
教育委員会

「ＩＣＴを効果的に利活用した学校教育
の実現」プロジェクト

⑯



プロジェクトの位置づけと目標

重点戦略 “教育環境のＩＣＴ化”を実現するもの

プロジェクトの目標（KGI）
ICTを効果的に利活用した学校教育の実現（令和２年度

までの目標）

サブ目標

電子黒板とタブレットの連携による「学びの質」の向上

特別支援教育に携わる教員の専門性向上の推進

質の高い英語教育

GIGAスクール構想の推進によるオンライン教育の充実
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ICTを効果的に利活用した学校教育の実現 教育委員会

学校における先導的な取組み

モデル校（21校）に電子黒板を設
置し、タブレット・パソコンとの
連携により「学びの質」を向上

教職員のＩＣＴ
活用能力向上を
図る効果的な研
修の実施

教育の情報化、
情報教育を推進
するための機能
強化

県立高校での

進化する教室イノベーションの実現

学校教育の基盤を支える取組み
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質の高い英語教育

「ICTを効果的に利活用した学校教育の実現プロジェクト」概要

教職員の校務負担
軽減を図る「学校
支援システム」等
の運用

特別支援教育に携わる教員が，特別支援
教育に関する知識を学ぶことができる
e-ラーニング教材を活用・開発し、
オープン化

特別支援教育に関する

教員向けe-ラーニングの活用

e-ラーニング教材開発

HPでの公開 e-ラーニング問題他校・海外校とリアルタイム接続

モデル校

他校 海外

電子黒板とタブレットとの連携

ＩＣＴを有効活用

PCを使ったスピーキング練習

ICTを効果的に使用した授業の事例を
教員間で共有し、特にスピーキング

力を高めるための取組を強化



プロジェクト推進体制図
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プロジェクトリーダー

大久保政策調査幹（教育政策課）

管理責任者

プロジェクト: 長町次長（教育政策課）

協働事業の該当 なし

「進化する教室イノ
ベーションの実現」
チーム

・総合教育センター
教育情報課
黒田班長

「質の高い英語教
育」チーム

・グローバル・文化
教育課
大久保班長

ＩＣＴアーキテクチャー責任者： スマート県庁推進課 佐光業務改革・セキュリティ担当室長

「特別支援教育に関
するe-ラーニングの
活用」チーム

・総合教育センター
特別支援・相談課
岩嵜指導主事



プロジェクトの成果の評価指標

進化する教室イノベーションの実現
電子黒板を導入した県立高等学校の普通教室の室数

特別支援教育に関するe-ラーニングの活用
特別支援教育に関するe-ラーニングへの年間延べアクセス数

中学校・高等学校における英語によるコミュニケー
ション能力の向上

外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニ
ケーションを図ろうとする態度の育成を図り、情報や考えなどを的確に
理解したり、適切に伝えたりするコミュニケーション能力を養う。

【本県（全体）の目標】

中学校卒業段階の英語力：英検３級程度以上の割合６５％（R4末）

高校生卒業段階の英語力：英検準２級程度以上の割合６５％（R4末）

※国の設定目標・・・中３生５０％（R4末）、高３生５０％（R4末）
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KPI
①

②



ＫＰＩ

② 特別支援教育に関するe-ラーニングアクセス数
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注：上段は設定値（ＫＰＩ）、下段は実績値

① 電子黒板を導入した県立高等学校の普通教室の室数（累計）

設定

実績

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和元年度 令和2年度

アクセス数 研究開発
１０００件

２１０３件

１２００件

６２７１件

６３００件

７１７３件

６３００件

６９２０件

６３００件

７５００件
R2年度末
見込値

設定

実績

未設置の高等学校普通教室数：１８５室（１７校）

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和元年度 令和2年度

室 数 － 導入検討

８０室
（モデル校

５校）

８８室
（モデル校

５校）

１７０室
（モデル校

10校）

１７７室
（モデル校

１０校）

２６０室
（モデル校

１５校）

２７１室
（モデル校

１５校）

３５０室
（モデル校

２０校）

３６５室
（モデル校

２１校）

設定

実績



実施スケジュール（令和２年度）

平成

27年度

平成

28年度

平成

29年度

平成

30年度

令和

元年度

令和２年度

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

県立高校での

進化する教室

イノベーション

の実現

障がいに応じ

た学習支援

質の高い英語

教育
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教員用

タブレットの
整備

e-ラーニン
グ教材の
研究開発

e-ラーニン
グ教材の
作成・活用

e-ラーニン
グ教材の
充実

教員研修会
で事例共有

・特別支援教育コーディネーター研修，特別支援学級担任者研修会，
フレッシュ研修Ⅰなどで，事前・事後課題として，教員研修への活用

・ e-ラーニング教材の利活用による事業改善

・e-ラーニング教材の改善・充実，広報・啓発

・新型コロナに伴い中止となった研修講座の代替研修にお
ける活用

研修の事
前・事後課
題として設
定

授業等での実践的な学習

テレビ会議システム・オンライン等を利用した国際交流活動

H29整備・実証研究（５校）

H30整備・実証研究（５校）

R1整備・実証研究（５校）

R2モデル校の公募
事業計画（研究計画）
機器整備

R2モデル校での実証研究
・日常的なＩＣＴ活用
・学びの質の向上 等

R2 モデル校（追加）における
事業計画（研究計画）・機器整備



令和元年度における取組内容
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令和元年度の取組

進化する教室イノベーションの実現

モデル校への電子黒板を設置（公募によるモデル校の決定）

教員用タブレット（教員１人１台）との連携

モデル校での公開授業実施、総合教育センターでのフォーラム実施

モデル校での効果検証

特別支援教育に関するe-ラーニングの活用

e-ラーニング教材の改善・充実

研修会の事前・事後学習用の課題としての活用

各学校における校内研修等での活用

質の高い英語教育

「英語教育実施状況調査」調査結果に基づく授業改善及び英語学習環境整備

・帯活動で、連続した内容の英会話教材を定期的に活用し、内容理解と表現練習を行う

・画像や動画を投影し、生徒の発話を促す

・生徒の発話やパフォーマンステストを録音・録画し、振り返りに使用する

・スピーキングテストでタブレットを活用した英語４技能型テスト受検（中２生対象・モデル校事業）

教員研修でICT活用の事例を共有

姉妹校・交流校の活動促進や、県教委主催の英語イベントにより生きた英語を使う機会を提供

令和元年度当初予算（千円）

進化する教室イノベーション事業 ２４，８４６千円

特別支援教育に関するe-ラーニングの活用 なし

質の高い英語教育

・徳島グローバルスタンダード人材育成事業（4,200千円）

・世界スタンダード英語４技能育成事業（8,000千円）



進捗状況・課題（その１） As of R3.3.8
進化する教室イノベーションの実現

モデル校の公募（R2年4月）及び決定（R2年5月）、電子黒板の設置（R2年8月～9月）

モデル校での公開授業実施

モデル校における効果検証、これまでの研究成果普及

※R元年度モデル校5校の生徒及び教職員対象のアンケート結果

生徒：電子黒板システムの導入により，授業の理解度が向上した（機器使用11か月後：78.9%）

電子黒板システムの導入により，効率的に学習できた（機器使用11か月後：83.3%）

教員：ICTを活用して，生徒は関心や意欲を持って学習できた（機器使用11か月後:78.5%）

ICTを活用して，効率的に授業を進められた（機器使用11か月後：85.1%）

特別支援教育に関するe-ラーニングの活用

e-ラーニング教材問題作成

（H28：385問，H29：448問，H30：125問，R1問題の修正作業，R2：61問，問題の修正作業 → 累計
1,019問）

e-ラーニング教材の利活用による事業改善

（フレッシュ研修Ⅰ（初任者研修）における必修研修としての活用を検討）

センター主催の研修講座における事前・事後学習用の課題としての活用，各学校における校内研修
等での活用

新型コロナに伴い中止となった研修講座の代替研修における活用
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進捗状況・課題（その２） As of R3.3.8

世界スタンダード英語４技能育成事業（令和元年度～）

各校担当者対象の事前研修会実施（Plan）

中学校２年生対象のモデル事業

英語教育実施状況調査（令和元年度）

● 生徒の英語力の状況 上位を維持

※中３生 ： CEFR A1レベル相当以上、高３生： CEFR A2レベル相当以上。（ ）内は平成３０年度比

【中学校】 本県 ４８．９％ （ -3.4％） 全国 ５位 （2位） 全国平均 ４４．０％

【高等学校】 本県 ４６．９％ （＋2.1％） 全国１０位 （9位） 全国平均 ４３．６％

● 英語の授業におけるICT機器の活用状況 活用率向上

（ア）教師がデジタル教材を活用した授業

【小学校】 １００％ (100%) 【中学校】 ９６．３％ (95.0%)    【高等学校】 １００％ (93.3%)

（イ）生徒がパソコン等を用いて発表や話すことにおけるやり取りをする活動

【小学校】 ４８．５％ (46.1%) 【中学校】 ４６．３％ (35.0%)    【高等学校】 ６７．９％ (40.0%)

授業改善のためのICT機器活用率向上が英語力の向上につながる
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R元 受検者１，１１７人 結果 CEFR A1 レベル 76% , A2レベル 8%  

R2 受検者１，２３７人（予定） 現在実施中



令和２年度における取組予定
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２年度の取組予定

進化する教室イノベーションの実現

全ての県立中学校、中等教育学校と高等学校（モデル校）の普通教室への電子黒板設置

教員用タブレット（教員１人１台）等、既存ＩＣＴとの連携

モデル校での公開授業実施

モデル校における効果検証、これまでの研究成果普及

特別支援教育に関するe-ラーニングの活用

e-ラーニング教材の項目ごとの利活用の状況確認・分析、修正

e-ラーニング教材の問題作成（R2目標：累計1000問）

センター主催の研修講座における事前・事後学習用の課題としての活用，各学校における校内研修等での活用

新型コロナに伴い中止となった研修講座の代替研修における活用

質の高い英語教育

「指導と評価の一体化」の推進による指導改善PDCAサイクル構築

各学校で設定した「ＣＡＮ－ＤＯリスト」形式での学習到達目標に基づく英語の授業実践

スピーキングテストでタブレットを活用した英語４技能型テスト受検（中２生対象・モデル校事業）

「英語教育実施状況調査」調査結果に基づく授業改善及び英語学習環境整備

・帯活動で、連続した内容の英会話教材を継続的に活用し、内容理解と表現練習を行う

・動画の活用や、オンラインでの海外姉妹校交流等により生きた英語にふれさせ、生徒の発話を促す

・ALTによるオンラインでのパフォーマンステストや遠隔指導を実施する

GIGAスクール構想の推進によるオンライン教育の充実

ハード面の推進

校内LANの高速化と児童生徒１人１台端末の整備

オンライン教育モデル８校での実証研究と、その成果の普及・共有

ソフト面の推進（令和２年７月に立ち上げたＧＩＧＡスクール構想推進本部において）

共通アプリケーション等の導入とＩＣＴ活用授業等の教員研修について検討



案件種別

「vs東京」案件として （ □該当あり・ ☑該当なし）

「オンリーワン」案件として （ ☑該当あり・□該当なし）

該当ありの場合の理由
・進化する教室イノベーション事業

教員１人１台タブレットと電子黒板の連携

「ナンバーワン」案件として （ ☑該当あり・ □該当なし）

該当ありの場合の理由

・県立高等学校、特別支援学校高等部、私立高等学校への

「１人１台端末」の整備
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