平成２７年度

近江八幡市教育研究所

調査研究

『ふれて・みて』みんなで学ぶＩＣＴ活用
―タブレット端末活用に関する研究―
Ⅰ．主題設定の理由
文部科学省の「教育の IT 化に向けた環境整備 4 カ年計画（2014 年）
」により、平成２９年度までに、
各校に設置場所を限定しない可動式コンピュータを 40 台整備することが目標として示された。本市に
おいても、今年度より「
『ふれて・みて』みんなで学ぶＩＣＴ活用事業」によって、研究指定校にタブ
レット端末が導入され、タブレット端末を活用した授業改善の取組が各校で始まる。
本市の「生きる力育みプラン（市教育委員会、2015 年）
」では、本市の課題として「論理的な思考力・
判断力・表現力が不十分」であること等をあげており、それらに対する取組の１つとして、ICT 活用に
よる授業改善が位置づけられている。思考力・判断力・表現力の向上については、
「学びのイノベーシ
ョン事業 実証研究報告書」
（文部科学省、2014 年）」において、ＩＣＴ活用による効果があったとい
う結果が示されており、授業改善のアプローチの１つの手法として、ＩＣＴ活用が期待されている。
また、思考力・判断力・表現力を育む方法として、学習指導要領では言語活動の重要性が示されて
いる。グループ学習の場面で、言語活動が充実するようにタブレット端末を活用することによって、
子どもたちの学習活動がより充実し、学習意欲や思考力、判断力、表現力の向上につながると考える。
本研究では、授業でのタブレット端末の有効な活用によって、言語活動を充実させ、思考力・表現
力を向上させるための学習指導のあり方を探り、調査によってＩＣＴ活用の実態や効果を明らかにし
ていきたいと考えた。
Ⅱ．研究の目標
タブレット端末を活用し、言語活動を充実させた指導を通して、興味・関心・意欲、思考力、表現
力の向上につながる授業のあり方を探る。
Ⅲ．研究の仮説
タブレット端末を活用したグループでの話し合い・学び合いの場を設定し、言語活動が充実するよ
うに指導法を工夫することで、子どもの興味・関心・意欲、思考力、表現力を高めることができるで
あろう。
Ⅳ．研究の基本的な考え方
本研究における「言語活動」とは、自分の考えを言葉や図などを使って記述したり説明したりし
て表現する活動や、互いに考えを伝え合いながら自分の考えや集団の考えをまとめたり発展させた
りする活動と考える。このような言語活動の場面を設定し、タブレット端末活用によって活動が充
実するように指導の工夫を行い、子どもの興味・意欲・関心、思考力、表現力の向上を図る。具体
的に以下の実践を行う。
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１．タブレット端末を活用した言語活動の場面の設定
授業の中で、タブレット端末を活用した言語活動の場面を設定する。設定にあたって、従来のタ
ブレット端末がない環境では実現が難しかったが、タブレット端末を活用することで可能になる言
語活動の形態や方法を考える。タブレット端末だけにしかできないことや、タブレット端末を使う
ことで効率化が図れたり、活動がより充実したりすると予想される効果について、指導計画の中で
「ＩＣＴ活用のポイント・効果」として示した。
２．タブレット端末を活用した、言語活動を充実させるための工夫
言語活動を充実させるために、集団での言語活動を活性化させるための工夫と、集団での言語活
動に至るまでの個々の活動を支えるための工夫に区別する。
（１） 言語活動を活性化させるための工夫
ア 考えを顕在化し、まとめるツールとしてのタブレット端末の活用
グループで話し合って考えを整理したりまとめたりする活動において、タブレット端末に
グループで収束させた考えを書き込むことで自分たちの考えを顕在化させることにより、自
分やグループの考えを明確にとらえながら話し合いができると考える。また、タブレット端
末の画面はすぐに電子黒板等に提示することができるので、あらかじめ提示して発表するこ
とを意識しながら書き込むようにさせる。
イ 考えをつなげ、広げるツールとしてのタブレット端末の活用
様々な考えを比較したり、類推して新たな方法を考えたりする活動で、タブレット端末の
共有・提示機能を使って複数の考えを提示したり、他の考えを閲覧したりすることにより、
考えを深められるようにする。
ウ 興味・意欲・関心を喚起する課題提示の工夫
課題提示や資料提示の際、多様なデジタル教材を活用することで、興味・意欲・関心を喚
起させる。また、タブレット端末に書き込んだ考えを提示して交流する際に、あえて言葉の
説明なしにして画面のみを示して、その考え方や意味を読み取って考えさせるなど、課題提
示や課題設定を工夫する。
（２） 言語活動を支えるための工夫
ア つまずきへの支援
予想される個々のつまずきに対し、タブレット端末のカメラ機能を使って視覚的に理解を
補助したり、考えるヒントを提示したりするツールとして活用を想定しておく。
イ アナログ教具との融合
具体物を操作しながら個々でじっくり考えたり、それまでの学習を振り返って考える場面
においては、アナログ的な教具を使う方が有効な場合がある。アナログ教具とＩＣＴ機器の
それぞれの利点を考え、生かせるようにする。
具体的には、手にとって操作できる教具の併用を１つ目にあげる。再現が難しいことを、
デジタル教材で再現することは大変有意義だが、実際に再現したり、手に触って操作したり
できるアナログ的な教具が使えるときは、デジタルとアナログ教具を併用し、考えを深めた
り説明したりする活動で活用できるようにする。アナログ的な教具や具体物をタブレット端
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末のカメラで撮るなどすることで、アナログとデジタルを融合させることも可能であると考
える。
２つ目に、黒板と電子黒板の活用をあげる。デジタルの資料等を複数提示する際、電子黒
板では次々と映る内容が変わる。黒板では、活動の手がかりになるように思考の過程を残せ
るので、電子黒板で映すことと、黒板に残すことを分けて考える。
Ⅴ

研究の進め方
１．研究の方法
（１）ＩＣＴ活用に関する質問紙調査を行い、実態の把握と課題の分析をする。
研究協力校：武佐小学校、桐原東小学校、八幡中学校
（２）授業の指導計画・教材を作成し、実証授業を実施する。
研究協力校：武佐小学校
（３）ＩＣＴ活用に関する質問紙調査を行い、結果分析により、実証授業の検証をする。
研究協力校：武佐小学校
（４）次年度に向けて、研究の成果と課題をまとめる。
２．研究の経過
４月

研究計画の立案、研究テーマの設定

１１月

５月

研究内容、研究方法の検討

指導計画・教材作成、実証授業Ⅳ

６月

実践事例の収集

指導計画・教材作成、実証授業Ⅴ

７月

質問紙作成

８月

質問紙調査（事前）の実施

１月

研究発表準備、研究発表大会で報告

９月

指導計画・教材作成、実証授業Ⅰ

２月

１年次のまとめ

１０月

指導計画・教材作成、実証授業Ⅱ

３月

次年度研究構想

１２月

指導計画・教材作成、実証授業Ⅲ

質問紙調査（事後）の実施・分析

３．実証授業について
実証授業Ⅰ

６年生理科「月の見え方を考えよう」

実証授業Ⅱ

４年生算数「工夫して計算しよう」

実証授業Ⅲ

６年生理科「てこを使った道具」

実証授業Ⅳ

５年生社会「食糧生産」

実証授業Ⅴ

４年生算数「広さを調べよう」

＊指導案を巻末に掲載する（Ⅷ 補足資料）
。
Ⅵ

研究の内容と成果
１．ＩＣＴ活用に関する質問紙調査による実態・課題把握
ＩＣＴ活用に関する質問紙調査を、本市の事業「『ふれて・みて』みんなで学ぶＩＣＴ活用事業」
の研究指定３校に協力を得て、全児童生徒対象に行った。この調査は、今年度末（２月末）にも実
施し、追跡調査を行っていく。ここでは、実証授業に関わる小学校４～６学年の児童を対象とした
調査の結果の一部を示す（図１）
。
４～６学年の３学年とも、学習意欲と知識・理解に関する質問項目に比べ、思考力・判断力、表
現力に関する自己評価が低い傾向がある。特に表現力に関する項目が共通して最も低く、４年生に
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おいては自分の考えを表現することについて否定的な評価をしている児童生徒が約３９％いる。表
現力については、表現方法が広がるタブレット端末の活用によって、表現活動をより充実させるこ
とができ、子どもたちの表現力の向上が期待される。また、児童も「わかりやすく伝えられた」、
「じ
っくりと考えられた」という達成感を実感できるように、評価の声かけを工夫することもポイント
であると考える。
〔選択肢〕 大変そう思う
あまり思わない

４年生

少しそう思う
全く思わない

0

楽しく学習することができたと思いますか。

１

【学習意欲】
学習の内容を理解できていたと思いますか。

２

【知識・理解】
じっくりと考えたり、いろいろな方法を考えた

３

自分の考えや意見をわかりやすく伝えること
ができたと思いますか。
【表現力】
友だちの考え方や意見を知って、自分の考えを深め

５

５年生
100

たり広げたりできたと思いますか。【学び合い】

60

80

６年生
100

0

50

88

92

87

91

90

88

79

りできたと思いますか。
【思考力・判断力】

４

50

84

61

79

69

80

100

77
64
74

図１ ＩＣＴ活用に関する調査（数値は％。調査対象人数は４年生１２９人、５年生９４人、６年生１２３人。）
hy）

２．タブレット端末を活用した言語活動の場面の設定
「ＩＣＴ活用のポイント・効果」を表１のように考え、授業計画を立てた。表１に、活動概要と
タブレット端末の活用方法・ポイント・効果について概要を示す。それぞれの指導略案を巻末に示
す（Ⅷ 補足資料）
。
授業

活動概要とＩＣＴ活用方法

タブレット端末活用のポイント・効果、
（言語活動の充実の観点）

Ⅰ

・予想をタブレット端末に書

・話し合う視点が明確になり、考えの比較提示によって、要素に着目して

き、提示して話し合う。

比較しやすくなる。
（
（１）アイ）

・月がどう見えるかタブレット

・観測者視点の撮影・再生が容易になり、月の位置と観測点から見える月

端末で動画撮影する。

の形の関係を映像でわかりやすくとらえて考えることができる。
（
（２）イ）

・考えをタブレット端末に書

・共有・発表が即座にでき、考えを広げ、深める活動をスムーズに行える。

き、提示して話し合う。

（（２）イ）

Ⅲ

・考えを話し合ってタブレット

・話合いの視点を明確にすることができる。
（
（１）イ）

理科

端末にまとめ、発表資料を作成

・カメラで撮った画像を使って表現をした発表資料を作成できる。（（２）

する。

イ）

・課題によりせまるための補足

・補足資料の提示によって学習への興味・関心を高める。また、課題の具

資料を提示する。

体的なイメージをつかんで考えられる。
（
（２）ア）

・いろいろな考えを２人で交代

・２人で交代で書き込むことで、考えを交流しながら広げることができる。

で書き込む。

（（１）イウ）

理科

Ⅱ
算数

Ⅳ
社会
Ⅴ
算数

表Ⅰ タブレット端末活用のポイント・効果
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３ タブレット端末を活用した、言語活動を充実させるため工夫
（１） 言語活動を活性化させるための工夫
ア 考えを顕在化し、まとめるツールとしてのタブレット端末の活用
実証授業Ⅰの６年生理科「月の見え方を考えよう」の実践では、一人ひとりが立てた予想を、
グループで１つの考えに話し合いながらまとめるという活動をさせた。その際、図２のような
タブレット端末の画面に、月の光る部分を書き込みながら考えをまとめさせた。それにより、
自分たちの考えが視覚的にはっきりし、影の部分の形や大
きさなど、着目する要素の視点を明確にして話し合いがな
された。
実証授業Ⅲでは、６年生理科「てこを使った道具」の実
践を検証した。てこを使った道具の写真を撮り、その画像
の上に支点・力点・作用点を見つけてタブレット端末に書

図２ タブレット端末のワークシート

き込きこませた。さらに、どのようにすれば小さな力で仕
事ができるかの説明も文章で書きこませた（図３）
。子ど
もたちは実際に道具を使いながら書き込んでいく中で、自
分たちの考えを確かめ合ったり、書き込み内容をもう一度
読んで吟味したりする姿が見られた。また、説明の中の文
章表現を検討する活動も活発に行われ、理科の言葉を使っ
たよりよい表現に文章を直す（
「楽に」を「小さな力で」
図３ てこを使った道具での書き込み

に直すなど。
）姿なども見られた。

話し合いながら書き込み、共有することで、自分たちの意見が顕在化され、それをもとに、
確かめたり、繰り返し検討したりして、話し合いが活発になっていた。
タブレット端末を使わなくても、ホワイトボード等でも同様の活動が可能であるが、タブレ
ット端末の利点として、撮った写真を張り付けて書き込むことができ、表現の幅が広がる点や、
複雑な物をスケッチする時間を他の活動の時間にあてることができる点があげられる。
イ 考えをつなげ、広げるツールとしてのタブレット端末の活用
考えを交流する場面におけるタブレット端
末の利点として、複数の画面を同時に提示す
るなど、多様な提示方法ができることや、画
面を即座に電子黒板に提示できる点、他のタ
ブレットの端末の画面が手元のタブレット端
末で閲覧できる点があった。
実証授業Ⅰの６年生理科「月の見え方を考
えよう」の実践では、３～４人のグループで、
一人ひとりが立てた予想をグループで伝え合
った後、協議して１つの予想にまとめた。そ
の後、グループごとの予想を全体に提示し、
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図４ 考えの比較提示

比較させた。授業者のアイディアで、児童が比較しやすいような図４のような方法で提示した。
また、提示した後の話し合いで、
「どこ」が「どのように」違うかを説明する際にも、この提示
方法は考えを比べて説明しやすかった。
実証授業Ⅱの４年生「工夫して考えよう」と実証事業Ⅴの４年生算数「面積の求め方」は、
どちらもタブレット端末に多様な解法を書き込み、交流するという活動だった。違う点は、多
様な考えを書き込む際、実証授業Ⅱは１人１台で考えを書き込んだのに対し、実証授業Ⅴは２
人が１台に交代で書き込んだ。ペアで１台のタブレット端末に考えを交代で書き込ませること
で、相手が書いている間は相手の考えを読み取り、自分が書くときは相手の考えをふまえて新
たな考えを書き込むという「推測する」、
「類推する」といった思考活動が繰り返された。また、
相手に考え方を質問したり、説明したりする姿も見られた。図５は児童の書き込みで、相手の
考えとつなげて少し変えて書き込んだりしながら、様々な解法を出し合っており、リアルタイ
ムに双方向性のやりとりがある活動になっていることがわかる。
相手の考えをふまえて、考え
を広げていっている。

最初の考えにもどって、異なる方法を
試しだしている。
図５ 考えを交代で書き込む

ウ 興味・意欲・関心を喚起する課題提示・設定の工夫
実証授業Ⅳの５年生社会「我が国の食糧生産」では、教科書に掲載されているグラフや図の
他のデータも提示した。国産の食品だけでは多くの食品が食べられなくなるというデータを提
示した際には、驚きとともに、自分の暮らしに大きく関わる問題としてとらえ、真剣にデータ
を読み取り、考えるきっかけとなった。
実証授業Ⅱの４年生算数「面積の求め方」の適用問題では、図５のように式を書き込ませず、
考えを矢印や線のみで表すようにさせた。後で考えを交流させる際、他の児童が説明なしで図
を見て、書き込んだ児童の考えを推測し、式を考えるという課題提示を行った。子どもたちは
自分と違った考え方が提示されると、驚きとともに考え方を読み取ろうとしていた。また、教
師はタブレット端末の一覧表示機能で子どもたち全員の考えを手元で把握しながら瞬時に子ど
もの考えを提示でき、提示順等を工夫しながらテンポ良く考えさせることができた。
（２） 学び合いを支えるための工夫
ア つまずきへの支援
実証授業Ⅰの６年生理科「月の見え方を考えよう」の実践では、月の模型とタブレットを活
用し、実際に、影がどのように見えるかを撮影して提示した。２次元で書かれている月と太陽
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と地球の位置の図を、３次元でとらえて考えるのは難しい。児
童がつまずきやすい「地球からの視点で月を見る。」といった
ことを、タブレット端末を使って、わかりやすくとらえること
ができたと考えられる。児童はタブレット端末で撮影した動画
を何度も再生するなど、繰り返し確かめながら、実験結果をま
とめられた（図６）
。
実証授業Ⅱの４年生算数「工夫して計算しよう」では、多様

図６ 撮影した動画を再生

な解法のある適用問題をする際に、なかなか考え方が思いうか
ばない児童に他の児童の画面を提示するなどして、考え方のヒントを示した。
イ 思考・表現活動を助けるアナログ教具との融合
実証授業Ⅰの６年生理科「月の見え方を考えよう」の実
践では、月の模型を教具としてグループに配布し、操作し
ながら考えられるようにし、その模型をタブレット端末で
撮影するなど、アナログ教材との併用をした（図７）。月
の見え方を説明する時や、位置を再現しながら考える際に
は、具体物があることで動かしながら考え、話し合いやす
くなっていた。タブレット端末で、デジタル教材などによ
るシミュレーションも可能であったが、実際にアナログ的
な具体物の方が操作しやすく、実感しやすいと感じた。
実証授業Ⅴの４年生算数「面積の求め方」では、考え

図７ 手で操作できる教具

る手がかりが得やすくするための、思考の足跡を残す板
書を図８のように行った。子どもの考えを書画カメラで
電子黒板に写して説明させている間に、授業者が考えを
黒板に書いて残していった。後の適用問題の際に、黒板
を見て振り返って考える児童がいた。また、複数の考え
を分類・整理するなどの操作は、電子黒板では小さくな
るので黒板が有効だった。
図８ 電子黒板と黒板の役割

４．実証授業後の児童の感想
授業後、児童に感想を書かせた。以下に一部を示す。
・タブレットのノートにまとめて、考えが整理できた。

・タブレットを使うと自分の意見もわかりやすく言えたし、他の人の意見も分かりやすく、授業
がよくわかった。
・ペンをつかって字を書いたり意見を書いてみんなで説明し合ったりして、とても分かりやすか
った。
・タブレットで写真をとって、その写真に自由に文字が入れられるので、すごく分かりやすいノ
ートになるし、他の班の意見も分かりやすかったです。
・結果をタブレットに書いて、クラスみんなで見て、話し合いができました。
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・図や表に考えを書き込むと、友達の思っていたこともわかってよかった。
・図形を移動させるには、タブレットの方がやりやすかった。
・後ろで見えにくかったところが、近くで見て理解しやすくなった。線も引けてわかりやすい。
・ノートを使うより、図形を書くとき時間が１秒も無駄にならなかった。
・前の友達の書いたのがうつって、わかりやすく、楽しく勉強ができたこと。
考えを表現する際、タブレット端末を使うことで自分の考えを表現しやすくなり、友だちの考え
もわかりやすくなったと感じている児童が多かった。また、考えを整理しながら話合いができたこ
とや、意欲的に集中して学習に取り組めたと実感していることがうかがえる感想もあった。
５．実証授業後の児童の意識の変容
検証授業後、実証授業を行った児童を
対象に、授業に対する質問紙調査を実施
し、検証授業前と比較した（図 9、10）。
図５の６年生の結果では、
「自分の考え
や意見をわかりやすく伝えることができ
たと思いますか。
」という表現力に関する
項目において、
「大変そう思う」と回答し
た児童が、３４％から５９％に増加した。
図６の４年生の結果では、
「じっくりと
図９ 授業に関する児童対象調査（６年生）

考えたり、いろいろな方法を考えたりで
きたと思いますか。
」という思考力に関す
る項目において、
「大変そう思う」と回答
した児童が６０％から７９％に増加し、
「友だちの考え方や意見を知って、自分
の考えを深めたり広げたりできたと思い
ますか。
」という学び合いに関する項目に
おいて、
「大変そう思う」と回答した児童
が２７％から５７％に増加した。

図１０ 授業に関する児童対象調査（４年生）

６年生と４年生で、効果の傾向が異な
る。様々な要因が考えられるが、タブレ
ット端末の活用の方法に違いがあったこ
とが要因の１つと考えられる。６年生に
おいては、考えを顕在化し、まとめるツ
ールとしてタブレット端末を活用し、ま
とめた考えを発表する言語活動が多かっ
た。４年生では、考えをつなげ、広げる

図１１ ＩＣＴに関する児童対象調査（６年生）

ツールとしてのタブレット端末の活用の
言語活動を行った。
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また、
ＩＣＴ活用に関する質問紙調査
も実施し、検証授業前と比較した（図
11、12）
。
いずれも、ＩＣＴの活用することは、
意欲、思考、表現、学び合いにおいて効
果があると児童は感じている。特に図７
の６年生の調査においては、
表現に関す
る項目で、
「大変そう思う」と回答した

図１２ ＩＣＴに関する児童対象調査（４年生）

児童が４８％から７８％に大きく増加
している。
Ⅶ

研究のまとめと今後の課題

１．研究から明らかになったこと
（１）言語活動の場面において、タブレット端末を活用することで、以下のような児童の姿が見られ、
言語活動を充実させることにつながった。
①タブレット端末を「考えを顕在化しまとめるツール」として使い、話し合いながら考えを書き込
むことで自分の考えがはっきりし、考えの相違点等を明確にしながら話し合えた。
②タブレット端末を「考えをつなげ、広げるツール」として使い、比較提示などの効果的な提示に
よって考えを深めやすくなった。また、ペアで活用することで、２人の考えがつながりながら広
がるケースも見られた。
③自分たちの考えを、撮影した写真や文字、図を使って工夫して表現し、わかりやすく説明するこ
とができた。同時に、聞く側も考えがわかりやすくなった。
④多様な資料を提示することで、児童の興味・関心・意欲を高めることができた。
（２）言語活動を充実させた指導の工夫によって、以下のような児童の意識の変容が見られた。
①自分の学習意欲、思考力、表現力の高まりを実感する児童が増加した。
②言語活動の場面において、タブレット端末を「考えを顕在化しまとめるツール」として活用した
場合、特に表現力の向上を実感する児童が増加した。
③「考えをつなげ、広げるツール」として活用した場合、思考力の向上を実感する児童が増加した。
２．今後の課題
（１）効果的な活用とその検証方法について
思考力・判断力・表現力の向上については、子どもの力を客観的に検証する方法を検討する必要
がある。また、タブレット端末活用方法についても、タブレット端末を使うことが最善な場面なの
かを、複数の教師で協議・検討していく必要がある。
（２）タブレット端末活用の推進について
タブレット端末を継続的な活用、積み重ねが必要である。他の教科、単元でも活用方法を検討す
ると同時に、汎用性が高い活用方法を普及させていく必要がある。また、アクティブラーニング等
抜本的な授業改善での活用も検討すべきだと考える。
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Ⅷ．補足資料（実証授業の学習指導略案）
学年

６年

教科

実施時期

理科

９月

単元名：太陽と月の形
ＩＣＴ活用のポイント（効果）
●観測者視点での撮影・再生することが容易になり、月の位置と観測点から見える月の
形の関係を映像でわかりやすくとらえられる。
●考えの比較提示によって、要素に着目して比較する活動が充実する。
☒がチェック有です。

機器

☒タブレット

形態

☒教師のみ

アプリ
指導案
準備物等

☒電子黒板

☐その他（

）

☒グループ１台（ 人） ☐１人１台

☒カメラ（写真） ☐カメラ（動画）

☒学習ノート（アプリ）

☒画面比較

☐デジタル教材・素材

☐その他

☐１場面

☐１時間

☒数時間（単元）

ボール、懐中電灯、半分黒くしたボール、（ワークシート）、（暗くできる部屋）

●本時のねらい：太陽と月の位置によって月の形が変わることがわかる。
太陽と月の位置によって月の形がどのように変わるかがわかる。
●指導略案（３・４／８）
・学習活動

発問

☆ＩＣＴ活用 ・指導上の留意点

導

月の満ち欠けが、なぜ、どのようにおこるのか調

入

べよう。
なぜ月はいつも満月ではないか、予想を書こう。
＜実験１＞ ボールに光をあてて見え方を調べ、
月の形がいつも丸でない理由を考える。
ボール

→月

懐中電灯 →太陽
タブレット→観測者（地球）
・月に見立てたボールを懐中電灯で照らし、横か

☆タブレットの「カメラ」を起動し、

らタブレットのカメラで映し出す。

観測者からの見え方をリアルタイ

結果をまとめよう。

ムでテレビに映し出す。

結果
・太陽の光があたる部分が見え、光があたらない
部分がかげとなり、太陽の光のあたり方によっ
て、丸に見えない。
展

なぜ、光の当たり方がかわるか予想しよう。

開

・月が地球のまわりをまわっているから。
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＜実験２＞ 月と、地球と太陽の位置によって、 ・月の模型を配る
どのように月が見えるか考えよう。

・プリント

↓地球からの見え方

太
陽
の

地球

光

・地球に、人形を立てて貼り、視点

予想を書こう。

を意識させる。

・グループになって、予想を交流する。タブレッ

☆ワークシート配信

トの学習ノートの月の絵（円）に色を塗る。
予想を発表しよう。
・タブレットの画面を映し出して説明させる。
実際に地球から見てみよう。

☆模型を黒板に付け、タブレットで

・立体のボールを黒板にはり、地球視点にタブレ

撮る。

ットを動かし、結果をテレビに映し出す。
結果を書こう。

タブレット
次に、この位置ではどのように見えるか、予想を
書こう。

太
陽
地球

の
光

予想を話し合おう。

☆比較提示し、「何がどのように違

・さきほどと同様。

うか」を話し合う。

結果を書こう。
それぞれの位置で、どのように見えるか、タブレ

☆グループごとに、タブレットのカ

ットで撮影してみよう。

メラで動画撮影する。その操作方法

・全ての位置と見え方の関係をおさえる。

を説明する。
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結果

・結果用のプリントを配る。
☆撮影した動画を電子黒板で提示
して再生し、確認していく。
太
陽
の

地球

光

・自分の言葉でまとめる。
月の形が変わる理由を書こう

・補足

太陽の光が反射して月が光っている部分はいつ

・月が動く→公転

も太陽側の半分である。月の位置が変わると、地

・「満ちる」
、「欠ける」

球から見える月の光っている部分も変わる。
終

今日の学習の振り返りを書きましょう。

末

ノートに感想を書く。

５．準備物等：懐中電灯、半分黒くしたボール、ワークシート
６．資料
ワークシート①（タブレット用）

ワークシート②（一人ひとり用）

７．板書
月

日

めあて

月の満ち欠けが、なぜ、どのようにおこるのか調べよう。

月の形が変わるのはなぜか考えよう。

実験２月と、地球と太陽の位置によって、どのように月が見えるか考えよう。

予想

予想

・月が動くから
実験１
月→ボール

結果

太陽→懐中電灯
地球→タブレット
結果
・太陽の光があたる部分が見え、光があたらない
部分がかげとなって見えない。見る角度によって、、

まとめ月の形が変わる理由

月の光る部分の見え方が変わるから。。
→月が動いている。
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学年

５年

教科

実施時期

社会

１０月

単元名：これからの食料生産
ＩＣＴ活用のポイント（効果）
●資料に書き込んだことを共有することで、表現内容を深める。
●細かな様々なデジタルデータも手元で拡大して見ることができる。
。

機器

☒タブレット

☒電子黒板

形態

☒教師のみ

☒グループ１台（２人） ☐１人１台

アプリ
準備物等

☐その他（

）

☐カメラ（写真） ☐カメラ（動画）

☒学習ノート（アプリ）

☐画面比較

☐その他

☒デジタル教材・素材

学習ノート（教科書ｐ９３の中の資料）、
（教科書以外の資料）

●めあて

資料から日本の食料生産についての問題点を読み取ることができる。

●指導略案
学習活動

☆ＩＣＴ活用 ・指導上の留意点

導

・学習のめあてを知る。

入

・日本人の食料意識調査より、不安に思っている人

☆タブレットで教科書の資料を提

の割合を読み取る。

示。要点はペンで書き込み。

・理由を予想して考える

☆子どもにも１人１台配布し、手元
で見られるようにする。

・輸入品の新聞を読んで、問題点を読み取る。
先生が書き込み

→理由①にまとめる。

・耕地面積と人口増加のグラフより、何が問題なの

☆タブレットで気付いたことを書き

かを考える。

込み、電子黒板で提示。

→タブレットに考えを書き、読みとれる特徴を書
き込む。
（何が、どの期間で、どうなったか。
）
・発表する。
→書き込んだ言葉について効果的な表現を比べ
て考えさせる。
・読み取った特徴から、何が課題を考える。
→ノートに書いて発表
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ここは子どもが書き込み

・輸入量の資料を見て、輸入料の多さについて考え

☆オリジナル資料を提示

る。
・身のまわりの食品の多くが輸入品がないと食べら
れないことがわかる資料を見る。

・自分は、どうするといいかを考え、ノートに書く。
・交流する。
・地産地消について知る。
・インターネットで、きてか～なの画像を見る。
（宿題）家で気を付けていること等を聞く。
＜板書計画＞
月

日

めあて食料の問題について考えよう

地産地消・・地元で生産されたものを

食料の輸入に対する不安

地元で消費する。

・日本人の意識調査で９５％が不安。

＜産地直売所のよさ＞

理由①安全面

生産者

消費者

・少量の作物でも出荷で

地元産の新せんで、安全・

きる。

安心な農作物を買うことが

・農産物のねだんを決め

できる。

て出荷できる。

・ねだんがやすい。

・自分のつくった農産物

・だれが作った農作物かが

のよしあしがすぐにわか

わかるので、安心感がある。

・日本で認められていない農薬
・家畜（牛やぶたなど）の病気
理由②人口のうつりかわりと耕地面積のうつりかわり
・人口が、５０年で、倍以上増えている。
・耕地面積は、増えているが、大きな変化はない。
↓
・人口の増加に比べ、耕地面積は増えていない。

るので、やりがいがある。

・食料の生産量が、足りなくなる。
理由③輸入ができないとき
・輸入先の国の、外国との関係が悪くなったときや
生産量が少ないとき
理由④輸出国で自然破壊をしてしまうことがある。

これから、日本はどうすればいいだろう？
自分の考え（
・輸入にたよらない。

）
・自分で作る量を増やす。

・場所を選んで耕地面積を広げる。

↑きてかーなのホームぺージ
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学年

４年

教科

実施時期

算数

１０月

単元名：計算のやくそくをしらべよう
ＩＣＴ活用のポイント（効果）
●タブレットで、あらかじめ書き込みのできるワークシートに書くことで、交流の場面
での共有・発表が瞬時にでき、考えを深める活動をスムーズに行える。
☒がチェック有です。

機器

☒タブレット

☒電子黒板

形態

☐教師のみ

☐グループ１台（２人） ☒１人１台

アプリ
指導案

）

☐カメラ（写真） ☐カメラ（動画）

☒学習ノート（アプリ）

☐画面比較

☒デジタル教材・素材

☐その他

☐指導案あり

☐略案あり

指導案・略案ありの場合：

準備物等

☐その他（

☒小ネタ

☒１時間分

☐数時間（単元）分

教科書（下）ｐ６の４の図を取り込んで、学習ノートに貼っておく。

●単元のねらい

工夫してかたまりを見つけ、１つの式で表すことができる。

●指導略案
・学習活動

発問

☆ＩＣＴ活用 ・指導上の留意点

○は何こありますか。

☆課題を電子黒板で拡大提示。

同じ数のかたまりを見つけて、○でかこみましょう。
・考えをノートに書く。
式を考えましょう。
求め方をひとつの式に表し、答えを求めましょう。
・かたまりを見つけ、かけ算、たし・ひき算を使

考えを発表してください。

ってひとつの式に表す題意をつかむ。
☆書画カメラで子どもの考えを映す。

・様々な考え方とその式を発表し、話し合う。

・数名の考えを黒板に書いてまとめる。
・適用問題をする。
○は何こありますか。求め方をひとつの式に表し、答

☆タブレットを１人１台配布。ワークシートを

えを求めましょう。

一斉配布する。

かたまりを見つけて、○でかこみ、式を考えましょう。
どんな式ができたか、発表してください。

☆画面を電子黒板

・様々な考え方とその式を発表し、話し合う。

に提示

まとめ×や＋、－を使って、２つの式を１つの式に表
すことができる。
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学年

４年

教科

実施時期

算数

１１月

単元名：広さを調べよう（面積）
ＩＣＴ活用のポイント（効果）
●タブレットに２人で書き込むことで、考えを交流しながら広げることができる。
●考えの発表がスムーズにできる。
機器

☒タブレット

☒電子黒板

形態

☐教師のみ

☒グループ１台（２人） ☐１人１台

アプリ
指導案
準備物等

☐その他（

）

☐カメラ（写真） ☐カメラ（動画）

☒学習ノート（アプリ）

☐画面比較

☒デジタル教材・素材

☐その他

☐指導案あり

☒略案あり

☐小ネタ

教科書１９ページの図を取り込んで、学習ノートに貼っておく。

●本時のめあて 長方形と正方形の面積の求め方を使って、複雑な図形の面積を求めることができる。
●指導略案
・学習活動等

発問

☆ＩＣＴ活用

・長方形と正方形の面積の求め方を振り返る。
・本時の課題である図（

・留意事項

☆電子黒板で課題を提示

）を見せ、面積が求め

られないか考えさせる。
・２つの長方形に分ける方法の１つを発表させる。
どのようにすれば

のような形の面積を求める

ことができるか、いろいろな方法で考えましょう。
・一人一人で考え、ノートに書く。
（

の紙を配る。）

どんな求め方が考えられたか発表してください。
・全３分類（分割、分割移動、全体から部分を引く）

・考えは書画カメラで映す。発表してい
る間に黒板に書いて残していく。
＜予想される考えと、板書計画＞
２どのようにすれば
のような形の面積を求める
ことができるか考えよう。

わける

わける

わけていどう

まとめ
のような形の面積も、長方形や正方形の形を
もとにして考えれば求めることができる。

４×３＋２×３＝１８
わけていどう

おおきな長方形 ２つつなげて後
からひく
で半分にする。

練習右のような形の面積を、いろいろな方法で求めま

☆２人に１台ずつタブレットを配布。

しょう。（式は書かず、線と矢印のみを書く。
）

☆ワークシートを配信する。

・２人で相談しながら、タブレットに書く。
発表してください。
（出ていない意見を順に提示。
）
・他の児童にどういう考え・式か発表させる。
自分が一番やりやすい方法で、式と答えを書き、その
方法を選んだ理由も書きましょう。
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