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 新たな発見とは 新しい目を持つことである 

 
 
                       相模原市立小中学校視聴覚教育研究会 
                         会 長  木 原 裕 二 

 
 コンピューターやイ
ンターネットが学校教
育に導入されて久しい
が、ＩＣＴ機器の進化と
複雑化はさらに加速度
を増し、多くの課題を含
んできている。 
 そこで相視研機関誌
であるこの「考える目」 

の中で、視聴覚教育の原点について、再度見
つめ直してみたい。 
 
 

 「本当の旅の発見は、 
   新しい景色を見ることではなく、 
     新しい目を持つことである。」 
 
 
 この言葉は、大手航空会社の広告コピーで
あり、フランスの作家「マルセル・プルース
ト」の名言を引用したものである。 
 
 広告としては、 
  新しい景色を探すことではなく、 
        新しい目で見ることが、 
           新たな発見となる。 
 プルーストとしては、 

  人生において大切なのは、 
      新しい視点を持つことである。 
と伝えたいのであろう。 
 
 ここで視聴覚教育的な視点を持って、この
言葉を考えてみたい。 
  
 今まで視聴覚教育における授業実践では、
実体験ができないことや、実物に出会えない
時などに、視聴覚教材や様々な機器が大活躍
をしてきた。 
 そして、実体験や実物観察に勝るものなし

という風潮も出来上がり、視聴覚教材や機
器、さらには視聴覚教育そのものが実体験や
実物の代用品として位置づけられてしまっ
たことも事実であるのかもしれない。 
  
 しかし、この広告の言葉のように、新しい
もの、初めてのものに出会うことだけではな
く、新しい目で見ることの大切さを考えるこ
とは、今日の視聴覚・情報教育、そしてＩＣ
Ｔ教育における教材開発や機器活用の研究
実践に、大きな変革をもたらすのではないか
と考えるのである。つまり、そのまま実体験
をしたり、そのまま実物に触れたりすること
以上の教育的価値を、現在の視聴覚教材やＩ
ＣＴ機器は創り出すことが出来るのではな
いだろうか、ということである。 
 
 もちろん、これは実体験や実物観察の教育
的価値を否定するものでは全くない。 
 初めて出会った貴重な体験を、再び新しい
視点で見つめ直すこと、さらには、様々な視
点で見られるように、効果的なメディアを選
択し、表し方を工夫し、子どもたちが新たな
発見・学びができるように教師が仕掛け、下
ごしらえをしていくということである。 
 教師が知恵を出し、研究を深めていけば実
物を超える教育的価値を創り出すことがで
きる、そんな環境が整いつつある時代なのか
もしれない。 
 
 新鮮なうちに「仕事」を施し、旨味を凝縮
させて仕上げる、江戸前寿司職人の心意気
に、どこか通ずるものを感じる。 
 

 新たな発見とは、 
      新しい目を持つことである。 
 
 子どもたちのこの新しい目を育てていく
ことが、我々の考える目なのである。 



*1 児童生徒用のＰＣや電子黒板、校務システムの導入率を表した数値。

*2 ＩＣＴを活用した授業やモラル指導を「できる」「わりにできる」と回答した教員の割合を表した数値。
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使い慣れた機器の新たな可能性

相模原市立小中学校視聴覚教育研究会

事務局長 山岸 佑

相視研では４つの研究部を中心に研究を

推進してきた。昨年度から相視研が担うこ

とになった連合音楽会のビデオ撮影も二年

目を迎え、多くの理事の方の協力の下、無

事撮影を行うことができた。また、今年度

は平成２５年に発行された『情報モラルハ

ンドブック』の改訂作業も行った。発行か

ら４年近く経ち、児童生徒を取り巻く環境

も変化してきている。より児童生徒の実態

に合った指導を行えるよう、相視研として

情報モラルハンドブック改訂班を組織し、

内容の見直しを行ってきた。

昨年１０月に、関東甲信越放送・視聴覚

教育研究大会が山梨県甲府市で開催された。

「一人一人のよさや可能性を伸ばし 生き
る力を育む放送・視聴覚教育の推進」
～豊かな学びをつくる教育メディアの活用～

をテーマに多くの授業研究、提案が行われ

た。平成３０年度は相模原市での開催にな

るため、本研究会の理事も多数参加した。

研究授業では大型テレビを始めとしてタ

ブレットＰＣ、ノートＰＣ、プロジェクタ

ーなど様々なＩＣＴ機器が使用されていた。

複数の機器を使用する学級では担任だけで

なく、機器の操作を補助する職員がいるな

ど、サポート体制の充実を感じる場面もあ

った。それぞれの授業を参観して感じたの

は、使用する機器はここ数年大きな変化が

無い、ということである。タブレットＰＣ、

ノートＰＣ、プロジェクター、書画カメラ

など、当初はこれらの機器を、主に児童生

徒の興味や関心を高めるために使用する授

業も少なくなかった。今ではこれらの機器

は、学びを深めるために活用されている。

これらの機器が、研究を経て目新しいだけ

の機器から、特性をしっかりと教師が理解

し、使い慣れた機器に変わってきていると

いうことが分かる。いたずらに目新しい機

器を使うのでなく、使い慣れた機器で新し

い活用方法について考えていく時期が来て

いる。今後、授業をデザインしていく教師

側の工夫がより重要になってくるだろう。

相小研の話になるが、私の所属するグル

ープでは音楽の授業でのＩＣＴ機器活用に

ついて検討がなされた。算数や国語での活

用は、今まで多くの研究があり授業参観も

行ってきたが、音楽での活用はとても新鮮

であった。研究授業の内容は、タブレット

ＰＣを活用し、歌唱場面の録画・視聴をす

ることで歌い方の工夫を考えていく、とい

うものであった。子どもたちは、自分たち

でタブレットＰＣを操作し、録画・視聴を

繰り返していた。その活動を通して自分た

ちの理想の歌い方に近づいていく様子、に

自ら学びを深めようとする姿を見ることが

できた。この経験から、ＩＣＴ機器は、ど

んな教科・領域でも活用することができる

ことを実感した。使い慣れた機器も、新し

い教科で別の可能性を見い出すことで、児

童生徒の学びにつなげていけることを再確

認した。

ところで、「公立学校情報化ランキング」

をご存じだろうか。これは文部科学省の「学

校における教育の情報化の実態等に関する

調査結果」を基に日経ＢＰ社が全国１７４

８自治体ごとの実態をランキングにまとめ

たものである。相模原市の小中学校の結果

だが、小学校１１７７位、中学校１１５１

位であった。自治体の規模が違うため、こ

の結果だけでその自治体の実態がはっきり

分かるわけではないが、注目すべき結果で

ある。機器などの整備状況を示す「インフ

ラ整備」 *1 については市内の小中ともに６

０％前後、教員のＩＣＴ活用力や情報モラ

ル指導力を指し示す「教員の指導力」 *2 は

７０％前後であった。相模原市で教育の情

報化をさらに進めていくために、有効なこ

とは何か。相模原市の学校規模で機器整備

の数値を高めていくには膨大な予算がかか

る。現時点で大切なのは「教員の指導力」

を高めていくことではないか。相視研を始

めとする研究会の成果を学校の内外で共有

することで教員のＩＣＴ活用力や指導力を

さらに高めていきたい。また、限られた環

境や設備の中で、機器の新しい可能性を模

索していくことにも挑戦していきたい。

今後も研究の成果を、全理事の方に各校

で共有していただきつつ、相視研としても

平成３０年に向け、更なる研究に取り組ん

で参りたい。

考 え る 目
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平成28年度 神奈川県放送教育・

視聴覚教育 合同夏季特別研修会

平成２８年８月２日、川崎市中原市民館

において神奈川県放送教育・視聴覚教育合

同夏季特別研修会が開催された。

「授業実践における放送番組の効果的な活

用～子どもたちが“わかる”授業を目指し

て～」

第１講座「放送教育」の分科会において、

相視研を代表して、鳴海幸一郎教諭（光が

丘小）が提案をおこなった。

本提案では、学校教育放送番組の利用実

践と校内における放送活動の実践について

発表をおこなった。まずは、「NHK for School」

の番組を活用し「部分視聴」を行うことで、

得られる効果について発表した。「部分視

聴」とは、番組を最後まで視聴するのでは

なく、番組のある部分だけを視聴したり、

番組を停止したりしながら、児童が話し合

う時間を作るなどして、効果的に視聴する

方法である。今回は、第１学年国語科「ま

ちがいをなおそう」で『ことばドリル』の

番組を活用した昨年度の相視研の実践を報

告した。実践の成果としては、番組を活用

したことで多くの児童が楽しんで視聴でき

理解につながった、課題が明確になったな

どが挙げられた。その一方で、番組の場面

が細分化されることで、見る視点がずれて

しまう児童も出てきてしまったこと、機械

のトラブル（フリーズ）などが起こる可能

性があることが課題として挙げられた。

その反省を活かし、今年度は、改善を図

り、子どもたちが“わかる授業”を目指し

て、課題を見つけながら、実践を繰り返し

て研究に取り組んでいることを報告した。

また、校内における放送活動の実践につ

いては、放送活動（放送委員会）の推進を

図るためラジオ局のエフエムさがみと連携

し、「放送コンテスト」を毎年開催してい

ること、その審査や表彰の流れについて発

表した。

平成28年度 神奈川県視聴覚・

放送教育研究 合同大会 横須賀大会

大会テーマ

「自ら考え 自ら学び 未来を切り拓く子ど

もの育成

～豊かな心と確かな学びを育む教育メディ

アの活用～

平成２８年１１月２４日に横須賀市立横

須賀総合高等学校において神奈川県視聴覚

・放送教育研究合同大会が開催された。

全体会では、東京学芸大学の髙橋純准教

授が「次期学習指導要領を踏まえた教育メ

ディアの活用とは」とのテーマで、今後の

視聴覚教育のあり方について講演が行われ

た。

相視研からは、小学校の放送教育の分科

会で、作の口小学校の佐々木駿教諭が、「授

業実践における放送番組の効果的な活用～

子どもが“わかる”授業を目指して」をテ

ーマにした提案をおこなった。

中学校の放送教育の分科会では、新町中

学校の青木毅教諭が「相模原市の放送教育

の取り組み～ NHK for School の利用～」を

テーマに提案をおこなった。

ここでは、新町中の青木教諭の提案を紹

介する。

文部科学省の「教科指導における ICT 活

用と学力・学習状況の関係に関する調査研

究」により、国語・算数において ICT の活

用頻度と平均正答率に一定の関係性が見ら

れた。特に、週１回以上の使用と、月１回

の使用では差が見られる。

新町中学校では、各学年に「ＩＣＴワゴ

ン」と呼ばれる機器があり、書画カメラが

移動可能になっている。インターネットも

使用可能であり、無線ＬＡＮを介して、班

に１台のノートパソコンで、調べ学習を進

めることが可能である。

「NHK for School」の利用の例として、理科

の授業で使われる「 10min ボックス」が挙

げられる。これは、「NHK for School」のウ

ェブサイトやＤＶＤでも使用可能である。

主に単元の導入として使われることが多く、

映像を用いて分かりやすい説明がなされて

いる。実際の実験の映像やＣＧを使った映

像が生徒にも理解しやすい。また、「クリ

ップ」と呼ばれる発展的な内容を学習でき

る機能もある。番組の一部分を取り上げて、

新たに質問を投げかけたり、重要な部分だ

けを見ることができるようになっており、

生徒たちからは、分かりやすいと好評であ

る。

考 え る 目
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～ 研 究 部 紹 介 ～

【メディアリテラシー教育研究部】
１．研究主題

「児童の情報活用能力（メディアリテラシ

ー）の育成」

２．研究内容

近年、児童が主体的に情報を取り入れ、

自分の考えをまとめ、発信していく力を養

うことは、学校教育の大きな課題となって

いる。そこで、今年度も昨年度の研究を継

続し、研究主題も引き続き「児童の情報活

用能力の育成」とした。

部会で話し合いを進めていく中で、今年

度も新たな教材開発の意味を込めて、昨年

度同様、情報モラルハンドブック以外の教

材を活用して、情報モラル教育を行い研究

を深めていくことにした。

研究の中で、昨年度までと大きな変更点

が一つある。それは、情報モラルの指導を

道徳の時間ではなく、学級活動の時間で行

う点である。これは、昨年度の研究協議で

出た、「児童に情報モラルを知識として理

解させることも大切なのではないか」とい

う意見を受けての実施である。研究授業は、

相模台小学校

の間瀬翔太教

諭（６年生）

が、行った。

本 研 究 で

は、学習活動

を３時間に分

け、まず「イ

ンターネット

のしくみ」「情報受信の注意点」の学習を

行った。そして、本時では、「情報発信の

注意点」に焦点を絞り、授業を行った。指

導教材は、「スマホ・リアル・ストーリー

（E テレ）」の『送った写真のゆくえは…』

に決定した。

『送った写真のゆくえは…』では、主人公

が無断で無料通話アプリ上に友だちの写真

を添付してしまい、その写真を別の友だち

が、面白画像として再添付し、拡散してし

まうというトラブルがドラマ化されている。

番組視聴後、ワークシートを用いて、「安

易に自分の写真を送った子」「無断でその

写真を別の友だちに送ってしまった子」「友

だちの写真を加工して送ってしまった子」

の三者がとった行動についてどう思うのか、

また、インターネットに画像を載せる怖さ

を児童に考えさせた。個人→グループ→全

体と意見交流の輪を広げていく中で、児童

からは、「無断で友だちの写真を送るのは

よくない」「写真を面白画像にして送るの

は一番良くない」など様々な意見が出され、

活発な意見交換が行われた。

研究協議では、「１時間の授業の中に詰

め込み過ぎずに、活動を３時間構成にする

ことで毎時間、丁寧に要点を押さえること

ができていた」「ワークシートを家庭に持

ち帰らせ、保護者から子どもに向けて一言

書いてもらうという工夫が家庭への警鐘に

もつながり良かった」「３時間構成で行っ

た活動なの

で、前時ま

での活動を

振り返れる

掲示がある

となお良か

った」とい

った意見が

出された。

３．成果と課題

今年度は、道徳の時間ではなく、学級活

動の時間で情報モラル教育に取り組み、そ

こから様々な成果や課題が見えてきた。

成果としては、学級活動の中で、情報モ

ラルを知識として理解させることの必要性

を改めて認識できたことが挙げられる。ま

た、ワークシートに保護者からのメッセー

ジ欄を設けたことで家庭からの協力的な反

応をみることができた。情報モラル教育は、

家庭との連携が必要であり、ワークシート

を通して家庭と繋がることができたのは、

大きな成果であった。

課題としては、年間３５時間に限られた

学級活動の計画にどのように情報モラルを

扱う授業を組み込んでいくかということで

ある。

今後はこれらの成果と課題を踏まえ、昨

年度までの研究のように、道徳の時間で、

情報モラルを児童の心情に訴えるとともに、

学級活動の時間を通して、情報モラルを知

識として教えるといった、心情と知識、双

方からのアプローチを大切にしていく必要

がある。研究授業の振り返りの際に、「私

は、学習したことを活かして、インターネ

ットが楽しいものになるように努力してい

きたい」と発表した児童がいた。我々が目

指す児童の姿が垣間見えた様な気がした。

今後はこの様な児童を多く育てていきたい。

考 え る 目
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【視聴覚・情報機器活用部会】
１．研究主題

「児童がＩＣＴ教育機器を主体的に活用で

きる能力の育成」

サブテーマ

「～大型テレビとＩＣＴ教育機器の

効果的な活用～」

２．研究内容

授業にＩＣＴ教育機器を取り入れること

で児童の情報活用能力の育成につながり、

教育の質をさらに向上させることができる

のではないかと考え、今年度はＩＣＴ機器

を授業の中に取り入れ "学びの質 "を変えて

いく目標を掲げ、授業のねらいを達成する

ために、ＩＣＴ機器をどのように使ってい

くか研究を行った。

【授業のなかでＩＣＴを使ってみる】

前年度の研究では、教師の活用から児童

の活用へと段階を進めるためには、日常的

にＩＣＴ機器を使うことが必要であるとい

う課題が浮き彫りになった。本年度は授業

研究とともに、授業でのＩＣＴ機器活用実

践について情報交換を行い、可能性を探っ

ていった。

教師の活用では、「デジタルカメラ・書

画カメラなどの拡大投影機能を使い、思考

の共有化を図る実践」「デジタル教科書を

使い、図形や速さ等のイメージをもたせる

実践」「プロジェクターを使い、挿絵を拡

大投影し、児童の考えを共有化する実践」、

児童の活用では、「ＰＣ室の１人１台使用

できる環境の中で、総合や社会のまとめを

行った実践」「図工の鑑賞で、気づいたこ

とをタブレットＰＣに書き込んで説明する

実践」などが挙げられた。

【研究授業】

研究授業は、宮上小学校の江成勝太教諭

が行った。単元は、第１学年国語科「じど

うしゃくらべ」。単元のねらいは、自動車

の「しごと」と「つくり」に着目し、自分

の好きな自動車の説明文を書くことである。

研究授業では、教科書に説明文の掲載がな

い「はしご車」について、挿絵から「しご

と」と「つくり」を読み取り、説明文を書

くというねらいで行った。

導入では、黒板に模造紙を貼り、プロジ

ェクターで火事のイラストを投影し、サイ

レ ン の 音 声 を 流

す と 同 時 に 実 際

に 走 っ て い る よ

う に は し ご 車 の

挿 絵 を 動 か す な

ど 題 材 の 提 示 を

工 夫 し た 。 展 開

途中では、「しごと」を発表し合った後、

挿絵から分かる「つくり」を各自ワークシ

ートに記入していった。また、実際に動く

はしご車の映像を①音なし②音ありの順番

で提示し児童の気づきを促した。そして、

児童が気づいた「つくり」をはしご車の絵

を投影した模造紙

に書き込み、全体

で共有化を図った。

終末では、発表

し合ったことを基

に、はしご車の説

明文を書いた。

３．成果と課題

【研究授業について】

プロジェクターを使い題材を拡大提示し

たことで、児童の興味関心の高まりが見ら

れた。また、実際に「はしご車」を見たこ

とがない児童にとっては、映像を見ること

でイメージをつかむことができた。挿絵を

見て考えたことを映像を見て確認する姿も

見られた。どの児童も黒板の模造紙に投影

したはしご車に集中し、積極的に発言する

など、大変意欲的だった。

また、模造紙に「つくり」を書き込んだ

ことで児童の考えを全体で共有し、学びの

足跡を残すことができた。アナログ（模造

紙やワークシート）とデジタル（プロジェ

クターによる映像投影等）を必要に応じて

使い分け、ねらいに迫ることができていた。

課題としては、「ただ映像を見せるだけ

ではなく、どんなところに着目して見るの

か視点を与えることで児童の気づきが深ま

るのではないか」「タイミングや見せ方（途

中で止める、何度も見るなど）を工夫する

と、より効果的ではないか」等、映像の提

示の仕方についての意見が挙がった。また、

児童の中には、はしご車の「つくり」と「し

ごと」を結び付けて考えることができない

児童もいた。はしご車について正しく説明

するために、たくさんある情報の中から、

取捨選択し、活用していく能力を育成して

いくような授業展開の工夫も必要だという

意見も挙がった。

【本研究を通して】

現在ある機器を活用し、イラストや音・

映像等を用いて、新しい活用法を考えるこ

とで、学びの質を高める授業実践に取り組

むことができた。機器を使えばいいという

ものではなく、授業のねらいを達成するた

めに、最も適切な方法を選択していくこと

が求められている。今後、学びの質をより

高めるために、児童主体のＩＣＴ機器活用

法を探っていきたい。

考 え る 目
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【番組活用・校内放送活用研究部】
１．研究主題

「授業実践における放送番組の効果的な活用」

～子どもたちが“わかる”授業を目指して～

２．研究内容

本研究部では、放送番組を活用した授業

研究を行っている。昨年度までの研究にお

いて、授業で放送番組を使うことは、子ど

もたちの関心や意欲を高めたり、思考や理

解を深めたりすることに効果的であるとい

うことが報告されている。

特に「NHK E テレ」の番組は、１５分

間の番組構成を１０分間の構成に変更する

など、４５分間の授業でより活用しやすく

なった。インターネットとの連携も充実し

ており、「NHK for school」のホームページに

アクセスすると、NHK が制作した全ての番

組を視聴することができる。それぞれの番

組の番組活用授業プラン、ワークシートも

用意されている。番組の内容に関連した動

画クリップやドリル、ゲームなどのコンテ

ンツもあり、授業内容や授業者の様々なね

らいに即して活用できるように工夫されて

いる。

また、近年、各校へタブレットＰＣが随

時導入されており、タブレットＰＣを無線

ＬＡＮに接続して教室でインターネットを

活用することができる。いつでも「NHK for

school」にアクセスし、授業に活用したい場

面だけを視聴する（部分視聴）など、授業

をより効果的に進めていくことが容易にな

った。

これらのことを踏まえ、本研究部では子

どもたちが“わかる”授業の実現のために、

「NHK for school」の番組をどのように活用

すると、より効果的な授業ができるか、研

究を進めてきた。

（１）研究授業

本年度の研究授業は、広田小学校 渡邊

秀主教諭による第５学年道徳「ペットの命

を守る」３－(1)生命尊重。活用した「NHK

for school」の番組は、『オンマイウェイ 第

７回ペットの命を守るには？』 本授業の

めあては、「ペットの命も、人間の命と同

じ尊いものであることに気づき、命を大切

にしようとする心情を育てる。」であった。

（２）研究の視点

○番組内容は、本時の目標に対して効

果的であったか。

○番組の見せ方や見せるタイミングは

効果的であったか。

（３）研究協議

協議では、まず番組の見せ方についての

意見が挙がった。

授業は、番組を三つの場面に分けて、停

止させながら、子どもたちに課題を考えさ

せていった。番組を活用することで、課題

に対する考えが深まり、その都度、子ども

たちから多くの挙手が見られた。しかし、

授業時間の都合上、発表者を二人に限定し

てしまったことなどにより、意見交流が深

まらなかったことが反省に挙げられた。

課題としては、４５分授業の中で、１０

分の番組視聴時間は長すぎる。考えさせる

内容が多すぎた。考えさせる内容部分を厳

選して視聴させるとよかったなどの意見が

挙がった。

番組の内容についての意見も挙がった。

今回活用した『オンマイウェイ』の番組内

容が子どもたちの興味・関心を高め、本時

のめあてを達成する上で効果的であったと

いう意見が多く出た。しかし、その反面、

実際に捨てられたペットを殺処分する場面

もあり、児童にとって刺激が強すぎるとい

う意見も出た。殺処分の場面を視聴させる

ときに、教師が殺処分についての説明を行

い「残酷なシーンなので、怖かったら見な

くても良い。」という声かけは、とてもよ

かった。しかし、場面を視聴した児童には、

その後のケアも必要であるとの声も挙がっ

た。

３．成果と課題

今回の研究授業を受けて、「NHK E テレ」

の番組内容の質の高さが分かった。それは、

番組を見ているときの子どもたちの真剣な

表情からも分かる。番組の登場人物に気持

ちを重ねて、課題について考える姿は素晴

らしく、番組が効果的であることがわかる。

今後の課題として、子どもたちの実態や

授業のねらいに沿って、番組内容を熟考し

て、活用方法や場面を練っていき、授業展

開を考えていくことが大切であることが分

かった。わかる授業をねらいにした、さら

なる効果的な番組活用を探っていきたい。

考 え る 目
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【中学校部会】
１．研究主題

「 ICT 機器を活用した授業改善」
2011年、「教育の情報化ビジョン」が公

表された。これは「21世紀を生きる子ども

たちに求められること」として、「生きる

力」とそのための「情報活用能力」の育成

の大切さを提言したものである。その実践

に向けて、情報教育の充実、 ICT 機器の活

用が求められている。

ICT 機器の導入により、教師と生徒の間

でのコミュニケーションや、生徒同士での

学習内容の共有などがより容易に行われる

ようになり、その手段の幅も広がると言わ

れている。それにより、生徒が主体的に学

習活動へ参加するようになり、学習意欲、

思考力、判断力などの向上に繋がることが

期待されている。

個別指導やグループ別指導、教師間の協

力的な指導等の指導方法や指導体制の工夫

改善とともに、授業の中で ICT 機器を効果

的に活用することで、教育効果が期待でき

ると考えられるため、本主題を設定した。

２．研究内容

＊ ICT 機器の活用状況について

昨年度同様、各中学校の授業実践例を

まとめたレポートや情報交換を通じて、

様々な ICT 機器の活用状況や活用手段の

調査を行った。中でも、画像や動画など

の拡大表示やデジタル教材を用いた演示

機器としての活用場面が多く、興味・関

心を高めるだけでなく、知識や理解を深

める上でも効果的であった。また、道徳

や 総 合 の 職 業 調 べ に お い て 『 NHK for

school』の活用が大変有効であったと報告

されている。思考力や表現力の向上を図

った実践例もあり、協議を通じて研究を

深めてきた。

＊ ICT 機器の活用と「学習評価の観点」

に対する効果について

中学校は教科担当制による指導である

ため、教科ごとの指導方法や ICT 機器の

活用方法も様々である。そこで活用手段

や活用場面によって、具体的にどの力を

伸ばすことに効果が出るかを研究した。

【関心・意欲・態度】【知識・理解】

単元の導入時に学習内容に対する関心

を持たせることはとても重要である。 ICT

機器は画像や動画など映像資料を見やす

く円滑に提示することに長けており、視

覚的に強い印象を与え興味を引きつける

ことができる。

知識・理解を深める手段として、デジ

タル教科書の活用が挙げられる。英語科

においては、教材の内容を可視化するこ

とで言語や文化への理解や知識が深まっ

た。

【思考力・表現力】

体育科のダンスの授業における実践例

を紹介する。まず、グループに分かれ、

見本の映像を見ながらダンスを行った。

その後、自分達のダンスに対して、話し

合いをさせることで、考察しながら課題に

取り組むことができた。また、実際に生徒

のダンス映像を資料として大型テレビに

映し出すことで、考えを共有したり、比

較させることができ、生徒一人ひとりの

思考力や表現力を養うことができた。

現在、課題としては二つのことが挙げ

られる。一つ目は、ICTが得意な教師しか

活用できていないという現状である。ICT

機器をたくさん使っている学校は情報活

用能力が育っているという結果も出てい

る。現状を変えるためにも、今後多くの

教師が活用できるよう、校内のICT機器を

整備するなどして、使用できる機会を増

やしていく必要がある。

二つ目は「情報活用能力」の周知が挙

げられる。今後、言語能力に並ぶ能力と

して、次の学習指導要領で取り上げられ

ている。どの教科でも計画的に育成して

いくことが求められている。

考 え る 目
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【小学校放送コンテスト】
相視研が主催している放送コンテストも､

今回で第１４回を迎えた。昨年よりも応募
作品が増え、児童・教員ともに取り組む意
欲が高まり、質の高い作品が増えてきてい
る。集まった作品は、株式会社エフエムさ
がみの協力のもと、公正かつ、厳密なプロ
の目で審査をしている。優れた作品につい
ては賞を贈り表彰すると同時に、番組制作
のよき手本として、相視研理事会で紹介し、
番組作りのアイデアや手法を広く伝えるこ
とにしている。

《第１４回放送コンテスト審査結果》
【アナウンス部門】最優秀賞 南大野小

優秀賞 大野台中央小 FMHOT 賞 広田小

【朗読部門】最優秀賞 南大野小

優秀賞 大野台小 FMHOT 賞 共和小 中央小

【テレビ部門】最優秀賞 光が丘小

優秀賞 大野台中央小 FMHOT 賞 上溝小

陽光台小

【ラジオ部門】最優秀賞 星ヶ丘小

優秀賞 南大野小 FMHOT 賞 清新小

【中学校放送コンテスト】
今年度も、平成２８年８月１８日に第３

３回 NHK 杯全国中学校放送コンテストの決
勝が､東京の千代田放送会館にて行われた。
予選の地方大会を含め全国から 600 校を超
える参加があった。相視研としては、神奈
川県の応募作品の審査に関わってきた。相
模原市からは 6 作品が本大会へ挑戦し、藤
野、串川、小山中学校の生徒が入選を果た
した。
また、１１月３日、神奈川県 NHK 放送コ

ンテストが NHK 横浜放送局にて行われた。
相模原市からもアナウンス部門、朗読部門
で 4 作品のエントリーをした。昨年度に引
き続き弥栄中学校の生徒が予選では最優秀、
決勝大会では優秀賞に選ばれ入賞を果たし
た。NHK 横浜放送局のアナウンサーの方か
らもアドバイスを頂き、有意義な経験とな
った。今後も神奈川県の代表として全国大
会に参加していきたい。また、両コンテス
トへの参加校の拡大と、NHK 杯のラジオと
テレビ番組部門への進出を期待したい。

終わりに 相模原市立小中学校視聴覚教育研究会
副会長 浅野 宏

本年度も各研究部（メデ
ィアリテラシー研究部、視
聴覚・情報機器活用研究
部、番組活用・校内放送活
用研究部・中学校部会）に
おける積極的な研究と、県
の夏季特研・合同大会等で
の実践発表が行われまし

た。日頃の研究や事業活動が充実していた
ことがうかがわれ、とても嬉しく思います。
また、意欲的に取り組んでいただいた先生
方に、心より感謝いたします。
今年度は、夏季特研・合同大会だけでな

く、関東甲信越放送・視聴覚教育研究大会、
視聴覚教育・放送教育の全国大会にも参加
する機会をいただきました。東京都や山梨
県の学校の授業を見たり、全国からの実践
報告を聞いたりしました。どの授業でも子
どもたちは生き生きと活動していました。
ＩＣＴ機器は、授業の中で子どもたちが考
えたり発表したりする時の一手段として使
われていました。また、使い勝手や性能の
面では、ＩＣＴ機器の発達には目を見張る
ものがありました。
さて、平成２８年７月に「２０２０年代

に向けた教育の情報化に関する懇談会」か
ら『最終まとめ』が報告されました。その
中の「次世代に求められる情報活用能力の
育成」では、「これからの社会を生きる子
供たちに、情報を単に受け止めるだけでな
く、整理・分析し、まとめ・表現し、他者
との協働で思考を深めたりして、物事を多
角的・多面的に吟味し見定め、主体的に新
たな価値を生み出す力を育むとともに、情
報モラルを身に付け、情報社会に主体的に
参画し創造していこうとする態度を育んで
いくことが期待される。」と記されていま
す。また、「『アクティブラーニング』の視
点から授業改善や個の学習ニーズに対応し
た『次世代の学校・地域』の創生」では、
「未来社会を見据えて育成すべき資質・能
力を育むための『学び』やそれを実現して
いくための『学びの場』を形成するために
ＩＣＴを効果的に活用することが重要であ
る。」と記されています。
このように、これからの教育の場で、視

聴覚・放送教育に期待されることは大きく、
本研究会でも、未来に向けて進む希望と力
を子どもたちに与えられるように、研究を
進めていきたいと考えています。

【編集後記】
「考える目」も、６８号の発刊となった。来年度は、県から市への様々な委譲が行われる中、
この「考える目」も変革のときを迎える。来年度の「考える目」は、四コマ漫画付きで、全
ページカラー版で、各研究部のページがもっと写真で盛りだくさんで、ボリュームいっぱい
で、誰もが読みたくなってしまう内容になっていて…等と妄想してしまう。発刊にあたり、
ご多用のところ、ご協力いただきました先生方、どうもありがとうございました。

考 え る 目


