
下仁田の教育とICT環境整備

～「主体的・対話的で深い学び」の
実現に向けてのWiFi活用～
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講演の流れ

１ 町の紹介

２ ICT環境

３ ICT整備理由（WiFi整備理由） 行政面/教育面

４ 授業での活用例

５ 今後の課題（整備・活用担当者として）
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１町の紹介 下仁田町概要

（１）群馬県甘楽郡

（２）面積

188.38k㎡

（総面積のうち約85％が山林原野）
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（３）特産物等
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図 下仁田町の人口推移と将来推計（平成27年10月 下仁田町人口ビジョン）

（４）人口
7,406人

（平成31年1月1日現在）

何もしなければ消滅の可能性大
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２ ICT環境

（１）下仁田町立下仁田小学校

全校児童数 171人（平成30年5月1日）

（２）下仁田町立下仁田中学校

全生徒数 94人（平成30年5月1日）
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■小学校

教員(学習用) ：iPad 10台

生徒：iPad 40台
大型テレビ

AppleTV（画面投影）

ロイロノートスクール（授業支援）

ミライシード（ドリル）

その他にＰＣ教室あり

扱いやすさ
丈夫さ
機動性
費用
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◆中学校

教員（学習用）：Chromebook 7台

Windowsタブレット 5台

生徒：Chromebook 40台
大型テレビ

Chromecast(Chromebook用画面投影)

Miracast(Windows用画面投影)

デジタル教科書(配信型)

ロイロノートスクール（授業支援）

ミライシード（ドリル）

その他にＰＣ教室あり

情報共有
起動時間
管理
入力
費用
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(ネットワーク機器)

１ 屋内用無線アクセスポイント

２ 室外用無線アクセスポイント

３ L3スイッチ

４ PoEスイッチ

公衆無線LAN環境整備支援事業を利用
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・校種に応じた機器整備
・強固なネットワーク環境
・活用のための人的支援
・時間確保のための
校務支援システムの導入
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３ ICT整整整整整 W iFi整整整整整 整整整
下仁田町ＩＣＴ・プログラミング利活用段階別表 
～下仁田に未来のグーグルを育て・呼び込む～ 

 
 

段

階 
（第 1 段階）小学校・中学校 
義務教育分野 

（第 2 段階）高校・大学～社会人 
生涯学習・社会教育分野 

（第 3 段階）起業支援・事業支援 
産業振興分野 

最終目標 

 プログラミング的思考、ＩＣＴの活用

方法を学ぶ 
本格的なプログラミングスキル・ＩＣＴス

キルを伸ばす 
仕事としてプログラミングスキル・Ｉ

ＣＴスキルを生かす 
ＩＣＴの町としてのブランド

創出 
実

施

す

る

こ

と 
・ 
目

指

す

べ

き

こ

と 

・プログラミング教育を先行して取

り入れ、「下仁田モデル」のプログラ

ミング教育を確立し、全国に広めてい

く 
・習熟度別、個別対応できるクラウド

アプリケーション教材を積極的に活

用し、生徒の学力の向上を図る 
・思考力・表現力の向上をサポートす

るＩＣＴやアプリケーションを使い、

情報発信力を高めるとともに、ＩＣＴ

リテラシーの強化を行う 
・WEB 会議システムを活用し日本全

国、ゆくゆくは世界各国の学校との交

流授業を行い、幅広い体験をできるよ

うにする 
・県と共同でプログラミング教育に

対するイベントを実施。近隣市町村に

も呼びかけ、県内でのＩＣＴ教育先進

地としてのイメージを獲得する 
 

・プログラミング講座を段階的に実施。ア

プリ作成大会入賞レベルのプログラミング

スキルを身に付けた人材を育てる 
・下仁田町の産業をＩＣＴを使ってどのよ

うに発展させるかなどの課外授業を行う。

ＩＣＴをどのように事業に生かすかなどの

基礎を学び、町内での起業、就業に魅力を

感じる仕組みを作る 
・ラインスタンプの作成など、ＩＣＴを使

った身近な起業に近づくための方法を学

ぶ。主婦の方などに自宅にいながらＩＣＴ

を使って仕事ができることを広く知っても

らい興味を持ってもらう機会を提供する 
・ＳＮＳを使った地元の魅力発信などを行

い、情報発信力を身に付ける 
・タブレットやスマートフォンの安全な使

用方法や便利な使用方法などを広く町民の

方に知ってもらい、利用してもらうための

講座や支援の実施 
 

・プログラミングを職業として行え

るような専門的な知識を身に付ける

講座の実施 
・起業をするために必要な知識や人

脈を身に付ける支援の実施 
・ＩＣＴを利用した販売促進、事業活

用（WEB 作成、アクセス解析等）を

行えるようになるための講座の実施 
・ＩＴベンチャーが起業に求める条

件、環境を研究し、整備を進める 
・テレワークのための環境整備やサ

テライトオフィスとしての企業誘致

などを研究、実施する 
・テレワーク等の仕事をするための

場所を提供する 
・ＩＣＴ産業の育成や支援に力を入

れていることを広く企業に知っても

らうための広報活動を行う 

・教育を理由とした移住定住人

口の増加 
・下仁田での起業・発展 
・リモートワーク、テレワーク

での下仁田での就業 
・サテライトオフィスの誘致に

よる就業人口の増加 
・ＩＣＴ企業の本店、支店等の

移転による就業人口の増加 
・ＩＣＴを利活用した地元企業

の更なる発展 
・ＩＣＴを利活用することによ

る町民生活の向上 
・ＩＣＴの町としてのブランド

定着による移住、定住促進 
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３ ICT整整整整整 W iFi整整整整整 整整整 （下仁田の目指す教育）
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ＩＣＴ活用





コミュニティ・スクール





小中一貫英語教育







































体験

右のＱＲコードを読み取って

アンケートにお答えください
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クリックするとアンケート結果が見られます
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利点

・情報共有が容易

・アウトプットの機会の増加

・個別の状況が瞬時に把握

・すべての生徒が授業に参加（わからない

ことを示すことによる参加）
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主体的・対話的で深い学び

勉強から学習へ
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４ 授業での活用例

19



20



 
  

 

ICT(iPad)を使った授業は楽しかったですか？ ＩＣＴを使った授業を増やしてほしいですか 

ＩＣＴを使うと、授業中に発言・発表をしようという気持ちが増えますかすか？ 

小学生アンケート
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ICT(iPad)を使った授業は楽しかったですか？

ＩＣＴを使った授業を増やしてほしいですか



	
ＩＣＴを使うと、授業中に発言・発表をしようという気持ちが増えますかすか？



ＩＣＴ（iPad）を使った授業を増やしてほしいですか	[分類名]
[パーセンテージ]

とても増やしてほしい	どちらかというと増やしてほしい	どちらかというと増やしてほしくない	増やしてほしくない	わからない	84	42	11	0	3	

ＩＣＴ（iPad）を使った授業は楽しいですか	[分類名]
[パーセンテージ]
[分類名]
[パーセンテージ]

とても楽しい	少し楽しい	あまり楽しくない	楽しくない	わからない	103	30	5	0	2	

ＩＣＴ（iPad）を使うと、授業中に発言・発表をしようという気持ちが増えますかす	


増える	どちらかというと増える	あまり増えない	増えない	変わらない	44	49	27	3	17	

image1.png





中学生アンケート 

 

 
 

タブレットを使って説明しあう授業は理解につながりましたか？ タブレットを使った授業は楽しかったですか？ 

タブレットの授業をもっとやりたいですか？ クラスルームは、簡単に使えましたか？ 
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中学生アンケート

タブレットを使って説明しあう授業は理解につながりましたか？

タブレットを使った授業は楽しかったですか？




クラスルームは、簡単に使えましたか？

タブレットの授業をもっとやりたいですか？



生徒感想（授業支援ソフトを利用して）



他の人の考えが見れていいと思いました。　／　友達の意見や考えが、ロイロを使ってわかりやすく説明ができたので学習に役にたちました。

便利だしやりやすい。　／　いろんな人達の考えや意見が瞬時に送られてきて見れるのがいいと思った。

タブレットでやると人にも説明しやすいし、分かりやすかった。　／　分かりやすい

人の意見をすぐに共有できて便利だった。　／　みんなで誰かの回答が見れて発表できるからとてもいい

色々と図形などを使う問題がスムーズにできて良かったです。　／　

図に直接書き込んで説明できるので、言葉だけのときより説明しやすかった。

モノの動きをイメージしやすい。　／　説明し合う時にペンなど使ってやったのでとても分かりやすかった。

数学の時間が楽しみになるくらいわかりやすく、楽しくできた。　／　すごく使いやすかったし、ロイロはいいと思った。

たまに止まったりするけど話し合いのときとかに便利と思った。　／　問題がすぐに出てくるし問題が解きやすいです。

ノートに書く手間がはぶけて、理解もちゃんとできたのでいいなと思った。／

班で説明し合ったり問題を解くのは話し合いながらできるので、わかりやすい。

開くのが遅かったりしたけど、課題をペンを使って解くのは楽しかった。　／　細かいことも学べて友達と意見を交換できて理解が深まった

答えない人がいなくて、みんな答えられていたのでいいと思った。　／　字を書くときにいろんな色があってまとめやすい。

ロイロだと授業に集中できて飽きないので楽しかったです。　／　写真などを使って授業などが、わかりやすくなり楽しくなりました。

問題を解いてみんなと説明し合う学習はわかりやすいと思った。　／　

いろいろな人の回答が見られて自分と違う考えが見られるからいいと思った。

ロイロを使ってみんなで協力して楽しくできたし、内容がよくわかった。　／　操作も覚えれば簡単で使いやすい

自分の意見を皆に見られたりせずに、出せるのでやりやすい。　／　タブレットをつかいたくなりました。

自分以外の人の回答がどのようなものなのか共有することができた。　／　わかりやすいと思った。





タブレット学習について [タブレットを使った学習は楽しかったですか？	]	[分類名]
[パーセンテージ]


はい	どちらかと言うとはい	28	2	
タブレット学習について [タブレットを使って、説明し合う授業は理解につながりましたか？	]	[分類名]
[パーセンテージ]



はい	どちらかと言うとはい	どちらかと言うといいえ	いいえ	わからない	27	3	0	0	0	
タブレット学習について [タブレットの授業をもっとやりたいですか？	]	[分類名]
[パーセンテージ]


はい	どちらかと言うとはい	26	4	
クラスルームの利用について [クラスルームは、簡単に使えましたか？	]	[分類名]
[パーセンテージ]


はい	どちらかというとはい	26	4	


生徒感想（授業支援ソフトを利用して） 

 
他の人の考えが見れていいと思いました。 ／ 友達の意見や考えが、ロイロを使ってわかりやすく説明ができたので学習に役にたちました。 
便利だしやりやすい。 ／ いろんな人達の考えや意見が瞬時に送られてきて見れるのがいいと思った。 
タブレットでやると人にも説明しやすいし、分かりやすかった。 ／ 分かりやすい 
人の意見をすぐに共有できて便利だった。 ／ みんなで誰かの回答が見れて発表できるからとてもいい 
色々と図形などを使う問題がスムーズにできて良かったです。 ／  
図に直接書き込んで説明できるので、言葉だけのときより説明しやすかった。 
モノの動きをイメージしやすい。 ／ 説明し合う時にペンなど使ってやったのでとても分かりやすかった。 
数学の時間が楽しみになるくらいわかりやすく、楽しくできた。 ／ すごく使いやすかったし、ロイロはいいと思った。 
たまに止まったりするけど話し合いのときとかに便利と思った。 ／ 問題がすぐに出てくるし問題が解きやすいです。 
ノートに書く手間がはぶけて、理解もちゃんとできたのでいいなと思った。／ 
班で説明し合ったり問題を解くのは話し合いながらできるので、わかりやすい。 
開くのが遅かったりしたけど、課題をペンを使って解くのは楽しかった。 ／ 細かいことも学べて友達と意見を交換できて理解が深まった 
答えない人がいなくて、みんな答えられていたのでいいと思った。 ／ 字を書くときにいろんな色があってまとめやすい。 
ロイロだと授業に集中できて飽きないので楽しかったです。 ／ 写真などを使って授業などが、わかりやすくなり楽しくなりました。 
問題を解いてみんなと説明し合う学習はわかりやすいと思った。 ／  
いろいろな人の回答が見られて自分と違う考えが見られるからいいと思った。 
ロイロを使ってみんなで協力して楽しくできたし、内容がよくわかった。 ／ 操作も覚えれば簡単で使いやすい 
自分の意見を皆に見られたりせずに、出せるのでやりやすい。 ／ タブレットをつかいたくなりました。 
自分以外の人の回答がどのようなものなのか共有することができた。 ／ わかりやすいと思った。 
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生徒感想（授業支援ソフトを利用して）



他の人の考えが見れていいと思いました。　／　友達の意見や考えが、ロイロを使ってわかりやすく説明ができたので学習に役にたちました。

便利だしやりやすい。　／　いろんな人達の考えや意見が瞬時に送られてきて見れるのがいいと思った。

タブレットでやると人にも説明しやすいし、分かりやすかった。　／　分かりやすい

人の意見をすぐに共有できて便利だった。　／　みんなで誰かの回答が見れて発表できるからとてもいい

色々と図形などを使う問題がスムーズにできて良かったです。　／　

図に直接書き込んで説明できるので、言葉だけのときより説明しやすかった。

モノの動きをイメージしやすい。　／　説明し合う時にペンなど使ってやったのでとても分かりやすかった。

数学の時間が楽しみになるくらいわかりやすく、楽しくできた。　／　すごく使いやすかったし、ロイロはいいと思った。

たまに止まったりするけど話し合いのときとかに便利と思った。　／　問題がすぐに出てくるし問題が解きやすいです。

ノートに書く手間がはぶけて、理解もちゃんとできたのでいいなと思った。／

班で説明し合ったり問題を解くのは話し合いながらできるので、わかりやすい。

開くのが遅かったりしたけど、課題をペンを使って解くのは楽しかった。　／　細かいことも学べて友達と意見を交換できて理解が深まった

答えない人がいなくて、みんな答えられていたのでいいと思った。　／　字を書くときにいろんな色があってまとめやすい。

ロイロだと授業に集中できて飽きないので楽しかったです。　／　写真などを使って授業などが、わかりやすくなり楽しくなりました。

問題を解いてみんなと説明し合う学習はわかりやすいと思った。　／　

いろいろな人の回答が見られて自分と違う考えが見られるからいいと思った。

ロイロを使ってみんなで協力して楽しくできたし、内容がよくわかった。　／　操作も覚えれば簡単で使いやすい

自分の意見を皆に見られたりせずに、出せるのでやりやすい。　／　タブレットをつかいたくなりました。

自分以外の人の回答がどのようなものなのか共有することができた。　／　わかりやすいと思った。







５ 課題（整備・活用担当者として）

使うことが目的に
なっていないか？

効果的に使えているか？
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積極的に使おうとする教員が少ない
（ICTや授業に対する見方・考え方）
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同じ状況でも物事の見方が違う

→見方が変われば行動が変わる
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ICT・授業に対する
見方・考え方が大切

ICTの有用性を理解している
人たちはまだ少数。

情報交換、交流し、理解者を
増やしていきたい
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ご清聴ありがとうございました
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