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１人１台のパソコンで，授業はどのように変わるの？ 

子どもたちや保護者の方々にどのような影響があるの？ 

ご紹介します！！ 

▲ タブレット型パソコンを用いた小学生の授業の様子 

小・中学校の 

教育が変わります！ 
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 児童⽣徒の情報活⽤能⼒の育成と，公平に個別最適な学びの実現を図るため，全児童⽣徒に１⼈
１台のパソコンを配備するとともに，⼩中学校に⾼速のインターネット環境を整備
し，パソコンを⽂具の⼀つとして授業の内外で⽇常的に使って学びます。 

導⼊される端末や使⽤できるサービスについてはコチラをクリック 

子どもたち一人一人に応じた 

新たな学びを実現します 

Ｑ． 教育環境はどのように変わるの？ 
Ａ． 「１人１台端末（１人１台のパソコン）」を配備し， 
   校内外で活用します。 

令和３年度からスタートする 
「ＧＩＧＡスクール構想※」に
よって，市⽴⼩・中学校の教育はどう
変わるのか調査しました！ 

 学校の授業では，辞書や図鑑の代わりとして，検索サイトにより知りたい情報を調
べたり，ワープロ，表計算等のソフトや動画や⾳声によるデジタルコンテンツ
を授業に活⽤したりします。 

 学校外においては，AI型個別学習ドリル教材や映像教材等のデジタル教材を家庭学
習等に活⽤することで，児童⽣徒⼀⼈⼀⼈の進度に合わせた学習が出来るようになり
ます。 

Ｑ． パソコンを使ってどのように学習するの？ 

Ａ． 授業でデジタルコンテンツを活用する他，家庭学習等でデジタル教材を 

   活用し，児童生徒一人一人に合わせた学習を実施します。 

実際にパソコンを活⽤して⾏った家庭科の授業⾵景を 
ご紹介します！ 

☜  タブレット型パソコンをタブレットとして 
  活⽤し，友達と相談しながら，給⾷の献⽴に 
  使われている⾷品のグループ分けをしています。 

☜  パソコンで⾷品のグループ分けを⾏った内容 
  を⼤型提⽰装置に映し出し，発表しています。 

次のページでは，ＧＩＧＡスクール構想の実現に当たり宇都宮市で⾏う
⽀援についてご紹介します！ 

※「ＧＩＧＡスクール構想」とは？ 
 ⼦どもたちに１⼈１台のパソコン，学校に⾼速の 
インターネット環境を整備し，⼦どもたち⼀⼈⼀⼈ 
に応じた新たな学びを実現させるものです。 

※ こちらは，パソコン室配備のタブレット型パソコンを 
 使った学習の様⼦です。 

http://www.ueis.ed.jp/joho/u_gigaschool/schedule.html
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 学校ＩＣＴ環境を効果的・効率的に活⽤するため，「ＩＣＴ⽀援員」を地域学校園ごとに
（おおむね４校に１⼈）配置し，児童⽣徒，教職員への端末の操作⽀援や，端末
を⽤いた授業の進⾏⽀援等のサポートを⾏います。 
 また，１⼈１台パソコンには，児童・⽣徒各個⼈の
苦⼿を補うため，⾳声を読み上げてくれたり，表⽰
する⾊合いを変えたりできるといった，読むこと，
書くこと，聞くこと，話すことへの⽀援機能が搭載
されています。 

Ｑ． 全ての子どもたちがパソコンを活用できるようになるの？ 
Ａ． ＩＣＴ支援員２５名を市立小中学校に配置し（週に１～２回の頻度で各 
  学校を訪問），教師と協力しながらパソコン操作を支援します。 
  また，低学年の児童生徒などでも使えるよう，タッチスクリーンを使った 
  手書き入力や，音声入力などの入力方法が利用できます。 

  
 全ての児童⽣徒が端末を使⽤し，オンライン家庭学習ができる環境を確保するため，通信環境が整
備されていない家庭を対象にモバイルルータを貸与します。 
 詳しい申請⽅法などは，後⽇，学校を通して通知します。 

Ｑ． 家庭の通信環境が整わない場合，持ち帰り学習は出来るの？ 

Ａ． 通信環境が整わない家庭にモバイルルータを貸与します。 

宇都宮市教育委員会では，「ＧＩＧＡスクール構想」について知って 
頂くために「宇都宮市ＧＩＧＡスクール特設サイト」を 
 

開設しております。          ▶詳しくはコチラをクリック 

【お問い合わせ】 
モバイルルータ貸与に関すること…学校管理課 就学グループ ℡：028-632-2724 
１⼈１台パソコンの配備・管理に関すること…学校管理課 管理グループ ℡：028-632-2709 
１⼈１台パソコンの授業での活⽤に関すること…学校教育課 指導グループ ℡：028-632-2729 
１⼈１台パソコンの運⽤・その他の活⽤に関すること…教育センター 情報・研修グループ 
                          ℡：028-639-4385 

【掲載内容】 
 ・ 宇都宮市における「ＧＩＧＡスクール構想」 
 ・ 「ＧＩＧＡスクール構想」とは？ 
   なぜ必要なのか？ 
 ・ １⼈１台端末活⽤ガイドライン 
 ・ １⼈１台端末の活⽤事例（動画・資料） 

  その他，随時更新いたしますので，「ＧＩＧＡ 
 スクール構想についてもっと知りたい！」と⾔う 
 ⽅はぜひご覧ください！ 

http://www.ueis.ed.jp/joho/u_gigaschool/index.html
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～岩澤さんの生け花ギャラリー～ 

学校教育に対するご支援

ご協力を頂いてます 

  

荒井 智英子さん 

 地域の⼦どものことを⼀
番に考え，地域のつながり
を⼤事にしてもらいたいと
活動しています。 
 清原中央⼩学校のＰＴＡ
活 動 や 地 域 コ ー デ ィ ネ ー

ター，授業のボランティアなど，様々な活動に
取り組んでいます。 
 地域の⼦どもは夏祭りなどの⾃治会活動に積
極的に関わっており，そういった地域のつなが
りが⾒られることにやりがいを感じます。 

 

岩澤 澄子さん 

 ⾃宅の庭に⽣息して
いる草花を，国本中央
⼩学校の⽞関に⽣ける
活動を約40年に渡り実
施しています。 
 PTAの⽂化祭で作品を

飾ってから「花の定期便」として活動を続けて
おり，学校の環境テーマである「花と緑と⼩⿃
の学校」を体現しています。 
 活動を通して，⼦どもたちが「このお花は何
ですか」「⽣け花を⾒ると⼼が和む」と花に対
して興味を持ってくれることにやりがいを感じ
ます。 

 

  

たんぽぽの会 
  

姿川第一小学校 
魅力ある地域協議会安全部会 

 篠井⼩学校の⼦ど
もたちに本の読み聞
かせをしています。 
 本を通じて，⼦ど
もたちに豊かで強い
⼼を持ってほしいと
の思いを胸に活動し
ています。 

 活動を通して，⼦どもたちの成⻑を間近で⾒
られるだけでなく，⾃分たちも本を通して成⻑
できることにやりがいを感じます。 

 ⼦どもや地域の安全のた
め，姿川第⼀⼩学校に通う児
童の登下校や⼀⻫下校の際
に，安全な歩⾏・横断の指導
をしています。 
 活動を通して，⼦どもたち
と挨拶を交わすことや，⼦ど
もたちに安全に対する意識が
芽⽣えてきた姿を⾒ることに
やりがいを感じます。 

▲ 荒井さんが参加した活動の一部 
（左） 収穫祭に向けたイモの苗植えの様子  
（右） 親子で郷土料理「鬼怒の船頭鍋」を作る料理教室の様子 

▲ 一斉下校の様子。見守り隊ボランティアの証である蛍光色 
  の帽子と上着を着用し，見回りをしています。 

▲ 会長の大輪浩康さん 
 （スクールガードチーフ） 

▲ 会のメンバーの皆様 

▲ 群読（低・高学年に分けた読み聞かせ）の様子。お揃いのたんぽぽの 
  バッジ，スモック，ストールを身に付け，趣向を凝らした読み聞かせを 
  行っております。 

宇都宮市では，学校教育への支援活動や地域活動
において，子どもの育成に貢献し，その功績が顕著

である教育支援者の皆様に感謝状を贈呈して
います。 
今回は，令和２年度に受賞された方々の中から，
支援活動の一部を紹介します！ 
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宇都宮市薬剤師会 

 市⽴⼩中学校において，学校を再開する
にあたり，施設の衛⽣管理に役⽴ててほし
いとの意向により，消毒⽤アルコールのご
寄附を頂きました。  
 ご寄附頂いた消毒⽤アルコールは，市⽴
全⼩・中学校に配布され，学校における感
染症予防対策に活⽤されました。 

  
㈱井上清吉商店 

 市内の⼦どもの家において，衛⽣環境の
向上に役⽴ててほしいとの意向により，
「サワヒメ印のアルコール７５」のご寄附
を頂きました。  
 ご寄附頂いた「サワヒメ印のアルコール
７５」は，市内の⼦どもの家６６か所に配
布され，児童の⼿指消毒や設備の消毒に活
⽤されました。 

企業の皆さまも，宇都宮市の小・中学生のため， 

様々な活動に取り組んでおります！ 

宇都宮市の教育や子どもたちは，多くの 
市民や企業の皆様からのご支援により 
支えられております。 
 

「社会総ぐるみによる人づくり」をさらに推進
していくため，今後とも皆様からのご支援，
ご協力をお願いいたします。 
 

今回ご紹介した方々のような教育支援者の
方々に感謝状を贈呈しており，令和２年度
は個人６２名，団体１４者の皆様が受賞さ
れました。 
           ▶詳しくはコチラをクリック ▲令和２年度感謝状贈呈式の様⼦ 

「ひとり１スポーツ」を推進しています 

 宇都宮市には，地域にお住まいの⽅々が主体となって運営する地域密着
型のスポーツクラブが８つあり，幅広い世代・志向の⽅が体⼒や技術・技
能レベルに応じて活動しています。 
 また，⼦どもから⾼齢者まで年齢問わず楽しめる「ニュースポーツ」の
普及・促進をはじめ，地域のスポーツ活動の⽀援，実技指導などを⾏う 
１０９⼈のスポーツ推進委員も活躍しております。 
 ⾝近な地域でのスポーツに興味のある⽅，ぜひスポーツ振興課までご相
談ください。   【お問い合わせ】スポーツ振興課 ℡：028-632-2737 

https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kyoikuiinkai/shigoto/1002515.html
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▲ 宮の原中学校（ジュニア芸術賞）の作品の様⼦ 

心豊かでたくましい「宮っ子」を

応援します 

 宇都宮市では，⽇常⽣活の中で、⼦どもたち⾃らが実践
できる⾏動規範となるとともに、学校や家庭、地域等が⼀
体で⼦どもを育むための拠り所となる「宮っ⼦の誓い」を制定し，この誓いを活⽤した⼈
づくりを推進しており，宮っ⼦の誓いを実践している児童⽣徒を称え，表彰しています。 

② 宮っ⼦表彰(義務教育９年間皆勤賞) 
 ⼩学１年⽣から中学３年⽣まで無⽋席，無遅刻及び無早退で学校に通
い，健康を⼤切にし元気に⽣活する意欲や，夢を抱いてやりぬく意欲を
持ち，義務教育９年間を通して継続的に取り組んできた⽣徒を表彰する
『宮っ⼦表彰』を実施しています。 
 令和２年度は，市内全中学校の３年⽣のうち，４６名のたくましい宮っ⼦を表彰しました。 

【問い合わせ】教育企画課 ☎028-632-2707 

【問い合わせ】学校教育課 ☎028-632-2729 

第22回宇都宮ジュニア芸術祭学校演劇祭  
令和2年9⽉25⽇〜9⽉26⽇ 

 
 
 
 
 
 
 

※令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響に 
 より無観客での開催となりました。 

「宮っ子の誓い」を心がけて，心豊かでたくましく生きる

ことができる人間力を身につけよう！ 

令和２年度のイベント 
第13回宇都宮エスペール賞 伊藤遠平展 

─透明で優しいものたちへ─ 
令和3年2⽉7⽇〜5⽉16⽇ 宇都宮美術館 

 伊藤遠平⽒の創り出す作品群の多くは、我々の⾝
近にある⾃然界からインスピレーションを得て、そ
こにある⽣命の根源的なかたちを表現しようとする
ものです。本展では、その不思議かつ愛くるしい物

語世界によって近年注⽬をあつめて
いる「ミーヤホーヤ」シリーズをは
じめ、本展のための新作もあわせて
ご覧いただけます。 
�

◀≪カイソウの森のミーヤとホーヤ》  

① 宮っ⼦⼼の教育表彰 
 児童⽣徒の⼩さな努⼒の積み重ねや，校内での善⾏，地域等での活躍
などを積極的に認め励ます「宮っ⼦⼼の教育表彰」を実践しています。 
 令和２年度は，『宮っ⼦の誓い』の趣旨を踏まえ，秀でた⾏動をしている
児童⽣徒を「教育委員会賞」として市内全⼩中学校から１名ずつ，合計９３名表彰するとと
もに，あいさつや親切，家庭学習など，各学校が⼤切にしている⾏動を実
践した児童⽣徒を「教育⻑奨励賞」として合計２，３５８名表彰しました。 
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未来の宇都宮を担う若者を応援 
（宇都宮市育英基金） 

本市が行っている「返還が免除される奨学金制
度」を持続していくため，原資としての寄附金を募集
しております。  ▶詳しくはコチラをクリック 

【問い合わせ】教育企画課 ☎028-632-2705 

 
 Ｑ．「返還が免除される奨学金」とは？ 

 Ａ．卒業後，宇都宮市に５年間継続して居住すると，貸付けたお金の 
   返還が免除される奨学金制度（返還免除型育英修学資金貸付制度）です。 

返還免除型育英修学資金貸付

制度について， 

・大学・短期大学・専修学校 

(専門課程)入学者の２次募集 

・大学院入学者の募集 

を実施いたします。 

▶詳しくはコチラをクリック 
 

宇都宮市は，大学など卒業後に

本市への居住を希望する若者の

みなさんを応援します！ 

育英基金への寄附以外にも，これまでに

多くの企業の皆さまから，社会貢献活動

（ＣＳＲ）を通して本市の人づくりに様々な

ご支援，ご協力を頂いております。 
 

宇都宮市では，「社会総ぐるみによる人

づくり」をさらに推進し，企業の皆さまが，

学校教育等への応援をスムーズに行える

よう，「ＣＳＲ学校応援ハンドブック」を作

成しております。 
 

ぜひ活用し，宇都宮市の教育を応援して
ください！  ▶詳しくはコチラをクリック 

返還が免除される奨学金制度は，

基金を財源としております。 

より多くの未来ある若者を支援する

ため，寄附金を募集しています。 

宇都宮市への居住を希望する若者を応援します 
～返還が免除される奨学金制度～ 

【問い合わせ】教育企画課 ☎028-632-2705 

https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/gakko/1012029/shogakukin/1006439.html
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/gakko/1012029/shogakukin/1006440.html
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kyoikuiinkai/kigyo/1006522.html

