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教育現場の課題解決ハンドブック：1. はじめに
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1. はじめに

GIGAスクール構想の実現に向け、全国の学校でICT教育が始まっています。
本来、ICT教育のゴールは、タブレットの物理的な導入ではなく、「新機軸による授業デザイン」にあります。

しかしながら、その実現には多くの課題があります。
社会問題になっている教職員の働き方を改善するために抜本的な仕組みづくりと、管理者の意識改革が
求められる現在、ICT教育を実践するために教職員の負担が増えることは、本末転倒と言えるでしょう。

この資料では、ICT教育を実現し、なおかつ教職員の自由な時間を作り出す、いわば「ICT教育で『先生の休
み時間』を手に入れるためのヒント」をご提供します。

この資料から得られる情報は、2つあります。

●最新データから読み解く教育現場の課題
●ICT教育を支援するヒント

本資料が新しい教室づくりのヒントになれば幸いです。

－この資料で得られること―



教育現場の課題解決ハンドブック：２. 教育現場での課題 -①
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2. 教育現場での課題　①業務負担が大きい

2021年デジタル庁が引用公開している教職員に聞いた「GIGAスクールの課題」に関する調査では、
『業務負担が大きい』『研修に行く時間が必要』『効果的な活用方法がわからない』
といった意見が目立ちました。

記述回答分析
（単語の出現頻度/共起ネットワーク Ｑ2_立場：教職員）

「GIGAスクール構想に関する アンケート分析結果」（デジタル庁：https://www.digital.go.jp/news/NL3lOB9E/ 内「Findability Sciences 株式会社（PDF/4,861KB）」より、抜粋）

 No. 抽出語 出現回数 割合
 1 教員 3145 36%
 2 活用 2307 27%
 3 ICT 2150 25%
 4 時間 1620 19%
 5 使う 1491 17%
 6 授業 1480 17%
 7 研修 1466 17%
 8 負担 1394 16%
 9 タブレット 1236 14%
 10 業務 1132 13%
 11 端末 1081 12%
 12 教職員 999 12%
 13 多い 998 12%
 14 操作 984 11%
 15 使用 898 10%
 16 担当 837 10%
 17 方法 836 10%
 18 必要 803 9%
 19 学校 798 9%
 20 情報 790 9%
 21 感じる 788 9%
 22 職員 787 9%
 23 PC 766 9%
 24 機器 732 8%
 25 思う 711 8%

1

２

  ICT に関する課題
 •  業務負担が大きい
 •  格差が生じる

  活用に関する課題
 •  研修に行く時間が必要
 •  効果的な活用方法がわからない

  授業に関する課題
 •  ネットワーク環境整備が整っていない
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  リテラシーに関する課題
 •  リテラシーに偏りがある

４

課題の選択肢
リテラシーの高い教員に業務負担が偏る
教職員向けのICT環境が整備されていない
担当教科でのICTの効果的な活用方法が分からない
操作など基本的な使い方が分からない
その他
特になし

Q2：『選択した「教職員について感じる課題」を具体的に教えて下さい』
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教育現場の課題解決ハンドブック：２. 教育現場での課題 -②
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ヘルプデスク問い合わせ状況
（KDCヘルプデスクに寄せられたお問い合わせより、項目別に分類）

ほかお問い合わせ項目：
アプリ不具合、通信不具合、パスコード関連、ICT機器整備、NULL、
利用方法支援、紛失対応、アカウント管理、アプリ管理、設定変更など

実際に、教職員の方々からのよくあるお声をご紹介いたします。

③教育現場の声

キッティング作業が完了したので、指定の
端末に、MDMの再設定をお願いしたい！

Youtubeのなかで、一部の教育系動画のみ
見られるようにしたい。

アプリのバージョンが古いままなので、
全端末アップデートしてほしい。

2. 教育現場での課題　②管理や設定に困っている

KDCのヘルプデスクへ寄せられたお問い合わせ内容も、前ページのデータを裏付けています。
お問合せの内訳としては『MDM（端末管理）』『アプリ設定変更』『フィルタリング設定』といった管理や設定に関する
お問合せが約63％、続いて「故障対応」が約14%でした。
お問合せのうち約80％が、端末の管理や設定で占められていることになります。

サンプル
対応件数
1,029件
の内訳

故障対応
14.0％

アプリ設定変更
12.2％

フィルタリング設定
11.3％

その他
9.8％

プロファイル配信0.2％

MDM(端末管理)
39.9％

計63.4％



教育現場の課題解決ハンドブック：２. 教育現場での課題 -③
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2. 教育現場での課題　③まとめ

　要点をまとめてみましょう。

『先生の休み時間』を作り出すために…

２つの課題が見えてきました。

忙しくて
ICTを学ぶ
時間がない

ICT環境に
慣れて
いない



教育現場の課題解決ハンドブック：２. 教育現場での課題 -④
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2. 教育現場での課題　④事件は教室で起こっている

GIGAスクールに関する課題として上がった「業務負担が大きい」というフレーズ。
ヘルプデスクに寄せられる80％が、ICT端末の設定や管理についてのお困りごと。

それに加えて、小・中・高校における教職員のひと月あたりの残業時間が
過労死ラインの80時間を超えている実態が、各種アンケートで明らかになっています。

これらのデータから、煩雑な業務に時間を費やしている教育現場が浮かび上がります。
ICTを駆使した理想的な授業デザインの追求にはほど遠い日常……

このような、心の叫びが聞こえてくるようです。
現場の教職員を支援しながら、ICT教育を推進する施策はあるのでしょうか？

答えは「イエス」です。

「事件は、校長室で起こっているんじゃない。教室で起こっているんだ」



教育現場の課題解決ハンドブック：3-1. アイデアのヒント ①ICT 支援員の配置

そのご要望にはICT支援員がおすすめ。ICT支援員は、情報端末を使っ
た授業やICT関連の校務を、教育の現場で支援するスペシャリストです。
【メリット】
『詳しい方がいてくれると助かる』
『サポートがありがたい』
という教職員の声が届いています(下表参照)。
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3.アイデアのヒント ①ICT支援員の配置

NLU感情分析（ポジティブ/ネガティブスコアが高い意見）

（デジタル庁 ： https://www.digital .go. jp/news/NL3lOB9E/ 内「Findabi l i ty  Sciences株式会社（PDF/4,861KB）」より）

ICTの「困った！」をその場で解決してほしい。

学校その他の関係機関について感じる課題 positive（ポジティブ） ：期待、提案、肯定などポジティブな要素を多く含む文章
negative（ネガティブ） ：不安、心配、批判などネガティブな要素を多く含む文章

ポジティブスコアが高い意見（5件）

 No. 年代 立場 学校その他の関係機関について感じる課題は何ですか  スコア ラベル

 15367 40代 児童生徒の保護者 ICTに精通した人材がいない 詳しい方が増えてくれると助かります。 0.97243 positive

 29267 30代 高等学校段階の学校の教師  ICT支援員の配置はとても助かっている 0.969084 positive

 27024 40代 児童生徒の保護者 学習者向け端末の持ち帰りについて抑制的に対応している タブレットを持ち帰れるのは向上心にも繋がるので有難い 0.94446 positive

 2077 40代 小学校段階の学校の教職員 書類や調査のデジタル化が進んでいない, 特になし 凄くサポートしてくれてありがたいかぎりです 0.939898 positive

 355513 40代 児童生徒の保護者 書類や調査のデジタル化が進んでいない  0.934224 positive

学校全体の教育方針がデジタル化を推進していない, ネッ
トワーク環境が整っていない, 書類や調査のデジタル化が
進んでいない, ICTに精通した人材がいない

選択した「学校その他の関係機関について感じる課題」を
具体的に教えて下さい

クラスだよりや学校からのお知らせをリアルタイムでタブレット
でも見られるようになると良い。
(しばらくは紙プリントも併用が良い)

ネガティブスコアが高い意見（5件）

 No. 年代 立場 学校その他の関係機関について感じる課題は何ですか  スコア ラベル

 32545 40代 教育関連の民間事業者 学習者向け端末の持ち帰りについて抑制的に対応している タブレットに民間教育アプリなどが入れられないことが残念です。 - 0.95776 negative

 7162 50代 中学校段階の学校の教職員 学習者向け端末の持ち帰りについて抑制的に対応している  - 0.966 negative

 17943 40代 児童生徒の保護者 書類や調査のデジタル化が進んでいない, その他  - 0.98544 negative

選択した「学校その他の関係機関について感じる課題」を
具体的に教えて下さい

まだ、全員の環境が整わなかったためか、数日の持帰り期間の
なか、１度しか宿題が出なかったのはちょっと残念でした。 

ネット環境があれば使えるにも関わらず、現在は生徒が自宅に
持ち帰れないのが残念。

【注意点】
ICT支援員の配備について、文部科学省は「4校に1人」を推奨していますが、
実は圧倒的に人材不足です。
仮に配備されても、支援員は複数の学校を受け持つため、「ICTトラブルが発
生したときに支援員が不在」という事例も散見されます。



教育現場の課題解決ハンドブック：3-2. アイデアのヒント  ②ヘルプデスクの導入

そのご要望には、学校用ヘルプデスクがおすすめです。
学校ヘルプデスクでは、授業で使うICT端末や機器、アプリの故障
や不具合を遠隔から解決に導きます。
【メリット】
学校専門のヘルプデスクは、授業で使うICT端末やアプリに精通
し、学校や教職員の状況も理解しています。
技術的な問い合わせはもちろん、ICT関連のちょっとした疑問も気
軽に尋ねることができます。
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3.アイデアのヒント ②ヘルプデスクの導入
いまさら聞けない ICTの質問がある。

【注意点】｠
ヘルプデスクは、原則として、対面ではなくメールや電話、必要に応
じて遠隔操作で対応します。
だからこそヘルプデスクの選択には、電話やメールでの応答率が重
要となります。
また、授業中に発生した端末トラブルなど、急ぎの対応が求められ
る場合の対応力もポイントとなります。



そのご要望には、ICT研修がおすすめです。
ICTの専門家から、実践的ノウハウを学ぶことができます。

【メリット】
ICT支援員など第三者のサポートが対処療法だとすると、現
場の教職員がICTを学ぶことは根本解決につながります。
研修は、必ずしも全員が受ける必要はありません。まず情報
教育に意識の高い教職員が研修を受け、そこで得たノウハウ
を他の教職員に共有すれば、費用も削減できます。
学校内でICT利活用が周知できれば、多少のトラブルは自身
で解決できるようになり、授業だけでなく、校務の効率化も
期待できます。

【注意点】
忙しい教職員が、研修時間を確保する必要があります。 研修
から実践までには、当然ながらタイムラグが発生します。その
間、ICT支援員やヘルプデスクを利用することで、よりスムー
ズな移行が可能になるでしょう。
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3.アイデアのヒント ③ICT研修の実施
教職員に ICTを学ぶ機会を提供したい。

教育現場の課題解決ハンドブック：3-3. アイデアのヒント  ③ ICT 研修の実施



教育現場の課題解決ハンドブック：4-1.KDCヘルプデスクサービスで、先生の休み時間を確保！
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4. 先生の『休み時間』を手に入れよう！ 

・ICTを使った授業プランを考える時間がない

・授業以外の諸々が多すぎて残業月80時間超え

・端末の設定がわからない

・パスワードでつまづいて授業が進まない

・聞きたいときに支援員が不在

・ICTを活用した快適な校務ができる！

・ICTトラブルの残業を減らせる！

・ICTの不明点は、KDCに聞けばすぐに解決！

・パスワードがわからなくなっても、
　KDCヘルプデスクへすぐに聞けるから安心！

教職員の働き方改革を支援します。
KDCヘルプデスクは、



教育現場の課題解決ハンドブック：4-2.KDCヘルプデスクサービスで、先生の休み時間を確保！
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ICT教育の問題は、ヘルプデスクで解決！
端末の設定から授業での活用まで、KDCのヘルプデスクサポートがお手伝いします。

こんなお悩み、

　ありませんか？

複数のアプリを再インストールしたい！

全生徒の端末にこのアプリを入れたい！

端末のパスワードを忘れてしまった

アプリにログインしようとするとエラーが
表示される。なんとかして！

KDCヘルプデスクが、

全力でサポートいたします!



教育現場の課題解決ハンドブック：4-4. KDCヘルプデスクサービスで、先生の休み時間を確保！

13

例えば、ICT端末にトラブルが発生した場合……

ICTをKDCヘルプデスクに任せれば、授業・校務がより快適に！

サ
ポ
ー
ト
な
し
の
場
合

サ
ポ
ー
ト
あ
り
の
場
合

トラブ
ル

発生
トラブル
解消

トラブル
解消

※あくまで一例です。

Error
  Error

Error
  Error

Erro
r

Erro
r

Erro
r

Erro
r ICTを活用した

効率的な授業を実施!!
KDCヘルプデスクに連絡して、

隙間時間で、
自ら解決方法を調査。

授業の時間になり、トラブル未解決の
ためアナログで授業を開始。

授業や校務終了後、
調査再開。

解決時には、クタクタに…

迅速にトラブル解消!!



教育現場の課題解決ハンドブック：4-5. KDCヘルプデスクサービスで、先生の休み時間を確保！
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全国           台以上の端末運用・利活用をサポート中！

全国の学校関係者様に広くご利用いただけるよう、
今後サービスをさらに強化してまいります。
この機会にKDCヘルプデスクサービスの導入をぜひご検討ください。

KDCヘルプデスクサービスは現在（2022年6月末時点）､
大阪府を始めとした近畿一円、山口県、東京都・千葉県の
学校様・教育委員会様にご利用いただいております。

18,000



教育現場の課題解決ハンドブック：4-6. KDCヘルプデスクサービスで、先生の休み時間を確保！
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対応サービス・アプリほか （※対象OS：iOS/ChromeOS/WindowsOS）

主な取り扱い端末などは下記の通りです。
記載がないものでも、お気軽にご相談ください。

対応サービス 対応アプリ

● Jamf
 端末の制限・プロファイル配信等（Apple端末）

● Microsoft
 OneNote デジタルノート
 Microsoft 365ほかofficeアプリ（Word,Excel等）

● ISGC
 フィルタリングサービス・閲覧履歴表示等 ● Apple

 Keynote Apple版のパワーポイント ほか

● metamoji
 ClassRoom リアルタイム授業支援アプリ

● Classi
 Classi 教育プラットフォーム

● Google
 Google Classroom 資料の共有・課題提出・課題採点
 Google フォーム アンケート・小テスト
 Google ドライブ
 クラウド上でのデータ共有・保管・オフライン閲覧等
 Gmail　ほかGoogleアプリ

● iFilter@cloud
 フィルタリングサービス・iフィルターの最新サービス

● OptimalBiz
 端末の制限・プロファイル配信等（Windows端末）

● interSafeCATS
 フィルタリングサービス・閲覧履歴表示等

● Apple School Manager
 Apple端末のアプリ購入や管理AppleIDの発行等

● Google Workspace for Education
 Googleアカウント発行・各サービスの制限等



教育現場の課題解決ハンドブック：4-7. KDCヘルプデスクサービスで、先生の休み時間を確保！
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お問い合わせ先

●Webサイトはこちら：
 https://kdc-ict.com/hd/

●ICT教育ラボのブログはこちら：
 https://kdc-ict.com/blog/

●お電話はこちら：
 03-5577-6043
 電話受付時間：9:00～17:30　※土日祝日・年末年始を除く

https://kdc-ict.com/hd/?utm_source=kdc_ict-blog&utm_medium=wp&utm_campaign=ict_helpdesk&utm_id=ICT001007
https://kdc-ict.com/blog/?utm_source=kdc_ict-blog&utm_medium=wp&utm_campaign=ict_helpdesk&utm_id=ICT001008



