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最近、どこの研究発表

会でもタブレットＰＣの

利活用が“目玉”になっ

ている。国の施策もその

引き金になっている感は

否めないが、導入が前提

で、その機種や機能が授

業で活用しやすいか否か

が論議されないまま導入

されている地域を目にする事がある。導入

率は少しずつ増えている昨今であるが、導

入当時は機器ありきの授業に出くわすこと

がしばしば見られた。

数年前、ある全国大会での公開授業を観

たときのことである。そこでは、グループ

で一台のタブレットＰＣを用いた授業が展

開されていた。道路沿いの商店街、店主の

方を取材し、インタビューをグループごと

にタブレットＰＣで撮影していた。本時の

授業は、そのタブレットをグループで見合

い聞き合いながら原稿起こしやまとめの新

聞に向けた作業に入るという流れであった。

参観しているとタブレットに不思議な光景

が写っていた。インタビューしている方の

「足もと」である。さらに音声は車の通る

音が雑音となり、折角の店主の声が聞き取

りにくい状態となっていた。子どもたちは、

必死にタブレットに耳を近づけ、音声のみ

を聞き取ろうとしている。机間巡視してき

た担任の教師は、「仕方ないけど、がんば

って聞き取ろう。」と励ましていた。授業

後の研究会では、「タブレットをとりあえ

ず利用してみた」「足もとを写してインタ

ビューしたのは、店主の方の肖像権を守る

ためだった」「道路沿いで、あれだけ車の

音を拾ってしまったのは想定外だった」と

いう説明が教師からあった。私は、率直に

ＩＣレコーダーを活用した方が効果的な用

い方であるという感想をもったものだった。

メディアの特性が論議された時代があっ

た。当時は、まだフロッピーが主流の時代

であり、扱える容量に限りがあった。相模

原はＣＡＩからスタートし、コースウェア

作成からパソコンを用いた教育がスタート

した経緯があり、一枚の画面にどんな情報

をどう提示するのが、学ぶ側に最も効果的

であるかを真剣に検討していた時代である。

その頃は、決まった容量の中で、文字・図

・写真・音声・動画のどれを最優先で取り

込むかを吟味し、教材を作成したのである。

そんな経緯もあり、当時は効果的なメディ

ア選択と、その内容について検討を重ね、

教材研究を行っていた。

今や、なんでも扱えるタブレットは、お

もちゃ箱のような存在である。どんなメデ

ィアも全て扱え、出し入れも簡単である。

それだけに、利用目的に応じた最もふさわ

しいメディアの利用法も合わせて押さえて

行く必要があると考える。

過日、視聴覚・放送の研究会の中で、あ

る情報教育関連の学者が、「ＩＣＴを効果

的に授業に位置づけられる先生は、授業セ

ンスも良く、教材へのアイデアが豊富な先

生である」と断言していた。また、本市の

指導主事も、ＩＣＴをどう使うか考えるだ

けで、単元や授業の見直しにつながり、何

気なく授業に向かおうとする先生にとって

も、これだけで大きな授業改善のきっかけ

になると説いている。

本市もタブレット導入が徐々に進み、本

研究会でも、これらを踏まえた慎重な研究

を重ねてきている。

機能に慣れ親しむ段階では、おもちゃの

ように遊ばせることも当然必要である。し

かし、利便性・機能性の高いタブレットだ

けに、授業への位置づけと扱うメディアの

特性をしっかりと考えた研究を重ねていく

べきであろう。
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教師・児童生徒のＩＣＴ機器活用

相模原市立小中学校視聴覚教育研究会

事務局長 山岸 佑

三学期も半ばを過ぎ、それぞれの学校で

は一年のまとめの時期となっている。今年

度も相視研では４つの研究部を中心に活動

を行ってきた。さらに相視研の新たな取り

組みとして連合音楽会のビデオ撮影という

試みも始まった。関わった先生方には大変

なご苦労をしていただいたが、無事に撮影

を終えることができた。今まで通りの研究

だけでなく、新たな試みを取り入れる中で

活動に対する別の視点も生まれてくるので

はないかと感じた。

昨年度に続き、今年度も「全日本教育工

学研究協議会全国大会（ＪＡＥＴ）」に参

加させていただいた。相模原からは「情報

モラルハンドブック」を活用した授業実践

と「情報活用ハンドブック」についての発

表がなされ、相模原市の実践を紹介する良

い機会に恵まれた。全体会では富山大学の

山西潤一教授による基調講演が『広げよう

学びの世界』というテーマで行われた。そ

の中で興味深い言葉があったので紹介した

い。

「テクノロジーが学習環境や教育方法を

革新する。教師の教育に対する意識が新し

いテクノロジーを作り出す。」

新しい技術が出ることで、学習環境や教

育の方法が革新され、その中で教師がより

良い授業をしていこうという意識をもつこ

とでさらに新しい技術が生まれてくる、と

いうことである。まさにその通りなのでは

ないだろうか。教育現場で活用されている

ＯＨＣ、デジタルカメラ、電子黒板、タブ

レットＰＣなど、新しい技術が使われるこ

とで一斉型の授業だけでなく協働的な学習

においても今までにない方法が試みられて

いる。さらに教師が授業研究を進めていく

ことで、必要に応じた新しい技術が開発さ

れていくことだろう。このようなサイクル

の中で教育は日々進歩しているのである。

新しい技術、ＩＣＴ機器が次々と取り入

れられている現状で教師はどのようにそれ

らを活用していくべきか。毎年、年度末に

なると教員のＩＣＴ活用指導力の調査が行

われる。神奈川県は、これらの調査の数値

が全国の中でも下位にあるのが現状である。

その中で相模原市では『学校の情報化推進

計画（平成２６年～２８年）』が打ち出さ

れ、その計画に基づいてそれぞれの学校で

情報教育の推進が行われている。

現在、授業の中でのＩＣＴ活用は教師が

活用することから、児童生徒が主体的に活

用することへと変化してきている。児童が

ＩＣＴ機器を活用することによって協働的

な学びに効果があることは様々な研究の成

果として現れているが、教師自身の活用を

さらに推進していくことが大切なのではな

いかと考える。自分で実際に使用すること

で、その機器の特性や活用に効果的な場面

やタイミングが明らかになっていく。それ

らを教師が把握することで児童生徒がＩＣ

Ｔ機器を活用した際により高い効果を得る

ことにつながるのではないか。そのために

は教師がより高い頻度でＩＣＴ機器を活用

する必要がある。ＩＣＴ機器を活用すると

き、何も特別な使い方をする必要はなく、

ちょっとしたことに使っていくことが重要

であると言われている。特別なことをやら

なければ、と身構えてしまうと機器の活用

のハードルが急に上がってしまう。ノート

をテレビに大きく映す、撮った写真を見せ

る。このような普通の使い方を積み重ねて

いくことで、より多くの教師がＩＣＴ機器

を活用することができるようになるだろう。

また、環境作りも重要である。使いたい

機器が当たり前のようにある環境を作って

いくことが今後の課題になっていく。教室

にある黒板を全ての教師が使うように、Ｐ

ＣやＯＨＣが教室に常に設置されている環

境があれば、誰もがこれらのＩＣＴ機器を

使うのが当たり前になっていくことにつな

がる。ＩＣＴ機器を教師自身が活用して特

性を知り、児童生徒が活用する。教師が当

たり前のように使っていくことで、児童生

徒もまた当たり前のように使いこなせるよ

うになっていく。ＩＣＴ活用もこのような

サイクルの中にあるのではないか。

相模原市が政令指定都市に移行し様々な

研究発表を行う機会が増えた。平成３０年

度には「関東甲信越放送・視聴覚教育研究

大会」が相模原市で開かれる。平成２５年

度に相模原市で行われた「神奈川県視聴覚

・放送教育研究合同大会」に続く大きな規

模の研究大会である。会場の設定などの準

備が進む中、相視研でも小中が連携した研

究会である強みを存分に発揮し、様々な教

育実践を提案できるよう今後も研究を進め

ていきたい。研究に携わる理事の皆様の活

躍がこの研究大会で広く発信できることを

願っている。

考 え る 目
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平成27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２７年８月２４日（月）、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。

第１講座「視聴覚教育」で提案

「児童がＩＣＴ教育機器を主体的に活用で

きる能力の育成」

第１講座「視聴覚教育」の分科会におい

て、相模原市を代表して、佐藤司明教諭（大

島小）、目黒祥平教諭（橋本小）、西岡裕太

教諭（弥栄小）が提案をおこなった。

体育では、タブレットＰＣを活用するこ

とで、課題を明確にとらえることができる。

また、子どもたち同士で解決方法を探った

り、教え合ったりすることでコミュニケー

ションが促進されるという成果が現れた。

理科や学級活動では、撮影した画像を根

拠にして話し合いが行われ、班での話し合

いが活発になるという効果が現れた。

また、子どもたちは、分からない言葉が

あれば、進んで調べるようになった。調べ

学習でネット検索を行う際、タブレットＰ

Ｃを使うとグループで行うことができ、調

べることに対して大変意欲的になった。

委員会活動の中の活用として、放送委員

会でＩＣＴ機器を使った。学校ニュースの

撮影企画書を作り、役割分担をして撮影を

行った。放送委

員会の意欲が向

上し、全校児童

が次の放送委員

会のニュースを

待ち望むように

なった。

ＩＣＴ機器を

活用することの成果として、主体的な学び、

話し合い活動が活発化するということが挙

げられる。また、意見や考え、情報を簡単

に共有化することもできた。

課題としては、ＩＣＴ機器の使用目的を

明確にすることが大切であり、機器にある

様々な機能の中から、目的に応じた機能を

使っていけるようにしなければならない。

また、日常的に機器に触れることができ

る環境と、教師の許容範囲を広げて使って

良い雰囲気づくりをしていくことも大切で

ある。そこでＩＣＴ機器の使用によってト

ラブルが起きたとしても、その機会を利用

し、ＩＣＴ機器をどのように使っていくか

という話し合いをし、ネットモラルの向上

につなげていくことができる。

平成27年度 神奈川県視聴覚・

放送教育研究合同大会（横浜大会）

期日 平成２７年１１月２０日（金）

会場 みどりアートパークほか

第３分科会 情報教育にて提案

神奈川県相模原市の情報モラル教育の実践

－『情報モラルハンドブック』を中心と

した情報モラル教育の在り方－

１ 提案趣旨

相模原市では『情報モラルハンドブック』

を作成し、相模原市内全小中学校に配付した。

メディアリテラシー教育研究部では、『情

報モラルハンドブック』を中心に、情報モ

ラル教育の在り方について研究を進めてい

る。今回は、研究授業と協議を通して見え

てきた成果や課題について報告した。

２ 協議内容

提案後の協議では、相模原市が提案した「ハ

ンドブック」の活用について、「ワークシー

トなどはついているのか」「相模原市が取り

組んでいる情報モラル教育のプランについて」

などの質問が寄せられた。その後、他市の情

報モラルに関する取り組みについて意見交流

が行われた。話し合いの中で「情報モラルに

関する啓発資料（教材）などは各市町村にあ

るが、保護者向けに発信する資料が少ないの

ではないか」「保護者の意識を変えていく必

要がある」などの意見が出された。

その回答の一つとして、相模原市が「ネッ

トパトロール」という保護者向けの便りを市

のホームページに掲載していることや、市の

職員が地域に出向き、保護者向けに情報モラ

ルについて講演を行っている事例が紹介され

た。また横浜市でも、小学校の新入児説明会

で、情報モラルに関する説明を今年度から取

り入れるなどして、早い段階で保護者に周知、

理解してもらっている学校もあるという報告

もあった。

３ 指導助言

「情報教育」とは、単に児童生徒がＩＣＴ

機器を使いこなせるための教育ではなく、児

童生徒の「情報活用能力」を育てるための教

育であるという意識を、指導する立場の教員

が持つことが大切である。

情報活用能力には「実践」「態度」「理解」

の３つの要素が重要であり、特に「態度」「理

解」の部分では、情報モラルを学習すること

が大切である。子どもたちを取り巻くＩＣＴ

によって開かれた社会を無視することはでき

ない。「情報活用能力を高めるための指導が

苦手である」という数値がゆるやかに右上が

りになっている統計がある。教員の指導力が

問われていることに直視すべきであろう。

考 え る 目
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【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．研究の内容

児童を取り巻く情報環境は、複雑化・多様化して

おり、ネットワークへのアクセスは、低年齢化し、

携帯電話やスマートフォンの所持率も年々高まって

いる現状がある。そういった社会情勢の中、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、研究主題を「児童の情報活

用能力の育成」とした。

情報活用能力の育成を考える上で、高度情報通信

社会の中で、児童が安心安全に生活できるようにす

るためにも、情報モラル教育を推進する必要性は高

まってきている。

相模原市では、そういった課題に取り組むために

「情報モラルハンドブック」（以下、ハンドブック）

を作成し、全小中学校に配付し、情報モラル教育を

推進してきた。メディアリテラシー教育研究部でも、

平成２４年度からハンドブックの実践を通して、情

報モラル教育の推進に取り組んできた。「情報モラル

週間」などを設定し、年間計画の中で情報モラルに

取り組む学校も徐々に増えてきている。

全国に目を向けてみても、情報モラル教育の必要

性は高まっており、たくさんの実践が報告されるよ

うになってきている。また、情報モラルの育成を扱

った内容の教育番組も増えてきている。

そこで、今年度は、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うことで、さらに研究を

深めていくことにした。

情報交換をしていく中で、様々な教材の中から、「メ

ディアのめ（Ｅテレ）」の「どうつきあう？無料通話

アプリ」を選び、大野小学校の小島義浩教諭（５年

生）が道徳の研究授業を行うこととなった。

研究授業では、

事前に行ったア

ンケート結果か

ら、携帯電話や

スマートフォン

が自分たちにと

って身近なもの

であることを押

さえ、番組へと

つないでいた。番組では、無料通話アプリ上でのト

ラブルが起こるまでをドラマ化しており、そこから

どのように向き合っていけばよいかを児童に考えさ

せる展開となっていた。児童から番組内のトラブル

について、「こうすればよかったのでは？」「あの場

面では、こういう言い方がまずかったと思う」など

積極的な意見が出され、自分のこととして考える姿

が見られた。今回は、番組を活用するために、録画

した番組ではなく、ノートパソコンを使って「NHK for

school」を視聴した。

研究協議では、１時間の授業の中に詰め込みすぎ

ずに、焦点を絞って取り組んでいくことの大切さを

再確認した。また事前の授業、事後の授業へどのよ

うに関連づけていくかについても意見を交えること

ができた。情報

モラル教育には、

知識として教え

るべきことが存

在し、また学級

活動的な要素も

含まれるが、道

徳の授業なので

価値項目を確認

し、児童が自分のこととして、しっかりとその価値

について考えられるような展開、手立てを考えてい

くことが重要だという意見が出された。

３．成果と課題

今回、ハンドブックではない教材を活用して「情

報モラル教育」に取り組むことができ、そこから様

々な成果や課題が見えてきた。

ハンドブック以外の教材を使って研究授業を行っ

たことにより、他の情報モラル教育の教材や活動に

ついて情報交換することができた。それにより、児

童の実態に合った教材・活動を選び活用することが

ができるようになった。教材ありきではなく、児童

の実態をしっかりとつかんだ上で、児童がより考え

られる授業づくりに取り組むことの重要性も見えて

きた。

さらに、課題としては、児童一人ひとりの情報環

境の差が大きく、授業のテーマ設定が難しいという

ことがある。また、情報モラル教育の様々な実践を

もとに、ハンドブックの更新を視野に入れていく必

要も感じられた。

今後、相視研においても成果と課題を踏まえなが

ら、いつでもだれもが取り組める情報モラル教育を

つくっていくことが重要である。

ノートパソコン

を活用し

番組を視聴する

考 え る 目
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【 視 聴 覚 ・ 情 報 機 器 活 用 研 究 部 】視 聴 覚 ・ 情 報 機 器 活 用 研 究 部 】視 聴 覚 ・ 情 報 機 器 活 用 研 究 部 】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．研究内容

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、「Ｉ

ＣＴ機器を主体的に活用できる能力を育成

すること」は今後の教育において必要なこ

とである。また、ＩＣＴ機器を効果的に活

用することで授業のねらいに迫ることがで

きると考え、今年度も前年度に引き続いて

同じテーマで研究を進めることとなった。

教師によるＩＣＴ機器を活用した授業か

ら、「子どもたち自身が機器の有効性を判

断し、学習目標に沿って主体的に活用して

いけること」を研究の柱とした。タブレッ

トＰＣが各校に導入されてきたことに伴い、

学習の中のどのような場面でタブレットＰ

Ｃが活用できるか、また子どもたちが主体

的に活動していくためにどのような手立て

が必要かを考えていくこととした。

前年度の研究授業では、６年生の理科の

実験でタブレットＰＣを活用して学習した。

タブレットＰＣで画像や動画を撮影し、何

度も見直したり比較したりすることで子ど

もたち同士の関わり合いや学び合いが自然

と行われた。主体的に学習に取り組む姿が

見られたことが成果として現れた。高学年

におけるタブレットＰＣの活用には大きな

成果が得られたと言える。今年度はそれを

踏まえ、低学年において、

①授業でのタブレットＰＣの活用法

②子どもたちが主体的に学習するための

手立て

の二つの視点で研究授業を行うこととした。

研究授業は、青葉小学校の中田哲教諭が

行った。単元は、第２学年算数「九九をつ

くろう」で、これまで学習してきた乗法の

九九を活用して、具体的な場面の問題を解

決し、九九の理解を深めることを学習のね

らいとした。手立てとして下の写真のよう

な図をもとに、かけ算を使って計算で求め

る方法を考えた。初

めは個人で考える時

間を取り、図が描か

れた紙にそれぞれの

考えを書くようにし

た。その後、タブレ

ットＰＣを２～３人

に一台ずつ持たせ、同じ図が描かれた画面

上にタッチペンを使って書き込みながら考

えを共有したり教え合ったりする場を設け

た。また、大型テレビに全てのタブレット

ＰＣの画像を分割

表示し、考えの過

程がリアルタイム

で見られるように

した。最後に、タ

ブレットＰＣに書

き込んだ考えを大

型テレビに表示し、それをもとに数人の児

童が解き方を発表した。児童は大型テレビ

の前に出て、考え方を発表し、教師は、発

表された考え方を黒板に板書してまとめた。

３．成果と課題

１台のタブレットＰＣを２～３人で使う

ことで、「ここはこうして…」「これは何？」

など、児童同士が自然と関わり合いながら

学習できたことが成果と言える。また、書

き込んだものに付け加えたり、消して書き

直したりすること

が素早く行え、低

学年でも操作が簡

単なので、考えを

共有したり教え合

ったりする際には

有効であった。そ

れに対して、ＯＨ

Ｃを用いて、書いた紙を映したり具体物を

操作したりする活動の方が理解につながっ

たのではないかという意見も出た。

左記に挙げた二つの視点についての課題

として、どの教科のどんな単元で活用すれ

ば有効かを教師が判断し、タブレットＰＣ

を使う必然性を児童に持たせるような仕掛

けが必要である。あくまでもタブレットＰ

Ｃは学習理解を助けるためのものであり、

教科のねらいに近づけるための一つの手段

として扱っていくことが大切である。また、

大型テレビに映すことは視覚的に分かりや

すい反面、他の考えと比べることが難しい

こと、次の画面を表示するとその前に表示

したものが消えて残らないことが欠点だと

言える。そのため、ＩＣＴ機器と板書を効

果的に活用することも課題として挙げられ

た。

本研究を通して、ＩＣＴ機器を主体的に

活用していくためには、低学年のうちから

機器に触れる機会を増やし、いろいろな使

い方を経験させることが必要だということ

が分かった。たくさんの経験をすることで

機器の良さに気づき、中・高学年と学年が

上がるにつれ、機器を取捨選択して使うこ

とができるようになる。ＩＣＴ機器を主体

的に、効果的に活用できるようになれば、

学習理解の一助となることは間違いない。

考 え る 目
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【【【【番組活用・校内放送活用研究部番組活用・校内放送活用研究部番組活用・校内放送活用研究部番組活用・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

近年、「NHK for school」の充実が目覚まし

い。４５分間の授業でより活用しやすいよ

うに、１５分間の番組構成を１０分間の番

組構成に変更したことはもちろんのこと、

インターネットとの連携も充実してきてい

る。

「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。また、それぞれの

番組の活用事例集や指導案、ワークシート

まで用意されている。また、番組の内容に

関連した動画クリップ集もあり、授業者の

様々なねらいや授業内容に即して活用でき

るように工夫されている。

その「NHK for school」の活用のしやすさ

が、タブレット PC の導入によって、大き

く向上した。タブレット PC をＬＡＮに接

続して教室で使用することで、いつでも

「NHK for school」にアクセスし、番組を視

聴することができる。

これらのことから、本研究部では「NHK

for school」をさらに効果的に活用すること

で、どのように、子どもたちが“わかる”

授業を実現できるか、研究を進めてきた。

（１）研究授業

本年度の研究授業は、谷口小学校谷川博

基教諭による１学年国語科「まちがいをな

おそう」であった。活用した「NHK for school」

の番組は、『ことばドリル』である。本授

業のめあては、「正しい文字で日記を書こ

う」で、促音や拗音を正しく用いて文を書

くことである。

（２）研究の視点

ア．番組内容は、本時の目標に対して効

果的であったか。

イ．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、番組の内容を見せてから学習に

取り組む展開であった。このことについて、

子どもたちの興味・関心を高めるのにとて

も効果的であったという意見が多かった。

また、番組の進行に合わせて、適宜一時停

止をして、子どもたちと内容を確認したり、

振り返りをしたりする手法も１年生という

子どもたちの実態に即していて有効であっ

たという意見が挙がった。

次に、番組の内容についての意見が挙が

った。今回活用した『ことばドリル』の構

成が子どもたちの興味を高めるのに大きく

寄与したという意見が多く出た。番組内に

クイズが取り入れられていたり、ストーリ

ーが分かりやすかったりと番組制作側の工

夫が感じられる構成であった。

授業の展開についての意見も挙がった。

今回は、『ことばドリル』をフル活用した

展開で、１０分まるごと視聴した。それに

対して、教師が画用紙などのフリップを用

意し学習内容を確認していく方が、めあて

に迫るためには効果的であったのではない

か。アナログならではの、手軽さやスムー

ズさ、即興性などを活かした展開も良かっ

たのではないかという声もあった。

３．成果と課題

今回の研究授業を受けて、改めて「NHK

for school」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

たちの表情からも分かる。ときには笑い、

ときには真剣な表情で番組を視聴し、番組

の登場人物と一緒になって問題を考えてい

た。また、番組を見せるタイミングや見せ

る手法（一時停止など）に指導者がこだわ

ることで、番組活用の効果をより高めるこ

とができることを再認識することができた。

今後の課題として、番組活用と具体物を

提示する活用の両者を、子どもたちの実態

や授業のねらい、内容を熟考して、活用方

法や場面を練っていき、展開を考えていく

ことも大切であることがわかった。

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」

近年の社会は、情報化の進展に伴い急

激な変化をしている。この変化の中で、

将来を担う子どもたちに求められるのは、

必要な情報を主体的に集め、判断し、表

現できる力であると考える。これまで中

学校部会では、「わかる授業」を実現する

ため、 ICT 機器の効果的な活用方法を模

索してきた。また、市内では ICT 教育機

器の更新が行われ、ノートパソコンやタ

ブレット端末の導入も進められている。

今後も、こうした ICT 機器の活用が増え

るとともに、これらを最大限に生かすこ

とが教員の責務と考える。そこで今年度

は、多種多様な ICT 機器の中から、これ

からさらに活用場面が増えるであろうタ

ブレット端末やノートパソコンにおける

実践例をまとめ、効果的な活用手段につ

いて追究したいと考えた。本研究が生徒

の学力向上だけでなく、情報収集や表現

能力の向上にもつながり、また、機器を

扱う教員側の手立てとなり、より ICT 教

育が充実することを期待し本主題を設定

した。

２．研究内容

＊ ICT 機器の活用状況について

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

況や活用手段を知ることができた。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うえでも効果的

であると感じた。また、グループでタブ

レット端末を用い、思考力や表現力の向

上を目的とした実践例もあり、協議を通

じて本研究を深めることができた。

＊ ICT 機器の活用と学習評価の観点への

効果について

中学校は教科担当制による指導により、

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、どの力を伸ばすことに効

果が出るかを協議した。

【関心・意欲・態度】【知識・理解】

単元の導入や学習内容に対する関心を

生徒にも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。特に数

学のグラフ変化や理科の自然事象を動く

イメージで示す

ことで、性質や

特徴を理解する

手助けとして非

常に効果が大き

かった。また、

到達目標に合わ

せて作成したパ

ワーポイントやアニメーションを活用す

る実践も効果的であった。

【思考力・表現力】

ノートパソコンやタブレット端末を用

い、Wi-Fi 環境を整えることで、教材サイ

トから目的に合った資料や課題を生徒用

端末に配付でき、グループで考察しながら

課題に取り組むことができる。また、生徒

がまとめた課題を資料として大型テレビ

に 映 し 出

し 発 表 す

ることで、

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

とが期待できる。その他にも、表計算ソ

フトで関数を組み込んだデータを作成し、

生徒自身がデータを整理、入力していく

ことで、自分の分析や考えを結果として

反映させながら、より理解を深めていく

ことができる。

ICT 機器を活用することで、様々な観

点で効果が期待できることがわかった。

ICT 機器の長所を上手く活用できれば、

生徒の興味や関心を引くだけでなく、思

考力や表現力をより向上させる可能性も

ある。その一方で、それを扱う教師側は、

機器の使用方法とともに教材研究による

工夫を加えることが学習効果に必要不可

欠である。 ICT 機器は、生徒の力をつけ

るツールの一つであるということを念頭

に置き、今後も様々な可能性を考えなが

ら ICT 機器活用の充実を図っていきたい。

考 え る 目
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【第１３回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 1 ３回を迎えた。①校内放送の活

性化を図り、創造性・主体性豊かな児童・

生徒の育成を目指すこと、②児童の情報活

用力や表現力の育成を図ること、③教員の

機器活用能力の向上を図ることの三つを目

的として行われている。集まった作品は、

株式会社エフエムさがみに協力をいただき、

公正かつ、厳密なプロの目で審査をし評価

していただいている。優れた作品について

は賞を贈り表彰すると同時に、表彰作品は、

番組制作のよき手本として、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。ま

た、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

伝える良い機会となっている。回を重ねる

ごとに、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。

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意識が高ま

ってきている。

【中学校放送コンテスト】

今年度も、平成 27 年 8 月 19 日、第 32 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。全

国から予選の地方大会を含め 600 校を超え

る参加があった。そして数々の優秀な作品

がエントリーされた。本大会では神奈川県

からも多数のエントリーがあり、朗読部門

においては、優秀賞を取得したり入選を果

たしたりするなど、神奈川県にとって意義

のある大会となった。

また、11 月３日、神奈川県 NHK 放送コン

テストが横浜 NHK 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３本

のエントリーがあり、見事弥栄中学校の生

徒が最優秀をとり、アナウンサーの方から

もアドバイスを頂き、有意義な時間となっ

た。今後も、相模原地区においては、神奈

川県代表の一員として大会に参加していき

たい。さらに相模原地区の参加校の拡大と、

朗読部門以外のアナウンス部門やラジオ番

組部門への進出などに挑戦してくれること

を願っている。

終わりに 相模原市立小中学校視聴覚教育研究会

副会長 杉本 祐一

本年度も各研究部にお

ける積極的な授業研究と、

県・全国大会等での有意

義な実践発表が行われ、

市内外で相視研が充実し

た研究及び事業活動で活

躍したことを嬉しく思っ

ております。そして、意

欲的に取り組んでいただ

いた先生方に、心より感謝申し上げます。

ありがとうございました。

今年度は、私自身も県の合同大会等に参

加できる機会に恵まれ、視聴覚・情報教育、

ＩＣＴ教育の現状に数多く触れることがで

きました。特にＩＣＴ（情報通信技術）の

進化は目覚ましく、教育現場において子ど

もたちと教師が、どのように受け止めてい

くべきかを考えさせられました。ＩＣＴの

進化により、そのメカニズムに付いていく

のが精一杯になっている現状はありますが、

教育と名がつく以上それを受け入れる人間

のメカニズムについても目を向けてみたい

ものです。ところで、今から約１００年前

の1901年（明治34年）、報知新聞が掲載し

た「２０世紀の豫言（よげん）」という記

事があります。１月２日・３日の２日間に

渡り掲載されたもので、２０世紀の未来を

２３項目にわたり予測したもので、最後は、

「以上の如くに算へ（かぞえ）來（来）ら

ば到底俄に盡（尽）し難きを以て先づ我豫

言（予言）も之に止め餘（余）は讀者（読

者）の想像に任す兎に角（とにかく）二十

世紀は奇異の時代なるべし」と結ばれてい

ます。これらの予言について、2005年（平

成17年）に文部科学省が発行した『科学技

術白書』で、２３項目すべてについて予測

が的中しているか否かを検証し、１２項目

が実現、５項目が一部実現、６項目が未実

現と評価しています。身近なものでは、「無

線電信及電話」→携帯電話、「遠距離の写

眞」→テレビ、「写眞電話」→テレビ電話、

「買物便法」→ネット通信販売など、実現

されているものが多く確認できています。

これらのものを基に生まれたＩＣＴ機器を

活用して授業を行っている現在、１００年

後の授業がどのようになっているのか予言

してみたいものです。

相視研の機関紙として研究を支えてきた、

この「考える目」のタイトルにも、こんな

思いが脈々と引き継がれてきたのではない

かと思いました。

【編集後記】

先日、５歳になる息子が家のタブレットに何やら話しかけていた。話を聞いてみると、

Google の音声検索を使えば見たい動画をすぐ探せることが分かったから、使っているのだと

言う。この数十年のＩＣＴの進化は驚くほどだが、子どもたちも驚くほどそれに適応してい

る。この子どもたちが今後どのような未来を生きていくのかは実に想像し難いが、この相視

研での研究が、子どもたちの人生に少しでも役立つものであってくれればと思う。

考 え る 目


