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近未来の授業デザインと 小中連携
相模原市立小中学校視聴覚教育研究会

会 長 井 村 勉

1 月 24 日の朝は穏や
かな冬晴れで、澄んだ

空気の中、丹沢の嶺の
雪化粧がとても鮮やか
に目に飛び込んでき
た。この日、平成 25
年度神奈川県視聴覚･
放送教育研究合同大会

を本市で開催した。
午前はあじさい会館をメイン会場に全体

会を行い、続いて JAXA 宇宙科学研究所の
阪本成一教授による記念講演を行った。宇
宙科学の研究は、我々の日常にも光と潤い

をもたらしてくれることを知った。「チャ
レンジをさせない教育では子どもは育たな
い」との言葉がとても印象に残った。
午後は、中央小学校（平成 24・25 年度研

究委嘱校）、中央中学校での公開授業があ

った。どの教室も多くの参観者で熱気に満
ちていた。その後、神奈川総合産業高校を
加えた３会場９分科会において活発な意見
交換がなされた。
相視研は今大会を新たなステージへの第

一歩と捉え、これまで研究・実践してきた

内容を市内外に発信する場とした。併せて、
横浜市、川崎市、横須賀市等の優れた実践
に学ぶ機会にもなった。今大会に携わって
いただいた全ての方々に感謝の気持ちでい
っぱいである。

さて、情報教育に目を向けてみよう。現
在、グーグルが提唱しているのがプログラ
ミング教育だ。物心がつけばそこにあって
使ってしまうＰＣ機器。その特性を理解す
るためには、様々な動作を可能にするプロ

グラムを入力できるリテラシーが必要にな
るというものだ。オバマ大統領もその必要
性を説いている。文科省も中学校学習指導
要領「技術・家庭科」の D.情報分野の中に
(3) プログラムによる計測・制御で「イ情

報処理の手順と簡単なプログラムの作成」
を盛り込んでいる。やがて小学校にも、こ

の波はやってくるだろう。
相視研は、昨年度から中学校部会を新設

し、視聴覚教育における小中連携の強化を
進めている。将来、子ども一人に１台のタ
ブレットＰＣが当たり前になったとき、授
業の形態はどのように変化しているのだろ

うか。また、ＩＣＴは「使わねばならない
もの」では決してない。各教科における特
性を考え、子どもの実態と機器環境を考え
た授業デザインをしていく中で、その効果
が期待できるときに「使う」という選択を

するものである。それでは、授業デザイン
はどのようにすべきなのか。近未来に向け
て相視研に課せられた課題といえよう。
先ほどの大会が行われた夕刻、中央小学

校の体育館にはそれぞれの業務分担を終え

た理事が戻ってきていた。しかも、誰も声
かけをしていないにもかかわらず、それは
見事な円陣になっていた。仕事をやり終え
た安堵感の漂う表情からは、小学校や中学
校といった垣根は微塵も感じられない。そ
こに、次代に繋がる相視研の姿を見たのは

私だけだろうか。



現場からの発信力

相模原市立小中学校視聴覚教育研究会

事務局長 田中 和義

相視研理事の先生方のお力をいただき、

平成２５年度も研究のまとめの時期を迎え

ることができた。本年度も各研究部毎に合

計４つの研究授業を行い、日々の授業実践

を持ち寄りながら理事会の場で活発に研究

を重ねてきた。その成果や課題を１月２４

日に行われた「神奈川県学校視聴覚・放送

教育研究合同大会（相模原大会）」で発表

し、神奈川県下の先生方と研鑽を深めるこ

とができた。相模原大会の準備運営に携わ

っていただいた先生方にあらためて感謝申

し上げたい。

ここで本年度行った研究授業の一つを紹

介したい。情報機器活用研究部の研究授業

では、授業のねらいを達成するために「タ

ブレット」を使用した。青山学院大学社会

情報学部の協力のもと、谷口台小学校の近

藤慎一郎教諭が逆再生アプリを使った学級

活動の授業を行った。このアプリは撮影し

た動画を逆再生で即座に鑑賞できる。ユニ

ークなこのアプリの特性を活かし、学級経

営にプラスとなる子ども同士の豊かなコミ

ュニケーションを目指した授業であった。

４人グループに１台のタブレットを用意し、

子どもたちはグループ毎に動画を作成し始

める。逆再生ならではのめずらしさや楽し

さに触れていきながら子どもたちは役割を

分担し、アイディアを出す人、撮影する人、

演じる人等、日常の人間関係とは少し違う

関係性を体感しながら活動していた。生き

生きとしたコミュニケーションの中で、授

業者のねらいであった「課題や友だちと主

体的に関わり合う」子どもの姿が見られた。

タブレットの周りに集まり、製作途中の動

画をグループ全員で視聴して確かめる光景

が印象的で、活動の中で生まれたグループ

の一体感がとてもよく表れていた。撮影し

た動画をすぐに視聴できるタブレットの大

きさも効果的で、次なる活動へと子どもた

ちを向かわせた。

このような「すぐに」「ちょうどいい」

大きさで動画が見られるタブレットの基本

的な特性は、グループ学習の場で共有化を

図る際にとても有効である。そして、タブ

レットを介して自分の考えを意欲的に伝え

合う子どもの姿は、これからの授業づくり

にに大きなヒントを与えてくれる。

文科省「教育の情報化ビジョン」

21 世紀にふさわしい学びの環境とそれに基
づく学びの姿（例）より一部抜粋

研究授業で取り扱ったタブレットのよう

な情報通信端末の活用法は、これからの学

びを考える上で大きなテーマとなっている。

文科省は「教育の情報化ビジョン」の中

で、２１世紀にふさわしい学びの環境につ

いて上記のような一例を示している。ＩＣ

Ｔを活用した授業においては「一斉指導」

「個別学習」「協働学習」それぞれの学習

場面で情報通信端末（タブレット等）が頻

繁に用いられる想定である。地域でのフィ

ールドワークや、学習者同士が学びを共有

する“わかちあう学習”が一層取り組みや

すくなる可能性を示している。

そう遠くはない未来に、児童・生徒が一

人一台のタブレットを使う時代が来ること

を意識しつつ、相視研では地に足をつけた

着実な研究をこれからも続けていきたい。

現在の相模原市のＩＣＴ環境で何が出来る

のか。そして、未来への学びのビジョンを

意味あるものとするために、設備環境や使

用機器の整備は何が必要なのか。子どもと

向き合い、共に授業をつくる私たち教師の

教室からの発信は大きな意味がある。

一方で学校のＩＣＴ環境がどのように変

化しようとも、情報機器を有効に活用して

いく土台はどこまでも学級経営である。こ

れまで大切にしてきた学校の文化や、積み

重ねてきた授業つくりの視点は、新たな学

びの実現に向けて更に重みを増していくだ

ろう。

「教育の情報化」という時代の潮流を踏ま

つつ、子どもたちが力強く２１世紀を生き

抜いていく力を育むために、どのような授

業をつくっていくのか。現場にいる私たち

相視研のメンバーから研究の成果を力強く

内外に発信していきたい。



～ 神奈川県視聴覚・放送教育研究合同大会 相模原大会～

大会主題「豊かな想像力と確かな学びを育

む教育メディアの活用をめざして」～ ICT
機器の多様な活用方法を探る～

期日 平成 26 年 1 月 24 日（金）
会場 相模原市立あじさい会館大ホール

相模原市立中央小学校

相模原市立中央中学校

神奈川県立神奈川総合産業高等学校

参加者 ３０４名

【記念講演】

演題「見えない光と探査機で探る宇宙」

講師 坂本成一教授

宇宙航空研究開発機構

宇宙科学研究所

宇宙は見えない光にあふれている。電波

天体望遠鏡を用いて、「見えない光」をと

らえて宇宙を観測すると、宇宙のどのよう

な姿が明らか

になるのか？

ICT（ 情 報 通
信技術）を専

門的に活用し

た様々な例を

紹介していた

だいた。

【公開授業】

＜小学校＞

◇１年「国語 おもちゃやさんごっこをし

よう」

使用機器 書画カメラ、デジタル教科書

教室に備え付けてある書画カメラで、こ

れまでに作成したカードやちらし、ノート

を表示し、既習事項について確認した。書

画カメラのオプション機器を活用し、画面

に直接書き込み、活動のヒントを与える場

面もあった。

またデジタル教科書を活用し、教科書の

イラストを提示し吹き出しを使い、より確

実に課題をつかめるように工夫していた。

◇４年「国語 言葉について考えよう」

使用機器 番組活用「お伝と伝じろう」

デジタルペン（オープンノート）

「お伝と伝じろう」を視聴し、キャッチ

コピーの作り方を学び、実際に参加する行

事のキャッチコピーをグループで考えた。

グループ活動の際に、デジタルペンを活

用し、グループの思考の跡が見えるように

工夫していた。

◇６年「道徳 情報モラル 情報の信憑性」

使用機器 コンテンツサーバ（相模原市）

コンテンツサーバ内の「情報モラルハン

ドブックパッケージ」を活用し、情報の信

憑性について考える授業であった。情報モ

ラルハンドブックは今年度から導入された

ので、５年生の「情報の広がり」について

も扱った。情報の広がりや情報の信憑性の

両方を考えることで、情報をどのように扱

うことが大切かを考え合える授業であった。

◇支援「国語 声に出して読んでみよう」

使用機器／コンテンツサーバ（富士ソフト）

音読用の詩をコンテンツサーバに入れ、

大型モニタで表示した。中央小学校に導入

されている「メディアボックス（富士ソフ

ト）」を活用した。一人ひとりに用意され

た詩を大きく表示することで、前を向いて

音読ができていた。

＜中学校＞

◇１年「国語 表現を見つめる」

使用機器 大型テレビ、デジタルカメラ

大型モニタを用いて情報を全員に、かつ

一斉に提示し共有していた。ワークシート

の内容をデジタルカメラで撮影し、調べた

表現方法をモニタに提示した。ワークシー

トを撮影し、記録することで、学習者の思

考過程を共有化するよう工夫していた。

◇２年「理科 天気」

使用機器 大型テレビ、タブレット端末

実際の自然現象の動画を提示することで、

生徒が同じ条件の現象を共有することがで

きた。画像を提示することで、生徒が理論

的な理解と視覚的な理解を得ることができ

る効果もあった。また、書画カメラを使う

ことで、話し合いの結果を図を示しながら

効果的に発表していた。

◇３年「社会 価格の働きと金融」

使用機器 大型テレビ、タブレット端末

ｉ Ｐ ａ ｄ の ア プ リ ケ ー シ ョ ン で あ る

「Keynote」を使用し、プレゼンテーション
形式で授業が展開された。プロジェクター

でホワイトボードに投影し、投影中のスラ

イドに生徒のつぶやきや予想を書き込んで

いた。



【分科会】

＜小学校＞

第１分科会（視聴覚機材・機器活用）

「子どもが ICT 機器を主体的に活用できる
能力の育成」

提案者：相模原市 松本 津一郎 教諭

大型モニタを活用した「わかる授業」の

実現について、デジタルペンやタブレット

パソコンを活用した授業を中心に、それぞ

れの成果や課題が報告された。また、相模

原市が今年度から取り組み始めた「情報モ

ラルハンドブック」についても紹介された。

第２分科会（放送教材活用）

「思いを伝え合い、学びを深める放送教材

～ NHK 学校放送『いじめをノックアウト』
を活用して～」

提案者：横浜市 岡田 貴彦 教諭

子どもたちが興味を持ちやすい番組構成

になっているため、毎回意欲的に番組を視

聴することができた。継続して視聴するこ

とで、考えるポイントが明確化し、視聴後

の話し合いが活性化して発言意欲につなが

っていった。

第３分科会（情報活用Ⅰ）

「自ら学ぶ力と豊かな心を育てる情報教育

を目指して～情報活用能力を育てる授業デ

ザイン～」

提案者：川崎市 佐藤 俊明 教諭

情報活用の実践力やＩＣＴ機器活用場面

を明確にした単元構想を授業研究で作成す

ることができ、情報活用の実践力の向上や

教科の目標達成の加速につながった。タブ

レットパソコンや無線ＬＡＮなどの活用に

より、協働学習や多様な表現力を育成した

り、思考力を深めたりすることにつながる

ことなどが報告された。

第３分科会（情報活用Ⅱ）

「自ら考え、行動する子の育成を目指して

～理科『メダカのたんじょう』における ICT
活用の工夫～」

提案者：横須賀市 橘 恒仁 教諭

ＩＣＴ機器（ノートパソコン、実物投影

機、プロジェクタ、デジタルカメラ）を活

用した授業実践について報告があった。

・受精卵の顕微鏡画像をデジタルカメラで

毎日記録し、成長過程を提示する。

・顕微鏡画像を拡大提示する。

・メダカの受精の様子を動画コンテンツ

を用いて提示する。

＜中学校＞

第１分科会（視聴覚機材・機器活用）

「観点別学力を意識した機器の活用～社会

科の授業を通して～」

提案者：川崎市 下田 真稔 教諭

神奈川県公立高等学校入学者選抜制度改

善方針説明資料」の中の「新たな学力の育

成」について、研究実践の報告があった。

第２分科会（放送教材活用）

「大型テレビとコンテンツサーバを活用し

た実践例の紹介」

提案者：相模原市 吉田 次朗 教諭 他

相模原市内の各中学校の大型テレビ活用

事例をまとめ、大型テレビとコンテンツサ

ーバをどの教科で活用しているか、活用に

よる効果や、課題について報告された。

教科のみならず、特別活動や道徳の中で

も活用されていることが報告され、学校生

活の中で効果的に活用されている傾向が見

られた。

第３分科会（情報活用Ⅰ）

「調べ学習の様々な工夫」

提案者：横浜市 横山 裕孝 教諭

情報の収集・整理・分析・判断・発表な

どの能力、情報社会に参画する態度まで含

めて育成していくために、調べ方や発表の

仕方について、工夫したことについて報告

された。

第３分科会（情報活用Ⅱ）

「バーチャル模造紙『コラボノート』を活

用した授業実践」（中学１年社会科地理的

分野）

提案者：横須賀市 松原 健明 教諭

「短時間に、効率よく、効果的」に意見

交流をするためにコラボノートを活用した

授業実践についての報告があった。

＜高等学校＞

高等学校分科会

「アナログ＋デジタル 良いとこ取りの ICT
活用のコツ～これなら使える！使ってみよ

う！ｉＰａｄとＩＣＴ機器～」

提案者：相模原市 関 明 校長

高等学校におけるＩＣＴ機器の環境や活

用事例などにふれ、これからのＩＣＴ機器

の活用について提案された。

「分科会の様子」



平成25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 25 年 8 月 6 日（火）、横須賀市立横
須賀総合高等学校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。

午前中は、NHK 制作局第１制作センター
青少年・教育番組デスク（専任ディレクタ

ー）の渡辺誓司氏による基調講演が行われ

た。「学校教育で役立つデジタル教材」と

題し、NHK が制作したデジタル教材の紹介、
実践例などを交えながら、学校教育におけ

る放送教育のあり方や価値について話され

た。

午後は、「放送教育」「視聴覚教育」「情

報活用教育」の３つの選択講座が開かれ、

提案が行われた。

第１講座「放送教育」で提案

第１講座「放送教育」において、相視研

を代表して、松本津一郎教諭（上溝南小学

校）が「授業実践における放送番組の効果

的な活用」を提案をおこなった。

本市独自の ICT 教育環境であるコンテン
ツサーバを使用した NHK 教育番組活用の授
業実践を中心とする報告をした。

授業実践は、コンテンツサーバに録画し

ておいた NHK 教育番組「できたできたでき
た」を部分視聴する小学１年生の授業で、

学級活動「上手な時間の使い方」を学習す

る時間であった。日々の休み時間の過ごし

方などを振り返り、休み時間にすることな

どを話し合った後、「できたできたできた」

を部分視聴した。番組が映し出されると子

どもたちが集中して視聴する姿が見られ、

放送番組の効果が見て取れた。また、この

学級では、同じ番組を継続的に授業で視聴

していたことから、子どもたちが違和感を

抱くことなく視聴することができていた。

このことからも番組視聴を一過性で終わら

せないことの大切さを浮き彫りにすること

ができた。ただ、授業で放送番組を活用す

るにあたってのねらいや授業内容との関係

性などの研究をさらに深め、よりよい番組

活用を実践できるように研究を深めていく

必要があると感じた。

平成25年度 関東甲信越放送・

視聴覚教育研究大会 埼玉大会

大会テーマ

「自ら学びたくましく生きる力を育む教育

メディアの活用を目指して」

「～楽しく学び合う 進んで学ぶ 互いに

学ぶ～ ＩＣＴ教育メディアの効果的活用

を通した確かな学力の育成」

平成 25 年 11 月 8 日（金）埼玉県飯能市
において関東甲信越放送・視聴覚教育研究

大会埼玉大会が開催された。

午前には、市内の保育所、小学校、中学

校、高等学校の７会場において公開授業及

び分科会が実施された。

会場の一つである飯能市立双柳小学校で

は、ＰＣや書画カメラを活用した算数の授

業や、ＴＶ会議システムとＷＥＢカメラを

使ってリアルタイムに地域の人々にインタ

ビューをした社会の授業などが公開された。

児童も教員もＩＣＴ機器の活用に慣れて

おり、自然且つ効果的な活用がなされてい

た。また、ＩＣＴ機器だけではなく、黒板

掲示や教室掲示などのアナログ教材を併用

し、有効に活用していた。デジタルとアナ

ログの効果的な併用が、児童の学習理解を

より深める授業であった。

その後の分科会では、長野県佐久市立東

小学校の江橋智之教諭によるデジタルカメ

ラの動画を活用して友だちと関わり合い、

お互いに向上を図る、シンクロマットの授

業実践や、埼玉県八潮市立大原小学校の四

方孝明教諭による理科の NHK 教育番組を継
続的に活用し、科学的思考を深めていく取

り組みの発表が行われた。八潮市の取り組

みは、一般に教育番組を見せる目的が、教

師が意図した場面・答えを見せることだけ

になりがちであるが、そうでなく発問によ

って児童に自由に感想を発表させて、それ

を構造的な板書で関連付けていくことで、

科学的思考を深めていくという、大変興味

深い発表であった。

午後には、埼玉県出身の落語家、林家た

い平氏による記念講演が行われた。秩父に

生まれた氏の半生を笑いを交えて振り返り

ながら、生きる力を育む教育を現在の学校

現場に期待しているという内容であった。



～ 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．主題設定の理由

児童を取り巻く情報が、複雑化・多様化

している今日、子どもたちがいかに主体的

に情報を取り入れ、自分の考えをまとめ、

発信していくことができるかが学校教育の

大きな課題の一つとなっている。

そのためには、児童が情報機器を上手に

利用し、進んで考え判断し、問題を解決し

ていこうとする意欲を持つ必要がある。ま

た情報の受け手にとどまることなく、創造

・発信できる力も必要である。その中で児

童が情報機器を適切に活用し、安心安全に

生活できるよう情報モラル教育の実施すべ

きであると考える。

これらの理由から研究主題を「児童の情

報活用能力の育成」とした。

３．研究内容

今年度発行された『情報モラルハンドブ

ック』の活用方法を中心に研究を進めた。

ハンドブックを活用し、誰でも簡単に情報

モラル教育を実践するために研究員の実践

例や活用方法、各学校での情報モラル教育

の実施例などの情報交換を行った。

また、清新小学校の３年生（小澤級）で

行われた研究授業では「メールに書かれた

文章の受け取り方の違いにより、友だちと

意思のすれ違いが起こってしまう。」とい

うハンドブックに沿った内容で授業を行っ

た。映像を見せるタイミング、使用するワ

ークシートなども検討した結果、子どもた

ちが進んで考えることができる授業を行う

ことができた。その後の研究協議では、情

報モラル教育を道徳で行う難しさという課

題も出た。

今回の研究を通して、情報モラルハンド

ブックを一例として、学級の実態に応じた

情報モラル教育を行うことの重要性を共通

認識として持つことができた。

【視 聴覚・ 情報 機器活用 研究部】
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．主題設定の理由

児童自身が、急速に進む社会の情報化に

対応できる能力を身に付けていくためのＩ

ＣＴ機器活用を進めたいと考えた。「教員

だけでなく、児童がＩＣＴ機器を主体的に

活用することで授業のねらいに迫る」とい

うことを念頭に置き、主題を設定した。

３．研究の内容

ＩＣＴ機器は、児童が主体的に学び合う

ためのツールとして活用するということを

確認したうえで、２つの研究授業を行った。

星 が 丘 小

学 校 、 神 部

雅 央 教 諭 の

第 ６ 学 年 体

育 科 「 く る

く る 回 っ て

ポ ー ズ を き

めよう」（マ

ッ ト 運 動 ）

で は 、 ペ ア

やグループで技を同時に行い、それをデジ

カメのスーパースロー撮影機能で撮影し合

った。動画を再生しながら、児童が声をか

け合い、技の精度やタイミングを確認し合

う場面が見られた。

谷口台小、近藤慎一郎教諭の第３学年学

級活動「逆転時間ワークショップ」では、

青山学院大学との共同研究で、ｉＰａｄの

アプリで作品

を作った。児

童が意見を出

し合いながら

動画の逆再生

機能を使った

作 品 を 作 成

し、発表し合

った。

どちらの授業も、「課題や友だちと主体

的に関わり合うこと」をねらいとしていた。

関わり合い・学び合いが、デジカメやタブ

レットというＩＣＴ機器を介して自然に行

われており、授業のねらいを達成できたと

同時に、効果的な機器活用という主題に迫

ることのできる研究授業となった。



【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．主題設定の理由

今年度は、放送番組を活用した授業実践

を深めていくことで、授業において子ども

たちの学びを広げたり、深めたりするため

の授業展開を目指したいと考えた。

３．研究推進の手立て

４月からＮＨＫ教育放送の授業への効果

的な利用法を各部員が考え実践し、教科書

単元と番組の対応について情報交換をしな

がら、研究を深めていった。

４．研究の内容

本年度は「NHK for School」のホームペー
ジで提供されている番組チャプターを活用

した学習場面の設定を中心に研究した。

研究授業では、小山小学校大森有希教諭

の５学年国語科「和語・漢語・外来語」で

ＮＨＫ教育放送番組の「読み書きのツボ」

を部分視聴しながら学習を進め、和語・漢

語の特徴や違いへの気づきをグループで話

し合ったり、全体で発表し合ったりして理

解を深めていくという授業提案がなされた。

＜研究部参加者感想＞

旭小学校 野田 淳

番組活用部会では主に「NHK for School」
の活用について研究が進められ、１年生向

けの「できたできたできた」や６年生向け

の「歴史にドキリ」など魅力的な番組が多

くあった。特に「できたできたできた」は、

楽しく学校生活について学ぶことができる

という良さがある。また、４５分集中する

ことが難しい入学当初の１年生でも、テレ

ビは興味をもって見ることができていると

いう話を聞き、非常に有効だと感じた。

研究授業では、５年生の国語科の「和語

・漢語」の授業で、「分かる国語 読み書

きのツボ」という番組を視聴することで、

子どもたちは興味をもって学習に取り組む

ことができた。また番組の内容が分かりや

すく、和語・漢語についての理解も深まっ

た。番組を授業の中で有効に活用できてい

たと感じた。

課題として、学校で教室に持ち出せるノ

ートパソコンの台数が限られていることや、

接続が大変ということから気軽に使えない

ことがあると感じた。今後、ハード面の整

備もしていくことで、多くの先生が活用で

きるようになればいいと思う。

【中学校部会】
１．研究主題

「大型テレビとコンテンツサーバの活用」

２．主題設定の理由

今日の学校教育では「わかる授業」の実

現をめざして導入・整備されるＩＣＴ教育

機器を活用することが必要不可欠である。

市内中学校においても、書画カメラ、ノー

トパソコンなどの情報機器が整備されてい

る。また、総合学習センターでは、タブレ

ット端末の貸し出し利用環境も整えられた。

相模原市立小中学校視聴覚教育研究会（相

視研）中学校部会では、今年度の研究活動

として、昨年度の研究を受け、どのような

場面で大型テレビとコンテンツサーバを活

用することが効果的か、どの教科で活用さ

れることが多いか、生徒の意欲や理解はど

うかについて検討した。多くの学校で、よ

り広く、効果的にＩＣＴ教育機器を活用し

て、生徒の学習意欲や関心、理解を深める

ことを目指し主題を設定した。市内中学校

のＩＣＴ教育機器活用の状況、成果と課題

を把握し、さらに効果的な活用を目指すた

めにも、主題として設定した。

３．研究推進の手立て

昨年度、各校が提出したＩＣＴ教育機器

活用状況をまとめたレポートをもとに、授

業や特別活動のどの場面で活用することが

効果的か、生徒の様子はどうかを確認し、

大型テレビとコンテンツサーバを活用した

授業実践の情報を共有し、成果と課題を検

討した。

４．研究内容

レポートや情報交換を通じて、市内中学

校のＩＣＴ教育機器、中でも大型テレビと

コンテンツサーバの活用状況が見えてきた。

大型テレビは、各教科の中で、図や画像な

どの資料の提示により意欲を引き出すとい

った効果が見られる。コンテンツサーバに

ついては、道徳のＶＴＲ資料・学校行事の

確認などの場面で一斉放送よりも都合が良

いといった長所もあげられた。今後は、著

作権の問題、操作性の問題等を考え、一層、

大型テレビやコンテンツサーバが活用され

ることを目指さなくてはならない。



【第１１回小学校放送コンテスト】
校内放送の活性化を図り、創造性・主体

性豊かな児童・生徒の育成を目指して相視

研が主催している放送コンテストも､今回で

第 11 回を迎えた。昨年度から、小学校と中
学校とで独立した放送コンテストとなった

が、その後も、参加校が増え、作品のクオ

リティも年々高くなってきている。株式会

社エフエムさがみに協力をいただき、公正

かつ、厳密なプロの目から見た審査をして

評価していただくことで、作る側の意欲が

高まってきた。また、同時に放送コンテス

トをきっかけに、校内放送を見直し、活性

化を図ろうという機運が高まってきている。

昨年度から、相視研企画委員も学校現場の

教員という視点から審査会に参加させてい

ただいている。アナウンスの仕方や放送の

工夫など、プロの視点からのアドバイスを

学校現場に伝えるよい場となっている。放

送コンテストで選ばれた優れた作品につい

ては賞を贈り表彰する。また、表彰作品は、

【中学校放送コンテスト】
番組制作のよきお手本として、相視研理事

会の際に紹介し、番組作りのアイデアや手

法を先生方に広く伝えることにしている。

平成 25 年 8 月 20 日、第 30 回 NHK 杯全国
中学校放送コンテスト決勝が NHK みんなの
広場『ふれあいホール』にて行われ、北は

北海道、南は沖縄に至るまで全国から数々

の優秀な作品がエントリーされました。

本大会では神奈川県からも多数のエント

リーがあり、アナウンス部門においては、28
年ぶりとなる最優秀賞、多くの入選を果た

すなど神奈川県にとってたいへん華のある

大会となりました。また、相模原市からも

朗読部門に 2 本のエントリーがあり、全国
大会予選に出場を果たすことができました。

今後も相模原地区は、神奈川県代表の一

員として参加してゆくことになっています。

各中学校の取り組みで相模原地区の中学生

の才能を開花させて参りましょう。

終わりに
相模原市立小中学校視聴覚教育研究会

副会長 門倉 松雄
冒頭の会長の挨拶にも

あるように、1 月 24 日に
神奈川県視聴覚・放送教

育研究合同大会が相模原

市を会場に開催されまし

た。当日は、市内外から

300 名を超える先生方が
参加し、阪本成一先生の

講演を始め、とても内容の濃い大会になっ

たと感じています。この大会を開催するに

当たり、約２年間にわたり相視研の先生方

には多大なご苦労をおかけいたしました。

特に、昨今の経済状況を反映して、資金面

が少ない上で、新たな大会運営を模索しな

がらつくりあげた今大会は、新しい合同大

会のあり方を示したものであろうと、自負

しています。改めて、この大会をつくりあ

げた先生方に感謝いたします。

今大会を終えるにあたり特に感じたこと

は、相視研の先生方の結束力の強さです。

これだけの大会を開催するわけですので、

どうしても想定外の問題が発生します。し

かし、それぞれの担当の先生方が臨機応変

に立ち回り、先を予想しながら動いていた

だきました。このような力があったからこ

そ、今回の大会は成功したものと思います。

また研究部を中心に取り組んできた発表

でも、相視研の団結力を感じました。各地

区の発表を見ると、単独校で取り組んだ研

究内容が多いのに対して、相視研の発表は、

小学校・中学校とも、相視研として市内全

体で取り組んできた内容の発表でした。そ

の姿勢と内容は、相視研の発表にふさわし

いものであったと感じております。相視研

が単なる連絡団体ではなく、しっかりとし

た研究団体であることを、改めて今回の発

表で県内に示すことが出来たものと思いま

す。

現在、毎年 150 人を超える規模で新規採
用職員が学校に入ってきます。相視研にも、

新しい先生方が参加してきます。その方々

にも、研究団体としての相視研をしっかり

と示しながら、さらに素晴らしい研究成果

を示していければと思います。いくら最先

端の機器が導入されても、それを使う人間

が力を付けていかなければ何もなりません。

その力を付ける団体として、相視研がこれ

からも発展していくことを期待しています。

編集後記

今年度は、合同大会相模原大会という大きな行事があり、それぞれの先生方が、合同大会

でも役員をしながら、並行して研究を進めてきた。市内の学校では、ＰＣ教室の更新に合わ

せて、タブレットが導入され、ＩＣＴ機器の急速な進歩と最新の機器をどのように効果的に

活用していくかが問われている。これからも相視研の活動がさらに充実し、その成果が学校

現場へ還元されることを期待したい。


