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「未来をになう長浜っ子」育成プロジェクト事業 （令和３年度：第２期初年度）

予測困難かつ加速度的に変化する社会の中で、「すべての子ども

たちの可能性を引き出す」長浜の教育の実現に向けて、現場教員

の意見及び提案等を広く求め、新たな教育施策に反映させていく

ことを目的とする。

事業目的

ワーキング会議
（全体会・ブロック会議・コア会議）

各校から推薦された中堅・若手・
学力向上担当等教員で構成

懇 話 会

学識経験者、民間産業界関係者、
官民各種団体関係者、保護者代表

情報共有
情報交換

意見交換会



Ｒ３年度事業スキーム

懇 話 会
（学識経験者、民間産業界関係者、官民
各種団体関係者、保護者代表）
ブロック会議の取組や新しい長浜の教
育の方向性等について、幅広い意見なら
びに助言を求めていく。

市内各校

取組の提案・成果報告
ブロック会議委員以外の教員の参加 学びの場（研修・研究会）の提供

全 体 会
（各校から中堅・若手・学力向上等教員 各１名 計３５名）

ブロック会議の協議内容の確認や情報交換を行い、全体の
総括を行う。

ブロック会議
（原則、中学校区単位 各ブロック４~５名 計８ブロック）

学力向上の取組に関する情報交換をとおして、校区（ブロック）で
の共通実践を検討する。また、各校での取組の成果や課題を持ち
寄り、取組の改善を図る。

・取組内容の共有
・意見交換会の開催

（１１月予定）

授業参観、授業公開、研
修会、特色ある行事等の
機会を参観

令和３年度 「未来をになう長浜っ子」育成プロジェクト

企画会議 （事務局）
プロジェクト全体の企画・運営・総合調整

コア会議
（各ブロック会議の最小単位：２~３名で構成）

メンバーが自主的に会議を開催し、自校の実態をもとに具体的
な実践を推進する。年度末に取組内容を発表する。



R1年度の取組と成果

・ワーキング会議を５回、懇話会２回を開催

＊「未来をになう長浜っ子」に育みたい力と本市がめざす授業像の共有

＊ 学力向上に向けた機運の向上

「未来をになう長浜っ子」育成プロジェクト事業 （令和３年度：第２期初年度）

R2年度の取組と成果

・ワーキング会議４回、懇話会３回、意見交換会１回を開催

＊「子ども改革」「教師改革」「学校改革」にわかれ、新たな取組を検討・

提案

＊ 新しい教育の実現に向けた機運を醸成

資料 ４



未来の社会を創造できる資質・能力

教科等で身に付ける学ぶ力
〇 基礎的・基本的な知識・技能を習得し、それらを活用・応用しながら問題を解決する
〇 自分の考えをもち、能動的に他者とつながりながら、考えを深めたり、よりよい解決方法

を見出したりする

学びに向かう力

自分と向き合う
〇 見通しをもって計画的に

行動する
〇 最後まで粘り強く取り組む

自分を高める
〇 夢や目標をもち、努力する
〇 新たなことや困難なことにも

挑戦する

他者とつながる
〇 他者とコミュニケーションを

とり、協調・協働できる
〇 相手のことを考えて行動する

+

令和元年度 未来をになう長浜っ子に育みたい力



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワーキング会議（全体会） 
（中堅・若手教員 ２５名） 

課題別ワーキンググループ（以下、課題別ＷＧ）の進捗状況の確認、情報交換を行うと

ともに、協議内容を集約し懇話会や市内各校に報告・提案する。 

WG１．「子ども」改革 
＜テーマ＞ 

誰一人取り残すことのない新し

い長浜の学び（子どもを主語・

子どもが主役の授業）の実現 

課題別ＷＧ（上記委員で構成） 

 ３つの課題別ＷＧを編成し、それぞれのテ

ーマについて協議を行い、新たな教育施策に

反映できるような具体的な取組を提案する。 

ＷＧ2．「教師」改革 
＜テーマ＞ 

自ら学び続け、切磋琢磨しなが

ら授業を磨き合う教師の学びの

ネットワークづくり 

ＷＧ３．「学校」改革 
＜テーマ＞ 

様々な教育資源（地域や大学・企

業等の外部人材、中学校区のつな

がり等）を生かした学校づくり 

令和２年度 新しい教育の実現

「子どもが主役の授業づくり」

未来の社会を創造できる資質・能力
を身につけた子どもの育成

→ 教科等で身につける学ぶ力
＋学びに向かう力

１、授業の組み立て
(導入・課題設定・発問・グループ
活動等)

２、ICT機器の活用

「魅力ある教師をめざす」

主な取組
①研修の提案
②共通フォルダの活用
③人材バンクの作成

成果
研修の提案・人材バンクの広がり
教職員同士の学び合い
教師のスキルアップ

「つながり合い高め合う学校」

学校間の情報交換・情報共有の仕組
みづくり （教員・学校の見える化）

１、オンラインコミュニティの立ち上げ

学校運営・学級経営の手軽で気楽

な交流の場

２、市内サーバ・共有フォルダの活用

教材の作成・活用までがシームレス

取 組 の 成 果



令和３年度 「未来をになう長浜っ子」育成プロジェクト

『すべての子どもたちの可能性を引き出す』

長浜の教育の実現に向けて

～学力向上に向けた市内各校での確かな実践の推進～

目 標

中学校区（ブロック）の小中連携を強化し、ワーキング会議委員
を核とした各学校での実践に重点を置く

＝実践と成果の第２期＝

取組方針

資料 ５



１ 子どもの実態

２ 身に付けさせたい資質・能力

３ どのように学ばせるか（取組・しかけ・方法） 4 指標（見取り）

学力向上のために 課題から取り組みたいテーマを設定
ブロックテーマ

(年間を通して)

5 めざす子どもの姿に向かう実践内容

①強み・課題・背景にあるものを付箋に記入し、グループ化する。

②分類した内容を配置し、見出しをつけ、因果関係（ループ）でつなぐ。

ＫＪ法（地図を描く）

こんな力を子どもたちにつけたい！ こんな子どもたちになってほしい！・・・具体的に

課題を解決するために 何に取り組むか！
何によって測るか？

具体的な数値で示す

実態から課題を

大
事

継続して子どもたちの学力向上に確実につながる取組を



ブロック コア 課　　題

①
・主体性に欠け、受け身の姿勢が目立つ。　　・基礎基本が定着していない。
・一人ひとりの学習習慣の定着に差があり、学力の差になっている。

②
・自尊感情が十分でなく、やや主体性に欠ける。学習意欲が十分でない。
・地域の行事などに参加できていない。　　新聞や本を読む機会が少ない。

①
・家庭学習の習慣がなく、学習内容の定着や学力向上に結び付かない。
・低学力の児童が多い。　　最後までやり遂げる粘り強さに欠ける。

②
・考えを発表したり、友だちと比較して広げたり深めたりする力が弱い。
・文章や資料を読み解く力が弱い。　　個々の学力差が大きい。

①
・基礎基本の定着や学習に向かう態度、学習規律の確立に課題がある。
・粘り強く主体的に学ぶ力が低い。自己表現が苦手である。

②
・最後まであきらめずに根気強く取り組めない。
・家庭学習の習慣が身についていない。　・自分の考えを言葉にできない。

①
・学力の二極化。　・自己肯定感が低くお互いに高め合おうという意識も低い。
・受け身で、自分から発信する力に欠ける。

②
・自分の考えを相手に伝わるように表現する力が弱い。
・読むこと書くことに苦手意識が強い。　　・主体性に欠ける。

①
・自らの意思決定力や行動力に弱さがある。　　・学びの向上につながらない。
・家庭学習で課題意識をもった取組ができない。

②
・自ら問いを立て、解決策を見出す力.　・家庭学習の時間が取れていない。
・主体的、創造的に物事を考えたり、取り組んだりする姿勢が弱い。

①
・情報を比較関連させて分析整理したり、自分の言葉でまとめたりする力が弱い。
・文字離れが顕著で読書の習慣がない。　・家庭学習の習慣が定着していない。

②
・失敗する経験が少なくたくましさに欠ける。　・自信をもって発表できない。
・比較、思案、指摘など考えを深める力が弱い。

①
・学び方の二極化。　・自分の考えを理論立てて記述したり発言したりする力。
・自分の力で進むたくましさに乏しい。　・人前で自信を持って堂々と話せない。

②
・相手を意識して話すことや思いを伝えることが苦手である。
・自己肯定感や学習に対する向上心が低い。

ブロックテーマ 身に付けさせたい資質・能力

　　　　　　　　　　　　　　　　　　「未来をになう長浜っ子」育成プロジェクト　　　ワーキング会議                 　　　資料　６       

B

自分の思いを表現できる子どもの育成を

目指して

自分の考えを文章や言葉で表現できる
対話を通して学び合える力

A 子どもたちが学びを実感できる授業づくり
・自己表現力の向上（ためらわずに話す、書く）
・主体的に課題解決に取り組める力

C

自分の思いを相手に伝え、

相手の思いも聴ける学級集団づくり

・自己表現(自らの気持ち、考え、説明する等）する力
・相手の思いや考えを聴ける力

Ｄ

ことばの力の育成
　

 ～表現する力に着目して～

・主体的に授業、学びに向かうことができる力
・そのためのことばの力（表現する力、相手に伝える力）

Ｅ

課題に対して主体的に取り組み、

 自らの考えをを表現する子どもの育成

・主体性（自ら考え行動する）
・表現力

Ｆ 主体的に考え,表現する力の育成
・主体的に学習に取り組む姿勢や、自分の思いや考えを伝える
力
・友だちとの交流を通して、考えを深める

Ｈ 未来を見据えて、自ら学ぶ子どもの育成
・生活を主体的に向上させようとする力（特活を中心に）
・要旨を捉えて自分の考えを表現する力（教科を中心に）

Ｇ

主体的に課題に向き合い、

自ら考え 表現する子の育成

・「わかりたい」「できるようになりたい」と思う

①自分にとって必要な学習を考える→自ら学習することにつな
げる（自らの課題に気づき行動する力）
②課題解決に向けた自分の考えをもつ→クラス全体に向けて自
分の考えを伝える（自分の考えをもち、表現する力）

①
・学力の二極化　・家庭環境に課題のある子が多く、自尊感情が低い。
・家庭学習の習慣が定着しておらず、基礎的な理解が不十分である。

②
・最後までやり切る達成感や成功体験を味わう経験が少ない。
・学習習熟の個人差が大きい。思考力、表現力、読解力が弱い。



Ｒ３年度事業スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ＷＧ会議

全体会①

B会議①

コア会議
実践

（随時開催）

全体会②

B会議② B会議③
意見交換会

B会議④

全体会③
取組報告

懇話会

懇話会①

参観 意見交換会

懇話会②

懇話会③

※懇話会委員による参観については、複数回の参加も可。
※１１月予定の意見交換会は、懇話会委員がワーキング委員と議論する。

資料 ７



全ての子どもたちの可能性を引き出す
「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現へ

GIGAスクール構想とは、文部科学省が発表した学校教育におけるICT環境

整備についての構想で、児童生徒1人1台の学習用端末（PCやタブレット）

と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し、全ての子どもたちの可

能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを実現していこうとするもの

です。

社会のあらゆる場所でICTの活用が日常のものとなり、さらに、今後、技

術革新がますます加速する時代を生きていく子どもたちにとって、学習用端

末は特別なものではない、学習に欠かせない「新しい文房具」となります。

長浜市版「GIGAスクール構想」では、これまでの長浜の教育実践とICTの

活用を適切に組み合わせ、子どもたちの学び続けようとする意欲や豊かな創

造性、様々な人と協働しながら問題発見・解決に挑む資質・能力を育んでい

きます。

GIGAスクール構想で導入する学習用端末

「iPad（キーボード一体型ケース付）」

❖今年度から既存のコンピュータ教室等の学習用端末と併

せて活用します。

❖授業場面や内容、学年の段階等に応じて、日常的に学習

用端末を使って学ぶことができるようになります。

❖学校での活用が中心となりますが、緊急時等、自宅での

オンライン学習を実施する場合は、必要に応じて学校で

使用している学習用端末（iPad）の貸出を行います。

長浜市版「GIGAスクール構想」の取組 資料 ８



長浜市ではＩＣＴ環境を活用し、児童生徒の「学びたい」「考えたい」を育む『子どもが主役』の授業を実践します

◆一斉学習
教材や学習課題等の拡大提示による視覚的でわかりやすい説明に
より、子どもたちの理解を深めるとともに、子どもたち一人一人の
反応を踏まえた双方向型の一斉授業を実現します。

◆個別最適な学び
インターネット・デジタル教材の活用による個々の興味・関心
等に応じた探究的な学習活動や、教員が一人一人の学習履歴を
把握することにより個々の理解や学習進度に応じた学びを実現
します。

◆協働的な学び
一人一人の考えをお互いにリアルタイムで共有し、子ども同士による
意見交換や発表等を通じて、思考力・判断力・表現力を育成します。
また、多様な人々とのつながりを実現し、学びを深める遠隔授業に
も取り組んでいきます。

長浜市版「GIGAスクール構想」で実現する学びのイメージ

オンラインで
他校と交流

グループで意見を整理し
プレゼンテーション

インターネットを活用した情報収集
写真や動画等によるまとめ・表現

個々の進度に
合わせた学習

拡大提示による
わかりやすい説明

一人一人の考えを把握して
進める双方向型の授業



各教科等の指導においてICTを活用した学習活動を取り入れ、効果的な活用方法について研究を進める
とともに、教員のICT活用指導力の向上を図る。
※紙の教科書・ノートや黒板を活用して行う従来の授業をすべてデジタルで置き換えるのではなく、ICTの活用が効果的なところで

従来の指導方法と併用しながら活用（従来の授業にＩＣＴの特性や強みを加味）する。

（１）学習用端末（iPad）の活用目標とめざす姿
今年度の活用目標：各クラス1日１~２時間
〃 めざす姿：授業を担当する教員・子どもがロイロノート（基本編）を習得し、授業で活用

することができる。

教員のＩＣＴ活用指導力の実態
＊学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果より 全国

R１ Ｒ２ Ｒ１

Ｂ 授業にＩＣＴを活用して指導する能力 53.3 53.6 69.8

Ｂ１

児童生徒の興味・関心を高めたり，課題を明確につ
かませたり，学習内容を的確にまとめさせたりするた
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。

67.9 72.8 82.6

Ｂ２

児童生徒に互いの意見・考え方・作品などを共有さ
せたり，比較検討させたりするために，コンピュータや
提示装置などを活用して児童生徒の意見などを効果
的に提示する。

53.4 52 69.5

Ｂ３
知識の定着や技能の習熟をねらいとして，学習用ソフトウェア
などを活用して，繰り返し学習する課題や児童生徒一人一人
の理解・習熟の程度に応じた課題などに取り組ませる。

48.3 47 65.1

Ｂ４

グループで話し合って考えをまとめたり，協働してレ
ポート・資料・作品などを制作したりするなどの学習の
際に，コンピュータやソフトウェアなどを効果的に活用
させる。

43.7 42.6 62.1

長浜市

GIGAスクール構想に伴う学校ICT活用推進について



（２）活用推進に向けて

➊学校ICT活用推進連絡協議会の開催＜年間5回予定＞

・各校の活用状況や課題等の情報交換や実践交流、研修等を実施する。

❷ICT活用推進に係る学校訪問＜各学期１回予定＞

・各校の活用状況や課題の現状把握等を目的とした市教委担当者による訪問。

❸学校ICT支援員の配置

・学校ICT支援員6名によるICTを活用した授業づくり（教員の授業設計に基づく助言、

教材作成等）についての遠隔支援。

・学習用端末（iPad）やアプリケーションの使い方について、各校・各教員からの問合せ

に対応するヘルプデスクの設置。

❹各種教員研修

・教育センター主催のICT研修（シリーズ研修）

・学校からの要望等、必要に応じて教育改革推進室による研修（授業支援）を実施。



❋ 活用事例

・課題をデータ化して配布し、回答を提出

・ノートを写真に撮って提出

→ 回答共有して学びを深める

❋ 活用事例

・学習のふりかえり場面で小テストを作成し、子どもたち同士で送り合う

・自分の考えや調べたことをカードに書き出してつなぐ、組み替える（プレゼン資料の作成）

→ 学習内容の定着を図る

思考力・判断力・表現力を育成する



先端的教育用ソフトウェア（EdTech）の導入について
✿ 経済産業省「EdTech導入補助金2021」(令和２年度３次補正 学びと社会の連携
促進事業費補助金) を活用した無償トライアル事業について

１ 目的
経済産業省の実証事業に申請を行い、授業等でAIドリルを活用し、児童生徒一人ひとりに応じた個別最適な学習
に取り組み、学力向上への効果について検証を行うとともに、教員がスタディログ（客観的なデータ）を活用し、
児童生徒一人ひとりの深い見取りやよりきめ細やかな指導につなげる。

２ 導入するEdTechツール
株式会社COMPASS AI型教材「Qubena（キュビナ）」小中5教科対応版

３ 導入計画（利用対象）
各小学校・義務教育学校（前期） 第6学年の児童
各中学校・義務教育学校（後期） 第3学年の生徒

４ 事業スケジュール
公募要領（確定版）等の公開 2021年5月31日（月）
交付申請期間 2021年6月11日（金）～7月9日（金）17：00（予定）
交付決定 2021年8月中旬（予定）
事業実施期間 交付決定後（9月予定）～2021年12月27日（月）

※事業終了後も今年度末（2022年3月31日）まで利用可



ワーキング会議との議論につい
て

〇懇話会委員による参観（８月～１０月末）

・発達段階を踏まえた多様な指導（ICT機器を効果的に活用した授業）

・校内研究等、魅力ある教職員を育成するための研修

・子ども自身が問いをもち、地域と連携・協働した学び

〇懇話会委員とワーキング会議委員との議論について

・懇話会委員（Ⅰ）⇔ワーキング会議委員（コア会議A①～H②の２グループ）

・懇話会委員（Ⅱ）⇔ワーキング会議委員（コア会議A①～H②の２グループ）

・懇話会委員（Ⅲ）⇔ワーキング会議委員（コア会議A①～H②の２グループ）

資料 ９


