ICT 活用

【平成２ ９ 年４ 月版】

指導力アップガイド
教員の ICT

活用指導力の基準

【沖縄県版：中学校・高等学校教員向け】
子供たちの「わかった」
「できた」のために

I ：いつも
C：ちょっとずつ
T：つかってみよう！

このパンフレットは、文部科学省配布パンフレット
（上記写真）をもとに作成しています。

↑毎年 2 月から 3 月にかけて、全国の教員向けに実施さ
れる教員の ICT 活用指導力のチェックリスト

このパンフレットは、
「教員の ICT 活用指導力のチェックリスト」
（文部科学省）
におけるの評価基準を示します。また、近年のスマートフォン等の急速な普及に
伴い「ネット依存」や「SNS によるトラブル」など、情報化の進展に伴う新たな
問題が生じています。すべての教員が情報モラルに関する指導を行う能力を身に
付け、児童生徒が適切に ICT（情報通信技術）を活用し、情報社会を安心・安全
に生き抜くための能力や態度が育成されることをめざしています。
※本パンフレットは、総合教育センターWeb ページからダウンロードすることもできます。
http://it.edu-c.open.ed.jp/

沖縄県立総合教育センター

１

５つのカテゴリーの理解

「教員の ICT 活用指導力のチェックリスト」は、18 のチェック項目が 5 つのカテゴリー
に分類されています。 まずは 5 つのカテゴリーを理解しましょう。

A

教材研究・指導の準備・評価などにＩＣＴを活用する能力

授業の準備段階や授業終了後の評価段階において、
教員がＩＣＴを活用する能力

B

授業中にＩＣＴを活用して指導する能力

授業の中で、教員がＩＣＴを活用して、資料を説明
したり課題を提示したりして指導する能力

C

生徒のＩＣＴ活用を指導する能力

学習の主体である生徒が、ＩＣＴを活用して効果的
に学習を進めることができるように、教員が指導す
る能力

D

情報モラルなどを指導する能力

生徒が、情報社会で適正に行動するための基となる
考え方や態度を育成するために、教員が指導する能
力

E

校務にＩＣＴを活用する能力
ＩＣＴを活用することにより、校務を効率的かつ確
実に行うための能力、教員間で情報共有やコミュニ
ケーションを行う能力、保護者や地域など校外との
連携を図る能力

【チェック基準について】
「教員の ICT 活用指導力のチェックリスト」（文部科学省）
では、右の表のように 4 段階で評価を行います。
本パンフレットでは、具体的な実践事例を示し評価基準を
示しています。その基準程度の実践をしている方は、「３：
ややできる」を、少しでもこれを上回る実践を行っている方
は「４：わりにできる」を選択してください。

２

教員の ICT 活用指導力のチェックリスト

ＩＣＴ環境が整備されていることを前提として、以下のA-１からE-2の１８項目に
ついて右欄の４段階でチェックしてください。

Ａ

教材研究・指導の準備・評価などにＩＣＴを活用する能力
A-1 教育効果をあげるには、どの場面にどのようにしてコンピュータやインターネットなどを利用
すればよいかを計画する。
A-2 授業で使う教材や資料などを集めるために、インターネットやCD-ROM などを活用する。
A-3 授業に必要なプリントや提示資料を作成するために、ワープロソフトやプレゼンテーションソ
フトなどを活用する。
A-4 評価を充実させるために、コンピュータやデジタルカメラなどを活用して生徒の作品・学習状
況・成績などを管理し集計する。

Ｂ

授業中にＩＣＴを活用して指導する能力
B-1 学習に対する生徒の興味・関心を高めるために、コンピュータや提示装置などを活用して資料
などを効果的に提示する。
B-2 生徒一人一人に課題意識をもたせるために、コンピュータや提示装置などを活用して資料など
を効果的に提示する。
B-3 わかりやすく説明したり、生徒の思考や理解を深めたりするために、コンピュータや提示装置
などを活用して資料などを効果的に提示する。
B-4 学習内容をまとめる際に生徒の知識の定着を図るために、コンピュータや提示装置などを活用
して資料などをわかりやすく提示する。

Ｃ

生徒のＩＣＴ活用を指導する能力
C-1 生徒がコンピュータやインターネットなどを活用して、情報を収集したり選択したりできるよ
うに指導する。
C-2 生徒が自分の考えをワープロソフトで文章にまとめたり、調べた結果を表計算ソフトで表やグ
ラフなどにまとめたりすることを指導する。
C-3 生徒がコンピュータやプレゼンテーションソフトなどを活用して、わかりやすく説明したり効
果的に表現したりできるように指導する。
C-4 生徒が学習用ソフトやインターネットなどを活用して、繰り返し学習したり練習したりして、
知識の定着や技能の習熟を図れるように指導する。

Ｄ

情報モラルなどを指導する能力
D-1 生徒が情報社会への参画にあたって責任ある態度と義務を果たし、情報に関する自分や他者の
権利を理解し尊重できるように指導する。
D-2 生徒が情報の保護や取り扱いに関する基本的なルールや法律の内容を理解し、反社会的な行為
や違法な行為などに対して適切に判断し行動できるように指導する。
D-3 生徒がインターネットなどを利用する際に、情報の信頼性やネット犯罪の危険性などを理解し、
情報を正しく安全に活用できるように指導する。
D-4 生徒が情報セキュリティに関する基本的な知識を身に付け、コンピュータやインターネットを
安全に使えるように指導する。

Ｅ

校務にＩＣＴを活用する能力
E-1 校務分掌や学級経営に必要な情報をインターネットなどで集めて、ワープロソフトや表計算ソ
フトなどを活用して文書や資料などを作成する。
E-2 教員間、保護者・地域の連携協力を密にするため、インターネットや校内ネットワークなどを
活用して、必要な情報の交換・共有化を図る。

４

参考サイト紹介

□教育の情報化の推進：文部科学省

http://jouhouka.mext.go.jp/

本サイトでは、情報化の推進のために実施されている取組について、学校教育分野、社
会教育分野別にわかりやすく紹介しています。また、教育の情報化の関係団体等の Web
ページへの関連リンク集や、過去に文部科学省が実施した教育の情報化に関する主な取組
等について紹介しています。

□「教育の情報化に関する手引」について：文部科学省
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1259413.htm
本手引では、学習指導要領における「情報教育」や「教科指導における ICT 活用」、
「校
務の情報化」についての具体的な進め方とその実現に必要な「教員の ICT 活用指導力の
向上」と「学校における ICT 環境整備」、また、「特別支援教育における教育の情報化」
についても解説しています。

□「教育の情報化ビジョン」の公表について
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/04/1305484.htm
資料は、「21 世紀にふさわしい学びと学校の創造を目指して」という副題がつけられ
た全 7 章 35 ページからなる「教育の情報化ビジョン」本文部と、概要をまとめたフロ
ーチャート図、及び参考データや関連事例などが掲載されています。

□情報化社会の新たな問題を考えるための児童生徒向けの教材、教員向けの手引書
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1368445.htm
学校における情報モラルに関する指導の一層の充実を図るため、近年の情報化の進展に
伴う新たな問題について、教員が指導する際に役立つ児童生徒向けの動画教材と手引書が
掲載されています。
例 ネット依存、ネット詐欺・不正請求などのネット被害、ＳＮＳによるトラブル 等

□文部科学省：mextchannel https://www.youtube.com/user/mextchannel
文部科学省の施策に関する情報を動画で配信しています。授業方法や著名人へのインタ
ビュー等、参考になる動画が視聴できます。※「チャンネル内検索」を利用してください。

【お問い合わせ先】

沖縄県立総合教育センター

ＩＴ教育班（ＩＴ教育センター）

〒904-2174 沖縄市与儀 3 丁目 11 番 1 号
TEL:098-933-7572 FAX:098-933-7592
E-mail: it@edu-c.open.ed.jp
※各サイトの URL は平成 2９年３月１３日現在のものです。

３

適切な情報機器活用のために

（１）「フィルタリング」でマモル
児童生徒は、様々なインターネッ
児童生徒のインターネット利用イメージ
トに接続できる機器を、その発達
年齢と関係なく所持しているケー
スが多い。その利用については、
保護者や学校において、適切な指
導が必要です。また、保護者や教
師の指導の元、利用するパソコン
に比べ、スマートフォンなどの携
帯電話やゲーム機は、児童生徒が
1 人で利用するケースがほとんど
と言えます。利用方法の特徴を踏
まえて、携帯電話会社等が提供す
るフィルタリングサービスを活用
する必要があります。
図の出展：お子様を有害情報から守るために 平成 25 年 3 月
「青少年インターネット環境整
版
備法」第１７条第２項において、保護者は、１８歳未満の青少年の利用のために携帯電話
を購入する場合は、携帯電話会社にその旨を伝える義務があります。
フィルタリングサービスは、携帯電話会社のネットワークを利用している場合に、不適
切なサイトを遮断することが可能です。

（具体例）
各携帯電話会社
フィルタリングサービス
※１８歳未満の場合、申し出必須
～サービス具体例(名称)～
docomo

「アクセス制限サービス」

au 「安心アクセスサービス」

Wi-Fi 利用

携帯電話会社の
Wi-Fi ネットワーク
フィルタリング有効
有害情報を遮断！

家庭や公共・企業の
Wi-Fi ネットワーク
フィルタリング無効

SoftBank「ウェブ安心サービス」など

有害情報を遮断！
Web 閲覧・アプリ
利用時

（注意）携帯電話会社のネットワークとは別の公共
Wi-Fi、店舗等で提供されている Wi-Fi では、有害情
報の遮断はできない！
（対策）利用者本人の情報活用能力が必要となる！

（２）「情報モラル」を身に付けてマモル
■「情報モラル」教育は大変だと考えている先生が多い
のではないでしょうか。情報モラル教育は本質を理解
すると、そんなに難しいものではありません。情報モ
ラルの指導に自信がないという先生方の多くが
□「様々な問題があり過ぎて、どこから手を付けて良いか分からない」
□「技術がどんどん進化していくので、それについていけない」
という理由を挙げています。しかし、ここ十数年で発生している情報モラルに関連した
問題を検討してみると、技術やサービスは進化していますが、問題の構造はほとんど変
化していません。情報モラルの本質を理解すれば、情報モラル教育のコツはつかめます。
まず、情報モラルは、その大半が日常モラルであり、それに加えて少しだけ情報技術の
特性（基本的な仕組み）を理解し、取り組めばいいのです。
■問題を整理すると、次の３つの視点に分類できます。

① 依存
（動画、ゲーム、SNS 等）

②SNS 等でのやり取り
で問題発生

③自分が詐欺等の被害
に遭う

■上記のような問題を未然に防ぐために必要な指導は、「日常モラル」を前提として、「情
報モラル」を合わせて考えさせることが必要です。

情報モラル
人に温かい心で接
し、親切にする

（不易の部分の指導
と変化への対応）

他の人とのかかわ
り方を大切にする

日常モラル
相手への影響を
考えて行動する

（日常生活におけるモラル）

友達と仲良くし、
助け合う

「日常モラル」については、情報モラルの判断に必要不可欠となる道徳目標を指導する
必要があります。これは、日頃学校で指導している道徳の内容と同じです。
■情報モラルについて適切な判断を行うためには、日常モラルに加え仕組みとして、
「インターネットの特性」「心理的・身体的特性」
「機器やサービスの特徴」
について簡単に理解しておきましょう。これらについては、専門的な知識を教え込む必
要はなく、児童生徒の発達段階に応じて理解させることが重要です。また、これまでに
発生している様々な事件やトラブルの例を踏まえると、
「公開性」
「記録性」
「信憑性」
「公
共性」
「流出性」の 5 つの特性についての理解を深める必要があります。
詳細は、下記 URL をご確認ください。（情報化社会の新たな問題を考えるための教材）
http://jouhouka.mext.go.jp/school/information_moral_manual/index.html

（３）「ルール作り」でマモル
保護者・教師が、ネットの危険性から
子供たちを守るための「５つの約束」

１ 大人も子供もルールやマナーを守ります。
■大人も子供もインターネットとスマートフォン（携帯電話）の活用に関す
るルールやマナーを守ろう。

２ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで知り合った人とは会いません。
■インターネット上の掲示板や SNS で知り合った人とは、
絶対に会わない、会わせない。

３ 家庭でのルールを作ります。守ります。
■大人と子供が一緒に家庭のルールを作りましょう。
■ルールは、大人が一方的に押しつけるのではなく、なぜルールが必要なのかを、子供に
理解させることが大切です。
■子供が利用するサービスは、大人が一緒に見てあげ、リスクの確認をしよう。
■子供の利用状況は、大人と子供が一緒に確認し、問題点を話し合おう。
■ルールを守れなかった時のルールも大人と子供が一緒に作り、ルールに対して責任感を
持たせよう。

※ルールは子供の発達に応じて、変えていくことも重要です。
※初めに決めたルールを守り続けるのではなく、状況に合わせて見直しましょう。

４ 「いじめ」はしません、見逃しません。
■掲示板や SNS の「いじめ」は、絶対にしません。見逃しません。

５ トラブルは大人に相談します。
■インターネットとスマートフォン（携帯電話）のトラブルは、一人で
抱え込まずに、周りの大人に相談しましょう。
■悩んでいる友達がいたら、子供同士だけで悩まず、日ごろから周りの
大人に相談する習慣をつけよう。

（４）「日ごろの操作」でマモル
校務等で利用しているパソコンは、セキュリ
ティ対策として、OS のアップデートやウイル
ス対策ソフトの導入を行っています。個人が所
有するスマートフォン（携帯電話）へのセキュ
リティ対策は十分と言えるでしょうか？
スマートフォンは、超高性能コンピュータそのものです。校務用パソコンと同様、OS
アップデートやウイルス対策ソフトの導入に加え、利用するアプリ（ソフトウェア）にも
不正なものを利用しないよう、注意を払う必要があります。
「アプリ」は、正式な入手先か
ら導入し、不正なアプリの使用や情報流出を起こさないように細心の注意を払いましょう。

スマートフォン（携帯電話）にある情報
■利用者の個人情報
■友人等の個人情報(電話帳)
■アカウント・パスワード情報
■クレジットカード情報
■電子マネー

悪意ある人間にとって
は、個人情報の宝庫！
厳重なセキュリティ管
理が求められる。

安全に生活・利用するために、
日頃の生活と比べてみると…

●実生活における対策は、
・鍵をかける
同様に
・保険に加入する
・警備を頼む

●ﾊﾟｿｺﾝ・ｽﾏﾎにおいては、
・パスワードを設定する
・データのバックアップ
・ウイルス対策ソフトの導入

※日頃の生活で「防犯対策」を行うように、情報機器にも「防犯対策」が必要である！

日頃の情報機器メンテナンス及び利用には、
次のようなことを厳守するべし！

１

PC 等の OS、Flash、Java 等のアップデートを確実に行う。
※アップデートメッセージが出たら無視しない！

２

USB メモリやファイルにパスワードの設定・暗号化を行う｡
※Excel ファイルなど個人情報は、特に注意を！

３

メールの添付ファイルやリンクは不用意にクリックしない。
※おかしいな？と思ったら、送信元に確認しよう！

４

他人の USB メモリ等を使用する場合は、ファイルを開く前に、
必ずウイルスチェックを行う。
※パターンファイルが最新になっているかの確認も忘れずに！

