
令和3年度
南部地区学力向上研究協議会

「埼玉県教職員ＭＯＴＴＯ」
未来を創るこどもたち
未来を育てるわたしたち

-未来への責任-

南部管内の学力向上に関する現状と

効果的な取組について

未来を創る、こどもたち。未来を育てる、わたしたち。 ～未来への責任～

埼玉県マスコット

「コバトン・さいたまっ

ち」
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１ ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて

本日のアウトライン

２ 埼玉県学力・学習状況調査

（１）これまでの結果分析から

（２）帳票の活用

（３）その他活用

３ おわりに



早速ですが

【教育現場】

昨年、今年、一番変わったこと
は何ですか。

変わっていないこと
は何ですか。
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変わったことは何ですか
～教育界の変化 ・ 流行～

・コロナ対応
健康観察、感染リスクの高い学習活動
入学式、卒業式、修学旅行等宿泊行事

・GIGAスクール構想
ICTの活用、オンライン授業、動画配信
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10年前に想像できましたか
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・スマートフォン
・YouTube
・QRコード決裁
・小中学生の携帯所持
だんだんできることが増えていく変化
高度なICTが、いつでも、どこでも、簡単に活用できる時代
→その時は気づいていなくても、振り返れば大きな変化
気づけば、当たり前となっていること



GIGAスクール構想の実現に向けて

子供たち一人ひとりに個別最適化され、創造性を育む教育ICT環境の実現に向けて

～令和時代のスタンダードとしての１人１台端末環境～
令和元年(2019年)12月19日
文部科学大臣 萩生田光一

Society 5.0時代に生きる子供たちにとって、PC端末は鉛筆やノートと
並ぶマストアイテムです。今や、仕事でも家庭でも、社会のあらゆる場
所でICTの活用が日常のものとなっています。社会を生き抜く力を育み、
子供たちの可能性を広げる場所である学校が、時代に取り残され、世界
からも遅れたままではいられません。
１人１台端末環境は、もはや令和の時代における学校の「スタンダー
ド」であり、特別なことではありません。これまでの我が国の150年に
及ぶ教育実践の蓄積の上に、最先端のICT教育を取り入れ、これまでの実
践とICTとのベストミックスを図っていくことにより、これからの学校教
育は劇的に変わります。

（ 文部科学大臣メッセージから 一部抜粋） 6



GIGAスクール構想の実現に向けて

企業でも同様の波?!
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世界時価総額ランキング(2022.1.7)
1位 Apple
2位 Microsoft 
3位 Saudi Arabian Oil Co
4位 Alphabet(Google)
5位 Amazon

2000年同ランキング10位内は・・・
キーワードは○○

（朝日新聞デジタルより）



GIGAスクール構想の実現に向けて

ＡＩの活用が企業成長へ
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世界中の企業がAIの導入・展開に苦労
⇒ IT企業の存在感が高まる

○AIエンジン導入をゴールとするのではなく、ツールとしてAI
を位置付けるべき。
○AIの導入後はトライ＆エラーを繰り返し、スピーディーに進
めていくことが重要。
○AI導入においてはPDCAの実施が不可欠。その中で、「ダメな
ものは切り捨て、いいものを取り入れていくことが大事」。

【課題】
▽ 導入がゴールになってしまう。
▽ 導入したが成果がみられない。



GIGAスクール構想の実現に向けて

持続可能なICTの活用のために

9
両者を満たす必要がある

効果的 簡単

東京学芸大学・准教授 髙橋 純
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・試しにやってみる
・良かったら続けてみる
・駄目ならやめてみる

→ 残ったことが本質
より効果的な実践へ

PDCAサイクルのもと実践してい
くことが大事

GIGAスクール構想の実現に向けて

持続可能なICTの活用のために



Ａ小学校の取組 令和２年度当初から動き出している

GIGAスクール構想の実現に向けて

管内におけるＩＣＴ活用の好事例
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ガイドラインで共通理解

ガイドラインで共通理解

オンライン・オフライン



GIGAスクール構想の実現に向けて

管内におけるＩＣＴ活用の好事例

12Ａ小学校の取組 令和２年度にまとめられた取組



算数「Ｄマーク」

デジタルコンテンツ

GIGAスクール構想の実現に向けて

管内におけるＩＣＴ活用の好事例
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３ 今後に向けて
埼玉県南部地区管内におけるＩＣＴ活用の事例
について

管内Ｂ中学校の取組

年度当初の職員会議で、各教科等
でどのようにＩＣＴを活用するか共有
している。

GIGAスクール構想の実現に向けて

管内におけるＩＣＴ活用の好事例
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３ 今後に向けて
埼玉県南部地区管内におけるＩＣＴ活用の事例
について

GIGAスクール構想の実現に向けて

管内におけるＩＣＴ活用の好事例
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【国語・外国語】

スピーチの様子をタブレットで撮影し、自己評価や振り返りに

活用。ALTがスピーチモデルを生徒端末に録音し、音声機器

として活用。

【体育】

学習カードを端末で作成し提出。学習の記録には動画を添付

させていた。児童・生徒にとって自分伸びが分かる。教師に

とっては、評価の一助となる。

【道徳科、特別活動、他全教科】

アンケート機能の活用。今まで集計等が必要であったが、

リアルタイムで児童生徒の反応を視覚化できる。



GIGAスクール構想の実現に向けて

学校におけるICTを活用した学習場面
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変わっていないことは何ですか

【教育の不易】

・人を育てる
（学級指導、生徒指導、教育相談等）

・学力向上
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学力
（認知能力）

非認知能力

主体的・対話的で
深い学び

学習方略

学級経営

・「学級経営」が、「主体的・対話的で深い学び」の実現や、子供たちの

「非認知能力」 「学習方略」の向上に重要である。

・「主体的・対話的で深い学び」は、「非認知能力」の向上や「学習方

略」の向上を通じて、「学力」を向上させる。

データ活用事業の分析により新たに分かったこと

・学力や学習方略が伸びた子供 ⇒ 教員との関係性が良い傾向

・「学習が比較的得意だ」⇒ 高い自己効力感 ⇒学力や非認知能力の向上

令和3年度埼玉県学力・学習状況調査
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令和3年度埼玉県学力・学習状況調査



埼玉県学力・学習状況調査を活用する
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これをみれば
いいのか！



埼玉県学力・学習状況調査を活用する
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帳票２８からわかる子供たちの実態

埼玉県学力・学習状況調査を活用する

３

18
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３

18

36

３

18

36

３

18

36
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帳票２８
学力層ごとの子供
たちの伸びの割合
がわかる



• 上位層（上位２５％）・下位層（下位２５％）の生徒は、学力が伸
びた。

• 中間層において伸びは横ばいであり、伸び悩んだ。

分析はあっていますか？
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• 上位層（上位２５％）・下位層（下位２５％）の生徒は、学力が伸
びた。

• 中間層において伸びは横ばいであり、伸び悩んだ。

分析はあっていますか？
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埼玉県学力・学習状況調査を活用する
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埼玉県学力・学習状況調査を活用する

帳票４０を活用した発展例

学力の伸びが

に変化学びの状況を可視化！

学習方略・非認知能力様子が
県平均を下回る…赤色
県平均を上回る…緑色
に変化学びの状況を可視化！
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配慮が必要な子につい
ては、昨年度・今年度
の授業方略・非認知能
力の分析をしていく

埼玉県学力・学習状況調査を活用する

帳票４０・２８を連動・活用した発展例

学力層別分析
帳票２８と連動

３
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学力・学習状況調査を活用する
学調のおよそのスケージュール（R3ベース）

全学調に対応
しています。

令和3年度
5月11日～20日 県学調の実施
5月27日 全学調の実施
6月上旬 解説資料
8月上旬 調査結果の 分析・活用（通知）

（学校用・市教委用）
8月下旬 報告書
9月下旬 復習シート（HPに載っています）
10月中旬 調査結果についてプレス発表
1月 下旬 コバトン問題集

（HPに載っていません）
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全学調に対応し、作成しています
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•全国学力・学習状況調査

令和４年 ４月１９日 （火）

→【国語，算数・数学， 理科】

令和５年 ４月１８日 （火）

→【国語，算数・数学， 英語（中学校のみ）】

•埼玉県学力・学習状況調査

令和４年 ５月９日 （月）～５月１８日（水）

→【国語，算数・数学】（小４～中1）

→【国語，数学， 英語】（中2～中3）

令和４年度の学力・学習状況調査予定
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学力状況調査の活用
ICTの活用

授業改善
学力向上


