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情報活用能力育成のためのモデルカリキュラムの作成に係る研究 
― 教育情報化推進モデル校の実践を通して ― 

 

情報・視聴覚センター 指導主事研究 

和田 俊雄    椎名 美由紀    草柳 譲治    百瀬 実 

Ⅰ 主題設定の理由  

１ 学習指導要領から 

将来の予測が難しい社会を生きる子どもたちには、答えの決まった課題に向かう学習だけでなく、

様々な課題に主体的に向き合い、他者と適切にコミュニケーションを取りながら深く考え、新たな価

値を創造することが求められている。こうした中、情報や情報手段を主体的に選択し活用していくた

めに必要な情報活用能力を、各学校段階を通して体系的に育んでいくこと（情報教育）の重要性が高

まってきている。 

平成 29 年３月に告示された小学校・中学校の新学習指導要領では、情報活用能力を言語能力等とと

もに学習の基盤となる資質・能力として育成していくこととしている。情報活用能力は、小学校学習

指導要領総則には、「各学校においては,児童の発達の段階を考慮し,言語能力,情報活用能力（情報モ

ラルを含む。），問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよ

う,各教科等の特質を生かし,教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする。」と示され

ている。情報活用能力の育成について、これまでの学習指導要領と大きく変わった点としては、学習

の基盤となる資質・能力としてより明確に位置付けられたことである。 

各教科等における学習の基盤となる資質・能力の一つである情報活用能力の育成は、各学校におい

て教科等横断的な視点から教育課程の編成を図る上で、今後ますます重要となってくる。 

 

２ 先行研究の分析から 

情報・視聴覚センターよる指導主事

研究（表１）では、平成24・25年度に

「情報活用能力の育成に向けた調査研

究」を研究主題とし、情報活用能力の育

成に向けた研究に取り組んできた。  

また、平成26・27年度には、カリキュ

ラムセンターとの共同研究1として「情

報活用能力育成の在り方について」を研究主題として情報活用能力の育成に向けてさらに研究を深め

た。先行研究の結果から、情報活用能力育成のための必要な様々な視点が成果として明らかになって

いる。（表２） 

 しかし、情報活用能力の育成については、多くの課題も残っていることもわかった。平成26・27年

                                                   
1 平成 26・27 年 情報・視聴覚センターとカリキュラムセンターの共同による指導主事研究。成果として川崎市で

初めてとなる情報活用能力を育成するための資料となる、教科書の内容をもとにした「情報活用能力育成のための

学習内容一覧」等を作成した。 

       表１ 情報・視聴覚センターによる「情報活用能力の育成」

に関する指導主事研究（過去６年間） 

・情報活用能力がこれからの時代を生き抜く上で大切な資質・能力の一つとなることは多くの人に理解されてき

ている。 

・情報活用能力の育成のためには、実態把握とカリキュラムによる位置付けが重要である。 

・各学校ではこれまでの授業で情報を収集し、整理し、まとめ、発表をする、といった情報活用能力を育成する

学習活動を取り入れてきたが、指導内容を明確化し、体系的に指導することが大切である。 

 

表２ 先行研究により明らかになった情報活用能力育成の視点 

H24   「情報活用能力の育成に向けた調査研究 

―教師の指導と児童の情報活用能力向上の実態に―」 

H25   「情報活用能力の育成に向けた調査研究 

―カリキュラムの適切な位置付けを目指して―」 

H26～H27「情報活用能力の在り方について 

―カリキュラムの作成に向けて―」 

※カリキュラムセンターとの共同研究 

H28～H29「情報活用能力チェックリストの在り方について」 
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度には、カリキュラムセンターとの共同研究を中心として推進してきた椎名は、情報活用能力の育成

にあたっての課題について、「情報活用能力調査2で示された、課題を各教科等のカリキュラムに位

置付けて継続的に指導していくことが大切だ。」「情報活用能力は、各教科等の学習活動の中で育む

ことから、新たな指導の軸として授業に取り入れることや、カリキュラムとしてまとめること、ま

た、ＩＣＴの管理や教員の活用研修など課題が多い。」と述べている3。 

 以上のことから、本研究では、新学習指導要領の理念と先行研究を踏まえ、児童生徒の情報活用能

力育成が、各教科等の学習活動の中でより効果的に育まれるようにするために、各学校の参考となる

「情報活用能力育成のためのモデルカリキュラム」（以下、モデルカリキュラム）を作成したいと考

え、研究主題と副主題を次のように設定した。 

 

 

 

Ⅱ 研究の内容  

１ 研究の方向性 

（１）「川崎市立学校における教育の情報化推進計画」の方向性を踏まえた研究 

情報活用能力の育成は、川崎市で平成 27 年度から概ね 10 年間の教育振興

基本計画として策定された、第２次川崎市教育振興基本計画「かわさき教育

プラン」の施策の一つである「教育の情報化推進」の中でも掲げられている。 

情報・視聴覚センターでは、児童生徒の更なる情報活用能力育成の実現に

向け、平成 29 年３月に「川崎市立学校における教育の情報化推進計画」（以

下、推進計画）を策定した。推進計画（図１）では、「本市のめざす教育の情

報化」として、「教育の情報化により将来の予測が難しい世の中において、情

報を主体的にとらえ、活用し、他者と協働しながら新たな価値を創造する子

どもを育成する」という理念が掲げられている。 

推進計画は、３つの方針（表３）を基に 27 の

事務事業で構成されており、教育の情報化に関

する本市の今後５年間の大きな方向性を示す

ものである。３つの方針のうち、方針１と方針

２は児童生徒の情報活用能力の育成に深く関

わっており、その目標達成のために「教育情報

化推進モデル校」（以下、モデル校）を設定し、

検証及び、情報活用能力の育成等を推進できる

体制を構築することとしている。 

本研究では、推進計画に掲げられた３つの方

針の中で特に、方針１の内容を踏まえ、モデル

校による検証授業の実践やモデルカリキュラ

ムの作成について研究を進めることとした。また、どの校種でも各教科等の特質を生かし教科等横断

的な視点から教育課程の編成を図るための支援はどうあるべきかについても考えていきたい。（図２） 

                                                   
2 「文部科学省 情報活用能力調査（平成 25・26 年）」児童生徒の情報活用能力について、把握、分析するとともに

指導の改善、充実に資するため、小・中を対象にコンピュータを用いた調査を実施。平成 27 年 5 月結果公表。 
3 「情報活用能力の在り方について―カリキュラムの作成に向けて―」川崎市総合教育センター研究紀要第 29 号 平成 27 年 

図１ 川崎市立学校における 

教育の情報化推進計画 

の表紙 

方針１ 情報活用能力のさらなる育成と各教科等の指導

におけるＩＣＴ活用 

方針２ 子どもたちの学びを支えるＩＣＴ環境の充実 

方針３ 教育の情報化を推進する上での支援体制の充実 

 

表３ 「川崎市立学校における教育の情報化推進計画」の３つの方針 

情報活用能力育成のためのモデルカリキュラムの作成に係る研究 

―教育情報化推進モデル校の実践を通して― 

 

図２ 情報・視聴覚センターの本年度について 
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（２) 「教育情報化推進モデル校」の実践を通した研究 

 本研究は、平成 29 年度から設置さ

れたモデル校（表４）での実践を通し

て研究を進める。 

モデル校には、推進計画における

教育の情報化の具現化のために様々

な検証の依頼（表５）をしている。 

本研究では、モデル校での実践、検証を通

して、推進計画を具現化し、全市で教育の情

報化を推進するとともに、その中でも表５の

④「児童生徒の情報活用能力の育成を図るた

めのモデルカリキュラムの作成」を研究の目

的とすることとした。 

なお、モデル校の検証結果については、市

立学校に発信し推進計画へ反映していく。 

また、モデル校での検証授業実施について

は、研究成果の発信を考慮し、「平成 30 年度 

第 44 回 全日本教育工学研究協議会全国大会 川崎大会（以下、ＪＡＥＴ川崎大会）」4の授業公開校と

なっている旭町小学校、宮前小学校、川崎高等学校附属中学校（以下、附属中学校）、川崎高等学校の

４校を中心として進めることとした。モデル校のうち田島支援学校桜校と高津中学校については、モ

デルカリキュラム作成よりも、ＩＣＴを活用した効果的な指導手法の検証等を重視したモデル校とし

ているため本研究の対象としないこととした。 

ＪＡＥＴ川崎大会の授業公開校の実践を通して、各学校のカリキュラム・マネジメントのもとで効

果的に、情報活用能力の育成を実現できるよう、市立学校の各校種において参考となるようなカリキ

ュラムの作成を目指したいと考える。 

 

２ 情報活用能力育成のための実態把握と分析 

研究を進めるにあたり、児童生徒の情報

活用能力の実態を把握するために平成 29

年度に作成された「情報活用能力チェック

リスト 2017」5（以下、チェックリスト）を

モデル校で実施する。チェックリスト（図

３）を用いて児童生徒の情報活用能力の状

況を把握することで、教員は指導すべき内

容を意識しながら授業に取り組むことがで

                                                   
4  日本教育工学協会（通称 JAET）が主催する川崎開催の全国大会。川崎大会は、平成 30 年度 11 月９日・10 日に開

催。JAET の組織は、全国約 40 の地域研究団体からなる 4000 人に及ぶ団体会員を中核とし、情報教育の実践を支え

ている約 40 社の賛助会員、100 名を超える教育工学研究者によって構成されている。 
5 「平成 29 年度 川崎市総合教育センター情報・視聴覚センター長期研究員と研究員による情報教育研究会議」に

て作成。平成 24 年度に情報・視聴覚センター指導主事研究により作成された「情報活用能力チェックリスト」を

もとに、情報活用能力を資質・能力の三つの柱を踏まえて再整理し「情報活用能力チェックリスト 2017」を作成し

た。チェックリストを児童生徒が自己評価として活用することにより、情報活用能力として「何ができるようにな

るとよいのか」と具体的に意識でき、その達成に向けて意欲が向上していくことがチェックリスト実施の効果の一

つとして、検証授業を通して明らかになっている。 

①「情報活用能力チェックリスト」の実施による実態把握 

②ICT（タブレットＰＣ・デジタル教材等）を活用した効果的

な指導手法の検証 

③効果的・効率的な ICT 環境整備の在り方についての検証 

④児童生徒の情報活用能力の育成を図るためのモデルカリキ

ュラムの作成 

⑤プログラミング教育の検証 

※「教育情報化推進モデル校」には、①～⑤の項目の検証の依 

頼をしている。検証期間は基本的に１年間とし、推 

進体制として、各校の担当教員と情報・視聴覚センター指 

導主事が定期的に打合せを行い、表３の５項目を実践する 

ために、情報・視聴覚センターが授業や ICT 環境整備等の 

支援を行っている。 
 

表５ 教育情報化推進モデル校への検証依頼項目 

 平成 29 年度 平成 30 年度 

小学校 宮前小学校 

旭町小学校 

宮前小学校 

旭町小学校 

中学校 田島中学校 

西生田中学校 

川崎高等学校附属中学校 

高津中学校 

高等学校  川崎高等学校 

特別支援学校 田島支援学校桜校 田島支援学校桜校 

 

表 4 平成 29・30 年度 教育情報化推進モデル校 

 
図３ チェックリスト（中学校用を一部抜粋） 
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きるようになる。 

各教科等の単元を通して、育成すべき情報活用能力を意識しながら授業実践を積み重ね、その取り

組みを振り返ることで、各教科等において効果的なモデルカリキュラム作成につながると考える。さ

らに、児童生徒はチェックリスト（図３）を活用することで、身に付けた情報活用能力を自己評価す

ることができる。 

本研究では、モデル校でチェックリストを実施し、その分析を基にして、情報活用能力育成のため

の検証授業やモデルカリキュラム作成を進めていきたいと考える。 

 

３ 情報活用能力の育成のためのモデルカリキュラム作成の方向性 

（１）モデルカリキュラム作成について 

 本研究では、各校種の実態に応じた市立学校で参考となる情報活用能力育成のためのモデルカリキ 

ュラム作成を目指している。モデルカリキュラムの作成にあたっては、次の点に留意して行っていく 

こととする。 

・新学習指導要領に合わせ、「プログラミング教育」の扱い等に配慮する。 

・モデルカリキュラム作成の前に、チェックリストによる実態把握と分析を行う。その分析結果を

参考としたモデルカリキュラム作成を目指す。 

以上の内容を踏まえた上で、モデル校各校種の実態に応じたモデルカリキュラムの作成を目指す。 

（２）モデルカリキュラムを基にした検証授業の実施について 

 各学校で作成したモデルカリキュラムを基に、検証授業を行う。各校種で参考となる情報活用能力

育成のためのモデルカリキュラム作成やその効果の検証のために、様々な教科や単元で、情報活用能

力の育成を図ることができるように各教科等の検証授業に取り組む。 

各教科等の検証授業結果をもとしにて、モデル校のカリキュラム・マネジメントのもとで効果的に

機能するモデルカリキュラムの作成につなげていきたいと考える。 

 

４ モデル校での具体的な実践 

（１）情報活用能力育成のための実態把握と分析 

チェックリストは、小学校低・中・高学年、中

学校用で構成されているため、川崎高等学校を除

く各モデル校でチェックリストを実施した。 

附属中学校で実施したチェックリストの結果

から、実態として情報活用能力の資質・能力の三

つの柱の中でも「思考力・判断力・表現力等」の値が高いことがわかった。 

続いて、昨年度チェックリストを実施した市立中学校３校の学年別の平均値と附属中学校の結果を

比較、分析をした（表６）。附属中学校の１年生と市立中学校３校の平均値を比較すると、５％水準の

有意差がみられた項目は、25 項目中、５項目（内「知識・技能」１、「思考力・判断力・表現力等」

３、「学びに向かう力・人間性等」１）であった。「デジタルカメラやタブレット等で撮影した画像や

動画を必要に応じて編集することができる。」の項目のみ、市立中学校３校の平均値の方が高かった。

学年が上がるにつれて、２年生は 12 項目（同５、５、２）、３年生は 14 項目（同５、５、４）につい

て、有意に高い項目が増えていた。それらの傾向を基にして、モデルカリキュラム作りの参考とした。 

 

（２）モデルカリキュラム具体例 

本研究で取り組んだモデル校４校のモデルカリキュラム作成に向けた具体例を紹介する。 

情報活用能力の資質・能力 全項目数 １年生 ２年生 ３年生 

知識・技能 １１ １ ５ ５ 

思考力・判断力・表現力等 ９ ３ ５ ５ 

学びに向かう力・人間性等 ５ １ ２ ４ 

※数字は、市立中学校３校と５％水準で有意差がみられた項目の数

を示している。 

表６ 附属中学校で実施したチェックリストの結果と、 

市立中学校３校の平均値を比較、分析をした結果 
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①旭町小学校 

 旭町小学校では、平成 29 年度まで研究を積み重ねてきた算数科を中心とし、問題解決的な学習過程

の中で情報活用能力を育てる授業づくりに取り組んだ。モデルカリキュラムを作成するにあたっては、

情報活用能力の育成状況についてチェックリストによる実態把握を行った。 

旭町小学校は、本研究以前から情報活用能力３観点８要素で分類した指導計画を活用していたが、

それをもとに新学習指導要領から情報活用能力の育成に関連する部分を抜き出し、育成すべき資質・

能力の三つの柱に整理した。また、新たに各学年の単元などを整理し、算数を中心にした「情報活用

能力・学年段階表（モデルカリキュラム）」の作成を目指した（図４）。 

 

②宮前小学校 

 宮前小学校では、平成 29 年度

に職員間で情報活用能力につい

て共通理解を図った（図５）。そ

の際、各教科等のどの教科で、ど

のような力を身に付けさせるべ

きかを教科の観点で整理をし

た。さらに、学年ごとに行ってい

る情報活用能力の資質・能力6の

育成に関連する実践についてま

とめた。 

                                                   
6 情報活用能力は、資質・能力に関わる３つの柱に沿って、次のように整理されている。中央教育審議会答申（平

成 28 年 12 月 21 日 別紙 3-1）には、知識・技能は「制度やマナー、個人が果たす役割や責任等について情報の

科学的な理解に裏打ちされた形で理解し、情報と情報技術を適切に活用するために必要な技能を身に付けている

こと」、思考力・判断力・表現力等は「様々な事象を情報とその結びつきの視点から捉え、複数の情報を結びつけ

て新たな意味を見出す力や、問題の発見･解決等に向けて情報技術を適切かつ効果的に活用する力を身に付けて

いること」、学びに向かう人間性等は「情報や情報技術を適切かつ効果的に活用して情報社会に主体的に参画し、

その発展に寄与しようとする態度等を身に付けていること」と示されている。 

 

図５ 宮前小学校でのモデルカリキュラム作成に向けて（研修資料） 

図４ 旭町小学校作成「情報活用能力・学年段階表」（平成 30 年 11 月９日版の一部） 
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そのまとめを基にして、国語科、社会科、生活科、総合的な学習の時間を情報活用能力育成の重点

教科等とし、その観点から、情報活用能力育成の実践について整理を進めることとした。平成 30 年度

には、それまでの取組を踏まえて、チェックリストを実施・分析し、国語科、社会科、生活科、総合

的な学習の時間を通して、図６のようなモデルカリキュラムを作成を進めた。 

 

③川崎高等学校附属中学校 

 附属中学校では、学校教育目標達成のための育成すべき資質・能力（「問題解決能力」「ＩＣＴ活用

能力」「ダイバーシティ・コミュニケーション能力」）からモデルカリキュラム作成を目指した取組を

行った。附属中学校の取組の特徴としては、チェックリストの結果を参考にしながら、教科横断的な

視点を重視したモデルカ

リキュラム作成を試みた。  

また、附属中学校では、

教科横断的な視点を生か

した単元づくりや授業づ

くりのために、モデルカリ

キュラム表に矢印で線を

引き、教科間の資質・能力

の関連性をわかりやすく

整理する等の工夫を施し

ている。  

教科横断的な視点を可

視化することで、各教科等における単元での学びが他の教科等の単元の関連性を意識した授業実践を

可能とすることをねらいとしたモデルカリキュラムを目指した（図７）。 

④川崎高等学校 

 川崎高等学校では、今後の新学習指導要領を見据えたモデルカリキュラム作成に向けて、本年度は

図６ 宮前小学校作成（平成 30 年 11 月９日版 第 05 版の一部） 

 

図７ 附属中学校作成「学びの地図」（平成 30 年 11 月９日版の一部） 
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ＩＣＴを効果的に活用した授業作りを行うことと

した（図８）。教師が効果的にＩＣＴを活用した授

業の取組を進めることで、どの単元のどの学習場面

において、ＩＣＴ活用がより効果的かを把握し、そ

の成果をモデルカリキュラム作成に生かせるので

はないかと考える。 

将来的には、附属中学校のモデルカリキュラム

と、川崎高等学校のモデルカリキュラムを併せて整

理することで、情報活用能力の育成がより効果的に進むのではないかと考えている。 

 

Ⅲ 研究のまとめ 

１ これまでの研究から見えてきたこと 

（１）モデルカリキュラム作成手順や方法の違い及び、モデルカリキュラム作成に有効な手立てについて 

本研究では、表７に示した通り、各校ごとにモデルカリキュラム作成手順に違いがあることがわか

った。 

必ずしも研究の方向性と

して示した通りに、チェック

リスト実施後に、モデルカリ

キュラムを作成するという

手順とすることや、モデルカ

リキュラムの形式を統一し

た形で作成することは、各学

校の実態に合わない場合が

あることもわかってきた。 

以上のことを踏まえなが

ら、本研究を進めるにあたり、各学校のカリキュラム・マネジメントの手法の違いに応じて、柔軟な

形でモデルカリキュラム作成に取り組んだ。 

その結果、情報活用能力育成に係るモデルカリキュラム作成のための有効な手立てとしては、３つ

の点が明らかになった（表８）。 

 

 

 

 

（２）モデルカリキュラム作成による、情報活用能力の育成の効果について 

 各校の教師が、モデルカリキュラムを作

成することで、各教科等の各単元における

情報活用能力育成が明確となり、より効果

的に行われることがわかった。例えば、附

属中学校（図９）では、モデルカリキュラ

ムを作成したことにより、音楽科における

情報活用能力育成について、国語科で学ん

図８ ＩＣＴを効果的に活用した書道の授業 

学校名 モデルカリキュラム作成の方法 

旭町小学校 

情報活用能力を育成するための単元配列表を

整理した後チェックリストを実施した。その結果

を反映しモデルカリキュラムを作成した。 

宮前小学校 

チェックリストを実施し、国語科、社会科、生

活科、総合的な学習の時間のどの単元で情報活用

能力を育成するのかをあてはめた。 

川崎高等学校附属中学校 

学校教育目標をもとに、育成すべき資質・能力

の３本柱を設定し、モデルカリキュラムを作成し

た。チェックリストも参考にした。 

川崎高等学校 

今後のモデルカリキュラム作成に向けて、まず

各教科等でＩＣＴ活用をどの単元等で有効活用

できるのかを模索した。 

 

表７ 各校のモデルカリキュラム作成方法の違い 

図９ 附属中学校のモデルカリキュラムにおける教科横断的な視点を大

切にした授業例（音楽科） 

表８ 情報活用能力育成に係るモデルカリキュラム作成のための有効な手立て 

・研修等を通して情報活用能力育成への理解を、校内一部の教師だけではなく、全職員に行うこと 

・チェックリストを活用し、学校の実態に応じた育成すべき情報活用能力をより具体的にすること 

・教師がＩＣＴを活用した授業を実践することで、児童生徒がＩＣＴを活用する良さに気づくこと 
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だ既習事項を生かしながら単元を通して迫る等、各学校においてモデルカリキュラム作成を通して、

教科横断的な視点をより意識した授業が見られるようになった。 

 また、宮前小学校の研究振り返りアンケートからは、「情報活用能力が、どの教科でも伸ばせるとい

うことがわかった」「ＩＣＴを使うためにじゃなく、ＩＣＴを活用して学ぶというスタンスが取れた。」

等、モデルカリキュラム作成の効果を見ることができる等、教師の意識の変容も少しずつ見えてきた。 

（３）モデルカリキュラム作成における、効果的な情報・視聴覚センターの学校支援の在り方について 

情報・視聴覚センターとして、モデル校の実践を通して学校支援の在り方を考えていくことは、情

報活用能力育成のモデルカリキュラム作成はもちろん、その他、推進計画等における教育の情報化を

進めることにつながると考える。 

本研究では表８で示したように、モデルカリキュラム作成は、学校と情報・視聴覚センターで進め 

る上での情報活用能力の育成に資するカリキュラム・マネジメントに必要な視点が明らかになった。 

本研究におけるモデル校の様々な検証を通して明らかになった各校での成果と課題をもとに、情報・

視聴覚センターのこれからの学校支援の在り方についても、モデル校の実践を通して、検討を引き続

きしていくことが大切であると感じている。 

今後は、作成したモデルカリキュラムを参考にして、自信をもって児童生徒に情報活用能力の育成

の指導ができるように、さらなる支援を目指していきたい。 

 

２ これからの課題 

（１）小・中・高等学校を通した、モデルカリキュラム作成について 

今回の研究では、各校種のモデル校の実態に応じたモデルカリキュラム作成に取り組んだ。一方で、

それぞれのモデル校で作成したモデルカリキュラムは、校種ごとのつながりを意識して作られたもの

ではなかった。情報活用能力の育成は、特定の教科だけではなく、各教科等の学習活動の中で行って

いくため、特に「情報科」というカリキュラムの位置付けがない小学校段階から全体を意識した指導

が必要になってくる。 

情報活用能力の育成は、本来は校種ごとに分けて考えるのではなく、発達段階に応じて体系的に育

んでいくことが大切である。今後は、本研究を基に川崎市としての小・中・高等学校を通した体系的

なモデルカリキュラムの作成とともに、社会に開かれた教育課程の実現に向けた各学校のカリキュラ

ム・マネジメントに応じた情報活用能力の育成やその位置付けについて考えていく必要がある。 

（２）モデルカリキュラム作成における、各教科等の指導の専門性について 

 情報・視聴覚センターでの指導主事研究における話し合いの中で、各モデル校の共通の課題として、

モデルカリキュラム作成を進める中で各教科等の指導の専門性が問われる場面が多くあったことが挙

げられた。これまでも情報・視聴覚センターだけではなく、総合教育センターとして協力して研究等

を推進してきたが、モデル校でのモデルカリキュラム作成や検証授業の実施において、あらためてそ

れぞれの専門性をもつ各センターの協力の必要性を感じた。 

 

 

最後に、研究を進めるに当たり、ご支援、ご助言をくださいました校長先生をはじめ、学校教職員

の皆様に、心より感謝し厚くお礼申しあげます。 

 

【研究協力校】 

 川崎市立旭町小学校 川崎市立宮前小学校   

川崎市立川崎高等学校附属中学校 川崎市立川崎高等学校 


