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○ 先導的な教育体制構築事業報告書（平成２８年度）

【ページ例】

１．ICT活用について

参照URL： http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1386466.htm

【目次】
第１部 新たな学び実現のための取組

第１章 教育の情報化による新たな学
びの実現

第２章 本事業における新たな学びを
取り巻く状況

第３章 新たな学びの実践
第４章 学校と家庭との連携
第５章 学校間や地域との連携
第６章 支援体制
第７章 教育効果
第８章 デジタル教材の開発・活用

第２部 新たな学びの実践事例

１



○ 学びのイノベーション事業実証研究報告書（平成２５年度）

【ページ例】

【目次例】（実証研究報告書より）

第１章 教育の情報化と新たな学び
の創造

第２章 小学校、中学校における取
組

第３章 特別支援学校における取組
第４章 ICTを活用した指導方法の

開発
第５章 学習用デジタル教科書・教

材の開発
第６章 ICTを活用した教育の効果
第７章 ICT活用の留意事項
第８章 今後の推進方策

参照URL： http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/030/toushin/1346504.htm ２

１．ICT活用について



○ 教育ICT活用事例集（平成２３年度）（小・中・高等学校、特別支援）
○ 教育ICT活用事例集（平成２４年度）（小・中・高等学校、特別支援）

【ページ例】

参照URL：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1407916.htm ３

１．ICT活用について

【目次例】（平成24年度版より）

・「国内のICT教育活用好事例の収
集・普及・促進に関する調査研究
事業」「教育のICT活用実践事例
集」について

・実践事例の特徴・傾向分析

・ICT教育活用事例映像集 紹介

・教育ICT活用実践事例 凡例

・地方公共団体（教育委員会等）の
事例



○情報化社会の新たな問題を考えるための教材～安全なインターネットの使い
方を考える～指導の手引き（平成２８年２月）

○情報モラル実践事例集 ２０１５（平成２７年６月）（教育委員会、学校、
地域向け資料）

【指導の手引き】
平成30年度一部改訂版、令和元年度追加版 作成

２．情報モラルについて

参照URL：
（情報モラル実践事例集）
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2018/08/13
/1408132_00_0_full.pdf
（情報化社会の新たな問題を考えるための教材）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1368445.htm

４

【目次例】（指導の手引きより）

１．児童生徒を取り巻くICTの現状

２．情報モラル教育の必要性

３．教材と情報モラル指導モデルカキュ
ラムや教科等との関連
情報モラル指導モデルカリキュラム

４．情報モラル教育の進め方

５．情報モラル指導モデル教材

６．教材の概要/シナリオ・スライド

７．保護者への啓発

８．レファレンス

関連図書・関連サイト

９．作成委員



○ 学校における教育活動と著作権

※令和３年４月中に更新予定。

【ページ例】

【内容例】
・教員や児童・生徒が授業の教材として使うた

めに他人の作品をコピーし配布する場合や
メール送信等インターネット送信をする場合

・「主会場」で行われている授業で教材として
使われた他人の作品等を遠隔地にある「副会
場」に向け、同時中継する場合

・学習者用デジタル教科書に掲載された他人の
作品についてその教科書を学校現場における
使用に伴ってインターネット送信する等の方
法により利用する場合

・試験又は検定のため、他人の作品を使って入
学試験問題を作成し配布する場合又は当該試
験問題をインターネットなどで送信する場合

・発表用資料やレポートの中で他人の作品を
「引用」して利用する場合

・学芸会、文化祭、部活動などで他人の作品を
上演・演奏・上演・口述（朗読等）する場合

３．著作権について

参照URL： http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/gakko_chosakuken.pdf ５



○ 発達障害のある子供たちのためのICT活用ハンドブック（特別支援学級編）
○ 発達障害のある子供たちのためのICT活用ハンドブック（通級指導教室編）
○ 発達障害のある子供たちのためのICT活用ハンドブック（通常の学級編）

【ページ例】

【目次例】（特別支援学級編より）

第１章 はじめに～発達障害とICT
について～

第２章 教員が抱える悩みを解決し
よう～特別支援学級におけ
るICT活用事例～

第３章 教員がICTを効率的に学ぶ
ために～ICTの効率的な研
修方法について～

４．発達障害のある子供たちのための
ICT活用について

参照URL： http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1408030.htm ６



○ これが欲しかった！ICT機器の「次の」活用方法
（学習上の支援機器等教材活用促進事業（平成30年度版））

【ページ例】

５．障害のある児童生徒の学習上の支援機器等
教材について

参照URL：http://kyozai.nise.go.jp/?page_id=154 ７

【内容】
１．特別支援教育における「適切な教材」の提

供

２．学習上の支援機器等教材活用研究開発支援
事業

＜東京大学先端科学技術研究センター＞

タッチ＆リード／OAK Cam

＜シナノケンシ株式会社＞

いーリーダー ほか

３．指導方法充実事業

４．普及促進事業～支援機器等教材を探そう～



○ 校内研修リーダー養成のための研修手引き（平成２６年度）

【ページ例】

６．教師のICT活用指導力について

参照URL： http://jouhouka.mext.go.jp/school/ict_substantiation/pdf/wg3tebiki.pdf

【目次】
はじめに～本研修の手引きについて～
Ⅰ章 モデルカリキュラムの活用に当たって

１節 モデルカリキュラムの内容と特色
２節 地域の実状に応じた研修カリキュラム

の作成
３節 外部との連携による効果的な研修カリ

キュラムの実施
Ⅱ章 研修カリキュラムの効果的な実施のため

に
１節 研修期間による「校内研修リーダー」

養成研修の企画・実施にあたって
２節 「校内研修リーダー」が効果的な校内

研修を実施できるようにするために
おわりに

８



○ 児童生徒の健康に留意してICTを活用するためのガイドブック

【ページ例】

７．健康への留意について

参照URL：
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2018/08
/14/1408183_5.pdf ９

【目次】
１．留意事項の考え方

２．具体的な改善方策

２.１ 教室の明るさ

２.２ 電子黒板

２.３ タブレットPC

３．Ｑ＆Ａ

４．学習環境の充実を図るための留意点

５．専門家からのコメント

６．チェックリスト

７．参考情報



○ 地方自治体のためのICT環境整備推進の手引き（平成３０年度）
○ 地方自治体のための学校のICT環境整備推進の手引き（平成２９年度）
○ 地方自治体のための学校のICT環境整備推進の手引き（平成２８年度）
○ 地方自治体の教育の情報化推進事例（平成２７年度）

【ページ例】

【目次例】（平成３０年度より）

序章 教育の情報化とは
第１章 教育の情報化推進のプロセ

スと進め方
第２章 学校ICT環境の整備と運用

（実践編）
第３章 地方自治体のICT環境整備取

組事例
付録

参照URL： http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1402867.htm 10

８．ICT環境整備について



○ 平成30年度以降の学校におけるICT環境の整備方針について（平成２９年度）
○ GIGAスクール構想の実現 標準仕様書（令和元年度）
○ GIGAスクール構想の実現 標準仕様書 学校からのインターネット接続編（令

和２年度）

【概要】

【目次例】（標準仕様書より）
はじめに
１．学習者用コンピュータの標準仕様書
（１）学習者用コンピュータの標準仕様書について
（２）学習者用コンピュータ等機器賃貸借標準仕様書例
（３）「学習用ツール」について
（４） LTE 通信でのネットワーク整備について
２．校内 LAN 整備の標準仕様書
（１）校内 LAN 整備の標準仕様書について
（２）校内 LAN 整備 調達 仕様書の作成方法
（３）校内 LAN 構築業務標準仕様書例
（４）校内 LAN 構成例
（５）その他の標準仕様書

①クラウド環境等構築業務標準仕様書例
②充電保管庫標準仕様書例

参照URL：
（整備方針）https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1399902.htm
（標準仕様書）https://www.mext.go.jp/content/20200219-mxt_jogai02-000003278_407.pdf
（標準仕様書 学校からのインターネット接続編）https://www.mext.go.jp/content/20210119-mxt_jogai02-
000011648_001.pdf 11

８．ICT環境整備について



○ 教育クラウド調達ガイドブック（本編、参考編） （令和２年３月）

【ページ例】

【目次例】（本編より）

はじめに
教育分野におけるクラウド活用とは
本書の使い方
第１章 教育クラウド調達に向けて
第２章 授業・学習系システムにおけ

るクラウド活用
第３章 校務系システムにおけるクラ

ウド活用

参照URL：
（本編） https://www.soumu.go.jp/main_content/000700786.pdf
（参考編） https://www.soumu.go.jp/main_content/000700963.pdf

８．ICT環境整備について

12



○ 「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」
（令和元年１２月）

【ページ例】

９．教育情報セキュリティについて

参照URL：
https://www.mext.go.jp/content/20200219-mxt_jogai02-000003278_409.pdf

13

【目次】
第１章 本ガイドラインの目的

第２章 本ガイドライン制定の経緯・背景

第３章 地方公共団体における教育情報セ
キュリティの考え方

第４章 教育情報セキュリティポリシーの
構成と学校を対象とした「対策基
準」の必要性

第５章 教育現場におけるクラウドの活用
について

『参考資料』



○ 教育の情報化に関する手引（追補版）（令和２年６月）

【概要】

10．教育の情報化に関する手引

参照URL： https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00117.html 14

【目次】
第１章 社会的背景の変化と教育の情報化

第２章 情報活用能力の育成

第３章 プログラミング教育の推進

第４章 教科等の指導におけるＩＣＴの活用

第５章 校務の情報化の推進

第６章 教師に求められるＩＣＴ活用指導力等
の向上

第７章 学校におけるＩＣＴ環境整備

第８章 学校及びその設置者等における教育の
情報化に関する推進体制



○ 各教科等の指導におけるICTの効果的な活用に関する参考資料（令和２年９月）

11．各教科等の指導におけるICTの効果的な活用

15

【目次】

・概要

（各教科等の指導における1人1台端末の活用）

・国語
・社会、地理歴史、公民
・算数、数学
・理科
・音楽、図画工作、美術、工芸、書道
・体育、保健体育
・家庭、技術・家庭
・外国語
・情報
・特別の教科 道徳
・生活科、総合的な学習(探究)の時間
・特別活動
・特別支援教育

参照URL：https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/mext_00915.html

【ページ例】


