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�� 20062006年年年年年年年年11月月月月：「：「：「：「月月月月：「：「：「：「ITIT新改革戦略新改革戦略新改革戦略新改革戦略」」」」新改革戦略新改革戦略新改革戦略新改革戦略」」」」

教員一人一台教員一人一台教員一人一台教員一人一台ののののコンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ教員一人一台教員一人一台教員一人一台教員一人一台ののののコンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ
ネットワークネットワークネットワークネットワーク環境環境環境環境ネットワークネットワークネットワークネットワーク環境環境環境環境 学校学校学校学校のののの学校学校学校学校ののののICTICT化化化化化化化化
ITIT基盤基盤基盤基盤ののののサポートサポートサポートサポート体制体制体制体制のののの整備等整備等整備等整備等基盤基盤基盤基盤ののののサポートサポートサポートサポート体制体制体制体制のののの整備等整備等整備等整備等

→→→→→→→→ 20102010年年年年までにまでにまでにまでに全全全全てのてのてのての公立学校等公立学校等公立学校等公立学校等のののの教員教員教員教員にににに年年年年までにまでにまでにまでに全全全全てのてのてのての公立学校等公立学校等公立学校等公立学校等のののの教員教員教員教員にににに

一人一台一人一台一人一台一人一台ののののコンピュータコンピュータコンピュータコンピュータをををを配備配備配備配備一人一台一人一台一人一台一人一台ののののコンピュータコンピュータコンピュータコンピュータをををを配備配備配備配備

活動活動活動活動のののの背景背景背景背景活動活動活動活動のののの背景背景背景背景

学校学校学校学校－－－－家庭家庭家庭家庭－－－－教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会のののの情報共有情報共有情報共有情報共有、、、、情報活用情報活用情報活用情報活用

使使使使うううう時間時間時間時間はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか →→→→ 使用使用使用使用できるできるできるできる環境環境環境環境のののの整備整備整備整備
安全性安全性安全性安全性はははは保証保証保証保証されているのかされているのかされているのかされているのか →→→→ セキュリティポリシセキュリティポリシセキュリティポリシセキュリティポリシのののの策定策定策定策定

→→→→ ガイドラインガイドラインガイドラインガイドラインのののの作成作成作成作成
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こうしたこうしたこうしたこうした背景背景背景背景をををを受受受受けてけてけてけてこうしたこうしたこうしたこうした背景背景背景背景をををを受受受受けてけてけてけて
－－－－－－－－CECCECではではではでは－－－－ではではではでは－－－－

�� 20082008年度年度年度年度年度年度年度年度……

「「「「学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける情報情報情報情報セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ基準基準基準基準（（（（「「「「学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける情報情報情報情報セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ基準基準基準基準（（（（DSS)DSS)」」」」」」」」

のののの策定策定策定策定のののの策定策定策定策定 ←←←←←←←← 学校現場学校現場学校現場学校現場におけるにおけるにおけるにおける情報関連情報関連情報関連情報関連のののの事故低減事故低減事故低減事故低減学校現場学校現場学校現場学校現場におけるにおけるにおけるにおける情報関連情報関連情報関連情報関連のののの事故低減事故低減事故低減事故低減

�� 20092009年度年度年度年度年度年度年度年度……

DSSDSSをををを基準基準基準基準としたとしたとしたとした教員教員教員教員ののののをををを基準基準基準基準としたとしたとしたとした教員教員教員教員ののののITIT環境環境環境環境のありのありのありのあり方方方方環境環境環境環境のありのありのありのあり方方方方

のののの検討検討検討検討のののの検討検討検討検討 ←←←←←←←← テレワークテレワークテレワークテレワーク環境環境環境環境はははは業務改善業務改善業務改善業務改善につながるかにつながるかにつながるかにつながるかテレワークテレワークテレワークテレワーク環境環境環境環境はははは業務改善業務改善業務改善業務改善につながるかにつながるかにつながるかにつながるか

�� 20102010年度年度年度年度年度年度年度年度……

実際実際実際実際のののの学校環境学校環境学校環境学校環境でのでのでのでの実証実験実証実験実証実験実証実験実際実際実際実際のののの学校環境学校環境学校環境学校環境でのでのでのでの実証実験実証実験実証実験実証実験
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本年度本年度本年度本年度のののの目的目的目的目的本年度本年度本年度本年度のののの目的目的目的目的

実際実際実際実際にににに学校外学校外学校外学校外でもでもでもでも安全安全安全安全にににに作業作業作業作業ができるができるができるができるITITITIT環境環境環境環境がががが
整備整備整備整備されたされたされたされた場合場合場合場合

→→→→教員教員教員教員はそれをどのようにはそれをどのようにはそれをどのようにはそれをどのように利用利用利用利用できるかできるかできるかできるか
→→→→どのようなどのようなどのようなどのような効果効果効果効果があるかがあるかがあるかがあるか

e.g.e.g.e.g.e.g. 日常日常日常日常のののの業務業務業務業務にににに関関関関するするするする負担感負担感負担感負担感のののの軽減軽減軽減軽減がががが
見込見込見込見込まれるかまれるかまれるかまれるか

実験実験実験実験をををを
行行行行うううう

後後後後ほどほどほどほど、、、、尾島先生尾島先生尾島先生尾島先生、、、、松永先生松永先生松永先生松永先生がごがごがごがご報告報告報告報告
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教員勤務実態調査教員勤務実態調査教員勤務実態調査教員勤務実態調査教員勤務実態調査教員勤務実態調査教員勤務実態調査教員勤務実態調査

�� 文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省：：：：平成平成平成平成文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省：：：：平成平成平成平成1818年年年年年年年年77月月月月月月月月33日日日日～～～～日日日日～～～～1212月月月月月月月月1717日日日日日日日日
平成平成平成平成平成平成平成平成1818年度年度年度年度「「「「教員勤務実態調査教員勤務実態調査教員勤務実態調査教員勤務実態調査」」」」年度年度年度年度「「「「教員勤務実態調査教員勤務実態調査教員勤務実態調査教員勤務実態調査」」」」 （（（（（（（（2007.05)2007.05)よりよりよりよりよりよりよりより

第1期：平成18年7月3日（月）～7月30日（日）

第2期：平成18年7月31日（月）～8月27日（日）

第3期：平成18年8月28日（月）～9月24日（日）

第4期：平成18年9月25日（月）～10月22日（日）

第5期：平成18年10月23日（月）～11月19日（日）

第6期：平成18年11月20日（月）～12月17日（日）
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残業時間残業時間残業時間残業時間残業時間残業時間残業時間残業時間
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持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり時間時間時間時間持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり時間時間時間時間
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勤務日勤務日勤務日勤務日のののの労働時間等労働時間等労働時間等労働時間等勤務日勤務日勤務日勤務日のののの労働時間等労働時間等労働時間等労働時間等

労働時間労働時間労働時間労働時間＋＋＋＋残業時間残業時間残業時間残業時間＋＋＋＋持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり時間時間時間時間（（（（勤務日勤務日勤務日勤務日））））
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休日休日休日休日のののの労働時間等労働時間等労働時間等労働時間等休日休日休日休日のののの労働時間等労働時間等労働時間等労働時間等

労働時間労働時間労働時間労働時間・・・・残業時間残業時間残業時間残業時間・・・・持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり時間時間時間時間（（（（休日休日休日休日））））
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つまりつまりつまりつまり、、、、現実現実現実現実のののの状況状況状況状況ははははつまりつまりつまりつまり、、、、現実現実現実現実のののの状況状況状況状況はははは

�� 「「「「教員教員教員教員はははは授業授業授業授業にににに関関関関するするするする業務業務業務業務をををを次次次次のののの日日日日にににに持持持持ちちちち越越越越せないせないせないせない「「「「教員教員教員教員はははは授業授業授業授業にににに関関関関するするするする業務業務業務業務をををを次次次次のののの日日日日にににに持持持持ちちちち越越越越せないせないせないせない

事事事事がががが多多多多いいいい」」」」事事事事がががが多多多多いいいい」」」」

�� 「「「「自宅自宅自宅自宅にににに仕事仕事仕事仕事をををを持持持持ちちちち帰帰帰帰っているっているっているっている教員教員教員教員もももも多多多多いいいい」」」」「「「「自宅自宅自宅自宅にににに仕事仕事仕事仕事をををを持持持持ちちちち帰帰帰帰っているっているっているっている教員教員教員教員もももも多多多多いいいい」」」」

全国公立学校教頭会全国公立学校教頭会全国公立学校教頭会全国公立学校教頭会 「「「「学校学校学校学校のののの組織運営組織運営組織運営組織運営のののの在在在在りりりり方方方方
をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた教職調整額教職調整額教職調整額教職調整額のののの見直見直見直見直しししし等等等等にににに関関関関するするするする検討会検討会検討会検討会
議議議議のののの意見発表意見発表意見発表意見発表」（」（」（」（2009.062009.062009.062009.06））））よりよりよりより

「「「「残業時間残業時間残業時間残業時間」」」」もももも「「「「持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり時間時間時間時間」」」」もももも多多多多いいいい
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教員教員教員教員のののの負担感負担感負担感負担感教員教員教員教員のののの負担感負担感負担感負担感
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再再再再びびびび、、、、現実現実現実現実のののの状況状況状況状況はははは再再再再びびびび、、、、現実現実現実現実のののの状況状況状況状況はははは

授業授業授業授業、、、、校務校務校務校務、、、、課外活動課外活動課外活動課外活動、、、、児童生徒指導児童生徒指導児童生徒指導児童生徒指導などなどなどなど授業授業授業授業、、、、校務校務校務校務、、、、課外活動課外活動課外活動課外活動、、、、児童生徒指導児童生徒指導児童生徒指導児童生徒指導などなどなどなど
多多多多くのくのくのくの業務業務業務業務をををを抱抱抱抱えているえているえているえている多多多多くのくのくのくの業務業務業務業務をををを抱抱抱抱えているえているえているえている

→→→→→→→→ 残業残業残業残業をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、仕事仕事仕事仕事をををを持持持持ちちちち帰帰帰帰らざるをらざるをらざるをらざるを得得得得残業残業残業残業をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、仕事仕事仕事仕事をををを持持持持ちちちち帰帰帰帰らざるをらざるをらざるをらざるを得得得得
ないないないない状況状況状況状況ないないないない状況状況状況状況

→→→→→→→→ 負担感負担感負担感負担感負担感負担感負担感負担感

教師教師教師教師はははは、、、、

そのそのそのその一方一方一方一方でででで、「、「、「、「やりがいやりがいやりがいやりがい」」」」をををを感感感感じているじているじているじている
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ところでところでところでところで、、、、教員教員教員教員ののののパソコンパソコンパソコンパソコン使用状況使用状況使用状況使用状況ははははところでところでところでところで、、、、教員教員教員教員ののののパソコンパソコンパソコンパソコン使用状況使用状況使用状況使用状況はははは

文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省 平成平成平成平成20202020年度年度年度年度「「「「学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける情報化情報化情報化情報化のののの実態等実態等実態等実態等にににに関関関関するするするする
調査調査調査調査（（（（2009.032009.032009.032009.03））））よりよりよりより

個人所有個人所有個人所有個人所有ののののパソコンパソコンパソコンパソコンをををを学校学校学校学校でででで使使使使うううう教員教員教員教員
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危惧危惧危惧危惧すべきすべきすべきすべき状況状況状況状況危惧危惧危惧危惧すべきすべきすべきすべき状況状況状況状況

忙忙忙忙しくしくしくしく、、、、勤務時間内勤務時間内勤務時間内勤務時間内にににに終終終終わらないわらないわらないわらない仕事仕事仕事仕事忙忙忙忙しくしくしくしく、、、、勤務時間内勤務時間内勤務時間内勤務時間内にににに終終終終わらないわらないわらないわらない仕事仕事仕事仕事 →→→→→→→→ 残残残残残残残残
業業業業やややや仕事仕事仕事仕事のののの持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり業業業業やややや仕事仕事仕事仕事のののの持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり →→→→→→→→ 個人所有個人所有個人所有個人所有ののののパソコパソコパソコパソコ個人所有個人所有個人所有個人所有ののののパソコパソコパソコパソコ
ンンンンのののの使用使用使用使用ンンンンのののの使用使用使用使用

セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ上上上上ののののリスクリスクリスクリスク大大大大
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�� 20062006年年年年年年年年11月月月月：「：「：「：「月月月月：「：「：「：「ITIT新改革戦略新改革戦略新改革戦略新改革戦略」」」」新改革戦略新改革戦略新改革戦略新改革戦略」」」」

教員一人一台教員一人一台教員一人一台教員一人一台ののののコンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ教員一人一台教員一人一台教員一人一台教員一人一台ののののコンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ
ネットワークネットワークネットワークネットワーク環境環境環境環境ネットワークネットワークネットワークネットワーク環境環境環境環境 学校学校学校学校のののの学校学校学校学校ののののICTICT化化化化化化化化
ITIT基盤基盤基盤基盤ののののサポートサポートサポートサポート体制体制体制体制のののの整備等整備等整備等整備等基盤基盤基盤基盤ののののサポートサポートサポートサポート体制体制体制体制のののの整備等整備等整備等整備等

→→→→→→→→ 20102010年年年年までにまでにまでにまでに全全全全てのてのてのての公立学校等公立学校等公立学校等公立学校等のののの教員教員教員教員にににに年年年年までにまでにまでにまでに全全全全てのてのてのての公立学校等公立学校等公立学校等公立学校等のののの教員教員教員教員にににに

一人一台一人一台一人一台一人一台ののののコンピュータコンピュータコンピュータコンピュータをををを配備配備配備配備一人一台一人一台一人一台一人一台ののののコンピュータコンピュータコンピュータコンピュータをををを配備配備配備配備

ここでここでここでここで、、、、今一度今一度今一度今一度、、、、活動活動活動活動のののの背景背景背景背景ここでここでここでここで、、、、今一度今一度今一度今一度、、、、活動活動活動活動のののの背景背景背景背景

学校学校学校学校－－－－家庭家庭家庭家庭－－－－教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会のののの情報共有情報共有情報共有情報共有、、、、情報活用情報活用情報活用情報活用

使使使使うううう時間時間時間時間はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか →→→→ 使用使用使用使用できるできるできるできる環境環境環境環境のののの整備整備整備整備
安全性安全性安全性安全性はははは保証保証保証保証されているのかされているのかされているのかされているのか →→→→ セキュリティポリシセキュリティポリシセキュリティポリシセキュリティポリシのののの策定策定策定策定

→→→→ ガイドラインガイドラインガイドラインガイドラインのののの作成作成作成作成
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教師教師教師教師がががが学校外学校外学校外学校外でででで仕事仕事仕事仕事をすることをすることをすることをすること教師教師教師教師がががが学校外学校外学校外学校外でででで仕事仕事仕事仕事をすることをすることをすることをすること
のののの意味意味意味意味・・・・必要性必要性必要性必要性のののの意味意味意味意味・・・・必要性必要性必要性必要性

�� 校外学習校外学習校外学習校外学習（（（（宿泊学習等宿泊学習等宿泊学習等宿泊学習等））））時時時時のののの状況状況状況状況をををを学校学校学校学校、、、、保護者保護者保護者保護者にににに校外学習校外学習校外学習校外学習（（（（宿泊学習等宿泊学習等宿泊学習等宿泊学習等））））時時時時のののの状況状況状況状況をををを学校学校学校学校、、、、保護者保護者保護者保護者にににに
リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイムでででで発信発信発信発信リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイムでででで発信発信発信発信

�� パンデミックパンデミックパンデミックパンデミック時時時時のののの対応対応対応対応パンデミックパンデミックパンデミックパンデミック時時時時のののの対応対応対応対応 etc.etc.

校外校外校外校外でのでのでのでの仕事仕事仕事仕事はははは必要必要必要必要校外校外校外校外でのでのでのでの仕事仕事仕事仕事はははは必要必要必要必要
→→→→→→→→ セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ対策対策対策対策がががが必須必須必須必須セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ対策対策対策対策がががが必須必須必須必須
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安全安全安全安全なななな環境環境環境環境のののの準備準備準備準備安全安全安全安全なななな環境環境環境環境のののの準備準備準備準備

�� 学校外で利用する学校外で利用するPCPCには、ソフト等はインには、ソフト等はイン

ストールしない（データは残さない）ストールしない（データは残さない）

�� 学校外で利用する学校外で利用するPCPCでは、ハードウエアキでは、ハードウエアキ
ー（ー（USBUSBキー）を差し込むことによって、ネッキー）を差し込むことによって、ネッ

トワーククライアントとなるトワーククライアントとなる

�� ハードウエアキーを差し込んだハードウエアキーを差し込んだPCPCでは、ネでは、ネ

ットワークを介して画面情報を取得するットワークを介して画面情報を取得する
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安全安全安全安全なななな環境環境環境環境がががが用意用意用意用意できたできたできたできた場合場合場合場合安全安全安全安全なななな環境環境環境環境がががが用意用意用意用意できたできたできたできた場合場合場合場合

�� 教師教師教師教師のののの負担負担負担負担がががが増増増増えるのであればえるのであればえるのであればえるのであれば、、、、意味意味意味意味がないがないがないがない教師教師教師教師のののの負担負担負担負担がががが増増増増えるのであればえるのであればえるのであればえるのであれば、、、、意味意味意味意味がないがないがないがない

e.g.

・・・・準備準備準備準備にににに余裕余裕余裕余裕ができができができができ、、、、授業授業授業授業のののの質質質質ががががアップアップアップアップするかするかするかするか

・・・・児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒、、、、保護者保護者保護者保護者とととと向向向向きききき合合合合うううう時間時間時間時間がががが増増増増えるかえるかえるかえるか

・・・・教師自身教師自身教師自身教師自身のののの生活生活生活生活にににに余裕余裕余裕余裕ができるかができるかができるかができるか
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実証実験実証実験実証実験実証実験実証実験実証実験実証実験実証実験

�� テレワークテレワークテレワークテレワーク環境環境環境環境のののの効果効果効果効果をををを実証実証実証実証するするするする実験実験実験実験をををを実施実施実施実施テレワークテレワークテレワークテレワーク環境環境環境環境のののの効果効果効果効果をををを実証実証実証実証するするするする実験実験実験実験をををを実施実施実施実施

検証検証検証検証することすることすることすること

•学校外学校外学校外学校外でででで利用利用利用利用するするするするPCににににソフトソフトソフトソフト等等等等ののののインストールインストールインストールインストールがががが不要不要不要不要

であることについてであることについてであることについてであることについて

•時間的余裕時間的余裕時間的余裕時間的余裕ができたかができたかができたかができたか（（（（児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒、、、、保護者保護者保護者保護者とととと向向向向きききき合合合合うううう
時間時間時間時間、、、、教師自身教師自身教師自身教師自身のののの余裕余裕余裕余裕 etc.））））

•実際実際実際実際ににににテレワークテレワークテレワークテレワークをををを利用利用利用利用するするするする場合場合場合場合のののの課題課題課題課題はははは何何何何かかかか
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本年度本年度本年度本年度のののの実証実験実証実験実証実験実証実験本年度本年度本年度本年度のののの実証実験実証実験実証実験実証実験

�� 倉敷市立粒江小学校倉敷市立粒江小学校倉敷市立粒江小学校倉敷市立粒江小学校（（（（尾島先生尾島先生尾島先生尾島先生））））倉敷市立粒江小学校倉敷市立粒江小学校倉敷市立粒江小学校倉敷市立粒江小学校（（（（尾島先生尾島先生尾島先生尾島先生））））

�� 妙高市立妙高小学校妙高市立妙高小学校妙高市立妙高小学校妙高市立妙高小学校（（（（松永先生松永先生松永先生松永先生））））妙高市立妙高小学校妙高市立妙高小学校妙高市立妙高小学校妙高市立妙高小学校（（（（松永先生松永先生松永先生松永先生））））

アンケートアンケートアンケートアンケート（（（（妙高市立妙高小学校妙高市立妙高小学校妙高市立妙高小学校妙高市立妙高小学校、、、、同新井中学校同新井中学校同新井中学校同新井中学校））））アンケートアンケートアンケートアンケート（（（（妙高市立妙高小学校妙高市立妙高小学校妙高市立妙高小学校妙高市立妙高小学校、、、、同新井中学校同新井中学校同新井中学校同新井中学校））））
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最終的評価最終的評価最終的評価最終的評価（（（（目標目標目標目標））））最終的評価最終的評価最終的評価最終的評価（（（（目標目標目標目標））））

�� 校外校外校外校外のののの校外校外校外校外ののののPCPCでででで安全安全安全安全にににに作業作業作業作業のできるのできるのできるのできるシステムシステムシステムシステム環環環環でででで安全安全安全安全にににに作業作業作業作業のできるのできるのできるのできるシステムシステムシステムシステム環環環環

境境境境のののの整備整備整備整備境境境境のののの整備整備整備整備

・・・・・・・・ 授業授業授業授業のののの準備準備準備準備にににに余裕余裕余裕余裕ができができができができ、、、、授業授業授業授業のののの質質質質ががががアップアップアップアップ授業授業授業授業のののの準備準備準備準備にににに余裕余裕余裕余裕ができができができができ、、、、授業授業授業授業のののの質質質質ががががアップアップアップアップ

するするするするするするするする

・・・・・・・・ 児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒、、、、保護者保護者保護者保護者とととと向向向向きききき合合合合うううう時間時間時間時間がががが増増増増えるえるえるえる児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒、、、、保護者保護者保護者保護者とととと向向向向きききき合合合合うううう時間時間時間時間がががが増増増増えるえるえるえる

・・・・・・・・ 教師自身教師自身教師自身教師自身のののの生活生活生活生活にににに余裕余裕余裕余裕ができるができるができるができる教師自身教師自身教師自身教師自身のののの生活生活生活生活にににに余裕余裕余裕余裕ができるができるができるができる
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以下以下以下以下、、、、附録附録附録附録以下以下以下以下、、、、附録附録附録附録
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ＳａａＳＳａａＳＳａａＳＳａａＳ/ＡＳＰＡＳＰＡＳＰＡＳＰなどをなどをなどをなどを利用利用利用利用したしたしたしたテレワークテレワークテレワークテレワーク機能採用機能採用機能採用機能採用のののの可能性可能性可能性可能性をををを実証実験実証実験実証実験実証実験

■ 教員教員教員教員ＩＴＩＴＩＴＩＴ環境環境環境環境のののの質的質的質的質的（（（（機能的機能的機能的機能的））））なななな改善改善改善改善

学校

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会

家家家家
族族族族

児児児児
童童童童

生生生生
徒徒徒徒

セキュリティポリシーセキュリティポリシーセキュリティポリシーセキュリティポリシー

ＳａａＳＳａａＳＳａａＳＳａａＳ / ＡＳＰＡＳＰＡＳＰＡＳＰ
などのなどのなどのなどの利用利用利用利用

学校学校学校学校ＤＳＳＤＳＳＤＳＳＤＳＳ

◎◎◎◎ 準備準備準備準備にににに余裕余裕余裕余裕ができができができができ，，，，授業授業授業授業のののの質質質質ががががアップアップアップアップするするするする

◎◎◎◎ 児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒，，，，家族家族家族家族とととと向向向向きききき合合合合うううう時間時間時間時間がががが増増増増えるえるえるえる

自宅

教員一人一台計画教員一人一台計画教員一人一台計画教員一人一台計画にににに対応対応対応対応
したしたしたした導入事例導入事例導入事例導入事例、、、、各種各種各種各種ツールツールツールツール

のののの紹介紹介紹介紹介

利用者利用者利用者利用者がががが意識意識意識意識しなくてもしなくてもしなくてもしなくても
（（（（自然自然自然自然にににに））））機密保持機密保持機密保持機密保持がでがでがでがで

きるきるきるきる環境環境環境環境をををを提供提供提供提供するするするする

取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる課題課題課題課題取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる課題課題課題課題


