
篠田 俊文 教頭

2020年4月に赴任し、1人1台の生徒用端末の
導入を始めとした、校内の ICT化を推進。赴
任前は県の総合教育センターに勤務し、指導
主事として県内外の数学教育やICT推進に関

与していた。

（左から）

木村 浩美 先生、三村 和大 先生、君島 健太 先生

お話をお聞きした先生方

〒355-0328
埼玉県比企郡小川町大字大塚1105
TEL ：0493-72-1158
FAX ：0493-71-1045
学校HP：https://ogawa-h.spec.ed.jp/
• 男女共学
• 普通科校（3学期制）
• 生徒数：558名（2021年度）

1925年（大正14年）創立の県内屈指の伝統校にして、1人1台の
Chromebook や Classi 等のツールを活用した、教育の情報化推
進を行っている。同校では、各教科での授業のほか、特に総合
的な探究の時間などのアクティブラーニングで Chromebook が
活用されており、「地域との協働による高等学校教育改革推進
事業」（地域魅力化型）として文部科学省から指定を受けた学
習プロジェクト「おがわ学」にも活発に取り組んでいる。
おがわ学ホームページ
(https://sites.google.com/center.spec.ed.jp/ogawagaku/）
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 1人1台の生徒用端末に Chromebook を選んだ理由と評価

 導入してよかった？ 導入してから半年経った校内の様子

 初めての1人1台導入までの道のり

 保護者の負担への懸念と対応について

 校務や授業での活用

 1人1台の端末は何のために？ ICT化に関する今後の展望

事例の内容

考え方・
過程・結果を
まるごとお話

いただきました。

高等学校の「GIGAスクール構想」
—学校主体で進める 1人1台の Chromebook™ 導入事例

導入推進の立場 実践する立場

埼玉県立小川高等学校

１人１台は何のために？
「主体的・対話的で深い学び」を見据えた県立高校の歩み

Chromebook を使った指導や、授業を行う立場の
先生方。木村先生は、1人1台の Chromebook を
持つ学年の学年主任であり、「教育の情報化推進

委員会」のリーダーでもある。

https://ogawa-h.spec.ed.jp/


1人1台の Chromebook 導入まで

2017～2019年  県による学習用校内ネットワークの整備が行われる

2019年11月
 県から配備された Chromebook 44台が納入される
 教職員用のGoogle Workspace for Education（以下、「Google Workspace」と

表記）のアカウントが配布される

2020年4月  COVID-19 への対応がきっかけとなり、 Google Workspace を本格的に利用開始

2020年7月  高校独自の取組として、1人1台の生徒用端末導入についての検討を開始

2021年5月
 2021年度新入生に対し、1人1台の Chromebook（計167台）環境を実現
 学習支援サービスの「Classi」を導入し、端末と合わせて活用を開始

県から配備されたChromebook 
をコロナ対応に活用・・・学習へ
の発展

（インタビュアー）2019年には、県から配
備された 44台の Chromebook と、教職員

向けの Google Workspace アカウントを既
に保有されていました。今回、生徒用端末
として Chromebook を採用された背景は

どのようなものだったのでしょうか？

（篠田教頭）実は、コロナ第一波が来るま
で、県から配備された44台の Chromebook 
はほとんど使われていない状況でした。私

は、コロナ流行以前に総合教育センターの
指導主事をしており、その頃に
Chromebook の研修なども受けていたこと

もあり、ある程度使い方がわかっていたん
ですね。ですので、2020年4月に本校に赴
任してすぐに、Google Workspace を使う

環境を一気に立ち上げていきました。例え
ば、紙で行っていた健康観察を Google 
フォーム（※1）に代えるとか、全校集会を

Google Meet™（※2）で放送するとかです
ね。人との接触を減らす試みとして、電子
化していくために Google Workspace や

Chromebook を使うことに対する反対意見
はほぼなかったですね。

最初は、私や、PCに苦手意識のないプロ
ジェクトチームのメンバーが中心になって
やっていました。しかし、徐々に周囲に教

えたり、移譲していったりして、色んな人
が Chromebook を使う機会が必然的に増
えていきました。このような背景があった

ので、「同じものを生徒にも使ってもらい
ましょう」という話になった時は、反対は
少なかったです。
※1 Google フォームとは、Google Workspace に含ま
れる基本無料のアンケート作成ツール

※2 Google Meet とは、Google Workspace に含まれ
る基本無料のビデオ会議ツール

（インタビュアー）元々保有していた
Chromebook が、コロナ流行によるオンラ
イン化などの対応に活用でき、それが1つの
きっかけになって生徒の学習にも広がって
いくという流れがあったんですね。

（篠田教頭）宝の持ち腐れになりそうだっ
たところを、うまく使い始められたかなと
思いますね。私は行政から現場に移った立
場ですが、そういう意味ではいいタイミン
グで赴任できたのかなと思っています。生
徒用端末として Chromebook を1人1台整
備しようという話が最初に出たのは、2020
年の7月頃だったと思います。

他のOSとの比較検討。
iPad の選択肢も

（篠田教頭）生徒用端末としては、「iPad 
を検討しませんか」という意見もありまし

たね。ただ、少なくとも当時は
Chromebook のほうが安価であるという情
報を入手していましたし、キーボードが常

時接続されているのと iPad に外付けするの
とでは前者のほうがいいだろうということ
もあり、Chromebook 採用となりました。

（インタビュアー）家庭に ネットワーク環

境がない場合のことを考えると、オンライ
ンでの利用が主となる Chromebook は避
けるべきかという議論も時々ありますが、

そういったご意見はございましたか？

（篠田教頭）それはなかったですね。県の
取組によって学習用校内ネットワークが整
備されており、本校では「家でできなけれ

ば学校に来て学校の回線に繋ぐ」という運
用方針が決まっていました。これは県から
も認められているので、Chromebook を整

備する話以前に決めたことですね。

ちなみに、 2020年に行った家庭のネッ

トワーク環境についての調査では、 600人
弱の全生徒のうち、家に Wi-Fi がないとい
う回答は25件でした。未回答の生徒もいま

したので、多く見積もっても全体の20分の
1ほどでしょうか。

「導入担当として」
「先生として」

Chromebook の評価は？

（インタビュアー）Chromebook を導入さ
れた今、あらためて Chromebook につい
て感じられている良さ、あるいは課題など

をお聞きしてもよろしいでしょうか。

（篠田教頭）良さは起動の速さや、クラウ
ドベースの端末であるところですね。また、

Google Workspace と合わせて使うことで
共同編集ができるので、ファイルなどを
シェアしやすいです。

Google ドキュメント™ や Google スラ
イド™ などは、かなり Microsoft Office と

の互換性も高まっているとは思いますが、
例えば縦書きなど、Office でできるがド
キュメントではできないことがなくなれば

より便利だなと思います。

（君島先生）校務でパソコンを使って
Office は使うので、できれば Excel とか
Wordが Chromebook でも同じように使え

るといいですよね。あとは、今本校で入れ
ているタイプ（※3）は、耐久性がありそうな
んですけど少し重たいと感じる生徒もいる

ようなので、持ち帰り時のことを考えると
丈夫かつ軽いものがあればと思いますね。

（三村先生）Chromebook ってペン付で販
売されているものがありますよね？ 個人的

には、単語テストを作ってみて思ったんで
すけど（※4）、ペンがあれば Chromebook で
筆記ができるんですよね。そうなると

Chromebook を買った後にペンを注文する、
もしくは自分の家にあれば使うというのは
差異が出てしまうので、費用との兼ね合い

にはなりますけど、ペン付の機種はいいと
思いました。例えば、プリントを Google 
Classroom （※5）で配布して、それに直接ペ

ンで書き込みできたら紙で配らなくてもい
いし楽ですよね。すぐ消したり、マーカー
を引いたりも画面上でできるので。
※3 2021年度採用機種は「 HP Chromebook x360 11 
G3 EE (1.4kg)」。

※4 三村先生は英語の教科担任をされている

※5 Google Classroom とは、課題などのやりとりをオ
ンラインで行うことができる学習管理プラットフォーム
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教員向けアンケート結果は
9割以上が「導入して良かった」

（インタビュアー）新入生への初めての1人
1台の導入から半年ほど経たれますが、学校

内のご様子はいかがでしょうか？

（篠田教頭）最近集計した、教員向けアン
ケートの結果があります。任意なので全教

員の半数ほどの21名が回答しています。
Chromebook 導入はどうでしたかという質
問に対して、「大変良かった」が19%、

「良かった」が71.4% なので合わせて
91.4%、「どちらとも言えない」が2名で
9.5%、「あまり良くない」や「全く良くな

い」の回答はありませんでした。

（木村先生）国語の先生の回答で、
「Chromebook を導入したことによって授

業の展開が変わってきて、かなりよかっ
た」という感想ももらっているので、確か
に、使い方次第で、今までのパターンから

より多くの情報を生徒に伝えられたりする
という点で効果はあるのかなと感じました
ね。

（インタビュアー）Chromebook を1人1台
持ってからの生徒様のご様子は、先生方の
目にはどのように映られていますか？

（三村先生）やっぱり最初はタイピングと
かノートパソコンというものには詳しくな
かったんですけど、彼ら（生徒たち）は IT

社会に生きている子たちなので、面白く
なってくるんでしょうね。タイピングも早
くなったし、Google スライドを使ってプレ

ゼンなどをしている授業もあるので、生き
る力っていうんですかね。パソコンを使っ
てそういうことができるようになっていま

す。スマートフォンやタブレットではなく、
ノートパソコンというものが、彼らにとっ
てより身近に、「通常」になってきている

のかなという印象があります。

（インタビュアー）ノートパソコンに触れ
る機会が多くなって、社会に出る上で必要

になる ITリテラシーの向上にも繋がってい
るということですね。

導入前に巻き起こった
不安や懸念点

（インタビュアー）先生方は、

Chromebook を1人1台配ろうという話に
なった際に、どのようなご所感をお持ちに
なられましたか？

（木村先生）最初は保護者の負担がかなり
増えてしまうのではないかという反対意見
がありました。あとは保管の面で「どこに

置くのか」、「充電をどうするか」、「ス
マホは登校から下校まで使用禁止なのに
Chromebook はいいのか」そういった議論

がありました。
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導入してよかった？ 導入してから半年経った校内の様子

↑教員向け「クロームブック利用に関するアンケートまとめ
（2021年11月）」の導入に関する感想の回答（n=21）

（インタビュアー）やはり導入前は保護者
の負担や運用ルールが主な論点になったの

ですね。木村先生ご自身は、1人1台の
Chromebook を持っている1学年の学年
主任をされていらっしゃるとのことですが、

ご自身の学年に導入されるにあたってご不
安などはございましたか？

（木村先生）先ほど挙げたような、他の先

生方がおっしゃっていたことは私も当然不
安でした。また、全ての保護者が経済的に
豊かであることはないと思いますので、購

入できる家庭の数がどれくらいかとか、購
入できないという申告が出てくるかといっ
た点はやはり心配でした。

（インタビュアー）保護者への案内や購入
方法の工夫については、後ほど篠田教頭に
もお伺いできればと思います。保管に関し

ては実際にはどうされているのですか？

（木村先生）ルールとしては、持ち帰って
家で充電をして持ってくる、が基本ですね。

管理などについては、導入時にルールを
作って、一番最初に生徒が開封してセッ
ティングする時に説明していました。

（インタビュアー）結果としてトラブルや
管理上の予想外の問題が起きたこと
は・・・

（木村先生・三村先生・君島先生）今のと
ころないですね。

導入前の懸念点に対して、
実際の結果は？

（インタビュアー）初めての1人1台導入

ということで、様々な懸念点が上がってい
たとのことでした。実際に導入されて、ど
ういう結果になったと思われますか？

（木村先生）一部経済的に厳しい家庭は購
入できないということで、貸出という形を
とっていますが、それ以外の家庭では、む

しろ安価に良いものが購入できたという声
もあったようです。実際に、生徒で端末は
スマートフォン以外持っていなかったとい

う子も、自分のパソコン的なものを買えた
と喜んでいたりだとか。導入に関しては結
果的にはよかったのかなと思いますね。

担当
教科

アンケートに記載された意見
（抜粋）

国語 自分にとっては授業形態の改善につ
ながった感じがするので、導入は大
変有効だと思う。オンライン授業は
普段の授業に近い質が保てた気がす
る。

英語 グループプレゼンでは、Google スラ
イドを各自が作り、グループで統合
し、ニュース番組を作成した。スラ
イドの使い方に慣れてくるとスマホ
でも編集できる場合もあったが、や
はり一人一台持ちの方が圧倒的に助
かる。
おがわ学だけに限らず、他であって
も総探の特性上、発表の機会が基本
的にはあると思うので、
Chromebook が活躍する場面は増え
ていくのではないか。

社会 夏季休業中に、「行ってみたい国」
について調べ、スライド作成を課題
とした。2学期の分散登校期間に、
Classroom の Google Meet でスライ
ドを共有して、発表。自宅・教室受
講者で、進度に差がなく授業するこ
とができた。

国語 ポートフォリオにより講話や行事の
振り返りが提出しっぱなしにならず、
本人の手元に残るのがとても良い。

↓アンケートに寄せられた
Chromebook 導入に対する

ポジティブな意見

（インタビュアー）木村先生ご自身は、導入
してよかったと感じられるところについてお

伺いしてもよろしいでしょうか？

（木村先生）私自身は情報の教員で、 もとも
と Windows のパソコンを使って授業を行う

立場ですので、授業では Chromebook を
使っていないのですが、一番のメリットは、
生徒がすぐに調べものができることとか。あ

るいは、今まで紙でとっていたアンケートや
講演会の記録を、代わりに Chromebook と
Classi のポートフォリオを利用して入力させ

ていく、という形がとれることですかね。教
員の自分はそれを記録として蓄積できて、生
徒本人も見られる。紙だと提出した後に先生

が返さなかったりすることもあるんですけど、
ポートフォリオでは本人も保管できて、見つ
め直しなどもできるので。



県内の先行導入校への視察、
共同での調達へ

（インタビュアー）導入検討の進め方や経
緯をお伺いしてもよろしいでしょうか？

（篠田教頭）1人1台の導入に関しては時間
をかけながら進めました。一番最初に話を
出したのは2020年7月ごろに、「来年度に

向けて検討します」という形でしたね。コ
ロナ対応関連で組織した ICT による学習支
援のためのプロジェクトチームがあったの

で、そのメンバーと、各教科等の1人1台の
ポジティブな事例等を集めて、校内に小出
しに紹介していきました。

そんな中、同じく県内の公立高校さんが、
既に1人1台を2020年度中に進めているとい

う話を聞いて、11月頃に視察に行きました。
その高校さんがちょうど導入して間もない
タイミングだったんですね。値段とかも見

させてもらって、本校が価格調査で入手し
ていた家電量販店の法人向けの見積よりも
安かったこともあり、（その高校さんと）

共同で進めましょうかという話になって、
ミカサ商事さんを紹介してもらいました。
現実味が出たのはその辺りからですね。

（インタビュアー）先行導入されていた学
校様と、ちょうどのタイミングで情報交換
することができたのですね。

（篠田教頭）そこは大きかったですね。校
内の納得感にも影響したと思います。単独
で先んじて導入するとなると、反対意見が

多く出てくると思うのですが。そうではな
く、（視察した学校に加えてもう１つの他
校と）３校で共同調達を計画していますと

いう話を校内にしていたので、実現の可能
性が高まりました。やはり、他がやってる
んだというのを知ると安心するところがあ

ると思います。

授業時間以外の利用もOK・・・
「生徒のアクティブな学び」への
思い

（インタビュアー）小川高校様では、授業

だけでなく、休み時間や校外での利用を許
可されていますね。どのような議論の結果、
このような運用とされたのでしょうか？

（篠田教頭）「生徒が遊んでしまうので授
業中だけの利用にしたほうがいいのではな
いか」という意見はありました。ただ、こ

こは私としては重要なポイントで、授業だ
けでは使う機会が劇的に増えるわけではな
いと考えたんですね。教員全員がすぐにパ

ラダイムシフトできるわけではないので。
使う機会が多くないと買った意味がないと
感じさせてしまうので、生徒が自由に使え

る時間は大切だと考えています。端末と同
時に「Classi」を導入することで、自学自習
を可能にするプラットフォームを用意した

のも、制限するよりは生徒の満足度を重視
するという考え方です。

（インタビュアー）生徒が自ら使う時間が

生まれる、ということが重要なポイント
だったということですね。

（篠田教頭）そうですね。授業では教員か

ら「どこどこのサイトにアクセスしてくだ
さい」といった指示が出るので、どちらか
と言うと生徒はパッシブ（受動的）ですよ

ね。一方、休み時間や校外での課題だと、
アクティブ（能動的）というか、生徒が主
体的に取り組むことになるので、そういう

活用をさせた方がいいと考えました。実際
に、定期考査の前などに図書館に
Chromebook を持って行って、授業動画と

かを見ている1年生もいますしね。そういっ
た行動は、授業だけの利用に制限するとで
きないので。
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初めての１人１台導入までの道のり

保護者の負担への懸念と対応について ※この章は次のページにも続きます。

保護者が納得した上での
購入のために

（インタビュアー）校内でも「保護者の負
担」が大いに懸念されていたとお聞きしま

したが、どのように対応されたのでしょう
か？

（篠田教頭）保護者への案内には特に気を

配りました。導入が決まったのは11月26日
でしたが、その後の12月の学校説明会から、
保護者への説明を始めました。その際に必

ず説明していたのが、導入目的や購入方法
を中心とした内容ですね。入学者が決まっ
てからの保護者向け説明会では、「1人1台、

これまでの電子辞書に代わって
Chromebook を購入していただきます」と
いう表現をしていました。「ただ、ご家庭

の事情等でご相談がお有りの方は個別に丁
寧に対応しますので何なりとお申し付けく

ださい」という言葉を添えて案内を行って
いました。

（インタビュアー）実際の保護者の反応は

いかがでしたか？

（篠田教頭）実際には、心配の声として電
話があったのは1件で、「子どもがゲーム機

のように使いすぎてしまうと言ったことは
大丈夫なのか」といった内容でした。その
あたりは、県で示している方針を元に、学

校で決めたルールに基づいて指導をきちん
とするとお答えし、ご理解いただきました。

Webサイトを通じて
保護者が直接購入する仕組み

（インタビュアー）購入方法については
どうされたのでしょうか？

（篠田教頭）前述の、視察に行った他校
で「販売元に専用の Webサイトを立ち上
げてもらい、Webサイトを通じて、保護

者から直接の購入申し込みや支払いをし
てもらった」と聞いたんです。これはい
いなと思い、本校もその形にしました。

（インタビュアー）利用に関するルールとい
うのはどの程度決められていたのですか？

（篠田教頭）県が作成した、学習用校内ネッ
トワークに 接続する時の規定の雛形があっ
たんです。それを元に各校がカスタマイズし

て使っています。「生徒が授業中にネット
サーフィンしたら困るから」という理由で制
限を厳しくする考え方もあるのですが、制限

しすぎると主体的に使わないんですよね。あ
る程度の自由度があるから自ら利活用するの
であって、そのあたりののせめぎ合いはあり

ましたね。本校では、なるべく厳しくしすぎ
ないよう、なおかつ秩序が保たれるように、
「場合によっては生徒指導の対象になる」と

か、「授業中は担当の先生の指示のもとに使
うこと」といった文言を入れています。

導入業者の選定について

（インタビュアー）導入業者としてミカサ商
事を選んでいただいた理由はなんでしょう
か？

（篠田教頭）①価格設定、②保証内容、③購
入サイトの運営、④埼玉県での販売実績 で
すね。保証の内容については充実した印象を

受けました。

図書室にて Chromebook での調べ学習や
プレゼンの練習を行う生徒の様子
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（インタビュアー）仮にWebサイトでの販
売を行わなかったとしたら、どのような形

で販売を行うことになったのでしょうか？

（篠田教頭）この仕組みがなかったら、初
年度の学年費をその分多くお支払いいただ

く形だったんでしょうね。その場合、ご家
庭からすると「学校にたくさん支払ってい
る」という印象になると思います。Webサ

イトを通じて購入していただくことで、自
分で買った自分のもの、という感触を抱き
やすいですし、非常に良い仕組みだと思い

ます。

課題としては、事前に案内文書を配布し

て、購入の期日を設定していますが、やは
りうっかり期日を過ぎてしまうというケー
スがありますね。抜け漏れがないよう、ア

ナウンスの徹底は必要ですね。

経済的に購入が難しい家庭への
対応・・・垣間見えた保護者の
ICTへの意識

（インタビュアー）経済的に購入が難しい
家庭への対応はどうされたのでしょうか？

（篠田教頭）昨年度、本校が独自に購入し

た15台の Chromebook を貸出用として準
備していました。ただ、実際には購入でき
ないという申し出は1件のみだったんです。

もっと多くの申し出があると思っていまし
たので、家庭が利用できそうな奨学制度を
調べて案内しました。例えば、国が非課税

世帯に対してコロナウイルス対策用の予算
を6万円ほど支給していたことを情報提供
したり、学校としては民間の財団の事業に

応募して予算調達を試みたりしていました。

しかし、ふたを開けてみると、経済的に
厳しい状況の生徒も複数在籍しているので

すが、むしろ進んで購入するとおっしゃっ
たんです。見方を変えると、今の保護者に
とっては、ご家庭の事情はもちろんあると

思うのですが、その中でも ICTツールへの
支出を必要ととらえていらっしゃるのでは
ないか、という印象を受けました。お話を

聞いていると、購入できないとおっしゃっ
たご家庭にもノートパソコンがあって、
Wi-Fi が通っているとのことでした。入学

時には購入が難しくても、家庭のICT環境
としては悪くないということが垣間見えま
した。

校務や授業での活用 ※この章は次のページにも続きます。

気になる Chromebook の
活用状況は？

（インタビュアー）篠田教頭の感触では、
Chromebook の校内での活用状況はいか

がでしょうか？

（篠田教頭）授業でよく使われている先生
方の授業は見ていて楽しいですね。例えば

50分の授業があったら Chromebook を開
く時間が10分あるとか、そのぐらいの授業
設計でもいいと思っているんですよ。ただ

ずっと閉じたままはもったいないので、検
索だけでもいいし、少し双方向のやりとり
をするくらいでも使ってもらえるといいな

と思います。1つの授業で10分使ったら、
1日は6時間なので合計60分、生徒は使う
わけじゃないですか。受益者負担で購入し

て頂いているので、それなりの利活用は保
証してあげたいと思います。

今はまだ1人1台持っているのは1学年だ
けですが、来年は2学年、再来年は3学年揃
うので、その時は楽しみですね。

Google Workspace と
Chromebook の授業での活用方
法

（篠田教頭）総合的な探究の授業などは、
生徒の課題学習ですから使いやすいですよ

ね。数学とかも無料のグラフソフトを合わ
せて使っている先生もいますし、

教員向け「クロームブック利用に関する
アンケートまとめ（2021年11月）」での

「授業での利用頻度」についての回答
（n=21）

英語では「Kahoot!（カフート）」、他の
教科でも「Slido（スライドゥー）」と

いったツールを使って、双方向に問題を出
し合ったり、多肢選択問題を出したりして
いますね。教員全員が同等に活用できるわ

けではないので、少しずつ広がっていけば
と思います。

超ベテランの国語の先生は、昨年から使
い始められましたが、 Google Classroom 
で問題を出してフォームも使っていると

おっしゃっていたので、こちらも頭が下が
るくらい御自身をブラッシュアップされて
いる方もいらっしゃいます。

（インタビュアー）三村先生には、授業見
学で「Kahoot!」を使った双方向の英語の
授業を拝見させていただきました。

「Kahoot!」以外に使われているツールは
おありでしょうか？

（三村先生）Google Jamboard™（※6）

や Google フォームですとか。フォームは、
英単語テストをフォームで作って、かなり
時短になっています。テストのプリントと

か答えを印刷する手間を省けたり、かなり
楽に、時間削減になっているかなと思いま
す。

※6 Google Jamboard とは、画面上で利用できる電子
黒板ツール。複数人で同時に書き込みができ、ディス
カッションなどに活用できる

（インタビュアー）君島先生はいかがです
か？

（君島先生）三村先生と同じで、よく使う

のはフォームですかね。コロナの分散登校
で、生徒が交互に来るということになった
ので、教室で一律に紙のテストをすること

が難しくなったんですね。学校にいる生徒
も家にいる生徒も同時に受けられるように
するために、2学期からフォームでの小テ

ストをやるようになりました。そういう点
でも、Chromebook を持っていることで、

1学年に関しては他学年よりはスムーズに、

家にいながら授業を受けるということがで
きたなと思います。

Chromebook を持つ学年と持た
ない学年・・・両方担当する先生
から見る「1人1台のメリット」

（インタビュアー）オンライン授業や
フォームを使ったテストは、他の学年でも
行われているのでしょうか？ それとも、1
人1台の Chromebook がある1学年だか
らこそできることなのでしょうか？

（三村先生）自分は1学年と3学年を担当
しているのですが、Chromebook を持っ
ていない3学年も、1学年と同じように
Google Meet で授業の配信はしています。
ただ、やはり Chromebook があるほうが
大画面で見れますし、フォームを利用して
オンラインでも単語テストを一緒に解いた
りすることもできます。また、画面共有で
は見づらかったものが、生徒にファイルご
と共有をかけて、生徒は自分の
Chromebook で開いて見るということも
できますね。そういった点で
Chromebook がある1学年はかなりやり
やすかったです。3学年の場合は、生徒は
やはりスマートフォンで見ていることも多
くて、「画面が小さくてスライドが見えな
い」という声は挙がってきますね。やはり
操作性とか機能性は断然違うのかなと思い
ました。

（インタビュアー）どちらの学年も担当さ
れている三村先生から見て、1人１台の
Chromebook のメリットを感じやすいの
はどのような場面でしょうか？

（三村先生）自習の時間でもライブ（生
の）授業のようにできるのがかなり強みだ
と思います。例えば、①PowerPoint に音
声を吹き込んだものを Classroom で配信
して、それを自習の時間に見てもらう。②
その後、関連する内容のテストにフォーム
で答えて提出してもらう、とすることで、



1人1台の端末は何のために？ ICT化に関する今後の展望

無料のクイズ作成ツール「Kahoot!」
と Chromebook を使って

英語の出題を行う三村先生。
生徒からのコメントも飛び交い、

活発な雰囲気で
授業が進む様子が見られた

自習でも生徒が取り組んだかの確認がとれ
ます。というのも、他の学年だと
Chromebook を持っていないので、自習
の時間にはプリントを用意して、授業進度
に遅れをとるというのが今までの感触でし
た。Chromebook を使うと、その日進め
たい授業をそのまま、動画をとるなり音声
を吹き込むなりすれば、授業が1つ分進む
ので、個人的にはかなりいいなと思います。
プリントを印刷する手間も、それをチェッ
クする手間もないですし、点数を見ればど
のくらいきちんと動画を見たのかが分かり
ます。さらには YouTube™ にスライドも
アップロードして、再生回数をみればどの
くらいの生徒が見たのかも確認できます。

（インタビュアー）先生ご自身の工数を減
らせるというのと、授業進度にも関わって
くるので、授業の内容もより充実するとい
う点にメリットを感じられているのですね。
Chromebook を持っている学年とそうで
ない学年が混在している今の状況ならでは
のご感想ですね。

課題はペーパーレス化、業務の効
率化・・・グループウェア導入も
見据えて

（インタビュアー）今後の展望として挙げ
ていただいた「ICTを活用したペーパーレス
化・電子化の推進」「校内グループウェア
の稼働」「教員の業務の効率化」について、
詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか？

（篠田教頭）例えば、朝会や職員会議など
で、声を発さなくとも伝わる連絡等が多く
あるんですね。例えばグループウェアに載
せておけば各自で見るだけで済むようなこ
となのに、そのやりとりにかかる時間は、
実は大きなコストですよね。紙を使うにし
ても、分厚い綴じ込みを全員に配布したり
することがいかに無駄なことなのか、ひし
ひしと感じます。

私自身も、若い頃は遅くまで生徒を指導
するとか、朝から晩まで学校で授業準備す
るとか、色々と身に覚えがあるのですが…。
学校現場は今よりももっと、効率化や時間
の意識を身に着ける必要があると感じます。
どれくらいのコストをかけるとどれくらい
のリターンがあるかということをあまり意
識していない。それが教育の良さでもある
のですが、熱意とコストパフォーマンスの
意識というのは共存するべきだと考えてい
ます。

（インタビュアー）コストパフォーマンス
の意識について、様々な面から課題を感じ
るということですね。特にペーパーレス化
を重視しておられる理由について、お考え
をお聞きしてもよろしいでしょうか？

（篠田教頭）私は職員室の責任管理者なの
で、掃除をするのですが、とにかく紙ごみ
が多いんです。紙をなくせば、先生方が
シュレッダーをかける時間も、そのごみを
処分する時間もなくなるわけじゃないです
か。ペーパーレスにするということは時間
を生むことに直結していますよね。紙で置
いておく必要があるものは保管して、それ
以外は電子で置き換えると。ペーパーレス
化はそのまま業務の効率化でもあります。
今後、教職員用のグループウェアの導入を
して、Google Workspace とうまく連携し
て使っていければと思っています。

1人1台の端末は何のために？

「主体的・対話的で深い学び」の
実現に向けて

（篠田教頭）続けて、今後の展望には、や
はり「『主体的・対話的で深い学び』を実
現する授業実践」を挙げたいと思います。
もちろん、生徒が画面に向かって黙々とス
ライドを作ったりすることもあっていいと
思うんです。しかし、授業では画面に入り
込むんじゃなくて、操作しながら、教員と
生徒や、生徒同士がやりとりする、そう
いった双方向の活動をするための1人1台だ
と思うんですよね。

GIGAスクール構想が発表された時に、
「個別最適化した学び」と「主体的・対話
的で深い学び」が相反するのではという議
論が起きましたが、個別最適化はある意味
授業の外でやればいいことだと考えていま
す。家でもできる課題や学習などですね。
授業はあくまでも、文部科学省が提唱する
ような、「主体的・対話的な学び」を推進
するための1人1台という認識です。授業で

は「主体的・対話的な学び」、外では「個
別最適化した学び」とすればいいと思いま
す。本来両方できる Chromebook のはず
が、「個別最適、個別最適」と授業の文脈
でアナウンスすればするほど、「主体的・
対話的な学び」が薄れていってしまう、そ
こが重要かなと思います。

（インタビュアー）「個別最適化した学
び」と「主体的・対話的な学び」は、それ
ぞれ別の機会で実現できるものであり、授
業では後者に注力していければということ
ですね。

（篠田教頭）はい。ですので、本校でも、
授業では Chromebook を使った双方向の
やりとりや、アクティブラーニングがもっ
ともっと増えていけばと思っています。今
もそれに近いことができている授業もある
ので。そのための1人1台だと思います。

（2021年11月18日取材）

（三村先生）校内の教育の情報化推進委員
会が行う研修会などに参加したりしていま
す。他校との合同研修会に参加させても
らったこともあり、同じく Google を採用
している学校の先生と、どんなアプリを
使っているか情報交換をしたりしました。
あとは自分で調べることも多かったですね。

（インタビュアー）校内の研修の内容は、
Chromebook や Google Workspace のア
プリの操作方法が主でしょうか？

（三村先生）そうですね。Classroom の使
い方やファイルのアップロードの仕方とか、
フォームについての説明もありましたし、
分散登校時の Google Meet を使っての授
業のやり方もありました。その都度必要が
あれば、研修会を開いてくださっているの
で、それに教員は参加するという形です。

（木村先生）研修は教育の情報化推進委員
会が開催していますが、外部講師に依頼し
た時もありましたね。

授業で使う先生のリテラシー向上

（インタビュアー）授業での活用の方法に
ついて、先生方はどのように模索されてい
るのですか？

「総合的な探究の時間」の授業で、
高校が所在する小川町の魅力についての

グループ発表の準備をする生徒

導入の先にあるものを見据えながら、保護者の個人購入という形で１人１台を実現された小川高等学校様。

校内では、Chromebook を使った調べものをされる生徒様や、相互的な授業を実践される先生方のお姿があり、ICTが日常の一部とし

て存在しているご様子を拝見できました。このたびは貴重なお話をお聞かせいただき、誠にありがとうございました。

Google for Education™ 正規販売パートナー ミカサ商事株式会社

Chromebook, Google Meet, Google ドキュメント, Google スライド, Google Jamboard, Youtube, およびGoogle for Education は、Google LLC の商標です。
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