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本書は、GIGA スクール構想の推進により、令和２年度中に整備が完了した 1 人 1 台タブレット PC 及び 1 人 1 ア
カウントを活用した教育活動の展開について、相模原市として、どのような考えで、どのような点を留意しながら、何
を目指して行っていくのか、ということについて整理し、まとめたものです。
本書を参考に、子どもたちが主体的にタブレット PC を活用する新時代の教育を実施していただき、相模原市の全
ての子どもが、コンピュータを適切に活用して問題解決を行うことを学び、未来を切り拓く力を身に付けることを願
っております。
令和３年 3 月

相模原市教育委員会教育センター

※GIGA（Global and Innovation Gateway for All）スクール構想とは、児童生徒向けの 1 人 1 台端末と、高速大容量の通
信ネットワークを一体的に整備し、多様な子どもたちを誰一人取り残すことのなく、公正に個別最適化された創造
性を育む教育を、全国の学校現場で持続的に実現させる構想のこと。
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相模原市では、令和２年度に全て
の相模原市立小中学校及び義務教育
学校（以下、小中学校等）に１人１台

朝起きて、職員室と学年の

のタブレット PC と、それらをインタ

Classroom のストリームの連絡事

ーネットに繋ぐ高速ネットワーク回

項をスマホで確認。今日は理科室

線の整備を行い、GIGA スクール構想

を午前中に使うので、学級の

の推進を始めました。

Classroom のカレンダーに入れて

では、そんな GIGA スクールの１

おこう。

日はどんなものなのでしょう。その
イメージを見てみましょう。

朝の会で Google Workspace にロ

Googleform に投稿された欠

グイン。今日の予定を Classroom

席連絡を確認後、朝の会へ。

で確認してみんなに係としての

朝学習のドリルパークの回

注意事項を共有するよ。

答状況を確認すると、社会が

朝学習の時間はドリルパーク。

できていない児童が多いみ

これ、答え方で私に合った
問題が出るのでやりやすいな。

たい。最初の時間に昨日の確
認をきちんとしよう。

社会の学習。みんながよくわかっていなかった、農家の
問題を最初に確認。今日はプログラミング教材を使って、
農家の問題を解決する自動機械の開発を考えさせるぞ。
農家の問題を解決する自動機械をインターネットで調べ
ながら、みんなと Jamboard で開発する機械を相談。授業
の最後の振り返りは、Classroom で先生から出されたド

キュメントのワークシートに書き込んで提出だ。
理科室で実験らしい。確かふりこの実験と言ってた気が
するので、Chromebook を持って行こう。実験の映像を撮
ったら、役立つかもしれない。
授業で Chromebook を使うことは想定していなかった
が、自主的に持ってきた児童に実験の様子を録画しても
らった。Classroom の共有ドライブに上げてもらって、
次回の授業で考察する時にみんなで使ってもらおう。
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給食、早く食べ終わったから、友

給食時間に Chromebook を

達と係仕事でつくるプリントを

使って係仕事をしている児

ドキュメントの共同編集でつく

童たちがいた。すごい。昼休

ろう。昼休みは YouTube でソー

みは外に遊びに行く子たち

ラン節の映像を探してみんなで

と約束していたので、外に一

練習しようかな。

緒に遊びに行こう。

総合的な学習の時間で、地元の商店街会長さんのオンラ

イン講話を聞いた。商店街の人たちにみんなに聞いてみ
たいことが出てきた。Google form で質問をつくって、QR
コードを利用して答えてもらうことはできないかな？
児童が商店街の人たちに Google form でアンケートをし
たいと会長さんに提案した。了解してもらえたので、今
日は、子どもたちから提案のあったアンケートと商店街
の人に配るプリントを作らせよう。

Chromebook で資料を共同編集しながら学年

会を実施。資料は共有してあるので、管理職や
今日は算数のドリル学習が
宿題で出たぞ。自分の苦手
を克服する課題を自動で出
してくれるので便利だな。

出 張の先生 も確認 できる 。終了後 は児童 が
Google Workspace で提出した課題を評価しコ
メントを返す。理科の実験映像がよく撮れてい
るので、これを使って考察する明日の授業のワ
ークシートをドキュメントで作成しよう。

いかがでしょうか。GIGA スクールの推進により、学校の１日は劇的に変わります。
授業や児童生徒の学習方法、９年間で積むことのできる経験、先生の仕事や学校と家庭とのやりと
りが効率化されるなど、様々なことが新しくなるのです。
さらに、このイメージは想像をここに示したのではなく、小中学校等ですでに実践され始めたもの
ばかりです。では、全ての学校、全ての児童生徒の変革を促していくためには、どのようなことに取
り組んで行ったら良いのでしょう。
このハンドブックでは、相模原市で目指す GIGA スクール構想を推進するための、要点をまとめた
ハンドブックです。ぜひ、このハンドブックを参考に、学校、家庭、地域が連携して、相模原 GIGA
スクールの実現を目指していきましょう！
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「問題を解決する力」は、今後の教育におけるキーワードで
す。言われたことができる、書いてあることがやれる、ではな
く、何をどのようにするのか、を自分で考え、思考錯誤しなが
ら解決していく力を、子どもたちに学校教育で育てることは、
コロナ禍、技術の急速な進展、変わる社会情勢によって将来の
見通せない現状の中、急務となっています。
この「何をどのようにするのかを自分で考える力」は、一斉
指導、詰込み型の一方通行の教育だけで教えることはできませ
ん。「何をどのようにするのかを自分で考える」経験を、授業
の中で積んでいく必要があります。わたしたちも、日々の生活
で、問題解決を繰り返しながら、この力を身に付けてきたはず
です。
この日々の問題解決を、わたしたちは、家庭や仕事場などあ
らゆる場所で、コンピュータやインターネットを日常的に活用
して行っています。暇をつぶしたいとき、今日の献立に困った
時、初めての場所に行くとき、仕事で書類をつくるとき、音楽
を聴いて気分を変えたいときなど、手元の情報端末をツールと
して使って、物事の大小を問わず、時には失敗しながら、問題
解決の経験を積み重ねています。しかし、日々学校で授業の問
題を解決している子どもたちの手元に情報端末はなく、日常と
は乖離した問題解決の経験を積み重ねています。これは世界的
に見ても大変遅れており、日本は教育の情報化後進国なのです。
そこで令和元年 12 月、国は新しい社会に生きる子どもたち
にとって、タブレット PC は鉛筆やノートと並ぶ必要不可欠な
道具であるとし、学校における１人１台のタブレット PC の整
備を行う「GIGA スクール構想」を決定しました。コンピュー
タを学習に使うことで、今まで以上に、個別に応じた教育、学
びの共有、そして日常に近い問題解決の経験を、学校で深める
NEWSWEEK 日本版
世界で唯一、日本の子どものパソコン使用率が低下
している
2020 年 1 月 8 日
舞田敏彦（教育社会学者）が、OECD「PISA2018」
より作成
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/
01/post-92085.php
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ことできます。
GIGA スクール構想とは、全ての子どもが、コンピュータを
適切に活用して問題解決を行うことを学び、未来を切り拓く力
を育てることを目的としているのです。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う令和 2 年の臨時休業中、児童生徒は、家庭で学習することにな
りました。家庭にいる児童生徒は、全国的な傾向として「あまり主体的に学習に向かう姿が見られなか
った」との指摘があります。臨時休業という想定外の状況ではありましたが、これは、児童生徒が「何
を」
「どのような方法で」
「どの程度」学習するかといったことに受け身で、主体的に取り組む力が学校
教育の中で育っていなかったことに起因すると考えられます。そして、この傾向は相模原市でも同様で
した。
このような主体的に問題を解決していく資質・能力は、毎日の授業の中で、主体的に取り組む「機会
を増やすこと」
「状況を整えること」
「様々な解決方法を提示すること」などを意図し、実践を繰り返し
ながら、９年間の義務教育の中で育てることが必要です。
そこで相模原市では、ＧＩＧＡスクール構想で目指す教育について次のように設定しました。

相模原市の児童生徒には、例えば、もっと勉強ができるようになりたい、自分が活躍する場面がほし
いという願いを持っていたり、情報活用能力が高いのに学習場面で発揮できずにゲームやチャットの時
間が多いといったりした課題があります。これらを解決し、主体的に問題を解決する資質・能力を育て
る場面は、基本的に日々の授業です。そこで、相模原市では小中学校等の日々の授業で 1 人 1 台のタブ
レット PC の環境を活用し、
「授業の効率化」
「学習の個別最適化」
「問題解決の選択肢の増加」を実現す
ることで、主体的・対話的で深い学びを推進し、
「共に認め合い、現在と未来を創る人」を育成する教育
を目指します。
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1 人 1 台タブレット PC の環境になると、こんなことができるようになります。

授業でこんなことができます
●授業を効率化できます
いままでの、ちょっとした、でも積もれば大きかった時間のロスを減らします。生み出された時間で、
授業をさらに進めたり、問題解決の時間を長くとって充実させたりすることができます。
配付・回収に係る時間の削減

発表の準備時間の削減

白

●

賛

・

導入・まとめの準備時間の削減

プリント課題などを

学級の全員の意見や考えを

ノートや作品を瞬時に

瞬時に一斉配信・回収

リアルタイムに表示

画像キャプチャ

●個に応じた学びが展開できます
段階別や習熟度別、認知の特性や考え方の種類など、個に応じた学びを推進できます。個に応じるこ
とで、子どもを学習から取り残さず、集中しやすい授業づくりを行えます。
個の特性に応じた教材提示

授業中でも、最適な教材を選択し提示

ＡＩ

校内研究

好事例

プリント
研究会

ルビ・スロー再生など、

習熟度に合わせた課題を

クラウドサーバ内に

個に合わせて設定

自動提示

共有化された教材活用

●問題解決の選択肢が増え、学びが充実します
コンピュータやネットワークが認知や思考の補助を行います。問題を主体的・対話的に解決すること
を習慣化できます。
今まで自分だけでは
解決できなかった課題の解消

映像視聴などで理解が深まる

問題解決に

インターネット・

過去の自分（学習履歴）や地

コンピュータを活用

マルチメディアを活用

域・異学年のデータ活用

※授業づくりの詳細は、第４章を参照してください。
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俯瞰した理解、学びの連続

その他にこんなことができます
●家庭の学習でこんなことができる可能性があります
学校と生活とのシームレスな接続により、学びの質の向上や準備の時間短縮、全ての児童生徒の家庭
の学習の保障が期待されます。

●校務などを効率化できます
学校を中心とした様々な活動が効率化、さらに推進できるようになります。
②教職員間による情報共有（朝の打ち合
わせなどの簡略化）、学校外からのファ
イル共有による資料の確認、校務分掌や
相小中研、各部活動専門部ごとの
Classroom 運用による仕事の効率化など

①保護者、地域の方々へのアンケー

③委員会活動や、部活動ごとの

トの実施、出欠席連絡のデジタル

Classroom 運用による、情報共有、休日

化、デジタルによる資料提供、オン

の出欠確認、学校の学習の様子や異学年

ライン保護者会等、新たな生活様式

間、異学校間の情報の共有や学びの共有

に対応した学校行事の実施など

（遠隔授業など）

このような、学校を変える様々な可能性が期待されるのは、１人１台になったからだけではなく、ク
ラウドバイディフォルトを基本としたシステム環境を構築しているためです。
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この GIGA スクール構想では、１人１台のタブレット PC の環境における教育活動において、学習履
歴等の保管ややりとりを「クラウド」と呼ばれる場所で行うことを基本としています。この考え方をク
ラウドバイディフォルトといいます。相模原市では、教育活動に公共クラウドサービスを活用するため、
「Google Workspace for Education」のアカウントを取得し、小中学校等に配付しました。
クラウドサービスを学習に活用すると、例えば、学びのためのデータが変わります。これまでは、文
字や図表だけで紙に記録されている子どもたちの学びの記録が、画像や音声、映像も残せたり、その記
録をいつでも検索したりできるようになります。さらに、課題の提出をクラウドを通じて行ったり、遠
隔においても先生とやりとりをすることができるようになったり、端末があればどこからでも、学習履
歴を取り出し、確認、編集することができます。

使用するサービスの概要 Google 社 Google Workspace for Education
Google の提供している､ICT を活用して学習の効率化を図る教育用のサービスで、今回の１人１台
端末環境の整備において、国が認めた公共クラウドサービスです。大きな特徴は、手元のコンピュー
タにはソフトやファイルを保存せず、インターネット上（クラウド）にあるソフトを使い、ファイル
を保存したり、共有したりする仕組みになっていることです。そのため、インターネットにつながる
タブレット PC さえあれば、学校だけでなく、家や外出先からもそれらのデータを閲覧・利用するこ
とができるので、今後臨時休校等があった場合、家庭で学習に参加する際に利用することができます。
神奈川県内ではすでに県立高等学校全校での利用も始まっています。
なお、保管される情報を Google 社が利用することは一切ありません。
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このクラウドバイディフォルトの考え方で、GIGA スクールを推進していくため、学校内の教室環境
は次のようなイメージになっています。

教室環境のイメージ

また、クラウドでの情報処理を基本としていることから、児童生徒及び教職員共に、各家庭等のタブ
レット PC からもこの情報にアクセスして学習に関わる様々な取組を行うことができます。P.8 で紹介
した家庭と学校の学習のシームレス化や、校務の効率化が可能なのはこのためです。
一方、このようなシステムを利用していく以上、学校の全ての児童生徒及び、教職員は自分のアカウ
ントを責任を持って管理していく必要があります。そのため次のような、自分のアカウントを管理する
知識・技能を児童生徒に身に付けさせ、その重要性を意識させる必要があります。

●自分のユーザーＩＤを知っている
●自分のパスワードを知っている
●それらをログイン画面で入力できる
●パスワードは推測しにくいものにし、人には絶対教えない
この知識・技能は、今後の社会に出た際にも必要不可欠なものとなります。GIGA スクールでは、こ
の事を踏まえた上での情報モラル・セキュリティ教育を行っていく必要があります。
GIGA スクールにおける新たな情報モラル・セキュリティ教育については、P.85 を参照してください。
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ステップ 1
令和 2 年度

ステップ２
令和３年度

アプリの基本操作
（Classroom・ミライシード)

ログイン指導

資料の配付・回収

資料にコメ ント

大型提示装置に、タブレッ
ト PC の画面を表示
(非常時)タブレット PC の家庭への持ち帰り

大型 提示
画面 を共

(平時時）

家

オンラインドリルの活用
（活用）特別支援、

機器・整備

さらなる大容 量の

基本ソフトウェア活用

パブリッククラウド・

A

さがみはら GIGA スクールハンドブック
情報活用ハンドブック・情報モラルハンドブック・
相模原プログラミングプラン

教員・児童生徒の
ステップ
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ロ
グ
イ
ン
で
き
る

自
分
の
ア
カ
ウ
ン
ト
に

教員が児童生徒にオンライ
ンで資料や課題を出す

児童生徒がオンライン
の回答を提出する

で

ここまでの、ＧＩＧＡスクール構想の基本的な考え方や、相模原市の児童生徒や学校の現状、環境整
備などを踏まえ、本市では次のイメージのようにＧＩＧＡスクール構想の推進を行っていきます。

ステップ３
令和４年度

令和６年度
改訂教科書使用開始
デジタル教科書

アプリの複合的活用

学校外での活用

タブレット PC

メ ントをつけて返信

自作資料の活用

大型 提示装置に、タブレット PC の
画面 を共有して、比較・検討

）

ステップ４
令和５年度

大型提示装置とタブレット PC
を同時活用し、遠隔での活用

家庭でのアカウント利用・タブレット PC 家庭への持ち帰り

用

援、

不登校児童・生徒、外国につながりのある児童・生徒等

容 量の通信環境整備に向けた検討（SINET 接続)

ド・

ク

イン

AI の活用

学習ログ(校務系データ）の活用に向けた検討

情報活用ハンドブッ
クの改訂・活用

情報活用ハンドブックの検
証・次期改訂に向けた検討

教員が児童生徒から受け取っ
た回答にコメントをかえす

教員と児童生徒が課題のやりとりをリアル
タイムで行う

で課題へ

毎日活用する場面がある

自ら情報モラルや健康面等に配慮し

全教科で活用する場面がある

活用する場面を決定し生活する
12

Global and Innovation Gateway for All

GIGA スクールの推進を小中学校等で始めるために、次の準備を行います。後に、その詳細について
説明していきます。
①

１人１台のタブレット PC の準備

②

児童生徒及び教職員アカウントの準備

③

Classroom の作成

④

アカウントへのログインと Classroom への参加

⑤

授業の運用

相模原市では全小中学校等に、児童生徒及び教職員 1 人
1 台の学習用タブレット PC「Chromebook」を整備してい
ます。また、各普通教室に、Chromebook を保管する保管庫
を設置しています。
Chromebook の管理は、基本的に各校に行っていただき
ます。管理の方法としては次の方法が考えられます。
●教室に保管している Chromebook を 1 年間貸し出す（学年が変わったら、使う端末も変わる）
●1 人に 1 台の端末を貸し出す（学年が変わっても、同じ端末を持ちあがる）
どちらを採用するかは、学校の規模や児童生徒指導のねらいを考慮して決定してください。
なお、保守や故障、持ち帰りなどの場合は、教育委員会やご家庭が関わる範囲も出てきますが、詳細に
ついては P.97 に記載してありますので、ご確認ください。

相模原市では、令和 3 年 4 月 1 日現在、Google Workspace とシングルサインオンシステム Open
Platform for Education（以下、OPE）のアカウントを、全小中学校等の児童生徒及び教職員に付与して
います。このアカウント及び相模原市全体に係る設定は、教育委員会が基本的に管理しています。
（ユー
ザー名は教育委員会が定めた一定のルールに従って決めています）各校は、このアカウント情報を校務
支援システムで管理し、義務教育終了まで年度をまたいで引き継げるようにしてください。
このアカウントの情報は、年度当初の新入生に周知してください。校務支援システムの名簿機能を使
うことで、周知のためのカードを簡単に作成することができます。
なお、このアカウントは、児童生徒の学習に利用する目的で発行したものです。そのため、このアカ
ウントは原則、当該児童生徒のみ使用し、学校と保護者とのやり取りや保護者同士のやり取りに使用し
ないでください。
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シングルサインオンシステムとは
■通常の Google Workspace の認証

一度の認証によって、複数のソフトウェ
アなどが利用可能になるシステムのこと
です。このことによって、教職員や児童生
徒は、ソフトウェアごとにユーザ ID とパ
スワードを入力する必要がなくなります。
左図は、そのイメージです。
通常の Chromebook、
もしくは自宅のコン
ピュータなどでは、認証のためには Google
Workspace のユーザ ID 及びパスワードを
入力する必要がありました。しかし、ミラ
■OPE による相模原市の Chromebook の認証

イシードなどの授業支援ソフトを利用す
る際には、さらに別の認証の作業が必要と
なっていました。しかし、シングルサイン
オンシステム「OPE」の運用を開始するこ
とで、Chromebook を開く際に用いる ID、
パスワードのみで、連携されている他のソ
フトウェアへの認証が必要なくなります。
また、長い英字の入力が困難な小学校低学
年相当の児童に、簡易なユーザーID とパス
ワードを設定できるため、Chromebook の

図 OPE による Chromebook の認証のイメージ

利用がしやすくなります。

ここでは、GIGA スクールの準備の範囲での Classroom の機能や操作方法に触れています。さらに
詳細な操作方法や機能を知りたい場合には、インターネット検索の結果や相模原市教育センターが各
校に配付した「できる Google for Education」などを参照してください。
相模 太郎
児童生徒
2016 年度入学
相模小学校
5 年生
1組

教
育
委
員
会
管
理
学
校
管
理

教育委員会で管理している児童生徒及び教職員のアカウントの情報は次の属性
のみとなります。
●その者が教職員と児童生徒のどちらの属性か
●その児童生徒は何年度入学の学齢か
●その者はどの学校に属しているか
そのため、各校でアカウントを教育活動に利用する際の属性（学籍、学級、部活
動など）は、各校で管理をしていただきます。教育委員会としては、この管理のた
めに Google Workspace のアプリケーションである「Classroom」を利用すること
を推奨します。
「Classroom」は学級や授業における、児童生徒の学習や課題の出
題、提出、スケジュールなどを管理することが出来ます。次ページの図は、運用時
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のイメージになります。
P.16 を参照し Classroom
を作成してください。
なお、Classroom の名前
などについては、学校名や
学年など、検索しやすく、
検索した時に自分たちの
ものだと判別がしやすい、
ということを考えて命名
することが推奨されます。
また、セクション、科目、
教室、といった属性も利用
すると、個人としても、学
校としても判別や選別が
しやすくなります。例えば、セクションには年度を入力しておくと、翌年以降にアクセスが容易になり
ます。さらに、学級単位でつくった方が良いのか、教科単位でつくった方が良いのかについては、教科
担任制かどうか、学校規模がどうであるか、などにも左右されます。校内で相談し、各校の実情に合っ
た運用を行ってください。併せて「Classroom の教員」に管理職の先生を招待するよう推奨します。
※小学校低学年については Classroom ではなく、ベネッセのミライシードを利用した学級管理のみで
も構わないと考えています。これについては各校でご判断ください。

タブレット PC とアカウント、Classroom（もしくはミライシード）の準備が終わったら、授業や学
級活動で、児童生徒に Chromebook でアカウントへのログインをさせましょう。さらに、作成した
Classroom にも参加させ、ストリームに書き込みをしたり、簡単な課題を出してみてもよいでしょう。

児童生徒の Classroom への参加方法
作成した Classroom に児童生徒を参加させる方法は２つあります。
①クラスコードを児童生徒に入力してもらう方法
児童生徒に自分の Chromebook で Classroom を開かせ、参加させるクラスのコードを直接入力さ
せる方法です。小学校中学年以上はこちらの方法で参加させた方が、教員の準備も楽になると思わ
れます。※P.16 を参照してください。
②メンバーの画面から該当児童生徒の Google Workspace アドレスを入力し相手を招待する方法
この方法では、例えば、クラスの児童生徒の ID を一括でまとめてある Excel のシートを範囲選択
でコピーし、貼り付ける方法などで簡易に招待を行えます。
また、最初のアカウントへのログインの体験後、皆でタブレット PC の使い方のルールを確認する
とよいでしょう。学校でのタブレット PC のルールについては、P.86～P.88 を参照し作成してくださ
い。
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Classroom のクラスの作成方法
１

Classroom を起動します

２

クラスの作成をクリックします

３

クラスの詳細を記入します

クラス名

教科担当制は、教科名
学級担任制は、学年学級

セクション

教科担当制は、学年学級
学級担任制は、記入の必要なし

作成できました

クラスに児童生徒を追加する方法（①クラスコードを使った方法）
児童生徒の準備

先生の準備
ストリーム画面のク

１

ラスコードを表示し

Classroom を

ます

起動します

２

３

クラスに参加をクリックします

クラスコードを入力します
表示されたクラス
コードを打ち込む
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児童生徒がタブレット PC を使うのはいつなのか？
結論から言いますと、学校内で児童生徒がいつタブレット PC を使うのか、ということは児童生徒
が決める、というのが目指す理想の姿です。
下図は、相模原市の考えている、児童生徒のＩＣＴ活用のステップです。現状は、「いつコンピュ
ータ端末を使うのか」は教員が決めています。
しかし、コンピュータがノートやペンと同じ
扱いになることを目指すのであれば、いつ使
うのかを決める主体は児童生徒であるはずで
す。そこに至るまでには、様々なことが起こる
ことが想定されますが、その起きた時こそが
教育のチャンスです。ぜひ自由なタイミング
でコンピュータを「有用」に使える児童生徒の
育成を目指して、皆で頑張っていきましょう。

全員が、ログインや Classroom への参加を終えたら、実際の授業で運用してみましょう。いきなり、
なんでもコンピュータでやらなくとも結構です。次のレベル表を参考にしてステップを踏み、クラウド
サービスを利用した授業を展開してみましょう。
レベル

できるようになること

☆☆☆☆★

児童生徒が自分のアカウントにログインできる

☆☆☆★★

教員が児童生徒にオンラインで資料や課題を出す

☆☆★★★

児童生徒がオンラインで課題への回答を提出する

☆★★★★

教員が児童生徒から受け取った回答にコメントをかえす

★★★★★

教員と児童生徒が課題のやりとりをリアルタイムでおこなう

例えば、Classroom のストリームに教員から生徒、生徒から生徒へなどの学級の連絡事項を掲載した
り、授業中の簡単な意見集約や交換をしたりすることから始めてもよいでしょう。
慣れてきたら、その日の授業の成果物の提出を Classroom を使って行ってみてください。これは、キ
ーボードでの文字入力を必ずしも強制するものではありません。最初のうちは、その日に書いたノート
やワークシートを、Chromebook のカメラ機能で撮影し、その画像を先生に提出する、ということから
始めてはいかがでしょうか。
しかし慣れてきたら、ぜひキーボード入力での普段使いにステップアップしてください。国では重要
な情報活用能力としてキーボード入力スキルを定めています。ある話では、人が 1 分間に紙に書ける文
字の量は 40 文字程度ということですが、キーボードだと、小学 5 年生であっても早い児童は 1 分間に
は 100 文字以上の入力が行えます。つまり、同じ時間の中でより多くの文字を編集したり推敲したりで
きることになり、学習の効率化や加速化が期待されます。さらに、教員が今まで行ってきた仕事を減ら
すことにもつながります。ある中学校の教科では、ワークシートはドキュメントで作成したものを
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Classroom で配付する
だけにしたそうです。
すると、ワークシート
の印刷、配布、回収、
回収後の並べ替え、催
促などが圧倒的に短縮、
効率化されたそうです。
また定期テスト勉強の
際には、希望者にプリ
ンターでの印刷を許可
したのですが、印刷を
希望したのは、約５％
ほどの生徒のみだった
そうです。
さらに、授業管理をクラウドバイディフォルトで行うことに慣れてくると、児童生徒への学習評価
も、時間を短縮するとともにスムーズに行うことができるようになります。Classroom では授業の課題
について、期限やルーブリックなどを決めて児童生徒に配付することができます。そして、提出され
た課題に対し、設定したルーブリックを基に採点して返却したり、再提出をさせることなども可能で
す。また、児童生徒が Classroom の活用に慣れてくると、自主的に Classroom を活用した学級の自治
活動を始めることも、本市の小中学校等の様子から分かっています。
ぜひ、できる範囲から、コツコツと 1 人 1 台端末の運用を開始してください。
GIGA スクール最初の３か月チェック表
時期の目安

取組内容
□ １人１台の Chromebook の準備
□ 児童生徒及び教職員アカウントの準備
□ Classroom の作成

□

キーボード
の練習を日常
的に行う

□ アカウントへのログインと Classroom への参加
1 か月目

□ 参加した Classroom のストリームに書き込みをしてみる
□ クラスの ICT 活用ルールを皆で確認する
□ 教員が児童生徒に Classroom で資料や課題を出す
□ （不適切な使い方や書き込みをする児童生徒が出てきたら）
皆でルールを再確認し、よりよく使うために修正を話し合う
□ オンラインドリルに取り組ませてみる
□ 児童生徒が Chromebook のカメラ機能で撮影した回答を提出する

2 か月目

□ 教員が児童生徒から受け取った回答にコメントをかえす
□ 児童生徒がコンピュータで編集した回答を提出する
□ 児童生徒の自発的なコンピュータの利用を推奨する

3 か月目

□ 教員と児童生徒が課題のやりとりをリアルタイムでおこなう
□ いろいろなアプリケーションを使った授業を計画してみる
□ 児童生徒が Classroom を活用しながら自治活動を始める
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相模原市立小中学校等では、すでに次のような授業の風景を見ることができます。
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相模原市立青和学園

相模原市立宮上小学校

相模原市立上溝中学校

相模原市立当麻田小学校

相模原市立鹿島台小学校

相模原市立田名中学校

相模原市立作の口小学校

相模原市立鳥屋小学校

相模原市立緑が丘中学校

相模原市立小山小学校

相模原市立中野中学校

相模原市立谷口台小学校

具体的には、Google のアプリケーションなどを使って、次のような活用が行われています。
●Meet でかくれんぼゲームをした。全員で Classroom に参加した後、Chromebook を持って、校内の
どこかに隠れる。先生が教室で全員の画面を見ながら「○○さんはどこにいると思う」と質問をす
るなどゲームを行った。
●教室で授業間などのすきま時間に、キーボー島などのタイピング練習をコツコツ行った。
●プログラミングの授業を行う際、見本プログラムを共有ドライブで共有し、児童全員が使えるよう
にした。
●総合的な学習の時間で店舗見学をする前に、スプレッドシートに店舗への質問や予想される回答な
どを共同編集で書き込んだ。そして自分とクラスメートが入力した内容を見比べ、実際に質問する
内容を決定してワークシートに書きこんだ。
●市内の学校と合同の行事について、児童同士で相談するため、Meet を使い、オンライン交流会を
行った。
●生徒会役員選挙の投票を、Classroom で配付したフォームで行った。
●給食を食べ終わった児童が、終了までの待ち時間、離れた席に座っている同じ係の児童と、係で作
成する資料をドキュメントで共同編集し、作成した。
●授業の最初に、Classroom で配付された小テストを行った。個人の結果だけでなく、学級全体の理
解度や傾向がその場でわかるので、本日の内容に入る前に、学級全体として抑えられていない部分
を復習することから始めた。
●児童は理科室での実験に自発的に Chromebook を持参した。実験の様子を録画し、化学変化の様子
を何度も見返しながら、考察、レポートの作成を行った。また、その映像を Google Workspace を活
用し皆で共有した。
●授業の課題として、ドキュメントでつくったワークシートを Classroom で配付し、最後の振り返り
も含めて、毎回提出してもらった。提出物は、ルーブリックに従って評価し、コメントをつけて返
した。
●総合的な学習の時間の中で、子どもたちが自分たちで設定した探究的な課題について、アンケート
などで調査し分析をしたいと考えた。フォームでそのアンケートを作成し、クラスメートや地域の
大人にその URL を配付した。
●授業で、グループごとに考え整理した意見について、Chromebook でそのプレゼンを撮影し、その
映像ファイルと JamBoard の資料を Classroom の共有ドライブに入れた。そして、各々の生徒が全
グループのプレゼン映像と JamBoard の資料を閲覧し、感じた意見をその JamBoard に書き込んだ。
●児童たちは、休み時間を使い、運動会で演舞するダンスについて YouTube で検索し、それを見なが
ら、練習を行った。
●学級全体で、外部への質問を２つ３つ考える際に、まず３人グループで相談して考えた質問を学級
の Classroom のストリームに書き込む。すると、各班の考えた質問が全体に瞬時に共有されるので、
その中から、さらに２～３に絞り込むことを、学級委員が司会になり行った。
●学級委員の取組として、黒板に朝自習の時間の課題を書いてある。その課題は、Chromebook を使
って調べ学習をしたりして解決する課題になっており、生徒は毎回自主的に取り組んだ。
このように、ICT を有効に使って、児童生徒に資質・能力を育むためには、どのよう
に授業づくりをしていったらよいのでしょう。この章では、ICT を活用した授業づくり
について、詳細に確認をしていきます。
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学習課題 今後の社会では
どのような自動車をつくって
いったらよいか考えてみよう

導入

みんな「自動車の問題」と聞いて思いつく
ことを、チャットに書きこんでみよう。

展開Ⅰ’
授業の最初などに個別
のドリル学習を行うこ
とも想定されます

燃費

手を挙げていた
子 の 発 言だ け を
取 り 上 げて い た
が、全員の思いを
共有できる

安全性かな
環境問題？

全員の回答結果
や傾向を蓄積

値段、って家族が言ってた
なるほど、いろんな問題があるって感じたんだね。

展開Ⅰ

そのような問題を解決するためには、自動車にはどん
な機能があったらよいか、個人で考えてみよう！

デジタルワーク
シートの配付

展開Ⅱ

情報を共有し、整理、
概念化など、情報活
用能力の育成
思考の様子を可視化

意見を同時に書き込み・閲覧
全ての意見がリアルタイムで表示

頻出キーワードや意見の傾向を
AI が教員に提示

ガソリンにみんな注目してい
るみたいだけど、小数意見に
もいいキーワードが
あるぞ。
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ガソリン、という
キーワードが多
かったけど、みん
な、環境負荷に注
目した機能を考
えているね。で
も、それだけでい
いのかな？グル
ープで相談をし
てみよう。
教員からの一歩通行ではな
い、双方向性の授業の展開

グループで相談
ある生徒は教科書を
示し、ある生徒はノ
ートを見返し、ある
生徒はネットで情報
を調べる

コンピュータを使う場面を児童生徒が自由に選択

把
握
・
分
析
に

体
や
個
々
の
学
習
状
況

採
点
時
間
を
削
減
、
全

GIGA スクール構想の推進により、ICT
環境が充実することで、個別の最適化と
協働の学びがより一層充実し、新しい時
代の主体的・対話的で深い学びが実現す
ることが期待されます。この図は、その授
業展開のイメージを示しています。

放課後
今日の学習範囲
のドリルの宿題
を出そう。

回答状況で AI が
次の問題を出題

学習状況
の把握

振り返り（まとめ）
手元のワークシートを画
像で写し、共有ソフトな
どで先生に提出

意見を共有
大型テレビや各個人の端末で
それぞれの意見を一斉表示

経済を
考えて

高齢者に
優しく

安全性が
大事

やはり環境

まとめ

多面的な考え方が
できるようになっ
たね
提出物管理が簡略化、学習成果の利活用
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学習の基盤となる資質・能力
理科の授業
授業を行う上では、児童生徒にまず「学習の基盤となる資質・

沸騰した水から泡を集めて、

能力」を育成することが必要です。

それを冷やす実験をする。

学習指導要領の総則には「各学校においては，児童(生徒)の
情報活用能力発揮
実験結果をグラフにし
て分析するなど

言語能力発揮
学習の基盤と
なる資質・能力
の備わった子 実験の不思議に気付く
検証方法を計画する

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
理
科
の
学
力
の
向
上

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
示されています。
この 3 つの資質・能力がなぜ大事かというと、児童生徒の全
ての学習活動における学力の伸びに関わりがあるからです。例
えば、理科の授業を受ける中で、この３つの資質・能力がある

実験結果をまと
めたり、整理し
たりできない。
先生や友人に教
えてもらっても
それを理解でき
ない、など

かどうかで、学習の効率、学力の定着、今後の学習への意欲な
どに大きな差が生まれてきます。
しかし、この 3 つの資質・能力は特定の教科のみで育てるも
のではありません。ですから、教科横断的な視点から、各学校
で計画的に育てる必要があります。このうち、情報活用能力は、
コンピュータを操作したり、プログラミングしたりする学習活
動を通して育成されます。詳細は第５章をご覧ください。

問題を解決するとは
理想
(例)みんなで育てた花
だんの花をきれいな状
態にしたい

そもそも「問題」を「解決する」とは、どのようなことを指
すのでしょう。一般的には、
「問題」とは、理想と現状の差（ギ
解決策の発案

夏休みに順番で学校に
行き水をあげる

問題

ャップ）を指し、その差を解決して理想の状態に近づくことを
「問題を解決する」とされています。
ですから、問題解決の力とは、理想を設定すること、現状を

先生に水をあげてくれ
るようお願いする

把握すること、その差を分析して解決すべき問題や課題を設定

プログラミング教材で
自動水やり機をつくる

次につなげること、など、いろいろな要素を含みます。

※唯一絶対の正解はない

すること、解決策を考え実行すること、その評価反省を行い、
このような力を育てるためには、児童生徒が取り組む問題や
課題、解決方法が最初から先生に決められている授業だけでな

現状
(例)夏の間、学校がな
いので、水をあげられ
ない
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く、児童生徒が主体性を持って、発達の段階に応じた問題発見・
解決に取り組む「主体的・対話的で深い学び」のある授業を繰
り返していく必要があります。

資質・能力の三つの柱
各学校では、主体的・対話的で深い学びを実現する
授業による教育活動を展開することで、児童生徒に基
知識・技能
各教科等につい
て知っている
（記憶、関係の
理解）こと、でき
る（操作や処理）
こと。

思考力、判断力、
表現力等
各教科等特有
の、目的のため
に考えて（選択、
対応、決定）
、表
現でする（話す、
かく）力

学びに向かう
力、人間性等
各教科等におけ
るものごとにか
かわろうとする
粘り強さや、正
しい方向に向か
っているかを自
己調整する力な
ど

礎的・基本的な「知識及び技能」を確実に習得させ、
それを活用して課題を解決するために必要な「思考力、
判断力、表現力等」を育むとともに、「学びに向かう
力、人間性等」を涵養します。
これらは資質・能力の三つの柱と呼ばれています。
この、三つの柱の育成にあたっては、それぞれの特性
に応じた教育活動の工夫をする必要があります。

授業づくりをしましょう
授業とはこのようなことを踏まえ計
画します。授業を計画する、ということ
も問題解決の一つですから、理想の資
質・能力を身に付けた児童生徒の姿と、
その力に対する現状、そしてその差を埋
め成長させるための学習課題や学習活
動を計画するわけです。
このとき、ICT を活用すると、次から
紹介するような、学習活動の次世代化が
図れるようになります。

教育における ICT の強み、特性
各教科等の指導における ICT 活用の特性・強みは、次のように整理されています。
ICT の強み

その強みによりできること

①多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ、表現す 文書の編集、表・グラフの作成、プレゼンテーショ
ることなどができ、カスタマイズが容易であること

ン、調べ学習、試行の繰り返し、情報共有

②時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・ 思考の可視化、学習過程の記録、ドリル学
送受信でき、時間的・空間的制約を超えること

習

③距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやりとり

瞬時の共有、遠隔授業、メール送受信等

ができるという、双方向性を有すること
このような ICT の特性・強みを、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善につなげることが
期待されます。特に、③の共有は、かつて CAI 教育が登場した当時と違う、現在の ICT 活用の最大の
特徴です。
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ICT でできること
コンピュータは、基本的に「高速に計算ができる」
「大量の情報を保存できる」
「検索ができる」
「機器
を制御できる」機能を持っており、それらがネットワークにつながることで、様々なことに役立ってい
ます。学習では、文字・音声・画像・映像等の各種メディアやデータを次のように扱う学習活動で高い
効果を発揮します。

収集する活動
児童生徒が、文字・音声・画像・映像等の学習するために必要な情報を取
得する活動です。従来よりも多くの情報を、広い範囲から収集できます。
(例)インターネットで検索する、Chromebook のカメラ機能で画像や映像を撮る、
Google Workspace の各種アプリで作成した資料を共有してもらう、オクリンクのカ
ードを送ってもらう、フォームでアンケートを作成して回答してもらう、など
・

繰り返し見（聞き）返す活動
児童生徒が、文字・音声・画像・映像等の学習するために必要な情報を
繰り返し見（聞き）返すことが可能です。特に、特定の状況、特定の場所
でないと見られないものを記録して、何度も再生できることが強みです。
(例)ドライブに保存した文字・音声・画像・映像を繰り返し再生する、オクリンクの
カード情報を繰り返し再生する、など
・

編集する活動
児童生徒が、文字・音声・画像・映像等の情報を編集する活動です。
紙に書く行為に比べ、複製ややり直しが簡単な他、キーボード技能が身
に付くと短時間で多くの情報の編集、推敲などが可能になります。
(例)ドキュメント、スプレッドシート、スライド、ジャムボード、オクリンクのカー
ド、プログラミング用アプリ（Scratch や Viscuit、LEGO など）
、など
・

提示する活動
児童生徒が、文字・音声・画像・映像等の情報を提示する活動です。
コンピュータネットワークを活用することで、従来よりも広い範囲に
対し、時間を問わず提示することが可能になります。
(例) Chrome キャストで大型提示装置に投影する、Google Workspace の各種アプリ
で作成した資料を共有する、オクリンクのカードを送付する、など
・
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各観点の特性に応じた授業における ICT の活用
各観点はその特性により、育成のための学習活動が異なります。そのため、ICT の効果的な活用も異
なってくると考えられます。そこで、観点別の ICT の活用法について次に紹介します。

知識及び技能の育成
学習する
内容
※ ICT で
個別の難
易度に最
適化

収集する活動
繰り返し見（聞き）返す活動
編集する活動
提示する活動

基本的に、対象の内容を脳内にインプット
して記憶し、概念化などして育成します。イン
記憶
習得

個別の得意な認知に ICT で合
わせることで効果上昇が期待

プットのためには、繰り返し暗唱、操作、練習
する学習活動を行います。この時、児童生徒の
得意な認知や既習知識によってインプットの
効率が変わるため、個別の児童生徒によって

認知のさせ方や学習活動の難易度を変更するときに、ICT が活躍します。

思考力、判断力、表現力等の育成
基本的には、学習課題の解決

思考活動
児童生徒
が取り組
む学習課
題

①繰り返し見（聞き）返す活動を通して「問題を
発見する」
「分析・分類する」「試行錯誤する」
②編集する活動を通して「問題を発見する」「自
由に発想する」
「試行錯誤する」
③共有する活動を通して「問題を発見する」「自
由に発想する」
「分析・分類する」
「試行錯誤する」
「条件に応じて一つにまとめる」

回答、問題
の解決
※1 つと
は限らな
い

を考える、という思考活動を通
して育成します。この学習活動
の目的は、期待する回答の出力
ではなく、考える行為そのもの
になります。この時、考えるため
に必要な活動（情報を整理する、

既習の知識・技能等の活用及び条件の考慮

比較するなど）や、そのために必

デジタル教科書、教員のつくったデジタル資料、ドライブに記録した学習履
歴、インターネット検索、別の場所の人との交流などで、考えるために必要
な情報（知識・技能、経験）や条件（時間・空間、物資の制約）、方法知を活
用する、踏まえる、考慮する

要な条件や情報の補助（条件や
必要な知識、経験の確認、検索な
ど）、考え方自体の補助（認知や

※この思考力、判断力、表現力等を育成するための ICT の活用法については、
本センターの研究員研究も参考にしてください。

方法知の共有）において、ICT が

http://www.sagamihara-kng.ed.jp/jouhou-han/kyouikunojouhouka/data/1_2_1_29kenkyuin_ronbun_0.pdf

活躍します。

学びに向かう力、人間性等の育成
基本的には、学習対象へ関心や意欲を持たせる働きかけを
長期間継続し、各教科等それぞれに応じた態度を醸成します。
継続的な働きかけ

画像、映像、音声などの紙では実現できない方法や、コンピ

画像、映像、音声などを使って、オンラ
インで学校外の人とのやりとりで

ュータネットワークを活用して遠い場所とつながったり、専

学習対象の本質

い経験を ICT で実現することで、今まで以上の効果が期待で

門家とやり取りをしたりする、紙や教室の中だけではできな
きます。

26

これまで述べてきた、各観点の特性を踏まえた ICT 活用について「②GIGA スクールの授業展開」
の主体的・対話的で深い学びの授業展開イメージに合わせて整理します。
表

主体的・対話的で深い学びの授業展開の場面に応じた ICT の活用例

授業展開
Ⅰ導入
本時の目標を知る時間(10 分
程度)
※主に関心の喚起(授業の学習
対象に、ものやメディアで関

教員が使う

生徒が使う

●本時の目標や授業進行の予定 ●配付された課題に添付された
を、大型提示装置に投影する。

メディアや URL 先の資料を確

●関心をもたせたいこと（もの）

認することで、自分の認知に合

の画像、映像を大型提示装置に

った方法で課題内容を把握す

投影する。

る。

心を持たせる、など)
Ⅱ展開①

●知識として抑えたい内容につ ●オンラインドリルや先生が作

基礎知識や技能を習得する時

いての画像や映像を大型提示

成したフォームのテストに繰

間(10 分程度)

装置に投影する。

り返し取り組んだり、画像や映

※主に知識・技能の習得(問題 ●技能の師範の画像や映像を大
を解く、情報を書き写す、操
作をする、など)

型提示装置に投影する。
●活動の手順についての画像や

像、音声等を繰り返し再生して
確認し、知識や技能を確認、も
しくは習得する。

映像を大型提示装置に投影す ●友だちの解き方を共有する、映
る。
●教科書で確認すべき場所を拡
大して投影する。
Ⅲ展開②
問題解決の時間(10 分~15 分程
度)

像などを確認するなど、自分の
認知に応じた解釈の仕方を確
認する。

●課題解決の場面で、条件や、そ ●課題解決の場面で、条件や、そ
の画像や映像を投影する。
●問題解決のヒントとなるマニ

の画像や映像を必要に応じて
確認する。

※主に思考・判断・表現の育成

ュアル画像や映像を投影する。 ●学習課題の解決に必要な情報

(問題解決を通して「考える

を、カメラ機能やインターネッ

回路」をつくる練習を行う、

ト等を使って得る。

など)

●自分の認知に応じた解釈の仕
方を確認する（共有する）
●アプリケーションソフトを使
用して学習課題を解決する。

Ⅳまとめ
学習の振り返りの時間(10 分

記述を撮影するなどし、大型提

像や映像、ファイルを確認しな

程度)

示装置に投影して共有する。

がら振り返る、パフォーマンス

※主に概念・態度の形成(学習
内容や身に付けた力を振り
返って整理し、概念や次時や
生活へ活かそうとする態度
を形成する、など)
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●●児童生徒のワークシートの ●●自分や他者の学習内容の画

課題に取り組む。
●●振り返りをキーボードで文
章にまとめる。
●●その日の資料や振り返りを
カメラで撮り保存する。

P.17 にも記載しましたが、学校内で児童生徒がいつタブレ
ット PC を使うのか、ということは児童生徒が決める、という
のが目指す理想の姿です。
ですから前ページの「表 主体的・対話的で深い学びの授
業展開の場面に応じた ICT の活用例」の「生徒が使う」の活用
例は、教員が「ではタブレット PC を使いましょう」と指示
するのではなく、児童生徒が主体的に、自分の意志で表にあ
るようなタブレット PC の活用を目指したいところです。
個別に最適化された学びとは、児童生徒個人が、自分に最
も適した学び方を自分で選び実行できることです。授業例の
ような、児童が必要性を判断して理科室にタブレット PC を
持ってくるということや、左の画像のように、課題を解決す
るために、主体的に紙を使う児童生徒、主体的にタブレット
PC を使う児童生徒が混在している場面が増えるような、授業
環境の実現を期待しています。

ここまでの基本的な授業づくりと ICT の関係を踏まえ、小中学校等の各教科等における、ICT を活
用した授業づくりのポイントを例示していきます。
全ての事例では、次の点を基本的には共通で示していますので、参考にしてください。

★おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
本章④（P.24）で抑えた ICT ならではの３つの強み「①多様で大量の情報を収集、整理・分析、ま
とめ、表現することなどができ、カスタマイズが容易であること」
「②時間や空間を問わずに、音声・
画像・データ等を蓄積・送受信でき、時間的・空間的制約を超えること」
「③距離に関わりなく相互に
情報の発信・受信のやりとりができるという、双方向性を有すること」によって、各教科等の資質・
能力にどのような効果が期待されるのかについて解説しています。

●実際の活用例やおススメの使い方
３つの強みを踏まえた上で、各教科等の授業ならではの活用事例や使い方、活用が可能な Web サ
イト、アプリケーションなどを、紹介しています。

■○○の学習で身に付ける！新たな時代の情報モラル・セキュリティ
情報モラル・セキュリティは、各教科等どの場面、内容であっても育てる情報活用能力です。そこ
で、特に関連する資質・能力や、その教科で特に育てることのできる情報モラル・セキュリティにつ
いて紹介しています。なお、相模原市の GIGA スクールにおける情報モラル・セキュリティの捉え方
については、P.85 から詳しく解説します。
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
国語では、話や文章に含まれている情報と情報との関係を捉えて理解したり，自分のもつ情報と情報との関係を明
確にして話や文章で表現したりすることが重要です。それらの情報を用いてスピーチをすることや意見文を書くこと
等の言語活動が想定されるため、そこでの活用が期待されます。また、
「書くこと」では、児童が文章の構成等を試行
錯誤する場面で、従来はワークシートやノートを使って消したり、書いたりすることを繰り返す活動を行っていたこ
とから、文書作成ソフトを用いることで、さらに効率よく質の高い活動に変えることができる可能性があります。
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
日々の授業での思考の可視化はもちろん、国語では、録画・再生機能を活用し、自分自身の言語活動を繰り返し振り
返る活動での活用が期待されます。例えば、
「話すこと・聞くこと」では、スピーチや話合いの様子を映像で残すこと
が容易になることから、自分の表現を見直すことができます。また、記録に残すことにより、自分自身の成長にも気づ
くことができ、振り返りが今まで以上に深くなることが期待されるでしょう。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
みんなで考えを出し合う学習では、付箋機能を活用し、考えを共有する授業展開が可能となります。また、質問や
お礼を伝える際に、直接メールでのやりとりをすること等が考えられます。さらに、遠隔地の学校等と、あるテーマに
沿って議論する等の授業展開も考えられます。

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、国語の授業ならではの使い方を、取り組みやすい順に
「ホップ→ステップ→ジャンプ」の段階別に紹介します。

【ホップ】 まずは、使ってみよう！ ～映像を見よう！撮ろう！～
この事例のポイント とにかく、児童も教員も、使い慣れることが大切です。これまで、スピーチや話合いの言語活動
では、自分自身のスピーチの様子や話合いの様子を見ることはなかなかできなかったのが現状です。しかし、1 人 1 台の
タブレット PC を活用することで、この問題を解決するとともに、よさや改善点を見つけ、よりよいスピーチや話合いに
ついて追究することができるという大きなメリットがあります。

（１）モデルとなる映像を見よう！ ～主に、学習の見通しをもつ場面～
教科書には、様々な場所に「ＱＲコード」が掲載されています。特に、スピーチ
や話合いの言語活動が設定されている教材では、「ＱＲコード」をタブレットＰＣ
で読み込むことで、そのモデルとなる映像を視聴することができます。映像を視聴
することで、学習の見通しをもつことや、どんなところに気をつけて話せばよいか
という表現の工夫点を知る等の学習につなげることが考えられます。
また、書写においては、お手本の映像を視聴することができます。水書板で書き
順等を指導することも効果的ですが、各自で映像を視聴しながら気をつける点など
を確認する等、主体的な学習につなげることができます。
（２）録画しよう！ ～主に、考えたことを表現・共有する場面～
タブレットＰＣで、自分自身のスピーチや話合いをしている様子を録画します。
それを見直し、内容や表現の工夫等を考える活動を行うことが考えられます。これ
までは、自分が発表している様子を自分で確認することはできませんでしたが、そ
れが可能になります。さらに、観点を明確にして友達と助言し合うことで、よりよ
い学習活動となります。
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【ステップ】 積極的に、使ってみよう！ ～まとめよう！～
この事例のポイント 書く活動では、題材を設定した後、インターネットや書籍での調べ学習を行い、情報を収集します。それ
らの情報をもとに、構成を考えたり、文章を記述したりと試行錯誤する際に、何度も書き直すことが想定されます。タブレット PC の
活用により、効果的に情報を収集・整理し、構成の検討や記述までを行うことが可能になります。

（１）情報を収集し、集めた情報を整理しよう！～主に、情報を収集して整理する場面～
調べた情報から、キーワードとなる言葉を、画面上の付箋に入力し、内容に応じて
分類することができます。例えば、説明文を書く活動であれば、文章の構成を考える
ために、付箋を「はじめ、中、おわり」に分類し、
「中」の部分は、さらに、自分の考
えが伝わるように試行錯誤しながら並び替えることが考えられます。
（２）文章作成ソフトを用いて、文章を書こう！
～主に、考えたことを表現する場面や学習した内容を蓄積する場面～
考えた文章構成をもとに、文章作成ソフトを用いて実際に書く活動を行います。文
章を入力した後の「推敲」では、段落を入れ替えたり、誤字脱字を修正したりするこ
とを容易に行うことができます。また、出来上がった作品は、個人のフォルダに保存
し、それまで行った「書く」学習を振り返ることも可能です。

【ジャンプ】 さらなる可能性を求めて、使ってみよう！ ～共有しよう！～
この事例のポイント これまで当たり前とされていた、手書きでの共有や訪問してのインタビュー活動について、
改めて見直し、1 人 1 台のタブレット PC を活用することでのさらなる可能性を見据えた活用例を紹介します。

（１）ペアやグループ活動で、考えを共有しよう！～主に、考えたことを表現・共有する場面～
Google Workspace の Jamboard 等を使って、考えを出し合い、ペアやグループで各自の考え
を共有します。例えば、
「話し合うこと」の場面で、タブレット PC 上に共有された友達の考えを
知ることで、自分の考えと比べながら活動に取り組むことが可能です。全体で
の共有では、画面を大型提示装置に映したり、各自のタブレット PC に送信し
たりと可能性は大きく広がります。これまで、板書をするのに時間がかかった
り、書く場所も限られたりしていました。それを克服することも可能になりそ
うです。
（２）遠隔地とつながり、自分の考えを広げよう！ ～主に、考えを広げる場面～
相手や目的を意識した言語活動において活用の可能性が広がります。例
えば、
「話すこと・聞くこと」におけるインタビューをする活動では、実際に
現地に行かなくても、遠隔で実施することが可能です。また、討論
や発表の活動等において、自校の児童だけでなく、他校の児童と行うこと
も可能です。そうすることで、より自分の考えを広げることにもつながります。

■国語の学習で身に付ける！新たな時代の情報モラル・セキュリティ
国語の学習では、社会の情報化を踏まえ、児童の実態等に応じた授業を工夫し、国語で育成を目指す資質・能力を確
実に児童が身に付けられるようにすることが大切です。情報モラルの視点から、ICT を活用することにより、
「伝え合
う力」や「コミュニケーション能力」を身につける指導が効果的に行われることが考えられます。その中でも、メール
のやり取りや電子掲示板の利用などから、
「相手を思いやる気持ち」
「文字の大切さ」
「言葉を通しての表現」を学ぶこ
とが可能です。情報機器を効果的に活用しながら、国語で育成を目指す資質・能力を育てましょう！
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
社会では内容項目「
（１）調査や諸資料から必要な情報を適切に調べまとめる技能」として、主な学習過程において、
課題把握の動機付けや方向付け、課題追究の情報収集や考察・構想、課題解決のまとめ、新たな課題に向けた振り返り
の場面で活用することが重要です。また、学習課題を設定し、課題解決の見通しや予想、仮説を立てることやそれらの
検証に向けて様々な種類の資料を活用して調べることが可能となります。
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
社会では内容項目「(2)社会に見られる課題の解決」での活用が期待されます。異なる情報を比較（時期や範囲の異
なる地域の様子など）したり、
（地形条件と土地利用の様子などを）結び付けたりして読み取れることから、情報全体
の傾向を踏まえて、各事象を適切に分析することができます。数値情報をグラフに表したり、表などの数値で示され
た情報を地図等に変換することで、これまでより効率よく質の高い学習活動に変えられる可能性があります。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
社会の学習においては、統計資料や画像、映像を繰り返し再生して比較や分析を行い、情報をより良く吟味するこ
とで、深く考える学習活動を実現することができます。また、実際の遠隔地にある施設見学や企業活動を、オンライン
やオンデマンドで視聴することなどができます。
・

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、社会の授業ならではの使い方、活用が可能なサイト、アプリケ
ーションなどを、内容ごとに紹介します。

１「学び方や調べ方」を大切にした、児童の主体的な学習活動の重視
このことのポイント 社会では、手段を考えて課題解決に必要な社会的事象等に関する情報（事実や概念等
に関わる知識）を収集し、
「社会的な見方・考え方」に沿って読み取り、課題解決に向けてまとめる学習活動
が重要です。児童が主体的に調べ、分かろうとして、問いや追究の見通しが持てるよう授業を工夫します。

【社会学習における適切な ICT 活用場面】
児童が学習の見通しを立て、必要な情報を収集し、読み取り、情報の分類や整理し
てまとめたりする学習活動に効果的です。主体的・対話的で深い学びの実現につなが
るよう、児童に日常的に ICT を活用させるとともに、ICT を活用した学習場面を想
定し、単元を通した授業デザインを考えます。
（１） 教員による教材の提示
社会的事象に関連する画像の拡大提示や書き込み、音声、映像などの視覚的
で分かりやすい教材を活用して、学習課題を提示・説明します。
（２） 個に応じる学習（調査活動など）
情報端末を用いて、一人ひとりの習熟の程度に応じた学習や、知識・技能の習
得に取り組むなど、個に応じた学習を行います。
（３） 思考を深める学習
デジタル教材を用いて、学習課題の試行を容易に繰り返すことにより、学習
課題への関心が高まり、理解を深めることが可能となります。
（４） 発表や話合い（協働での意見整理・協働制作）
情報端末を活用して、画像・映像等を用いた資料・作品を、グループ で分担
したり、協働で作業しながら制作します。
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２ 学習場面に応じた ICT 活用事例
この事例のポイント 社会では、児童の考えが深まるよう様々な見解を提示することが重要です。ここで
は、児童が多面的・多角的に考察し、事実を客観的に捉え、公正に判断することを踏まえながら、主体的・
対話的で深い学びを意図した単元や学習課題を紹介します。

第５学年

● 工業生産に関する学習において、日本企業の海外での取り組みをテレビ会議システ

工業生産と

ムを活用して直接話しを聞くことで、学習内容を現実感をもって学ぶことができます。

貿易

● その後、聞き取った内容をグループでレポートにまとめ、クラスで共有することに
より、共通理解を深めたり、受け止め方の違いを交流したりすることができます。

第 6 学年

● 縄文・弥生時代の人々の服装や持ち物、建物についての調べる学習では、タブレッ

日本の歴史

ト P C を使って資料を拡大表示しながら話し合うことにより、細部まで詳しく調べら
れ、時代間比較や当時の暮らしについて驚きや感動をもって学習することできます。
● 調べたことを共有画面に提示して全体に発表することにより、学習内容への理解を
さらに深め、表現力・ 発信力を高めることができます。

３ 社会の学習で活用できる Web コンテンツ
この事例のポイント 画像や映像を資料活用することで、児童が実感をもつような学習を展開することが
可能になります。紹介するコンテンツでは、位置や分布、広がりや形状などの全体的な情報の傾向性を読み
取ることができます。また、正確な事実や有用且つ信頼できる必要な情報を選ぶことで、社会的な見方・
考え方に沿って情報を読み取る技能が身に付けられます。

（１）
「Google Earfh」 https://www.google.co.jp/intl/ja/earth/
地形を 3D で探索できます。地理空間情報を用いて、自然環境、都市、文化の
理解を深め、問題解決に向けた力を身に付けられます。
「Google Earfh×地図帳×教科書」など、教材を組み合わせて活用することで
位置や空間的な広がりについて、より広く、深く学べます。
（２）
「まなびリンク」 https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-link/top.html
教科書に掲載された二次元コードなどで専用ページにアクセスするだけで，
「まなびリンク」マークのコンテンツを利用できます。
（３）
「NHK for School」

https://www.nhk.or.jp/school/

NHK が制作する学校教育向けの「学習映像」や「教材・資料」や「授業プラ
ン」など、授業に役立つコンテンツを利用できます。

■社会の学習で身に付ける！新たな時代の情報モラル・セキュリティ
社会の学習では、情報を有効に活用することについて、情報の送り手と受け手の立場から多角的に考え、受け手と
して正しく判断することや送り手として責任をもつことが大切です。また、課題の追究や解決の見通しをもって児童
が主体的に情報手段を活用できるようにするとともに、情報モラルの指導にも留意しましょう｡また、小学 5 年生で学
習する情報産業では、私たちが日ごろ使っている SNS などのサービスが産業に果たす役割を学習することも、情報モ
ラルの概念を獲得するためにはとても重要です。予測困難なこれからの時代を乗り越え、社会を形成する上で、情報
機器を有効に活用しながら、社会で育成を目指す資質・能力を育てましょう！
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
「D データの活用」領域の学習においては、社会生活などの様々な場面において、目的に応じて必要なデータを収集・
処理し、その傾向を読み取って判断するなど、統計的に問題解決する力を養うことが求められています。児童が目的に応
じて調査した結果をコンピュータに入力し、ソフトを使って「ヒストグラム」などに整理することで、これまでグラフの
作成に要していた時間をデータの傾向を読み解き、分析する時間にするなど、効率的でより理解の深まる学習活動に変え
られる可能性があります。
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
「B 図形」領域、
「C

測定」「C

変化と関係」領域においては、専用のアプリケーションを活用することにより、図

形を動的に見たり、伴って変わる２つの数量の変化の様子を簡単にグラフに表したりすることができます。これまでは教
員が操作する様子を観察することが多かった活動が、児童一人ひとりが操作・観察し、考察しながら性質などを見出す活
動へと変わることで、より主体的な学びの実現が期待できます。また、作成した図形等のデータを保存し、再編集できる
点も ICT ならではの強みといえます。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
算数では、解決方法が複数ある問題があり、そのような問題の解決においては、多様な見方・考え方を働かせて様々な
方法で解決できるようにしていくことが重要です。児童が個々に考えた解決方法を PC に入力させ、オンライン上で画面
やデータを共有することで、思考の幅を拡げる手助けになります。これまで、共有のために黒板やホワイトボードを利用
してきましたが、データで共有を行うことにより、自分の考えを書き加えて保存するなど、ICT のメリットを生かした授
業展開が期待されます。

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、算数の授業ならではの使い方、活用が可能なサイト、アプリ
ケーションなどを、内容ごとに紹介します。

１ 「B 図形」領域において図形を操作・観察する場面での活用
この事例のポイント 「B 図形」領域の学習においては、タブレット PC を使って図形の形を自由に変形させること
で「図形を動的に見る」ことができるようになります。個々の児童が自分の意図で図形を操作・観察し、考察しながら性
質などを見出すことができる点は、１人１台の端末が用意された強みであり、より主体的な学びが期待できます。

（１）たのしい算数ウェブ（大日本図書）
https://www.dainippon-tosho.co.jp/web/sansu/index.html
左上の図は、小学校４年生「直方体と立方体」の単元におい
て、直方体の展開図に関する学習コンテンツの画面です。展開
図を基に図形を組み立てる様子をアニメーションで確認できる
とともに、児童一人ひとりが自分が理解できるまで何度でも繰
り返し再生できる点は、個別最適化された学びにつながりま
す。
また、左下図のように、このサイトでは数直線の使い方を段
階的に学習することのできるコンテンツも充実しています。数
量関係を図に表せるか、それを基に立式できるかなど、スモー
ルステップで数直線を思考ツールとして使いこなす技能を身に
付けることができます。
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（２）Geogebra
https://www.geogebra.org/calculator
左のキャプチャ画面は、Geogebra で作成した図形です。この
ソフトウェアの強みは、図形の作成における自由度が高いことで
す。教員が予め作成した図形のデータを児童の端末に読み込ま
せ、その図形を基に学習することもできます。
６年生で学習する線対称な図形や点対称な図形では、対象の軸
や対象の中心を決めた上で、基になる頂点を動かすと、対応する
頂点も同時に動き、図形を動的に観察することができます。

２ 「D データの活用」領域の学習で活用できるアプリケーション・サイト
この事例のポイント 「D データの活用」領域の学習においては、データの収集こそ児童が行っても、その処理を教
員が行って提示することが少なくありませんでした。１人１台のタブレット PC が整備されたことにより、児童が目的に
応じてデータ処理の方法を考え、グラフ化することができるようになります。階級の幅を変えることで、分布の様子の見
え方が変わることを実感するなど、ICT ならでは強みを生かした指導が期待されます。

（１）SGRAPA（SEISHINSHA Inc）
https://sgrapa.com/
左上の図は、あるデータを基にして作成した度数分布表とヒストグラ
ムです。基になるデータを表に整理・選択し、クリックをするだけで簡
単に表やグラフを作成することができます。小学校で新たに学習する
ことになった平均値や中央値などの代表値をグラフ上に示すこともで
きます。
（２）なるほど統計学園（総務省 統計局）
http://www.stat.go.jp/naruhodo/index.html
「なるほど統計学園」では、人口や気象、ごみの排出量など児童が興
味をもって調べられそうな事柄について、調査結果のデータがまとめ
られています。自分が興味のある事柄についてデータを取り出し、
（１）
の SGRAPA を使ってグラフを作成するなどの活用が考えられます。
作成したグラフを基に傾向を判断したり、問題解決の方法について考
えたりし、その内容をレポートにまとめることで統計が問題解決に結
びつくことを実感することができます。

■算数の学習で身に付ける！新たな時代の情報モラル・セキュリティ
情報モラルを身に付けていく上では、単に倫理的な側面の理解を深めることだけでなく、情報社会の特性を理解するこ
とも重要です。算数においては、タブレット PC を用いて、自分の考えを仲間に発表するなどの学習場面が考えられます。
その場合の資料の利用ルールや他者の考えや表現内容を引用する場合の約束事などを考えさせ、守るように指導していく
ことで、インターネット上にある情報を利用する際の注意喚起につながります。
日常の指導の中で身に付いたモラルが、日々の生活の中で自然に発揮されるように指導を行っていくことが大切です。
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
理科の学習においては、子どもが自ら自然の事物・現象に直接触れ、観察、実験
を行い、問題解決をしていくことにより、問題解決の力や態度を育て、理科で育成
を目指す資質・能力を養うことが大切です。観察、実験などの指導に当たっては、
直接体験が基本ですが、指導内容や、状況に応じてコンピュータやインターネット
などを適切に活用することによって、児童の学習の場を広げたり、学習の質を高め
たりすることができます。
ICT を活用する際に留意したいことは、次の通りです。

「観察、実験の代替」としてではなく、理科の学習の一
層の充実を図るための有用な道具として ICT を位置づ
け、活用する場面を適切に選択し、教員の丁寧な指導の
下で効果的に活用することが重要です。

理科の特質に応じた ICT の活用については、次のことが考えられます。

（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説理科編」では、教員が、主体的・対話的で深い学びという視点で授
業改善を行い、子ども自身が理科の見方・考え方を働かせながら問題解決の過程を進め、資質・能力を育成すること
が求められています。ICT の活用により、情報の収集、結果や考えの共有などを充実させ、問題解決の過程の質を向
上させることができます。

（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
「Ｂ生命・地球」の内容区分では、時間的・空間的に長大で再現性が低く、理科室で観察、実験することが困難な
単元があります。その時、コンピュータシミュレーションを活用し、問題を設定したり、検証を行うことが考えられ
ます。また、観察、実験を繰り返し行うことが難しい単元では、事実を画像や映像で撮影しておくことで、考察する
際に、再度その情報に立ち返ることができます。ICT の活用は、問題解決の過程の見通しと振り返りを充実させるこ
とができます。

（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
理科の学習においては、今後、全国の子どもたちをつなぐことが考えられます。子どもが撮影した生物の画像など
を、全国の子どもたちで共有することで、情報の価値が高まります。それらの情報をもとに問題解決に取り組むこと
により、今まで以上に問題を科学的に解決できることが期待されます。

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、理科の授業ならではの使い方を紹介します。理科の特質に応じた ICT の活用には次のこ
とが考えられます。
〇観察、実験のデータ処理やグラフ作成を行い、規則性や類似性を見いだすとき。
〇観察、実験の画像や映像を撮影し、その情報を基にして観察、実験の結果の分析や多面的な考察をするとき。
〇観測しにくい現象をコンピュータシミュレーションや VR で体験するとき。
〇問題解決の過程での情報検索をするとき。
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〇学習を深めていく過程で、児童が相互に情報を交換したり、説明したりする際の手段として活用するとき。
〇学んだことをクラウドに蓄積していくことで、過去の学びを振り返りながら、自然の事物現象についての理解を深
めていくとき。
〇プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行うとき。

１ 小学校第 5 学年「天気の変化」
この事例のポイント ★情報を集める。
観察、実験などを行っても、考察する際の根拠となる事実を得ることができない場合、タブレット端末
で様々なサイトにアクセスし、必要な情報を収集する。

必要な情報をタブレット端末から収集することで、そこから
得た情報を基に、問題解決を行うことができます。
「台風は、どのように動くのだろうか？」という子どもが見
いだした問題を解決するとき、観察、実験を行って検証するこ
とは容易ではありません。このとき、子どもたちは、気象庁の
ＷＥＢサイトから、雲の動きについて、情報を集め、日本付近
の天気の変化のきまりについて調べました。

２ 小学校第６学年「大地のつくりと変化」での活用
この事例のポイント ★観察、実験における、事実を捉える。
観察、実験などを行う際、事実を画像や映像で撮影し、捉えるようにします。考察する際に、再度その情報
に立ち返りながら、事実を確認し、問題解決を行います。

左の画像は、流れる水のはたらきによって、どのように地層が
できるのかについて、モデル実験を行っています。タブレット等
で、モデル実験の様子を録画し、後で再生しながら事実を確認し
ます。何度も観察、実験を行うことが、容易でない単元において
も、繰り返し画像や映像を確認することで、より自分の考えを持
ちやすくなります。また、他の班が撮影した映像も踏まえながら
考察することで、自分の考えをより妥当なものに更新すること
ができます。

３ 小学校全学年
この事例のポイント ★学びを蓄える。
内容のまとまりごとに、学んだことをクラウドに蓄積していくことで、過去の学びを振り返りながら、自
然の事物現についての理解を深めていく。

問題解決の過程で集めた情報や、観察・実験の結果、自らの考え
などをクラウドに保存していきます。児童は必要に応じて過去の学
びを振り返りながら、問題解決することができます。また、単元、
学年、中学校とのつながりを実感しながら、学びに取り組むことが
できます。蓄積したことを振り返ることは、自らの問題解決の過程
をメタ認知できる力を育てます。
■理科の学習で身に付ける！新たな時代の情報モラル・セキュリティ
ＩＣＴを活用することで、児童の問題解決の質を向上させることができます。ＩＣＴを活用して得た情報は、その
信憑性を確認してから発信することや、他者のデータを活用する場合の取り扱いなどを日常的に指導するようにして
いきましょう。

36

★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
生活では学習指導要領に「
（４）学習活動を行うに当たっては、コンピュータなどの情報機器について、その特質を
踏まえ、児童の発達の段階や特性及び生活科の特質などに応じで適切に活用するようにすること」とあります。生活
においては、児童が身近な環境と直接関わる活動や体験したことを楽しむことを大切にしており、これらを十分に行
わなくてはなりません。こうした学習活動の中で、コンピュータなどの情報機器を効果的に活用することが期待され
ます。デジタルカメラやタブレット PC の画像を活用して、これまでの活動や自分の成長を具体的に思い起こすことも
効果的です。また、具体的な活動や体験したことをデジタルカメラやタブレット PC で撮影し、発表する活動を行うこ
とも考えられます。画像を大きく映すことで、それぞれに発表したいことや気付きが伝わりやすくなることなどが期
待できます。
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
日々の授業の思考の可視化はもちろん、振り返りや表現に活用し、次の活動への意欲を高めることが期待されます。
具体的な活動や体験を通して学ぶ生活において、活動や体験に没頭してきた児童が、その後の振り返り活動で自分た
ちの行為を客観的に振り返ることが可能となり、問題解決や振り返りが今まで以上に深くなることが期待されるでし
ょう。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
授業中における共有の活動は言うまでもなく、地域で共に生活している幼児や高齢者といった異なる世代の人々や
家庭の各内容と関わりのある方などにインタビューする、お礼を伝えるなどといった遠隔地の現場とリアルタイムで
つなぐ活動が今後期待されます。

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、生活の授業ならではの使い方、学習活動などを、場面ごとに紹
介します。

１ 思いや願いをもつ場面
この事例のポイント 児童が地域の場所やそこで生活したり働いたりしている人々に出会う場面での実践例です。1 人
1 台タブレット PC を活用することで、個々の思いや願いに応じて、学習対象を視覚的で分かりやすく提示することが可
能となります。

１人１台の端末に表示された公園のサムネイル画像の中から自分が興味を
もった画像を選び、 遊具や看板などを手掛かりにそれがどこの公園かを考え
ます。児童は、その中で様々な人たちが公園を利用していることに気付き、公
共施設としての働きに関心を向け、探検活動への思いや願いを高めていくこと
が期待されます。

２ 活動する・体験する場面
この事例のポイント 様々な場所を調べたり利用したりする過程で、タブレット端末を活用した実践例です。そこで
出会う「人・もの・こと」について多様な情報を記録し、その後の伝え合いに生かすことが可能となります。

地域の店で働く人々や利用する人々への インタビューの際に、個々がタブ
レット型端末で撮影しておきます。その後の報告会で、言語による発表に加え、
伝えたい事柄に応じて取捨選択した画像などを大型提示装置などに映して伝
え合うことで、一人ひとりの発見が共有され、町のイメージを広げたり、新た
な探検への意欲を高めることが期待できます。
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３ 感じる・考える場面
この事例のポイント 招待した園児を楽しませるために、自分たちで作ったおもちゃで遊んでもらう場面を映像で
撮影した実践例です。児童が活動・体験している様子を教員が映像撮影したものを見ることで、振り返りに生かすこと
が期待できます。活動や体験に没頭してきた児童が、その後の振り返り活動において自分たちの行為を客観的に振り
返ることが可能となります。

自分で作ったおもちゃで招待した園児を楽しませる活動を行う際、教員が各
グループの活動の様子を映像で撮影しておきます。活動後、児童が自らの取組
を振り返る際に、その映像を各自、繰り返し確認することで、園児に一生懸命
関わろうとする自分の姿を客観的に振り返ることが可能となります。こうする
ことで、没頭しているときには実感しにくい活動のよさに気付くことができ、
次への意欲につながっていくことが期待できます。

４ 表現する・行為する場面
この事例のポイント 児童の「ビデオメッセージでお礼の気持ちを伝えたい」という思いを実現させる実践例です。
遠隔地の現場とリアルタイムでつながることができます。その場所へ移動する時間も短くなるため、繰り返し同じ人と
関わる学習を行うことも考えられます（その際は、相手の事情を考慮することが大切です）。児童は、地域の人や場所
と関わる中で、親しみや愛着とともに、憧れまで持つようになります。そういった地域の人への感謝の気持ちを、映像
で撮影し、自分で見直すことがよりよい表現の仕方の工夫にもつながることが期待されます。

人との関わりを深めてきた児童が「町探検でお世話になった○○さんに、ビ
デオメッセージでお礼の気持ちを伝えたい」という思いをもち、教員の支援を
受けながら、それぞれが相手に自分の気持ちが伝わるように、表情や話し方な
どの仕草を工夫して、ビデオメッセージを作るといった活動が考えられます。
作成したビデオメッセージは、デジタル情報である利点を生かしてメールで送
信したり、通信環境などが整っていればオンラインでリモート交流を行い、双
方向の気持ちの伝え合ったりすることも可能であるため、対象と繰り返し関わ
り合い、児童の気付きの質を高めていく学習が期待できます。

■生活の学習で身に付ける！新たな時代の情報モラル・セキュリティ
生活で育成を目指す資質・能力を確実に児童が身に付けられるよう、児童の実態等に応じて、効果的な授業を行い
ましょう。低学年の児童の発達の特性は、人、社会、自然を一体的に感じ取り、自分との関わりで捉える傾向がありま
す。上記に示した事例のような学習活動を進める中で、人や自然、ものなどと「直接」触れることと、情報機器を活用
して「間接的に」触れることの違いを意識させながら、発達の段階に応じた、児童の発達や特性を十分配慮して振り返
りや表現に活用するなど計画的に情報機器を取り入れ、生活で目指す資質・能力を育成することが大切です。
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
ここの（１）～（３）は固定です。
音楽では B 鑑賞においての活用が期待されます。鑑賞の授業では、音楽を味わい、聴き取ったことと感じ取ったこ

添付の「ICT の強み.ppt」を見ながら、

とを記録しておくことができます。ワークシートに記入するのに時間がかかってしまうことがあり、記録をとること

各教科の学習指導要領や解説に記載

に難しさがありましたが、１人 1 台のパソコンに記録を残しておくことで、聴き取ったこととと感じ取ったこととを

された内容項目を育成するためには、

見取ることができるようになる可能性があります。また、高学年では作曲者などの情報を用いたレポート作成などが

このような学習活動が、、
、という書き
想定されます。調べた音源や楽器の画像などをレポートに添付することが可能になります。音楽は、音源があること
ぶりで書いてください。
によりさらに現実味のあるレポートになることが期待されます。
単純に、調べ学習ができます、編集が
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
日々の授業の思考の可視化はもちろん、音楽では A 表現「音楽づくり」での活用が期待されます。今までの「音楽
できます、などの基本の学習方法は、
づくり」の授業では、何度も旋律を演奏し試行錯誤しながら旋律づくりをするということが、楽器の演奏技能の得意
こことは別のページに書きます。
不得意によって差が出てしまうという難点がありました。今後はパソコン上でつくった旋律を容易に鳴らすことがで
きます。また、音楽づくりの過程の記録を残すことができるようになることから、つくっている途中の旋律を毎授業
で記録し、次の授業の際に続きから作成することができ、思考の変化の様子を見取ることもできます。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
授業中における共有の活動ができます。合唱曲のパート別に分かれて練習している様子を、別の部屋にいながら共
有することができます。合唱のパート練習時はどうしても音取りの際に音が混ざりあってしまうことがあり、部屋を
分け、離れて練習をする場面がありました。しかし、そうすると他のパートの様子を把握するのは難しい、というこ
とが起きてしまいます。離れた教室であっても、別のパートが歌唱する際に自分たちのパートを重ねて歌えば、どの
くらい自分たちのパートの旋律を習得しているかの確認にもなり、どのような音の重なりになるかなどを確認した
後、またすぐに場所を変えずに練習に取り組むことができます。

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、音楽の授業ならではの使い方について紹介します。

１ A 表現「音楽づくり」の活用
この事例のポイント A 表現「音楽づくり」は、音楽づくりをおこなう際に、何度も試行錯誤して旋律を確かめるとき
に、楽器の演奏の得意不得意によって差が出てしまうことが悩みでした。また、旋律をつくっている過程の記録が難しい
という課題がありました。これまでも画像で記録をするなどの工夫された授業はあったのですが、1 人 1 台のタブレット
PC を活用することで、この課題を解決することが可能です。

右の画像は、Scratch を使って音楽づくりをしている様子です。
児童一人ひとりが教科書にある「ミソラドレ」の 5 音を使って音
楽づくりをしています。つくった旋律は音を出して確認すること
ができます。何度も何度も繰り返し確認する作業がおこなわれて
いました。今まではリコーダーや鍵盤ハーモニカ、木琴などでつ
くった旋律を確認していたので、楽器を演奏する技能も問われて
いたのですが、Scratch を使用することによって演奏技能の得意不
得意に左右されることなく音楽づくりをすることが可能です。
また、音楽づくりを行っている過程の記録が難しいことが課題
でした。今まではワークシートに記述したものを残すこともあり
ましたが、低学年では思考の様子を記録することは難しいといわ
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れていたことでした。しかし、1 人 1 台のタブレット PC を使用す
ることで、ワークシートに記譜をして記録しなく
ても、それぞれの作成した旋律などを記録に残し
ておくことが可能になり、次の時間は作成途中の
ところから始めることができます。また、どのよ
うな思いでその曲を作成したかも記録しておくこ
とが大切です。

２ B 鑑賞における活用
この事例のポイント 鑑賞の授業では、音源を何度も聴いて音の重なりを確かめたり、旋律が繰り返されていること
を確かめたりする活動などが考えられます。また、聴き取ったことと感じ取ったこととの関わりについて考える場面を
設定し深めさせることで、鑑賞の授業の思考の様子が発言などから見取ることができます。

重唱について学ぶ鑑賞の授業の導入として、映画の挿入歌を使
用して重唱とはどのようなものなのかを実感する授業でした。王
子様とお姫様が二重唱で歌唱する場面では、どちらが歌っている
かについて手を挙げて確認する活動を取り入れていました。アニ
メの映像とともに歌唱シーンが流れ、児童は夢中になって声の違
いを聴き取っていました。聴き取らせたい部分を取り出し、何度も
繰り返し聴かせることができるという点で、有効な活動につなが
ります。
また、鑑賞の授業では、調べ学習についての活用も考えられま
す。自分で調べたいテーマに沿ってインターネットを活用し、調べ
学習をすることが簡単になります。調べた作曲者や楽器の画像な
どをレポートに添付することで、視覚的にもわかりやすいしレポ
ートの作成が可能になります。音楽は、音源があることによりさら
に現実味のあるレポートになることが期待されるため、作成した
パワーポイントなどに音源を添付することも効果的な調べ学習と
なります。その際、著作権のことについても触れるとよいでしょ
う。

■音楽の学習で身に付ける！新たな時代の情報モラル・セキュリティ
「学習指導要領

第３

指導計画の作成と内容の取扱い

２（１）

オ

表現したり鑑賞したりする多くの曲につ

いて，それらを創作した著作者がいることに気付き，学習した曲や自分たちのつくった曲を大切にする態度を養うよ
うにするとともに，それらの著作者の創造性を尊重する意識をもてるようにすること。また，このことが，音楽文化の
継承，発展，創造を支えていることについて理解する素地となるよう配慮すること。
」とあります。小学校の音楽の学
習では、曲をつくった著作者がいることに気付いたり、学習した曲や自分たちのつくった曲を大切にしたり、さらに、
つくった人の創造性を尊重する意識をもてるように配慮しながら授業をしましょう。このような音楽活動を積み重ね
ることによって、中学校以降における知的財産の保護と活用についての学習につながるとともに、自分たちが暮らす
生活や社会において、音楽文化が大切に受け継がれ，発展、創造していくことについて理解する素地を育成すること
につながることでしょう。
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
図画工作では、
「感じ取ったことや想像したことなどを造形的に表す表現」で、児童が主題を生み出すために、表し
たいものに関する画像やイラスト、参考作品等を見ることが考えられます。主題を基にし、
〔共通事項〕ア「形や色な
どの造形的な特徴を理解」するために、多様な形や色などを見たり組み合わせたりすることで、表現方法を創意工夫
し、より創造的に表すことが期待されます。
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
「Ａ表現」
（１）ア「造形遊び」では、材料や場所、空間などの特徴を基に造形的な活動を思い付くことや、構想し
たり周囲の様子を考え合わせたりしていきます。その際、造形遊びをする場所を検討したり、造形活動の過程を記録
することも考えられます。映像を撮影することで、映像から画像像を取り出すことも可能なため、特徴的な場面の画
像を取りだして、指導と評価に生かすことも考えられます。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
「Ｂ鑑賞」
（１）アでは、美術館で実物を直接鑑賞することが困難な場合でも、ホームページや画像を通して鑑賞を
行うことができます。また、美術館の担当者・学芸員や作家と双方向で交流することで、美術作品のよさや美しさを感
じ取り、見方や感じ方を深めることが期待されます。

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、図工の授業ならではの使い方、活用が可能なサイト、アプリ
ケーションなどを、内容ごとに紹介します。

１ 第５学年及び第６学年の鑑賞に位置づけられた「生活の中の造形」での活用
この事例のポイント 「生活の中の造形」とは、児童が身の回りの形や色、造形などに目を向けられるように新たに示
されたものです。作品と呼ばれるものだけに留まらず、衣服や用具、建物などさまざまなものを対象としますが、焦点化
して授業を行う必要があります。自分で画像を撮ったり友だちとそれらを共有したりすることで、生活の中の造形を意識
できるようになることが期待されます。

生活の中の造形を児童が意識できるようにするため、形と
色のどちらかに重点を置くことが考えられます。この授業実
践では、色を重点とします。画用紙をカッターで切り抜いて
枠をつくり、鑑賞することを考えましたが、切り取る形によ
って印象が変わってくるので、「花」に限定することにしま
した。カッターで小さく切って、カメラに直接貼って、画像
を撮ることも考えられます。
花の枠に、さまざまな色を入れ画像を撮影したり、撮った
画像を大型テレビで共有したりすることで、身の回りにはた
くさんの色があることへの気づきを促すことができます。
また、あらかじめ、身の回りにあるさまざまなものを画像
で撮っておき、それらを拡大したり縮小したりして、花の枠
に入れ込むことで、生活の中の造形に意識が向けられるよう
になることも考えられます。
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２ 「感じとったことや想像したことなどを造形的に表す」ために活用できるコンテンツ
この事例のポイント 発想や構想について、参考作品を必要とする児童と必要としない児童がいます。教科書に掲
載されている作品に加え、必要に応じて児童が自ら作品例を見ることで、主題をもつことの助けとなることが、期待
できます。それらを基にして表す技能では、用具の安全な使い方が一斉指導では分かりにくかったり、見えにくかっ
たりしました。しかし、タブレット PC で映像を再生することで、手元を拡大して見たり、停止して取り組んでみた
りするなど、児童が自ら学習を展開することが可能となります。

教科書紙面に掲載されたＱＲコード（開隆堂）
https://www.kairyudo.co.jp/contents/01_sho/2020/zukou/pdf/s
hozu_p31.pdf
左のキャプチャ画面は、教科書５６年下に掲載されている「時
空をこえて」という題材です。児童の発想や構想を助けるために、
教科書に掲載されていない作品例が、児童自身が必要に応じて見
られるようになっています。
また、はさみなどの用具の使い方について映像で見られるよう
になっており、児童一人ひとりが自分の表したいものを基に、理
解できるまで何度でも繰り返し再生できる点は、個別最適化され
た学びにつながります。

３ 「Ｂ鑑賞」
（１）ア 親しみのある作品などが鑑賞ができるサイト
この事例のポイント 我が国や諸外国の親しみのある美術作品などに関する鑑賞が、１人１台端末の活用で、同じ
作家の作品を複数鑑賞したり、見たい部分を拡大して表示し鑑賞したりするなど、児童の見方や感じ方を広げる活用
が期待されます。

（１）国立美術館版「想-IMAGINE」
（独立行政法人国立美術館）
http://imagine.artmuseums.go.jp/index.jsp
独立行政法人国立美術館等が収蔵している所蔵作品を見る
ことができます。検索機能が充実しており、美術作品の見方や
感じ方を広げることが期待されます。
（２）文化遺産オンライン（文化庁）
https://bunka.nii.ac.jp/
全国の博物館・美術館から提供された作品や国宝・重要文化
財など、さまざまな情報を見ることができます。「時代から見
る」
「分野から見る」など、美術文化への関心を広げることが可
能です。
■図画工作の学習で身に付ける！新たな時代の情報モラル・セキュリティ
図画工作は、作品を介して、教室内の人間関係にとどまらず、地域や社会とつながっていくことが考えられます。特
に、映像メディアによる表現は、大きな発展性を秘めており、これらを活用することは表現の幅を広げ、さまざまな可
能性を引き出すことが期待されます。例えば、製作したデータをメール等を活用してやり取りをしたり、インターネ
ット上に手軽に公開することも考えられます。創意工夫を重ねて生み出した作品には、かけがえのない価値があり、
それらを互いに尊重し合う態度を更に育てていきましょう！
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
家庭では学習指導要領に「
（２）第 2 の内容の指導に当たっては、コンピュータや情報通信ネットワークを積極的に
活用して、実習等における情報の収集・整理や、実践結果の発表などを行うことができるように工夫すること」とあり
ます。家庭においては、日常生活の中から問題を見いだして課題を設定したり、解決したりする際に、情報通信ネット
ワークを活用して調べ、その情報を収集し、整理することが考えられます。児童が観察・実験・実習等の結果や考察し
たことを分かりやすく表現したり、実践の結果をまとめて発表したりする際にコンピュータを用いることで、さらに
質の高い活動に変える可能性があります。
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
日々の授業の思考の可視化はもちろん、実践的・体験的な活動を通して学ぶ家庭においては、調理や製作について
の手順やそのポイントをについて再生機能を活用し、何度も振り返るといった場面での活用が期待されます。また、
調理や製作等の様子を画像や映像で残すことが容易になることから、自分自身の学習について見直すことができます。
記録に残すことにより、自分自身の成長に気付くことができ、問題解決や振り返りが今まで以上に深くなることが期
待されるでしょう。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
授業中における共有の活動は言うまでもなく、地域で共に生活している幼児や高齢者といった異なる世代の人々や
家庭の各内容と関わりのある方などにメールを送る、インタビューする、お礼を伝えるなどといった遠隔地の現場と
リアルタイムでつなぐ活動が今後期待されます。

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、家庭の授業ならではの使い方、活用が可能なサイト、アプリ
ケーションなどを、内容ごとに紹介します。

１ 各場面における ICT の活用について
この事例のポイント 汚れの種類による清掃の仕方についての実践例です。これまでも、情報通信ネットワークを活
用して調べたり、清掃前後を画像で記録をし比較したりするなど工夫された授業はあったのですが、複数の児童が 1 台
の端末を使っていたため、自分のペースで学習を進めることが難しかったことと思います。しかし、1 人 1 台のタブレッ
ト PC を活用することで、この問題を解決することが可能です。

清掃前
住まいの清掃の仕方について児童が日常よく使う場所を
取り上げ、学校や家庭での体験を基に清掃について見直した
り、1 人 1 台のタブレット PC を活用してよりよい清掃の仕
方について調べたりすることができます。
左上の画像は、収集した情報を基に検討した解決方法を実
清掃後

践し、清掃の前後の様子を撮影したものです。児童がそれぞ
れの場所で実践した様々な工夫について、この画像を見なが
ら交流することが考えられます。グループや学級内でこれら
の画像を用いて交流しあうことで、児童が実感をもって考え
を広げたり深めたりすることにつなげることができます。
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この事例のポイント 布を用いた製作などでは、教員の手元が見えにくく、書画カメラ等で拡大して提示するなど
の工夫がされてきました。しかし、児童が実際に製作する場面では、自分が確認したいときに見たい箇所を見ること
が難しかったのが現状です。机間指導している教員が多くの児童から個別での対応を求められるといったこともあっ
たのではないでしょうか。しかし、1 人 1 台タブレット PC を活用することで、この問題を解決することが可能とな
ります。

左の画像は、ミシンを使って日常生活で使用する物を入れる袋を
製作している手順を映像で撮影し、児童に示している場面です。
映像は、繰り返し再生されているため、製作の手順やミシン糸の
かけ方など、児童は自分が困ったときにはこの大きな画面で何度も
確かめながら学習を進めることができます。
さらに、1 人 1 台タブレット PC を活用すると、自分の確かめた
い箇所を自分の見たいタイミングで何度でも視聴することが可能
になります。模範映像の動きと自分の動きを比較しながら、製作を
行うことで、児童は主体的に学習に取り組み、技能を習得していく
ことが期待できます。

２ 家庭の学習で活用できるアプリケーション
この事例のポイント 自己の食生活に関わる事象を視覚化することで、より自分事として捉え、課題を発見し、よ
りよい課題解決に向けて思考し判断するとともに表現する力を養うことが期待できます。そこで、タブレット PC で
シュミレーションを活用することで、児童が実感をもつような学習を展開することが可能になります。

食の栄養バランスチェックシート（株式会社明治）
https://www.meiji.co.jp/meijishokuiku/exp/diagnosis/check.html
食の栄養について栄養バランスを考えながら、１日の
食事について考えることのできるコンテンツです。
「栄
養を考えた食事」の学習で、「食品の栄養的な特徴が分
かり、料理や食品の組み合わせで食事をとる必要がある
こと」、
「１食分の献立について栄養のバランスを考え工
夫すること」について自分の考えや仲間の考えを共有
し、よりよい生活を考えるきっかけとなることが期待さ
れます。

■家庭の学習で身に付ける！新たな時代の情報モラル・セキュリティ
子どもたちが今よく遊んでいる家庭用ゲームなどは、インターネット通信によるやりとりを基本的に想定している
ものも多くあります。実は、遊びの中で、自分や自分にかかわる人たちの情報を漏えいしているかもしれないことに
無頓着なことはないでしょうか。現行の指導要領の家庭では、消費生活・環境に関わることを学習します。大人になっ
たときに、賢い消費者となることができるよう、消費者の役割を考える視点のひとつとして、情報セキュリティにつ
いて、ぜひ意識させたいところです。
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
体育では学習指導要領に「
（３）第 2 の内容の指導に当たっては、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報
手段を積極的に活用して、各分野の特質に応じた学習活動を行うよう工夫すること」とあります。保健領域において、
健康情報の収集や健康課題の発見や解決方法の選択などにおける情報通信ネットワーク等の活用が考えられます。児
童が健康課題の解決方法を試行錯誤する場面で、従来はワークシートを使って調べたことをまとめる活動を行ってい
たことから、コンピュータ上で共同編集等を用いることで、さらに効率よく質の高い活動に変える可能性があります。
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
日々の授業における思考の可視化はもちろん、体育では運動領域において、動作の確認やそのポイントをその場で
すぐに確認するなどの活用が期待されます。技の動作を映像等で残すことが容易になり、自分のパソコンに蓄積する
こともできることから、模範の映像と自分の動き方の映像を比較しながら個人や仲間同士で達成状況を確認すること
などができます。また、過去の記録と照らし合わせることで自分自身の記録の伸びと成長を感じることができ、問題
解決や振り返りが今まで以上に深くなることが期待されるでしょう。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
体育では、授業中における共有の活動は言うまでもなく、例えば、運動領域、保健領域において、
「する・みる・支
える・知る」に関連する人や現場をリアルタイムでつなぎ、健康に関する内容や運動、スポーツの多様な関わり方につ
いて理解を深める、双方向での活動が今後期待されます。

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、体育の授業ならではの使い方、活用が可能なサイト、アプリ
ケーションなどを、内容ごとに紹介します。

１ 各場面におけるＩＣＴの活用例について
この事例のポイント 運動領域における各の場面での活用例についてです。これまでも、動作を確認したり、技の出来
栄えを客観的にとらえるためにタブレット等を活用した授業展開がされてきました。これまでは、複数の児童が 1 台の
端末で動きを確認するなど、自分の動きを瞬時に確認したい時にじっくりと見ることが難しかったのが現状です。しか
し、1 人 1 台のタブレット PC を活用することで、この問題を解決することが可能となります。

（１）課題を把握したり、関り合ったりする場面での活用例
(中学年:器械運動)
この場面では、教員が模範動作を児童と共有しながら、コツやポイントを
示すことが考えられます。その後、実際に活動する中で児童同士で試技を撮
影して動作を確認し、できていること、できていないことを確認することで
現状の把握をすることができます。
ここでのポイントは 1 人１台の端末に映像を保存することが大切です。
そうすることで、のちに自分の動き方を「比較」、
「課題をみつける」ことが
期待できます。
また、目標の達成に向けて、自分の課題にあった練習や場を選択していく
活動が考えられます。ここでのポイントは同じ場で練習する仲間同士で技
を行う様子を撮影し、模範映像の動き方と自分の動き方を「比較」しなが
ら、動作がどれくらい模範動作に近づいたかなど、個人や仲間同士で達成状
況を確認し、伝え合うことができます。また、1 人 1 台端末で行うことで自
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分が確認したいときに繰り返し動きを確認し、できている点や修正点を確
認することができます。
（２）作戦について考えたり、動きの共有を図ったりする場面での活用例
（高学年:ボール運動)
ゲーム中や練習の動きをタブレット端末に記録し、その動きをチーム内
で共有することで、明確な根拠をもって作戦について考え、考えた動きがゲ
ーム中にできているかが確認できます。また、他のチームの動きと共有する
ことで自チームとの「比較」ができ、自他の考えをより深めることが期待で
きます。また、支援の手立てとして、課題や改善のポイントの映像などを共
有することで目標に達していない児童にも次時の授業前に確認することが
できます。

２ 保健領域の学習で活用できる Web コンテンツ
この事例のポイント 保健領域では、自己の健康に関わる事象を映像や視覚化することで、より自分事として捉え、
課題を発見し、よりよい解決に向けて思考し判断するとともに表現する力を養うことが期待できます。そこで、タブ
レット PC でシミュレーションを活用することで、児童が実感を持つような学習を展開することが可能になります。

（１）
「実写版」危険予知・事故回避トレーニング（JAF）
https://jaf.or.jp/common/safety-drive/online-training/
risk-prediction/bicycle
実際の映像を見ながら自転車乗車時の危険予知がトレーニングで
きるコンテンツです。
「けがの防止」の学習で、けがの発生要因に関
わる危険を予測し、その防止の方法を考えながら、自分や仲間の考
え方を共有し、危険を回避し、安全に行動する必要性を考えるきっ
かけとなることが期待されます。
（２）食の栄養バランスチェックシート（株式会社明治）
https://www.meiji.co.jp/meiji-shokuiku/exp/diagnosis/check.html
食の栄養について栄養バランスを考えながら、1 日の食事ついて
考えることのできるコンテンツです。
「健康な生活」「体の発育・発
達」の学習で、適度な運動や睡眠と休養を考えるとともに食事の重
要性を考え、自分の考え方や仲間の考えを共有し、よりよい生活を
考えるきっかけとなることが期待されます。

■体育の学習で身に付ける！新たな時代の情報モラル・セキュリティ
保健領域の学習では従前から健康な生活と関連付けて情報モラルの内容も取り扱ってきましたが、新たな時代の情
報モラルを身に付ける上では、実際の授業で活用し、メリットを実際に機器を扱いながら感じつつも、情報モラルが
問われる場面等を想定して考えさせるような授業展開を意識しましょう。
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
外国語では、知識・技能を見取る視点として、
「英語表現の正確さ」があげられます。学習指導要領、内容の[知識及
び技能](1)英語の特徴や決まりに関する事項では、音声や語彙、表現、文法、言語の働きなどを理解するとあります。
ICT を活用することによって、自分の音声を録音し、英語の発音やイントネーションを確かめたり、使いたい単語を調
べて使用したりするなど、個別学習の充実が図られます。また、ペアでスピーチなどを互いに録音や録画することに
より、フィードバックの活用にも期待がもてます。
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
日々の授業の思考の可視化はもちろん、外国語では、マッピングなどの思考ツールを使うことによって、それを全
体で共有したりすることにもつながります。さらに、プレゼンテーション資料やスピーチ発表などで、ICT を使い、画
像を見せることにより、内容面の充実を図ることに役立ちます。さらに、それは他者への配慮にもつながるものと考
えられます。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
学んだことを共有するだけでなく、他校の ALT とオンラインでついで、やり取りしたり、中学校区で小学校と中学
校をオンラインでつなぎ、英語のやり取りをしたりする可能性が出てきます。小学校と中学校の児童生徒同士の会話
は、今後の小中連携がますます発展していくことにつながります。

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、外国語の授業ならではの使い方などを、領域ごとに紹介しま
す。

１ 領域：
「話すこと（発表）
」自己紹介やプレゼンテーション資料として活用
この事例のポイント 今までは、自己紹介やプレゼンテーションをする際、模造紙や発表シート等を使って、手作りを
することが多く、準備に時間を費やすことが課題であったと思います。しかし、1 人 1 台のタブレット PC を活用するこ
とで、児童が伝えたいと思う効果的な画像や資料を選んで使用することが可能になります。また、視覚教材を使用するこ
とによって、聞く側の児童に具体的に提示することができます。

左の画像は、自己紹介やプレゼンテーションで使う画像を
選んでいる様子です。自己紹介では、それぞれの関心のある
事柄、プレゼンテーションでは、資料として使いたい画像な
どを選んでいます。クラス全体やグループ、ペア活動で伝え
る際に、効果的に画像を織り交ぜながら話すことで、聞き手
がより内容を理解したり、相手が知らないことも伝えられま
す。
これは、外国語の学習に取り組む態度の目標にある、小学
校では「他者に配慮」
、中学校では、
「聞き手，読み手，話し
手，書き手に配慮」に繋がっていきます。また、話し手にと
っては、内容面の充実にも生かすことができます。資料の順
序を変えて説明したり、相手の立場に立って画像を選定して
使ったりするなど、思考力・判断力・表現力等を働かせるこ
とができ、資質能力の育成に役立つことが期待されます。
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２ 領域「話すこと（やり取り）」
「話すこと（発表）
」として活用
この事例のポイント 話した内容をタブレット PC で録画することにより、課題や改善点を見つけ、「主体的に学
習に取り組む態度」に含まれる「自己調整」を図ることに役立ちます。

左の画像は、児童がタブレット PC を用いて、自分のスピーチを録画し
ているところです。録画後は、自分で発音や言語面の間違い、内容などの
課題や改善点を見つけ、修正することで自己調整を図ることに役立ちま
す。また、ペアやグループ全体で共有することにより、様々なアドバイス
をもらうことができ、表現力のアップにつながります。さらに、ペアでや
り取りしている場面を録画することにより、会話を継続するための方法や
質問の仕方などを考え、内容面の充実を図っていくだけでなく、言語面の
エラーやレスポンスなど様々な指導に生かすことが可能です。ALT とと
もに行うパフォーマンステストや「話すこと（やり取り）」の記録に残す
評価にも役立つことが期待されます。

３ 領域「聞くこと」
「読むこと」
「話すこと（やり取り）
」の活用例
この事例のポイント ICT を使って他校の ALT や海外の人とつながり、様々な領域で言語活動に生かすことがで
きます。

左の画像にある通り、地元に戻った ALT や他校の ALT、
海外の中学校と通信をし、目的や場面、状況に応じた会話を
したり、ALT が書いた手紙を教材として使ったりするなど汎
用性のある取組が可能です。生徒の思考力・判断力・表現力等
の育成に役立つとともに、自分の英語が海外の人に通じたな
ど、喜びを分かち合うこともできます。また、外国の文化に触
れる機会が増え、国際理解にもつながることが期待できます。
■外国語の学習で身に付ける！新たな時代の ICT 活用
全国では、その親和性、特性を生かしたいろいろな実践が行われています。例えば「英語の授業を英語で行う」ため
に映像を使った ICT の活用、例えばパフォーマンス評価への ICT の活用、例えば教室を飛び越え、世界とつながるた
めの ICT の活用など。そして、ICT は、地域性や家庭環境による「日常的に英語に接する機会」の格差を解消するツー
ルにもなり得ます。一方で、
「翻訳機が進化して英語の学習は不要になるのでは？」という疑問の声も聞かれます。
しかし、新学習指導要領の目指す、
「コミュニケーションを行う目的や場面、状況等を踏まえ、言語の背景にある文
化や他者への配慮をしながら、自分が本当に伝えたいことを伝え合い、理解し合う能力の育成」は、翻訳機では実現す
ることはできません。ICT を上手に活用して「本物のコミュニケーション」を大切にする外国語の授業が展開されるこ
とを期待しています。

※P.47～48 の画像の出典：文部科学省ホームページ、外国語教育情報
https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/index.htm
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
道徳では、
「道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度（道徳性の諸様相）」を育成するために、
「自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深める」という学習
過程を行うことが求められています。
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること

物事を多面的・多角的に考えるためには、自分とは異なる意見をもつ他者と議論する学習活動が大
切です。文部科学省は、多面的・多角的に考える過程の例を、次のように示していますが、その過程
の中で、活用することが考えられます。

児童にとってのメリット

「考えたくなる」
「友達の考えを聴きたくなる」の往還→主体的・対話的な学び

教員にとってのメリット

授業の効率化、児童の考えで創る授業展開→道徳の特質を踏まえた授業

（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること

自己を見つめたり、自己の生き方についての考えを深めたりするためには、多面的・多角的な思
考を通じて、道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深める学習活動が大切です。文部科学省
は、自分自身との関わりの中で深める過程の例を、次のように示していますが、その過程の中で、活
用することが考えられます。

児童にとってのメリット

「自分にとっては…」
「これまでの自分の考えは…」等じっくり内省→深い学び

教員にとってのメリット

内容項目の相互関連や発展性を意識した授業展開→道徳の特質を踏まえた授業

（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること

授業の実施への地域の人々や団体等外部人材の協力を得ることは、道徳的価値について多面的・多
角的に考えたり、自己を見つめたりすることの充実につながることが期待できます。教室に招くこと
が難しい講師に直接質問したり、思いや考えを直接聞いたりする学習活動において、活用することが
考えられます。また、児童が多様な考えと出合える場面を設定することは、児童が自分の感じ方や考
え方をより一層明確にする上で効果的です。例えば、他校の同学年の児童と考えを共有する学習活動
や中学校区における小学校６年生と中学校１年生といった異学年交流を生かした授業において、活用
することが考えられます。
児童にとってのメリット

「考えを聴きたくなる」
「考えたくなる」の往還→主体的・対話的な学び

教員にとってのメリット

出会わせたい人などの積極的・効果的活用の実現→道徳の特質を踏まえた授業

・
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● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、道徳の授業ならではの使い方などを、先述の「教科ならでは
のポイント（１）（２）」について紹介します。

１ 教科ならではのポイント（１）多面的・多角的に考える工夫としての活用例
この事例のポイント 教科書教材の中には、ポスター形式のものがあります。考えを共有する学習活動では、教員がそ
の教材を拡大印刷して、黒板に掲示し、１人１人の考えを記入していくことがよくありますが、時間がかかってしまい、
考えの共有後の話合いに十分に時間を使うことができないことがありました。しかし、1 人 1 台のタブレット PC を活用
することで、この問題を解決することが可能です。

左の画像は、ポスター形式の教材です。小学校第１学年及び第２学
年の内容項目「規則の尊重」で扱った場合、「もしきまりがなかった
らどうなるか、考えてみよう」と投げかけ、気付いたところに丸印を
付ける学習活動を展開することがあります。画像を追加した
Jamboard を作成し、Classroom と連携することで、児童がタブレッ
ト PC 上で、自分で考えることができるだけでなく、グループや全体
（出典：わたしたちの道徳 小学校１・２学年）
＊丸印は、本文書作成者による

で画像を共有しながら、同時に作業することも可能になります。全体
で共有する場面では、左の画像の丸印のように、全員の作業結果を見

（使い方マニュアル）
https://Google

ることができるので、自分の考えと友達の考えを、視覚的に比較する
ことが可能となり、話合いの必然性が生まれます。

Workspaceguide.jp/jamboard/what-is-jamboard/

２ 教科ならではのポイント（２）自分自身との関わりで考える工夫としての活用例
この事例のポイント 自分自身との関わりで考える工夫として、「書く活動」を位置付けることがありますが、単
なる授業の感想で終わってしまう状況がありました。しかし、1 人 1 台のタブレット PC を活用することで、友達の
考えやこれまでの自分自身の考えと関連付けができ、考えやすくなります。

左の画像は、Google スプレッドシートで作成した道徳の振り返り
シートです。スプレッドシートの画像のセル内には、その場で撮った
板書や教材を貼り付けることができるので、児童が授業を振り返る際
に、
（一番の）拠り所を明確にしながら、考えることができます。
また、この振り返りシートを継続的に使用していくと、児童が、こ
れまでの授業で自分自身が考えたことやその拠り所を確認すること
ができ、内容項目相互の関連性に気付いたり、道徳的価値について捉
（使い方マニュアル）

え直したりすることにも、期待できます。

https://support.google.com/docs/answer/
6000292?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=ja

■道徳の学習で身に付ける！新たな時代の情報モラル・セキュリティ
道徳の学習では従前から、例えば、親切や思いやり、礼儀に関わる指導の際に、インターネット上の書き込みのすれ
違いなどについて触れたり、規則の尊重に関わる指導の際、インターネット上のルールや著作権など法やきまりに触
れたりするなど情報モラルに関する指導を行ってきました。今後、児童がポジティブに ICT を活用していくためにも、
今後出合うであろう様々なデジタルジレンマにおいて、道徳的価値を実現するための適切な行為を主体的に選択し、
実践することができるような内面的資質を育てていきましょう。
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
特別活動の指導に当たっては、その方法原理である「なすことによって学ぶ」直接体験が基本であるが、指導内容に
応じて、コンピュータや情報通信ネットワーク等を適切に活用し、児童生徒の学習の場を広げたり、学習の質を高め
たりすることができると考えられます。例えば、生活場面を撮影したり、サイトにアクセスしたりして、必要な情報を
収集し、学校生活の問題を見いだすこと等が考えられます。
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
集団が大きくなればなるほど、情報共有や意見表明、集計等に困難さがありましたが、1 人１台のタブレット PC を
活用することで、その効果が発揮されます。また、実践を撮影及び編集し、他者と共有したり、互いの記録を統合して
次の課題解決につなぐこともできます。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
中学校区における小中合同の児童・生徒会会議、あるいは遠隔地による他校との児童会会議、及び生徒会会議等、空
間を超えた取組を行うことで、多様な考えにふれることも可能です。

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、本市における「キャリア・パスポートクラウド版」について
紹介します。
「キャリア・パスポート」 市教育委員会作成「標準様式

さがそうみらい Passport」の【クラウド版】

学級活動(３)「一人ひとりのキャリア形成と自己実現」においては、いわゆる「キャリア・パスポー
ト」を活用した実践が求められています。相模原市教育委員会では、
「キャリア・パスポート」の標準様
式として「さがそうみらい Passport」を作成し、word 形式で全校に配信しています。これは各校の児童
生徒の実態等に応じてカスタマイズし、紙媒体で取り組むことを想定しています。
また、本市では、一人１台のタブレット PC が行き届くこととなりました。これを受けて、「キャリ
ア・パスポート」を紙媒体だけではなく、クラウド上で管理することができる【クラウド版】も合わせ
て作成しました。
さがそうみらい Passport クラウド版のイメージ図

クラウド版のポイント
① 教員も児童も、端末さえあれば「いつでもどこでも」確認、再編集ができます。
② 児童の記録は、自動でクラウド上に保存されます。
③ 教員は、児童に配付した時点から、児童の記入状況を確認できます。
④ 年度ごとに一つのファイルにまとめるようにしたため、児童は容易に自身の過去の記録を振り返ること
ができます。
★
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Classroom の機能を使って児童とやり取りをします。キャリア・パスポートクラウド版は、Google のスプレッド
シートで作成しています。

【

今後のクラウド版の可能性

】

現時点では、クラウド版は配信したばかりのため、各学校からの具体的な活用事例はまだ上がってい
ません。しかし、今後、活用が深まっていく中で、次のような効果が期待されると考えています。
① 児童一人ひとりが自己評価を４段階で行う項目があります。この数値を excel 等の表計算ソフトを活
用することで、学級や学校としての集団の傾向が、容易に可視化できるようになること
② 映像や音声で記録を残していくことも可能であるため、例えば、
「卒業する自分に向けたメッセージ映
像」を記録として残す等の取組が考えられること
③ 支援が必要な児童への配慮として、例えば字を書くことが困難な児童においても、画像や映像で成長
の記録を残していくことができること
④ 次の学年、次の校種へと引き継ぐ際にも、一人ひとりの記録は、個人アカウントに紐づけられている
ため、容易に管理・保管ができること(保管するスペースを心配する必要がない)

【

留意すべきこと 】

上記に記したようにメリットも多く考えられるが、デメリットになり得ることも視野に入れておく必
要があります。次に記したのは、本市教育研究員(キャリア教育の研究を行う上で、市内の現役教員 4 名
に委嘱している)によるまとめです。
～キャリア・パスポートにおける紙媒体とデータ媒体の比較～
媒体

メリット

デメリット

〇手書きの文字は「成長」を感じ

▲経年による劣化

取れる

紙

▲紛失しやすい

〇手書きの文字には、「感情」が

▲保管が大変
等

表れる
〇枚数の厚みで積み重ねを実感
し、「愛着」につながる 等
〇いつでもどこでも見ることが可
能

データ

▲タイピング文字は感情が見えにくい
▲児童生徒の情報モラル

等

〇多種多様な情報を保存できる
〇支援の必要な児童生徒に有効
・映像、画像、音声保存

等

キャリア・パスポートの目的は、自分の想いを表現し、今の自分と未来の自分をつなぐこと。
作成にあたり、
「紙」
「データ」それぞれのメリットを生かして選択することが大切です。

■特別活動の指導における ICT の活用について■
今回は、キャリア・パスポートの活用について示しましたが、特別活動の指
導における ICT の活用について重視すべきことは、特別活動の特質である「集
団活動、実践的な活動」の代替としてではなく、特別活動の学習の一層の充実
を図るための有用な道具として ICT を位置付け、活用する場面を適切に選択
し、教員の丁寧な指導の下で効果的に活用することが重要です。この点を十分
留意し、各学校での積極的な取組が望まれます。
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
総合的な学習の時間では、実社会や実生活上の課題の解決に向けて、問題解決的な活動が発展的に繰り返される「探
究的な学習」が行われることが大切です。小中共に学習指導要領解説には、この「探究的な学習」の一連の過程として
「課題の設定」
「情報の収集」
「整理・分析」
「まとめ・表現」が示され、これらを発展的に繰り返していくことが記さ
れています。このことからも ICT ならではの強みと合致する部分が大きいことが伺えます。従来行ってきた活動に、
大きな選択肢が増えたこと、そしてその選択肢を児童生徒が適切に状況に応じて判断して活用することが求められて
います。
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
これまでも「探究的な学習」の一連の過程を進めていく上で、時間的・空間的な制約が壁になることがあったのでは
ないでしょうか。この壁それ自体が総合的な学習の時間においては大切な学習経験として蓄積していくものです。ICT
ならではの強みを知り、教員が、あるいは児童生徒が今まで乗り越えることができなかった壁を越えていく方法の一
つとして捉えていくことが大切な視点になります。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
総合的な学習の時間においては、探究課題に応じて地域の高齢者、県外の同学年、海外の技術者等、社会情勢や空間
的制約から交流することが困難だった場合でも、今後はリアルタイムで双方向につなぐ活動が期待されます。このよ
うな発想自体を教員からの提案ではなく、児童生徒が ICT ならではの強みを知り、児童生徒自らが気付き、探究的な
学習に生かしていく力を身に付けていくことが大切です。

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、総合的な学習の時間の授業ならではの使い方、活用方法など
を紹介します。
小学校４年生の実践 本時「相模原市の名産品と神奈川県内の名産品の特徴を比べる」授業展開
授業の初め、Google のフォームを使って児童がも
っている疑問を一覧にしたものを、大型提示装置に提
示して共有しています。(画像左)
また、保護者全員を対象にしたアンケートも
Googleform のアンケート機能を活用して実施しまし
た。この結果は、自動的にグラフ化されます。この結
果についても、学級全体で共有しました。特筆すべき
は、４年生児童が学校行事での経験からこのアンケー
ト集約の方法に着眼し、担任との関わりの中で校長先生に説明・依頼することを通して、保護者全員へ
のアンケートを実現させたことです。
この場面でのポイント
児童の願いを共有するのに有効であり、協働的な学びにつながる契機となります。
大規模校であっても保護者へのアンケート、及び結果の集約が容易にできます。
児童が自ら解決策を見出していくこと、そのための教員の働きかけが「適切」です。

①
②
③

自分自身が今まで集めてきた情報をグループごとに共有する
場面です。そのとき、グループ内で「この特産品の売り上げって、
どのくらいあるのだろう？」と一人の児童がつぶやきました。す
ると、隣にいた児童が「それ、私に任せておいて。
」と言って、タ
ブレット PC を開き、インターネット上で検索を始めました。そ
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して数分のうちに正確な情報を発見し、グループ内で
共有していました。
授業後半には、グループごとに比較結果を模造紙に
「ベン図」を用いてまとめ、クラス内で共有していまし
た。(画像左)

この場面でのポイント
① あくまでもタブレット PC は、ツールの一つです。目的に応じたツールを選択することができるよう、
児童生徒にもその目を養っていくことが大切です。

小学校６年生の実践 本時

「地域の商店街のシャッターアートのデザインを考える」授業展開
テーマに沿ったシャッタ
ーアートを完成させるため
に、班ごとに自らのアイデ
アを共有しています。
Google のスライド機能を
使って、班の中で画面を共
有し、自分が考えたデザイ
ンやそのデザインがテーマ
に沿っているという根拠を

伝え合います。(画像上左)特筆すべきは、全員がタブレット PC に固執する訳ではなく、自らのイメー
ジを画用紙に描いたものを基に説明する児童もいることです。(画像上右)班によっては、主な共有手段
をタブレット PC とせずに共有を図っていました。
この場面でのポイント
① 課題の解決に向けて一人ひとりが収集したデータ等をクラウドを利用して集団内で共有することで、質
的・量的に豊かな情報を蓄積することにつながります。
② あくまでも Tablet 端末は、ツールの一つです。目的に応じたツールを選択することができるよう、児
童生徒にもその目を養っていくことが大切です。

班で話し合ったアイ
デアを画面転送装置を
使って、大型提示装置に
投影し、班ごとに説明し
ています。班ごとに作成
したスライドに沿って
視覚的な情報と合わせ
て共有するため、口頭のみの説明に比べれば、はるかにイメージは伝わりやすいです。また、児童が説
明していく言葉の中には、班の中で互いに共有したからこその深まりを感じさせる発言が多く見られま
した。
この場面でのポイント
互いの考えを共有することで、異なる視点でデータの整理・分析をすることにつながり、集団としての新た
な知が生まれ、より深い協働的な学びが実現できます。

※紹介した事例は小学校ですが、中学校においても考え方は同様です。
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
特別支援教育における ICT の活用は２つの視点があります。１つ目の視点は、
「教科指導の効果を高めたり、情報活
用能力の育成を図ったりするために、ICT を活用する視点」です。これは、障害の有無や学校種に関係なく全ての児童
生徒に関わるものです。そして、２つ目の視点は、
「障害による学習上又は生活上の困難さを改善・克服するために、
ICT を活用する視点」です。これは、特別支援教育の教育課程において要となる自立活動の視点で、特別な支援を必要
とする児童生徒に特化したもので、障害による学習上の困難に対して、障害のない児童生徒と同じように学習できる
よう、ICT 等を個々の障害の状態等に応じて、効果的に活用するという考え方です。
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
特別支援学校学習指導要領に示される自立活動では、「2 心理的な安定 (2) 状況の理解と変化への対応に関するこ
と」において、場所や場面の状況を理解して心理的抵抗を軽減したり、変化する状況を理解して適切に対応したりす
るために、事前に変化する場所や場面などの情報を収集し、確認する機会を設定しておくことによって、状況を理解
して適切に行動するための支援となります。また、
「4 環境の把握 (2) 感覚や認知の特性についての理解と対応に関す
ること」においても、感覚や認知の特性を踏まえ、自分に入ってくる情報を適切に処理できるようにするため、図や表
による提示や注目する箇所の色分けなど、指導方法や支援としての活用が考えられます。
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
特別な支援を必要とする児童生徒については、学習の記録や活動の様子などを画像や映像などで記録することで、
それぞれの成果を可視化することができ、事後学習での活用による自己評価の充実などが考えられます。また、自己
の成長が確認できることから、自立活動の指導で特に重視される自己肯定感の向上につながることが期待できます。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
他者とのコミュニケーションに困難のある児童生徒の自立活動として「6 コミュニケーション （4）コミュニケー
ション手段の選択と活用に関すること」の内容を扱う場合、ICT の活用により様々な手段が考えられます。児童生徒の
障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じて，適切な手段を身に付けることにつながることが期待できます。
また、身に付けた手段を実際に活用する機会として、オンラインによる交流及び共同学習を行うなどの活用も考えら
れます。

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、特別支援教育での使い方、活用が可能なサイトを紹介します。

１ 自立活動「2 心理的な安定 (2) 状況の理解と変化への対応に関すること」等での活用
この事例のポイント 児童生徒が見通しを持って儀式的行事や集会活動に参加できるように、視覚支援となるプレゼ
ンテーションソフトを活用し、集会の進行具合や内容をリアルタイムでわかりやすく提示します。視覚支援によって、児
童生徒が自分の判断で内容を理解し、落ち着いて集会活動に参加することができます。

・例えば、学年集会や卒業式次第などを、児童生徒が座っている位置から見えやすい場所に大きな
スクリーンを設置し、提示します。
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・進行状況が分かりやすいように、現在行われている項目に色をつけます。
※終了した項目を消していくことも有効な支援と考えられます。
・残りの項目などを目に見えるようにすることで、見通しを持ちやすくなります。
視覚支援は学校生活だけでなく日常の生活においても様々な場面で用意されています。児童生徒がそ
の支援を自分で探し、見つけることができるようにすること。そして、その支援をもとに自分で判断し、
行動できるようにすることについても指導していくことが大切です。

２ 自立活動や各教科等の指導で活用できるプレゼンテーションソフトの教材パーツ
この事例のポイント 特別支援学級では自立活動や教科等の指導で視覚支援のためプレゼンテーションソフトを使用
することが多いと思います。その際に活用できる教材パーツが多数紹介されているサイトがあります。
「Teach U ～特別
支援教育のための教材パーツ～」には Microsoft PowerPoint で使用できる教材パーツがダウンロードでき、活用する
ことができます。

コピー&ペーストで活用できる教材パーツや自立活
動や各教科等の指導で使える教材がダウンロードで
きます。使用方法や使用例も映像で確認できます。

図 「Teach U」ホームページ
https://musashi.educ.kumamoto-u.ac.jp/
[国語]ローマ字⇔ひらがな 50 音表

子音と母音を押すと、その系列の文字が表示されま
す。子音と母音の交差したところが色濃く表示され、
そこを押すと該当するひらがなが表示されます。ひら
がなは、表示後しばらくして消えます。ローマ字のし
くみと、ひらがなとの関係を確認できる、動く 50 音
表のようなイメージです。教示用にも自学用にも活用
できます。

３ 特別支援教育向け情報モラル教材 SNS の「上手なつかいかた」を考えよう
この事例のポイント 特別な支援を必要とする児童生徒の間でも、ＩＣＴがコミュニケーションツールとして機能し
ている一方、相手の状況を推察するのが難しいといった障害の特性等に起因するトラブルも起こっています。また、プラ
イバシーや個人情報保護などに関する理解が浅いことに基づくトラブルもあります。これらのトラブルは、情報モラルに
関する指導を丁寧に行うことで，未然に防ぐことができる可能性が高いと考えられます。この教材では、ＳＮＳでのソー
シャルスキルトレーニングの授業例やワークシート等が紹介されています。

特別支援学級での「情報モラル」に関する授業例やワークシート等
をダウンロードして活用することができます。
図

静岡大学教育学部 塩田慎吾 研究室の
ホームページ
http://shiotashingo.main.jp/?p=801
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
国語では、話や文章に含まれている情報と情報との関係を捉えて理解したり，自分のもつ情報と情報との関係を明
確にして話や文章で表現したりすることが重要です。それらの情報を用いてスピーチをすることや評論文を書くこと
等の言語活動を行うときなどの活用が期待されます。また、
「書くこと」では、生徒が文章の構成等を試行錯誤する場
面で、従来はワークシートやノートを使って書いたり、消したりすることを繰り返す活動を行っていたことから、文
書作成ソフトを用いることで、さらに効率よく質の高い活動に変えることができる可能性があります。
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
日々の授業での思考の可視化はもちろん、国語では、録画・再生機能を活用し、自分自身の言語活動を繰り返し振り
返る活動での活用が期待されます。例えば、
「話すこと・聞くこと」では、スピーチや話合いの様子を映像で残すこと
が容易になることから、自分の表現を見直すことができます。また、記録に残すことにより、自分自身の成長にも気づ
くことができ、振り返りが今まで以上に深くなることが期待されるでしょう。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
みんなで考えを出し合う学習では、付箋機能を活用し、考えを共有する授業展開が可能となります。また、質問やお
礼を伝える際に、直接メールでのやりとりをすること等が考えられます。さらに、遠隔地の学校等と、あるテーマに沿
って議論する等の授業展開も考えられます。

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、国語の授業ならではの使い方について紹介します。

１ 着実に国語における「資質・能力」を身に付けるために・・・
この事例のポイント 指導事項として位置づけられている事項を確実に指導することは言うまでもありません。第２
学年の指導事項及び言語活動例には、ICT を活用する場面が明確に示されています。1 人 1 台のタブレット PC を活用す
ることで、着実に資質・能力を身に付けることができます。

（１）第２学年「Ａ話すこと・聞くこと」での活用
第２学年〔思考力、判断力、表現力等〕
「Ａ話すこと・聞くこと」の指導事項ウには、
「資料や機器を用いるなどして、自分の考えが分かりやすく伝わるように表現するこ
と」と示されている。自分の考えを分かりやすく伝えるための「機器」として、
「プレ
ゼンテーションソフト」が挙げられている。インターネット等で調べた情報を整理・
分析し、試行錯誤しながらプレゼンテーションソフトを用いてまとめ、発表する。この一連の学習過
程が、１人１台のタブレットＰＣで実現可能です。
（２）第２学年「Ｂ書くこと」での活用
第２学年〔思考力、判断力、表現力等〕
「Ｂ書くこと」の言語活動例には、
「イ

社会生活に必要な

手紙や電子メールを書く」
「ウ 本や新聞、インターネットなどから集めた情報を活用」
と、ＩＣＴの活用についての記載があります。これらの言語活動を通して、
「自分の考
えが伝わる文章になるように工夫すること」などを指導します。
例えば、１人１台のタブレットＰＣを用いることで、手紙や電子メールを書くこと
は容易に行えます。加えて、書いたものを、段落を入れ替えたり、推敲したりすることもこれまでよ
り効率的に行えるというメリットもあります。また、インターネットの検索機能で集めた情報につい
ては、個人のフォルダに記録しておき、何度も見直しながら学習を進めることができます。
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２ 『ホップ、ステップ、ジャンプ』ＩＣＴ機器を積極的に使ってみよう！
この事例のポイント とにかく生徒も教員も、使い慣れることが大切です。これまで、スピーチや話合いの言語活動
では、自分自身のスピーチの様子や話合いの様子を見ることはなかなかできなかったのが現状です。また、書くことに
おいても、せっかく書いたものを何度も書いたり消したりを繰り返していました。ここでは効率的に、かつ、国語の資
質・能力を身に付けることができる事例を段階別に紹介しています。

【ホップ】まずは、使ってみよう！
（１）モデルとなる映像を見よう！ ～主に、学習の見通しをもつ場面～
教科書に掲載されている「ＱＲコード」、特に、スピーチや話合いの言語活動が設定されてい
る教材での「ＱＲコード」をタブレットＰＣで読み込むことで、そのモデルの映像を視聴するこ
とができます。その映像を視聴することで、学習の見通しをもつことや気をつける点などを知る
等の学習につなげることが考えられます。また、書写においては、お手本の映像を視聴すること
ができます。各自で映像を視聴しながら、気をつける点などを確認する等、主体的な学習につな
げることができます。
（２）録画しよう！

～主に、考えたことを表現・共有する場面～

個人のタブレットＰＣで、自分自身のスピーチや話合いの様子を録画します。そ
れを見直し、内容や表現の工夫等を考える活動を行うことが考えられます。これま
では、自分が発表している様子を自分で確認することはできませんでしたが、それ
が可能になります。
【ステップ】積極的に、使ってみよう！
考えた文章構成をもとに、文章作成ソフトを用いて実際に書く活動を行います。文章を入力し
た後の「推敲」の活動においては、段落を入れ替えたり、誤字脱字を修正したりすることを容易
に行うことができます。また、互いの作品を読み合い、付箋機能を用いて感想を交流することに
より、自分の文章のよい点や改善点を見つけることが可能です。
【ジャンプ】さらなる可能性を求めて、使ってみよう！
Google Workspace の Jamboard 等を使って、考えを出し合い、ペア
やグループで各自の考えを共有します。例えば、
「話し合うこと」の場
面で、タブレット PC 上に共有された友達の考えを知ることで、自分の
考えと比べながら活動に取り組むことが可能です。全体での共有では、
画面を大型提示装置に映したり、各自のタブレット PC に送信したり
と可能性は大きく広がります。これまで、板書をするのに時間がかかり、書く場所も限られてい
ました。それを克服することも可能になりそうです。
また、相手や目的を意識した言語活動において活用の可能性が広がります。例えば、「話すこ
と・聞くこと」におけるインタビューをする活動では、実際に現地に行かなくても、遠隔で実施
することが可能です。また、討論や発表の活動等において、自校の生徒だけでなく、他校の生徒
と行うことも可能です。こうした活動は、自分の考えを広げ深めることにもつながります。
■国語の学習で身に付ける！新たな時代の情報モラル・セキュリティ
国語の学習では、社会の情報化を踏まえ、生徒の実態等に応じた授業を工夫し、国語で育成を目指す資質・能力を確
実に生徒が身に付けられるようにすることが大切です。情報モラルの視点から、ＩＣＴを活用することにより、「伝え
合う力」や「コミュニケーション能力」を身につける指導が効果的に行われることが考えられます。その中でも、メー
ルのやり取りや掲示板の利用などから、「相手を思いやる気持ち」「文字の大切さ」「言葉を通しての表現」を学ぶこ
とが可能です。情報機器を効果的に活用しながら、国語で育成を目指す資質・能力を育てましょう！
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
社会では内容項目「
（１）調査や諸資料から様々な情報を効果的に調べまとめる技能」として、主な学習過程にお
いて、課題把握の動機付けや方向付け、課題追究の情報収集や考察・構想、課題解決のまとめ、新たな課題に向けた
振り返りの場面で活用することが重要です。また、学習課題を設定し、課題解決の見通しや予想、仮説を立てること
やそれらの検証に向けて様々な種類の資料を活用して調べることが可能となります。
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
社会では内容項目「(2)社会に見られる課題の解決」での活用が期待されます。異なる情報を比較（時期や範囲の異
なる地域の様子など）したり、（地形条件と土地利用の様子などを）結び付けたりして読み取れることから、情報全
体の傾向を踏まえて、各事象を適切に分析することができます。数値情報をグラフに表したり、表などの数値で示さ
れた情報を地図等に変換することで、これまでより効率よく質の高い学習活動に変えられる可能性があります。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
授業中における共有の活動は言うまでもなく、社会の学習においては、統計資料や画像、映像を繰り返し再生して
比較や分析することで情報が吟味されるので、調べたことを基に深く考えることができます。実際の遠隔地にある施
設見学や企業活動について、オンラインやオンデマンドとして通信や視聴することができます。
・

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、社会の授業ならではの使い方、活用が可能なサイト、アプリ
ケーションなどを、内容ごとに紹介します。

１「調査や諸資料から様々な情報を効果的に調べまとめる技能」の活用
この活用のポイント 社会では、手段を考えて課題解決に必要な社会的事象等に関する情報（事実や概念等
に関わる知識）を収集し、
「社会的な見方・考え方」に沿って読み取り、課題解決に向けてまとめることが大
切です。生徒が主体的に調べ分かろうとして、問いや追究の見通しが持てるよう授業を工夫しましょう。

（１） ICT を活用した学習場面を想定し、単元を通した授業デザインを考える
①

課題把握（動機付け・方向づけ）の場面
・社会的事象等を知る ・気付きや疑問を出し合う
・学習課題を設定する ・調査方法や追究方法を吟味する

②

課題追究（情報収集・考察や構想）の場面
・社会的事象等の意味や意義、特色や相互の関連を考察する
・社会に見られる課題を把握して解決に向けて構想する

③

課題解決（まとめ）の場面
・考察したことや構想したことをまとめる

④

新たな課題発見（振り返り）の場面
・学習を振り返って考察する

（２） 指導上の留意点
情報モラルの指導として、調べ学習などにおける資料や情報を活用する学習活動
の機会を通して、著作権等に関する法律に関する事項を中心に、倫理的な指導が
必要となります。
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２ 学習場面に応じた ICT 活用事例
この事例のポイント 社会では、生徒の考えが深まるよう様々な見解を提示することが重要です。生徒が
多面的・多角的に考察し、事実を客観的に捉え、公正に判断することを踏まえながら、主体的・対話的で
深い学びを意図した単元構成の工夫や学習課題の提示をしている事例を紹介します。

第 1 学年

●必要な情報を主体的に収集・判断する能力を育成するため、班ごとにタブレット PC

国の名前の

を使い、東南アジアの国名の由来を調べる過程で、インターネット上の様々な情報の

由来を考え

信頼性や信憑性を吟味させます。情報を発信する能力を伸ばすため、調べた国名の由

る

来を班ごとにまとめ、電子黒板や共有ボードを使って全体で発表します。

第２学年

●一般図や主題図を重ね合わせて、地域の地形の特徴やそこで起こる自然災害の根拠

自然環境の

について調べ、理解することができます。災害の特徴を発表資料にまとめ、テレビ会

特色

議システムを使って紹介し合うことにより、情報を主体的に収集・発信する能力を育
成することができます。発表に対する質問や意見は、共有ボードで交流します。意見
を色分けすることにより、互いの考えを可視化することができます。

３ 社会の学習で活用できる Web コンテンツ
この事例のポイント このコンテンツでは、位置や分布、広がりや形状などの全体的な情報の傾向性を読み取るこ
とができます。そのため、正確な事実や有用且つ信頼できる必要な情報を選ぶことで、社会的な見方・考え方に沿っ
て情報を読み取る技能が身に付けられます。

（１） 地理情報システム（GIS：Geographic Information System）
地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータを
総合的に管理・加工し、視覚的に表示できます。特定のテーマに
ついての状況を表現する土地利用図、地質図、ハザードマップ等
の主題図、都市計画図、地形図、地名情報、台帳情報、統計情報、
空中画像、衛星画像等の多様な情報から、人間と社会的事象の相
互依存空間や関係について理解することが可能です。
また、
「地図の重ね合わせ」機能を使い、地域差とそれぞれの指標
との関連性を考え、発表することもできます。
（２） 地域経済分析システム（RESAS：リーサス）
産業構造や人口動態、人の流れ等のビッグデータをマップやグ
ラフでわかりやすく表示できます。
総人口・年代別人口がどのように推移するかの把握や特定産業
の労働生産性の確認ができること、さらには参考とすべき自治体
との比較も可能となります。

■社会の学習で身に付ける！新たな時代の情報モラル・セキュリティ
現代は、経済活動だけでなく、科学、芸術、宗教なども情報化の影響を多大に受けており、そのことから、指導要領
でも公民的分野の内容 A(1)で情報化について取り上げるよう定めています。そのため、私たちが今後の社会をどうつ
くっていくのか、その一員として何をすべきなのか、といったことに対しての情報モラル・セキュリティの資質・能力
は大変重要となります。私たちの社会を、安全で持続可能なものにしていくには、一人ひとりにどのような情報モラ
ル・セキュリティの意識が必要なのか、ぜひ授業の中で考えさせてください。
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
「D データの活用」領域の学習においては、社会生活などの様々な場面において、目的に応じて必要なデータを収
集・処理し、その傾向を読み取って判断するなど、統計的に問題解決する力を養うことが求められています。生徒が目
的に応じて調査した結果をコンピュータに入力し、ソフトを使って「ヒストグラム」や「箱ひげ図」に整理すること
で、これまでグラフの作成に要していた時間をデータの傾向を読み解き、分析する時間にするなど、効率的でより理
解の深まる学習活動に変えられる可能性があります。
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
「B 図形」領域や「C

関数」領域においては、専用のアプリケーションを活用することにより、図形を動的に見

たり、定数の変化に伴って変わるグラフの形について考察したりすることができます。これまでは教員が操作する様
子を観察することが多かった活動が、生徒一人ひとりが操作・観察し、考察しながら性質などを見出す活動へと変わ
ることで、より主体的な学びの実現が期待できます。また、作成した図形等のデータを保存し、再編集できる点も ICT
ならではの強みといえます。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
数学では、解決方法が複数ある問題があり、そのような問題の解決においては、多様な見方・考え方を働かせて様々
な方法で解決できるようにしていくことが重要です。生徒が個々に考えた解決方法を PC に入力させ、オンライン上で
画面やデータを共有することで、思考の幅を拡げる手助けになります。これまで、共有のために黒板やホワイトボー
ドを利用してきましたが、データで共有を行うことにより、自分の考えを書き加えて保存するなど、ICT のメリットを
生かした授業展開が期待されます。

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、数学の授業ならではの使い方、活用が可能なサイト、アプリ
ケーションなどを、内容ごとに紹介します。

１ 「B 図形」領域において図形を操作・観察する場面での活用
この事例のポイント 「B 図形」領域の学習においては、タブレット PC を使って図形の形を自由に変形させること
で「図形を動的に見る」ことができるようになります。個々の生徒が自分の意図で図形を操作・観察し、考察しながら性
質などを見出すことができる点は、１人１台の端末が用意された強みであり、より主体的な学びが期待できます。

（１）D マークコンテンツ（東京書籍）
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/digi-contents/chu/sugaku/
左上の画像は、中学校２年生「B 図形」領域におい
て、平行線と角の性質を調べる学習の様子です。生徒は画
面上の図形の頂点を直接指で触り、自由に動かしながら平
行線と線分の作る角の変化の様子や数量関係について考察
し、性質を見出しています。生徒一人ひとりの意図で自由
に図形を動かせる点や、タッチパネルにより直観的に操作
ができる点は ICT ならではの強みといえます。
また、仮定となる条件を変えて「さらにわかることはない
か」、
「別の図形と同じと見ることはできないか」など、図形
を自由に動かすことが、統合的・発展的な考察にもつながり、
より深い学びが期待できます。
（左下図）
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（２）Geogebra
https://www.geogebra.org/calculator
左上のキャプチャ画面は、Geogebra で作成した図形です。
このソフトウェアの強みは、図形の作成における自由度が高
いことです。教員が予め作成した図形のデータを生徒の端末
に読み込ませ、その図形を基に学習することもできます。
また、このソフトウェアにはグラフを作成する機能もあ
り、
「C 関数」領域の学習においては、左下のキャプチャ画
面のように、定数の変化に伴って変わるグラフの形について
考察することもできます。

２ 「D データの活用」領域の学習で活用できるアプリケーション・サイト
この事例のポイント 「D データの活用」領域の学習においては、データの収集こそ生徒が行っても、その処理を教
員が行って提示することが少なくありませんでした。１人１台のタブレット PC が整備されたことにより、生徒が目的に
応じてデータ処理の方法を考え、グラフ化することができるようになります。同じデータを用いても、目的によって選択
するグラフの種類やその示し方が異なることを実感させるなど、統計的な問題解決力の育成が期待できます。

（１）SGRAPA（SEISHINSHA Inc）
https://sgrapa.com/
左上の図は、あるデータを基にして作成したヒストグラムと箱ひげ図
です。基になるデータを表に整理・選択し、クリックをするだけで簡単
にこれらのグラフを作成することができます。複数のグラフを並べて
観察し、比較・検討することで、それぞれのグラフの特徴を実感するこ
とができます。
（２）なるほど統計学園（総務省 統計局）
http://www.stat.go.jp/naruhodo/index.html
「なるほど統計学園」では、人口や気象、ごみの排出量など生徒が興
味をもって調べられそうな事柄について、調査結果のデータがまとめ
られています。自分が興味のある事柄についてデータを取り出し、
（１）
の SGRAPA を使ってグラフを作成するなどの活用が考えられます。
自らが作成したグラフを基に傾向を判断したり、問題解決の方法につ
いて考えたりし、その内容をレポートにまとめることで統計が問題解
決に結びつくことを実感することが期待できます。

■数学の学習で身に付ける！新たな時代の情報モラル・セキュリティ
情報モラルを身に付けていく上では、単に倫理的な側面の理解を深めることだけでなく、情報社会の特性を理解するこ
とも重要です。数学においては、タブレット PC を用いて、自分の考えを仲間に発表するなどの学習場面が考えられます。
その場合の資料の利用ルールや他者の考えや表現内容を引用する場合の約束事などを考えさせ、守るように指導していく
ことで、インターネット上にある情報を利用する際の注意喚起につながります。
日常の指導の中で身に付いたモラルが、日々の生活の中で自然に発揮されるように指導を行っていくことが大切です。
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
理科の学習においては、子どもが自ら自然の事物・現象に直接触れ、観察、実験
を行い、科学的に探究していくことにより、科学的に探究する力や態度を育て、理
科で育成を目指す資質・能力を養うことが大切です。観察、実験などの指導に当た
っては、直接体験が基本ですが、指導内容や、状況に応じてコンピュータやインタ
ーネットなどを適切に活用することによって、生徒の学習の場を広げたり、学習の
質を高めたりすることができます。
ICT を活用する際に留意したいことは、次の通りです。

「観察、実験の代替」としてではなく、理科の学習の一
層の充実を図るための有用な道具として ICT を位置づ
け、活用する場面を適切に選択し、教員の丁寧な指導の
下で効果的に活用することが重要です。

理科の特質に応じた ICT の活用については、次のことが考えられます。

（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
「中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説理科編」では、教員が、主体的・対話的で深い学び視点での授業改
善を行い、子ども自身が理科の見方・考え方を働かせながら探究の過程を進め、資質・能力を育成することが求めら
れています。ICT を活用することで、情報を収集することや、結果や考えを共有することなどを充実させることがで
き、探究の過程の質を向上させることができます。

（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
生命や地球に関する領域では、時間的・空間的に長大で再現性が低く、理科室で観察、実験することが困難な単元
があります。その時、コンピュータシミュレーションを活用し、課題を設定したり、検証を行うことが考えられま
す。また、観察、実験を繰り返し行うことが難しい単元では、事実を画像や映像で撮影しておくことで、考察する際
に、再度その情報に立ち返ることができます。ICT の活用は、探究の過程の見通しと振り返りを充実させることがで
きます。

（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
理科の学習においては、全国の子どもたちをつなぐことが、今後考えられます。子どもが撮影した生物の画像など
を、全国の子どもたちで共有することで、情報の価値が高まります。それらの情報をもとに探究に取り組むことによ
り、今まで以上に科学的に探究することが期待されます。

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、理科の授業ならではの使い方を紹介します。理科の特質に応じた ICT の活用には次のこ
とが考えられます。
〇観察、実験のデータ処理やグラフ作成を行い、規則性や類似性を見いだすとき。
〇観察、実験の画像や映像を撮影し、その情報を基にして観察、実験の結果の分析や多面的な考察をするとき。
〇観測しにくい現象をコンピュータシミュレーションや VR で体験するとき。
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〇探究の過程での情報検索をするとき。
〇学習を深めていく過程で、生徒が相互に情報を交換したり、説明したりする際の手段として活用するとき。
〇学んだことをクラウドに蓄積していくことで、過去の学びを振り返りながら、自然の事物現象についての理解を深
めていくとき。

１ 中学校第２学年「気象とその変化」
この事例のポイント ★情報を集める。
観察、実験などを行っても、考察する際の根拠となる事実を得ることができない場合、タブレット PC
で様々なサイトにアクセスし、必要な情報を収集する。

必要な情報をタブレット PC から収集することで、そこから
得た情報を基に、探究を行うことができます。
「どうすれば、明日の天気を予想できるのだろうか。」とい
う子どもが設定した課題を探究するとき、観察、実験を行って
検証することは容易ではありません。このとき、生徒は、気象
庁の WEB サイトから、必要な情報を集め、分析することで、
具体的な根拠を示しながら説明しました。

２中学校第３学年「天体の動きと地球の自転・公転」での活用
この事例のポイント

★視覚的に捉える。

時間的・空間的な見方を働かせることが必要な単元において、コンピュータシミュレーションを用いて、視覚的に捉
え、探究活動を行います。

観察記録を地球の自転と関連付けて考察するために
は、観察者の視点（位置）を自転する地球の外に移動さ
せる必要があります。生徒自身がコンピュータシミュ
レーションを操作することで、視覚的に捉え、多面的に
考察することができるようになります。

３ 中学校全学年
この事例のポイント ★学びを蓄える。
内容のまとまりごとに、学んだことをクラウドに蓄積していくことで、過去の学びを振り返りながら、自
然の事物象現についての理解を深めていく。

探究の過程で集めた情報や、観察・実験の結果、自らの考えなど
をタブレットに保存していきます。生徒は必要に応じて過去の学び
を振り返りながら、科学的に探究することができます。
また、単元、学年、小学校とのつながりを実感しながら、学びに
取り組むことができます。蓄積したことを振り返ることは、自らの
探究の過程をメタ認知できる力を育てます。

■理科の学習で身に付ける！新たな時代の情報モラル・セキュリティ
ＩＣＴを活用することで、生徒の探究活動の質を向上させることができます。ＩＣＴを活用して得た情報は、その
信憑性を確認してから発信することや、他者のデータを活用する場合の取り扱いなどを日常的に指導するようにして
いきましょう。
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
ここの（１）～（３）は固定です。
音楽では B 鑑賞においての活用が期待されます。鑑賞の授業では、音楽を味わい、聴き取ったことと感じ取ったこ

添付の「ICT の強み.ppt」を見ながら、

ととを記録しておくことができます。また、それをスプレットシートなどで共有することが可能です。全曲通してで

各教科の学習指導要領や解説に記載

はなく、１部分だけを何度も聴き返すことで曲想と関わらせながら気づくことができたり、音楽を形づくっている要

された内容項目を育成するためには、

素の働きなど気付いたりすることにつながります。また、作曲者や民俗音楽などの情報を用いたレポート作成などが

このような学習活動が、、
、という書き
想定されます。調べた音源や楽器の画像などをレポートに添付することが可能です。音楽は、音源があることにより
ぶりで書いてください。
さらに現実味のあるレポートになることが期待されます。
単純に、調べ学習ができます、編集が
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
日々の授業の思考の可視化はもちろん、A 表現「創作」での活用が期待されます。今までの「創作」の授業では、楽
できます、などの基本の学習方法は、
器の演奏技能の得意不得意によって、何度も旋律を演奏し試行錯誤しながら旋律づくりをするということを妨げてし
こことは別のページに書きます。
まうという難点がありました。また従来は、生徒の試行錯誤する場面において、ワークシートを使って、消したり書い
たりすることを繰り返す活動を行っていたため、記譜をすることにも時間がとられていました。今後はパソコン上で
つくった旋律を試行錯誤して音を確かめ、創作途中の旋律を毎授業で記録し、次の授業の際に続きから作成すること
ができます。記録を残すことにより創作過程の思考の変化を見取ることもできます。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
授業中における共有の活動ができます。合唱曲のパート別に分かれて練習している様子を、別の部屋にいながら共
有することができます。合唱のパート練習時はどうしても音取りの際に音が混ざりあってしまうことがあり、部屋を
分けたり、離れて練習したりをする場面がありました。しかし、そうすると他のパートの様子を把握することが難し
い状況がありました。離れた教室であっても、別のパートが歌唱する際に自分たちのパートを重ねて歌えば、どのく
らい自分たちのパートの旋律を習得しているかの確認にもなり、どのような音の重なりになるかなどを確認した後、
またすぐに場所を変えずに、パートの練習に取り組むことができます。

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、音楽の授業ならではの使い方について紹介します。

１ B 鑑賞での活用
この事例のポイント B 鑑賞の授業では、全曲通して聴いたり、一部を繰り返し聞かせたり、指揮者の違う演奏を
比較したりと、様々な活用方法が考えられます。さらに、今後は 1 人 1 台端末で調べ学習をおこない、曲のよさや美
しさについてレポートにまとめてプレゼンテーションを行うなど、さらなる学習の充実に期待できます。

B 鑑賞の授業では、全曲通して聴いたり、一部を繰り返し聞かせたり、指揮者の違う演奏を比
較したりと、様々な活用方法が考えられます。ベートーヴェン作曲交響曲第５番の冒頭部分の「動
機」を手掛かりにしながら聴き、実感を伴って曲の構造を理解することが考えられます。
「動機」
について理解したことが、その後の創作の授業で活用できるというような場面につながることで、
生きて働く知識となるのです。今後の授業ではデジタル教科書も有効な手段となるでしょう。ま
た、鑑賞の授業において、音楽のよさや美しさを味わい、聴き取ったことと感じ取たこととを記録
し、ほかの人がどのように聴き取ったり感じ取ったりしているのかをスプレットシートなどで共
有することもできます。また、作曲者などの情報を用いたレポート作成などが想定されます。調べ
た音源や楽器の画像などをレポートに添付することが可能になります。曲のよさや美しさを、1 人
ひとりがプレゼンテーションをするなども考えられます。音楽では、音源があることによりさらに
現実味のあるレポートになることが期待されます。
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２ A 表現「創作」での活用
この事例のポイント A 表現「創作」では、創作をおこなう際に、何度も試行錯誤して旋律を確かめるときに、楽器の
演奏の得意不得意によって差が出てしまったり、旋律をつくっている過程の記録が難しかったりすることが悩みでもあ
りました。これまでも画像で記録をするなどの工夫された授業はあったのですが、1 人 1 台のタブレット PC を活用する
ことで、この問題を解決することが可能です。

1 人 1 台のタブレット PC が使えることで「創作」の授業に期待が持てます。生徒がつくった旋律
は音を出して確認します。何度も何度も繰り返し確認して、試行錯誤をする場面が大切です。今まで
は創作した旋律をリコーダーなどで確認していたため、楽器を演奏する技能に左右されることがあり
ましたが、旋律づくりができるソフトを使用することによって技能の得意不得意に左右されることな
く創作をすることが可能です。また、創作をしている過程の記録が難しいことが課題でした。従来は
ワークシートを使って、消したり書いたりすることを繰り返しおこなっていたため、記譜をすること
に時間がとられ、十分な試行錯誤の時間が取れないという難点もありました。今後はコンピュータ上
で旋律をつくり、何度も音を出して試行錯誤することで、さらに効率よく質の高い活動になることで
しょう。1 人 1 台のタブレット PC を使用することで、それぞれの作成した旋律などを記録に残して
おくことが容易になり、次の授業の際に、作成途中であったところから創作を始めることができます。
なぜこういう旋律を作成したのか、思いや意図も併せて記録しておくことが大切です。

３ A 表現「歌唱」での活用
この事例のポイント A 表現「歌唱」の授業では、合唱曲のパート別に分かれて練習している様子を、オンラインで別
の部屋にいながら共有することができます。 また歌唱の様子を録画して記録に残し、その様子を生徒自身が確認す
ることができます。
。

A 表現「歌唱」の授業では、合唱曲のパート別に分かれて練習している様子を、別の部屋にいなが

ら共有することができます。合唱のパート練習時はどうしても音取りの際に音が混ざりあってしまう
ことがあり、部屋を分けたり、離れてたりして練習をすることがありました。しかし、そうすると他
のパートの様子を把握するのは難しいということが起きてしまいます。離れた教室であっても、オン
ラインでつなげると、別のパートが歌唱する様子を別室で確認することができ、自分たちのパートを
重ねて歌えば、どのくらい自分たちの旋律を習得しているかの確認ができます。どのような音の重な
りになるかなどを確認した後、またすぐに場所を変えずに練習に取り組むことができます。
また、歌唱した様子を自分で確認することができます。今までも、先生が
ビデオに歌唱の様子を録画したりすることはありましたが、１人１台の PC
を使用することで、各個人で歌唱の様子を把握することができ、工夫改善を
行うことができます。また、パートで歌唱した様子を録画したものを確認し、
より良い歌唱につながる話し合い活動を取り入れることも有効です。
■音楽の学習で身に付ける！新たな時代の情報モラル・セキュリティ
「学習指導要領 第 3

指導計画作成と内容の取扱い

２（１）

カ

自己や他者の著作物及びそれらの著作者の創造

性を尊重する態度の形成を図るとともに，必要に応じて，音楽に関する知的財産権について触れるようにすること。また，
こうした態度の形成が，音楽文化の継承，発展，創造を支えていることへの理解につながるよう配慮すること。
」とありま
す。音楽の学習では著作権についても、折に触れて授業で説明するなどし、意識をして授業をしましょう。
（※知的財産権とは、知的な創作活動によって何かをつくり出した人に対して付与される他人に無断で使用されない権
利である。この中の一つに著作権があり、著作権には、著作物を保護する著作者の権利、実演等を保護する著作隣接権が
ある。著作権法では、教育現場での著作物の利用を円滑にするため、著作権者の了解を得ずに著作物を利用できる、例外
措置が示されている。
）
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
美術では、
「Ａ表現」
（１）ア「感じ取ったことや考えたことなどを基にした発想や構想」において、生徒が主題を生
み出すために、表したいものに関する画像やイラスト、参考作品等を見ることが考えられます。主題を基にし、
〔共通
事項〕ア「形や色彩などの性質や感情にもたらす効果の理解」をするために、多様な形や色彩などを見たり組み合わせ
たりすることで、表現方法を創意工夫し、より創造的に表すことが期待されます。
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
「Ａ表現」
（１）ア（ア）で、
「創造的な構成」を工夫するためには、作品そのものの構成のほかに、作品が置かれる
環境を構想の中に組み入れることが考えられます。そのような題材においては、飾る場所の雰囲気、作品を取り巻く
光や風など環境を想像しながら、主題を生き生きと創造的に表現することが期待されます。また、アイディアスケッ
チや制作過程などを画像で記録し、日々の授業の思考を可視化したり、継続して自分の作品を記録したりしていくこ
とで、自己の成長の気づきにつなげることが期待されます。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
「Ｂ鑑賞」
（１）ア「美術作品などに関する鑑賞」では、美術館で実物を直接鑑賞することが困難な場合でも、ホー
ムページや画像を通して鑑賞を行うことができます。また、美術館の担当者・学芸員や作家と双方向で交流すること
で、美術作品のよさや美しさを感じ取り、見方や感じ方を深めることが期待されます。

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、美術の授業ならではの使い方、活用が可能なサイト、アプリ
ケーションなどを、内容ごとに紹介します。

１ 「Ａ表現」
（１）ア（ア） 粘土で立体作品を制作するための工夫
この事例のポイント 粘土で立体作品を制作する際に、粘土の量や動きを意識することができず、平面的な見方や一
方向からの見方をする生徒も少なくない。制作の過程を、多方面からタブレットで撮影することで、より立体的で創造的
な作品づくりが展開できることが期待されます。

左の画像は、作品の制作途中で、全体のイメージがもてず、
手が止まっている状態です。アイディアスケッチや対話を通
して、発想や構想を練ることが考えられますが、「タブレッ
トで、４方向から画像を撮る」という条件を設定することで、
多角的に作品を見ることができるようになることが期待で
きます。
また、これまで教員が生徒の作品を多方面から継続的に撮
影するには、たいへんな労力がかかりましたが、生徒自身が
記録に残すことで、制作の過程を見取ることにも役立ちま
す。
授業の終末に、生徒が制作の続きをどのようにしたいか画
像とともに記録することで、より制作の意欲が高まることも
期待できます。
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２ 「Ａ表現」
（２）ア（ア）彫刻刀を使って創意工夫して表すために活用できるサイト
この事例のポイント 発想や構想をしたことなどを基に表す技能では、用具の安全な使い方が一斉指導では分かり
にくかったり、見えにくかったりしました。しかし、タブレット PC で映像を再生することで、手元を拡大して見た
り、停止して持ち方を一緒に取り組んでみたりするなど、生徒が自ら学習を展開することが可能になります。

ＱＲコードで広がる・深まる学び（光村図書）
https://www.mitsumuratosho.co.jp/2021c_kyokasho/img/top/dl/2021bi_qr.pdf
左上の図は、１年の「版画の楽しみ」という題材で、彫刻刀
を安全に使う方法や彫刻刀の種類と効果等について紹介され
ています。生徒一人ひとりが自分の表したいことを基に、理解
できるまで何度でも繰り返し再生できる点は、個別最適化され
た学びにつながります。
左下の図は、１年の「さまざまな描き方」という資料で、鉛
筆デッサン、モダンテクニック、水彩絵の具の技法、レタリン
グのしかたなど、さまなざな技法が紹介されています。必要に
応じて技法を学ぶことができるので、主体的な学習が展開され
ることが期待されます。

３ 「Ｂ鑑賞」
（１）ア、イ 美術作品や美術文化に関する鑑賞ができるサイト
この事例のポイント 美術作品などに関する鑑賞や美術の働きや美術文化に関する鑑賞が、１人１台端末の活用
で、同じ作家の作品を複数鑑賞したり、見たい部分を拡大して表示し鑑賞したりするなど、生徒の見方や感じ方を広
げる活用が期待されます。

（１）国立美術館版「想-IMAGINE」
（独立行政法人国立美術館）
http://imagine.artmuseums.go.jp/index.jsp
独立行政法人国立美術館等が収蔵している所蔵作品を見る
ことができます。検索機能が充実しており、美術作品の見方や
感じ方を広げることが期待されます。
（２）文化遺産オンライン（文化庁）
https://bunka.nii.ac.jp/
全国の博物館・美術館から提供された作品や国宝・重要文化
財など、さまざまな情報を見ることができます。「時代から見
る」
「分野から見る」など、美術文化への鑑賞を充実させること
が可能です。

■美術の学習で身に付ける！新たな時代の情報モラル・セキュリティ
美術は、作品を介して、教室内の人間関係にとどまらず、地域や社会とつながっていくことが考えられます。特に、
映像メディアによる表現は、大きな発展性を秘めており、これらを活用することは表現の幅を広げ、さまざまな可能
性を引き出すことが期待されます。例えば、制作したデータをメール等を活用してやり取りをしたり、インターネッ
ト上に手軽に公開することも考えられます。創意工夫を重ねて生み出した作品にはかけがえのない価値があり、それ
らを互いに尊重し合う態度を更に育てていきましょう！
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
技術分野では各内容項目の「(1)生活や社会を支える技術」や「(3)社会の発展と技術（内容 D は(4)）
」において、
調査活動と、その情報を用いたレポート作成などが想定されるため、そこでの活用が期待されます。また、内容項目
「(2)技術による問題の解決（内容 D は(3)も）
」の設計や計画では、生徒が構想を試行錯誤する場面で、従来はワーク
シートを使って消したり、書いたりすることを繰り返す活動を行っていたことから、コンピュータ上で CAD やシミ
ュレータも用いることで、さらに効率よく質の高い活動に変える可能性があります。
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
日々の授業の思考の可視化はもちろん、技術では内容項目「(2)技術による問題の解決」での活用が期待されます。
作業の様子を画像で残すことが容易になることから、製作・制作・育成途中の画像を毎授業で記録し、電子上の振り
返り用紙に張り付けて残すなどができます。特に、内容「B 生物育成の技術」の育成作業の記録では、育成の様子を
連続で残すことで、育成中の問題解決や振り返りが今まで以上に深くなることが期待されるでしょう。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
授業中における共有の活動は言うまでもなく、技術の学習においては、工場、農場、研究機関等、各内容の技術が
活用されている遠隔地の現場とリアルタイムでつなぐ活動が今後期待されます。また、内容「D 情報の技術」の学習
では、実際の遠隔地においてある機器の制御に取り組むなど、IoT をリアルに実感する授業展開も期待されます。
（参考資料：オーストラリアの機器をデバック（P.97）
）・

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、技術の授業ならではの使い方、活用が可能なサイト、アプリ
ケーションなどを、内容ごとに紹介します。

１ 内容 A「材料と加工の技術」、内容 B「生物育成の技術」の作業記録での活用
この事例のポイント 内容 A、B の製作、育成対象は、作業や時間によって、その状態が変わるため、事前事後の間の
問題解決の過程の記録が難しいことがこれまでの悩みでした。これまでも画像で記録をするなどの工夫された授業はあ
ったのですが、機器整備が追い付かなかったのが現状です。しかし、1 人 1 台のタブレット PC を活用することで、この
問題を解決することが可能です。

左上の画像は、材料と加工の製作中、作品の画像を毎時間
最後に記録している様子です。生徒一人ひとりがカメラ機能
を使い、授業の最後に、作業内容や次回修正が必要な部分を
マーキングしたりコメントを書き残し、保存しています。こ
うすることで、問題解決の過程を記録できるとともに、次時
の最初に確認し作業にスムーズに取り組むことができます。
また左下の図は、Google スプレッドシートで作成した生
物育成の記録表です。スプレッドシートの画像のセル内に
は、その場で撮った画像を貼り付けることができるので、毎
回の作業記録が今までの授業よりも充実します。
また、これらの画像を用いた記録表などを、最後の振り返
りの学習に用いることで、問題解決や作業の苦楽等の心情を
伴った深い思考を働かせることができ、今まで以上に技術の
概念形成が自分ごとになることが期待されます。
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２ 内容 C「エネルギー変換の技術」の学習で活用できるアプリケーション
この事例のポイント エネルギー変換の技術では、エネルギーが働く様子などが見えにくかったり、大きかったり
するため、イメージだけで学習を進めざるを得ない状況がありました。しかし、タブレット PC でシミュレーション
を活用することで、生徒が実感を持つような学習を展開することが可能になります。

（１）TINKERCAD®（Autodesk Inc）
https://www.tinkercad.com/
回路シミュレータ、３DCAD、ブロックプログラミングが一体と
なったサービスです。相模原市の Google Workspace の ID で連携
が可能です。特に回路シミュレータは、実物イラストをつないで回
路設計ができるため、C(2)の設計に生かせると期待しています。
（２）電力バランスゲーム（経済産業省自然エネルギー庁）
https://www.enecho.meti.go.jp/about/kids/game/
火力発電、水力発電などの運用のバランスを調整し、エネルギー
ミックスによる１日の電力供給について体験できるコンテンツで
す。C(3)の学習で、各発電所の技術的な仕組みや特徴と併せて体験
させると、技術の見方・考え方に基づいた発電技術の評価等ができ
るようになることが期待されます。

３ 内容 D「情報の技術」の学習をもっと深める使い方
この事例のポイント 相模原市では、これまでの内容の充実したプログラミング教育を技術で行ってきました。
今後は 1 人 1 台端末で次のアプリケーションやサイトを活用することで、さらなる学習の充実に挑戦できます。

（１）一歩踏み込んだ計測・制御システムによる問題解決に挑戦
従前まで、WindowsPC でしかできなかった、Scratch3.0 や micro:bit（第１世代）と
LEGO®マインドストーム EV3®の連携が、Chromebook にインストールされているアプ
リ版の Scratch を用いるとできるようになりました。そのため、相模原プログラミング
プランに掲載されている指導事例の実施が簡単に実践できるようになっています。
（相模原プログラミングプラン

http://www.sagamihara-kng.ed.jp/jouhou-han/programming/）

（２） 機械学習（AI）を活用したプログラミングのススメ
次のサービスでは、Scratch と連携した機械学習（AI）体験を行うことができます。
●TECH PARK（https://www.techpark.jp/aiblock）
●Teachable Machine（https://teachablemachine.withgoogle.com/）
→作成したデータは stretch3（https://stretch3.github.io/）で使います。
機械学習（AI）の体験は、D(1)での学習課題としても期待され他、LEGO®マインド
ストーム EV３®と組み合わせて、機械学習（AI）の結果をもとに、制御するシステムの
作成への取組が可能になるなど、授業の可能性の広がりが期待されます。
■技術分野の学習で身に付ける！新たな時代の情報モラル・セキュリティ
技術分野の学習では従前から情報モラルの指導を行ってきましたが、新たな時代の情報モラルのを身に付ける上で
は、情報の技術（テクノロジー）の仕組みを意識して授業をしましょう。情報モラルに関わる問題、今後必要になって
くる活用の技能、思考の仕方、態度などが、なぜ、そうであるのか、ということを整理するためには情報の技術がどの
ような仕組みをしているからそうなのかということを理解することが大切です。テクノロジーがブラックボックスの
ままではなく、どのような仕組みなのかを意識しながら情報機器を活用する力を技術で育てましょう！
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
家庭分野では学習指導要領に「
（２）第 2 の内容の指導に当たっては、コンピュータや情報通信ネットワークを積
極的に活用して、実習等における情報の収集・整理や、実践結果の発表などを行うことができるように工夫するこ
と」とあります。家庭分野においては、日常生活の中から問題を見いだして課題を設定したり、解決したりする際
に、情報通信ネットワークを活用して調べ、その情報を収集し、整理することが考えられます。生徒が観察・実験・
実習等の結果や考察したことを分かりやすく表現したり、実践の結果をまとめて発表したりする際にコンピュータを
用いることで、さらに質の高い活動に変える可能性があります。
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
日々の授業の思考の可視化はもちろん、実践的・体験的な活動を通して学ぶ家庭分野においては、調理や製作につ
いての手順やそのポイントをについて再生機能を活用し、何度も振り返るといった場面での活用が期待されます。ま
た、調理や製作等の様子を画像や映像で残すことが容易になることから、自分自身の学習について見直すことができ
ます。記録に残すことにより、自分自身の成長に気付くことができ、問題解決や振り返りが今まで以上に深くなるこ
とが期待されるでしょう。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
授業中における共有の活動は言うまでもなく、地域で共に生活している幼児や高齢者といった異なる世代の人々や
家庭の各内容と関わりのある方などにメールを送る、インタビューする、お礼を伝えるなどといった遠隔地の現場と
リアルタイムでつなぐ活動が今後期待されます。

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、家庭分野の授業ならではの使い方、活用が可能なサイト、ア
プリケーションなどを、内容ごとに紹介します。

１ 各場面における ICT の活用について
この事例のポイント 調理や製作における作業工程の拡大や映像等の機能の活用により、知識及び技能を習得する実
践例です。布を用いた製作などでは、教員の手元が見えにくく、書画カメラ等で拡大して提示するなどの工夫がされてき
ました。しかし、生徒が実際に製作する場面では、自分が確認したいときに見たい箇所を見ることが難しかったのが現状
です。机間指導している教員が多くの生徒から個別での対応を求められるといったこともあったのではないでしょうか。
しかし、1 人 1 台タブレット PC を活用することで、この問題を解決することが可能となります。

左の画像は、
「調理実習・被服製作」
（玉どめ、玉結び、まつり縫い、
アイロンのかけ方、スナップ付け等）において、作業工程を映像の機
能を活用して生徒に示した例です。実習や製作の中で，つまずいた時
や細かな動きを確認したい時に一人ひとりが必要な場面の動きを何
度も繰り返し再生できることで、確かな知識や技能を身に付けること
ができることが期待できます。
また、何度も繰り返し再生できることで、技能の進度に応じた指導
ができます。1 人 1 台のタブレット PC を活用すると、自分の確かめ
たい箇所を自分の見たいタイミングで何度でも視聴することが可能
になります。模範映像の動きと自分の動きを比較しながら、調理や製
作を行うことで、生徒が主体的に学習に取り組み、技能を習得してい
くことが期待できます。
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この事例のポイント 様々な種類の料理や作品等を画像や映像で撮影・保存することにより、それらを活用して解
決方法を検討したり、撮影した映像により、各自の技能や考えを可視化し、技能の習得状況の把握や自己評価・改善
に生かすことが可能になります。

左の画像は、献立作成を行う際、「主食」
「主菜」
「副菜」
「汁物」
の料理の組み合わせについて、タブレット PC を活用し、各自が情
報収集したことをもとに、思考している場面です。画面上で容易に
料理の移動ができるため、何度も試行錯誤でき、よりよい献立作り
に生かすことができます。また、自分の実習・製作の様子を撮影し
合うことで、実際には観ることができない自分の様子を観て、技能
の習得状況等を確認し、自己評価し改善に生かすことも可能になり
ます。

２ 家庭の学習で活用できるアプリケーション
この事例のポイント 自己の家庭生活に関わる事象を視覚化することで、より自分事として捉え、課題を発見し、
よりよい課題解決に向けて思考し判断するとともに表現する力を養うことが期待できます。そこで、タブレット PC
でシュミレーションを活用することで、生徒が実感をもつような学習を展開することが可能になります。

（１）食の栄養バランスチェックシート（株式会社明治）
https://www.meiji.co.jp/meiji-shokuiku/exp/diagnosis/check.html

食の栄養について栄養バランスを考えながら、１日の食事
について考えることのできるコンテンツです。「中学生に必
要な栄養を満たす食事」の学習で、１日分の献立について栄
養のバランスを考え工夫することについて自分の考えや仲
間の考えを共有し、よりよい生活を考えるきっかけとなるこ
とが期待されます。
（２）防災情報のページ【防災シミュレーター】
（内閣府）
http://www.bousai.go.jp/simulator/index.html
内閣府 HP の防災情報のページにアップされている防災、
特に震度６強の地震に対して、疑似体験するロールプレイン
グゲームです。家庭内の事故を防ぎ、自然災害に備えるため
の住空間の整え方を工夫する学習での活用が考えられ、仲間
同士で意見交換したり、適切な行動をとる必要性を考えるき
っかけとなることが期待されます。

■家庭分野の学習で身に付ける！新たな時代の情報モラル・セキュリティ
現代社会では、スマートフォン等の情報端末を簡単に購入し、通信回線を契約することができますが、そのことが、
自分や自分にかかわる人たちの情報を漏えいするリスクを負うことにもなる、ということに対してあまりにも無頓着
であると考えます。現行の指導要領の家庭では、消費生活・環境に関わることを学習します。大人になったときに、賢
い消費者となることができるよう、責任ある消費行動を考える視点のひとつとして、情報セキュリティについて、ぜ
ひ意識させたいところです。
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
保健体育では学習指導要領に「
（３）第 2 の内容の指導に当たっては、コンピュータや情報通信ネットワークなど
の情報手段を積極的に活用して、各分野の特質に応じた学習活動を行うよう工夫すること」とあります。保健分野に
おいて、健康情報の収集や健康課題の発見や解決方法の選択などにおける情報通信ネットワーク等の活用が考えられ
ます。生徒が健康課題の解決方法を試行錯誤する場面で、従来はワークシートを使って調べたことをまとめる活動を
行っていたことから、タブレット PC 上で共同編集等を用いることで、さらに効率よく質の高い活動に変える可能性
があります。
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
日々の授業の思考の可視化はもちろん、保健体育では、体育分野において動作の確認やそのポイントをスローで確
認するなどの活用が期待されます。技の動作を映像等で残すことが容易になり、自分のクラウドに蓄積することもで
きることから、模範の映像と自分の動き方の映像を比較しながら個人や仲間同士で達成状況を確認することなどがで
きます。また、過去の記録と照らし合わせることで自分自身の記録の伸びと成長を感じることができ、問題解決や振
り返りが今まで以上に深くなることが期待されるでしょう。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
保健体育では、授業中における共有の活動は言うまでもなく、例えば、保健分野や体育理論の領域において、
「す
る・みる・支える・知る」に関連する人や現場をリアルタイムでつなぎ、健康に関する内容やスポーツの多様な関わ
り方について理解を深める、双方向での活動が今後期待されます。

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、保健体育の授業ならではの使い方、活用が可能なサイト、ア
プリケーションなどを、内容ごとに紹介します。

１ 各場面におけるＩＣＴの活用例について
この事例のポイント 体育分野における「導入」
「展開」
「終末」の場面での活用例についてです。これまでも、動作を
確認したり、技の出来栄えを客観的にとらえるためにタブレット等を活用した授業展開がされてきました。これまでは、
複数の生徒が 1 台の端末で動きを確認するなど、自分の動きを瞬時に確認したい時にじっくりと見ることが難しかった
のが現状です。しかし、1 人 1 台のタブレット PC を活用することで、この問題を解決することが可能となります。

導入の場面では、ペアになり、タブレット PC で試技の様子を
撮影。その後、模範映像と自分の動き方の映像を「比較」し、教員が
示したコツやポイントを基に、できていること、できていないことを
確認することで現状の把握をすることができます。ここでのポイント
は 1 人１台の端末に映像を保存することが大切です。そうすること
で、のちに自分の動き方を「比較」
「分析」することができます。

展開の場面では、目標の達成に向けて、自分の課題にあった練
習や場を選択していく活動が考えられます。ここでのポイントは同じ
場で練習する仲間同士で技を行う様子を撮影し、模範映像の動き方と
自分の動き方を「比較」しながら、また、スロー再生等を活用しなが
ら動作を「分析」することで、個人や仲間同士で達成状況を確認し、
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伝え合うことができます。また、1 人 1 台端末で行うことで自分が確
認したいときに繰り返し動きを確認し、できている点や修正点を確認
することができます。

終末の場面では、導入場面で撮影した映像と展開の場面で撮影
した映像を「比較」し、変容を実感することができます。また、見取
った変容や記録などを Google スプレッドシート等で作成した学習カ
ードに記入し、Classroom に提出することで、データを保存、蓄積す
ることができ、教員は達成状況を把握することができます。また、支
援の手立てとして、課題や改善のポイントの映像などをデータ上にフ
ィードバックすることで目標に達していない生徒も次時の授業前に
前回

今回

確認することができます。

２ 保健分野の学習で活用できるアプリケーション
この事例のポイント 保健分野では、自他の健康に関わる事象を映像や視覚化することで、より自分事として捉え、
課題を発見し、よりよい解決に向けて思考し判断するとともに表現する力を養うことが期待できます。そこで、タブ
レット PC でシミュレーションを活用することで、生徒が実感を持つような学習を展開することが可能になります。

（１）防災情報のページ【防災趣味レーター】
（内閣府）
http://www.bousai.go.jp/simulator/index.html
内閣府 HP の防災情報のページにアップされている防災、特に震
度６強の地震に対して、「どんな予防対策を取らなくてはいけない
か？」
「どんな避難行動をとるべきか？」疑似体験するロールプレイ
ングゲームです。
「傷害の防止」の学習での活用し、仲間同士で意見
交換や適切な行動をとるための考え方に生かせると期待していま
す。
（２）食の栄養バランスチェックシート（株式会社明治）
https://www.meiji.co.jp/meiji-shokuiku/exp/diagnosis/check.html
食の栄養について栄養バランスを考えながら、1 日の食事ついて
考えることのできるコンテンツです。
「健康な生活と疾病の予防」の
学習で、適度な運動や睡眠と休養を考えるとともに食事の重要性を
考え、自分の考え方や仲間の考えを共有し、よりよい生活を考える
きっかけとなることが期待されます。

■保健体育の学習で身に付ける！新たな時代の情報モラル・セキュリティ
保健分野の学習では従前から健康な生活と関連付けて情報モラルの内容も取り扱ってきましたが、新たな時代の情
報モラルを身に付ける上では、実際の授業で活用しながら、活用することのメリットを実際に機器を扱いながら感じ
つつも、情報モラルが問われる場面等を想定して考えさせるような授業展開を意識しましょう。
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
外国語では、知識・技能を見取る視点として、
「英語表現の正確さ」があげられます。学習指導要領、内容の[知識及
び技能](1)英語の特徴や決まりに関する事項では、「音声や語彙、表現、文法、言語の働きなどを理解する」とありま
す。ICT を活用することによって、自分の音声を録音し、英語の発音やイントネーションを確かめたり、使いたい単語
を調べて使用したりするなど、個別学習の充実が図られます。また、ペアでスピーチなどを互いに録音や録画するこ
とにより、フィードバックの活用にも期待がもてます。
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
日々の授業での思考の可視化はもちろん、外国語では、マッピングなどの思考ツールを使うことによって、それを
全体で共有することにもつながります。さらに、プレゼンテーション資料やスピーチ発表などで、ICT を使い、画像を
見せることにより、内容面の充実を図ることに役立ちます。さらに、それは「聞き手，読み手，話し手，書き手へ配
慮」にもつながるものと考えられます。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
学んだことを共有するだけでなく、他校の ALT とオンラインでつなぎ、やり取りしたり、中学校区で小学校と中学
校をオンラインでつなぎ、英語でやり取りをできる可能性が出てきます。小学校と中学校の児童生徒同士の会話は、
今後の小中連携がますます発展していくことにつながります。

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、外国語の授業ならではの使い方などを、領域ごとに紹介しま
す。

１ 領域：
「話すこと（発表）
」自己紹介やプレゼンテーション資料として活用
この事例のポイント 今までは、自己紹介やプレゼンテーションをする際、資料なしで行ったり、模造紙や発表シート
等を使って、手作りすることが多かったと思います。その為、準備に時間を費やすことが課題であったと思います。しか
し、1 人 1 台のタブレット PC を活用することで、生徒が伝えたいと思う画像や資料を選んで効果的に使用することが可
能になります。また、視覚教材を使用することによって、聞く側の児童生徒にも大変役に立ちます。

ICT を使うことによって、自己紹介では、関心のある事柄について
画像を取り入れて紹介したり、プレゼンテーションでは、画像やグラ
フなどを選んで発表するなど、クラス全体やグループ、ペアの前で、
効果的な発表ができます。また、画像を使うことによって、聞き手が
より内容を理解したり、相手が知らないことも知ってもらえるなど、
聞き手に配慮することができます。これは、外国語の主体的に学習に
取り組む態度の目標にある、小学校の「他者に配慮」、中学校の、
「聞
き手，読み手，話し手，書き手に配慮」という部分に繋がっていきま
す。さらに話し手においては、内容面の充実にも生かすことができま
す。資料の順序を変えて説明したり、相手目線に立って画像を選定し
て使うなど、思考力・判断力・表現力を働かせることができ、資質能
力の育成に役立つことが期待されます。
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２ 領域「話すこと（やり取り）」
「書くこと」の思考ツールとして活用
この事例のポイント 生徒が、自分の話したい内容を伝えるために、マッピングを使って思考を整理し、話す活動
や書く活動につなげていきます。シェアリングの際に用いることによって、全体で情報を共有でき、内容面の充実を
図ることに役立ちます。タブレット上で共有できるため、時間の削減にもつながります。

左の画像は、生徒がマッピングを用いて、伝える内容を整理している
場面です。学習指導要領の内容（３）の言語活動及び言語の働きに関す
る事項にもあるように、思考を整理し、話したり書いたりする内容を精
査するために、キーワードやメモ、マッピングの手法が書かれていま
す。生徒はタブレットを使ってマッピングをし、目的や場面、状況に応
じて、話したり書いたりする内容を整理するだけでなく、話題に関連さ
せながら話したり書いたりする内容を増やしていくことができます。
また、他の生徒の情報や手本となる生徒のマッピングを全体で共有す
ることによって、それぞれの思考が整理され、話したり書いたりする内
容のアップグレードにつながることが期待されます。

３ 領域「聞くこと」
「読むこと」
「話すこと（やり取り）
」の活用例
この事例のポイント ICT を使って他校の ALT や海外の人とつながり、様々な領域で言語活動に生かすことがで
きます。

左の画像にある通り、地元に戻った ALT や他校の ALT、
海外の中学校と通信をし、目的や場面、状況に応じた会話を
したり、ALT が書いた手紙を教材として使用するなど汎用性
のある取組が可能です。生徒の思考力・判断力・表現力等の育
成に役立つとともに、自分の英語が海外の人に通じたなど、
喜びを分かち合うこともできます。また、外国の文化に触れ
る機会が増え、国際理解にもつながることが期待できます。

■外国語の学習で身に付ける！新たな時代の ICT 活用
例えば、
「英語の授業を英語で行う」ために映像を使った ICT の活用。例えば、パフォーマンス評価への ICT の活用。
例えば、教室を飛び越え、世界とつながるための ICT の活用など。全国では、その親和性、特性を生かしたいろいろ
な実践が行われています。そして、ICT は、地域性や家庭環境による「日常的に英語に接する機会」の格差を解消する
ツールにもなり得ます。一方で、
「翻訳機が進化して英語の学習は不要になるのでは？」という疑問の声も聞かれます。
しかし、新学習指導要領の目指す、
「コミュニケーションを行う目的や場面、状況等を踏まえ、言語の背景にある文
化や他者への配慮をしながら、自分が本当に伝えたいことを伝え合い、理解し合う能力の育成」は、翻訳機では実現す
ることはできません。ICT を上手に活用して「本物のコミュニケーション」を大切にする外国語の授業が展開されるこ
とを期待しています。

※P.75～76 の画像の出典：文部科学省ホームページ、外国語教育情報
https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/index.htm
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
道徳では、
「道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度（道徳性の諸様相）」を育成するために、
「自己を見つめ、物事を広い視野から多面的・多角的に考え、人間としての生き方についての考え
を深める」という学習過程を行うことが求められています。
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること

物事を広い視野から多面的・多角的に考えるためには、自分とは異なる意見をもつ他者と議論す
る学習活動が大切です。文部科学省は、多面的・多角的に考える過程の例を、次のように示してい
ますが、その過程の中で、活用することが考えられます。

生徒にとってのメリット

「考えたくなる」
「友だちの考えを聴きたくなる」の往還→主体的・対話的な学び

教員にとってのメリット

授業の効率化、生徒の考えで創る授業展開→道徳の特質を踏まえた授業

（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること

自己を見つめたり、人間としての生き方についての考えを深めたりするためには、多面的・多角
的な思考を通じて、道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深める学習活動が大切です。文
部科学省は、自分自身との関わりの中で深める過程の例を、次のように示していますが、その過程
の中で、活用することが考えられます。

生徒にとってのメリット

「自分にとっては…」
「これまでの自分の考えは…」等じっくり内省→深い学び

教員にとってのメリット

内容項目の相互関連や発展性を意識した授業展開→道徳の特質を踏まえた授業

（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること

授業の実施への地域の人々や団体等外部人材の協力を得ることは、道徳的価値について多面的・多
角的に考えたり、自己を見つめたりすることの充実につながることが期待できます。教室に招くこと
が難しい講師に直接質問したり、思いや考えを直接聞いたりする学習活動において、タブレット PC
を活用することが考えられます。また、生徒が多様な考えと出合える場面を設定することは、生徒が
自分の感じ方や考え方をより一層明確にする上で効果的です。例えば、他校の同学年の生徒と考えを
共有する学習活動や中学校区における小学校６年生と中学校１年生といった異学年交流を生かした
授業において、活用することが考えられます。
生徒にとってのメリット

「考えを聴きたくなる」
「考えたくなる」の往還→主体的・対話的な学び

教員にとってのメリット

出会わせたい人などの積極的・効果的活用の実現→道徳の特質を踏まえた授業

・
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● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、道徳の授業ならではの使い方などを、先述の「教科ならでは
のポイント（１）（２）」について紹介します。

１ 教科ならではのポイント（１）多面的・多角的に考える工夫としての活用例
この事例のポイント 教材を読んだ後、「登場人物についてどう思うか」と問い、生徒に考えを発表させながら、板書
などし、多様な感じ方や考え方に出合わせることは、これまでの授業でも多くありましたが、発表と板書の繰り返しは時
間がかかり、生徒１人 1 人の考えを取り上げることが難しい状況でした。しかし、1 人 1 台のタブレット PC を活用する
ことで、この問題を解決することが可能です。

左上の画像のように、事前に Google form を作成し、Classroom の
「授業ページ」から配信しておきます。教材を読んだ後、生徒は、登
場人物について思ったことをフォームに記入します。生徒の記入後、
フォームの回答からスプレッドシートを作成し、すべての生徒の考え
をコピーし、テキストマイニングツールの記入欄に貼り付け、テキス
（使い方マニュアル）
https://support.google.com/docs/answer/6281888
?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ja

トマイニングをします。
左下の画像が、テキストマイニング結果です。生徒の考えで多かっ
たものは大きな字で、少なかったものは小さな字で表現されます。全
員の考えを知ることができるだけでなく、考え方の傾向についても知
ることができるので、生徒の「さらに考えたくなる」「友達の考えを
聴きたくなる」という思いが膨らみ、話合いの充実につながることが

https://textmining.userlocal.jp/

期待できます。

２ 教科ならではのポイント（２）自分自身との関わりで考える工夫としての活用例
この事例のポイント 自分自身との関わりで考える工夫として、「書く活動」を位置付けることがありますが、単
なる授業の感想で終わってしまう状況がありました。しかし、1 人 1 台のタブレット PC を活用することで、友達の
考えやこれまでの自分自身の考えと関連付けができ、考えやすくなります。

左の画像は、Google スプレッドシートで作成した道徳の振り返り
シートです。スプレッドシートの画像のセル内には、その場で撮った
板書や教材を貼り付けることができるので、生徒が授業を振り返る際
に、
（一番の）拠り所を明確にしながら、考えることができます。
また、この振り返りシートを継続的に使用していくと、生徒が、こ
れまでの授業で自分自身が考えたことやその拠り所を確認すること
（使い方マニュアル）
https://support.google.com/docs/answer/

ができ、内容項目相互の関連性に気付いたり、道徳的価値について捉
え直したりすることにも、期待できます。

6000292?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=ja

■道徳の学習で身に付ける！新たな時代の情報モラル・セキュリティ
道徳の学習では従前から、例えば、親切や思いやり、礼儀に関わる指導の際に、インターネット上の書き込みのすれ
違いなどについて触れたり、規則の尊重に関わる指導の際、インターネット上のルールや著作権など法やきまりに触
れたりするなど情報モラルに関する指導を行ってきました。今後、子どもがポジティブに ICT を活用していくために
も、今後出合うであろう様々なデジタルジレンマにおいて、道徳的価値を実現するための適切な行為を主体的に選択
し、実践することができるような内面的資質を育てていきましょう。
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★ おさえよう！ICT ならではの強みを踏まえた、教科ならではのポイント
（１）多様で大量の情報を収集、整理・分析、まとめ表現することなどができ、カスタマイズが容易であること
特別活動の指導に当たっては、その方法原理である「なすことによって学ぶ」直接体験が基本であるが、指導内容に
応じて、適宜コンピュータや情報通信ネットワーク等を適切に活用し、児童生徒の学習の場を広げたり、学習の質を
高めたりすることができると考えられます。例えば、生活場面を撮影したり、サイトにアクセスしたりして、必要な情
報を収集し、学校生活の問題を見いだすこと等が考えられます。
（２）時間や空間を問わずに、音声・画像・データ等を蓄積・送受信できるという時間的・空間的制約を超えること
集団が大きくなればなるほど、情報共有や意見表明、集計等に困難さがありましたが、一人１台の Tablet を活用す
ることで、その効果が発揮されます。また、実践を撮影及び編集し、他者と共有したり、互いの記録を統合して次の課
題解決につなぐこともできます。
（３）距離に関わりなく相互に情報の発信・受信のやり取りができるという、双方向性を有すること
中学校区における小中合同の児童・生徒会会議、あるいは遠隔地による他校との児童会会議、及び生徒会会議等、空
間を超えた取組を行うことで、多様な考えにふれることも可能です。

● 実際の活用例やおススメの使い方 ●
ここからは、特別活動の実践ならではの使い方、活用方法などを紹介しま
す。
中学校３年生 学級活動(３) クラウド上「キャリア・パスポート」(Google form)を活用した実践
【

事前の指導 】
学級活動(３)
「一人ひとりのキャリア形成と自己実現」においては、
いわゆる「キャリア・パスポート」を活用した実践が求められていま
す。この学級では、Googleform を使って、学期はじめの目標設定、
学期末の振り返り、行事ごとの目標設定、及び振り返り等を日頃か
ら実践してきました。特筆すべきは、生徒の記述を担任が見取り、そ
の都度、温かなコメントを一人ひとりに返してきたことです。担任
は、生徒との日常的な会話、あるいは生徒が記録した文章の変容か

ら、自己肯定感の高まりを感じるようになりました。
ここでのポイント
クラウド上で行うことで、生徒一人ひとりの状況を把握することが容易になります。把握することが容易に
なることで、教員による生徒への働きかけを意図的に行えるようになります。

【

本

時 】
授業の初めには、大型提示装置を活用して本時の流れ、ねらい
を確認しました。生徒は、一人１台のタブレット PC を用意し、
今まで蓄積してきた自らの記録、そして担任からのコメントを
読み返し、しっかりと自分と向き合う時間をとりました。その
後、Googleform を活用して、生徒と事前に共有していた目指す
姿に沿って４・３・２・１の「自己評価」を行いました。
ここでのポイント
生徒が選択した数値は、瞬時にグラフ化され、担任として(学校として)全体の傾向
をつかむことが容易にできます。
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自己評価を行った後は、クラスメイトの「互いの良さを称
賛し合う活動」を行いました。自らを多面的、且つ肯定的に
捉え、自己肯定感の高まりをねらいます。画像左のように、
この活動では全員タブレット PC は閉じ、Ａ４サイズの用紙
を名刺交換のように渡しながら、寄せ書き風に互いの良さ
を書き記していきます。日頃から共に生活する仲間だから
こそ分かる良さが、具体的に記されていました。
学級内は、何とも言えない温かな雰囲気に包まれていき
ました。
ここでのポイント
あくまでもタブレット PC は、ツールの一つです。寄せ書き風の自分だけの紙１枚は、おそらく生徒の宝物
になるでしょう。同じクラスに属する仲間からの「直筆の」コメントは、自己肯定感を高める上では、タブ
レット PC の活用より有効である、という担任の判断がありました。

授業の最後に、担任は２学期に行った体育祭での
忘れられない一場面を大型提示装置に映し出しま
した (画像左上) 。画像を見た生徒からは、感嘆の
声があがりました。画像一枚からあの時のあの瞬間
の感情を鮮明に思い出したように感じられました。
その後、学級活動(３)の特質である「意思決定」を
生徒一人ひとりが行いました。この未来に向けた一
人ひとりの「意思決定」は、クラウド上のキャリア・
パスポート(Googleform)に書き記しました。(画像左
下)
【

事後の指導

】

特別活動は「なすことによって学ぶ」直接体験が
基本です。意思決定して終わりではありません。そ
のことを念頭におき、担任は愛情あふれるコメント
を返すと同時に、
「意思決定したことに対して今の自
分がどうか」と振り返る機会を設定したり、日常的
に一人ひとりに働きかけたりしています。
ここでのポイント
① 多くの言葉を発するよりも「一枚の画像」が効果的なこともあります。ICT ならではの強みを目的に即
して適切に活用することが大切です。
② 担任は、時間・空間を問わないというクラウド保管のメリットを生かし、生徒一人ひとりと対話的に関
わりあうことを大切にしていました。

■特別活動の指導における ICT の活用について■
今回は、学級活動(３)の実践事例をもとに示しましたが、特別活動の指導における ICT の活用につい
て重視すべきことは、特別活動の特質である「集団活動、実践的な活動」の代替としてではなく、特別
活動の学習の一層の充実を図るための有用な道具として ICT を位置付け、活用する場面を適切に選択
し、教員の丁寧な指導の下で効果的に活用することが重要です。この点を十分留意し、各学校での積極
的な取組が望まれます。
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情報活用能力は、
「将来の予測が難しい社会において，情報を主体的に捉えながら，何が重要かを主体
的に考え，見いだした情報を活用しながら他者と協働し，新たな価値の創造に挑んでいくために重要で
ある」として、学習指導要領の総則で、全ての学習の基盤となる資質・能力と位置付けられました。
（P.23）
その能力は、
「Ａ 情報活用の実践力」
「Ｂ 情報の科学的な理解」
「Ｃ 情報社会に参画する態度」に
整理されていますが、令和元年度より順次全面実施されている学習指導要領においては、各教科等全て
の資質・能力が３つの柱で整理されたことから、情報活用能力もこの観点から整理しなおされました。

図

資質・能力の３つの柱に沿って整理された情報活用能力
文部科学省「教育の情報化の手引」（令和 2 年 6 月追補版）より抜粋

図の内容の通り、情報活用能力＝コンピュータを使う力、ではありません。
例えば「社会の授業で商店街の人のインタビューや、町の公開している統計資料をもとに、町の産業
の特徴を分析する」や、
「国語の授業で、自分の意見を、聞く人に正しく伝わるよう、編集する」なども
情報活用能力を発揮している場面といえます。勉強をするにも、仕事をするにも、情報活用能力は重要
な資質・能力であり、なんとなくの経験則で身に付けるのではなく、学校で系統的に指導し、身に付け
るべき力なのです。ただ、現代社会においては、ICT の発展により、情報活用能力とコンピュータは切
り離せない関係にあります。学習指導要領総則でも、情報活用能力の育成を図るため、次の学習活動を
計画的に実施するよう定めています。
ア

児童がコンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な
操作を習得するための学習活動

イ

児童がプログラミングを体験しながら，コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論
理的思考力を身に付けるための学習活動
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このようなことから、相模原市では、いわゆる「情報教育」と呼ばれてきたものが、教育課程でのプ
ラスアルファの教育とする認識を改め、情報活用能力に内包される読解力や技能、思考の仕方、倫理観
などの育成にも留意し、先端技術を用いた児童生徒の新たな可能性や創造性を拓く教育の推進を行う必
要があると考えました。
そして、未来へつなぐさがみはらプラン～相模原市総合計画～の「第 2 次相模原市教育振興計画」に
おける、
「基本方針Ⅰ 生涯にわたる学びの推進」の「目標２ 新しい時代に活躍できる力の育成 施策
２

情報社会で活躍できる力の育成」に情報活用能力の育成を定め、「市立小・中学校で学ぶ児童生徒

が、技術や人工知能がいかに発展しようと、その仕組みや影響を理解し、持続可能な社会を構築する一
員として、主体的に意思決定を行い、人間らしく生きていくために必要な情報活用能力を身に付ける」
よう、取組を推進していきます。
具体的には相模原市では、
義務教育 9 年間で系統的に育成する情報活用能力の各要素を定めています。
（詳細は次ページ）これらを育成する上での活用資料やプランなどは、次の３つの別資料にまとめてい
ますので、ぜひご参照ください。

相模原プログラミングプラン

情報モラルハンドブック

情報活用ハンドブック

http://www.sagamiharakng.ed.jp/jouhouhan/programming/sagamiharaprogram
mingplan2020.pdf

http://www.sagamiharakng.ed.jp/jouhouhan/kyouikunojouhouka/data/1_1_6_jo
homoralhb2017.pdf

http://www.sagamiharakng.ed.jp/jouhouhan/kyouikunojouhouka/data/1_1_1_jo
hokatsuyohb2017.pdf

また、相模原市立小中学
校及び義務教育学校では、
左図の、各校の学校の情報
化推進ガイドラインを作成
しています。各学年ごとに、
どのような教科のどのよう
な場面で、情報活用能力を
育成するのか、といったこ
とについて、毎年計画を行
い、育成のための取組を行
っています。今後は今回の
GIGA スクール構想の推進
を受け、さらにこの取組を
図 相模原市立○○学校 学校の情報化推進ガイドライン見本

充実していきます。
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発達の
段階
１
年

２
年

３
年
小
学
校
段
階

４
年

５
年

情報活用標準スキル
課題

収集

吟味

表現

１－（１）
○「あっ！」
「あれ？」をみつけよう
・「あっ！」ときづいたことをかこう
・｢あれ?｣とふしぎに思ったこと
をかこう
[教員と] ワークシート カード
２－（１）
○知りたいことを決めよう
・はっけんしたことをカードに書こう
・にているもの同士なかま分け
をしよう
[教員と] グループ KJ 法 カード
３－（１）
○みんなの意見からか題をつく
ろう
・テーマに沿って意見を出しあ
おう
・出た意見をもとに、疑問を出そう
[教員と] グループ ウェビング

１―（２）
○かんけいのあることをあつめ
よう
・観察しよう
・体験しよう
かんさつカード、ワークシート・絵
２―（２）
〇えらんで、くわしくしらべよう
・デジタルカメラで撮影しよう
・ホームページなどで情報を集め
よ。
デジタルカメラ・パンフレット・ＨＰ
３―（２）
○集めたじょうほうをくらべて
みよう
・インタビューで情報を集めよう
・ファイルに情報を集積しよう

１―（３）
○収集した情報を分類し、比べる
・あつめたことをわけたり、くら
べたりしてみよう

１―（４）
○絵や短い文にする
・わかったことや考えたことを絵
や作文にする

X チャート、情報カード
２―（３）
○収集した情報を分類し、比べる
・あつめたことを分けたり、くら
べたりしてみよう

ファイリング

棒グラフ、アンケート調査

作文 絵 日記
２―（４）
・キー
○画像を撮って紹介する
・検索
・デジタルカメラを活用して紹介 ・デジ
する
・デジ
・紹介するときの順番を考える
大型
観察記録 デジタルカメラ 大型ＴＶ
３―（４）
・様々
○資料を見やすく工夫する
・短い
・コンピュータを使って資料をつく・自分
る
・文書
・ＩＣＴ機器を利用して発表する
の、
・作成
表 グラフ

４－（１）
○調べたことからか題をつくろ
う
・調べたことをグラフに表そう。
・グラフを見て気づいたことを
出そう
[個人で] グループ 棒・折れ線グラフ

４―（２）
○情報収集の適切な方法を選ぼ
う
・アンケートを作ってみよう
・インターネットを活用してみよ
う
アンケート（自作）・インターネット

４―（３）
○順序づけをする
・何から発表するか順番を決めよ
う

順序づけ（ナンバリング）、話し合い

表計算ソフト

５－（１）
○課題を整理しよう
・課題こうほをカードに書こう
・目的や条件に沿って順位を付
けよう

５―（２）
○自分にとって必要な情報を集
めよう
・同じテーマで多方面から情報を集
めよう
・情報の信憑性を確認しよう
図書館・新聞・インターネット・映像

５―（３）
○マトリックスを活用して話し
合う
・複数あることがらを、表を使っ
てくらべてみよう

５―（４）
○聞き手に伝わるﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝに
する
・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ用ｿﾌﾄを使って発表
資料を作成する

６－（１）
○課題解決の見通しをもとう
・課題に対する予想・仮説をたて
よう
・確かめるための方法を考えよ
う
[個人で] グループ ワークシート

６―（２）
〇課題に応じて必要な情報をまとめ
よう
・資料から情報を読み取ろう
・編集を考えて情報を整理しよう

６―（３）
○座標軸を活用して整理分析す
る
・集めたことを項目ごとに整理し
て、比べてみよう

・統計資料

座標軸

７－（１）
○自分の力で課題をつくろう
・学習テーマにそって情報を集
めよう
・集めた情報を整理して課題を
もとう

７―（２）
○必要な情報を整理し、共有しよ
う
・ＰＣフォルダ・カードに整理し
よう
・種類ごとに整理し、共有しよう

７―（３）
○ウェビングと順序づけで整理
分析する
・アイディアを分類・関連づけし
てみよう

[個人で] ウェビング KJ 法 序列化
８－（１）
○活動内容に合わせて課題をつ
くろう
・事前調査をしよう
・調査結果を整理して課題をつ
くろう

コンピュータフォルダ（情報蓄積用）
８―（２）
○様々なメディアから情報を選
ぼう
・様々なメディアから関連する情
報を取捨選択し、複数見つけ出
そう

ウェビング、順序づけ（ナンバリング）
８―（３）
○SWOT 分析を活用して、自分の
適性を知る
・職場体験学習に向けて自分の適
性を知ろう

[個人で] KJ 法 序列化

メディア

SWOT 分析

９－（１）
○身近な問題から課題をつくろ
う
・問題を発見し、原因を調べよう
・解決のための具体的取り組みを
考えよう

９―（２）
○課題に応じて適切な情報収集
の方法を選択し、必要な情報を
まとめよう
・内容を明確に表すための情報を
集めよう
・標本調査をしよう
調査資料

９―（３）
○見通しを持って課題解決学習
をする
・フローチャートを利用して、学
習プランを立てよう

９―（４）
○プレゼンテーション力を高め
よう
・相互評価をする
・発表内容から新たな価値や課題
を示す

フローチャート

修学旅行の発表

[個人で] グループ カード 序列化

６
年

１
年

中
学
校
段
階

２
年

３
年

[個人で]ウェビング 座標軸 KJ 法序列化

ベン図、グループによる話し合い
３―（３）
○情報をグラフで整理する
・調べたことをグラフにしてみよ
う

マトリックス、ホワイトボード、グループディスカッション

４―（４）
○表やグラフを使って表す
・表やグラフを発表資料にする
・表計算ソフトを使用する

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ用ｿﾌﾄ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ
６―（４）
○友だちの発表を聞いてみよう
・情報の表し方を相互評価する
・適切な表現方法を考える

・長い
・デジ
ＰＣ
・フォ
・表計
とめ

・１０
力す
・目的
・プレ
て発
・作成
する

・１０
力す
・ソフ
など
・電子

評価カード パネルディスカッション

７―（４）
・１０
○聞き手にわかりやすいプレゼ ・場面
ンにしよう
・文字
・適切な表現方法を選択し、聞き
する
手に印象深く、わかりやすく伝 ・ＩＤ
える
チェ
・発表内容を明確にし、構成を整え ティ
る
・フォ
て整
若あゆでの体験学習の発表
８―（４）
・画像
○発表内容の順番を工夫しよう
変換す
・説明する順序を明確にし、聞き ・画像
手にわかりやすい発表にする
わせて
・文書
現、発
・保存
校外学習、職業体験の発表
を分類

※各要素を育成するための指導の具体は、P.82 に示した「相模原プログラミングプラン」「情報モラルハンドブック」
「情報活用ハ
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・マウ
・ソフ
・書画
を大

・１０
力する
・文書
して表
・情報
ァイル
・情報
ラムを

※ICT 活用標準スキルについては、令和 2 年度の各校の児童生徒

※情報モラル・セキュリティのセルの色は次の内容の分類を示しています。

の実態や GIGA スクールでめざす児童生徒のスキルの程度を考
慮し、情報活用ハンドブックと内容が一部変更されています。

ICT 活用標準スキル

とを絵

て紹介

える
ＴＶ

・マウスを使ってアイコンを選択する
・ソフトウェアを起動、終了する
・書画カメラを使用して見せたいもの
を大きく写す

・キーボードを使用して文字を入力する
・検索エンジンにキーワードを入力する
・デジタルカメラで撮影する
・デジタルカメラで撮影したデータを
大型テレビに入力する

・様々な文字や記号を入力する
・短い文章（５０文字程度）を入力する
料をつく・自分の名前などをローマ字入力する
・文書処理ソフトや表計算ソフトなど
表する
の、ソフトウェアを使用する
・作成したファイルを保存、印刷する

する

ｼｮﾝに

て発表

ｪｸﾀ

よう
する

・長い文章（２００字程度）を入力する
・デジタルカメラで撮影したデータを
ＰＣに保存する
・フォルダにデータをコピー、保存する
・表計算ソフトを利用し、情報を表にま
とめる
・１０分間に４００字程度の文章を入
力する
・目的に応じたソフトウェアを選択する
・プレゼンテーションソフトを使用し
て発表する
・作成したファイルを記憶媒体に保存
する
・１０分間に５００字程度の文章を入
力する
・ソフトウェアを利用し、画像や図、表
などを複合した資料を作成する
・電子メールを送信する

① 情報社会の倫理

② 法の理解と遵守

③ 安全への知恵

④ 情報セキュリティ

⑤ 公共的なネットワーク社会の構築

プログラミング教育
知識及び技能
身近なコンピュ
ータや、それが
手順によって動
きが違うことへ
の気付き

思考力、判断力、表現力等
試行錯誤できる
力

心をたがやす

コンピュータの
よさを主体的に
見つけようとす
る気もち

約束や決まりを守
る①

ていねいな言葉を
使う②

知らない人に連絡
先を教えない③

約束や決まりを守り、
みんなが使う物を大切
にする
Ｃ－（１０）規則の尊重

国語
さあ、はじめよう
「なんて いおうか
な」

国語
生活
「なつやすみをたの
しもう」

生活の中でのルー
ルやマナーを知る
②

相手の気持ちを考
えて話す①

情報機器は大人と
一緒に使い、危険
に近づかない③

ア

「キッチンタイマー」「電子玩具」など、身近に触っているも
のなどについて、一定の順序で動作していることに気付き、その
順序を説明すること。
イ 意図した動作を再現するために試行錯誤すること。

生活でのコンピ
ュータの活用
や、それがプロ
グラムによって
動いていること
への気付き

思考の手順を意
識して試行錯誤
できる力

コンピュータの
働きを、主体的
に生活の中で生
かそうとする気
もち

ア

「信号機」「エレベータ」など、普段利用する機器について手
順を説明し、生活で利用する有用性に気付くこと。
イ 意図した動作を再現するために、論理的に試行錯誤すること。

身近な生活でコン
ピュータが活用さ
れていることや、問
題の解決には必要
な手順があること
への気付き

意図した一連の
活動の設定を行
い、思考の手順
を意識して試行
錯誤できる力・

コンピュータの
働きを、主体的
に社会の改善に
生かそうとする
気もち

ア 「施設の自動照明」など、生活で利用される機器について有用
性に気付き、その仕組みを踏まえたプラスとマイナスを説明する
こと。
イ 問題を解決する動作を意図し、再現するために論理的に試行錯
誤すること。

ョン

・１０分間に６００字程度の文章を入力する。
・場面や状況などに合わせて機器を選択する。
・文字や音声、画像、映像などを、ディジタル化
、聞き
する。
すく伝 ・ＩＤやパスワード、フィルタリング、ウイルス
チェック、情報の暗号化などの、情報セキュリ
成を整え ティ確保のための設定をする。
・フォルダを作成しファイルの種類や内容に応じ
て整理、保存する。
表
・画像や映像を適切なファイル形式に
よう
変換する。
、聞き ・画像やイラストの解像度を用途に合
する
わせて変更する。
・文書や画像、映像などを複合して表
現、発信する。
・保存先の階層構造を意識し、ファイル
表
を分類して保存する。
レゼ

高め

や課題

・１０分間に８００字程度の文章を入
力する。
・文書や画像、映像などを効果的に複合
して表現、発信する。
・情報の管理効率やセキュリティを考え、フ
ァイルを圧縮して管理する。
・情報処理の手順を考え、簡単なプログ
ラムを作成する。

社会におけるコ
ンピュータの役
割や影響の理解
と、問題を解決
するプログラム
を作成できる技
能

問題を発見し
て、意図した一
連の活動を設定
し、思考の手順
を意識して試行
錯誤できる力

情報モラル・セキュリティ

学びに向かう力、人間性等

将来への影響も
考慮した上で、
コンピュータの
働きを、主体的
に社会の発展に
生かそうとする
態度

ア 「植物工場」など、社会で利用される自動システムについて仕
組みを踏まえたプラスとマイナスを説明し、その影響や未来のテ
クノロジーの在り方を提案すること。
イ 問題を発見して、解決する動作を意図し、再現するために論理
的に試行錯誤すること。

知識を身に付ける

人の作品を大切にする
Ｂ－（６）親切、思
いやり

国語
すすんで考えを出し
合おう
「みんなできめよう」

相手のことを考
え、自分の発言に
責任をもつ①

自分の情報だけで
なく、他人の情報
も大切にする①

情報には間違った
ものもあることに
気づく③

文字だけで伝える難
しさ
Ｂ－（６）親切、思
いやり

国語
進行を考えながら話
し合おう
「つたえよう、楽し
い学校生活」

社会
「わたしたちのまち
しらべ（絵地図にま
とめよう）」

自分や他人の権利
を知り、尊重する
①

他人が発見した物
やつくった物の価
値や権利を理解す
る①

不適切な情報に出
会ったときは、大
人に相談する③

他人の権利を尊重す
る
Ｃ－（１１）規則の
尊重

国語
本で調べて、ほうこくする
文章を書こう
「わたしの研究レポート」

情報機器は大人と一
緒に使い、危険に近
づかない③

社会
「水はどこから」

知り得た情報が正
しいかを判断する
③

情報を交信すると
きのルールやマナ
ーを知り、守る②

自分や他人の個人
情報を、第三者に
もらさない③

自律的で責任のある
行動
Ａ－（１）善悪の判
断、自主、自律、自
由と責任

社会
「情報産業につい
て」

国語
考えを明確にして話し合
い提案する文章を書こう
「明日をつくるわた
したち」

情報の正確さを判
断し、さらに必要
な情報を選択する
③

ネットワークの公
共性を理解し、意
識して使う⑤

情報の正確さを判
断する方法を知
り、身につける③

Ｃ－１０
ネットワークの公共性
「みんなのネットワー
クをより良くしよう」

Ｃ－１０
国語
町のよさを伝えよう
パンフレットをつくろう
「ようこそ、私たちの町へ」

違法行為の種類や
内容を知り、絶対
に行わない②

安全性の面から、
情報社会の特性を
理解する③

各教科等の授業など

学級活動
「社会の一員として
の自覚と責任」

情報セキュリティ
の基礎的な知識を
身につける④

自他の情報の安全
な取り扱いに関し
て、正しい知識を
もって行動する③

情報の信憑性
Ａ－（１）善悪の判
断、自主、自律、自
由と責任

自他の安全面に配
慮した､情報メデ
ィアとの関わり方
を意識し、行動す
る③
節度、節制
Ａ－（２）
節制

節度、

トラブルに遭遇し
たとき、主体的に
解決を図る方法を
知り、行動する③
友情、信頼
Ｂ－（８）
信頼

友情、

各教科等の授業、技
術分野「コンピュー
タと情報通信ネット
ワーク 情報セキュ
リティ技術を知ろ
う」など

ネットワークの公
共性を理解し、意
識して行動する⑤

著作権などの知的
財産権を尊重する
①

思いやり
Ｂ－（６）思いや
り、感謝

各教科等の授業、技
術分野「コンピュー
タと情報通信ネット
ワーク 情報を安全
に利用しよう」など

学級活動
「社会の一員として
の自覚と責任」

自他のトラブルに
対する主体的な解
決方法を探り、自
ら行動する③
学級活動
「学級や学校におけ
る生活上の諸問題の
解決」

用ハンドブック」をご参照ください。
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ここまで紹介してきた学習活動を推進しようとすると、仕事や家庭と同様に、学校でもコンピュータ
やインターネットを日常的に活用することになります。そのため、学校での情報モラル・セキュリティ
に関する指導の重要性が増すと考えられます。
現在、情報モラル・セキュリティの教育では、次の 3 つの視点を踏まえて指導する必要があります。
視点

その内容
情報機器を使うとき、機器のしくみや特徴を理解し、自分や他人への影響をモ

情報モラル

ラルをもとに判断し、行動する態度。

情報セキュリティ
デジタル・シティズ
ンシップ

情報機器を使う一人ひとりが、その機器が攻撃されて情報漏えいが起きる危険
性を理解し、そのセキュリティを向上すること。
情報機器を使って、相互に接続されたデジタル社会で生活、学習、働くことの
権利、責任、機会を理解し、安全で合法的、倫理的な方法で行動することの理
解やスキル、態度。

各校では、このよう視点を踏まえた、発達の段階に応じて適切に活用の約束を設定し、情報モラル・
セキュリティの資質・能力を児童生徒が身につけらるよう、工夫する必要があります。
例えば、これまでは、タブレット PC を使用して授業を行った際、クラスのチャットに不適切な書き
込みを行った生徒がいたときは、即チャットの使用禁止の設定を行うという解決方法が多かったようで
す。しかしこれからは、その問題を成長のチャンスと捉え、約束を再度確認して再検討したり、情報端
末やサービスを活用した場合の自分の意思の表明の仕方について皆で考えたりするなど、情報端末を当
たり前に活用する今後の社会で生きていくために必要な資質・能力の成長を促す解決方法を選択してい
く必要があります。
ICT の使い方や留意
点 が ま だよ くわ か
らない

小学 1 年生
段階

学校が決め
るルールに
よるＩＣＴ
の制限
発達の段階に応
じて、自由に使え
るようにしてい
きたいですね。

中学３年生
段階

児童生徒の
自主的なＩ
ＣＴの活用

ICT を主体的に活用
し て 望 まし い社 会
を形成できる資質・
能力が育っている

これまでも述べてきましたが、これからの時代、スマートフ
ォンや情報端末を上手に使えなければ、生活で困る場面が増え
ていきます。使用することが危ないと考え、児童生徒にその使
用経験を積ませることなく成長させてしまうと、安易な情報公
開、してはいけない SNS への書き込み、自分や周囲に危険を
及ぼす情報の取り扱いをする、困った大人になってしまう可能
性があります。一方で、1 人 1 台の端末を日常的に使うという
ことは、大人から見ると一見危ないようなものに対しても、興
味や関心を持ち、スマートフォンやタブレット PC を介してそ
れらの情報にアクセスする機会も増えるということです。しか
し、この時の判断や行動の基準は、児童生徒の人生経験を踏ま
えると未熟です。ですから、大人としての経験を生かし、危な
いものは危ない、という指導を行うことはとても大切です。
そこで、次の約束づくりのポイントを参考に、児童生徒の発
達の段階に応じた ICT 活用のルールを作成し、GIGA スクー

図

発達の段階に応じた情報モラ
ル指導の工夫のイメージ
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ル時代の情報モラル・セキュリティ教育を推進しましょう。

相模原版 学校でＩＣＴを活用する際のルール作成のポイント(2021 年 3 月現在)
（１）学習端末を使う目的
・学習端末を用いるときには、学習や自己の問題解決に取り組むとともに、その活動を通して、情報
モラルやセキュリティ、情報端末を操作、活用する力などを身につける。
（２）学校活動に用いるときのルール
・自己の学習がより効率よく、効果的に行われるよう、工夫した使い方を行う。
・自己の発言や発信が、他者の考えを広げたり深めたりできるようなやり方や方法について常に模
索し、考えながら取り組んで、情報活用の力を伸ばす。
・情報を収集したり、処理したりすることを、安全に、権利を守って行い、自己の発信によって、周
りや社会に良い影響を与えられるよう、情報モラル・セキュリティの力を高める。
・コンピュータの活用を通して、その仕組みを認知し、生活や社会で活用する様々な機器を安全に効
率よく、有効的に活用し、それらを活用した問題解決ができるプログラミング的思考などの資質・
能力を身に付ける。
・リアルタイムのオンライン授業で活用するソフトウェアを使用するときには、発言をする時以外
は、マイクをオンにしない。
・必要なとき以外チャット機能を利用しない。
・学習課題への回答は、他者の回答を安易にコピーせず自力で取り組む。
・学習の時間には、利用しないコンテンツ・SNS・ゲーム・ショッピングサイトの利用など、学習と
無関係な Web サイトへアクセスしない。
・端末内蔵のカメラ・マイクによる画像、ムービー撮影又は音声録音の際には、他者への配慮、権利
の尊重、学校で定めたルールを守るなど、十分に気を付け、友達が作成したデータやインターネッ
トから取り込んだデータは、当該データの著作者に配慮する。
・学校が許可した学習履歴に関わるもの以外の、自分や周りの人の名前・年齢、個人が識別できる画
像などの個人情報をインターネットへアップロードしない。
・自分のアカウントの ID は他人に利用させないようにすることとし、パスワードは他人に知られな
いよう適切に管理すること。将来的には、他人に推測しにくいパスワードを設定し、適切に管理を
行うことができるようになる。
・正しい姿勢で利用する。
・明るい場所で利用する。その際は、画面が太陽光や室内光で照らされて反射やちらつき、まぶしさ
を感じる事がないよう、留意する。
・長時間連続して利用せず、こまめに休憩を挟むなど、その利用時間に注意する。
（３）端末使用のルール
・学習端末は、学校共通の財産として丁寧に扱う。
・端末を共用で活用するときがある場合には、感染防止対策のため、使用前後に手を洗う。
・端末のバッテリー切れによる学習の中断を避けるため、電源が確保できる環境において利用する。
また、家庭等での利用後は、次回の利用などに備えて充電する。
・
「紛失」
、
「高所からの落下による破損」
、
「雨などによる機器故障」などのリスクを考え、屋外での
利用には十分留意すること。屋内であっても火元や水の近く、不安定な場所で利用しない。
・万が一故障したり、破損したりしたら、担任に申し出る。
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タブレット PC 活用の約束例１

（この約束は谷口台小学校から提供された資料を基にして作成しています。
）

わたし

ぴ ー し ー

や く そ く

☑私とタブレットＰＣの１０の約束
ぴーしー

じょうず

つか

ちから

ひつよう

ちから

いえ

み

これからは、タブレットＰＣを上手に使える 力 が必要です。その 力 を、家でも身につ
がっこう

みな

ぴーしー

けることができるよう、○○学校では、皆さんにタブレットＰＣを持ち帰ってもらうこと
やくそく

がっこう

いえ

まも

にしました。この約束は、学校でも、家でも守り、未来に役立つ力を身に付けましょう。
わたし

し よ う

て

あら

□

① 私 は、使用するときには、手を洗います。

□

② 私 はタブレットＰＣを大切に使います。それでも、落としてしまったり、壊して

わたし

ピーシー

たいせつ

つか

お

しょうじき

せんせい

こわ

し

しまったりしたときには、正直に先生に知らせます。
じ ぶ ん

き お く

ひと

□

③パスワードは、自分だけが記憶し、人にしゃべりません。

□

④授業を通して、インターネットでの怖さや便利さを正しく知り、モラルを守りな

じゅぎょう

とお

こわ

べ ん り

ただ

し

まも

し よ う

がら使用していきます。
□

ひと

きず

し よ う

ひと

しあわ

つか

かた

⑤人が傷つくようなことに使用するのではなく、人の 幸 せにつながるような使い方
をしていきます。

□

し よ う

さい

しゃしん

⑥使用する際には、画像をとったり、アイディアをまとめたりするけど、そのとき
け ん り

き

つ

には権利に気を付け、それらをインターネットにあげません。
□

こま

ともだち

きょうりょく

せんせい

き

じ ぶ ん

⑦困ったときには、友達と 協 力 したり、先生に聞いたりしながら、だんだんと、自分
じょうず

つか

なりに上手に使えるようになります。
□

あたら

かんが

で

やくそくごと

やくそく

り か い

ただ

つか

つづ

⑧ 新 しくみんなで 考 えて、出てきた約束事も、その約束を理解し、正しく使い続け
ていきます。
ピーシー

で ん ち

じゅうでん

□

⑨タブレットＰＣの電池がなくなりそうなときには、充電します。

□

⑩使用後は、指示された場所にかたづけ、手を洗います。

し よ う ご

し

じ

ば し ょ

て

も

か え

あら

や く そ く え ー び ー し ー

＋持ち帰りの約束ＡＢＣ
いえ

やくそく

まも

□

Ａ家でも、１０の約束を守ります。
○

□

Ｂ家に持って帰る最中や、学校に持ってくる最中は、タブレットＰＣをカバンから
○

いえ

かえ

さいちゅう

がっこう

も

さいちゅう

ぴーしー

だ

出しません。
□

いえ

がくしゅう

い が い

つか

Ｃ家では、学習のこと以外に使いません。
○
れ

い

わ

令和
じどうせいと

な

ほ ご し ゃ

な

ま

に ち

年

月

日
）

え

保護者の名前（
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が つ

え

児童生徒の名前（
ま

ね ん

）

タブレット PC 活用の約束例２

（この約束の例は中野中学校から提供された資料を基にして作成しています。
）

〇〇学校タブレット PC の使用について ver＊
令和〇年〇月〇日

〇〇学校

GIGA スクール構想に伴う ICT 環境整備に伴い、タブレット PC が導入されました。タブレット PC
は、学校や家庭での学習活動をよりよくすること、そして皆さんが大人になったときに、情報機器を上
手に活用できる力を身に付けることを目的に、相模原市から学校を通じて皆さんに貸し出されたもので
す。次のことを守って、正しく快適に使いましょう。
１

タブレットＰＣ使用のルール

①タブレット PC の使用を通して、今後は「情報社会で、安全に適正な活動を行うための基になる知識
や考え方、態度（情報モラル・セキュリティ）」や「多くの情報の中から自己の目的に合わせて正しく
活用する力（情報リテラシー）
」の資質・能力を学校と家庭でも身に付けていきたいと考えています。
ぜひ、そのことを意識し使用をしてください。
②学習活動に関わりのないことに使ってはいけません。インターネットは正しく使えば学習を効率良く
したり、深めたり、生活を便利にすることができますが、中にはみなさんの年齢やその経験では、正
しく判断できない情報を載せたサイトや、悪意を持った危険なサイトもあります。原則危険なサイト
に入れないようになっていますが、万が一のときには、先生に知らせましょう。
③アプリケーションを勝手に削除したり、ダウンロードをしたりしてはいけません。また、故意に設定
を変更するなどしないようにしましょう。
④利用するときは、落下や水濡れに注意して正しい使い方をしてください。タブレット PC 本体やイン
ターネットが使えなくなって、再起動をしても元にもどらないときや、故障、紛失のときは、速やか
に先生に知らせてください。
⑤充電器に関しては、学校に備え付けとなっており、各教室のＴＶ台に収納して充電することができま
す。使用した後は必ず充電する習慣を身に付け、使用しない時は、学校の TV 台に収納しましょう。
２

Google Classroom の利用のルール

Google Classroom はみなさんの学習に役立てるためのツールです。とても便利なものですが、インタ
ーネットを利用するため気を付けるべきことあります。そこで、〇〇学校では、利用にあたってのルー
ルを定めました。全員がこのルールを守り、Classroom を「安心・安全・快適」に活用しましょう。
①個人情報（名前、住所、電話番号、メールアドレスなど）をインターネット上に載せてはいけません。
また、パスワードを絶対に人には教えないようにしましょう。知らない人があなたになりすましたり、
大事な個人情報が盗まれたりする可能性があります。
②記入する発言やコメントには十分に気をつけましょう。相手を傷つけたり、嫌な思いをさせたりする
ことを絶対に書き込んではいけません。文字だけのやりとりは、感情などを正確に伝えることが難し
いという特徴があることを十分に理解しましょう。そして、学習の場面にふさわしい発言の仕方や、
情報のやり取りの仕方を、みんなで学んでいきましょう。
③保存した映像や画像を、家のコンピュータでメールで送信したり、SNS などに投稿したりしてはいけ
ません。利用する映像や画像は学習するためのものです。クラス以外の人が見られる場所にアップす
ることでトラブルを生んだり、著作権や肖像権などを侵害する可能性があります。

88

タブレット PC の活用における健康面への配慮
ICT 使用が児童生徒の健康面へ与える影響
ドライアイ・目の疲れ・視力低下
身体の疲れ・肩こり・姿勢の悪化
疲れ・肩こり・頭痛
心の疲れ・イライラする
心の疲れ・イライラする など
など
下

ドライアイとは
ICT 機器の画面を集中して見続けると、まばたきの回数が減
り、目が乾き、ドライアイになりやすくなります。まばたきには、目の
ゴミを洗い流し、酸素を届ける働きがあるため、ドライアイになる
と、目の疲れ、視力低下等を引き起こします。
ICT 機器を長時間見続けないよう配慮することが大切です。

児童生徒の健康面への配慮
心の疲れ・イライラする など

タブレット PC の活用場面において、次の３つに配慮することが大切です。

明るさ

姿 勢

時 間

指導上のチェックリスト
明るさ

□ 照明を点け、十分な明るさを確保していますか。
□ 状況に応じてカーテンを閉める等、画面への光の反射を防止していますか。
□ 児童生徒に、正しい姿勢を指導していますか。

目と画面との距離を 30

姿 勢

㎝以上離す

目線が画面に直交する角度に傾ける
画面に照明が反射しないよう調節する
□ 発表やグループ作業をするなど、同じ姿勢を長時間続けないよう工夫していますか。
□ 使わない教材や教具を随時片付け、机の広さを確保するように指導していますか。
（机の面積が狭いと、児童生徒が無理な姿勢で作業を行うことがあります。）

時 間
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□ 児童生徒が長時間、画面を見続けないように工夫していますか。

日常の健康観察のポイント
子どもは大人よりも目の疲れに気付きにくいため、日常のきめ細やかな観察が必要です。
このような様子が見られる場合は、画面の見えにくさによる目の疲労が影響している可能性があります。
・目をタブレット PC に近づけて、作業をしている。
・目をこすりがち。（ドライアイで目が疲れている）
・目が充血している。

色のバリアフリーについて
色覚の多様性により、見分けにくい色のある人の頻度は、およそ男子の５％、女子の 0.2％といわれています。
学習指導において、色の判別を要する表示や教材を用いる場合には、誰でも識別しやすい配色で構成し、色

以外の情報も加える工夫が必要です。
例１ 文字と背景の色は、明暗の差をはっきりさせます。

例２ 折れ線グラフでは、線は太く、実線と点線または太さなどを使い分け、マーカーはなるべく大きく、色のみで
なく形状も変えます。

色のバリアフリーを理解するための Q＆A
https://www.gakkohoken.jp/themes/archives/7
＜参考文献＞
「教育の情報化に関する手引－追補版－」 文部科学省 令和２年６月
「児童生徒の健康に留意して ICT を活用するためのガイドブック」 文部科学省
「色覚に関する指導の資料」 文部科学省
「学校保健」ポータルサイト 公益財団法人 日本学校保健会
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「タブレットの使い方」

教室掲示例

つか

やく

そく

タブレットを使うときの約束
じ

し

かん

時 間
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よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

長
時
間
画
面
を
見
続
け
な
い

ち
ょ
う
じ
か
ん

が
め
ん

み

つ
づ

せい

あか

姿 勢

明るさ

正
し
い
姿
勢
で
使
い
ま
し
ょ

明
る
い
場
所
で
使
い
ま
し
ょ

う

た
だ

し
せ
い

う

あ
か

ば
し
ょ

つ
か

「正しい姿勢」 教室掲示例

ふか

１ いすに深くすわりましょう
せ

なか

の

めん

かく

２ 背中を伸ばしましょう
が

ど

３ 画面の角度を
み
い ち
見やすい位置に
かたむけましょう

30cm

タ
ブ
レ
ッ
ト

30
セ
ン
チ
は
な
し
て
背
中
ピ
ン
！

せ
な
か
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GIGA スクールの推進により、今までよりもできるようになることが増えるのは児童生徒の活動だけ
ではありません。学校の校務も様々な点で効率化などを行うことができます。ここでは、その取組の一
部を紹介します。

これまでの説明の中でも折に触れ GIGA スクール環境の授業の推進による教員側の効率化について
触れてきました。そのことについて、代表的なものを下に整理します。

今まで

GIGA スクール環境下

●学習に使うコンピュータの準備

●学習に使うコンピュータの準備

コンピュータを使って児童生徒同士が共有す

コンピュータを使って児童生徒同士が共有

る授業を行うために、無線 Wi－Fi アクセスポ

する授業を行うために、Chromebook を開く

イントを教室に持って行き、接続をする。さ

よう指示する。

らにタブレット PC を保管場所から教室に運
び、電源をつけて、起動を待った後、特定のア
プリにログインさせ、グループをつくる。
●学習に使うワークシートやテスト

●学習に使うワークシートやテスト

校務用コンピュータなどでワークシートや小

ドキュメントなどで作成する。

テストを作成する。

ドリルパークの出題問題を決める。

印刷し、各クラスごとの数を数えて、整理、準
備、保管する。
数を数えて列ごとに配布、名前を書かせる

配付をクリックする。

ワークシートを回収、評価のために出席番号

児童生徒が提出をクリックする。

順に並べなおす。
１枚１枚めくりながら評価、コメントを手書

１つ１つ評価、コメントをキーボードで記

きで記載、その様子を閻魔帳に記録する。

載（記録は自動、ドリルパークは自動採点）

次の授業まで特定の場所に保管する。
●評価に使うノートなど

●評価に使うノートなど

単元・題材を通した評価の際に、前の評価や、

単元・題材を通した評価の際に、クラウド上

児童生徒の成果物を見直す。前の様子を見返

の前の評価や、児童生徒の成果物を見直す。

すために、期日を決めて、係に連絡し、ノート
を再提出させる。
期日までに提出されていない児童生徒に再度
連絡をする、呼びかける。
・
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GIGA スクール構想の推進により、今後、次のような家庭とのやり取りのデジタル化を実現する可能
性が出てきます。
保護者、地域の方々へのアンケートの実施、出欠席連絡のデジタル化、デジタルによる資料提供、
オンライン保護者会等、新たな生活様式に対応した学校行事の実施などへの利用
（例）●学校の欠席遅刻早退の連絡を Googleform で行っている。
●学校評価アンケートや三者面談の希望日時について、保護者用の Googleform を作成し、集
計した。その URL は学校が保護者への周知に使用しているメーリングシステムで通知した。
例えば、左図は、相模原市立大野小
学校が Googleform で行っている欠席
届です。電話や FAX と併せた欠席連
絡の方法として、この Googleform の
URL と QR コードを、保護者に通知
しています。
※この QR コードでアク
セスできる欠席届フォ
ームの見本は、相模原
市立大野小学校のフォ
ームを参考に教育セン
ターが独自に作成した
ものです。

名前と連絡事項以外は、基本的にプ
ルダウンで簡易に選ぶことができる
よう、工夫されています。この各症状
については、外国由来の方が多い地域
では英訳も記載する等をしている学
校もあります。
この他、学校評価アンケートや三者
面談の通知、さらには運動会参加時間
の整理券や、児童生徒の発表への簡易
な保護者アンケートなど、各校が工夫
しながら、保護者とのやり取りのデジ
タル化を行っています。
Googleform から出力した CSV ファイル
が文字化けするときは…
①デスクトップなど、任意の場所に保存
したそのスプレッドシートを右クリッ
クし、メニューの中から「プログラムか
ら開く(H)」→「メモ帳」を選びます。
②メモ帳で CSV が開いたら、左上の「フ
ァイル(F)」→「名前を付けて保存(A)」
を選びます。
③保存画面で、右下の「文字コード(E)」の
プルダウンメニューを開き、
「ANSI」を
選んで保存してください。これで文字
化けがなおります。
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GIGA スクール構想の推進により、今後、次のような教職員間とのやり取りをデジタル化することが
可能になります。
教職員間による情報共有（朝の打ち合わせなどの簡略化）、学校外からのファイル共有による資料
の確認、校務分掌や相小中研、各部活動専門部ごとの Classroom 運用による仕事の効率化など
（例）●学校で Classroom を作成し、校内の情報や資料の共有を行った。
●学年会を Chromebook を使って実施した。事前に学年専用の Classroom を作成する。学年主
任は、レジュメと、その項目ごとのページをドキュメントで作成して事前に、Classroom で
課題として共有した。各自、自分の校務分掌等に関わる資料を共同編集で作成した。当日は、
話し合いの内容を、リアルタイムでそのドキュメントに記録した。
●市内研究会で Classroom を作成し全員がそこに参加した。研究会はオンラインで開催し、資
料の共有などは Classroom のドライブを通じて行った。また、研究活動で報告したいこと等
はストリームで書き込み、共有した。
例えば、左図は、教育センターの研究員研究で利用
している Classroom です。
研究会に関わる連絡事項、
やり取り、資料の共有などは、ストリームを使って行
っています。
研究協議の最中は、ドキュメントを使って、議事録
をとっています。ドキュメントは、共有（共同編集）
できるため、必要に応じて皆で確認したり、担当者が
編集しながら協議を進めることができます。令和 2 年
度は、緊急事態宣言の最中の研究会は基本的にオンラ
インで行われましたが、皆がその研究会に慣れてくる
と、タブを切り替えながら、記録や Classroom 内の資
料、共有画面を切り替えながら協議が行われました。
また、研究会終了後の次回までの宿題は、Google の
課題機能を用いて提出がされました。職員会議や研究
Chrome を使うときには、このように複数の
タブを出して置き、切り替えながら使うと有

効です。また、消したくないタブは、タブ上
で右クリックを押し、出てきたメニューの中
の「固定」を押すと、タブが固定されます。

会などは、このような資料等が人数分印刷、準備され
ることも多いと思いますが、その資料準備や終了後の
記録のファイリングが特に必要ありません。
セキュリティポリシーを遵守し、このような教職員
間、もしくは教職員と児童生徒、児童生徒間の会議や
協議のデジタル化に取り組んでみましょう。

相模原市で使用する Chromebook ワンポイント QR コードリーダーの立ち上げ方

①

URL 入力バー横の
パズルのマークを
タッチします。
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②

出てきたメニューの中の QR
コード機能をタッチします。

③

④
QR コー ド
リーダーが
立ち上がり
ます。

始めての時は上の画面の
許可をタッチします。

GIGA スクール構想の推進により、今後、次のような授業外の学校活動や遠隔授業への活用が可能と
なります。
委員会活動や、部活動ごとの Classroom 運用による、情報共有、休日の出欠確認、学校の学習の様
子や異学年間、異学校間の情報の共有や学びの共有（遠隔授業など）
（例）●部活動の休日の出欠席を部活動の Classroom と専用フォームを作成し行った。部活動顧問は
学校で校務用コンピュータを使わずとも対外試合の引率等の際にその状況を把握できるよ
うになった。
●市内の学校と合同で行う行事について、児童同士で相談するため、Meet を使い、オンライ
ン交流会を行った。
例えば、左の画像は、令和 2 年度に市内小学校がオー
ストラリアと遠隔で行ったプログラミングの授業の様
子です。
大型提示装置には、オーストラリアのオフィスと、そ
こに日本から送ったプログラミング教材とコンピュー
タの様子、そしてやり取りをする現地の方が写っていま
す。この授業では、オーストラリアに送ったプログラミ
ング教材を、日本の小学校の Chromebook と遠隔でつな
ぎ、そのプログラムをデバックする、という授業を行い
ました。
相模原市では、GoogleMeet と CiscoWebex を活用し
て、ホストとしてビデオ会議システムを活用することが
可能です。また Chromebook では ZOOM と併せて、こ
れらの会議システムを使うことが可能で、遠隔授業など
相模原市の Chromebook で参加可能

を行うことが可能です。
また、遠隔地とのやり取りは、講師などの人の話を聞
くということの他、遠隔地にあるモノと Chromebook を
つなぎ、それを操作したり、プログラミングしたりする、

ホストでの開催可能

参加可能

といったことも可能で、今後様々な発展的な授業の実施
が期待されます。

相模原市で使用する Chromebook ワンポイント カメラの向きの変え方

①

③

②

Jamboard などでカメラを立ち
上げた時、自分の方を向いて
いるカメラが選ばれていて、
変えたいときには URL のバー
の右にあるカメラマークをタ
ップします。

すると、こ
のような画
面が立ち上
がりますの
で、管理をタ
ップしてく
ださい。

すると、設定の画面が出てきますの
で、
カメラの種類を Back Camera に
変えます。もう一度、カメラを起動
しなおすと、向きが変わります。
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この章では、実際の運用におけるその他の詳細について３点掲載します。

小中学校等での GIGA スクール構想に関連するタブレットＰＣ、アカウント、セキュリティなどにつ
いて、適切な運用が図られるようガイドライン及び資料を示します。各校は、このガイドラインに従い
GIGA スクールを推進してください。
なお、GIGA スクール構想の推進は、児童生徒が家庭においてもコンピュータ等のＩＣＴを適切に活
用することで、学校の学びを生活とシームレスに結びつけることを最終的な目的の一つとしています。
そのため、ＩＣＴ環境がまだ整っていない家庭において、学習端末を持ち帰らせることの詳細について
も、このガイドラインでは定めています。今後、相模原市立小中学校等に通う児童生徒の各家庭におけ
る通信環境の状況を確認しながら、この取組についても推進を図っていきます。
１

本ガイドラインの目的
ICT を有効に活用することで、主体的・対話的で深い学びを推進し、全ての児童生徒に情報活用能力

を含む義務教育段階で育むべき資質・能力を身に付けられるよう、GIGA スクール構想の推進に伴い学
校に整備した Chromebook（以下、学習端末）に関わる要素についてのガイドラインを設ける。
２

学習端末の管理の責務について

（１）教育委員会
・学校で児童生徒が学習に利用するコンピュータは、教育委員会が整備した学習端末のみとする。
（各家
庭の用意した端末を学校で学習に使用しない。）
・教員（授業を担当する会計年度任用職員を含む）及び児童生徒数分の学習端末を整備し、その備品番
号は教育委員会で管理する。
（２）学校
・学習端末は基本的に教室に備え付けられたコンピュータ保管庫にて保管する。教員用など、保管庫に
格納できない分については、鍵のかかる場所に保管する等、適切な保管を行う。
（※活用についての責務は別掲）
・年に１回、学習端末の数を確認する。
・家庭への持ち帰りなど校外に持ち出す時は、学習端末に記載された番号を一覧などにまとめて管理し、
持ち帰った教員及び児童生徒とその番号を把握する。また、家庭に持ち帰らせる場合は、その期間な
どを決め、児童生徒及びその保護者に知らせる。
・学校に戻す際には、次の例を参考に各校の状況に応じて学習端末の状態を把握する。
①朝の会で、端末を机上に出すよう指示する。
ア 電源が入るか、○
イ 学校のネットワークにつながるか、○
ウ ログイ
②その場で、学習端末を起動し、○

ンできるか、を確認させる。
③その他、家庭で起きたこと（床に落としてしまったなど）を申告させる。
④②及び③の状況について管理簿に記録する。
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・学習端末の故障、破損、紛失、盗難の際には、JMC コールセンター（０１２０－３８６－１１０）に
速やかに連絡する（紛失、盗難の場合、JMC が端末にロックをかける。）
。その端末を使用していた児
童生徒には、学校に余剰の端末がある場合、当該端末を使用させる。ない場合、代わりとなる端末を
JMC から受け取って使用させる。
図

故障に伴う端末の代替と管理の流れ

学校

家庭

JMC コールセンター
JMC コールセンター
へ連絡

③
教員へ連絡
①

コンピュ
ータの故
障や破損

②

（０１２０－３８６－１１０）

故障・破損
状況の確
認

JMC コールセンター連絡後･･･

JMC から新しく届いた

学校に余剰の端末

端末を使用させる

が無い場合

④

⑤
⑥

状況把握・対応

故障機の引き取り
及び
予備機搬入

予備機保管

⑦
学校に余剰の端末
余剰の端末を使用させる

が有る場合

（３）児童生徒及び保護者
・児童生徒及び保護者は学習端末の管理について次のことに注意する。また、学校はこのことを児童生
徒及び家庭に周知する。
①使用の際には故障、破損、紛失、盗難に十分に気をつけること。例えば、落下を想定して置く場
所を考える、水などに濡らさないよう使用するときに飲料をそばに置かない、コンピュータを折
り畳む際には画面とキーボードの間にものを挟まない、などに留意する。
②校内での移動、校外学習への活用、もしくは学校と家庭の行き帰りの道中に使用したり、置き忘
れたりしないよう、十分に気をつける。
③学習での利用も含め、学習端末の運用でわからないことがあったら学校に連絡する。
④家庭での学習端末の運用には、各家庭のネットワーク環境を利用し、通信料は各家庭で負担する。
⑤万が一、故障、破損、紛失、盗難の際には、速やかに学校の教員に連絡する。
⑥使用中の故障については学校が本体の交換を行うが、故意の破損、本項①から⑤を遵守しないな
ど、明らかな使用上の不注意による故障や破損、児童生徒のアカウント以外でのログインを試み
るなどが原因による動作不良については、家庭が弁償する可能性がある。
（４）その他
学習端末の管理について（１）から（３）に示したこと以外、より安全な活用を図るために、次のこ
とを検討するとよい。
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・学習端末は、特定の端末を、特定の児童生徒に複数年使用させたり持ち帰らせたりすることを想定し
ていない。しかし、学校が、学校での運用や児童生徒指導の効果を考慮し必要であると判断した場合、
特定の端末を特定の児童生徒に複数年使用させたり持ち帰らせたりすることについても可能である。
・学習端末の持ち帰り時等での破損を心配する場合は、持ち帰りについて次のような方法も考えられる。
①児童生徒が個人で学習に使えるコンピュータがある家庭には、学習端末を持ち帰らせない。この
とき、家庭では学習端末とは異なり、Google Workspace アカウントでのログインを毎回行う必要
があること、タッチパネルの機能がないコンピュータを使用する家庭に対する課題に配慮する、
などのことに留意すること。
②臨時休校時の貸与を想定した場合、児童生徒に学習端末を持ち帰らせるのではなく、保護者が学
校へ取りに来る、及び臨時休校解除後に保護者が学校に端末を届けに来る、という方法も考えら
れる。
３

アカウントの管理におよび設定ついて

（１）教育委員会
・Google Workspace 及び Open Platform for Education（以下、OPE）のアカウントは、相模原市教育
情報セキュリティポリシー（以下、ポリシー）に従い、教育委員会が管理を行う。
・Google Workspace 及び OPE アカウントの追加、異動、削除は、教育委員会で行う。なお、転出者及
び卒業生については Google Workspace データの引継ぎの期間を学校を去った日より３か月間設け、
その後削除する。
・教員と児童生徒の Google Workspace アカウントは、現段階で次のような設定になっている。
①教員
・校務用コンピュータと同様のインターネット閲覧設定がかかっている。
②児童生徒
・PC 教室の児童生徒用 PC と同様のインターネット閲覧設定がかかっている。
・アプリケーションは、基本的に Google Workspace で管理しているものしか使用できない。
③共通
・G mail は使用できない。
（２）学校
・教員及び児童生徒の Google Workspace 及び OPE アカウントについて、その使用者を把握し、学校の
活動における運用方法を決める。
・教員及び児童生徒の転入出があった場合には、所定の様式にて、教育委員会にアカウント追加及び削
除の申請を行うこと。なお、相模原市立学校よりの転入者の場合には、前校でのアカウントを引継ぐ
ことを前提とする。
・このアカウントは、児童生徒の学習に利用する目的で発行したものである。そのため、原則、当該児
童生徒のみが使用し、学校と保護者とのやり取りや保護者同士のやり取りに使用しないこと。
・アカウントを利用して情報を取り扱う際には、ポリシー及び著作権等の法律を遵守すること。
（３）児童生徒及び各家庭
・児童生徒のアカウント情報は、むやみに第三者に知らせることのないようにする。
・児童生徒のアカウント内の学習履歴等の情報は、児童生徒の人権やプライバシーを尊重し、発達の段
階を考慮したうえで、保護者であっても緊急時等を除いて自由に閲覧しないよう、留意する。
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（４）その他
・家庭で学習端末等にスムーズにログインできるよう、例えば学校において、導入した学習端末などを
活用し、Google Workspace 及び OPE アカウントにログインする練習を行う、などの準備をしておく
とよい。
４

端末の情報セキュリティの確保

（１）教育委員会
・持ち帰る学習端末のセキュリティは、教育委員会がポリシーに従って設定する。
・学習端末のセキュリティは、現段階では次のとおりである。
・教育委員会が設定したアカウント以外でログインができない。
・USB メモリ等電磁内記録媒体を使用することができない。
・アプリケーションやサービスは、学校からインストール申請されたもので教育委員会が許可した
もののみ使用できる。
・学習端末に保存したデータは、一度ログアウトすると消去される。ログアウトは、学習端末を全
く操作しない時間が２時間経過した場合に自動で行われる。
（２）学校
・ポリシーを遵守し、セキュリティを確保した端末の運用を行う。
・児童生徒に、発達の段階に応じた情報モラル・セキュリティに関する指導を行う。
（P.82～P.93 を参
照）
・各学校が学校の活動に端末を利用する中で、ポリシーの範囲の中で、設定変更やアプリケーションや
サービスの追加を希望する場合には、所定の様式で教育委員会に申請する。
・端末の持ち帰りに関わるルールについては、次ページの資料を参照し、作成すること。その際、特に
持ち帰りに特化したルールということで、次のような項目の追加や児童生徒及び保護者への周知を検
討するとよい。
・夜遅くまでの利用はしない。
・持ち帰った学習端末は持ち帰った本人専用の端末であるため、家族を含め、他の人に貸さない。
・家庭で学習端末をインターネットに接続するときは、各家庭のインターネット環境に接続し、そ
の通信費は家庭が負担する。
・故意の破損や、約束を守らず使用するなどの、明らかな使用上の不注意による故障や破損、児童
生徒のアカウント以外でのログインを試みるなどが原因による動作不良については、家庭が弁償
する可能性がある。
など
（３）児童生徒及び各家庭
・学校の定めた約束に従い、セキュリティを確保した端末の運用を行う。
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（１）Google Workspace アカウント内データの引継ぎの対象
相模原市では、転出者及び卒業生の Google Workspace アカウント内データの引継ぎの期間を、学校
を去った日より３か月間設けます。その際には、次のような手順で、データの引継ぎを行ってください。

転出者
ア

所定の様式により、学校から転出者が報告されたときは、事務局で対象の児童生徒を転出処理し
ます。この処理には数日かかることがあります。

イ

転出処理が終了したら、そこから 3 か月間の間、Google Workspace アカウント内のデータの引継
ぎが可能になります。後の説明に従ってデータの引継ぎを行ってください。

中学校 3 年生段階
ウ

卒業年の３月になったら、３年生のアカウントについて引継ぎをできる状態にします。この処理
には数日かかることがあります。

エ

その年の６月末（学校を去った日から約３か月間の間）まで、Google Workspace アカウント内の
データの引継ぎが可能になります。後の説明に従ってデータの引継ぎを行ってください。

（２）アカウント内のデータ引継ぎの方法
データを引き継ぐ方法は、主に次の２つがあります。
ア

個人の Google アカウント(G-mail アドレスの取得が必要)を作成し、そのアカウントにデータを
引き継ぐ

※この場合、生徒個人の Google アカウントを、保護者の同意のもと、作成、取得する必要があり
ます。
なお、引継ぎ先の学校（高等学校を含む）が、Google Workspace アカウントを利用し、かつ
G-mail を個人で使用できる状態の場合には、その新たな学校でのアカウントに対して、現在の
Google Workspace アカウント内データを引き継ぐことが可能です。GIGA スクール構想は、全
国で推進されており、自治体によっては Google Workspace アカウントを使用していますので、
そのことについて新たな学校に確認しておくと良いかもしれません。
イ

家庭等のコンピュータで学校の Google Workspace アカウントにログインし、必要なデータを自
分のコンピュータにダウンロードする。

※この場合、ドキュメント、スプレッドシート、スライドのデータは、ダウンロードするコンピュ
ータの OS で使用している文書、表計算、プレゼンテーション用ソフトウェアの形式に、自動的
に変換されます。
（例：ドキュメント→Word 形式のファイル、に変換される）その後、新しい
Google ドライブに格納するときには、変換された形式のままですので、留意してください。
・
どの方法で引き継ぐかについては、各家庭の状況を考え見て、保護者に判断していただくよう、案内
をお願いいたします。
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※以下に説明する方法は Google のヘルプ「学校のアカウントから別のアカウントにコンテンツをコ
ピーする」
（https://support.google.com/accounts/answer/6386856）に記載された手順を要約したも
のです。詳細については、その WEB ページを直接ご覧ください。

１

準備

①コピーができるのは、マイドライブ内ファイルのみです。次のファイルのうち、必要なものは、マイ
ドライブへコピーしてください。
※「Google フォト」のファイル
※他のユーザーがあなたと共有するように設定したコンテンツ
②個人の Google アカウントを、必ず保護者の同意を得たうえで、各ご家庭で取得してください。

２

データを引き継ぐ
①学校で使っているアカウントにログインし、
ア

ツールの中から「ア アカウント」を選択し
ます。すると、教育委員会のデータ引継ぎの
許可が反映された以降は、左図のように「イ
コンテンツの移行」が現れ、選択できるよう

イ

になりますので、ここをクリックしてくださ
い。

②左図のような画面になったら「１．移行先の
アカウントの入力」のウのところに、準備の
ため家庭で取得した Google アカウントの G
メールアドレスを入力し、エの「コードを送
信」を押してください。
すると、家庭で取得した Google アカウント
ウ

の G メールに、
「アカウントの確認」という
メールが届きます。
そのメールのリンクから先にアクセスし、確

エ

認コードを控えてください。このコードは２
４時間有効です。
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③次に、控えたコードをオの「コード
を入力」に入力します。この時、半
角英数文字になっているか確認し
オ

てください。
入力できたら、カの「確認」を押し
ましょう。

カ

④すると、左の画面になります。ドラ
イブの右側に青いチェックが入っ
ていることを確認したら、キ「転送
を開始」を押しましょう。
コピープロセスは通常数時間で終
わりますが、最大１週間かかる場合
があります。
ファイルのコピーが終了すると、家
庭で取得した Google アカウントの
G メールにそのことのメールが届
きますので、アカウント内のドライ
ブを確認してみましょう。
キ

マイドライブに、学校のドライブの
コピーが入ったフォルダが出来上
がっているはずです。
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Classroom による学級等の運用を行った場合、基本的にはその Classroom を学年末にアーカイブして
新年度にはアクセスできないようにする必要があります。
なお、アーカイブをしても、その Classroom を通して児童生徒が作成したファイルは、個々の「マイ
ドライブ」内の、その Classroom の名前のフォルダに残っていますので、過年度の学習履歴を振り返る
ことが可能です。
アーカイブは次の手順で行ってください。

a

ア アーカイブする Classroom の右上にある縦に点が３つ
並ぶマーク(a)を選んでください。
そして、出てきたメニューの中から、
「アーカイブ」(b)
を選択します。
すると『「＊＊対象のク
ラス名＊＊」をアーカイ

b

ブしますか？』というポ
ップアップが出てくるの
c

で、問題なければ、右下の
アーカイブ(c)を選んでく
ださい。

d
イ アーカイブされたクラスを確認するには、
Classroom の
画面左上の横線３つのメインメニュー(d)を選びます。
e

すると、左側に出てきたメニューの一番下の方に、
「ア
ーカイブされたクラス」(e)という選択肢が出てくるので、
これを選びます。そして、その先の画面で、アーカイブし
た Class を確認できます。

Classroom をアーカイブしても、各児童生徒のマイドライブには、自分がオーナーであるファイル
がそれぞれの Classroom の名前のフォルダに残ります。
このアーカイブを今後行っていくことを想定すると、Classroom の名前を作成時に工夫することが
推奨されます。
ただ、Google の設計思想として「検索で探す」が基本となっていることから、作成するドキュメン
トなどのファイルを検索しやすい名前にしておく、ということが今後求められる必要なスキルと言え
るでしょう。
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Classroom 運用のうちユーザー管理に関わる注意点
P.14 にも記載しましたが、各校での学級などの所属の管理については、Classroom などを利用して
行います。そこで、Classroom を運用のうち、ユーザー管理について、年度終わりや児童生徒及び教
職員の転入転出に関わる注意点について、次にまとめました。
☑行うこと

場面

□必要な Classroom を作成する。
□「Classroom の教員」に学校の管理職を招待する。

i

年度が始まるとき

□「Classroom の生徒」に児童生徒を招待する。
方法１ 授業の際に class コードを伝える・
方法２ 事前に Google アカウントを入力して招待する。
□その年度の学級や各教科等の授業用の Classroom を、それ
ぞれアーカイブを行う。

ⅱ

年度が終わるとき

□教職員の Classroom をその管理をしている教職員がアーカ
イブを行う。
※非常勤職員は年度が変わったら教育委員会がアカウントを
削除します。
□転入生の Google Workspace 及び OPE アカウント取得の申

ⅲ

年度途中に児童生徒が転入
してきた時

請を所定の方法で行う。
□「Classroom の教員」が、転入してきた児童生徒を Classroom
に招待する。
□転出生の Google Workspace 及び OPE アカウント削除の申
請を所定の方法で行う。

ⅳ

年度途中に児童生徒の転出
者が出た時

□（市外に転出の場合）転出生に Google Workspace アカウン
ト内のデータ引継ぎの仕方を案内する。
□「Classroom の教員」が、転出した児童生徒を Classroom か
ら削除する。
（学級だけでなく、各教科等、委員会、部活動
などの Classroom にも留意）
□新しく来る教員を、変わる前の教員が「Classroom の教員」

Ⅴ

年度途中に教員が変わるこ
とがあった時

に招待し、
運営を引き継ぐ。年度末は、
最後にその Classroom
を運営する「Classroom の教員」がアーカイブを行う。
□教職員の Classroom から、その管理者が、変わる前の教員
を削除し、新しく来る教員を Classroom に招待する。

※Google の提供しているサービスは、常にアップデートや仕様変更が行われます。この対応法は令
和３年３月時点のものであり、状況によって変更の可能性があります。
※教員同士の Classroom の受け渡し（例えば、部活動の Classroom を運用しており、年度が変わる際
に、前の顧問が別の学校に異動になったため引継ぎを行いたい、など）
、については、令和３年３月
時点の相模原市の設定では簡易にできない状況ですので、今後その対応を検討していきます。
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本書では次の資料、素材を使用させていただきました。
●かわいいフリー素材集 いらすとや（https://www.irasutoya.com/）
●ジャストスマイル／ジャストジャンプ内素材【株式会社ジャストシステム】
●フォント「さいとうしんぐ店」（http://fontlab.web.fc2.com/）
【フォント作成工房】
本書の参考文献
●文部科学省 「教育の情報化に関する手引-追補版-(令和 2 年 6 月)」
●坂本旬、芳賀高洋、豊福晋平、今度珠美、林一真
デジタル・シティズンシップ、－コンピュータ１人１台時代の善き使い手をめざ
す学び、大月書店、令和 2 年 12 月
●株式会社ストリートスマート&できる編集部
できる Google for Education 導入・運用・実践編 増補改訂第 2 版、インプレス
令和 2 年 12 月
※なお、事例の参考にした文献等は、その都度示させていただきました。
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