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令和元年１２月１１日 

木更津市議会議長 近 藤   忍 様 

 

教育民生常任委員会 

委員長 石井 徳亮 

 

視 察 結 果 報 告 書 

 本委員会は、所管事項調査のため行政視察を実施したので、その概要を報告します。 

記 

１．期  日 

令和元年１０月１６日（水）～１８日（金） 

２．視 察 地 

(1) 佐賀県鳥栖市 

(2) 福岡県久留米市 

(3) 佐賀県武雄市 

３．調査事項 

(1) 教科日本語の取り組みについて（鳥栖市） 

(2) 自殺対策事業について（久留米市） 

(3) ＩＣＴを活用した教育について（武雄市） 

４．参 加 者 

(1) 委 員    

石井 徳亮  永原 利浩  神蔵 五月   

堀切 俊一  石川富美代  座親 政彦 

(2) 同 行  教育部学校教育課 主幹 鈴木 光教 

(3) 随 行  主事 荒添 健 

５．概  要 

  別添のとおり 
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１．佐賀県鳥栖市 

・市 制 施 行 年 月 日  昭和２９年４月１日 

・人 口  ７３，７３７人(令和元年９月１日現在) 

・面 積  ７１．７２K㎡ 

・一 般 会 計 予 算 額  ２３，８１２，９９０千円（令和元年度当初） 

・財 政 力 指 数  ０．９４（平成２９年度） 

 

 

〔市勢概要〕 

 鳥栖市は、昭和 29年４月１日に鳥栖町、田代町、基里村、麓村、旭村の５町村の合併により、

市制が施行された。 

古くから、肥前・筑前・筑後の三国が接する要の地にあり、長崎街道から久留米道・日田道

等の分岐点として、人・モノ・文化の交流拠点としての役割を担ってきた。 

明治 22 年の九州鉄道の開通に伴い、鳥栖駅、田代駅が設置され、さらに明治 24 年に長崎本

線が開通し、両線の分岐点となり、鉄道のまちとしての基礎がつくられた。 

昭和 30年代には優れた立地条件を活かして、20数社に及ぶ企業を積極的に誘致した結果、九

州有数の内陸工業都市として発展した。 

また、昭和 62年２月には、東洋一のクローバー型ジャンクションで交差する九州縦貫・横断

両自動車道が開通し、平成 23年３月には九州新幹線鹿児島ルートが全線開通、併せて新鳥栖駅

が開業したことで、陸路交通の結節点としてさらなる発展の可能性を秘めている。 

 

〔視察事項〕 教科日本語の取り組みについて 

 鳥栖市では、国語力の低下や市内中学校への進学率の低下等の課題を解決し、よりよい教

育を実現するための一つとして、全国で３例目となる教科日本語の導入を行っている。教科

日本語では、「豊かな日本語を身に付け、鳥栖市を愛し、次世代を担う子ども」の育成を目

指して、言語や文化礼儀作法等について「楽しみ・親しみ・味わう」教育を行っている。 

 

主な事業概要 

（１）授業内容 

①言語活動を通して、表現力・コミュニケーション能力を身に付ける学習 
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   （例：詩、ことわざ、慣用句、方言等） 

②日本の古典や詩歌等の有名な文の朗読・暗唱を通して、日本語の響きやリズムを楽し

み、味わう学習 

    （例：昔話、神話・伝承、俳句、短歌、漢詩、論語、古文等） 

  ③鳥栖市や佐賀県、日本の伝統文化に親しむ学習 

    （例：かぞえ歌、伝承あそび、川柳、能楽、狂言、歌舞伎、落語、伝統行事等） 

  ④挨拶の仕方、人と接する時のマナーの大切さを学び、身に付ける学習 

    （例：あいさつ、日本の衣食住文化（マナー検定）等） 

 （２）指導方法 

   ①授業時数 

     小学校１・２年生、中学校１年生で年間 20 時間、小学校３～６年生、中学校２・

３年生で年間 35 時間の授業時数を確保しており、その一方で国語や総合の授業時数

を減少させている。 

   ②独自の教科書 

     小学校１・２年生用、小学校３・４年生用、小学校５・６年生用、中学生用の４種

類の教科書を鳥栖市独自で作成し、授業で使用している。 

 （３）その他 

教科日本語に関する教員の負担軽減のため、授業案集のデータ化、実践事例集、指導の

手引きの導入を行った。加えて現在、特に若手教員の要望を受けて、新学習指導要領の評

価基準を参考とした教科日本語の評価基準を作成している。 

また、各学校に教科日本語のコーディネーターを配置するとともに、授業によっては外

部からゲストティーチャーを招いて授業を実施している。 

 

【質疑応答】 

Q1  保護者への周知は。 

A1  各学校だよりを通じて周知を図っている。また、鳥栖市の有線テレビでも周知を図った。

過去に意識調査を行ったところ、９割近くの方に賛同いただいている。一方で、他の教科が

疎かになるとの心配の声もあったが、他の教科も学力が伸びているとデータに基づき説明し

ている。 

Q2  教科日本語はどの教員が指導しているのか。 
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A2  小中学校ともに、おおむね担任が指導している。学校によっては、学年でチームを組んで

指導しているところもある。 

Q3  日本語以外にも特色ある取り組みはあるのか。 

A3  特別支援教育に力を入れており、全８校の小学校の内、３校は特別支援学級だけで１０学

級以上あり、学校の３分の１以上の学級数を占めている。その他の学校も特別支援学級が比

較的多い状況で、少しでも課題を解消するために、鳥栖市全体で授業のユニバーサルデザイ

ン化に取り組んでいる。具体的には視的刺激物を出来るだけ排除するという考え方から、教

室前面の掲示物を排除し、黒板に集中させるような工夫をしている。 

他にも各教科の授業過程、流し方を出来る限り統一している。①目当て、②学習問題、③

みんなの考え方、④まとめの流れを基本とし、どの学級・授業でも安心して授業を受けられ

るよう取り組んでいる。視覚的情報が入りやすいという観点で出来るだけ電子黒板を使用す

るようにしている。 

Q4  特に中学校では総合的な学習の時間を削って教科日本語を行っているが、異論は出ていな

いか。 

A4  そもそも総合的な学習の狙いは探求的な学習で自己の生き方を見つめなおすことである

が、行事のための教科という節があった。確かに時数を削ったが、その限られた時数の中で

有効に活用してほしいと考えている。 

Q5  日本語コーディネーターの取り組み内容は。 

A5  各学校に配置しており、授業のアドバイザー、各学校と教育委員会をつなぐパイプ役など

を担っていただいている。 

Q6  伝統文化・茶道・華道などの指導を行うゲストティーチャーの募集に際して、市内要件は

あるのか。 

A6  決まりはない。県内、県外の方にも依頼したことがあるが、謝金・旅費が掛かるため限界

はある。また、どこの学校がどういったゲストティーチャーを呼んだかというのをシステム

により全学校で共有している。 

Q7  謝金の金額基準はあるのか。 

A7  市として基準は無い。地域の方々の場合、ほとんど謝金無しで受けてくださっている。 

Q8  教科日本語を開始したきっかけは。 

A8  市長が発案し、教育長も同意したことがきっかけである。その後、大学教授、ＰＴＡ、国

語の教員、教育委員会等からなる教科日本語検討委員会、教科書編集委員会を立ち上げ、平
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成 25、26年の２年間検討を進めてきた。 

Q9  小中一貫教育を進めている背景に、学校の統廃合は関係あるのか。 

A9  鳥栖市では生徒数が増加しており、教室が足りないぐらいの状況であるため、統廃合とい

った話はない。 

 

 

【考 察】 

・日本の美しい・正しい文化を学びかつ継承し、日本人として国際社会で活躍できる土台作り

は、現在の私たちが忘れてしまっている部分を思い起こさせるものであった。木更津市でも国

語の教科書以外の一部にでも取り入れると効果があると思われる。 

・「日本語」という教科名であったが、内容は「礼節をわきまえた、情操豊かな日本人」を取り戻

す内容だと感じた。 

・この施策を導入するにあたり、関係者の子どもたちへの思いと取り組みに対する強い意志を感じ

た。教科書１つとっても大変な作業だったと察する。まだ実施から３年なので、評価をどうしてい

くかなど課題もあるようだが、市として特徴ある教育をしていくことは大事な点だと思う。 

・日本語を教科として取り入れることで子どもたちの読解力を高めるとともに、言語活動を活発に

していくことの価値（コミュニケーション能力の育成、日本や地域の良さの再確認、マナーの習得

など）を市内全ての教員が共通認識し、小・中学校を通して教育課程に取り入れ継続的に実践して

いる。 

・久留米市・武雄市を含めて、今回視察を行った各市では顕著な特色があったが、部署を超えて一

丸となって取り組みが行われていると感じた。市民にわかりやすい行政組織と民間等との連携やシ

ステム作りが必要だということを学ばせていただいた。日本の文化を理解する大切さを再認識し、

これからは国際社会へしっかりとアピールしてほしい。中学進学時に転出者が増加していることが

近年の課題であり、またこの取り組みによる教員の負荷や家庭での取り組み等の課題が残っている。 

・全国で３例目となる先進事例として、「コミュニケーション能力を身に付ける・日本語の響きや

リズムを楽しみ、味わう・県、日本の伝統文化に親しむ・マナーの大切さを学び、身に付ける学習」

としては評価。一方で、教科増等による教員の負荷が増えていることや、小・中学校ともに学力向

上に直接結びついていない、また、県内外の国立・私立中学校への進学率が増加傾向にあるなど課

題も多い状況であると受け止める。 
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２．福岡県久留米市 

 ① 市 制 施 行  明治２２年４月１日 

 ② 人 口  ３０５，００８人 （令和元年９月１日現在） 

 ③ 面 積  ２２９．９６㎢ 

 ④ 一 般 会 計 予 算 額  １３４，１５０，０００千円（令和元年度当初） 

 ⑤ 財 政 力 指 数  ０．６６（平成２９年度） 

 

〔市勢概要〕 

 久留米市は、九州一の大河「筑後川」が北東部から西部にかけて貫流し、東部には屏風のように切

り立つ耳納連山があり、広大で肥沃な筑後平野とともに緑豊かで美しい自然景観を誇っている。 

明治22年に全国30市とともに日本で初めて市制を施行し、人口24,750人の市としてスタートした。 

その後、度重なる合併により市域が拡大し、平成 17年２月の田主丸町、北野町、城島町、三潴町と

の合併で、人口 30万人を超える新・久留米市が誕生した。 

また、平成 20年４月に、九州では県庁所在地以外で唯一の中核市となった。 

明治から大正時代にかけて、青木繁、坂本繁二郎、古賀春江といった近代日本美術を代表する洋画家

が生まれ、近年でも、多彩で有名な人材を輩出している。 

 

〔視察事項〕 自殺対策事業について 

中核市である久留米市では、保健所が設置された平成 20 年度から本格的に自殺対策を推進

しており、関係機関・団体等と連携し様々な対策に取り組んできた。自殺者数は全国的にも減

少傾向であるが、久留米市でも減少しており、自殺対策の成果が徐々に表れてきている。今年

度からは保健所保険予防課内に新たに設置された自殺対策推進チームを中心として、久留米市

自殺対策計画等に基づき、自殺対策に取り組んでいる。 

 

主な事業概要 

①かかりつけ医・精神科医連携システム 

内科等のかかりつけ医と精神科等の専門医が連携し、うつ病等の早期発見・早期治療に取

り組むとともに、地域ネットワークを構築することにより、一層の自殺対策の推進を図って

いる。 

具体的には、地域の８医師会に所属する医師が患者からうつ病等の疑いを感じた場合、統
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一されたチェックシートにより評価し、基準以上の点数が出た場合に、精神科への受診を促

している。 

連携件数は年間 1,000 件以上にのぼり、そのうち約４割がうつ病と診断されるなど、早期

発見・早期治療につながっている。久留米市ではかかりつけ医と精神科医の顔の見える関係

作りに向けた研修会の開催やデータの集約を行っている。 

 

②相談体制の構築 

  市民の方からの市役所では相談しにくいとの声を受けて、気軽に相談出来る場として、図

書館など２ヵ所に臨床心理士などの資格を持ったカウンセラーによる「こころの相談カフ

ェ」を開設している。開催日時を日曜・夜間にも設定するなどの創意工夫を行い、開始当初

は２ヶ月待ち、現在でも１ヶ月待ちの状況である。また、司法書士会と協働し、ハローワー

ク久留米の協力のもと、主に仕事や借金問題などの法律問題についての「生活・法律・ここ

ろの相談会」も開設している。 

   

③ゲートキーパー研修 

  自殺の危険を示すサインに気づき適切な対応ができる人、いわゆるゲートキーパーを養成

するため、市民向けの出前講座や各種団体への研修、市職員を対象とした研修など、積極的

に取り組んでいる。 

 

④ＳＯＳの出し方教育  

  悩みやストレスを抱えている子どもたちが、必要な場面で周りの人に気持ちを伝えること

ができるように講義を実施している。併せて、電話・チャット・ＬＩＮＥ相談窓口が記載さ

れた久留米市作成の「こころの応援カード」も配付している。 

 

 ⑤推進体制の構築 

   自殺対策の推進に向けて、庁内における会議体の設置はもとより、関係機関の連携強化・

情報共有を目的に市内の関係４７団体による自殺対策連絡協議会を設置しており、毎年会議

を開催している。 

そのほかにも、重点的に取り組む事項等を協議するセーフコミュニティ自殺予防対策委員

会も組織している。 
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【質疑応答】 

Q1 自殺原因の分析はどのように行っているのか。 

A1 厚生労働省が遺書から主な原因を集計しており、市として厚生労働省へ照会を行い、分析

している。 

Q2 グループホームや福祉作業所とのつながりはあるのか。 

A2 依頼が来たところには出向いて出前講座を実施している。 

Q3 チャット・ＬＩＮＥ相談事業はいつから始めたのか。 

A3 ＮＰＯ法人が 10年以上前から行っているものもあれば、ここ最近始めた事業もあり、市で

はその事業を紹介している。久留米市では電話やメールでの相談窓口「結らいん」をここ２、

３年で設置したところ。 

Q4 市民意識調査はどのように行っているのか。 

A4 市全体で行っているアンケートの１項目として実施しており、直近の調査で回収率は８８．

３％であった。 

Q5 様々な団体との連携は無償で行っているのか。 

A5 例えば司法書士会・ハローワークとの連携で実施している生活・法律・こころの相談会は

無償である。委員として会議に出席いただく場合には、定められた委員謝金をお支払いして

いる。 

Q6 市民向けの啓発資料の配付方法は。 

A6 市の施設、各公共機関、医療機関に設置しており、学校での配付も行っている。 

Q7 他市との連携は行っているか。 

A7 県との連携は行っている。行政ではないが、かかりつけ医・精神科医連携システムでは筑

後地区圏域の８医師会と行っているもの。 

Q8  こころの相談カフェは何人のカウンセラーが対応しているのか。 

A8  委託先に数人のカウンセラーがおり、シフトにより１日１人出勤で１件あたり 40分の対応

をしている。 

Q9  平成 22 年度から 30 年度まででかかりつけ医から精神科医へ 9,000 件以上もつないでいる

が、その要因は。 

A9  連携研修会により、かかりつけ医と精神科医も顔の見える関係性が築けており、患者に勧

めやすいという点が考えられる。 

Q10 男性の自殺率が高い要因は。 
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A10 １人で抱え込む人が多いと一般的には言われている。こころの相談カフェでも女性の方が

気軽に参加されている。 

Q11 かかりつけ医から精神科医への受診状況はどのように把握しているのか。 

A11 毎月精神科医から報告書が提出されており、診断名や受診理由等を把握している。 

久留米市ではそのデータを集約して、研修会や検討会で報告している。 

 

【考察】 

・自殺対策として専門係を設置し、関連施策と連携した総合的な取り組みや全市的な自殺対策

の推進は全市民への声かけのきっかけ作りに非常に有効であり、市民の安心につながると思わ

れる。木更津市においても、取り入れるべき部分も非常に多く、導入すべき事業と考える。 

・「ゲートキーパー」がキーパーソンだろうと感じた。特段それを育成するのではなく、最終的

には「話せる人や場所」、「話を聞いてくれる人」が対象者のそばにいるかどうかなのかなと感

じた。 

・久留米市の自殺対策事業の取り組みは市民のニーズに合わせながら実施されていること、様々

な関係部署とつながり協力していることなど、見習うことがたくさんあると思った。自殺に至

らないまでも人々の心の問題は、重要になってきている。行政で出来ることにも限界があるが、

あらゆるセーフティーネットを張れるように知恵を絞り、努力していかなくてはいけないと思

った。ゲートキーパー養成は、木更津市でもすぐに取り組めるのではないかと思った。 

・自殺対策基本法に則り「久留米市自殺対策計画」を策定し、自殺者ゼロを目指して市内全て

の地域、年代で包括的に取り組んでいる。「いのち」を大切にすることが他者の尊重と自己の良

さの認識につながっている。また、そのためのネットワークづくりをより良い社会づくりへと

発展させている。 

・予防や支援などの普及啓発にしっかりと取り組んでいる。ゲートキーパーの人材育成を積極

的に行うとともに、他機関との連携など総合的に取り組んでいる。 

・平成 20年４月に「久留米市保健所」が設置され、保健予防課の中に「自殺対策推進チーム」

があり、プロジェクト的な専門家としての取り組みが推進されている点は評価する。関係団体

等へのインタビューやアンケート、また、市民意識調査及び実態調査の実施、加えて、各種関

係団体との連携により詳細な分析が行われている点や、様々な啓発資料の作成・配布は、本市

の取り組みの参考になると考える。 
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３．佐賀県武雄市 

・市 制 施 行 年 月 日   平成１８年３月１日 

・人 口   ４８，９２４人(令和元年９月１日現在) 

・面   積   １９５．４０K㎡ 

・一 般 会 計 予 算 額   ２４，１７３，２４０千円（令和元年度当初） 

・財 政 力 指 数   ０．４９(平成２９年度)   

 

〔市勢概要〕 

 九州の北西部に位置する佐賀県武雄市は、雄大な山々に囲まれ、豊かな自然にあふれている。 

平成 18年３月１日に、旧武雄市、山内町、北方町が合併して誕生し、９つの町（武雄町、橘町、

朝日町、若木町、武内町、東川登町、西川登町、山内町、北方町）から成っている。 

佐賀市と長崎県佐世保市の中間に位置する町で、町の中心には開湯以来 1300年経つ武雄温泉

があり、この温泉には日本銀行や東京駅の設計を行った辰野金吾設計の楼門があり国の重要文

化財に指定されている。 

また、長崎自動車道武雄北方 IC、JR武雄温泉駅があり、西九州の交通の要衝として、便利さ

も備えたまちである。 

 歴史ある温泉や焼き物、大楠が知られており、観光でたくさんの方に訪れている。 

 

〔調査事項〕 ＩＣＴを活用した教育について 

武雄市では教育改革・子育て支援を政策の重要な柱としており、その中でもＩＣＴ教育につ

いては、情報化社会への対応力の育成に加え、子どもたちの様々な可能性を伸ばし、次世代を

生き抜く力を育むツールとして重視している。 

 現在では、全小中学校において児童一人ひとりがタブレット端末を所有し、それを活用した

様々な事業を展開しており、民間企業による「全国市町村公立学校情報化ランキング」では小

学校が全国１位、中学校が全国２位と高く評価されている。 

 

主な事業概要 

①スマイル学習（武雄式反転授業） 

  School Movies Innovate Live Education の頭文字から由来しており、授業前日にタブレ

ットＰＣを家庭に持ち帰り、動画を活用した予習（小テストやアンケートを含む）を行い、
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翌日の授業に臨むという仕組みである。事前に予習することで、授業の中ではより話し合い

や学びあい等を中心とした協働学習を行うことができている。 

また、小テストの結果を事前に教員が把握できることにより、生徒の間違いが多かった箇

所を授業の中で重点的に取り上げるなど工夫している。 

 

②プログラミング教育 

  武雄市、DeNA、東洋大学の３者により協定を締結し、DeNAが開発した教材アプリケーショ

ンと講師派遣を受けて一部小学校の１～３年生で授業を行っている。また、ソフトバンクグ

ループの協力の下、全小中学校において 105台の人口ロボットペッパーを導入し、ペッパー

用のプログラムを作成するなどのプログラミング教育も行っている。 

   

③ドリル機能の活用 

  eライブラリという学習支援ソフトを活用し、タブレットで全学年の国語・算数（数学）・

理科・社会・英語の難易度別の約 31,000 問を学習することができる。授業や朝の時間など

に習熟度に応じたドリル問題に取り組んでいるほか、学校で問題をダウンロードして持ち帰

り、家庭学習でも活用している。 

   

④その他 

   電子黒板とタブレットの連携、授業における動画・画像などのカメラ機能の利用、インタ

ーネットで外国人講師とのオンライン英会話を行うなど、多岐に渡って活用している。 

   また、全小中学校へ ICT支援員を１人配置している。 

 

【質疑応答】 

Q1 自宅学習時には、Wi-Fi環境が必要なのか。 

A1 危険に巻き込まれないよう、家庭ではネットにつなげないように設定している。スマイル

学習などでは、学校でデータを取り込んだ上で家庭学習している。 

Q2 機器をリースではなく、買い取りとした理由は。 

A2 当初は購入した方が安かった。ただし、保守を職員で行うのには限界があるため、今後リ

ースに変更していきたいと考えている。 

Q3 特に小学校１年生に対して、機器の取り扱いの指導を特別に実施しているのか。 
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A3 今の子どもたちは飲み込みが早く、特に実施していない。 

Q4 家庭学習の小テストでは、子どもたちは結果を見ることができるのか。 

A4 先生達の設定次第である。小テストの目的は、子どもたちが家でどの程度理解してきたの

かを先生が把握するために行っているもの。 

Q5 ICT支援員は「ティームティーチング」でいうＴ２という位置づけか。 

A5 事前の資料づくりや授業時の機器取り扱いのサポートが主な業務で、Ｔ２という扱いでは

ない。 

Q6 タブレットでの学習内容は保存されるのか。 

A6 ノートと同様に記入した内容を保存できる機能がある。 

Q7 タブレット用の資料作成があり、先生への負担が増えていないか。 

A7 実際問題、先生によっては板書しかしない先生もいる。慣れてきた先生からは授業で板書

をしなくて済むので効率的といった声が上がってきている。 

Q8  時間外勤務が増加していないか。 

A8  導入当初はそのような声が多く上がっていたが、現在は上がっていない。市長としては、

「あくまで ICTはツールであり、使用できる場面で使用して欲しい」というスタンスであり、

使用するかどうかは教員の任意という扱い。 

Q9  スマイル学習は毎日実施しているのか。 

A9  毎日は実施していない。紙での宿題と併用しており、紙の宿題はほとんど毎日出ている。 

Q10 現在 Androidと Windowsの機種を併用しているとのことだが、統一する予定は。 

A10 統一した方がコストや保守の面で効率的であり、来年度 Windowsに統一する予定。 

Q11 校務支援システムは導入しているのか。 

A11 武雄市ではまだ導入していない。佐賀県では統合型校務支援システムを導入しており、そ

の県で統一されたシステムに参加するか、市独自で構築するかを現在検討している。 

 

【考察】 

・小学校低学年からタブレットにより ICT になじませる教育は有効と思われ、現在のスマホ依

存症などの弊害対策にもなると思われる。逆に鳥栖市の日本語教科のような教育も併せる必要

性も感じられた。 

・事前勉強のための活用は、優れていると感じた。板書では時間が掛かる部分をあらかじめ見

せるだけでも効果はありそうに感じた。どの児童も同じ理解度を有している訳ではないので、
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小テストを事前に行うことはどうなのかとも思ったが、説明の中で「多くの児童が間違えやす

い傾向」を「授業前に」教師が掴み、正解に導くことを限られた本番授業で教えていくことは

とても効率的だと感じた。 

・ＩＣＴ教育はこれからの児童生徒にとっては不可欠だが、予算や教員のスキルなど課題も 

多いところである。家庭学習の普及にとっては、とてもいいツールであると思った。注目され

ている施策に携わっているどの市もそうだが、「この施策でトップになる」という気概を感じ

た。私をはじめ、それぞれの立場で今取り組んでいる事を「トップにしよう」との意識は大事

なことだと思った。その意識に立つと取り組みの姿勢が違ってくると思うからである。 

・「教育改革・子育て支援」を市政の重要な柱と位置づけ、全国に先駆けてＩＣＴ教育を実践

している。市全体で教育に取り組む姿勢を明確にすることで子どもたちの進んで学習に取り組

む力を育てるとともに、全国ランキングで小学校１位・中学校２位の実績をあげたことが市を

愛する心や自信・達成感の醸成につながっている。 

・少人数制の教育にタブレット（ＩＣＴ）を使用する授業の参考になると思う。教員にとって

デジタル教科書の実証など、教育改革の方針に苦労されていると感じた。 

・授業前日にタブレット PCを家庭に持ち帰り、動画を活用した予習を行い、翌日の授業に臨む

「スマイル学習」や、市・民間企業・大学３者のよる協定を締結し、教材アプリと講師派遣を

受ける授業「プログラミング教育」、また、「電子黒板とタブレット PCの連携」「カメラ機能

活用」「ドリル機能活用」「学校への Pepper」の導入などは、まさに ICT 活用の先駆的事例で

あると感じた。「スマイル学習」の実施率にバラツキがあることや、教員の教科準備等の負担

軽減、教員の年齢別の対応能力の問題など、課題も多くあると感じた。導入費用が３億円、年

間のランニングコストが１億円とのことであり、武雄市と同様の取り組みを本市に導入するに

は予算的な課題がある。 

 

 

以上、視察結果について概略報告する。 


