ＩＣＴ教育モデル校活動通信
11 月 13 日

Vol.１

春日井市立高森台中学校第２回校内研究会

春日井市立高森台中学校では「かすがいスタンダード」を基礎にして、学習規律の徹底とＩ
ＣＴの効果的活用を意識した授業作りを市内で行ってきた。その取り組みを生かしながら、
わかりやすい授業づくりのための工夫として「学習目標の設定と学習のまとめ」や「集中させ
る・しっかり教える・つなげて考えさせる場面の設定や活動」を考えて授業実践を行ってい
る。今回一人一台タブレット端末を利用した授業を参観した。

○ 生徒は一人一台タブレット端末（Chromebook）を利用して授業を行っている。
○ Classroom を利用し、教師や生徒が日常的にオンライン上でコミュニケーションを取っ
ている。
○ 共同編集が可能なスプレッドシート（表計算アプリ）などを利用し、互いの意見をリア
ルタイムで共有しながら、効率的に授業に取り組んでいる。

１年理科

２年社会
２年社会
TPC を利用している写
真があれば

考察したことをスプレッドシートに書き

積極的に意見交換しながら各自が配付

込んでいる。

された課題を主体的に取り組んでいる。

３年社会

教材提示装置を利用している様子

リアルタイムで友達が書き込んでいる

各教室に実物投影機、超短焦点プロジ

様子を共有している。

ェクターとスクリーンを設置し、日常
的に利用している。
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11 月 20 日

Vol.２

瀬戸市遠隔教育フォーラム

瀬戸市では、教員の指導や児童生徒の学習の幅を広げること、また児童生徒の学習機
会の確保を図る観点から、２０１８年度から学校教育において遠隔教育システムを活用
してきた。同市の遠隔教育システムの効果的な活用についての取組を広めるとともに、
今後の学校教育における遠隔教育システム活用の充実を図ることを目的として、本フォ
ーラムは開催された。
フォーラムでの授業の様子１

フォーラムでの授業の様子２

原山小学校

新設校にじの丘小学校で、遠隔教育シス

日本語指導の十分なノウハウのある

テムを使った日本語指導が行われた。

原山小学校の先生と協力しながら、
遠隔で授業を行っている。

＜活用のポイント＞
○ 電源をつけてすぐに授業ができるような機器設計をしている。
○ 授業準備や機器の操作が楽にできるようにしている。
○ 遠隔の授業が必要な地区や学校に参考になるだけでなく、価値観を共有する学校同
士で協力して授業を作る際にもよいモデルになる。
別日の授業の様子

にじの丘小学校では、日本語教室の授

瀬戸市内には、プロジェクターで遠

業を月に 1 回程度、遠隔教育システム

隔教育システムを使用している学校

を使って実施している。

もある。
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11 月 25 日

Vol.３

春日井市立藤山台小学校オンライン研究発表会

春日井市では、
「かすがいスタンダード」を基礎にして、学習規律の徹底とＩＣＴの効果的
活用を意識した授業作りを市内で行っている。春日井市立藤山台小学校では、
【見方・考え方
を育み、働かせる授業展開の工夫-くり返しによる学びの積み上げをめざして-】の研究主題
のもと、様々な教科で言語活動を継続的に行うと共に、見方・考え方の育成を図り、
「比べる」
「つなげる」
「整理する」の３つを「基礎となる見方・考え方」として授業に取り組んでいる。
６年生にタブレット端末（Chromebook）を先行して割り当て、Google Workspace（G Suite for
Education）の Classroom を中心に利用している。
＜Classroom の便利な点＞
○ 課題の配布・提出・評価が素早くできる。
○ 授業教材を簡単に共有できる。
○ アプリを組み合わせて同期型のコミュニケーションがとれる。

Jamboard アプリで、色別の付箋に書き
込み、貼り付けるなどの共同編集を通し
て、他の意見を参考にしながら自分の考
えを深めている。

積極的に意見交換している。協働し
て作業を進めることで、各自が主体
的に取り組んでいる。

リアルタイムで友達が書き込んでい

各教室に実物投影機、超短焦点プロジ

る様子を見ることもできる。

ェクターと移動式スクリーンを設置
している。
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10 月 22 日・23 日

Vol.４

蒲郡市立西浦中学校オンラインキャリア教育

蒲郡市立西浦中学校の２年生は、毎年６月に地元の企業や官公庁などで職場体験学習を行
ってきたが、本年度は新型コロナウイルスの影響で中止せざるを得ない状況となった。西浦
中学校において、職場体験学習に替わるキャリア教育を模索していたところ、蒲郡市役所か
ら一般財団法人日本財団ボランティアサポートセンターに出向している職員の仲介で、 「オ
ンラインキャリア教育」を実施できることとなった。
「オンラインキャリア教育」とは、教室
にいながらリモートで、東京の様々な職業の方々からお話をうかがう授業である。
以下に示す企業の職員に、授業の講師を務めていただいた。
＜講師＞
（１）株式会社ＪＴＢ 広報チームマネジャー
（２）株式会社アナライズログ Manager/Global Partnerships
（３）トヨタ自動車株式会社 オリンピック・パラリンピック部課長
（４）日本電気株式会社 東京オリンピック・パラリンピック推進本部 グループ主任
＜授業形式＞
○ 西浦中学校２年生（全３１名）の教室と東京の各企業をウェブ会議システムＺｏｏｍで
つないで、それぞれ５０分の授業を行った。
＜講師による講話の内容＞
○ 自社の紹介と働くことに対する講師（企業）の考え
○ 講師が中学生の時に考えていた自分の将来と職業
等

株式会社ＪＴＢ

株式会社アナライズログ

講師の方とのやり取りを通して「会社で
“働く”ということ」や「大人に求められ
るチカラ」等について学んだ。

アナライズログは、Youtuber 等のエー
ジェント事業を展開する会社。ワークシ
ョップで、シナリオづくりに挑戦した。

トヨタ自動車株式会社

日本電気株式会社（ＮＥＣ）

講師からの「東京に住んでいて、仕事し
てる人ってどんなイメージ？」という質問
に対して、グループで話し合った。

『３人のレンガ職人』の話から、
「何の職
業になりたいか」よりも「何をやりたいか」
と考えることが大切であると学んだ。
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Vol.５

コミュニケーションロボット「Kebbi(ケビー)」を用いた
プログラミング教育の授業実践に向けて【長久手市立北中学校】
長久手市では、コミュニケーションロボット「Kebbi Air」
（以下「Kebbi（ケビー）」）を用い
たプログラミング教育の授業実践を始めようとしている。
＜Kebbi とは？＞
○ 人工知能を搭載したコミュニケーションロボット。英語教育、
チャット、コミュニケーション等の機能を、顔と一体化したディ
スプレイ、駆動によるボディランゲージにより行う。
○ 500 人の名前と顔を記録でき、200 台同時管理が可能。Google
Blockly（グーグル・ブロックリー）を使ったプログラミング実
験室が体験でき、サーマルカメラによる表面温度チェックソリュ

【コミュニ ケー ション

ーションもある。

ロボット「Kebbi

Air」】

実践前、Kebbi を動作させるための通信接続に
課題が生じたため、長久手市立北中学校におい
て、Kebbi 協力事業者のシンフォニア・プロパテ
ィ－マネジメント株式会社の職員と長久手市の
通信委託業者に来校していただき、原因の解消に
向けての支援を受けた。
【事業者による通信接続の確認及び調整】

タブレットを用いてプログラム通
り Kebbi が動きました。

Kebbi を授業でどのように活用でき
るかを検討しています。

通信接続の課題が解消されたため、タブレット端末から Kebbi への通信接続が可能となり、
作成したプログラム通りに Kebbi を動作させることができたので、今後は、更に検討を重ね
て、授業でどのように活用していくかの研究を進めていきたいと考えている。

愛知県教育委員会
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「ロイロノート」を用いた授業の実践

Vol.６
【大府市立神田小学校】

大府市立神田小学校では、
「ＩＣＴを活用し、対話を通して考えを深める神田っ子

～

深い学びを引き出す提示や発問の工夫～」という研究テーマのもと、学習支援ソフト「ロ
イロノート」を用いた授業実践に取り組んでいる。ロイロノートの概要は次の通り。
○ スマホやタブレット用の授業支援ソフトで、教材の一斉配布はもちろん、全員の回
答を表示したり、添削して一人一人に返却したりするなど双方向で授業を進めること
ができる。
○ 写真やカードなどの情報を、並び換えて添付することで、プレゼンテーション資料
を作ることができる。また、クラス全員の考え方を共有することや、作ったものを蓄
積してポートフォリオにすることもできる。

６年理科「土地のつくり」の主な学習活動と指導上の留意点は次の通り
学

習 活 動

１ 本時の学習課題について考える
「神田小学校の地下の様子を知ろう」
２ 地層の種類を考える
(1)神田小のボーリング試料の写真を観察
し、地下の様子を考える。
①個人で考える。
（※写真１）

指

導 上 の 留 意 点

○端末(iPad)を机上に準備し、ロイロノー
トを開かせておく。

○ボーリング試料(４種類)の標本を見せた
後、写真(４枚)を各自の端末に送付する。
○送付された４枚の写真を個人ノートに貼
り付けた後、それぞれ何が含まれている
か、自分の考えを記入させる。
②グループで意見交換する。
○各自の個人シートをグループの仲間に転
送させ、互いのシートを確認させる。
③クラス全体で意見交流する。
（※写真２） ○電子黒板に個人シートを転送し、数人の
児童に全体の場で発表させる。
(2)意見をまとめる。
○ボーリング試料の正体を教え、地下には
３ 本時のまとめをする。
粒の大きさの違う土や色の違いで層がで
きていることを説明する。

【※写真１】個人ノートに４枚の写真を
貼り付けて、自分の考えを記入する。

【※写真２】電子黒板に個人ノートを転
送して、全体の場で意見交換する。
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Vol.７

コミュニケーションロボット「Kebbi(ケビー)」を用いた
プログラミング教育の授業実践に向けて 【大府市立大府小学校】
大府市では、ＩＣＴ教育モデル校となった、大府小学校、共長小学校、共和西小学校で、
コミュニケーションロボット「Kebbi Air」
（以下「Kebbi（ケビー）」）を用いたプログラ
ミング教育の授業実践を始めようとしている。大府小学校において、協力事業者を招いて
の説明会を開催したので、その様子を報告する。

＜説明会の様子＞
Kebbi についての概要や Kebbi を活用した授業の
流れについて、事業者から説明を受けた後、先生方
がプログラムを作成した。プログラム通りに Kebbi
を動かすことができた教員は、笑顔を浮かべて、
Kebbi の動きを見つめるとともに、わからない点な
どお互いにアドバイスする姿が見られた。
【事業者の説明を真剣に聞く様子】

また、実践を始めるにあたっての不安や悩み等に
ついて、協力事業者へ相談する時間を設けたとこ
ろ、たくさんの質問が出された。参加者の真剣な表
情から、子供たちのためにより良い授業を考えよう
とする姿勢が伝わってきた。
＜協力事業者＞
シンフォニア・プロパティーマネジメント株式会社、
NUWA ロボティクス JAPAN 株式会社、
近藤産興株式会社

プログラム作成に取り組んでいます。

【プログラムを作成するソフト】

不安な点や悩みを質問しました。
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Vol.８

コミュニケーションロボット「Kebbi(ケビー)」を用いた
プログラミング教育の授業実践①【大府市立大府小学校】
「ＩＣＴ教育モデル校活動通信 Vol.7」で、コミュニケーションロボット「Kebbi Air」
（以下「Kebbi」
）を用いたプログラミング教育の授業実践に向けた大府市の取組の様子を
伝えましたが、この度、授業実践が行われたので大府小学校の様子を報告する。
３年生（３時間完了）
（１） Kebbi を接続、動作確認
（２） プログラミング実験室のミッションカード
のプログラムを作成
・ 宇宙旅行士の生活を体験する
（３） 社会科のプログラムを作成
・ 地図記号のカードを用いて、Kebbi を目的
地まで動かすプログラムを作成
〈授業を参観して〉

【1 人 1 台パソコンでの取組】

・ プログラム作成に必要な言葉などを事前に学
習していた。
・ コンピュータ室で 1 人 1 台のパソコンや大型
ディスプレイを活用し、わかりやすい説明で作
業内容を確認していた。
・ グループ学習では、個々が役割をもち、課題
に取り組んだ。
・ 主体的に話し合い、協力する姿も見られ、心
から授業を楽しんでいる様子が伺えた。

【大型ディスプレイを使った説明】

〈プログラミング実験室とは？〉NUWA が Google Blockly（グーグルブロックリー）をベースと
して開発したビジュアルプログラミングツール。Kebbi のサーボモーターと各種センサーを制
御するブロックを組合せることで、動きやインタラクションを作成することができる。

【グループで課題に挑戦】

【目的地まで移動する Kebbi】
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ＩＣＴ教育モデル校活動通信

Vol.９

コミュニケーションロボット「Kebbi(ケビー)」を用いた
プログラミング教育の授業実践②【大府市立共長小学校】
「ＩＣＴ教育モデル校活動通信 Vol.7」で、コミュニケーションロボット「Kebbi Air」
（以下「Kebbi」
）を用いたプログラミング教育の授業実践に向けた大府市の取組の様子を
伝えましたが、この度、授業実践が行われたので共長小学校の様子を報告する。

５年生（２時間完了）
（４） Kebbi を接続、動作確認
（５） プログラミング実験室のミッションカ
ードのプログラムを作成
・

宇宙旅行士の生活を体験する。

（６） オリジナル課題のプログラムを作成
・

Kebbi をプログラムどおりに動かし、
ゴールを目指す。

【一斉に設定を行い Kebbi を接続】

〈授業を参観して〉
・

スクラッチを利用したプログラミング

経験があり、スムーズにプログラムの作成
ができた。
・ １人１台の端末を使いながら、積極的に
話し合い、教え合う様子が見られた。
・ グループ学習では、協力して取り組むこ
とができ、
仲間と課題を解決したときの楽
しさを味わっていた。

【対話をしながらプログラムの作成】

【１人１台端末を使って教え合い】

【協力してゴールを目指せ】
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Vol.10

コミュニケーションロボット「Kebbi(ケビー)」を用いた
プログラミング教育の授業実践③【長久手市立北小学校】
「ＩＣＴ教育モデル校活動通信 Vol.7」で、コミュニケーションロボット「Kebbi Air」
（以下「Kebbi」
）を用いたプログラミング教育の授業実践に向けた大府市の取組の様子を伝
えましたが、この度、授業実践が行われたので長久手市立北小学校の様子を報告する。

４年生（２時間完了）
<授業を参観して>
・ 事業者がゲストティーチャーとなり、目標を
「Kebbi と仲良くして家族になる」として授業
を行っていた。
・ 出会いのあいさつでは、ダンスをする Kebbi
に子供たちが一斉に注目した。一人一人の顔と
名前を認識し握手をするなどのふれあいを通
して、子供たちと Kebbi との距離は一気に縮ま
った。

【顔と名前を覚えて楽しくあいさつ】

・ プログラムの作成では、1 人 1 台のパソコン
で基本操作やシミュレーションをした後、グル
ープで作成したプログラムどおりに Kebbi が
動くかを確認した。
・

ミッションカードのプログラムをグループ
で考える場面では生き生きと活動する子供た
ちの姿が見られた。ミッションを達成した瞬間
は、大きな歓声がわき上がった。
【1 人 1 台のパソコンでプログラム作成】

【大型ディスプレイでプログラムを確認】

【グループでミッションに挑戦】

愛知県教育委員会

ＩＣＴ教育モデル校活動通信

Vol.11

スタディサプリを活用した日本語初期適応指導
【蒲郡市教育委員会】
蒲郡市には、日本語初期適応指導教室(きぼう教室)がある。その教室に通う外国人児
童生徒や各校に在籍する外国人児童生徒がＩＣＴ機器を活用し、日本語の学習や学校生
活について学ぶことができるよう、スタディサプリ(学習支援ソフト)を活用した蒲郡市
教育委員会の取組を報告する。
〇児童生徒は一人一台タブレット端末を利用して授業を行っている。
〇きぼう教室での日本語学習と同じ内容の学習を在籍校でも行っている。
〇日本語の発音や、発声する時の口の形など、講義動画を見せて、真似させている。
〇1 時間の日本語指導の導入として、７分程度の講義動画を見る時間を設定している。
【発音練習で】

【講義動画を見ながら手拍子を打ち、日
本語の拍を感じながら長音（おばあさん）
の発音練習をしている】

【導入で】

【助詞「を」
「は」の使い方を学習する際、
導入として講義動画を視聴している】

【在籍校で】

【担任が】

【在籍校で、きぼう教室と同じ講義動画

【日本語指導担当ではない教師（担任な
ど）が、講義動画を見せながら、日常会
話を教えている】

を見ながら、発音の練習をしている】

愛知県教育委員会では、本年度、日本語初期指導の動画を作成して、県内市町村教育委
員会へＤＶＤを配付するとともに、県立学校が導入したリクルート社のスタディサプリ上
でも視聴できるようにした。

愛知県教育委員会
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Vol.12

オンライン授業や活動、家庭へのタブレット端末の持ち帰りを
取り入れたＩＣＴ教育【豊根村立豊根中学校】
「使うな・触るな」から「こうして使おう」へ一歩踏み込んだ情報モラル教育を進め、
「主体
的・対話的で深い学び」の実現にＩＣＴ教育で迫るオンライン授業と非同期型オンライン教育
の実践研究を行っている豊根村立豊根中学校の取組を報告する。

〈オンライン授業〉
・５月後半、オンライン授業を開始
・１日あたり１・２年生は１コマ、
３年生は２コマの授業
・朝夕はオンラインで ST（短活）
・授業を録画し YouTube で限定公開
・現在は全家庭に Wi-Fi 環境
・３クラス同時にオンライン授業が
できる配信機器の整備を完了

【全学年でオンライン授業の実施】

〈オンラインを使った活動〉
・全校朝礼や全校集会
・職業講話
・情報モラル教室
・文化祭をオンラインによるライブ配信
（YouTube で保護者限定）
・生徒が機器を操作して番組制作

【保護者限定でライブ配信した文化祭】

〈自宅に持ち帰って学習に利用〉
・Google for Education を導入
・各教科の連絡や課題の提出 Classroom
・一人ずつ Google アカウント発行
・G-mail の活用（先生へ自宅から質問）
・オンライン学習教材「eboard」導入
・利用にあたってのルールを明確化
・情報モラルの充実

【Google Classroom の活用】

【豊根中ホームページには情報が満載】
今回は取組の一部を紹介した。豊根中学校のホームページには、学校ブログの下の「キャ
ビネット」で、参考になるＩＣＴ教育資料が数多く掲載されている。

愛知県教育委員会
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Vol.13
「SKYMENU Cloud」、「Microsoft Teams」、
「Microsoft Forms」を
活用した実践研究【安城市立東山中学校】
「SKYMENU Cloud」
、
「Microsoft Teams」
、
「Microsoft Forms」を使い、学習の補助ツール
や、家庭や生徒・教職員とつながるツールとしてタブレット端末の効果的な活用の仕方につ
いて実践研究を進めている安城市立東山中学校の取組を報告する。

〈学習の補助ツールとして〉学習支援アプリ「SKYMENU Cloud」
授業のどの学習場面でタブレット端末が効果的に活用できそうかまとめた。
〈
「SKYMENU Cloud」機能と活用する学習場面〉 ◎よく使う ○時々使う △たまに使う
機能
画面
一覧

学習場面※
個に応じた学習

カメラ

教師による教材の提示、表現・製作
発表や話し合い、協働での意見整理

発表
ノート

個に応じた学習、調査活動
思考を深める学習、表現・製作
発表や話し合い､協働での意見整理
協働製作

シンプル
プレゼン
ポジショ
ニング
電子
連絡板

調査活動、表現・製作
個に応じた学習、思考を深める学習
発表や話し合い
生活情報の共有

教師の視点

生徒の視点

活用

生徒の学習状況を把
握する
資料や作品、ノート、
生徒の学習の様子等
を撮影する

友達の学習の状況を確認
する

○

静止画・動画による学習
の記録をする

◎

資料の添付や、文字を 配付されたワークシート
書く
に書き込む

◎

スピーチするときに、情
資料の添付や、文字を
報を絞ってキーワードや
書く
図をスライドに表す
選択肢を提示し、分布 自分の立場や理由を明ら
を把握する
かにする
生徒に連絡をする
連絡を確認する
（緊急性のあるもの） （緊急性のあるもの）

◎
◎
△

※「教育の情報化に関する手引き」第４章：学校におけるＩＣＴを活用した学習場面 参照

〈家庭や生徒・教職員とつながるツールとして〉
（１）Microsoft Teams の活用
① 学級や部活動ごとの連絡 文字情報やファイル送信
② ビデオ会議を活用したＳＴ（ミーティングの実施）
③ 教職員間で打ち合わせ（他校の教職員とも可能）
（２）Microsoft Forms の活用
① 生徒の自己評価やアンケート調査
② 保護者へのアンケート調査

【タブレットを活用した学習】

〈導入後の活用計画〉
事前指導
・必ず！
・繰り返し！
ＳＴＥＰ１
【とりあえず触る】
ＳＴＥＰ２
【授業する①】
ＳＴＥＰ３
【授業する②】
ＳＴＥＰ４
【主体的・対話
的で深い学び】
を意識する

◎ネット上の基本的なモラル、マナーについてわかる。
◎Ｗｅｂ会議システム等に自分でログインすることができる。
◎ＳＫＹＭＥＮＵ、ビデオ会議システムの基本的な操作ができる。
◎ＳＫＹＭＥＮＵを使った授業に参加できる。
◎Ｗｅｂ会議システムを使った授業に参加し、発表できる。
★教師は、ノートを使う場面、タブレットを使う場面を決めてタブレット端末を活用する。
★教師は「きき合い」を促し、教科目標の達成、
「自分軸」の育成のために効果
的な場面を考えて使う。

愛知県教育委員会
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「Web 協働学習」
「個別最適化学習」
「オンライン学習」の実践
【豊橋市立嵩山小学校、豊橋市立羽田中学校】
豊橋市では、とよはし版ＧＩＧＡスクール構想として、
「Web 協働学習」
「個別最適化学習」
「オ
ンライン学習」を柱にした新たな学習形態による多様な学習活動の充実をすすめている。それに
先立ち、モデル実践を行っている豊橋市立嵩山小学校と豊橋市立羽田中学校の取組を報告する。

〈電子掲示板を用いた Web 協働学習〉
○ 「コラボノート」では、自分の意見を書き込んでいる間にも、他の人の意見がどんどん貼
られていく。そのため、従来の授業での発言・発表の時間が短縮され、すぐに話し合いに移
ることができた。

〈電子ドリルを用いた個別最適化学習〉
○ 「ミライシード」は、自分のペースで進めることができるため、子どもたちは集中して取
り組んでいた。また、自動で採点されるため、すぐに結果がわかり、学習意欲を持続させる
ことができた。
○ 教師用ページを見て、データをもとに学習の進め方について教師がアドバイスをすること
ができ、個別の支援を充実させることができた。

〈動画配信を用いたオンライン学習〉
○ 「スタディサプリ」は、ビデオでの講義とテキストが提供されている。子どもたちは、
興味をもってビデオを視聴していた。ビデオを止めてみたり、わかりにくいところを繰
り返し視聴したりする姿もみられた。
○ 反転学習として、家庭で動画を視聴させた後、対面授業に臨んだ。学習内容を大筋で
把握してからの授業であったので、効率的に授業をすすめることができた。

【電子ドリル「ミライシード」で、書き順

【動画配信「スタディサプリ」で、中学

の練習をしている。教師用ページで「回答

校３年英語の授業動画を見ている。子ど

時間」
「問題数」
「正答率」などをモニター

もたちは、聞き取れなった部分を繰り返

することができ、個別指導に生かすことが

し視聴し、理解を深めた】

できた】

（豊橋市立嵩山小学校）

（豊橋市立羽田中学校）

〈アカウントの支援を受けた事業者〉
・ミライシード･･････株式会社ベネッセコーポレーション
・スタディサプリ････株式会社リクルートマーケティングパートナーズ

愛知県教育委員会

