
お話をお聞きした先生
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 生徒用端末の活用の奮闘、これまでと現在

 iPad 利用時に感じていた課題

 なぜ iPad から Chromebook に？端末を切り替えた理由

 使ってみて感じる iPad と Chromebook の違い

 端末切り替え後の運用の実態

 ICT に関する今後の課題と展望

事例の内容

OS 切り替えの理
由・結果、実際に
感じた違いなどを
お話しいただきま

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

電算部部長として、端末導入をはじめとした校内の ICT 
活用を推進。電算部の部長だけでなく、学年部主任、
生徒指導部主任も兼任されている。

学校法人 西大和学園 西大和学園中学校・高等学校

「生徒と向き合う時間を増やす」生徒の能力育成のために
行われた Chromebook への切り替え

住所：〒636-0082奈良県北葛城郡河合町薬井295
TEL：0745-73-6565
FAX：0745-73-1947
HP：https://www.nishiyamato.ed.jp/
• 中学校、高校ともに共学
• 生徒数(2022年度)中学:715名、高校:1082名

「探究：探究心に満ち知識や情操を養う」、「誠実：誠実に徹し、高邁な品性を培う」、「気迫：気迫にみなぎる強い
意志を育む」の進取の気性に富む校訓を定めています。開校以来、本校独自の教育を実践し、科学的洞察力、国際性、
利他の精神といった、リーダーとして不可欠な資質を育む教育を目指しています。“次代を担うリーダーを育成するため
に”という学校目標を掲げ、日々生徒と向き合っています。【磨かれた「知」を備えたリーダー・世界を舞台に活躍する
リーダー・豊かな人間性を持つリーダー】の本校教育が目指すリーダー像を軸に、西大和独自の時代の変化に合わせた
最適な教育を展開しています。授業に限らず、特別活動や行事など、それぞれに新しい教育を模索し続けています。

大倉 健 先生

緑と史跡に恵まれた素晴らしい環境のもと、次代を担う高い理
想と豊かな人間性をもった生徒の育成を目標に、真に充実した
高校教育を創造しようとして、1986年4月、西大和学園高等学
校（男女共学）を開校し、高等学校開校2年後の1988年4月、
6ヵ年一貫教育による教育効果の向上をめざし、西大和学園中
学校（男子校）を開校いたしました。現在では高等学校・中学
校ともに男女共学となっています。建学の精神に基づき、

https://www.nishiyamato.ed.jp/


iPad から Chromebook への切り替えまで

2014年
 G Suite for Education（現在の Google Workspace for Education、以下 Google 

Workspace と表記）を導入
 初めての学習者用端末として iPad を導入

2016年  補助金を活用し Chromebook（貸出用：60台）を導入

2017年  補助金を活用し Chromebook（貸出用：50台）を導入

2018年
 学習者用端末を iPad から Chromebook に切り替え

翌年以降も継続して学習者用端末としての Chromebook を導入

生徒の意見がきっかけに。生徒用
端末導入の経緯

インタビュアー：初めての端末導入までの経
緯をお聞かせいただけますでしょうか？

大倉先生：当時のある学年の学年部長が「学

校が良くなるためには」というテーマで生徒
から意見を集めたところ、その中に「SNS 
を活用した学習効率向上」という意見があっ

たんです。その意見をもとに、ICT 端末を
導入できないかという話になりました。また、
本校のカリフォルニア校が先行して iPad を

導入しており、すでに ICT を活用した学習
を行っていたので、それを参考に本校でも
ICT 端末を導入することになりました。

2014年当時は Chromebook の知名度はほ
とんどなく、ICT 端末の導入と言えば iPad 
という時代でしたし、教育系のアプリが充実

していることや、カリフォルニア校でも
iPad を導入していることから本校でも iPad 
を導入しました。

2014年当時の端末導入に対する
教職員、保護者の反応

インタビュアー：iPad の導入に対して、教

職員様や保護者様の反応はどのようなもので
したか？

大倉先生：端末導入当時はコロナがなかった

ので「オンライン」や「ICT 端末を使う」
という考えがありませんでした。保護者や教
員は「なぜ端末を使わないといけないのか」

「持たせる必要はあるのか」という反応でし
た。「なぜ持たせないといけないのか」と考
える人が多く、端末の活用まで考えている人

はいなかったので、iPad を導入してから数
年はただ端末を持たせているだけという印象
を受けましたね。今はそういったことはあり

ませんが、当時は半数以上が反対意見でした。

インタビュアー：当初は教職員の皆様が納得
されて導入したわけではなかったのですね。

大倉先生：電子機器を持たせること自体に高
いハードルがあったので、その中での iPad 

導入は非常に難しかったですね。導入後も、
生徒だけが端末を使い、教員は使っていない
という状況が続きました。生徒達は文化祭や

体育祭運営でコミュニケーションツールの1
つとして Google  Classroom（※1）などを
使っていました。携帯電話を持たせていな

かったので、端末が唯一の連絡手段になって
いました。一方で、教員は Classroom を活
用して連絡や課題配布を行うといったことは

ほとんどありませんでした。ただ、その中で
も何人かの先生が、課題の解答をペーパーレ
スで配布するようになるといった動きはあり

ましたね。

※1 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

Chromebook に切り替えた現在
の端末活用について

インタビュアー：Chromebook を導入した

現在は、端末をどのように活用されているの
でしょうか？

大倉先生：端末を活用しハイブリッド授業を

すぐに行えるように体制を整えています。例
えば、生徒のご家族が発熱した場合、その生
徒は登校を控えることになるのですが、希望

すれば授業に遅れないようにオンラインでも
授業を受けられるようにしています。オンラ
イン授業がすぐにできるようになり、非常に

便利だと感じています。Chromebook に限
らず、1人１台の端末があるからこそできる
ことだと思います。

インタビュアー：オンライン授業の他にはど
のように活用されているのでしょうか？

大倉先生：例えば、朝のホームルームの連絡

は Classroom を活用していて、クラスに行
くと「Classroom を見ておいて」と伝える
だけで朝の連絡は終わります。他には、休校

の連絡にも Classroom を活用しています。

午前は休校で、午後から登校の場合も生徒に
一斉に連絡することができます。コロナ禍以

前は、教員は Classroom の機能を全て活用
しようとしていなかったのですが、今は活用
度合いが上がってきていると感じます。

Classroom 以外にも Google Colaboratory
というアプリを使ってプログラミング授業を
行ったり、Google スライド™（※2）を活用

し、発表や文化祭の準備などにも
Chromebook を活用しています。

※2 Google スライドとは、Google Workspace に含ま

れる基本無料のプレゼンテーション作成ツール

教員の自主性を尊重しながら進め
る校務効率化

インタビュアー：事前アンケートで「今後、
デジタル採点を導入し Classroom を通して

返却したい」とお話を伺っております。詳し
くお聞かせいただけますでしょうか。

大倉先生：現在、デジタル採点を試験的に導

入しているのですが、本格的に導入すること
が決まりました。

インタビュアー：強制的にデジタル採点を活

用するようなルールを設けることは考えてい
らっしゃるのでしょうか？
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生徒用端末の活用の奮闘、これまでと現在※この章は次のページにも続きます。

（次ページへ続く）

Chromebook を活用する生徒の様子



大倉先生：学校としては先生方にお任せする
という方針なので、必ずデジタル採点を使わ

なければいけないというルールは作りません。
それぞれの先生がやりたいようにしてもらっ
ていますが、使わない先生はずっと使わない

ままなんです。デジタル採点を試してもらえ
るようになんとか説得して使ってもらったと
ころ、やはりデジタル採点を使用したほうが、

手作業で採点するより、採点時間が2分の1
から3分の1に減ったので、今までデジタル
採点を使っていなかった先生にも「デジタル

採点は使える」と感じていただけたようです。
デジタル採点にすることで、採点時間だけで
なくミスも明らかに減りました。中にはデジ

タル採点を活用して小テストの採点を行って
いる先生もいます。その先生は、デジタル採
点を活用したことで採点にかける時間が減っ

たので、テストを行う回数を増やしているん
です。今までは1週間に1回だったのが、2、

3回テストを行えるようになったそうです。
ICT を活用して削減できた時間を、有効活用
してくれていますね。

インタビュアー：デジタル採点を活用するか
どうかは先生方の判断にお任せしているとの
ことですが、授業での端末活用についても先

生方の判断に任せられているのでしょうか？

大倉先生：先生方に任せているので、よく活
用されている先生とあまり活用されていない

先生がいらっしゃるのですが、それは仕方が
ないと思っています。そのような差は研修を
行って縮めるしかないですね。

インタビュアー：これまで ICT に関する研
修などはされていたのでしょうか？

大倉先生：自由参加の研修は行っていたので
すが、やはり参加率は低かったですね。ICT 
スキルのレベルに差があり、研修が必要ない

ほどスキルの高い人もいるので強制参加には
しなかったのですが、自由参加だと本当に研
修が必要な人は参加しないんです。これまで

は、Classroom の使い方や Google フォー
ム（※3）でのアンケート作成方法など具体的
なものをあげて研修を行いました。

※3 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
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アプリのインストールを生徒にさ
せることで生じる問題

インタビュアー：iPad を活用する上で、感
じられていた課題についてお聞かせいただけ
ますでしょうか？

大倉先生：アプリのインストールを生徒にし
てもらう必要があることに課題を感じていま
した。アプリをインストールさせたい時にだ

け、Apple Store を開放してインストールし
てもらっていたのですが、必要なアプリをイ
ンストールし忘れる生徒がいたんです。その

生徒にアプリをインストールさせるためには、
もう一度、Apple Store を開放させるという
手間がありました。また、Apple Store を開

放すると、勉強に関係のないアプリをインス
トールする生徒もいました。履歴を見ればど

んなアプリをインストールしたかわかるので、
生徒が勉強に関係のないアプリをインストー

ルするたびにそのアプリを消させていました。

端末故障時の対応が教職員の負担
に

大倉先生：破損が多いことも課題として感じ
ていました。生徒はとにかく iPad を落とす
んです。ケースをつけていましたがあまり意

味がなく、落として画面を破損させることが
圧倒的に多かったですね。

インタビュアー：故障が多いと、修理対応な

ど教職員様の業務負担が大きくなってしまう
と思うのですが、そのようなことはなかった
のでしょうか？

大倉先生：故障の度に修理手続きや保険など
の申請をしていたので、業務負担が増え、か

なり大変でした。あとは修理期間中に代替機
がないことが一番苦しかったですね。

インタビュアー：修理期間中はどのように対

応されていたのでしょうか？

大倉先生：端末なしで授業を行っていました。
もし端末を貸すことになったとしても、iPad 

だと自分が普段使っている端末と同じ環境を
作れないですよね。Chromebook だと自分
のアカウントでログインすれば自分の環境で

作業できますが、iPad ではできないので、
修理が終わるまで待つしかないという状態で
した。

iPad 利用時に感じていた課題

なぜ iPad から Chromebook に？端末を切り替えた理由※この章は次のページにも続きます。

理由➀：価格負担を減らすため

インタビュアー：iPad から Chromebook 

に切り替えられた理由について、事前アン
ケートで4つご回答いただいております。そ
れぞれ詳しくお聞かせいただけますでしょう

か？

大倉先生：1つ目は、iPad の価格が非常に高
かったことが理由です。保証なども含めて8、

9万円程だったと記憶しています。
Chromebook だと保証を含めても5、6万円
ぐらいですよね。端末をどのように活用する

かは、それぞれの学年に任せていたので、
iPad の頃は、Classroom やスライド、スタ
ディサプリしか使っていない学年や、そもそ

もほとんど端末自体を使っていない学年もあ
りました。また、難しいことに iPad 利用当
時は保護者の意見も二分化していたんです。

「もっと使わせて欲しい」という保護者と、

「iPad なんか持たせないで欲しい」という
保護者に分かれました。端末を持たせたくな

いという保護者からの反発も一定数あったと
思うので、端末を購入したからと言って積極
的に活用を進められる状況でもなかったのだ

と思います。iPad に関しては、良くも悪く
もスマートフォンに近い感覚が保護者にも
あって、学習に関係のない使い方をイメージ

させやすい側面もあったと思います。

理由➁：画面破損が多発

大倉先生：2つ目の理由は、画面破損が多発

したことです。画面割れや液晶の故障、あと
は充電ができなくなるなどの破損もあり、そ
れぞれ修理費用が高かったんです。

インタビュアー：修理費用はどのくらいか
かっていたのでしょうか？

大倉先生：修理ではなく交換がほとんどでし
た。全員一律で保証には加入していたのです

が、保証の上限金額をすぐに超えてしまって
いたので、保証は適用されず交換対応でした。
あとは、iPad の紛失も多かったです。

Chromebook はほとんどないのですが、
iPad はスマホと感覚が近いからか、色々な
所に適当に置いて紛失させる生徒が多かった

ですね。

理由➂：Google Workspace と
の親和性

大倉先生：3つ目は Google Workspace を
導入していたことです。すでに Google 
Workspace を導入し活用していたので、

Google Workspace との親和性も考えると、
端末を Chromebook に切り替えて Google 
でそろえようということになりました。

（次ページへ続く）



理由➃：キーボード入力をさせる
ため

大倉先生：4つ目は、生徒にキーボード入力
をさせたいと考えていたことが理由です。
iPad だと外付けのキーボードをつけないと

いけないので、その分金額も上がりますし、
外付けキーボードは打ちにくいということも
あり他の OS も検討していました。他 OS 

への切り替えも検討していたタイミングで情
報Ⅰが入試になるかもしれないという話があ
り、プログラミングをさせるためにもキー

ボードが必要だという話になりました。ちょ
うど Chromebook が認知されるようになっ
てきたタイミングでしたし、Chromebook 

であればアプリも強制インストールさせるこ
とができるなど総合的に考えて
Chromebook が良いということになり、OS 

を切り替えることになりました。

OS 切り替えに対する教職員や保
護者の反応

インタビュアー：OS 切り替えに対する教職
員様の反応はいかがでしたか？

大倉先生：反対意見はなかったです。

Chromebook では、学校が強制インストー
ルさせたアプリしか使えないようにできるの
で、iPad よりも自由度が下がるイメージが

あるんです。「遊べる iPad から遊びにくく
なる Chromebook になるのであればいいん
じゃないか」と受け入れてもらえたので、反

対意見はなかったですね。

インタビュアー：Chromebook への切り替
えに対して保護者様の反応はいかがでした

か？

大倉先生：端末は学校で管理されていて自由
に使えるわけではないので、iPad と

Chromebook のどちらにしても変わらない
と感じている方が大半でした。

Chromebook への切り替え時には、ニュー
スでも端末導入に関して取り上げられていた
り、導入している学校も増えていたこともあ

り、端末導入自体に抵抗を持たれている方は
かなり減りました。

インタビュアー：コロナ禍など時代の流れも

あり、保護者様の反応はいい方向に変わった
ということですね。

大倉先生：保護者の方も在宅で仕事をしない

といけないのに、子どもがパソコンを使うの
で仕事ができなかったところ、学校で生徒に
1人1台持たせてくれたおかげで助かったと

いう方もいらっしゃいました。そのような時
代の流れのおかげで、端末を導入することに
反対する教員も保護者も今はいないと思いま

す。
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代替機を貸し出すだけ。端末故障
時の負担を軽減した
Chromebook

インタビュアー：端末を活用されるにあたっ
て感じられた iPad と Chromebook の違い

についてお聞かせいただけますでしょうか？

大倉先生：端末故障時、Chromebook は代
替機を貸し出すだけで済むというのは iPad 

との違いとして感じています。
Chromebook の場合、ログインすれば自分
の端末と同じ環境が出来上がるので、貸出用

の端末を渡すだけで、生徒は通常通り使える
んです。iPad の場合、データをローカルに
保存していることが多かったので、

Chromebook のように端末を貸し出すだけ
では上手くいかなかったと思います。

インタビュアー：iPad の場合は修理に出す

際も、一度、生徒様にバックアップを取って
もらってから修理に出す必要がありますよね。

大倉先生：そうですね。リセットしてもいい
か念のため確認していたので、その手間はあ

りました。Chromebook だとそういったや
り取りが必要ないというのも助かりますね。
基本的にはデータは Google ドライブ™

（※4）に保存されているので、バックアップ
をとる必要はないんです。ローカルに保存し
ていつでも開けるような状態にしたいのであ

れば、ドライブからダウンロードすれば済み
ます。今、本校には100台以上の予備機があ
るんです。端末が故障してもその予備機を貸

し出すだけで済むので、端末故障時の負担は
かなり減りましたね。

ブラウジングや Google 
Workspace の操作性の違い

大倉先生：iPad で Google Chrome™ を見
るのと、Chromebook で見るのは操作性が

違いますよね。iPad では少し扱いにくいと
感じます。私は iPad も Chromebook も両
方使用していますが、Google ドキュメント

™（※5）や Google スプレッドシート™
（※6）、スライドなどを iPad で作成するの

は少し大変ですね。

インタビュアー：iPad だとメニューが一部
しか映らないなど、Google Workspace と

の親和性の違いを感じられているということ
でしょうか？

大倉先生：そうですね。iPad だと Google 

Workspace の操作が大変なので、そういう
意味でも Chromebook の方がいいと感じて
います。

※4 Google ドライブとは、Google Workspace に含まれ

るツールの1つ。ファイルの保存、検索、共有などが可能

※5 Google ドキュメントとは、Google Workspace に含

まれる基本無料の文書作成ツール

※6 Google スプレッドシートとは、Google Workspace 

に含まれる基本無料の表計算ツール

使ってみて感じる iPad と Chromebook の違い

端末切り替え後の運用の実態※この章は次のページにも続きます。

現在も教職員は iPad を活用。教
職員と生徒で異なる端末を使用す
る理由

インタビュアー：生徒様の端末を
Chromebook に切り替えた今も教職員様は

iPad を使用されていると伺いました。教職
員様と生徒様で別の端末を使われる理由はど
のようなものなのでしょうか？

大倉先生：iPad を導入した当時は、日本に
はまだ Chromebook が少なかったので教員
も生徒も iPad を採用したんです。教員は約

10年ほど iPad を使用していて、現在も

iPad でスライドをプロジェクターに映して
授業を行ったりしています。コロナ禍になり、

オンラインで授業や会議をしようとした際に
ウェブカメラを用意できなかったので、先生
達の iPad でオンライン授業や会議をしても

らうことになったんです。先生達が持ってい
る iPad のカメラは非常に古かったので、こ
の機会に新しい iPad を導入してオンライン

に対応できるようにしました。 各教室にス
タンドも購入し、そこに iPad を立てて、カ
メラで映してオンライン授業を行っています。

各教室のプロジェクターに Apple TV をつ
けてミラーリングできるようにしています。

Chromebook はどこかに立てかけることも

できないですし、先生達は今まで iPad で慣
れているので、急に Chromebook に変える

ことは難しく、今でも iPad を使用している
んです。

管理を電算部に一元化し、管理体
系の乱れを解消

インタビュアー：生徒用端末を
Chromebook に切り替えたタイミングで管

理体制を変えられたと事前に伺っております。
詳しくお聞かせいただけますでしょうか？

（次ページへ続く）



大倉先生：これまでは、各学年の担当者が端
末を管理していました。端末の管理状況につ

いては、各学年の担当者に管理が完全に委ね
られていました。端末の活用レベルが学年に
よって違っていて、スライドやスプレッド

シートしか使っていない学年もありました。

インタビュアー：授業でどのように端末を使
用するのかも担当の先生に任せていたため、

各学年で差が出ていたのですね。

大倉先生：そうですね。そのような状況だっ
たのを、学習者用端末を Chromebook に切

り替えたタイミングで、電算部で端末の管理
を行うことにしたんです。どのアプリをイン
ストールするかは各学年ごとで決めてもらい、

アプリのインストールなどは電算部で行うよ
うになりました。それまでは各学年が何をし
ているのか把握できなかったのですが、全学

年の端末を管理する部署ができたことで、各
学年の端末状況を把握できるようになりまし
た。

端末切り替え時に感じていた懸念
と現状

インタビュアー：iPad から Chromebook 

への切り替えにあたって、感じられていた不
安や懸念点についてお聞かせいただけますで
しょうか？

大倉先生：先ほどもお話しした通り、学習者
用端末を Chromebook に切り替えても教員

はそのまま iPad を使用しているので、教員
と生徒で Chromebook に対する理解度の差
が出てしまうことを懸念していました。実際

に、教員と生徒でその差が出てしまっていま
す。iPad はほとんどの先生が iPhone も
使っているのであまり抵抗がなく、研修がな

くても使いやすいと感じる先生が多いのです
が、Chromebook は使っている人じゃない
と使いづらいのだと思います。生徒に「これ

はどうしたらいいですか」と聞かれた時に、
iPad では対応できても Chromebook では
対応できる人がほとんどいないんです。です

から、私のような Chromebook を分かって
いる人に聞きにくるんです。

インタビュアー：Chromebook について分

かっている方は限られているため、その方に
聞くしかないということですね。

大倉先生：そうなんです。今でも先生達は

Chromebook の知識がないので生徒にレク
チャーできない、トラブルに対処できないと
いう状況です。各学年の修理担当の先生です

ら、修理に出すという作業をしているだけで、
端末のリセット方法を分かっていないという
現状もあります。

インタビュアー：実際の修理に出すにあたっ

ての端末リセットなどの作業は電算部でされ
ているということでしょうか？

大倉先生：そうですね。修理に出さなくても
リセットで対処できそうなものは電算部で対
応しています。本当は Wi-Fi のパスワード

さえ教えれば、教員全員に端末のリセット方
法を教えられるのですが、そうすると生徒達
にパスワードが漏れてしまうことがあるので、

教えることができないんです。2022年から
校内ルールを厳しくし、先生達にも校内

Wi-Fi のパスワードは教えないということに
したんです。校内の Wi-Fi にはプロファイ
ルを使用してもらい、パスワードを手入力し

て Wi-Fi に接続してもらうのはやめました。

個人の端末を使って授業したい場合は、

ゲスト Wi-Fi のパスワードを教えているの
でそれを使ってもらうようにしています。

インタビュアー：先生方のパスワード管理に
ついても課題となっているということでしょ
うか？

大倉先生：非常に大きな課題だと思っていま
す。本校で一番困っているのは、先生方の
Chromebook に関する知識不足やリテラ

シーについてですね。そういったことにはか
なり苦戦しています。

5

ICT に関する今後の課題と展望※この章は次のページにも続きます。

「校内ネットワークの強化」「利
用ツールの統一」等、現在感じら
れている課題

インタビュアー：ICT に関する現在の課題を
お聞かせいただけますでしょうか？

大倉先生：校内のネットワークを強化したい
と考えています。各教室に Wi-Fi のアクセ
スポイントはあるのですが、特別教室や体育

館などネットワークがなく Chromebook が
使えない場所もあるんです。体育館であれば
体育祭などでパフォーマンスをする時に、

ネットワークがないためファイルが開けない
ということもあるので、そのような場所でも
ネットワークが使えるようにしてあげたいと

思っています。新しい建物もできたので、渡
り廊下なども含めて Wi-Fi 環境がない場所
を強化していきたいと思っています。また、

端末を活用するようになってきたので、一斉
にアンケートなどをとるとネットワークがダ
ウンしてしまうんです。そのような環境を変

えるために、現在、校内ネットワークの整備
を進めています。

インタビュアー：校内どこでも使える環境を

整えるということですね。

大倉先生：そうですね。校内どこでも使え、
全員が同時に使っても落ちない環境にしたい

ですね。200人が同時に使った瞬間に急に
ネットワークが止まったり、別の学年が使お

うとしていたのが使えなくなり、急遽集会に
変えるということも過去にありました。それ
だけ教員も生徒も皆が端末を使うようになっ

てきたということなのですが、一斉にネット
ワークを使っても落ちることがないように
ネットワークを強化したいと考えています。

差を縮めるための教職員の ICT 
活用能力の底上げ

インタビュアー：事前アンケートで、ICT に

関する現在の課題について「点在している情
報を集約する必要がある」と伺っております。
詳しくお聞かせいただけますでしょうか？

大倉先生：現在、先生達が校内で使用してい
るソフトが混在しているんです。例えば、オ
ンライン授業で使用するビデオ会議ツールな

ども、Zoom と Google Meet™（※7） が混
在しています。端末導入当初は、先生方は皆
さん Zoom を利用していたのですが、

Google Workspace の有償版を購入し
Google Meet の有償機能を使えるようにな
ると、Zoom を使う先生と Google Meet を

使う先生に分かれてしまったんです。
Google Meet のほうが設定も簡単ですし、
Classroom から Google Meet に参加する

ことも出来るので、ビデオ会議ツールは

Google Meet で統一したいのですが、使い
なれている Zoom から離れられない先生が

多いんです。学校としてある程度揃えたいと
思っているのですが、あまり上手くいってい
ませんね。教員同士の連絡ツールも様々なソ

フトが混在しているんです。私のように
Google Chat™（※8）を使っている人もいれ
ば、Slack や学校のグループウェアを使って

いる人もいます。情報が点在しているので、
その情報を一ヶ所にまとめるというのが現在
の課題です。

インタビュアー：事前アンケートでは「教員
の ICT 活用能力の向上」も課題として感じ
ていると伺っております。詳しくお聞かせい

ただけますでしょうか？

大倉先生：非常に衝撃的だったのは、これま
で iPad を使用していたにもかかわらず、

iPad の設定の開き方がわからない先生がい
らっしゃったことです。 ICT を活用できる
人とできない人で大きく差が開いているんで

す。

インタビュアー：そこまで差が開いていると、
教職員様が全員参加する研修を行うというの

は難しいのではないでしょうか？

（次ページへ続く）



6

大倉先生：一斉に行うのはかなり難しいです
が、その差を縮めないと日常の校務に影響が

出てしまうんです。「ドライブのこの場所に
このファイルがあります。共有済みのファイ
ルです。」と言っても何を言ってるか分かっ

てもらえないんです。その場合、一から説明
しないといけないのでお互いに困るんです。
全員に高度な技術を求めているわけではない

ですが、ある一定のレベルまではなってくれ
ないと仕事にならないですね。今後は、
Google Workspace の活用なども含めた教

員の ICT 活用能力の向上を行っていきたい
と考えています。

※7 Google Meet とは、Google Workspace に含まれる

基本無料のビデオ会議ツール

※8 Google Chat とは、Google Workspace に含まれる

コミュニケーションソフトウェア

「業務負担の軽減」「教員のスキル
向上」‥すべては生徒の能力育成の
ために

インタビュアー：今後のさらなる活用や御校
の ICT に関する展望についてお聞かせ頂け

ますでしょうか？

大倉先生：教員の業務負担を減らし、その分
生徒と関わる時間を増やしたいと考えていま

す。現在混在しているツールを統一しながら、
生徒達に何ができるかを考えて、新しい取り
組みをさせたいと思っています。高校生でも、

ある程度プログラミングや Web に関するス
キルを身につけた子が育ってもいいと思って
いるんです。Web デザイナーなど、今まで

将来の選択肢として本校の生徒達になかった
ようなことが増えればいいんじゃないかと
思っています。教員も生徒も皆で活用できる

ようになり、学校としてスキルが上がればい
いですね。

インタビュアー：「新しい取り組み」という

のは、どのようなことをお考えなのでしょう
か？

大倉先生：先ほど申し上げたような「生徒の

選択肢を増やす」こともその1つですが、教
員の ICT スキルを向上させたいと考えてい
ます。教員のスキルが上がらなければ、生徒

のスキルも上がらないですよね。本校では
Google 管理コンソールの設定で、
Youtube™ などはブラックリスト形式で閲

覧を制限しているのですが、外部のプロキシ

サーバーを通せば自由に YouTube を見られ
るということを生徒は知っていて、勝手に

YouTube を見ているんです。YouTube は1
つの例ですが、それ以外のことでも教員より
も生徒のほうが ICT を知っていますし、よ

り ICT スキルを向上させることができるの
は生徒だと思っています。しかし、ある程度
のスキルまでは教員が上げるべきだと思って

いるので、情報の授業以外でも ICT の使い
方などを教育する必要があると思っています。
生徒のスキルをさらに向上させるために、ま

ずは教員の ICT スキルを向上させていきた
いですね。

生徒様の能力育成のためタブレット端末から Chromebook への切り替えを行われた西大和学園中学校・高等学校様。

端末導入や導入後のご活用に関するお話しから、教職員様の生徒様への思いが伝わります。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

（2022年7月13日取材）
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