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GIGA（ギガ）スクール元年
〜小中学校に１人１台
　タブレット活用スタート〜



　国の「GIGA スクール構想」により、今年３月にいちき串木野市
立小・中学校の全児童生徒に１人１台のタブレット端末を整備し
ました。
　「GIGA スクール構想」とは、全国の学校で義務教育を受ける児
童生徒に、１人１台の情報端末と高速通信ネットワークを整備し、
子ども一人ひとりに合わせた最適な学びの機会を確保して、子ど
もたちの基礎的な学力や考える力・表現する力等を一層確実に育
成できる教育環境の実現を目指すものです。

旭小【キーボードの入力練習】

市来中【共有した情報で話し合う】

串西中【パソコンでまとめて提出・共有】

川上小【植物の成長を記録】

これまでの環境 １人１台端末の環境
深 化

教師が黒板等で説明を行う■ 一斉学習 子どもたち一人ひとりの反応が分かる
⇒双方向型の一斉授業が可能に

全員が同じ内容を学習　■ 個別学習 一人ひとりの学習状況や履歴を記録
⇒学習状況に応じた個別学習が可能に

意見を発表する子どもが限られる■ 協働学習 子ども同士で双方向の意見交換が可能に
⇒各自の考えの共有、多様な意見に触れられる

転 換

2

GIGA（ギガ）スクール元年
〜小中学校で１人１台タブレット活用スタート〜

学びがどう変わるの？

特集



　「GIGA スクール構想」により実際の教育現場は
どのように変化しているか、この目で確かめるために
川上小学校で実際の授業を見学し、北校長先生に
話を聞いてきました！

川上小学校の授業でのタブレット活用

　市教育委員会では、４・５月に教職員を対象とした ICT スキル向上研
修会を実施し、タブレット端末やソフトウェアの使い方、授業での活用
の仕方等について市内の先生方が学びました。
　また、教職員が自主的にオンラインで研修を受けるなど、先生方の努
力により、GIGA スクールが推進されています。
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川上小学校へ行ってみた！

児童は自分に合わせた問題に取り組み、教
員は、一人ひとりの学習状況を即座に把握
して、アドバイスできる。

すべての基礎となるタイピング技能の
向上に取り組む。１分間に60文字が
目安。

宿泊学習に合同参加した３校（川上小、
旭小、荒川小）をオンラインでつな
いで、一緒に学習のまとめのスライド
作り。

調べたことについて、自分の考えをアプリ
上のふせんに書いて貼りつける。すぐに、
みんなと意見を共有できる！

AI ドリルで学習

ソフトでタイピングの練習 オンラインで共同作業

ジャムボード（ふせんアプリ）の活用

先生方も頑張っています！



Ｑ２. 　タブレット端末の導入で今までの教育現場はどのように変
　　 わりましたか？
Ａ．   　アプリの活用で児童が感じたこと、思っていることを教員や

ほかの児童と即座に共有できるようになり、双方向の意見交換
が可能になりました。また、教員が回答をすぐに把握できるた
め、苦手なポイントなどを丁寧に教えることができるようにも
なっています。

Ｑ４. 　タブレット活用などの ICT の推進で、今後の教育現場はどうなっていくでしょうか？
Ａ．   　今現在、社会生活上、ICT の活用は欠かせないものとなっています。また、今後は、AI

に頼らざるをえない社会となっていくと思います。その中で、子どもたちが、これからの
社会に主体的に関われるように、ICT の仕組みが理解でき、AI を活用するための力を養う
ような教育が求められており、この GIGA スクール構想で推進される点の
一つだと感じています。

　　  　また、このタブレット端末導入で、今までの授業に比べ自分の意見や考え
方を表現する機会や、他人の意見に触れ、それを理解する機会が増えています。
それらは、多様性を認め合いながら自己主張も求められる現代社会では必ず
必要な力になってきますので、これからますます GIGA スクール構想が推進
されていくと考えます。

Ｑ３. 　タブレット端末の導入において、現場で難しいこと
　　 はありましたか？
Ａ．   　ネット上の共有の場所に意見や回答を集約すると

いうクラウドの考え方を浸透させることが新しく、難
しかったです。

　　  　また、機器のトラブル対応には、ICT 支援員が欠
かせません。

　　  　さらに、授業でどのように活用していくかも難しい
点ですが、授業力の高い教員がタブレットでの授業に
慣れていくと、より良い授業となる相乗効果もあるので、
今後も教員の研修を深めていきたいと思っています。

Ｑ１. 　川上小学校ではタブレット端末をどのように
　　 活用していますか？
Ａ．  　今年の４月から本格スタートした児童１人

１台のタブレット端末活用ですが、現在、
授業の中で、カメラ機能やふせんアプリなど
簡単なものから使い始めています。さらに、
毎週火曜日、木曜日の朝に10分間のスキル
アップタイムとして、３年生以上は基礎となる
タイピング、低学年ではカメラアプリの使い方など、タブレット端末
そのものの機能を使いこなすための練習をしています。

　 　  　また、全校集会などでも活用しており、今後も様々な授業や活動で
の活用を検討中です。
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北校長先生

北校長先生に話を聞いてみた！



　タブレットを活用した授業や活動に対する児童・生徒の声を
聞いてみました。今回は、川上小学校、市来中学校の子どもた
ちにお話しを聞いています。

　個人 ID・パスワードの管理や情報モラル教育、家庭への持ち帰り対応等、新たな課題もありますが、
本市では、世の中のデジタルトランスフォーメーションと連動しながら、これからの社会を担う子ども
たちがたくましく創造的に生きていくための力の育成を目指していきます。
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本市 GIGA スクール構想の今後

児童・生徒の声

川上小学校

市来中学校

ロイロノート（授業
支援アプリ）で絵を
描いたり、みんなの
絵も見れて楽しい。

左：１年生 川地みささん
右：２年生 日髙るりあさん

4年生 福田悠悟さん

4年生 内田結さん

5年生 川地功祐さん

1年生 石堂未遥さん

2年生 今辻和真さん

3年生 坊野朋香さん

6年生 大平美咲さん

英語を読み上げてくれて
発音が分かりやすい。

社会や道徳の授業
で、普段あまり話
さない友達の意見
も知ることができ
た。今後はリモー
トで他校の生徒等
とも交流してみた
い。

調べ学習や鑑賞の際に、自
分に合った探し方や見方が
できるので学習がしやすく
なった。今後はタブレット
を持ち帰って、課題の提出
等をしてみたい。

文字を書く機会が減ってし
まったり、自宅でノートを
見ての復習が出来ない点が
大変。今後は体育で自分の
動き方の記録や美術で作品
の製作、音楽で自分の演奏
の確認などで使ってみたい。

今までの復習がし
やすい。昆虫等を
調べて、自由研究
に使いたい。

友達とつながって、
いっしょに作業で
きるのがいい。

タイピングの練習
をゲーム感覚で楽
しくできる。
今後も早く打てる
ように練習したい。



重要 !! 新型コロナワクチン接種に関するお知らせ
　�　現在、国からのワクチン供給量が大幅に減少し、本市への供給も減少しています。その影響
により市内医療機関の予約受付可能数が減少し、接種予約が取りづらくなっています。予約が
混雑し、ご迷惑をおかけすると思いますが、ワクチンは今後も希望者全員が接種を終えるまで
供給されますので、ご理解とご協力をお願いします。

【接種等に関するお問い合わせ】
　新型コロナワクチンコールセンター　☎33-2700
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マスクの中、あなたも口呼吸していますか？
マスク生活と口腔トラブル

歯科検診を受けよう

むし歯と関係のある病気

歯周病はこわい

定期検診を習慣付ける

口の中を清潔に保つことで
感染予防にも

　マスク生活が続くと息苦しさから口が開
きがちです。無意識に口が開いていません
か。口呼吸は口内を乾燥させ唾液の量が減
少し、むし歯や歯周病の一因になります。

・頭痛、肩こり　　　・副鼻腔炎（ちくのう）
・心筋梗塞　　　　　・顔面神経麻痺　等
・脳梗塞、脳腫瘍

□　歯ぐきから出血
□　歯ぐきがぶよぶよ
□　歯ぐきが赤い
□　歯磨きの時、血が出たことがある
□　歯がぐらぐらする
□　口臭がする
※１つでも当てはまったら歯科医へ

　日頃の歯磨きで取り除けないプラーク（歯垢(しこう)）や歯石は、歯科医院で除去しましょう。プラー
クが蓄積して、むし歯や歯周病の危険が高まるサイクルは３～４か月です。

　口の中の細菌をそのままにしておくと、
むし歯や歯周病になるだけでなく、糖尿病になるなど歯周病菌は
血液を介して全身へ悪影響を与えています。日ごろから口の中を清
潔に保つことが大切です。

　
急
増
中
で
す

マ
ス
ク
の
中
、
口
呼
吸

し
て
い
ま
せ
ん
か
？

　歯と口の健康、全身の健康を守るために
歯科検診を受けましょう。
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　５月30日、日本遺産の構成文化財のひとつ「串
木野城跡」の見学会が行われました。見学会は、串
木野城址探検隊と麓歴史伝承会による企画で、市
内外から30名ほどの参加がありました。参加され
た方々は、中世山城の専門家・上田耕さんの解説
を聞きながら、整備された散策路で曲輪（くるわ）
や土居（どい）の跡を巡り、串木野城の在りし日の
姿に思いを馳せていました。
　現在「串木野城跡」は一般公開されていますので、
お気軽にお立ち寄りください。

　６月16日、生冠中学校の１年生を対象に、認知
症サポーター養成講座を行いました。
　生徒は、市職員から認知症や脳のはたらきに関
する知識、様々な症状、認知症の人の気持ち、接
し方などを講話や読み聞かせ、寸劇、声掛け体験
等を通して学びました。
　講座を受けた生徒からは、「認知症は身近な病気
なんだと分かった」「話しかけるのは勇気がいるけど
認知症の人に限らず、困っている人がいたら声を
掛けたり大人に相談したい」「これからは、認知症の
祖父母にも優しく接してあげようと思った」「身
近な人が認知症になったら、私も優しく接してあげ
たい」などの声が寄せられました。
　認知症の人にやさしいまちは、誰にでもやさしい
まちといわれます。やさしい気持ちを学んだ生徒
たちが、本市でサポーターとして活躍してくれる
ことを願っています。

　５月26日、串木野海上保安部と羽島小学校の児
童が合同で薩摩藩英国留学生記念館裏の海岸清掃
を行いました。
　これは、毎年の恒例行事で、参加した羽島小学
校６年生の萩元誉さんは、「ごみがあまり落ちてい
なかったので、みんながきれいに使っている証拠
だと思う。自分も海を使うときはきれいに使いた
い」と話しました。

　５月26日、羽島漁業協同組合が体験学習活動と
して、羽島小学校の３年生以上の児童をヒラメの
稚魚放流に招待しました。
　児童は、バケツいっぱいのヒラメの稚魚に興味
津々の様子でした。今回は約27,300匹を羽島漁港
で放流しました。

串木野城跡見学会 生冠中学校で認知症サポーター
養成講座を行いました！！

海上保安部、羽島小学校児童による
合同海岸清掃

ヒラメ稚魚放流体験
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　B＆G海洋センター巡回カヌー教室が、６月６
日から６月22日まで、市内小学校４校で開催され
ました。
　各学校のプールを利用した教室で、初めてカ
ヌーに乗る子どもたちもいましたが、少しずつ漕
げるようになりました。

　６月29日、生福保育所の園児たちが作った七夕飾りが市役所
へ届けられました。
　七夕飾りは、串木野庁舎玄関ロビーに飾られ、市役所を訪
れた人が短冊に願い事を書くなど、多くの人に楽しまれてい
ます。
　生福保育所は、毎年七夕飾りを公共施設や高齢者施設などに
贈っており、今年は11か所に贈られたそうです。

　６月23日に宮下シマさん（吹上園）が、100歳の
誕生日を迎えられました。
　宮下シマさんには、市からお祝いの花や記念品
などを贈呈しました。現在、本市の100歳以上の
方は39名（７月１日時点）です。
　いつまでもお元気で長生きしてください。

　６月６日、総合体育館で第51回市内卓球大会が
開催され、熱戦を繰り広げました。
〇団体戦　　�コロナ禍での大会規模縮小により未実施
〇個人戦

　生福地区にある串木野ぶどう観光農園では、今
年もぶどうが順調に育っており、７月下旬の開園
に向けて準備を進めています。
　巨峰やシャインマスカットなどが収穫できます。
　皆さん、ぶどう狩りに出掛けてみませんか。
楮山マリ子ぶどう園　☎32-4036
福薗果樹園　　　　　☎32-0481

B＆G海洋センター
巡回カヌー教室

100歳おめでとうございます。第51回市内卓球大会

七夕飾りの贈り物

串木野ぶどう観光農園が開園します

一般A級 一般 B級 女　子 初心者
優　勝 中津留玄 橋本漣 水野琴子 花岡勝美
第２位 大平嘉乃 安田遙起 水野綾子 神薗瑛太

第３位 末吉航大
小島明輝

西村晟雅
井手迫秀水

隈元結奈
田代郁代

中島タツ子
大平篤志
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　新型コロナウイルスの影響で、
全国的にも修学旅行の中止や延期
が検討される中、県内修学旅行の
需要が高まっています。
　５月・６月の修学旅行シーズン
には、県内から７校194名の修学
旅行生が本市を来訪し、マグロ料
理専門店（薩摩串木野まぐろの
館・串木野市漁協直営　海鮮ま
ぐろ家）でのマグロ料理ランチや、新洋水産でのマ
グロ冷凍庫体験、薩摩藩英国留学生記念館での学習活
動など、本市の様々な魅力を体感しました。秋の修学
旅行シーズンにも、県内から多くの修学旅行生が本市
を来訪することが期待されています。

　旧暦の５月16日にあたる６月25日、五反田川河口で、
「ガルどんのダゴ流し」が行われました。
　これは、水難事故に遭うのは河童（ガルどん）が川に引
きずり込むからだという言い伝えから、夏になる前に、
河童の好物の団子をわらに包んだワラットを川に投げ入
れてお供えし、水難事故防止を願うものです。
　市口公民館では50年以上続いており、今年は７名の子
どもたちが参加しました。子どもたちは、語り部の宮之
原さんのお話を聞いてから、掛け声に合わせて、川にワ
ラットを投げ入れ、水難事故がないように願いました。

～ようこそいちき串木野市へ～
県内の修学旅行生が本市を来訪

水難事故防止を願って
ガルどんのダゴ流し
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いちき串木野電力
おトク
だけじゃない。
皆さまの暮らしをもっともっと
安心・快適・身近 に !!

●電話：33-6000●所在地：いちき串木野市昭和通111(串木野庁舎前)
●土曜日も営業（9:00～17:00）日曜・祝日(休み)

●公式サイト http://www.ik-epco.co.jp
●契約電力会社の検針票をお持ちいただければ試算いたします。一度お試しください。

⑥ の問題のあるブレーカ
ー以外を「入」にすれば完了
です。
※※漏電は火災の原因にもなるので問
題の個所はそのままにせずお近くの電
気工事店にご相談ください。

急に停電したときの対処方法
近所も停電している
なら...

もし自分の家だけが
消えているなら...

配電線が損傷しているかも
しれません。

配電線の復旧作業は九州電
力が行いますので、しばらくお
待ちください。

①電化製品のプラグを抜いて
リミッターのつまみを

「入」にしてください。

③ブレーカー のつまみを
ひとつずつ「入」にします。

④ の問題のあるブレーカ
ーを「入」にした途端、漏電遮
断器 が切れます。

⑤もう一度、ブレーカー
を全て切り、漏電遮断器
を入れます。

電気の使いすぎかもしれません。
次の手順で分電盤を確認してく
ださい。

②漏電遮断器 が切れて
いる場合ブレーカー を全
て「切」にして漏電遮断器
を「入」にしてください。

アンペアブレーカーがスマートメ
ーターに内蔵されている場合、
アンペアブレーカーが切れた10
秒後に自動で再点灯しますが、
ご使用中の電気機器の数を減
らしていない場合、再度停電し
ます。繰り返し停電すると再点
灯できなくなる場合があります
ので、その際はお近くの電気屋
さんにお問い合わせください。

株式会社いちき串木野電力 0996-33-6000

手続きもかんたん!

夏場の電気料金が割安！
７月～９月の電気料金を５％割引
いたします。さらに敬老の日の９月には
５００円割引いたします。
まずは、お気軽にご相談ください。
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●土曜日も営業（9:00～17:00）日曜・祝日(休み)

●公式サイト http://www.ik-epco.co.jp
●契約電力会社の検針票をお持ちいただければ試算いたします。一度お試しください。

⑥ の問題のあるブレーカ
ー以外を「入」にすれば完了
です。
※※漏電は火災の原因にもなるので問
題の個所はそのままにせずお近くの電
気工事店にご相談ください。

急に停電したときの対処方法
近所も停電している
なら...

もし自分の家だけが
消えているなら...

配電線が損傷しているかも
しれません。

配電線の復旧作業は九州電
力が行いますので、しばらくお
待ちください。

①電化製品のプラグを抜いて
リミッターのつまみを

「入」にしてください。

③ブレーカー のつまみを
ひとつずつ「入」にします。

④ の問題のあるブレーカ
ーを「入」にした途端、漏電遮
断器 が切れます。

⑤もう一度、ブレーカー
を全て切り、漏電遮断器
を入れます。

電気の使いすぎかもしれません。
次の手順で分電盤を確認してく
ださい。

②漏電遮断器 が切れて
いる場合ブレーカー を全
て「切」にして漏電遮断器
を「入」にしてください。

アンペアブレーカーがスマートメ
ーターに内蔵されている場合、
アンペアブレーカーが切れた10
秒後に自動で再点灯しますが、
ご使用中の電気機器の数を減
らしていない場合、再度停電し
ます。繰り返し停電すると再点
灯できなくなる場合があります
ので、その際はお近くの電気屋
さんにお問い合わせください。

株式会社いちき串木野電力 0996-33-6000

手続きもかんたん!

夏場の電気料金が割安！
７月～９月の電気料金を５％割引
いたします。さらに敬老の日の９月には
５００円割引いたします。
まずは、お気軽にご相談ください。


