 ⑥ 円滑な端末管理、保護者負担軽減の観点から、 MDM（Mobile Device 

Management）は県で用意。 

   

（４）兵庫県高等学校振興会による奨学資金貸与制度の創設 

○ 昨年６月に、４人世帯で年収 680 万円程度以下の生徒を対象とした端末購入に係る

奨学資金貸与制度を創設（定額：７万円）。今後、定額７万円の一種類の貸与額を数種

類に増やすことも検討。 

 

（５）保護者及び生徒への周知 

 ○ オープン・ハイスクールでの模擬授業等で、端末の利活用方法を実践するなど、保護

者及び生徒への理解を求める。 

 ○ BYOD 導入のチラシ別紙４を作成し、オープン・ハイスクール等の場で周知を図る。 



指導者の育成

校内通信環境の整備

＜R元・補正：1,448,000千円＞

・全学校・全教室、無線LANも含めた
校内通信ネットワークを整備

学習支援アプリの導入

<R2・4月補正：376,000千円>

・全生徒を対象として、
授業動画の配信や生徒の
学習評価等を行う学習
支援アプリを全国に
先駆けて導入
（スタディサプリ・Classi）

教育用タブレット端末の配備

<R2・当初：287,818千円(一部R元・補正含む)>

<R3・当初：544,492千円>

・全学校へ教育用タブレット端末を
約２万台を配備（１学年１学級相当分）
（高校：SurfaceGo2、特支：iPad）

①Office 365及びG Suite for Education
のアカウントを全児童生徒分付与

②BYOD(Bring Your Own Device)導入推進
③高等学校奨学資金貸与事業の創設
タブレット購入費分貸与額：70千円（定額)

双方向学習のための環境整備 ＜R2・4月補正：55,000千円＞

・学校と家庭をつなぐインターネット回線を増設(全学校・1Gbps）
・操作性の高いWeb会議アプリを導入
・専用機器(Webカメラ、ヘッドセット)を配備(各校3セット以上)

HYOGOスクール
エバンジェリストの養成

・ICTを効果的に活用した
新しい時代の学びの推進を
目指し、県内各校、各教科
等において中心となって
ICT活用を先導する教員を
養成（県立学校：51名、
市町立学校：36名を認定）
※日本Microsoft社がサポート

ヘルプデスクの設置

（ICT技術者等の配置）
<R2・4月補正：31,000千円>

<R3・当初：9,291千円>

・導入したICT機器や教育
用クラウドサービス等の
利用に関するサポートを
行うICT技術者を配置し、
ヘルプデスクを設置。

学校内のICT環境の整備
~県立学校学びのｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進事業~

学校と家庭を結ぶ
学習環境の構築

人材の配置

児童生徒用タブレット端末貸与

<R2・4月補正：17,000千円>

・家庭のインターネット
環境を調査

・国予算に先駆けて県独自で
家庭にインターネット環境
のない児童生徒を対象に
タブレット端末を貸与
（20GB・LTE通信付）
（493台貸与）

＜県内の状況＞
全県立学校 162校
全生徒数 93,351名

【新型コロナ対策】
学校と家庭を結ぶ
学習環境を構築

【ICT機器活用支援】
機器の導入・活用
に向けた人材の配置

７月～４月～

７月～

７月～

８月～

４月～

４月～

９月～

新たな時代に対応した ICT環境の整備

教員の資質向上

・県立教育研修所における選択研修・年次研修の充実、

“ICT活用指導力ステップアッププログラム”の実施

・HYOGOスクールエバンジェリストによるICTを活用した

授業実践事例の展開（各種研修会への派遣、特設ホームページ開設）

・学校におけるOJT研修の実施

個人所有タブレット端末の利用（BYOD）
低所得世帯等への貸出用端末等の配備

＜R2・2月補正：545,000千円＞

・BYODによる1人1台端末の実現(R4年度入学生より順次～)
・貸出用端末を1万2千台整備
・貸出用モバイルルーターを500台整備

【質の高い授業の実現】

学校内のICT環境の整備

【安全な利用環境の確立】

セキュリティポリシー策定（R2・9月～）、情報モラルの醸成等

R３R２ ９月～

９月～

教育情報ネットワークの拡充

<R2・9月補正：102,000千円>

・各学校から新兵庫情報
ハイウェイへの接続回線
を増強
（100Mbps→1Gbps）

授業目的の公衆送信への対応 ＜R3・当初：40,831千円＞

・改正著作権法に基づき、著作物の授業目的での公衆送信
に必要な補償金を支払い

校務の情報化
の推進

特別支援学校版校務支援システムの整備
<R2・2月補正：24,000千円>

・全特別支援学校に統一した統合型校務支援システムを導入

校務用パソコンの整備 <R2・当初：194,037千円>
<R3・当初：167,994千円>

・教員1人1台の校務用コンピュータを配備

高等学校版校務支援システムの運用

・R元年度中に全高校に統一した統合型
校務支援システムを導入完了・運用

県立学校におけるICT教育環境の整備 【総事業費：約40億円】

教育情報ネットワーク基盤

の増強
<R3・6月補正：25,000千円>

・HP管理、メールサーバ
を増設（瞬間同時接続数
を約450人(約3倍)に）

大型提示装置の配備

<R2・当初：111,360千円>
【再掲】<R3・当初：544,492千円>

・全学校（全普通教室）へ約3,200台の
大型提示装置を配備
（高校：プロジェクター型、特支：電子黒板型）

９月～

別紙２
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HYOGOスクールエバンジェリスト 

兵庫県 教育の情報化サイトへは、コチラ 

https://www.hyogo-c.ed.jp/~kikaku-bo/hyogo-ict/index.html 

１人１台端末の活用を推進するため、兵庫県

が認定したスクールエバンジェリストの授業実践

を掲載し、様々な活用法を紹介しています。 

別紙３ 
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県内の市町組合教育委員会で取り組

まれている教育の情報化に関する取組を

紹介するためのリンク集です。 

各教育委員会と連携し、今後もリンクを

増やしていく予定です。 

兵庫県立教育研修所 ICT活用指導力ステップアッププログラム 

 

情報モラル教育 

系統的に情報モラルについて学

ぶとともに、授業計画を立てたり、

情報モラルに関する教材や関連サ

イトの情報を得ることができます。 

兵庫県版プログラミング教育スタートパック構築事業 

 

端末の基本操作から授業設計

まで系統的に学べるカリキュラム

が用意されています。 

プログラミング教育のヒントとなる

実践事例や年間カリキュラムなど多

数の教材、資料を掲載しています。 

 市町の取組 
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生徒１人１台端末を活用した

保護者の皆様へ

県立学校の新たな学びに関してのお知らせ

文部科学省「学びのイノベーション事業」実証研究報告書より

一人一人の習熟の程度等に応じた学習

インターネットを用いた情報収集、
写真や動画等による記録

シミュレーションなどのデジタル
教材を用いた思考を深める学習

マルチメディアを用いた資料、
作品の制作

情報端末の持ち帰りによる家庭学習

複数の意見・考えを議論して整理

グループでの分担、協働による
作品の制作

遠隔地や海外の学校等との交流授業

１人１台端末の
活用イメージ

兵庫県では、全県立学校にWi-Fiや電子黒板機能を備えた大型提示装置、
教育用クラウドサービスを整備するなど、最先端の教育ICT環境の整備を
進めています。

また、国のGIGAスクール構想※により、義務教育段階である小・中学校で
１人１台端末環境が実現します。大学でも端末の必携化が進むとともに、
社会に出ればICTを使うことが当たり前の時代になっています。

今後、高等学校段階でも、新学習指導要領が実施される令和４年度入学生
より、学校が指定する端末（タブレットやパソコンなど）を各自が購入し、
日々の教育活動へ活用するとともに、家庭でも自身の端末を使って自由に
学べる環境づくりを進めたいと思います。

保護者の皆様におかれましては、ご理解とご協力をお願いいたします。

別紙４
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※「GIGAスクール構想」https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm（文部科学省）

評論文を読んで自らの
意見をまとめ、リアル
タイムでクラスメイト
に共有し、自分の考え
を伝える力を養ってい
ます。

１人１台端末導入についてのQ&A

すでに１人１台端末の環境を実現している県立学校では、
このような活用が進んでいます

小野高校

物理の実験の様子を
グループで録画し、
記録を振り返りなが
ら考察を的確にまと
め、理解を深めます。

教員は生徒の回答状
況をリアルタイムで
確認できます。それ
ぞれの生徒に応じた
個別最適な学びを充
実させています。

Q 全ての県立学校で同じ端末を個人購入するのですか。

各学校で、授業、学校行事、ホームルーム活動などの様々な教育活動で端末をどのよ
うに活用するかを検討し、導入する端末を選定します。そのため、導入する端末は学校
ごとに異なります。また、同じ学校でも、学科・コースにより異なる場合もあります。

Q すでに所有している端末を学校に持ち込むことはできますか。

許可された端末のみ校内LANに接続できるようにしていることや、各端末を統括管理
するツールを導入していることなど、安全、かつ、円滑に端末を利用した学習が行える
よう対策を講じています。そのため、できるだけ学校が指定する端末を購入することを
お願いします。機種によっては、家庭にある生徒専用の端末を利用することが可能な場
合もありますので、各学校にお問い合わせください。

Q 端末は学校の中だけで使うのですか。

端末は毎日持ち帰ります。自身が所有する端末を持ち帰ることで、例えば、家庭にい
る生徒が課題を受け取ったり、提出したりできます。また、教員の授業動画を予習・復
習として見ることもできます。また、臨時休業の際も、端末を使って、オンライン学習
を実施したり、教員と面談したりすることもできます。

教員はオンラインで
各生徒に課題を配布
します。生徒の回答
はクラスにも共有さ
れるので、より真剣
に取り組んでいます。

Q 購入費用の支援はありますか。

奨学資金貸与制度が拡充され、端末購入に係る費用も対象となっています。詳細は兵
庫県高等学校教育振興会まで問い合わせ願います。
また、経済的な事情により端末購入が困難な生徒などについては、県で貸出用端末を
整備し、各学校から貸与を行う予定です。

県立明石城西高等学校 県立小野高等学校

兵庫県教育委員会
03教P2-008A4
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