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西条市教育委員会

愛媛県西条市の成果報告

総務省「スマートスクール・プラットフォーム実証事業」
文部科学省「次世代学校支援モデル構築事業」

合同委員会兼成果報告会
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Ⅰ 背景・目的

１ 先生や教育委員会の課題・ニーズ

個別指導に活用したい！

学校に散在するたくさんのデー
タ。子どもたちの学習記録や校
務データが一つに繋がって、
わかりやすい画面で可視化で
きれば、より的確な個別指導
ができるね。（学級担任談）

学校経営に活用したい！

学級の様子がわかりやすく可視
化できれば、教師に気づきを与
えることができる。私たち管理

職も本校の状況が可視化でき
れば、学校経営にも役立てる
ことができるね。（校長談）

市の施策に活用したい！

市内全校のいろいろな情報が一
元的に見れれば、学校にも的確
かつ迅速に助言できる。市の施

策への次の一手として、エビ
デンスに基づく説得材料
になるよね。（指導主事談）

重複管理を解消して！

校務系と学習系システムの両
方にある名簿の更新がとても
面倒。もしもこんな手間がな
くなると、私たち教員の負担

軽減に繋がって便利なんだ
けどね。（教務主任談）

ログインが煩雑！

いろいろな校務系・学習系の
システムを使うけど、いつも
IDやパスワードを求められて
とても面倒。ほかにいい方法
はないの？今流行りの生体認
証ってどうなの？（教師談）

… and more

出欠席を自動化したい！

担任の先生が手書きしたものを、
まとめて保健室で入力するのが
私たち養護教諭の日課。タブ
レットでリアルタイムに入力
できれば便利なんだけど。

（養護教諭談）
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Ⅰ 背景・目的

2 データ可視化システム

【校務系】スズキ校務 【学習系】ミライシード

・児童生徒名簿情報
・教職員情報
・生徒指導情報
・成績情報
・出欠情報

・授業支援システム
・協働学習支援ツール
・デジタルドリルシステム
・振り返りデータ
・活用ログ

中間サーバ

データ
送受信

スマートスクール・プラットフォーム ～ICTの日常化で見える化を実現～

～データ連携の標準化～～校務の質の向上と負担軽減～ ～新たな学びで資質・能力を育成～

データ
送受信

児童生徒カルテ

クラスカルテ

学年カルテ

自治体カルテ

API連携・SSL・アクセス制御・VPN・仮想デスクトップ・生体認証（顔認証）ほか

※ 我々は教育データ可視化システムの各画面を「カルテ」と呼称

第3期教育振興基本計画に示された整備内容への準拠(タブレット、ICT支援員ほか）
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Ⅱ データ活用モデル

1 児童生徒カルテ（ホーム画面）

個人単位で学力と学習意欲のデータをクロス分析。
クラス内における概況をつかむ。

学習系校務系

校務系

学習系
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Ⅱ データ活用モデル

1 児童生徒カルテ（ホーム画面）

テストの各回結果と、カテゴリー単位での学習意欲を確認。
具体的な指導改善に向けた材料に。

校務系 学習系



7

Ⅱ データ活用モデル

1 児童生徒カルテ（日々の様子）

子どもの”日々の様子”を一覧化。
指導上のメモや気づきを個人別にデータとして蓄積。

日付 カテゴリ 記入者 コメント

2018年9月3日 国語 関 雄介
主人公の心情について、文中の具体的な
表現を根拠として周囲に説明した。

2018年10月10日 その他 二階 奈美子
校外学習で周囲の子どもを積極的にリー
ドする姿が見られた。

2018年12月2日 算数 関 雄介
他の人の意見を参考に、自分で複数の解
法をノートに書き出し、クラス全員の前
で発表した。

校務系

※表示されているデータはサンプルです。
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Ⅱ データ活用モデル

1 児童生徒カルテ（学習履歴）

学習系システムへの取り組み履歴や成果物も一覧化。

学習系

2018年9月7日 2時間目 2018年10月12日 5時間目

※表示されているデータはサンプルです。
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Ⅱ データ活用モデル

1 児童生徒カルテ（ホーム画面）

学期を跨いで結果の遷移を確認。
また次の指導改善に向け、成果と課題を洗い出すサイクルを実現する。

校務系

学習系

[2学期] [3学期]
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２ クラスカルテ（ホーム画面）

Ⅱ データ活用モデル

クラス全体でのクロス分析を実施。

校務系

学習系

氏名

2 秋田 美里

3 岩瀬 浩二

6 内野 剛

24 菅 良助

25 杉山 了

32 関根 美紀

35 田島 由美

校務系

※個人名データはサンプルです。
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２ クラスカルテ（行動・意欲）

Ⅱ データ活用モデル

子どもへの学習意識調査集計から、具体的な指導改善項目を洗い出し。

・
・
・

「自分の意見を言うときは、なぜそう思うのか、理由も説明している」

学習系
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２ クラスカルテ（行動・意欲）

Ⅱ データ活用モデル

指導改善の結果、子どもの学習意識にどのような変化が見られたのかを確認。

学習系

氏名

1 浅沼 直人

6 内野 剛

10 黒部 かおり

25 杉山 了

26 滝 隆介

校務系

※個人名データはサンプルです。
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２ クラスカルテ（学力）

Ⅱ データ活用モデル

同様に、学力（テスト結果）へどう反映されたかを振り返る。

校務系

氏名 得点

1 浅沼 直人 85

3 岩瀬 浩二 72

6 内野 剛 33

24 菅 良助 92

25 杉山 了 65

32 関根 美紀 40

※個人名データはサンプルです。

…
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Ⅱ データ活用モデル

3 学習系・校務系データの連携による成果

管理職が、一人一人の子どもたちや学級の状況を一元的にわかりや
すく把握できるようになったため、教師らに迅速で適切な指導助言が
でき、学校経営にも生かすことができるようになった。

教師が、自身の指導内容と子どもたちの学習理解度や行動・意欲
等を関連付けて客観的に把握することができるようになったため、気
づきを与え、もって授業改善につなげることができた。

教師らが、自身の指導内容や子どもたちの学習理解度や行動・意
欲等の情報を共有することができるようになったため、教師同士の学
び合いが活性化し、もって授業研究の質を高めることができた。
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Ⅲ システム・セキュリティ

１ システム構成
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Ⅲ システム・セキュリティ

２ セキュリティ対策

該当箇所（前ページ参照） 技術的対策 物理的対策

1 スズキ校務 サーバへのウィルス対策

2 ミライシード(カルテ)
Webアプリケーションに対する脆弱性診断(社内)
24時間不正アクセス監視、サーバへのウィルス対策

電源設備冗長化、耐震、ICカード、
金属ゲート入退室管理、生体認証

3 中間サーバ サーバへのウィルス対策

4 西条市役所

ネットワーク分離・仮想化、テレワーク、コンテン
ツフィルタ、不正端末接続防止、操作ログ取得、ウ
イルス対策、サンドボックス、不正プログラム検
知・除去システム等

仮想デスクトップ：二要素認証(顔
認証)、テレワーク：二要素認証
(OTP)

5 教員用PC ウィルス対策 生体認証(顔認証)

6 指導用端末 ウィルス対策 生体認証、EAP-TLS(証明書)

7 児童生徒用端末 ウィルス対策 ID/PASS認証

8 校務中間間NW SSL、接続先制限

9 校務仮想DT間NW アクセス制御

10 校務市役所間NW アクセス制御 閉域網

11 校務学習間NW SSL、接続先制限

12 カルテ市役所間NW SSL、接続元制限 生体認証(顔認証)

13 市役所学校間NW VPN 閉域網

14 学習間NW SSL

15 校務FW、16市役所RT、17市役所FW、18校務FW、19学習系FW、20学校RT … アクセス制御

略語補足 OTP：ワンタイムパスワード FW：ファイアウォール RT：ルーター
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Ⅲ システム・セキュリティ

3 個人情報保護・セキュリティポリシー関係

西条市情報公開・個人情報保護審査会
答申概要：「個人情報の目的外利用には相当な理由があり、かつ個人情

報の本人の権利利益を不当に侵害するおそれがない。」

個人情報の保護に関する覚書（市と事業者間）
契約概要：個人情報の保護、安全管理措置、損害賠償、監査等

西条市立小・中学校セキュリティポリシー
文部科学省「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に準じ、
校務系と学習系との連携を図る際の要件等について記述

セキュリティインシデント発生時のフロー図
セキュリティインシデント発生時における関係機関との迅速な連絡体制を構
築、学校への周知徹底と机上訓練等を実施
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(予)研究大会開催のお知らせ

Ⅳ お知らせ

日時 ： 2019年11月6日（水）10：00～
場所 ： 午前（公開授業、研究協議） 西条市立神戸小学校

西条市立壬生川小学校
西条市立西条東中学校

午後（全大会） 西条市立壬生川小学校 体育館

地図データ©2019Google、ZENRIN

3年間の成果を西条市内で発表させて頂きます。

壬生川小学校

神戸小学校

西条東中学校

伊予西条駅

壬生川駅

皆さま、是非西条へお越しください！
※詳細は改めてお知らせいたします。



Ⅴ 補足資料
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補足資料

1 主要プロジェクトメンバー

【実施主体】

愛媛県西条市（教育委員会学校教育課）

【プロジェクトマネージャー】

四国通建株式会社

【実証校3校】

西条市立神戸小学校・壬生川小学校・西条東中学校

【学習系・連携システム】
株式会社ベネッセコーポレーション

【システム基盤】
四国通建株式会社

【校務系システム】
スズキ教育ソフト株式会社

【校務系システム（認証系）】
株式会社ミライム

【ICTサポート】
株式会社ベネッセコーポレーション

東京学芸大学教育学部 教授 川崎誠司氏

… And more
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補足資料

パブリッククラウド

校務外部接続系ネットワーク

市役所

グループウェア（ミライ
ム）

教職員

2 教員の利便性を高めるための工夫（グループウエアを使った認証）

認証サーバ
（顔認証）

カルテ

●端末でのWindowsログインから
顔認証（1回目）
●グループウエアのカルテボタン
から顔認証（2回目）
●認証をPASSすればカルテ画面へ
リダイレクト

普段使い慣れているグループウェアからダイレクトにカルテへアクセス
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補足資料

3 教員の利便性を高めるための工夫（出席簿／教師用タブレット）

※ 児童生徒氏名はサンプル表示

児童生徒の出欠席を教師用タブレットから入力可能に
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補足資料

4 教員の利便性を高めるための工夫（補助簿／教師用タブレット）

※ 児童生徒氏名はサンプル表示

補助簿を教師用タブレットから入力可能に
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補足資料

5 教員の利便性を高めるための工夫（日々の様子／教師用タブレット）

※ 児童生徒氏名はサンプル表示

日々の様子を教師用タブレットから入力可能に


