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研究内容 

 1．園における ICT 活用教育についての調査研究 

 2．教員の園務の共有化・効率化についての研究 

 

第 1章 ICT活用教育について 

1-1 園児の家庭でのスマートフォン等 ICT使用状況について 

 本市のこども園の園児が家庭でどの程度 ICT を使用した生活を送っているかを調査した。「スマートフ

ォンを使うか」の問いに、「大いにある」「ある」「時々ある」を加えると 6 歳児で計 68.9％、5 歳児で計

63.7％、4 歳児で計 66.5％、3 歳児で計 61.7％、2 歳児で計 55.9％、1 歳児で計 51.3％等であった。（図

1） 

内閣府が 2017（平成 29）年 5 月、「低年齢層

の子供のインターネット利用環境実態調査 調

査結果」を発表している。機器の利用率とインタ

ーネット利用率において、6 歳児は 69.8％・

45.0％、5歳児は55.2％・36.8％、4歳児は50.4％・

39.7％、3歳児は47.5％・35.8％、2歳児は37.4％・

28.2％、1 歳児は 11.6％・9.1％となっている。 

園児のスマートフォン使用については、内閣

府が示した統計値と同じようなそれ以上の利用

状況でありどの年齢も活用しているということ

が分かった。 

次にスマートフォンやタブレットの用途につ

いて質問した。多くがインターネットとゲーム

であった。6 歳児はインターネットで 17.4％、ゲ

ームで 31.8％、5歳児は 24.5％・20.7％、4歳児

は 31.2％・20.0％、3 歳児 29.3％・13.0％、2 歳

児 29.4％・4.4％、1 歳児 2.3％・7.0％であった。

（図 2） 

 

1-2 保護者の園でのタブレット活用につい

ての思い 

 保護者に園でのタブレット活用教育について

質問した。賛成派 31.9％、どちらとも言えない

派は 36.1％、否定派は 31.5％であった。（図 3） 

賛成派の理由の割合で高いのは「デジタル社会になっているから」55.6％、「正しい使い方を覚えるのは

幼児期がよいから」33.3％、「小・中学校が取り組んでいるから」22.1％であった。否定派の理由の割合で

高いのは、「情緒教育の方が大切だから」40.8％、「園児には早いと思うから」51.1％であった。 

図 2：園児年齢別スマートフォン・タブレット用途 

 
出所：認定こども園アンケートより （χ2=95.747 df=42 p<0.001） 
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図 1：年齢別スマホ使用 

 
出所：認定こども園アンケートより（χ2=36.747 df=35 p=0.388） 
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また、賛成派は、「正しい使い方」「学力」「思

考力」がつくこと、反対派は、「ゲームが身近

に」「視力」「思考力」に悪い影響があることを

挙げていた。 

 

1-3 各会からの子どもと ICT活用について 

☆米国小児科学会（AAP） 

・スマホもタブレットもテレビと同じで受 

 け身の姿勢で見続けるのは有害 

 

☆子どもたちのインターネット利用について考える研究会 

・保護者の「共視聴」と「積極的介入」が、メディアからの学びを促進することができる。 

☆教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会  

・教育的効果に活かすことを求めている。 

 

1-4 タブレット活用教育を推進する園 

 学校法人聖愛学園聖愛幼稚園野口哲也園長、社会福祉法人コビーソシオコビープリスクールよしかわみ

なみ三鍋明人園長は、教師が子どもたちの興味に応じて様々な情報を子どもたちに伝えることができるの

で、より自発的に深い学びにつなげられると思う。「より良い与え方」を教育機関が提示していくことはよ

り重要になると思うと述べられていた。 

 また、学校法人鴻ノ巣学園きたかしわ幼稚園大湊浩美副園長、社会福祉法人愛児会原西保育園青柳治美

園長は、タブレットは、勉強を教えるための道具ではなく、ハサミやのりといった道具と同じで新たなツ

ールだ。しかもいろいろに使える優れたデジタルデバイスだと述べられていた。 

 まとめると、園児の家庭でのスマ

ートフォン等の利用率は高い。しか

し、用途はインターネットとゲーム

が主であった。 

 アメリカ小児科学会をはじめ日

本小児科医会等は、テレビ同様幼児

が受け身の姿勢で見続けるのは有

害だと指摘している。 

 タブレット活用教育を推進され

ている園は、保護者の園でのタブレ

ット使用の懸念を払拭するような

教育・健康に配慮した効果的なタブ

レット活用をされていた。今後他園

でも ICT 活用教育が推進されるの

ではないかと推察される。 

 このことを踏まえ、行政は、保護

者に対しては、園でのタブレット使

用での教育的効果の理解を促す働き掛け、園に向けてはタブレット活用教育による効果やより良い与え方

研修等（推進園・関係者招請）を実施され、園が ICT活用教育に向けて始動造りが出来るような機会を設

けて戴けたらと期待するものである。 

 

図 3：年齢別園児の保護者は園でのタブレット活用教育をどう思うか 

 
出所：認定こども園アンケートより 
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図 4：コビーよしかわみなみ授業風景 

 
出所：津田作成 

図 5：原西保育園授業風景 

 
出所：津田作成 

図 6：きたかしわ幼稚園授業風景 

 
出所：津田作成 

図 7：聖愛幼稚園授業風景 

 
出所：津田作成 



 

 

第 2章 園務の共有化・効率化について 

 保育士や幼稚園教諭の労働環境は、「事務処理・運営業務が煩雑で手間／時間がかかるといった事務処理

関連の課題が全体の約 5 割を占めている」と指摘されている。園児との関わる時間の他に多くの書類作成

があり負担が多く、事務処理業務は、業務改善要求・退職意向の理由の一因にもなり、ひいては保育士の

人材確保の困難、待機児童問題と極めて深刻な問題に発展している。その要因に、インフラ整備や現場の

スタッフの IT スキルなどの不十分さにあること等が指摘されている。しかし、インフラ整備や ICT スキ

ル向上には時間と費用が掛かる。園の教員の ICT 活用スキルの向上に期待しつつ、具体的な事務処理の共

有化・効率化の提案による事務処理の負担軽減に役立つ研究が必要であるとの思いから稚拙な提案となる

が試みる。 

 

2-1 園教員の事務処理には 

 ①出欠席・早退、延長保育記録 ②連絡ノート ③保育日誌・・・日課  

④園児個人記録 ⑤クラスだより・園だより・ほけんたより等おたより作成 ⑥行事計画書 

⑦懇談報告書 ⑧週間・月間・年間指導計画案 ⑨研修や講習等報告書 ⑩写真販売管理書 

※事務処理は文書処理が多く、表計算処理は少ないことが分かった。 

 

2-2 市内認定こども園教員の事務処理について（アンケート調査より） 

文書処理は負担を感じるかとの問いに、半数以上の教

員が負担感を持っていることが分かった。（図 8）特に、

時間が掛かること、文書を書くことに負担感があるとの

ことであった。 

 次に、データを教員間で共有しているかの質問に対し、

共有化は半数強で共有化は道半ばといった状況であっ

た。（図 9） 

 そして、園の配布媒体については、半数強は紙媒体で

あった。配布手段については、4 分の 3 が園児に持たせ

る配布手段であった。（図 10） 

 これらアンケートの結果から、教員は、文書処理に負

担感を感じつつ、データの共有化についても進んでいな

いし、保護者への配布物についても紙媒体で園児に持た

せるといった手段であることが分かった。 

園の教員の主たる任務は、園児を片時も目を離さない

で指導管理することにある。そのような勤務状況の中で、

日課として出欠席、遅刻・早退の記録、連絡ノート、保

育日誌作成があり、その他にも園児個人記録、おたより

作成、行事計画案、懇談報告書、週間・月間・年間指導

計画案、研修や講習等報告書と多くの事務処理、そして

行事の準備や片づけ等雑用もある。事務処理の共有化・

効率化のための ICT活用を考えることで教員の事務処理の負担は軽減できるのでないか、課題である。 

 

2-3 自力の事務処理に取り組む自治体・園 

 岐阜県美濃加茂市健康福祉部こども課を訪問視察させて頂いた。介護のケアを高めるため開発された介

護用アプリ「MIMOTE」で、保育版として開発・導入され独自の取り組みをスタートされ今に至っている

とのことであった。以前は、Microsoft 社の表計算処理ソフト Excel で園児個人記録（図 11）や年齢別月

図 8：文書処理は負担に感じるか 

 
出所：姫路市認定こども園教員アンケートより 

図 9：データを教員間で共有しているか 

 
出所：姫路市認定こども園教員アンケートより 

図 10：配布物はどのような手段で配布しているか 

 
出所：姫路市認定こども園教員アンケートより 



 

 

間指導計画、週報・月報等を教員みんなで共有

できるように自力で工夫作成していたとのこと

であった。「MIMOTE」を導入後は、データを可

視化し、全員の教員による分析ディスカッショ

ンを取り入れ、各教員の良いところ悪いところ

を指摘し合う学習会を持つようになったとのこ

とであった。この学習会により、教員の気づき・

手立ての成長振りがデータで分かるようになり、

園児の成長振りにも反映されていることが伺え

るようになったとのことであった。（図 12） 

 「MIMOTE」を保育用に開発・導入したことによる成果として、教員の保育士としての実力がついてい

ること、働き方改革を先取りした形の残業がまったくなくなったこと、持ち帰り仕事がなくなったことが

大きいと述べられていた。 

 

2-4 事務処理の共有化・効率化を進める一歩として 

 色々な IT 企業がオンラインストレージサービスを提供している。本稿はそれらの 1 つを使用する事務

処理や QR コードリーダを利用する事務処理について 5 つを提案する。 

 

1．欠席届（図 13） 

 多くの園は、欠席届を電話連絡としているが、電話連絡ではなくテキスト形

式で保護者がスマートフォン等を使用していつでもどこでも連絡ができれ

ば、保護者、教員ともメリットがある。スプレッドシートに反映されるので

記録として残り、他のファイルとリンクさせればより活用力は増す。 

2．園児観察記録 

 教員が携行するスマートフォンやタブレットにより、園児の観察をし、変わ

ったことや気づきについて記録し、園児の観察記録や保護者への連絡等に活

用する。スプレッドシートに反映されるので園で管理している園児指導記録

等とリンクさせれば、園児の今後の指導に役立つ。 

3．園のお知らせ、園連絡、園だより等 

 オンラインストレージに掲載することにより保護者のスマートフォン等でい

つでもどこでも確認ができる。印刷をする手間、園児一人一人に渡す手間（年長は手渡し、年少は教員

が連絡帳等に挟み込む、休んでいる園児への配慮）が相当軽減される。 

4．QR コードリーダを活用し出席、降園時間管理 

 園児の登降園チェックに市販の QR コードリーダ（図 14）を利用して行うシ

ステムを提案する。QR コードリーダによる出席や降園管理は、園が管理する

出欠席や早退等の時間管理ファイルとリンクしデータベース化すれば延長保

育等の請求管理もできる。 

5．保護者と共有する連絡ノート 

 オンラインストレージを利用した連絡ノートを提案する。オンラインストレ

ージにスプレッドシートがあるのでそれを使用して連絡ノートを作成し活用する。教員や保護者のスマ

ートフォンやタブレット、コンピュータで出来るので、教員・保護者とも記入する時間的な余裕ができ

るのではないだろうか。 

 この他の事務処理についても ICTを活用することにより事務処理は共有化・効率化され、事務処理が軽

減されると思われる。 

図 11：Excel園児個人記録 

 
出所：美濃加茂市保育園にて 

図 12：MIMOTE気づき・手立て 

 
出所：美濃加茂市保育園にて 

図 13：欠席届 

 
出所：津田作成 

図 14：QRコードリーダ 

 
出所：津田所有物 


