
����

���������

��������������	
��������������������� �!"#$

��������	
�������������
������������	
��

��������	
����������������������� ����!"�

��������	
����������	
������������������	
�

��������	
������������������
�������� !�"

�������

��������

������������	
���

������������	
������������������

������������	
��������������

������������	
������

��������

��� � � �������������������	
������

���������������������	
�

������������

���������������������������

���������������	
��������

��� � � �����

���������������������������

����������������������������

����������������������������

������������	
������������	
�������������

�������

���������������������

�����



���������	


�����������	
������������������������	
���

��������	
������������������������

���������������

�������

�������������

������������	
�����������

������������	
����������������������� �!"#

���

������������	
���������

������������	
�������������

������������	
������

������������	
�������������	�����

������������	
��������

������������	
��������

������������	
���������������

������������	
���

������������	
�������������

������������	
����
���

�������

������������	
���������������������� !��

������������	
������������



��������	


���������	
���

�����������	�
��������

�������������	
�������

��
����������

����������	
���������������	


������������	
���

��������������������	��
��������������������
�

���
��������

��������
����������	������

���
��������

����������	
��������	
���

��
��������

��������
���������	
	�����

���
����������

����������	
���������������	
�

��������	
���	��������

��������������������	��
��������������������
�

��
������

��������
��������	
�

��
�����

�������
�������������

���
��������

����������	
���������

��
��������

���������
�������������

��
��������

����������	
�
����������

��
��������

����������	�
��
��������	
��������

��
��������

����������	�
��
��������	
��������

��
��������

�����������������	

��������	��

��
�����

����������	

���������

���
������

���������	�
�������������
������������

���
���������	
��

��������
�������������

���
������

���������	����
���������	�������

���
�������

����������
�������



�������

�����������������

��������	
������

��������	

��������	
������

��������	
�����

��������	
���

��������	
������

��������	
�����

��������	
�

����������	
����

��������

��������	


����������������

��������	
������

������

��������	
������

��������	
�����

��������	
�����

��������	
�����

�����

��������	
������

��������	
�����

��������	
�����

��������	
�����

��������	
�����

��������	
�����

��������	
��

��������	
������

��������	
�����

������������

��������	
������

��������	
�����

��������	
��	���

��������	
������

��������	
��

�����������������	

������������

����������	
�������������������	
����������

��������	
���������������������	
����

����������	
�������������	
���������������

��������	
���



������

������������������

�������������	
��

��������	
������

��������	
����
�

��������	
������

��������	
������

��������	
������

��������	
������

��������	
������

��������	
������

�������

��������	
������

��������	
������

��������	
������

��������	
������

��

���

�����������

���

�����������

���

�����������

��������	
�

�����������

�������

�������

�������������	
��

��������	
������

��������	
������

��

��������	
������

��������	
������

��������	
������

��������

���

�����������

���

�����������

���

�����������

��������	
�

�����������

�������

���

��������	
������

��������	
������

��������	
��
���

�����

��������	
�

�������

��������	

��������	
������������	��������	������� !"

��������	
���������������������������� �!

��������	
����



���������	
�

������

����������������

��

��

���������	
���

��������	
����

���������	
�

�����������

�������������

���������	
�

��

��

��������	
���

��������	

��������	
����

���������	
��

�����������

�����������

��������	

��

��

��������	
�����

��������	
�����

��������	
����

���������	
��

�����������

������������

��������	

��

��

��������	

��������	
���	��

���

��������	
���

���������	
���

�����������

������������

��������	



������

�������

���

�����������

�������

����������	
�����������

����������	
�����

����������	
�����������

����������	
���������

�������������

�� � � �������������

�� � � ��

������������	
����������

��������	
������������

��������	
�������������

�������������	
���������

��������	
�������������

��������	���
���������

��������	
�������������

��������	
��

��������	
����

����������

��������	
��
���������

�����

��������	
�
�

��������	
����
������
����������	


�����

��������	
����

��������	
������
������


��������������	


�����



����������	
������������

��������	
����������

�����

����������	
������������

��������	
�������������

��������	
�������������

��������	�
�����

��������

�����

��������	
�������������

��������	
�����������
��������

��������

�����

��������	
�������������

��������	�
��������������������

�����

��������	
�������������

��������	
��
������

��������

�����

��������	
������������

��������	
�������������

��������	
�������������

��������	�
�����

������

��������

�����

��������	
������������

��������	
������������	
��

�����

��������	
��
�����������	
�

���

�����



����

�������������

��������	
�����������	


��������	
������������

�������

���������	
������������

��������	
������������

��������	
������������

��������	�
�����������

��������	
������������

��������	
������������

��������	
������������

��������	
������������

��������	
����

��������	


�����������	
�����

��������	
�������������

��������	
������

�������

���������	
������������

��������	
�������������

��������	
������������

��������	
������������

��������	
������������

��������	
��	���������

���������	
��	������
�

����

��������	




����������	�
���������������	
���

��������	
��

����������	
������

������������������

�����������	
����
�������������������� !"#

��������	
����

������������	���

������������������

�������������

�����������	
�����������

�����������	



�����������	
���������������������

�����������	
����������

����������������������

����������	

������������	
���������

�����������	
���

������������	
����	

�����������	
�������

�������������������

�����������	
�����

�������������������

����������	
����

�����������	
�����������������������



�����������	
���������

�����������	
����������������

�������������������

��������������



��������

��������



�������

�����������	
���



�����������	
��



������������	
�

�����������������	
�������

�������������������

�������������	���

�������������������

���������������

������������	
�����������



����������

�����������



�����������

������������	
����



������������	
������



������������	
��

�����������	���

�������������������

��������������

������������	
��

������������	
����������



�����������	


�����������	




�����������	
�������������������



�������������

�������������������

����������������������

������������	
����������

���������	
������

���������	
������������������



��������������	
����������

��������������	
���



���������	
���

��������������	
���������



��������������	
�

��������������	
����������



���������	
����������

�������������

������

���������	
���������������

��������	
������������

���������	
���������������

��������	

���������	
���������������

���������	
���������������

��������	
���������������

�����

�������

��������	
����������������

��������	
����������������

��������	
��������
���

��������	
����������������

���������	
��������������

��������	
����������������

��������	
����������������

��������	
���������������

���������	
���������������

��������	�

������������

��������	


�������������	
�����������
��������	
���������������

��������

���������	
��������������	

���

���������	
��������������	

��������	
�

��������������������������	
���

����������������������	
������

����

��������	
����������������

��������	
����������������

��������	�
���������������

��������	
����������

��������	
����������������

��������	
����������������

��������	
����������������

��������	
����
�

��������	
����

��������	


���������	

�

��



������

���������	
���������������

��������	
������������
��

�������

���������	
���������������

��������	
���������
����

��������	
���������������

���

�������

��������	
���������
������

��������	
����

��������	
���������������

���������	
��������������

��������	
����������������

���������	
�������������

����

��������	
���������������

��������	
�����������������

�������������	�
�����������

��������	
����������������

��������	
���

���������	
�����	���������

��������	
����������������

���������	
��	������������

��������	
����������������

��������������	
�����������

��������	
�����������������

���������	
���������������

��������	
����������������

��������

��������	
�����������������

��������	
�����������������

��������	
�����������������

���������	
����������������

��������	
���������	������

��������

��������	
����������������

��������	
����������������

���������	
����������������

��������	
����������������

��������	
����������������

��������	
���	���
��
�����

��������	
����������������

���������	
���������������

��������	
����

��������	


��������	


���������	

�

��������������

��������

����������	
��

��������	
��

����������	

���������	
����

���������	
��

��������	
��

��������	
��

��������	
��

��������	�
��

������

���������	�
	��

��������	
��


��������	
���

���������	
��

������

���������������

���������	
���

��������	
	�

���������	
���

���������	
��

��������	
��

��������	
��

��������	
��

���

�����������

���������	
���

��������	
���

�������

����������	
���

��������	
��

��������	
��

��������	
��

��������	
��

���������	
��

��������	
���

��������	
��

��������	
��

�������



������

���������	
���������������

��������	
��������������

��������	
������

���������	
���������������

��������	
����������	�����

�������

��������	
����������������

��������	
�����

��������	
���������������

��������	
����������������

��������	
����������������

���������	
���������������

��������	���
�������������

�����

��������	
���������������

��������	
����������������

��������	
���

����

��������	
����������������

���������	
��������
������

����

��������	
����������������

��������	
������������
���

�������������������	
����

��������	
����������	
����

����������	
���������������

���������������	
���������

�����������	
����

��������	
����������������

���������	
���������������

��������	
���������������

��������	
��	����	�����

��������	
����������������

��������	
����������������

��������	
����������������

��������	
���������������

��������	
�������������
��

��������	
����������������

��������	
����

��������	


��������	


��������	


��



������

���������	
���������������

���������	
�������������

���������	
���������������

��������	
���������������

��������	
����������	
���

����������

�����������

����������	
������������
��

���������	
�������������

��������	
��������������

��������	
��������

����������

����������	
�	������������

��������	
��������������

���������	
�������������

��������	
��������������

���������	�
�����������

��������	
��������������

������

���������

����������	
��������������

��������	
��������������

��������	
�

����������	


����������	
�	������������

��������	
��������������

��������	
������

�������

��������	
����������������

��������	
���������������


��������	
����������������

��������	
��������������

��������������	
����������

��������	
���������������

��������	
���������������
��

��������	
�����������	����

���������	
���������
����

��������	
����	��

��������	


�



����

�����������

����������	
������������
��

��������	
��������������

���������	
�������������

��������	
��������������

��������

����������	
���������������

��������	
��������������

��������	
���������

����������

����������	
��������������

��������	
�������������

��������	
���������������

��������	
��������������

��������	
���������	���

��������	
��������������

����������	
������	��������

��������	
��������������

��������	
��	���	�

����������	
��������������

���������	
�������������

��������	
��������������

��������	
��������������

��������	
����������	
��

��������	
��������������

��������	
���������������

��������	
��������������

��������	
��������������

��������	
��������������

���������	
�������������

��������	
�����
����
���

��������	
����������������

��������	
���������������

����������	
���������������

�������

���������

����������	
��������������

��������	
���������������

���������



����������	
��������������

��������	
�����������������

��������	
�����������
��

��������	�
��������������

���������	
��

����������	
����������������

��������	
��
������������

��������	
���������������

��������	
����

����������	


����������	
�	�������������

�������

����������	����������������	
�

��������	
��������������

��������	
���������������

��������	
��������������

����������	
��������������

��������	
���������������

��������	
���������������

�������

����������	
���������������

��������	
���������������

�����������	
������������

��������	�
��������������

��������	
��������������

��������	
��������������

���������	
�������������

���������	
������������

��������	
����

��������	
����

������

���������	
���������������

��������	
���������������	

��������	
��������������

���������	
��������������

��������	
�����	���������

��������	

��������	


��������	



�������

��������	
�����
�����������

��������	
����������������

��������	
����������������

��������	
������������

����

��������	
����������������

��������	
�����	����������

��������	


��������	
����

������

���������	
���������������

��������	
���������������

��������	
���������������

�����������	
�

���������	
����������	����

���������	
��������������

���

���������	
���������������

��������	
��������������

���������	
��������������

��������	
����

��������������������	
�����

�����

�����������	
����������

����������	
��������

����������	
�������������

����������	
����������	
�

�������

��������	
����������������

��������	
��������������	


���������	
�������

��������	
����������������

��������	
��������������

����

��������	
����������������

��������	
����������������

��������	
���������������

��������	
����������������

��������

��������	


��������	


��������

��������	


��������

����������

��������

��������

����

����������

��������

��������

��������

����

����������

��������

��������

��������

��������

��������

����

����������

���������

��������

��������

��������

����������

��������

��������

��������

��

��



��������	
�	�������������

���������	
��������������

��������	
���������������

��������	
��������������

���������	
��������������

��������	
���������������

��������	
�����	���������

��������	
��������������

��������	
�����������

��������	
����

������

���������	
	�������������

��������	
���������������

��������	
������������

�������

����������	
�����������	�

����������	
�������������

��������	
���

��������	
��������
������

��������	
���

����

��������	
���������������

��������	
���������������

���������	
������������

���������	
��������������

��������	

���������	
��������������

��������	
��������
������

���������	
��������������

��������	
��	����������

����������	
���������

���������	
�������������	


���������	
��������������

��������	
�����

��������	
���������������

��������	
���������������

��������	
���������������

��������	
��	������������

��������	


��������������������

��������	
����

��������	
�

��������	
�

��

��

��



������

��������	
����������������

��������	
����
����������

���������	

�������

��������	
���������������

��������	
���������������

��������	
�������������	�

��������	
���������������

��������	
���������������

��������	
��
������

��������	
���������������

����������	
�������������

��������	
������	
�������

��������	
���������������

��������	
����������������

��������	
���������������

��������	
���������������

������

����

��������	
���������������

��������	
������������	
��

���������	
���������	
���

���������	
���
�

��������	
���������������

��������	
���������������

��������	
���������������

��������	
��������

��������	
���������������

��������	
����������������

��������	
�������������

��������	
������

��������	
�

������

��

��



��������

�����������	
���

���������������	
��������������������� !"#$

���������	
�����	���������������������� 

��������	
��������������

����������	
����������������������� !"#�$�

��������	
�������������������

������������	
���������������
������� !"#$

��������	
������������������
����������

����������	
���������������������������

��������	
���������������������������� 

���������	
�������

���������������	
��������������������� !"#�$

���������	
�����������������	
���������

��������	
���������������������� �!"#��

����������	
�����

�����������	�
��������������������� !"�#$%

��������	
��������������������������

�����������	
������
����������	������ !�"#

��������	
��������������������	
���	��

��������	
��

�����������	
����������������������
 !"#$%

��������	
����������������������
����

����������	
��������������������
������

���������

�����������	
������������������

����������	
����������������������� �	
��

��������	
����������������������� 	!"

����������	
������������������������ !"#$%

���������	
��

������������������������	
�����������������

��������	
��������������������� !�"#�$%&

���������	
��������

�����������	
����������������������������

���������	
���������������������� !"#$%

���������	

�����������	
������������������������	
��



��������	
���������������������� !"

�����������	
������������������������� ��!

��������

�����������	
��������������������

����������	
���������������	���	������ !"�

��������	
������������������������� !

����������	�
������������������������������

���������	
�������������������������� !

��������	
��
��������������
������

����������	
���������	�
������������������

��������	
�����������������
����������

�����������	
�������������

����������	
���������������������� !"#$%&�

���������	
����������������������������	


��������	
�����������������������
��� !"

��������	
������������������������ !"#$

��������	
����������

����������	
������������������������ !"�

��������	
�����������

����������	
���������������������� !"#�$%�

��������	
����������������������	��

����������	
���������������������������� !

��������	
���
��������	
�������������	


��������	
���

����������	
�������������������������� �!���

��������	
��������������������������

��������������������	
����������������������

�����������	
�������������	���������	
��

��������	
������������������������� !"#$�

��������	�
�������������������������� !"#

��������	
������������������������������

��

����������	
�������������������������� �!"#

��������	
��
�������
���



　総務省　中国総合通信局　情報通信部　情報通信振興課　金子　賢二　課長
　総務省　中国総合通信局　情報通信部　情報通信振興課　國本　久雄　企画管理官
　新見市教育委員会　中田　省吾　教育長
　新見市教育委員会　砂田　晃洋　学校教育課参与兼課長
　新見市　　　　　　坂東　基　　情報管理課　課長
　高尾小学校校長　　延堂　雅弘
　哲西中学校校長　　名越　礼祥
　井倉小学校校長　　加藤　幸信
　高尾小学校教諭　　重村　範明
　哲西中学校教諭　　小林　佳夫
　上市小学校教諭　　古玉　浩一郎
　新見市　情報管理課　真壁
　新見市教育委員会　学校教育課　藤森　
　新見市教育委員会　学校教育課　西村
　株式会社ソフトバンクテレコム　石部課長、狩野課長、山本、松井
　株式会社エデュアス　事業推進部　入江

第1回「新見市教育情報化推進協議会」議事録
日　　　　付 時　　　間

６ 次回協議会の日程確認

2011年12月21日（水） 15:10～16:40

４ 協議
５ 意見交換

〈欠席者〉

議　事　内　容
●説明

７ 閉会

　新見市公立短期大学准教授　　斉藤　健治
　文部科学省推薦委員（未定）

作成日：2011年12月22日

１ 開会

場　　　　所 記　録　者
新見市教育委員会　まなび学習室２－AB EDUAS 入江

出　席　者

協議会内容

　　新見市教育委員会情報化推進協議会　プロジェクト・リーダー　中田教育長ご挨拶

４ 説明

２ 委託書交付
３ 委員紹介

joho036
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議　事　内　容

次回協議会日程

(イ) 文部科学省「学びのイノベーション事業」概要説明
新見市教育委員会　学校教育課　藤森
■内容説明
　会議配布資料【学びのイノベーション事業（情報通信技術活用実証研究）〔中学校における情
報通信技術の活用実証研究〕」】の説明。

●協議
(ア) 今後の会議会のあり方について
・ 今年度4回開催予定　日程別途報告
・ 実証研究校での研究授業等見学の後、協議会実施（2回から4回を哲西中学で実施）
(イ) 進捗管理の報告と確認について
会議配布資料【新見市フューチャースクール進捗状況及び計画表】の説明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（株式会社エデュアス）
(ウ) 実証授業の実施について（実証研究校から提案）
・ 1月から導入機材を利用してすべての教科で利用予定
・ 校内での公開授業を実施。利用方法の共有化を図る
・ 保護者に対して自由参観日を設け理解を求める
・ 学力調査を実施
・ 総合的学習、授業外活動にもICT機材を利用してゆく
・ 授業内5分でもいいので毎時間の利用を心掛ける

実施日程：未定　　実施場所：新見市立哲西中学校

(ア) 総務省「フューチャースクール事業」概要説明
情報管理課　真壁
■ 委託業者紹介
昨年度ICT絆事業にて導入した双方向授業支援システムを基盤に、機能を拡張する予定であること
から、昨年度から引き続き株式会社エデュアス。
<委託内容>
・ICT支援業務
・協働型学習支援システム開発業務
・事業課題抽出・分析等調査研究等業務
新見市のラストワンマイルを利用して校内無線LANネットワークを整備することより、新見市ラス
トワンマイル事業のIRU請負業者であるソフトバンクテレコム株式会社。
<委託内容>
・校内無線LANネットワークの構築
・iPadを中心としたICT機器間の連携構築
■ 内容説明
　会議配布資料【総務省「フューチャースクール推進事業」文部科学省「学びのイノベーション
事業」について】の説明。
会議配布資料【平成23年度　フューチャースクール推進事業（中学校及び特別支援学校分）　提
案書概要】の説明。
＜付記＞
現在、ICT機器を利活用した教育推進校は高尾小学校の1校。
本事業に取り組むこと、選定した哲西中学校を教育情報化モデル校とし、「義務教育期間9年間を
通じたICT教育」のモデルケースを完成させ、市内小中学校への展開・普及を図る。

















































公開授業担当教諭
　新見市立哲西中学校　柴田教諭、西教諭、小林将人教諭

　　新見市教育委員会情報化推進協議会　プロジェクト・リーダー　中田教育長ご挨拶

　　公開授業について

　〈良い点〉

２ 新委員紹介
３ 説明

　株式会社エデュアス　事業推進部　入江マネージャー
　株式会社ソフトバンクテレコム　石部課長、松井さん

　新見市役所情報管理課　坂東課長、真壁主任
　新見市教育委員会　中田教育長

　岡山大学大学院教育学研究科　岡崎准教授
　新見市立哲西中学校　名越校長、小林佳夫教諭
　新見市立高尾小学校　延堂校長、重村教諭
　新見市立井倉小学校　加藤校長
　新見市立上市小学校　古玉教諭

作成日：2012年2月9日

１ 開会

場　　　　所 記　録　者
新見市立哲西中学校 会議室（2F） 支援員 三好・安達

出　席　者

協議会内容

　総務省　中国総合通信局　情報通信振興課　白川課長補佐

ICT支援員　三好、安達

議　事　内　容
（1）公開授業について

７ 閉会

第２回「新見市教育情報化推進協議会」議事録
日　　　　付 時　　　間

　　　　　　　　　　学校教育課　藤森参事、西村主幹

６ 次回協議会の日程確認

2012年2月2日（木） 15:10～16:40

４ 協議
５ 意見交換

　　・iPadでDropbox（アプリ）を使用して情報の共有を行うことで、双方向のやりとりができて

　　　立場になっていた。ICT機器を使うことによって、生徒が問うという授業にシフトできると
　　　特別支援学級では、IWBに表示をしたものについて生徒に質問をさせることで、生徒が問う

　　　多様なメディアで、生徒の理解が進んでいる。

　　　教え合い・学び合いが国語の時間では成立していて、ICT機器が効果的に使われていた。

　
　　・参考資料などもすべてPad上で確認できる為、生徒は黒板・教科書・ノートをいったりきた

　　　時間をノートの見直しにあてるなど、有効的に活用することができていた。

〈欠席者〉
　新見市教育委員会　学校教育課　砂田参与兼課長
　新見公立短期大学　斎藤准教授

　　　いた。iPad用保管庫を体育館にも設置してあるので便利である。（延藤校長）

　　　りすることなく、集中力を持続させることができる。また、作業時間の短縮により空いた

    　考えられる。これからのICT機器を使っての授業に可能性を感じた。

　　　特別支援学級・体育の授業では、iPadで撮影した授業をすぐに見返すことにより、自分自
　　　身を高い立場からもう一度見直す「メタ認知」を、授業で自然に行うことができていた。

joho036
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議　事　内　容

2012年2月28日（火）15:10～16:30　　新見市立哲西中学校 会議室（2F）

　　　で、「できる」というより、「わかる・理解する」ということに焦点をあてていた。

　　　である。（岡崎准教授）

　　　ことはよい。（加藤校長）

　　　を目的とした授業ではなく、授業で足りない箇所をICT機器で補うことに力を入れること

　〈提案〉

　　生徒の育成・先生の負担を軽減・ICTを非日常から日常にする

　　・生徒のiPadは、Webブラウザのアクセス制限・アプリケーションのインストール制限をする
　　　PCと自主比較をしiPadに決定。（坂東課長）

　　・ICT機器の使用について、習得する時間がない

　　・iPadを使用して、ドリルで個別学習

　〈今度の課題〉

次回協議会日程

　　・双方向のシステムを使用し、共有する

　〈利点〉
　　・間違ってもすぐに直すことができるため、試行錯誤が自由にできる

　　・ケーブルの接続が複雑なため、扱いが面倒である

　　　　児童生徒との課題などのやりとり、また家庭との連絡事項のやりとりなどにも利用する

　　・授業に適したアプリがない
　　・事前の準備に手間がかかる

　　・データを共有できる

　　・音楽の授業で、iPadを使用して生徒にYouTubeから音楽を聞かせていたが、ヘッドフォンで

　　　が必要。（西村主幹）

　　・資料の保存方法について検討が必要

（4）延藤校長より高尾小学校の現状と、ICT教育の今度について

　　　ことで、セキュリティー対策を行っている。（松井さん）

　〈ICTの使用状況〉

　　　資料1「新見市フューチャースクール進捗状況及び計画表」参照（協議会配布資料）
（2）新見市フューチャースクール進捗状況及び計画

　　　教員がこれまでの授業を180度変えていないのは非常によかった。ICT機器を使用すること
　　　一斉指導と個別指導の切り替えを教員が上手く行っていた。iPadの効果だと考えられる。

（3）哲西中学校のこれまでの取り組みと今後の予定について

　〈iPadについて〉

　　・時間を短縮できる点、目の前で自分のものという意識でやるという点でICT機器を使用する

　〈検討すべき点〉

　　　資料2「哲西中学校の取り組みと予定参照」参照（協議会配布資料）

　

　　・公開系のネットワークに無線LANを使用
　　　→配線を気にすることなく、どこからでも自由に操作可能になる

　　　→各先生で作成した指導資料・教材を新見市の学校全体で共有でき、教材作成時間の短縮
　　　　につながる。また電子教材の経費削減が可能と考えられる。

　　・新見教育情報センター（クラウドセンター）の構築

　　　　ことができる。

　　・新見市が画面の大きさ・重さ・強度・バッテリーの稼働時間・価格を他社のタブレット型

　　　本当の意味で理解するするということに発展していくことが今後の課題であり、可能性

　　　個人それぞれで聞けるようにすれば鑑賞可能。来年度からは教材としてそろえるなど検討







項目１ 項目２ 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W

入札　（11月8日）

各社契約締結

協議会（案） ▲第一回 ▲第二回 ▲第三回 ▲第四回

公開授業 28日実施

ネットワーク構築 工事準備

インターネット回線

工事＆現地サーベイ

ホワイトクラウド手配

ICT関連機器 iPad手配＆設計

iPadキッティング

充電保管庫　納入／設定

PC手配＆設計

PCキッティング

IWB機器関連　納入／設定

スキャナー　他　納入／設定

eライブラリー

協働型ICT学習支援システム 設定投入

ICT支援員派遣

機器間連携構築 総合テスト

調査研究 実証研究

教員向け説明（全体）

ヒアリング

教員向け説明（個別）

公開授業設計
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3月11月 12月 1月 2月

新見市フューチャースクール進捗状況及び計画表新見市フューチャースクール進捗状況及び計画表新見市フューチャースクール進捗状況及び計画表新見市フューチャースクール進捗状況及び計画表

初期不良品交換対応、本日実

表示不具合有、原因調査

日程調整中

2月6日、7日予定

運用上不具合有、調査修正中

日程調整中





　新見市教育委員会学校教育課　砂田課長、藤森参事
　新見市総務部情報管理課　坂東課長、真壁主任

　新見市立神代小学校　村上校長
　新見市立高尾小学校　延堂校長、重村教諭、田邉教諭

　新見市立大佐中学校　郷木教諭

　
　　・IWBを使用することで、生徒は前を向き、ひきつけることができる。（重村教諭）

第3回「新見市教育情報化推進協議会」議事録
日　　　　付 時　　　間

　　　効果的であった。（佐藤教諭）

15:20～16:45

　新見市公立大学幼児教育学科　斎藤准教授

　新見市立新見第一中学校　佐藤教諭
　新見市立上市小学校　古玉教諭

　新見市立哲多中学校　村上教頭
　新見市立草間台小学校　井元教頭

　　・IWBで朗読ビデオを流すのは、朗読・画像・BGMにより生徒の心情面に訴えかけるもので

　新見市立井倉小学校　加藤校長

　〈良い点〉

　 （３）指導・講評（斎藤准教授、砂田課長）

５ 研究協議

６ 閉会

　　　　　　　　　　学校教育課　西村主幹

（2）公開授業について

　 （１）授業者から（藤井教諭）

　新見市教育委員会　中田教育長

　新見市立新見第一中学校　普門校長

作成日：2012年3月1日

１ 開会

場　　　　所 記　録　者
新見市立哲西中学校 会議室（2F） 支援員 三好・安達

出　席　者

協議会内容

　岡山県立新見高等学校　山部主幹教諭、甲本教諭

2012年2月28日（火）

　 （２）質疑応答

　総務省中国総合通信局情報通信振興課　柳井企画管理官

　ICT支援員　三好、安達
　株式会社ソフトバンクテレコム　石部課長、松井さん

　新見市立哲西中学校　名越校長、藤井教諭、小林佳夫教諭、他

　岡山県県民生活部情報政策課　小林情報政策課長、有本主任
　岡山県教育庁指導課　藤本指導主事、二木指導主事
　岡山県総合教育センター　片山指導主事、井元指導主事、美若指導主事

　新見市立矢神小学校　藤原教諭

３ 地域協議代表あいさつ（砂田課長）
４ 研究概要の説明（小林教諭）

　株式会社エデュアス　事業推進部　入江マネージャー

２ 校長あいさつ

〈欠席者〉

　　研究主題と取り組み説明

　　　資料1、2を参照（協議会配布資料）

議　事　内　容
（1）研究・実証の概要と取り組み

joho036
テキストボックス
資料03



議　事　内　容

　　　多く入力できるのでよい。
　
　　　意見がいくつも見ることができる表示方法や使い方がよかった。（重村教諭）

　　・朗読ビデオなどに使用する、画像・写真・イラストの著作権を考慮したデータ収集が
　　　課題である。（佐藤教諭）

　　　することができ、それを他の生徒と共有することが可能。
　　　共有アプリを使用することで言葉に出して発言するのが苦手な生徒でも、絵や文字で表現

　　　生徒に意見を出させた後に、キーワードで分類できるシステムがあると良い。

　　　生徒の学習規律ができていたため、スムーズに授業が進行できていた。（片山指導主事）

　　・iPadを使用して様々な表現方法ができることが、生徒にとってはよい。

　　　良い面がたくさんあるので、これからそういう面を開発していきたい。（延藤校長）

　　・機器の操作性も簡単で、先生も生徒もうまく使用していた。
　　　ICTにしばられることなく、板書も行っていた。できるところから始めることで、今まで

　　　著作権の問題で、どの程度広げて資料を活用していけるか、残した資料をどのように使っ

　　　雰囲気をつくるのではなく、使用することを前向きにとらえ、発表の手助けとして使用

　〈検討すべき点〉

　　・iPadで文章を入力する際、中学生は手書きよりもタイピングの方が入力が早く、字数も

　　　の授業にICTを組み込んだ無理のない使い方だった。

　　　あげなくなる状況になることも考えられる。手を挙げ、発言させる習慣を身につけさせる
　　　ファイル共有アプリを使用することで、発表しなくても意見がわかるので生徒が手を

　　　ことが大事である。（佐藤教諭）

　　　ていけるかという、資料の活用について課題である。（小林将人教諭）

　　・来年度からのICT機器の効果的な使用方法を校内研修や、先生同士で授業の見学を行い検討

　　・基本は学級づくりである。ICT機器を使用することで、学級で発表しなくてもいいという

　　・道徳など正解のない意見を生徒に答えさせる場合、Evernote（共有ノートアプリ）でタグ

　　・作成したワークシートなどをファイル共有アプリで見るだけでなく、話し合い・検討の
（3）課題

　　　決まっていないが、家にパソコンを持っている生徒は画像データで持ち帰り、持って
　　　いない生徒は紙に印刷をして持ち帰りをさせる案がある。（小林佳夫教諭）

　　・デジタルの各自の作品などは、まだ持ち帰りをさせていないので、具体的にどうするか

　　　生徒の考えが窮屈になり、多様な考えを引き出すことが難しくなると考えられる。

　　　材料として使用する。ツールとしてどう使っていくかが大事。

　　　を設定し、限定されたキーワードで分類させることは良くないのではないかと思う。

　　・Evernoteは、他の生徒が書いた意見を読むことができ、自分の意見の表明もしやすい。
　　　生徒は自分の意見を表現するトレーニングを積極的にすべきである。
　　　Evernoteを使用し、まず自分の意見を他人に知らせ、前にでてみんなの前で発表すると
　　　いうトレーニングは有効である。

　　　クラウド上にデータを保存することでiPadの容量が確保できる。（斎藤准教授）

　　　し合うことが必要。

　　　することで、表現することも活発になり学級で発表しやすいようになると考えられる。
　　　上手く利用すれば学級もよくなるが、逆もいえることが心配である。（延藤校長）



議　事　内　容

次回協議会日程

2012年3月16日（金）15:10～16:40　　新見市立哲西中学校 会議室（2F）

　　　ICTを今までの授業のやり方・良さとどのように組み合わせ、それぞれの良さを生かして

　　　いくことが重要。今回の道徳の授業での使用方法が有効であるか、この先も使えるかを

　　　指示が生徒に伝わっているかということに注意。

　　　先生へのICT機器を使用するときと使用しないときの切り替えの指導が必要。その上で、
　　　ICT機器を使いこなせるようにする。（小林佳夫教諭）

　　・ICTをどの場面で使うかが大事。生徒に考えさせたい場合、明確な発問ができているか、

　　・今後の計画として、どのような場面で・適切な機器を使用できるかが課題となる。

　　　いきたいのかを明確にする。

　　・新見市で、市の小中学校の為にサーバーをデータの保存用に設置するという方法も
　　　考えられる。（斎藤准教授）

　　　いくかがテーマとなる。

　　　言語活動の充実をはかることが重要。できた作品を見るだけでなく、個人の作業が終わっ

　　・教育活動において、どういったねらいを持って、生徒にどのような力を身につけさせて

　　　（二木指導主事）

　　・ICTの一番有効な使い方の検討が必要。使えない、使わないことも考え、はっきりさせて

　　　判定する必要がある。（村上校長）

　　　たら他の生徒やグループで説明・検討し合うことで授業の中で生徒の活動の場を増やす。
　　　（片山指導主事）



平成２３年度 公開授業 実証の概要

《 教育目標 》《 教育目標 》《 教育目標 》《 教育目標 》

「夢をもち日々生き生きと輝いている生徒の育成」「夢をもち日々生き生きと輝いている生徒の育成」「夢をもち日々生き生きと輝いている生徒の育成」「夢をもち日々生き生きと輝いている生徒の育成」

《 研究主題 》《 研究主題 》《 研究主題 》《 研究主題 》

「確かな学力の育成」「確かな学力の育成」「確かな学力の育成」「確かな学力の育成」

－基礎学力の定着を図り、それらを活用する能力の育成－－－基礎学力の定着を図り、それらを活用する能力の育成－－－基礎学力の定着を図り、それらを活用する能力の育成－－－基礎学力の定着を図り、それらを活用する能力の育成－－

○１人１回の授業研究 ○出張や研修報告などの職員研修

○夏期休業中の教育相談の研修 など

○電子黒板の使用についての研修

授業研究、機器の操作の研修

◎ 文部科学省の「学びのイノベーション事業」と

総務省「フューチャースクール推進事業」の実証校の委託候補

《 文科省「学びのイノベーション事業」(平成２３年度～) 》《 文科省「学びのイノベーション事業」(平成２３年度～) 》《 文科省「学びのイノベーション事業」(平成２３年度～) 》《 文科省「学びのイノベーション事業」(平成２３年度～) 》

１人１台のタブレットＰＣを活用した教育の総合的な実証研究。

その効果・影響の検証，デジタル教科書・教材などの研究

情報端末等を利用した指導方法等に関する研究を実施する。

《 総務省「フューチャースクール推進事業」(平成２２年度～) 》《 総務省「フューチャースクール推進事業」(平成２２年度～) 》《 総務省「フューチャースクール推進事業」(平成２２年度～) 》《 総務省「フューチャースクール推進事業」(平成２２年度～) 》

ＩＣＴ環境においてどれくらい使えるのか。

情報通信技術面等を中心とした課題を抽出・分析をする

ための実証を行う。

《 導入された機器・システム 》《 導入された機器・システム 》《 導入された機器・システム 》《 導入された機器・システム 》

・Ｗｉ-Ｆｉ 無線ネットワーク

・電子黒板 ・タブレットPC

・e-ラーニング システム

・協働学習用システム

《 電子黒板（IWB）の利用 》《 電子黒板（IWB）の利用 》《 電子黒板（IWB）の利用 》《 電子黒板（IWB）の利用 》

・「何をどう映すか」が、課題

・コンテンツを増やす

・「資料提示、フラッシュカード、生徒のノートを写す」

・画像、パワーポイント

・書き込み、書いた状態で保存→まとめ、復習にも利用

・「いつでも、だれでも使えること」が目標



《 タブレットPCの利用 》《 タブレットPCの利用 》《 タブレットPCの利用 》《 タブレットPCの利用 》

・「習うより慣れろ」でスタート

・「学習ドリル、インターネット、カメラなど」

・無料アプリの利用

・プリントやワークシートの共有、提出

・カメラ機能・・・途中過程の撮影、仕上がりとの比較、模範

・起動が速い、用紙節約

・協働型の学習にも使える

《 ICT機器の利用 》《 ICT機器の利用 》《 ICT機器の利用 》《 ICT機器の利用 》

・「５分でいいから毎時間使う」・・・申し合わせ

・時間短縮→生徒に関わる時間の増加、授業展開の工夫

・今後、協働型学習に利用

・特別活動、総合的な学習の時間 などへの利用

《 ルール作り 》《 ルール作り 》《 ルール作り 》《 ルール作り 》

・最低限のルール→生徒によるルール作りを目指す

・学校にいる間は持ち歩く→休み時間の活用の仕方

・情報教育との関連

《 保護者へのアプローチ 》《 保護者へのアプローチ 》《 保護者へのアプローチ 》《 保護者へのアプローチ 》

・保護者の不安や疑問の解消

・情報提供

・理解を求め、協力していただく

・参観日での体験

・持ち帰り

・アンケート

《 成果と課題・今後の予定 》《 成果と課題・今後の予定 》《 成果と課題・今後の予定 》《 成果と課題・今後の予定 》

・本年度は機器やシステムの操作になれること

・授業への取り組みも積極的になっている

・学力向上

・機器の扱いと情報処理能力との違い

以上、経過報告と授業の様子をお知らせすることで、研究報告に代え

させていただきます。



《 使用する用語・機器名・システム名 》《 使用する用語・機器名・システム名 》《 使用する用語・機器名・システム名 》《 使用する用語・機器名・システム名 》

「ＩＣＴ」「ＩＣＴ」「ＩＣＴ」「ＩＣＴ」

（Information and Communi-

cation Technology）

「情報通信技術」

ネットワーク通信による情報・

知識の共有が前提になっている

表現。

「「「「ＴＰＣ」ＴＰＣ」ＴＰＣ」ＴＰＣ」

タブレットＰＣ，タブレット端末。

板状の、持ち運び可能な

コンピュータの総称。

「ｉＰａｄ２(アップル)」

を使用。

「ＩＷＢ」「ＩＷＢ」「ＩＷＢ」「ＩＷＢ」

インタラクティブ・ホワイトボード

（Interactive Whiteboard）

電子黒板＋その表面上に行ったこと

をコンピュータに入力する機能。

学校でのプレゼンテーション、共同

作業などが主な用途。

「サイバーボード６０インチ」

(パイオニア)を使用。

使用ＯＳ「Ｗｉｎｄｏｗｓ ７」

「クラウド」「クラウド」「クラウド」「クラウド」 （イメージ図）

「オンラインストレージ」「オンラインストレージ」「オンラインストレージ」「オンラインストレージ」

インターネット上に自分専用のハードディスクを持ち、

そこにファイルを保管するサービス。

ＩＤやＰＷを共有すれば、複数での使用が可能。

共有ファイルアプリ

「ドロップボックス」を使用

共有ノートアプリ

「エバーノート」を使用

「「「「ｅ－ラーニングシステムｅ－ラーニングシステムｅ－ラーニングシステムｅ－ラーニングシステム」」」」

パソコンやコンピュータネット

ワークなどを利用して教育を行

うこと。

教室で学習を行う場合と比べて、

遠隔地にも教育を提供できる点

や、コンピュータならではの教

材が利用できる点などが特徴。

「e－ライブラリー」(ラインズ)

「ネットワークプリンタ」「ネットワークプリンタ」「ネットワークプリンタ」「ネットワークプリンタ」

ＴＰＣ用に、無線ネットワーク

で使用。

生徒のＴＰＣから出力する場合

もある。

「ＬＰ－Ｍ６０００」

(ＥＰＳＯＮ)を使用。

「ＬＭＳ」「ＬＭＳ」「ＬＭＳ」「ＬＭＳ」

(Learning Management System）

学習管理システム

eラーニングの実施に必要な、学

習教材の配信や成績などを統合

して管理するシステムのこと。

「協働学習支援システム」

(ＳＣＳＫ)



　新見市教育委員会　中田教育長

  新見市立高尾小学校　延堂校長

４ 来年度の予定（小林教諭、真壁主任）

　　　生徒への興味づけがより強く行えると思われる。

　株式会社SCSK　産業第二営業部　浦さん（オブザーバー参加）

　　・英語の授業で、協働学習支援システム・クイズ機能を使用し英文を作成させていたが、

　新見公立短期大学　斎藤准教授
　新見市立高尾小学校　重村教諭

時　　　間

２ 協議

〈欠席者〉

　　　授業内容も含め、書くということは今後の役に立つと思われる。（金子課長）

　　・今までは生徒が先生の話を聞き・受け止めて授業を行う状況が多くあったと思うが、今回

　　プロジェクト・リーダー　中田教育長ご挨拶
１ 開会

　〈良い点〉

　　・ICTが入ったことにより、生徒は授業など興味を持って取り組めていると感じている。

作成日：2012年3月22日

場　　　　所 記　録　者
新見市立哲西中学校 会議室（2F） 支援員 三好・安達

出　席　者

2012年3月16日（金） 15:15～16:30

第4回「新見市教育情報化推進協議会」議事録
日　　　　付

　総務省中国総合通信局情報通信部情報通信振興課　金子課長、中谷総務技官

　ICT支援員　三好、安達

　株式会社ソフトバンクテレコム　石部課長、松井さん

　　・生徒が楽しそうに授業を受けていた。普段の授業と比べると、ICTを使用することで

　　・全員の意見をすぐに紹介できるシステムになっている点が良かった。（加藤校長）

協議会内容

　　協働学習支援システムの説明（浦さん）

　　　　　　　　　　学校教育課　砂田参与兼課長、藤森参事

  新見市立哲西中学校　名越校長、小林佳夫教諭

５ その他

７ 次回協議会の日程確認

　　プロジェクト・サブ・リーダー　砂田参与兼課長ご挨拶
８ 閉会

　　・英語の授業で、文章をノートではなくiPadで作成しみんなで見て間違いを確認していた。

　新見市総務部情報管理課　坂東課長、真壁主任

　岡山大学大学院教育学研究科　岡崎准教授

３ 進捗管理の報告と確認（入江マネージャー）

　新見市立上市小学校　古玉教諭

　株式会社エデュアス　事業推進部　入江マネージャー

　　　の授業は協働システムを取り入れた、生徒参加型の授業になっていた。

  新見市立井倉小学校　加藤校長

　　　このように文章を作成させることで書く力がついていくと思われる。（砂田参与兼課長）

議　事　内　容
（1）公開授業について

６ 意見交換

　　　（名越校長）



議　事　内　容

次回協議会日程

　未定

　　　あってもIWBに表示されるようにした方が良い。（砂田参与兼課長）
　　　英語の授業では、正確性を求めるだけでなく前向きに書かせることが大事。解答が途中で

　

　　　と、時間切れで未回答になってしまうので注意が必要。

　　　っていることを広めていきたい。（藤森参事）

　〈検討すべき点〉

　　　このような取り組みを、全県下など様々なところで紹介をしながら子どもの学力につなが

（2）本年度の成果と来年度への課題

　　・教員の技能・ICT使用場面の検討が課題。（名越校長）

　　　ルール作り、体制づくりをアンケートなどをとりながら行っていく。

　　・家庭学習・協働学習のシステムの充実をはかり、成果報告・実証報告をしていきたい。

　　　機能としては限られているだろうが、これからこの機能を先生が得手不得手や個性に合わ

　〈課題〉
　　・IWBのモード切替の使い勝手が良くなるとよい。

　　　せ、アイデアを出して使用していくことが必要。（延藤校長）

　　　先生方が心配のいらない製品になるとよい。

　　　協働システムなどの学習ツールが入ることで、今まで行えなかった授業が可能になる。

　　　今回の授業でも、先生がピンチイン・ピンチアウトに苦労していた。IWBが手軽に使え、

　　・来年度は家庭への持ち帰り・家庭学習がメインとなる。

（3）その他
　　・実証事業が終わった後についても、継続してICTを導入した授業を行っていくのか、また

　　　生徒のネットモラルなど、自己管理能力を身につけていく。

　　・限られた機能を、効果的に活かして使っていくことが大事。

　　　資料1、2を参照（協議会配布資料）

　　　（坂東課長）

　　　協力し合っていくことで新たな価値がでてくると思われる。（金子課長）

　　　生徒が先生の課題を積極的に行っていた。

　　・協働学習支援システム・クイズ機能で生徒が回答ボタンを押す前に先生が回答を締め切る

　　　継続する場合はどのように行っていくかなど、今後検討する必要がある。

　　・先生方と支援員が色々な場面で協力していくことが必要だが、違う分野の専門の方とも

　　・連絡を密にとり、バックアップ体制を整えて行っていきたいと思う。（真壁主任）



総 務 省「フューチャースクール推進事業」

文部科学省「学びのイノベーション事業」

第４回 地域協議会開催要項 Ｈ２４，３，１６

新見市立哲西中学校

１．日 程

１３：２０ 受 付 佐賀県教育委員会 到着

控室：佐賀県教委（校長室）

：地域協議会委員（会議室）

１３：３０～１４：００ 実証研究概要説明（校長室）

校長、小林佳夫

１４：０５～１４：５５ 授業参観 １年生：社会 久保田 １年教室

２年生：英語 大久保 ２年教室

１５：１０ 佐賀県教育委員会 出発

１５：１５～１６：３０ 地域協議会（会議室）

校長、小林佳夫

２．公 開 授 業 の 内 容

○ 公開授業 １４：０５～１４：５５

学年 教科 教室 授業者 単元・題材とＩＣＴ活用の概要

１年 社会 １年生 久保田ゆり ○本州四国連絡橋について知る。 授 業 開 始 から

教室 ・インターネットのグーグル (5 分間)

マップを使い３つ連絡橋の

位置や写真を確認する。

○瀬戸大橋開通後の生活の変化 授業開始 5 分後

について理解する。 (30 分間)

・電子黒板にグラフを写し、

車の通行量の変化を読み取

らせる。

・協働学習支援システムを使

い意見を共有する。

２年 英語 ２年生 大久保真人 ○場所の表し方

教室 「There is /are~の文」

・e-ライブラリーを使って、文 授業開始から

法事項の復習 (15 分間)

・パワーポイントを使って、場

所を表す前置詞の復習

・協働学習支援システムを使っ 授業開始 15 分後

て英作文 (30 分間)



平成２３年度 実証の概要

《 教育目標 》《 教育目標 》《 教育目標 》《 教育目標 》

「夢をもち日々生き生きと輝いている生徒の育成」「夢をもち日々生き生きと輝いている生徒の育成」「夢をもち日々生き生きと輝いている生徒の育成」「夢をもち日々生き生きと輝いている生徒の育成」

《 研究主題 》《 研究主題 》《 研究主題 》《 研究主題 》

「確かな学力の育成」「確かな学力の育成」「確かな学力の育成」「確かな学力の育成」

－基礎学力の定着を図り、それらを活用する能力の育成－－基礎学力の定着を図り、それらを活用する能力の育成－－基礎学力の定着を図り、それらを活用する能力の育成－－基礎学力の定着を図り、それらを活用する能力の育成－

○１人１回の授業研究 ○教育相談の研修

○出張や研修報告などの職員研修 など

《 教育の情報化にむけて研修 》《 教育の情報化にむけて研修 》《 教育の情報化にむけて研修 》《 教育の情報化にむけて研修 》

○電子黒板の使用についての研修

・授業研究 ・機器の操作の研修

《 実証校の委託候補に決定 》《 実証校の委託候補に決定 》《 実証校の委託候補に決定 》《 実証校の委託候補に決定 》

○ 文部科学省「学びのイノベーション事業」

総務省 「フューチャースクール推進事業」

《 文科省「学びのイノベーション事業」(平成２３年度～) 》《 文科省「学びのイノベーション事業」(平成２３年度～) 》《 文科省「学びのイノベーション事業」(平成２３年度～) 》《 文科省「学びのイノベーション事業」(平成２３年度～) 》

１人１台のタブレットＰＣを活用した教育の総合的な実証研究。

その効果・影響の検証，デジタル教科書・教材などの研究

情報端末等を利用した指導方法等に関する研究を実施する。

《 総務省「フューチャースクール推進事業」(平成２２年度～) 》《 総務省「フューチャースクール推進事業」(平成２２年度～) 》《 総務省「フューチャースクール推進事業」(平成２２年度～) 》《 総務省「フューチャースクール推進事業」(平成２２年度～) 》

ＩＣＴ環境においてどれくらい使えるのか。

情報通信技術面等を中心とした課題を抽出・分析をする

ための実証を行う。

《 導入された機器・システム 》《 導入された機器・システム 》《 導入された機器・システム 》《 導入された機器・システム 》

・Ｗｉ-Ｆｉ 無線ラン ネットワーク

・電子黒板 ・タブレットPC

・アクセスポイント ・アンテナ

・スイッチ

・e-ラーニング システム ・協働学習用システム

《 校内での課題・とまどい 》《 校内での課題・とまどい 》《 校内での課題・とまどい 》《 校内での課題・とまどい 》

①何をどう取り組めばよいのか、イメージが作れない

・授業でどのように使えるのか、わからない

・２事業に対して知識がない

②職員のＩＣＴに対する意識の差が大きい

・ＰＣ教室の使用頻度は少なかった

③職員のＩＣＴに対する知識・技能の差が大きい

・電子黒板の利用は特定の教員だけ

・大型モニターの使用も始めたばかりであった



《 本格的な導入・使用までの取り組み 》《 本格的な導入・使用までの取り組み 》《 本格的な導入・使用までの取り組み 》《 本格的な導入・使用までの取り組み 》

◎先進校視察－－－－－－－－関連①◎先進校視察－－－－－－－－関連①◎先進校視察－－－－－－－－関連①◎先進校視察－－－－－－－－関連①

○新見市立高尾小学校 「総務省：絆プロジェクト」

・授業後、機器の体験を中心に行う

・全員を２日にわけて実施

◎職員研修用の貸し出しを依頼－－関連③◎職員研修用の貸し出しを依頼－－関連③◎職員研修用の貸し出しを依頼－－関連③◎職員研修用の貸し出しを依頼－－関連③

○iPad－－高尾小のものを借りる

iPad２の前借り(職員用)

授業での使用を１月から開始

○IWB －－会議室に１台、テスト機を導入し、体験

◎大型モニター使用促進－－－関連②③◎大型モニター使用促進－－－関連②③◎大型モニター使用促進－－－関連②③◎大型モニター使用促進－－－関連②③

○校内研修で利用をよびかける

○書画カメラとの併用で、使用パターンをつくる

◎(無料)アプリの研究－－－－関連①②◎(無料)アプリの研究－－－－関連①②◎(無料)アプリの研究－－－－関連①②◎(無料)アプリの研究－－－－関連①②

・ドロップボックス ・エバーノート

・ストップウォッチ ・計算機

・nueアノテート ・画像処理 など

・プレゼンを研究中

◎体制作り－－－－－－－－－関連③◎体制作り－－－－－－－－－関連③◎体制作り－－－－－－－－－関連③◎体制作り－－－－－－－－－関連③

○研究主任・・・もっとも堪能な職員とは別に置いた

○本年度の目標「使えるようになること」

◎教育の情報化の研修－－－－関連①②③◎教育の情報化の研修－－－－関連①②③◎教育の情報化の研修－－－－関連①②③◎教育の情報化の研修－－－－関連①②③

○ＩＣＴ活用の具体化－－意外に簡単であるという意識

○校内研修の実施－－－－情報交換、使用法の紹介

《 導入後の取り組み 》《 導入後の取り組み 》《 導入後の取り組み 》《 導入後の取り組み 》

◎職員の申し合わせ「５分でもいいから毎授業使用する」◎職員の申し合わせ「５分でもいいから毎授業使用する」◎職員の申し合わせ「５分でもいいから毎授業使用する」◎職員の申し合わせ「５分でもいいから毎授業使用する」

○自分の使用パターンを持つ

・iPad－－ドリル、インターネット、カメラ 他

・IWB －－資料提示、生徒のノート、PCの利用 他

○使用することに慣れる

○その後、個々の力量で別なパターンを開発する

◎早めの授業研修・公開◎早めの授業研修・公開◎早めの授業研修・公開◎早めの授業研修・公開

○使用パターンの開発と模倣

○日常的な公開・参観・情報交換－－－効果大

○地域協議会への公開、自由参観、授業研修、視察・・

◎教科の授業以外での使用◎教科の授業以外での使用◎教科の授業以外での使用◎教科の授業以外での使用

○休憩時間の使用－－－－－生徒のスキルアップ

○総合的な学習の時間－－－プレゼン、展示

○道徳での利用－－－－－－意見交換、アプリの可能性

○集会活動での利用－－－－資料配付、システムの可能性



《 成 果 》《 成 果 》《 成 果 》《 成 果 》

◎毎授業、５分でもいいから使用することから・・・◎毎授業、５分でもいいから使用することから・・・◎毎授業、５分でもいいから使用することから・・・◎毎授業、５分でもいいから使用することから・・・

○使用パターンができると、準備時間が減少する。

→次の段階を求める→使用パターンが増える

→利便性を体感－－→次の段階へ

○生徒の意識付けとスキルアップにつながる。

→指示だけで生徒が動く→苦手職員でも使える

○中学校の教科担任制では、ムラなく生徒が使用できる

◎早めの授業研修・公開をすることから・・・◎早めの授業研修・公開をすることから・・・◎早めの授業研修・公開をすることから・・・◎早めの授業研修・公開をすることから・・・

○公開授業をする→使おうという意識→知識・技能の習得

○日常的な情報交換が効果大である。

・対話－－－－使える場面を紹介し、勧める

・情報提供－－堪能なものがリード、開発→進んで公開

・最初は模倣→使う→使える

○支援員の存在

・アイデアだけでよい。

→準備も操作もしてもらう。

→システムやアプリ、その操作を教えてもらう。

・困ったときには助けてもらえる安心感。

◎教科の授業以外での使用を考えることから・・・◎教科の授業以外での使用を考えることから・・・◎教科の授業以外での使用を考えることから・・・◎教科の授業以外での使用を考えることから・・・

○遊び心がでてくると、使用頻度・パターンが増える

・テレビ番組のようなクイズができたらおもしろい

・iPadでプレゼンができたらかっこいい

◎その他◎その他◎その他◎その他

○もっとも堪能なものが、情報担当ではないこと。

・担当者の呼びかけが空回りしない。→予想以上の効果

・わからないことがわかる。 →対策をたてやすい

○全体が動き始めれば、支援するだけ。

《 ICT機器の利用による効果 》《 ICT機器の利用による効果 》《 ICT機器の利用による効果 》《 ICT機器の利用による効果 》

◎時間短縮→生徒に関わる時間の増加、授業展開の工夫◎時間短縮→生徒に関わる時間の増加、授業展開の工夫◎時間短縮→生徒に関わる時間の増加、授業展開の工夫◎時間短縮→生徒に関わる時間の増加、授業展開の工夫

○資料の提示－－－－－－拡大提示までが速い

○生徒のノートなど提示－見本、注意する点

○生徒の理解度の把握－－基本的なことなら１分でできる

○ワークシートの配付－→集約→全体提示－－５分でできる

◎生徒の興味・意欲の高まり◎生徒の興味・意欲の高まり◎生徒の興味・意欲の高まり◎生徒の興味・意欲の高まり

○思考・作業をとぎれさせることなく行う

○協働学習の有効性

○修正が簡単にできる。繰り返せる

◎授業の組み立ての変化◎授業の組み立ての変化◎授業の組み立ての変化◎授業の組み立ての変化

○思考に時間をかけることができる

○誤答の紹介も可能

○かゆいところに手がとどく

1 2 3 4 平均平均平均平均

27．友だちの考え方や意見を知って、学びが深まったと

思いますか。

1 1 27 35 3.53.53.53.5

17．IWBにいろいろな考えを提示して話し合う授業は学

習の役に立つと思いますか

0 2 23 39 3.63.63.63.6

25．授業では友だちと協力して学習を進めることができ

たと思いますか。

0 2 22 40 3.63.63.63.6

17．IWBにいろいろな考えを提示して話し合う授業は学

習の役に立つと思いますか

0 2 23 39 3.63.63.63.6

26．授業では友だち同士で教えあうことができたと思い

ますか。

0 4 16 44 3.63.63.63.6



《 課題と今後の予定 》《 課題と今後の予定 》《 課題と今後の予定 》《 課題と今後の予定 》

◎生徒のルール作り◎生徒のルール作り◎生徒のルール作り◎生徒のルール作り

○学校にいる間は持ち歩く→休み時間の活用の仕方

○自分で管理する－－－－→大切に扱う、何に使うか

○ルールは最低限で→生徒によるルール作りを目指す

◎保護者へのアプローチ◎保護者へのアプローチ◎保護者へのアプローチ◎保護者へのアプローチ

○保護者の不安や疑問の解消

○情報提供－－理解を求め、協力していただく

・参観日での体験

・iPadの持ち帰り

・アンケート実施

◎家庭への持ち帰りの効果と課題◎家庭への持ち帰りの効果と課題◎家庭への持ち帰りの効果と課題◎家庭への持ち帰りの効果と課題

○破損・紛失・盗難への対応・指導

○家庭での利用方法－－ドリル、レポート作成 など

○持ち帰りの問題点とその解消－－－徐々に回数を増やす

◎情報教育との関連◎情報教育との関連◎情報教育との関連◎情報教育との関連

○アンケート結果より

○授業への取り組みも積極的になっている

○学力向上

○機器の扱いと情報処理能力との違い

◎来年度の目標◎来年度の目標◎来年度の目標◎来年度の目標

○本年度は機器やシステムの操作になれること

○来年度前期：目標はICT機器で授業

後期：黒板の必要性

○協働学習の研修

○情報教育の充実

○発表の仕方の指導・情報処理と情報発信

○デジタル教科書の使用(国、数、英)

1 2 3 4 平均平均平均平均

11．自分の考えや意見をわかりやすく伝える

ことができたか。

0 15 29 20 3.13.13.13.1

28．授業で自分がコンピュータなどを使って

発表してみたいと思いますか。

1 15 25 23 3.13.13.13.1

７．学習した内容を整理して覚えることができ

たか。

0 4 45 15 3.23.23.23.2

13．ICTを使うと授業がスムーズに進むと思

いますか。

1 11 27 25 3.23.23.23.2

30．授業中に、自分たち生徒と先生の間でふ

だんより活発なやり取りができたと思います

か。

1 13 22 28 3.23.23.23.2

12．新しい考え方や決まりなど見つけること

ができたと思うか

0 8 33 23 3.23.23.23.2

９．じっくりと考えて、自分の考えを深めること

ができたか。

0 4 35 25 3.33.33.33.3

10．ノートやワークシートに自分の考えをまと

めることができたか。

0 5 26 33 3.43.43.43.4

29．授業で友だちがコンピュータなどを使って

発表するのを聞いてみたいと思いますか。

0 6 25 33 3.43.43.43.4

27．友だちの考え方や意見を知って、学びが

深まったと思いますか。

1 1 27 35 3.53.53.53.5



生徒アンケート 記述

《 １年生 》

《 ２年生 》



《 ３年生 》



iPadで実現する協働学習
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平成２４年１月１７日

新見市立哲西中学校区の皆さんへ

新見市立哲西中学校

校長 名越 礼祥

総 務 省「フューチャースクール推進事業」

文部科学省「学びのイノベーション事業」

自由参観日の開催について（ご案内）

新春の候、皆様方には益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素より本校の教育活動へのご理解とご協力をいただき心から感謝申し上げます。

さて、すでにご承知の方もおられるかとは思いますが、本校では本年度途中に総務省の

「フューチャースクール推進事業」並びに文部科学省の「学びのイノベーション事業」の

実証研究を委託され、新見市の情報管理課や学校教育課の指示・指導を受けながら、その

準備や計画を進めています。本両事業は全国で２０校が実証研究を委託されていて、本校

は教育の情報化を推進する先駆的な研究校の一つになります。

つきましては、保護者はもとより地域の皆様にも両事業の趣旨や概要についてご理解を

いただき、本校の当該研究推進にご支援とご協力をいただきたいと思います。そこで次の

とおりに実際の授業の様子を見ていただく自由参観日を計画いたしました。大変お忙しい

時期とは思いますが、ご都合がつくようでしたらぜひご来校いただきますようご案内申し

上げます。

記

１．期 日 平成２４年２月１日（水）～２月３日（金）

２．参観時間 ２月１日（水）５校時(13:30~14:20) ６校時(14:30~15:20)
２月２日（木）５校時(13:10~14:00) ６校時(14:10~15:00)
２月３日（金）５校時(13:30~14:20) ６校時(14:30~15:20)

※ ２月２日（木）は、１３：１０～１５：００の間が自由参観になり

ます。

３．場 所 新見市立哲西中学校 各教室

アイ パッド

４．内 容 全ての学級でタブレット型パソコン（i Ｐａｄ）と電子黒板（ＩＷＢ）

を使った学習を行います。

※ 上記の教育機器については、それぞれの授業者の考えで活用時間帯

や方法が異なります。参観されたタイミングによっては上記の機器を

使用するところが見れないこともありますので、ご了承ください。

５．申 込 事前の申込は必要ありませんので、都合によって自由にご参観ください。

（お問い合わせは、０８６７－９４－２０８０）

※ 当日は、職員室の方で受付をしますので、お越しください。
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平成２４年１月１２日

保 護 者 様

新見市立哲西中学校

校長 名越 礼祥

情報機器整備について（お知らせ）

平素より本校教育にご理解とご協力をいただきましてありがとうございます。

さて、この度本校は、文部科学省の「学びのイノベーション事業」並びに総務省「フ

ューチャースクール推進事業」の実証研究の委託を受け(詳細は別紙)、学校内に情報機

器が整備され、授業や教育活動において利用できるようになりましたことをお知らせい

たします。後日、保護者の方にも見ていただく機会を持ちたいと思いますが、両事業の

研究推進について、なにとぞご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

記

１．整備された機器・システム

○ 各教室に電子黒板と起動用パソコン、実物投影機(書画カメラ)

○ １人１台のタブレットパソコン（アイパッド２）

○ 協働学習支援システム

○ 個別学習支援システム

２．利用場面

○ 授業の中で協働学習や個別学習の際に利用する。

・協働学習(発表・表現活動、意見交換など)

・個別学習(ドリル学習、調べ学習 など)

○ その他学校の教育活動全般で使用する。

・道徳、学活、行事や部活動、生徒会活動など

３．公開・説明（詳細は後日、ご案内いたします。）

○ 自由参観日(２月１日～３日、５、６時間目)

○ 全体説明・試用(２月１５日参観日、総合学習発表会後)

４．その他

○ タブレットパソコンは、卒業時まで貸し出し、個人で管理する。

・学校では鍵付きの保管庫に収納しています。

○ タブレットパソコンを家庭学習で活用することも考えています。

・当面は学校でのみ使用し、持ち帰らない予定です。

※ 今後、授業の様子などマスコミで報道する場合が予想されます。

不都合がある場合は、学校までご連絡ください。

《 指定を受けた事業について 》《 指定を受けた事業について 》《 指定を受けた事業について 》《 指定を受けた事業について 》

平成２４年度から実施される新学習指導要領の中で、「課題解決する力」や「探求的

な活動」が大きく取り上げられるようになります。情報化が進む社会に対応するため、、

これまでの「生きる力」に加え、「情報を活用する力」をつけることが必要とされるよ

うになります。

そのため、指導要領でも「教育の情報化」ということが大きく取り上げられるように

なります。

《 教育の情報化とは・・・》《 教育の情報化とは・・・》《 教育の情報化とは・・・》《 教育の情報化とは・・・》

◎ 情報に関する教育を充実すること

◎ 授業で情報や機器を効果的に活用すること

◎ 機器を使うことで生み出された時間を、生徒に関わる時間にあてること

情報収集や整理、活用できる力をつけ、モラルや責任をもって使っていく態度を養う

ことを目的としています。また、機器を利用することで、授業効果があがることが期待

されます。

そのための、国の政策として、総務省の「フューチャースクール推進事業」と文部科

学省の「学びのイノベーション事業」などが進められています。

全国で、小学校１０校、中学校８校、特別支援学校２校が指定を受け、同じように機

器の充実や支援をしてもらっています。

《 総務省「フューチャースクール推進事業」 》《 総務省「フューチャースクール推進事業」 》《 総務省「フューチャースクール推進事業」 》《 総務省「フューチャースクール推進事業」 》

◎ 情報機器を整備することによって、どれくらい活用できるか。

◎ また、その際の問題点や利点はどんなことがあるのか。

◎ 将来的に地域ぐるみの情報ネットワークを構築するための課題は何か。

などの検証を行う。

《 文科省「学びのイノベーション事業」 》《 文科省「学びのイノベーション事業」 》《 文科省「学びのイノベーション事業」 》《 文科省「学びのイノベーション事業」 》

◎ １人１台の情報端末を活用した生徒への指導方法はどうあればいいのか。

◎ その際、発達段階、教科等に応じた効果や影響はどんなことがあるのか。

◎ デジタル教科書や教材はどんなものがいいのか。

◎ 教員やＩＣＴ支援員の役割は、どうあるべきか。

などの検証を行う。



哲西中学校区の皆さんへ 
                          

○日 時：平成２４年２月１日（水）～２月３日（金）

■      午後 ５，６校時  １３：３０～ 

       ※ ２月２日（木）は１３：１０～  

○場 所：新見市立哲西中学校 各教室 

○受 付：哲西中学校の職員室  



電子黒板・タブレットPCの活用に関する記録用紙

※複数の学級を対象とし、同一授業を複数回実施した場合にも、全ての授業について記録してください。

No 教室名 学年 使用機器
単元・題材名

（または活動場
面）

活用した者 協働教育 生徒の反応
効果的な取組みや

生徒の様子など
困ったこと不安なこと

記
入
例

2年教室 2年

□電子黒板
□タブレットＰ
Ｃ
☑電子黒板
とタブレットＰ
Ｃ

□国語
□社会
☑数学
□理科
□音楽

□美術
□保健体育
□技術・家庭
□外国語
□道徳
□総合的な学
習の時間
□特別活動

図形の合同

☑教師
□生徒
□その他
(　　　　　　　　)

□課題の提示
□動機付け
□教員の説明
□生徒の説明
☑繰り返しによる定
着
□モデルの提示
□生徒同士の教え
合い

□失敗例の提示
□体験の想起
□体験の代行
□比較
□振り返り
□その他(
)

１、２
協働教育に

関係する活動
について、当
てはまる番号
を記入してく
ださい（複数

選択）

□楽しく学習できた
□積極的に授業に参加できた
☑集中して学習に取り組めた
□理解を進めたり、深めたりできた
☑生徒に応じた方法やスピードで
学習できた
□じっくりと考えさせることができた
□スムーズに（すばやく）学ぶこと
ができた
□その他（
）

・普段集中しにくい生徒も
最後まで授業に集中して
いた。
・IWBへの動画の提示が、
生徒の興味関心を引く上
で、有効だった。

・IWBの操作は不安。

1

□電子黒板
□タブレットＰ
Ｃ
□電子黒板
とタブレットＰ
Ｃ

□国語
□社会
□数学
□理科
□音楽

□美術
□保健体育
□技術・家庭
□外国語
□道徳
□総合的な学
習の時間
□特別活動

□教師
□生徒
□その他
(　　　　　　　　)

□課題の提示
□動機付け
□教員の説明
□生徒の説明
□繰り返しによる定
着
□モデルの提示
□生徒同士の教え
合い

□失敗例の提示
□体験の想起
□体験の代行
□比較
□振り返り
□その他(
)

□楽しく学習できた
□積極的に授業に参加できた
□集中して学習に取り組めた
□理解を進めたり、深めたりできた
□生徒に応じた方法やスピードで
学習できた
□じっくりと考えさせることができた
□スムーズに（すばやく）学ぶこと
ができた
□その他（　　　　　　　　　　　　　）

2

□電子黒板
□タブレットＰ
Ｃ
□電子黒板
とタブレットＰ
Ｃ

□国語
□社会
□数学
□理科
□音楽

□美術
□保健体育
□技術・家庭
□外国語
□道徳
□総合的な学
習の時間
□特別活動

□教師
□生徒
□その他
(　　　　　　　　)

□課題の提示
□動機付け
□教員の説明
□生徒の説明
□繰り返しによる定
着
□モデルの提示
□生徒同士の教え
合い

□失敗例の提示
□体験の想起
□体験の代行
□比較
□振り返り
□その他(
)

□楽しく学習できた
□積極的に授業に参加できた
□集中して学習に取り組めた
□理解を進めたり、深めたりできた
□生徒に応じた方法やスピードで
学習できた
□じっくりと考えさせることができた
□スムーズに（すばやく）学ぶこと
ができた
□その他（　　　　　　　　　　　　　）

3

□電子黒板
□タブレットＰ
Ｃ
□電子黒板
とタブレットＰ
Ｃ

□国語
□社会
□数学
□理科
□音楽

□美術
□保健体育
□技術・家庭
□外国語
□道徳
□総合的な学
習の時間
□特別活動

□教師
□生徒
□その他
(　　　　　　　　)

□課題の提示
□動機付け
□教員の説明
□生徒の説明
□繰り返しによる定
着
□モデルの提示
□生徒同士の教え
合い

□失敗例の提示
□体験の想起
□体験の代行
□比較
□振り返り
□その他(
)

□楽しく学習できた
□積極的に授業に参加できた
□集中して学習に取り組めた
□理解を進めたり、深めたりできた
□生徒に応じた方法やスピードで
学習できた
□じっくりと考えさせることができた
□スムーズに（すばやく）学ぶこと
ができた
□その他（　　　　　　　　　　　　　）

→裏面へ続く

※選択式の項目については、該当する箇所に☑をつけてください。

※実証授業に該当するかどうかに関わらず、電子黒板・タブレットPCを活用した全ての授業について記録してください。
※電子黒板・タブレットPCを設置した教室ごとに本用紙1枚を用意して、活用した授業ごとに記入してください。

授業実施者[　　　　   　   　　　　　　　　　　　　]　記録日[　　　   ／　　  　]

活用する目的教科等

協働教育の場面として、授業中に以下の場面がありましたら、その番号を記載してください。（複数選
択）
 
１　相互に教えあう場面があった。
２　数名が一緒に学びあう場面があった。
３　数名で協力したり助け合ったりする場面があった。
４　数名で話し合う場面があった。
５　一人が発表したことについて、学級全体で考える場面があった。
６　同じ問題について、学級全体で話し合う場面があった。
７　ネットワークを使って遠隔地と結んで学ぶ場面があった。
８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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No 教室名 学年 使用機器
単元・題材名

（または活動場
面）

活用した者 協働教育 生徒の反応
効果的な取組みや

生徒の様子など
困ったこと不安なこと

4

□電子黒板
□タブレットＰ
Ｃ
□電子黒板
とタブレットＰ
Ｃ

□国語
□社会
□数学
□理科
□音楽

□美術
□保健体育
□技術・家庭
□外国語
□道徳
□総合的な学
習の時間
□特別活動

□教師
□生徒
□その他
(　　　　　　　　)

□課題の提示
□動機付け
□教員の説明
□生徒の説明
□繰り返しによる定
着
□モデルの提示
□生徒同士の教え
合い

□失敗例の提示
□体験の想起
□体験の代行
□比較
□振り返り
□その他(
)

□楽しく学習できた
□積極的に授業に参加できた
□集中して学習に取り組めた
□理解を進めたり、深めたりできた
□生徒に応じた方法やスピードで
学習できた
□じっくりと考えさせることができた
□スムーズに（すばやく）学ぶこと
ができた
□その他（　　　　　　　　　　　　　）

5

□電子黒板
□タブレットＰ
Ｃ
□電子黒板
とタブレットＰ
Ｃ

□国語
□社会
□数学
□理科
□音楽

□美術
□保健体育
□技術・家庭
□外国語
□道徳
□総合的な学
習の時間
□特別活動

□教師
□生徒
□その他
(　　　　　　　　)

□課題の提示
□動機付け
□教員の説明
□生徒の説明
□繰り返しによる定
着
□モデルの提示
□生徒同士の教え
合い

□失敗例の提示
□体験の想起
□体験の代行
□比較
□振り返り
□その他(
)

□楽しく学習できた
□積極的に授業に参加できた
□集中して学習に取り組めた
□理解を進めたり、深めたりできた
□生徒に応じた方法やスピードで
学習できた
□じっくりと考えさせることができた
□スムーズに（すばやく）学ぶこと
ができた
□その他（　　　　　　　　　　　　　）

6

□電子黒板
□タブレットＰ
Ｃ
□電子黒板
とタブレットＰ
Ｃ

□国語
□社会
□数学
□理科
□音楽

□美術
□保健体育
□技術・家庭
□外国語
□道徳
□総合的な学
習の時間
□特別活動

□教師
□生徒
□その他
(　　　　　　　　)

□課題の提示
□動機付け
□教員の説明
□生徒の説明
□繰り返しによる定
着
□モデルの提示
□生徒同士の教え
合い

□失敗例の提示
□体験の想起
□体験の代行
□比較
□振り返り
□その他(
)

□楽しく学習できた
□積極的に授業に参加できた
□集中して学習に取り組めた
□理解を進めたり、深めたりできた
□生徒に応じた方法やスピードで
学習できた
□じっくりと考えさせることができた
□スムーズに（すばやく）学ぶこと
ができた
□その他（　　　　　　　　　　　　　）

7

□電子黒板
□タブレットＰ
Ｃ
□電子黒板
とタブレットＰ
Ｃ

□国語
□社会
□数学
□理科
□音楽

□美術
□保健体育
□技術・家庭
□外国語
□道徳
□総合的な学
習の時間
□特別活動

□教師
□生徒
□その他
(　　　　　　　　)

□課題の提示
□動機付け
□教員の説明
□生徒の説明
□繰り返しによる定
着
□モデルの提示
□生徒同士の教え
合い

□失敗例の提示
□体験の想起
□体験の代行
□比較
□振り返り
□その他(
)

□楽しく学習できた
□積極的に授業に参加できた
□集中して学習に取り組めた
□理解を進めたり、深めたりできた
□生徒に応じた方法やスピードで
学習できた
□じっくりと考えさせることができた
□スムーズに（すばやく）学ぶこと
ができた
□その他（　　　　　　　　　　　　　）

教科等 活用する目的

メ　モ　～気づいたこと、疑問に思ったこと、感想など何でもよいので自由に書いて
下さい ～



1 

家庭でのインターネットや情報機器の活用状況についてのアンケート（生徒用） 

 

平成 24 年２月 哲西中学校 

１１１１．．．．家庭家庭家庭家庭でのでのでのでのインターネットインターネットインターネットインターネット等等等等のののの利用状況利用状況利用状況利用状況についてについてについてについて    

 

(1)家庭で利用している情報端末の種類を答えてください。（あてはまるもの全てに○） 

①パソコン  ②iPad  ③スマートフォン  ④スマートフォン以外の携帯電話 

⑤据置ゲーム機（Wii、PlayStation2,3 など）のインターネット（ブラウザ）機能 

⑥携帯ゲーム機（ニンテンドーDS、PSP など）や音楽再生機（ウォークマン、iPod な

ど）のインターネット（ブラウザ）機能 

⑦その他（                                ） 

⑧いずれも利用していない 

 

(2)(1)で①～④に○をつけた場合、パソコンや携帯電話の使い道について答えてください。

（あてはまるもの全てに○） 

①メール   ②ホームページの検索・閲覧   ③動画の閲覧   ④ゲーム 

⑤ブログ・プロフ・twitter・SNS（Mobage、mixi、GREE、アメーバピグ、Facebook

など） 

⑥音楽の整理・再生  ⑦音楽、絵、文章などの作成・編集  ⑧通話 

⑨その他（                              ） 

 

(3)(1)で①～④に○をつけた場合、家庭でパソコンや携帯電話（電話としての利用を除きま

す）をどれくらい利用していますか。 

 

 

(4)最後に、学校の iPad でやってみたいことがあれば、教えてください。 

 

(5) （   ）年  氏名（          ） 

ご協力ありがとうございました。 

1（ 月 ・ 週 ・ 日 ）に（   ）時間くらい 
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平成２４年１月１２日

保 護 者 様

新見市立哲西中学校

校 長 名越 礼祥

授業参観及び懇談会について（ご案内）授業参観及び懇談会について（ご案内）授業参観及び懇談会について（ご案内）授業参観及び懇談会について（ご案内）

厳寒の候 平素は学校教育推進につきまして、温かいご理解とご協力をいただき誠にあり

がとうございます。

さて、本年度最後の授業参観及び学年懇談会を次のように実施いたしますので、ご多忙の

折とは存じますが、是非ともご出席くださいますようご案内申し上げます。

記

１ 日 時 平成２４年２月１５日（水） １３：３０～１６：２０

２ 日 程

（１）授業参観（総合的な学習発表会） （１３：３０～１５：００）

全学年 多目的教室（学習棟３階）

（２）全体懇談（１５：０５～１５：２０）

「学びのイノベーション事業」・「フューチャースクール推進事業」の説明

多目的教室

（３）学年懇談(１５：３０～１６：２０）

学 年 １ 年 ２ 年 ３ 年 すみれ

場 所 １年教室 ２年教室 ３年教室 すみれ教室

･ 学習面について

･ 生活面について

･ その他

※駐車場は、北駐車場または自転車置き場上の駐車場をご利用ください。

（中庭への駐車はご遠慮くださいますようお願いいたします。）

※上履きをご持参ください。

※欠席された方の要項や配布物は後日、学校側で配布しますので持ち帰らないようにし

てください。
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1

本ガイドライン（手引書）の位置づけ

　情報化社会の進展に伴い、シンガポール、韓国等をはじめとする海外各国においては、国家プロジェク

トとして教育分野でのICT利活用を推進しています。一方、我が国では、世界最先端のブロードバンド1環境

を整備しているものの、教育分野においてICTの利活用が十分に進んでいません2。

　教育分野においては、ICTの利活用により、授業の双方向性が高まり、児童の主体性、意欲・関心や知識・

理解が高まる特徴があります。特に、ICTを活用した授業は活用しない授業と比較して、学力が向上するこ

とが実証的に示されています3。また、社会の情報化が急速に進展している中で、児童が情報や情報手段を

主体的に活用する能力の育成が重要となっています。平成22年5月に政府の高度情報通信ネットワーク社

会推進戦略本部（本部長：内閣総理大臣）で決定された「新たな情報通信技術戦略」では、重点施策として

「情報通信技術を活用して、ⅰ）子ども同士が教え合い学び合うなど、双方向でわかりやすい授業の実現、

ⅱ）教職員の負担の軽減、ⅲ）児童生徒の情報活用能力の向上が図られるよう、21世紀にふさわしい学校教

育を実現できる環境を整える」こととされ、同年6月に閣議決定された「新成長戦略」では、「子ども同士が

教え合い、学び合う協働教育の実現など、教育現場（中略）における情報通信技術の利活用によるサービ

スの質の改善や利便性の向上を全国民が享受できるようにするため、光などのブロードバンドサービスの

利用を更に進める」ことが盛り込まれました。

　これらの状況を踏まえ、総務省においては、教育分野でのICT利活用を推進することを目指し、主に情報

通信技術面を中心とした課題の抽出・分析を目的として、平成22年度より「フューチャースクール推進事

業」に取り組んでいるところです。

　本書は、「フューチャースクール推進事業」の一環として総務省が実施している『東日本地域における

ICTを利活用した協働教育の推進に関する調査研究』と『西日本地域におけるICTを利活用した協働教育

の推進に関する調査研究』における実証研究（以下、「実証研究」という。）を踏まえて、教育分野における

ICT環境の構築やICTを利活用する際の情報通信技術面に関わるポイントや留意点について、学校・教育

委員会等教育関係者の具体的な取り組みの参考となるようガイドライン（手引書）としてまとめたもので

す。なお、本ガイドライン（手引書）は、平成23年度以降の実証研究結果を踏まえ、内容の充実を含めた所

要の改訂を行っていく予定です。

1 高速・大容量のデータ通信が可能なインターネット接続サービス。接続技術には、ADSLや光ファイバー、CATV等がある。
2 利活用の前提である、コンピューター1台あたりの児童生徒数は、海外各国と比較すると、英国6.6人/台（小学校）、米国3.2人/台（小学校）、シンガポール
2.0人/台（小・中・高校）、韓国5.0人/台（小・中・高校）であるのに対し、我が国は6.4人/台（小・中・高校、中等教育学校及び特別支援学校）となっている。

英国は2009年時点（BECTA,“Harnessing Technology School Survey：2010”,2010）、米国は2008年時点（米国教育省,“Educational Technology in U.S. Public Schools： Fall 
2008”,2010）、シンガポールは2010年時点（Novena Hall,“Introduction to Singapore Education System”,2010）、韓国は2007年時点（Korea Education & Research Information 
Service,“Korea Education and Information Age”,2010）、我が国は2010年時点（文部科学省,“平成21年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果",2010）のデータ。

3 「教育の情報化の推進に資する研究」（文部科学省　平成18年度）

1



4

実証研究における「協働教育」の考え方

　本ガイドライン（手引書）における協働教育とは、学校現場でICTを効果的に利活用し、授業の双方向性

が高まり、児童がお互いに教え合い学び合う形態の教育手法を想定しています。

　各実証校から協働教育プラットフォームに接続する通信ネットワークは、アクセス回線8と基幹回線9から

構成され、東日本地域の実証校では、セキュリティや通信速度に優れたネットワーク10を利用しています。

一方、西日本地域の実証校では、暗号技術を用いてデータの改ざん等を防止11する対策をした上でインター

ネット網を利用しています。

　また、東日本地域、西日本地域のいずれにおいても校内サーバーを設置しています。東日本地域では、

万一の回線不調12により協働教育プラットフォームへの接続が十分にできない場合に備え、校内サーバー

に教育コンテンツを配備しています。西日本地域では、セキュリティ、コンテンツの著作権等の制約を踏ま

えて、協働教育プラットフォーム・校内サーバー・タブレットPCの位置付けを明確にし、校内サーバーにはウイ

ルス対策のパターンファイル13や、児童や教員が作成したコンテンツを配備しています。

　このようなICT環境を実証校に構築する際に東日本地域、西日本地域ともに、通信の安全性を確保した

設計を行っています。東日本地域では、通信の安全性と信頼性を確保するため直接インターネットには接

続せず、協働教育プラットフォームを介してインターネットにアクセスする環境づくりを行っています。西日

本地域では、普及のしやすさを考慮してインターネットを用いる等、各学校のニーズや運用実態に合わせ

た設計を行っています。

 8 通信事業者のネットワークと学校や家庭、企業等を結ぶ通信回線を指す。
 9 通信事業者間を結ぶ大容量の通信回線のこと。
10 実証研究では、基幹回線として、セキュリティや通信速度に優れたIP-VPNと呼ばれるサービスを利用している。
11 実証研究では、IPSec（インターネットで暗号通信を行うための規格の1つ。特定の暗号化手法に依存しない枠組み。）通信を用いて、データの改ざん等を防止している。
12 通信回線の接続が遅い場合や、途中で遮断されること。
13 ウイルス対策ソフトがコンピューターウイルスを検出するために使うファイルのこと。コンピューターウイルスに感染したコンピューターの特徴が記録されている。

1

実証研究におけるICT環境の構成

　実証研究は、次ページのような構成のICT環境を構築して実施されています。

2
●　学校内には、全学級担任及び全児童に1人1台のタブレットPCと全普通教室に1台のインタラクティブ・

ホワイト・ボードが配備されています。
●　学校内には、タブレットPCやインタラクティブ・ホワイト・ボード等のICT機器を接続するための無線LAN

環境による通信ネットワークが整備されています。
●　学校内から通信ネットワークを経由して「クラウド・コンピューティング技術を活用した協働教育プラット

フォーム」に接続し、授業で必要となるアプリケーションや教育コンテンツを活用しています。
● 学校と家庭との連携に向けた取り組みとして、協働教育プラットフォーム上のポータルサイトを活用した

情報交換、タブレットPCの持ち帰りによる家庭学習も行われています。
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1 

ご家庭でのインターネットや情報機器の活用状況についてのアンケート（保護者用） 

 

平成 24 年 2 月 哲西中学校 

 

 

１．ご家庭のインターネット環境等について１．ご家庭のインターネット環境等について１．ご家庭のインターネット環境等について１．ご家庭のインターネット環境等について    

(1)ご家庭では、インターネットを利用していますか。 

①利用している   ②利用していない（→問(4)に進んでください） 

 

(2)ご家庭で加入しているインターネット回線の種類をお答えください。（あてはまるもの全

てに○） 

①ADSL   ②光ファイバー（新見市光シティ）    

③その他（                                 ） 

 

(3)(2)で①、②に○をつけた場合、ご家庭のパソコン等のインターネット接続方法をお答え

ください。（あてはまるもの全てに○） 

①無線 LAN（WiFi）   ②有線 LAN   ③その他（       ） 

 

(4)あなたのご自宅は、ソフトバンクモバイルの SoftBank 携帯の３G サービスの圏内です

か。 

（iPad 持ち帰り時の利用を検討していますので、可能な範囲でお答えください） 

①圏内である   ②圏内ではない   ③わからない 

 

(5)保護者の方がご家庭で利用している情報端末の種類をお答えください。（あてはまるもの

全てに○） 

①パソコン  ②iPad  ③スマートフォン  ④スマートフォン以外の携帯電話 

⑤据置ゲーム機（Wii、PlayStation2,3 など）のインターネット（ブラウザ）機能 

⑥携帯ゲーム機（ニンテンドーDS、PSP など）や音楽再生機（ウォークマン、iPod な

ど）のインターネット（ブラウザ）機能 

⑦その他（                                ） 

⑧いずれも利用していない 

 

 

 

 

このアンケートは、新見市と哲西中学校が進めるフューチャースクール推進事業におい

て、iPad の持ち帰り学習を実施する際のルールづくりや今後の進め方の参考にするため、

ご家庭でのインターネットや情報機器の活用状況について、お伺いするものです。 

成績に関係することは一切ありませんので、ご協力をお願いします。 
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2 

(6)中学校に在籍するお子さんについて、家庭でパソコンや携帯電話を利用するときのルー

ルを設けていますか。 

①利用ルールを設けている ②利用ルールは設けていない 

 

(7)(6)で①に○をつけた場合、ご家庭での利用ルールについて、詳しく教えてください。 

①利用時間・時刻についてのルール 

 

②利用方法・目的についてのルール 

 

③その他のルール 

 

(８) iPad の利用を通じて、お子さんに学んでほしいことや期待することがあれば、自由に

お書きください。 

 (９)今回 iPad の持ち帰り学習を想定していますが、家庭へ持ち帰ることについて疑問や不 

安な点があれば、自由にお書きください。 

 

 

(10)お子さんの名前で、ご記入下さい。 

（    ）年  男子 ・ 女子  （         ） 

（    ）年  男子 ・ 女子  （         ） 

ご協力ありがとうございました。   

 

 

 

 

 



＜＜＜＜3G3G3G3G回線の確認方法＞回線の確認方法＞回線の確認方法＞回線の確認方法＞    

    

＜１＞＜１＞＜１＞＜１＞    

    

自宅に iPadを持ち帰ったら最初に下の図の赤丸部分の表示を確認して下さい。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ））））    

 

上の画像のように「「「「3G3G3G3G」」」」と表示されていれば、

あなたのご自宅は、ソフトバンクモバイルの

SoftBank携帯の３Gサービスの圏内圏内圏内圏内です。 

これで確認は終了ですので、アンケートの１の

（４）「①圏内である」「①圏内である」「①圏内である」「①圏内である」に○をして下さい。 

ありがとうございました。 

 

（Ｂ（Ｂ（Ｂ（Ｂ））））

 

上の画像のように「圏外」「圏外」「圏外」「圏外」と表示されていれば、あ

なたのご自宅は、ソフトバンクモバイルの SoftBank

携帯の３Ｇサービスの圏外圏外圏外圏外です。 

これで確認は終了ですので、アンケートの１の

（４）「②圏内ではない」「②圏内ではない」「②圏内ではない」「②圏内ではない」に○をして下さい。 

ありがとうございました。 

 

（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ））））    

 

上の図のように電波マークが表示されていたら、Wi-Fiに接続できますので、＜２＞＜２＞＜２＞＜２＞以下の手順に従って、

SoftBank 携帯の３Ｇサービスの確認をして下さい。 
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＜２＞＜２＞＜２＞＜２＞    

    

 

哲西中のアイコンを押し，「設定」アイコン（②）が表

示されるので押して下さい。 

＜３＞＜３＞＜３＞＜３＞    

    

    

左側の設定らんにある「Wi-Fi」（③）を選び、「オン」

（④）のボタンを押したまま左にスライドさせ、「オフ」

にして、＜１＞の     部分を確認して下さい。 

  

＜４＜４＜４＜４＞＞＞＞    

    

    

Wi-Fiのマーク（⑤）が消えていればWi-Fiが切断されているので、この手順書の＜１＞へ戻り（Ａ）または（Ｂ）

のどちらになったかをアンケート１の（４）に回答下さい。 

 

確認したあとは「オフ」にしたときの手順とは逆の手順でWi-Fiを「オン」にして利用して下さい。 

＊手順＜３＞についてはボタンを押しながら、右へスライドして下さい。 

 

※ その他の設定は、さわらないで下さい。校内の「協働学習支援システム」に不具合が生じるおそれが 

あります。 

②②②② 
 

③③③③  
④④④④    

⑤⑤⑤⑤    
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本時の道徳授業を行うにあたって 


1  資料等の取り扱いについて 
   絵本資料【葉っぱのフレディ いのちの旅】は、購入したものを全生徒に配布した。(保護者負担) 
   朗読ビデオは本校で作成した。(協力 : 株式会社 吉備ケーブルテレビ 新見支局) 
2  事前学習について 
   朝読書の時間を利用して、生徒は資料に一通り目を通しており、内容の概略は把握している。 
3  美術科との関わり 
   美術教師の協力を得て、生徒全員に、「葉っぱのフレディ」をイメージした、オリジナルのイラ
スト画を作成させた。作成にあたっては、タブレットPC(iPad)に入っているアプリケーション
(SketchBook Express)を使用しており、作成した葉っぱの画像は各自で保存させている。 
   本授業では、タブレットPC(iPad)上で、白紙のメッセージカードに葉っぱの画像を貼り付け、
自分の思いなどを記入させる予定である。 
4  共有システムについて 
⑴  共有ノートアプリケーション(Evernote)      ・・・本時前半で使用
   クラウド上で管理される学年専用のノードブックに、タブレットPC(iPad)から自由に各自の
ノートをアップロードして、ほほ時間差なしで、すべてのタブレットPC(iPad)と電子黒板から
閲覧可能である。生徒は即座に他の生徒のノート内容が把握できるため、自分の意見と他の意
見を比較することが容易である。画像や音声も取り扱えるが、本校では、主に文字データを中
心に利用している。 


⑵  共有ファイルアプリケーション(Dropbox)      ・・・本時後半で使用
   クラウド上で管理される学年専用のフォルダに、画像データやPDFデータを保存し、タブレッ
トPC(iPad)や電子黒板から自由にアップロード・ダウンロードが可能である。 
   本校では、PDF化したワークシートをDropbox経由で生徒に配信し、PDF注釈アプリケーショ
ン(neu.Annotate)を用いて必要事項を書き込ませている。その後アップロードすれば、すべて
の生徒から閲覧が可能となる。主に、手書き文字や図形、イラストを扱う場面で利用している。

⑶  データの保存、印刷等について 
   生徒が作成したすべての文字データ・画像データは、クラウド上で管理され、電子黒板や教
師用パソコンからの取り扱いが可能である。 
   専用のネットワークプリンタから紙への出力が可能で、必要に応じて生徒に配布している。 

5  使用したアプリケーション 
○ Evernote (エバーノート)                                              開発  Evernote Corp. 
○ Dropbox (ドロップボックス)                                        開発  Dropbox Inc. 
○ neu.Annotate (ノイ アノテイト)                                    開発  neu.Pen LLC 
○ Sketchbook Express (スケッチブックエクスプレス)          開発  Autodesk Inc. 

joho036
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     葉っぱのフレディ いのちの旅     あらすじ

前段


中段    【朗読ビデオA】


後段    【朗読ビデオB】


『葉っぱのフレディ   いのちの旅  』童話屋    より一部抜粋

   雪の朝、フレディは迎えにきた風にのって枝をはなれました。地面に降りたフレ
ディは、初めて木の全体の姿を見て、「"いのち"というのは 永遠に生きているのだ」
ということを知ります。 
   雪の上で心地よい眠りに入ったフレディは、やがて春がきて、水にまじり土に溶
け込んで、木を育てる力になっていきます。 
  「大自然の設計図は、寸分の狂いもなく"いのち"を変化させつづけているのです。」
ということばを最後に、フレディは生まれたところに帰ったのでした。

  春、大きな木の太い枝に生まれた葉っぱのフレディは、たくさんの仲間と一緒にす
くすくと育ち、夏にはりっぱな体に成長しました。フレディは、同じ木に生まれな
がらひとつとして同じ葉っぱがないことに気づき、友達のダニエルからは、丈夫な
根っこのおかげで木が倒れないことや、周りの自然が規則正しく巡っていることな
どを教わりました。夏の強い日差しをさえぎることで涼しい木陰をつくり、やって
くる人間の役に立つことも知り、葉っぱとしての仕事があることを自覚しました。
秋になると葉っぱたちは一斉に紅葉し、人間の目を楽しませてくれました。 
   しかし季節は過ぎ、冷たい風と共に、みんな引っこしをするときがやってきたの
です。ダニエルはフレディに「ぼくたちはひとり残らずここからいなくなるんだ」と
告げました。

   フレディは悲しくなりました。引っこしを嫌がるフレディに、ダニエルは「ぼく
たちは葉っぱに生まれて葉っぱの仕事を全部やった。だから引っこすのだよ。」と
告げますが、怖がるフレディには納得いきません。「死ぬ」ということに気づいた
フレディに、ダニエルは「変化しないものはひとつもないんだ。変化することは自
然なことなんだ。死ぬというのも変わることのひとつなのだよ。」とさとします。 
 「ぼくは生まれてきてよかったのだろうか」とたずねるフレディに、ダニエルは最
後のことばを残し、枝をはなれていきました。 
   フレディはひとりになりました。



Dropbox iPad

Sketch booxX iPad

IPad

Dropbox

IPad
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第3学年  道徳学習指導案 
平成24年2月28日(火)     14:00～15:00 
新見市立哲西中学校  多目的教室(21名) 

指導者    教諭  藤井 幸治 
1  主題名       命とは何か、生きるとは・・・         3ー⑴ 
2  資料名     『葉っぱのフレディ  いのちの旅 』  レオ・バスカーリア作   みらいなな訳    童話屋 
3  主題設定の理由 
⑴  ねらいとする価値 
   生命はかけがえのない大切なものであって、決して軽々しく扱われてはならない。生命を尊ぶことは、か
けがえのない生命をいとおしみ、自らもまた多くの生命によって生かされていることに素直に答えようとす
る心の表れといえる。近年、生徒の生活様式も変化し、自然や人間とのかかわりの希薄さから、生命あるも
のとの接触が少なくなり、生命の尊さについて考える機会を失いつつある。 
   指導に当たっては、人間のみならず、生命あるものはすべて自然界の中で互いに支え合って生き、生かさ
れていること、そして、生命はつながっていることを、自分の生き方と重ねながら考えさせていきたい。 

⑵  ねらいに関わる生徒の実態について 
   中学生の時期は、「死」を意識することはないが、かといって「生」を意識しているわけでもない。毎日
をただ何気なく「過ごしている」感覚が強く、「生きている」ことを実感している生徒は少ないといえる。
特に3年生にとっては現在受験シーズンの真っ只中であり、当面の自分の行く末に不安を抱えながら、残さ
れた時間の中で、自分との葛藤をしている状態である。 
   このようなときだからこそ、生徒には、生きることや人生についてじっくりと考えさせる機会を与え、命
の尊さと自己の生き方を改めて見つめさせたい。さらには、大自然の設計図にもとづいた「命」の変化につ
いて、絵本である資料を通して、童心に帰った純粋な気持ちでとらえさせ、過去・現在・未来へと続く自分
自身の生き方についても、夢や希望をもたせながら考えさせたい。 

⑶  資料について 
   本資料は、アメリカの哲学者レオ・バスカーリア氏が執筆した、生涯で唯一の「命」を語る絵本である。 
   春に生まれた葉っぱのフレディは、多くの仲間と一緒に、葉っぱとしての役割を果たしながらすくすくと
成長した。同じ木に生まれながら一つとして同じ色や大きさの葉っぱがないことに気づき、夏には人間のた
めに涼しい木陰をつくったり、秋には鮮やかな色で人間の目を楽しませたりすることなど、葉っぱとしての
役割がきちんとあることを親友のダニエルから教わった。秋の終わりに葉っぱとしての短い生涯を終えると
き、仲間たちが次々と引越しをしていく中、フレディは自分のあまりに短い「生」を見つめ、ダニエルとの
やり取りを通して、生きることにどんな意味があるのか、死とは何かなど、深く見つめることとなる。迎え
にきた風に乗って枝をはなれたフレディは、初めて木全体の姿を見て、ダニエルから聞いた「"いのち"とい
うのは永遠に生きているのだ」という言葉を思い出す。ふわふわの雪の上で心地よい眠りに入ったフレディ
は、やがて春がきて水に混ざり土に溶け込んで木を育てる原動力になっていく。 

4  総務省『フューチャースクール推進事業』・文部科学省『学びのイノベーション事業』との 
    関わりについて 
   本年度導入された校内ネットワーク環境の中で、タブレットPC(iPad)と電子黒板を用いた教育支援システ
ムの構築が開始されて約2ヶ月が経過した。生徒個人がタブレットPC(iPad)で、いつでもどこでも調べ学習
やドリル学習ができるのはもちろんのこと、授業の中での双方向学習が可能になったことが、これまで私た
ちが経験してきた授業形態を大きく変えることになった。 
   本授業では、大きく2つのポイントをアピールしたい。1つ目は、電子黒板そのものの教育的効果である。
2つ目は、双方向機能を利用して生徒の意見をタブレットPC(iPad)と電子黒板で即座に共有し、他者と自分
の意見を比較しながらの発言が可能になった点である。共有フォルダ上に保存したデータは紙媒体にも出力
でき、スムーズな授業展開を可能にした。 



本時案

本時のねらい
○命とはかけがえのない偉大なものであるという畏敬の念を育てる。 
○自然界の神秘的な命の変化を通して、自己の生き方を見つめる。

学習活動 主な発問と予想される反応 指導上の留意点

導
入

1  写真を見て、フレディの生い立 
  ちについて考える。

○この写真から読み取れるキーワード 
  は何ですか。 
・落ち葉     ・葉っぱ 
・冬   ・雪 
・ひとりぼっち     ・さみしい 
・きれい    ・自然

・全員に写真を配布する。
・フレディのイラストを 
   黒板に貼りイメージを 
   つくる。 

展
開

2  朗読ビデオAを見る。 
3  自分を登場人物に置きかえて 
  心情について考える。 
   
①文章化 
②共有 
③意見発表 
4  朗読ビデオBを見る。 
5  自分の思いをメッセージにする。
①メッセージカード作成 
②共有 
③意見発表 


○「ねえダニエル ぼくは生まれてき
    てよかったのだろうか」という問
    いにあなたならどう答えますか?
・生きる時間より生き方が大事 
・どんな命でも尊い 
・できればもっと生きていきたい 
・死を目前にして何とも言えない
○「大自然の設計図は寸分の狂いも
   なく"いのち"を変化させ続けてい
  るのです」をふまえて、あなたは
  どんな思いを持ち、どんな生き方
  をしていきたいですか?
・変化を受け入れることが大事 
・命の大切さや尊さ 
・神秘さ・みんなの役に立つ生き方 
・自分に納得のいく生き方 

・揺れ動くフレディの 
   気持ちに注目させる。 

・タブレットPC(iPad) 
・電子黒板 
・共有ノートアプリ 
       (Evernote) 
・自分の意見と他の人の 
  意見を比較しながら発 
  表させる。 
・運命に身を任せた後の 
  フレディの状況につい 
  て注目させる。 
・タブレットPC(iPad) 
・電子黒板 
・共有ファイルアプリ     
         (Dropbox) 
・PDF注釈アプリ 
   (neu.Annotate) 
・自分の思いを総合的に 
  イメージ化させる。 

終
末

6 気持ちを一つにまとめる。 
①メッセージカードをプリンタ 
   から出力する。 
②黒板に掲示する。 
③授業を振り返る。 

・黒板には木の幹だけ描 
  いておく。 
・各自で好きな場所に掲 
  示させる。 
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