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−GIGAスクール構想の目的− 
１人１台端末及び高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備するとと
もに、並行してクラウド活用推進、ICT 機器の整備調達体制の構築、利活
用優良事例の普及、利活用のPDCAサイクル徹底等を進めることで、多様
な子供たちを誰一人取り残すことのない、公正に個別最適化された学びを
全国の学校現場で持続的に実現 させる 。 

多くの1人1台環境の 

導入・運用実績 

学校での利用に最適化された 

高品質な端末 

1人1台環境の導入実績に基づく 

本当に使えるパッケージのご提案！ 

コンセプト 

× 



1人1台の実績 

○つくば市立みどりの学園義務教育学校 

○戸田市立戸田第二小学校 

○荒川区立第三中学校 

○渋谷区立西原小学校 

○箕面市立箕面小学校 

○草津市立草津小学校 

○京都教育大学附属桃山小学校 

○学校法人聖母女学院京都聖母学院中学校 

【参考】 
文部科学省「ICT活用フォーラム」視察校 8校中 6校 の導入・運用実績 

内田洋行は1人1台の環境づくりのための実証研究を古くから開始し、
多くの導入を進めて来ました。その経験をGIGAスクールに活かします。 



GIGAスクールへの基本的な考え方 

ハード整備だけでは活用は進まない 

コンテンツ 

  学習者用デジタル教科書 

●学習活動に使えるツール 

ICT支援員 

運用サービス 

ハード 

ソフト 

運用 

ネットワーク 

電源キャビネット 

端末 

GIGAスクール補助範囲 

 基本パッケージ 
保守 

セキュリティ 

保守サービス 

ヘルプデスク 

マルウェア対策 

クラウドセキュリティ 

大型提示装置 

        応用パッケージ 



基本パッケージ 

Microsoft365 Education 
GIGA Promo 

EduMall for GIGA 

価格：45,000円（税込） 

 学校への大量端末納品実績多数 
 学校納品のプロが、各学校まで

お届け 
 開梱、梱包材の廃棄 
 ご指定の電源キャビネットまで

収納 

困ったときのお問い合わせ先 

 ワンタッチで着脱可能なキーボード 
 滑りにくい,持ちやすい,強い 
 スクールモデル 
 防滴・防塵・落下衝撃に強い頑丈設計 
 QRコードリーダー標準搭載 
 急速充電 

 実績豊富なコンテンツ配信プラット
フォーム「EduMall」のアカウントを
提供 

 無償コンテンツの利用、有償コンテン
ツのお試し、外部コンテンツのリンク 

 Office365ProPlus(フル機能版Office) 
 Teams（協同学習）、   

OneDrive（オンラインストレージ） 
 Windows10Upgrade(OS) 
 Intune for Education(端末管理) 

補助対象内 

高品質 
国産端末 

オフラインで使える 
フル機能Office 

 学校の運用を熟知した専用問い
合わせ 

 授業での使い方の相談 
 トラブルの内容をお伺いし、適

切な担当者（ネットワーク保守
業者や端末保守業者）をご案内 

学校へ納品の 
プロフェッショナル 

学校専用に作られた高品質端末 

学校までお届けします 

豊富な教育コンテンツや 

デジタル教科書を無償で試せる 

協同学習、個別学習の機能を備えた 

GIGA専用端末管理ツール 

配送/開梱/設置 
富士通 
ARROWS Tab GIGAモデル 

GIGAスクール 
専用フリーダイヤル 

ウチダコンテンツ配信サービス 
協同学習 端末管理 

導入実績の知見を基に、保守・運用、コンテンツと、活用に繋げる必要最低限のも

のを組み合わせた基本パッケージです。 

学校の運用を熟知した窓口 

無償 

無償 



for GIGA 

• EduMallプラットフォームのアカウ
ントの提供 

• プログラミングやキャリア教育等の
無償コンテンツの利用 

• デジタル教科書をはじめとする 
  約1,200の有償コンテンツの試用 
• 外部コンテンツ（教材として活用し

たいウェブサイト等)のリンクが可能 

EduMallの基本プラットフォームにアクセスできるアカウントを提供するものです。 

無償コンテンツの利用をはじめ、約1,200の有償コンテンツのお試し、外部コンテ
ンツのリンク登録等が可能です。 

基本パッケージ 

※試用は授業時間外の15:00以降になります。 



学校の情報端末納品を熟知した 
プロフェッショナル集団が納品を行います。 

学校納品のプロが 
各学校までお届け 

開梱、梱包材の廃棄 ご指定の電源キャビ
ネットまで収納 

基本パッケージ 

配送/開梱/設置 



 GIGA専用フリーダイヤル 

導入準備から利活用初期まで、導入端末に関わるトラブル時の 

お問い合わせや、利活用に関する相談を受け付けます。 

トラブル時には、原因切り分けを実施した上で工事業者や設定業者へ連絡、コール

内容は月次レポートとしてご報告します。 

＜学校・教育委員会＞ 

GIGA専用フリーダイヤル 

• 軽微なものはヘルプデスクが直
接回答します。 

• 内容によっては、各導入業者に
対応を依頼します。 

動かないけど、何が
原因か分からない！ 

原因は、 
ハード障害？ 
ネットワーク？ 
設定？ 

お問い合わせ 

月次レポート 

対応依頼 

対応依頼 

✔ 固定電話もスマホも通話料無料 

✔ 提供期間：8月～4月末／9：00～17：00（オプションあり） 

工事業者 

設定業者 

基本パッケージ 



3年目 

応用パッケージ 

基本パッケージ（富士通製タブレット + 端末管理ツール）  

ソフト 

使えるコンテンツ 

デジタル教科書は常に
最新版をネットワーク
配信 

学習ツール 

どの学習シーンでも使
えるのはノートツール 

運用 

ICT支援員 

初年度は1校1名常駐
体制で運用立ち上げ 

運用サービス 

アカウント管理 
転入・転出・年次更新 
端末の移動 

研修サービス 

ICT活用に向けた教員
向け研修 

保守 

学校ヘルプデスク 

学校での利用方法を熟
知した問い合わせ窓口 

バッテリー交換 
2～3年でバッテリー
は劣化する 

保守サービス 

予備機準備 
授業で使えない状況を
作らない 

セキュリティ 

フィルタリング 

マルウェア対策 

クラウドセキュリ
ティ 

クラウドへのアクセス
を学校の端末のみに限
定 

子どもたちに安心して
インターネット利用さ
せるには必須 

未知のマルウェアから
子どもたちを守る 
学校内での拡散を防ぐ 

ハード 

大型提示装置 

先生からの画面提示、
児童生徒の発表で使う
提示装置は必須 

無線LAN 

40台同時利用でも安
定した無線LAN環境 
クラウドで一括管理 

応用パッケージの構成要素 

基本パッケージ（富士通製タブレット + 端末管理ツール）  

ソフト 

使えるコンテンツ 

デジタル教科書は常に
最新版をネットワーク
配信 

学習ツール 

どの学習シーンでも使
えるのはノートツール 

運用 

ICT支援員 

初年度は1校1名常駐
体制で運用立ち上げ 

運用サービス 

アカウント管理 
転入・転出・年次更新 
端末の移動 

研修サービス 

ICT活用に向けた教員
向け研修 

保守 

学校ヘルプデスク 

学校での利用方法を熟
知した問い合わせ窓口 

バッテリー交換 
2～3年でバッテリー
は劣化する 

保守サービス 

予備機準備 
授業で使えない状況を
作らない 

セキュリティ 

フィルタリング 

マルウェア対策 

クラウドセキュリ
ティ 

クラウドへのアクセス
を学校の端末のみに限
定 

子どもたちに安心して
インターネット利用さ
せるには必須 

未知のマルウェアから
子どもたちを守る 
学校内での拡散を防ぐ 

ハード 

大型提示装置 

先生からの画面提示、
児童生徒の発表で使う
提示装置は必須 

無線LAN 

40台同時利用でも安
定した無線LAN環境 
クラウドで一括管理 

応用パッケージの構成要素 

基本パッケージ（富士通製端末 + 端末管理ツール）  

ソフト 

使えるコンテンツ 

デジタル教科書は常に
最新版をネットワーク
配信 

学習ツール 

どの学習シーンでも使
えるのはノートツール 

運用 

ICT支援員 

初年度は1校1名常駐
体制で運用立ち上げ 

運用サービス 

アカウント管理 
転入・転出・年次更新 
端末の移動 

研修サービス 

ICT活用に向けた教員
向け研修 

保守 

学校ヘルプデスク 

学校での利用方法を熟
知した問い合わせ窓口 

バッテリー交換 
2～3年でバッテリー
は劣化する 

保守サービス 

予備機準備 
授業で使えない状況を
作らない 

セキュリティ 

フィルタリング 

マルウェア対策 

クラウドセキュリティ 

クラウドへのアクセス
を学校の端末のみに限
定 

子どもたちに安心して
インターネット利用さ
せるには必須 

未知のマルウェアから
子どもたちを守る 
学校内での拡散を防ぐ 

ハード 

大型提示装置 

先生からの画面提示、
児童生徒の発表で使う
提示装置は必須 

無線LAN 

40台同時利用でも安
定した無線LAN環境 
クラウドで一括管理 

応用パッケージの構成要素 

授業の中で活用し続けていくためには、包括的な整備と継続的なサポート

が極めて重要です。 

2年目 

多くの1人1台環境の整備や運用を支援してきた 内田洋行×富士通 が、教師・児童

生徒の活用度に応じて、それぞれの要素を組み合わせて応用パッケージとしてご提

供します。 

1年目 



1人1台環境で利用が想定される学習者用デジタル教科書をEduMallからネット
ワーク配信します。 端末にインストールすることなく、各教科書会社の最新の
学習者用デジタル教科書が利用でき活用状況を把握できる環境を、学校のネット
ワーク環境に合わせて提供します。 
デジタル教科書等のコンテンツは 
有償で提供します。 
 

ソフト（使えるコンテンツ） 

セキュリティ（クラウドセキュリティ） 

世界中に公開されているクラウド環境を安心して活用するためにはセキュリティ
対策が極めて重要です。 
Microsoft365 A3ならクラウドへのアクセスを学校の端末に限定し安心して活用
できる環境を提供します。 

Microsoft365 A3 

学校の端末からの
アクセスに限定 

不正アクセスを
ブロック 

学習者用 
デジタル教科書 

比較的簡単な
ID/パスワード
でも安心して利
用できる 

応用パッケージ 



運用：ICT支援員サービス 

保守：学校ヘルプデスクサービス 

学校専用のヘルプデスクサービスです。端末だけでなく、ICT全般のトラブル対
応や操作方法の相談などを受け付け、リモートでの障害調査やハードウェア保守
の手配などを行います。 

応用パッケージ 

1人1台環境の運用開始時から授業で活用していくためには、ICT支援員による
「運用支援」「授業支援」「教員研修」が必要です。 
活用度合いにあわせた支援メニューでご提供します。 





これまでも、これからも 

学校現場へのICTを活用した 

質の高い学びの実現を支援していきます 

株式会社  内田洋行 
 
教育機関ご担当者様向け  

GIGAスクール お問い合わせ窓口 

 
 電話番号 ：03-5634-6402 
 受付時間 ：9:00-17:15  
        月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始を除く) 
 

 メールアドレス： ml-giga-school@uchida.co.jp                      


