
Ⅲ．情報教育部門所員会
◇ ICT デザインスクール と 情報教育所員会活動について

ICT デザインスクール

教育センターの募集に応募した小中学校数校を「 ICT デザインスクール」と位置づ

け、年間を通じて ICT 活用の研究・普及に積極的に取り組み、その効果（研究成

果）を市内に還元する。

情報教育所員会

ICT 活用モデル校から各１名選出された教員を教育センター・委嘱所員として情報

教育部門所員会を構成し、校内および市内全体の ICT 活用に関する推進役として

活動する。

・児童・生徒の情報活用能力の指導を行う

・普通教室等で ICT 機器を使った教科指導を行う

・職員室でネットワークパソコンやプリンタ、共有フォルダ等を校務に役立てる

・教職員研修（校内研修）を通じて、教職員の ICT 活用能力を高める

平成２２年度～２４年度 ３か年のＩＣＴ活用モデル校事業

・平成 22 年度から３年間で全小中学校が ICT 活用モデル校として研究を実施。こ

れにより全市的に総合的な学校の情報化を図ってきた。

平成２５年度 ＩＣＴデザインスクール

単年度の取り組みとして、以下のような活動を行った。

（茨木小学校） 授業構成の中での ICT 機器活用について

（西小学校） 年間カリキュラムの作成と校内研修

（彩都西小学校） ICT 機器活用の授業実践と教材の共有について

（北中学校） 電子黒板機能付きプロジェクターと e-learning の運用促進

（東雲中学校） 生徒の情報活用能力向上を中心とした取り組み

平成２５年度現在の主なＩＣＴ整備

・小学校各教室 ５０インチテレビ 書画カメラ パソコン

・中学校各教室 電子黒板機能付プロジェクター 書画カメラ パソコン

・職員室 パソコン インクジェットカラープリンタ モノクロレーザープリンタ

・パソコン教室と普通教室の端末 e-learning システム（いばらきっ子スタディ）

＜e-learning システムは、各家庭からでもインターネット通じて利用が可能＞

H22 モデル校

小 10 校、中５校
H23 モデル校

小 12 校、中４校

H24 モデル校

小 10 校、中５校

情報教育部門所員会

校内 ICT 活用の推進役、所員対象研修会の実施、所員会での討議、

テーマを持った実践研究、ICT 活用フォーラムの開催など

学校

市教委



◇教育センターフォーラム

情報教育部門所員会の研究成果を教職員研修会「教育センターフォーラム」にて報告。

情報教育部門として、５本の発表。またインターネットや市広報紙に紹介し、市民や

市外教育関係者にも公開した。



授業ですぐに使える書画カメラの便利な機能

茨木小学校 小竹 佑治

１．はじめに

各教室や、主な特別教室に１台ある書画カメ

ラ。今では、児童の視覚支援につながる授業に

欠かせない教具である。

本校では、大阪授業力スタンダードを元に授

業の構成を考えている。授業で書画カメラが活

躍する場面は主に『１．課題提示』『４．結果を

集団の中で発表する』である。今回はこの２つ

のうちの『４．結果を集団の中で発表する』に

おいて、便利な活用法を紹介する。

２．書画カメラの活用

児童に『自分の考えを書く力・伝える力』を身につけさせるために、書画カメラ

を活用する。

３．職員研修

本校では、これまで夏季に様々な情報・ ICT

機器活用研修を行ってきた。本年度は『e ライ

ブラリー』や『d bookPRO』の紹介とともに、

『書画カメラの活用法』を紹介した。

年に１度、書画カメラの活用を呼びかけるこ

とで、本校でも、授業に書画カメラを取り入れ

る先生が増えてきている。各教室に書画カメラ

が１台あるメリットを生かして、今後も研修を

通して、書画カメラの便利で効果的な活用法を

紹介し、書画カメラの活用を促していく。

書 画 カ メ ラ

の主な出番

自分の考えを、図や言葉でノートに書く

自分の考えを発表する

全体で考えを共有する

書
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４．書画カメラの便利な機能紹介

ここでは、児童の発表の際に使える便利な書画カメラの機能を紹介する。

① 録画・静止画 『Aver Vision VP-1』 静止画『Aver Media』

児童のノートを書画カメラで映した映像を、静止画として利用する。

②パソコンを通した書き込み機能 『Aver Media』

書画カメラをパソコンにつなぐことで、書画カメラに映すプリントやノートに直接

書き込むことなく画面上に印をつけることができる。

③マウスを用いた書き込み機能 『Aver Media』

書画カメラにマウスをつなぐだけで、書画カメラに映すプリントやノートに直接書

き込むことなく画面上に印をつけることができる。

５．おわりに

これまでにも様々な書画カメラの活用法は多く紹介されてきた。書画カメラを効果

的に授業で活用することによって、児童の『自分の考えを書く力・伝える力』を身に

つけさせていく。また今後も引き続き、どの先生も授業の始めに書画カメラのスイッ

チを入れ、どの先生も効果的に活用できる体制作りを目指し、学校全体で取り組んで

いきたいと思う。



情報教育の年間カリキュラムの作成と各学年の取り組み

茨木市立西小学校 佐竹功吏 名坂健

１．はじめに

茨木市の小学校に、ＩＣＴ機器やいばらきっ子スタディなどのソフト面・ハード

面が拡充してきている。しかし本校では、学校全体として活用できていなかった。

昨年度「 ICT 活用モデル校」を受け、 ICT 機器の活用をめざして取り組んできた。

各担任や学年が情報教育のカリキュラムを考え、教室で書画カメラやＰＣを利用し

たり、情報室を利用したりと取り組みは進んだ。しかし問題点としてそれぞれのク

ラス、学年が工夫して取り組みを考え、進めているが、学習の系統性がなかった。

それを踏まえて、今年度も更に ICT 活用を深めるため「 ICT デザインスクール」

を受けることになった。６年間の情報教育を経てどんな力をつけていってほしいか

を教員全体で考え、共通認識を計り、年間カリキュラムを作成し、取り組んできた。

２．年間カリキュラム作成

子どもたちが情報教育で身に付ける力を以下の５つとした。

(1)学習活動に必要とされるコンピュータやアプリケーションソフトの基本的な操

作ができる。

(2)電子ファイルを整理して適切な場所に保存できる。

(3)情報機器で収集した情報を報告や発表に利用できる。

(4)インターネットの閲覧ができる。

(5)情報モラルについて基礎知識を身につける。

これらを元に校内の授業研究部会を中心に、年間カリキュラムを作成し、作成し

たカリキュラムを職員会議でさらに練り上げてカリキュラムを定めた。それととも

に教員間の共通認識を深めた。

その中で本校の情報教育の現状が見えてきた。以下問題点と解決方法。

① 情報教室と ICT サポーターの活用頻度が学年によって差がある。

⇒職員会議で ICT サポーターの配置されている日を中心に、情報教室の利

用を毎学期３回以上使用することを提案。

② 教員の指導法に差がある。

⇒校内パワーアップ研修を計画。

③ 情報モラルについて指導があまりされていない。

⇒指導方法を ICT サポーターと相談し決定。

３．校内パワーアップ研修

教員のスキルアップや、子どもへ用いる教材

研究を目的に、昨年度に引き続き校内で研修を

行った。

(1)パワーポイントの作成方法説明

(2)書画カメラの機能・授業での利用法紹介



(3)情報モラルの授業方法紹介

(4)ジャストスマイルの活用方法紹介

(5)動画編集方法説明

(6)e ライブラリの利用法紹介

４．各学年の主な取り組み

１年生 ジャストスマイルのおえかき

２年生 ジャストスマイルでの絵を入れたはがき、カレンダー作成

３年生 ジャストスマイルでのローマ字を用いた年賀状、カレンダー作成

４年生 word での詩作成、パワーポイントを用いたリサイクルクイズ作成

５年生 word での米作り新聞作成、調理実習にむけたインターネットを

用いた調べ学習

６年生 パワーポイントにまとめた平和学習（デジカメ、インターネット）

word での歴史新聞作り

５．成果と課題

成果

（１）ICT 機器を活用することで、社会科や総合的な学習の時間などの学習へ意欲

が高まった。

（２）低学年から系統立てて取り組むことにより、中・高学年では次年度さらに

高度な技法を取り入れられることが望めた。

（３）各学期 3 回以上、 ICT サポーターと授業を行うことで、児童の支援が行い

やすかった。また教員が指導法の引き出しを増やすことができた。

課題

（１）児童の実態にあった活動時数の見通しが持てていないこと。

⇒指導方法の改善と視覚教材（保存、スライド・テキストボックス作成）の充実

（２）パワーポイントでまとめることで、児童はアニメーションにこだわりやすく

学習内容が深化しづらいこと。

⇒下書きを重視することで学習内容を深める。

６．おわりに

今年度、西小学校全体で情報教育に取り組んできて見えてきたものはまず何より

子どもたちが、意欲的に学習する姿である。はがき、カレンダー、発表用パワーポ

イント、word での新聞などができあがったときの子どもたちの嬉しそうな笑顔やそ

れらを活用して学習している姿に大きな成果を感じた。これからもより子どもたち

が意欲、関心が持てるように実践や研修を重ねていければと考える。そして、今年

度の取り組みが次年度の活動にどう活きるかを検証し、カリキュラムを修正しなが

ら系統性がたもたれるように実態、指導法を含め次年度以降に引き継いでいきたい。



校内における ICT 機器の活用・次年度にむけてのＩＣＴ活用の普及に向けて

彩都西小学校 森 恵太

１．はじめに

本校の実態として、クラスに一台 e黒板ユニット、書画カメラが配置されているにもか

かわらず、利用が促進されていない。そこで、今年度校内研修、学年研修を行い、普段の授

業でも ICT 機器を使えるようにしてきた。それにより、子どもたちにとってよりわかりやす

く学習ができるようになったことを報告する。

２．校内研修・学年研修

○e 黒板とは・・・

○セッティングの仕方や使用方法

○書画カメラの使用方法

○e-learning システムの使い方 など

３．授業実践

① 算数 単元「場合の数」など（６年生）

○対角線を引く作業で…。図形領域で…。

従来

・黒板に書いたり

・画用紙で作ったり

・はさみで切って作ったり

メリット

・簡単に線が引ける

・間違えてもすぐに書き直せる

・事前準備に時間がいらない

・大きく表示できる

・ドラッグひとつで動かせる

・考えの過程がわかる

・授業の効率化に

② （各学年） 書画カメラ



従来

・ノートを読む

・黒板に貼って読む

・わかっているような気に

・時間がかかる（机間指導）

メリット

・みんなで共有できる（細かい作業、指示）

・大きく表示

・授業の効率化

・動画も繰り返し

③ 復習はできるだけテレビに映して（パワーポイントなどで）

従来 メリット

・黒板に書き写したり ・黒板使わなくてよい

・拡大コピーして貼ったり ・時間を効率的に使える

４．おわりに

今年度、職員、各学年で ICT 機器をできるだけ活用していこうという思いで授業作りを

してきた。そのためには使い方はもちろんのこと、朝教室に入ったら ICT 機器をいつでも

使えるようにセットする事を習慣づけることから始めた。また実践のなかで、e 黒板を含

む ICT 機器を活用したことで見えてきたことがある。まず、何より子どもたちが、意欲的・

主体的に学習する姿があった。また、ICT 機器を用いることで効率的に授業を進めること

ができることがわかった。

課題としては、校内における普及にはまだまだ時間がかかる。次年度は、情報教育カリ

キュラムを作成していき、子どもたちにどのような力（情報社会に生きていくための知識、

情報処理能力、扱う技術）をどの学年で教えていき、卒業時にどこまでの力を身につけて

送りだしていくのか。これからもできる限り実践や研修を積み重ね、普及に向けて今後も

取り組みを進めていきたい。



プロジェクターの活用度向上と

e ライブラリの活用の学習における役割について
北中学校 津本 航佑

１．はじめに

昨年度、中学校の普通教室に１台ずつ常設のプロジェクターが設置されたが、昨年度中、我

が校では使用する教員が多くなかった。そこで今年度、学校全体での使用頻度を向上させるた

めに行った取り組みを紹介する。また、今年新しくなった e ライブラリの生徒の活用状況も紹

介する。

２．プロジェクターを広めるために行った取り組み

① プロジェクターの使い方を体験する研修(昨年度・若手向け)

・「便利」ということが分かった程度で終わっていた。

② プロジェクターでどのような授業・活動ができるのかを学ぶ研修（今年度・教職員全体）

・教科ごとに何ができるのかを紹介

・「動画で見る おおさかの ICT 活用事例」を使い、実際にどのように使っているのかを示

す。

・IPA 教育用画像素材集(教科ごとに、画像・動画が分けられ、無料で転用可能)、dbookPRO(ス

キャンした教科書等のページに動きなどを付け加えることが可能)を実際に使ってみる。

これまで、便利なのはわかるという状態が、具体的にどのように使えるか、授業のビジ

ョンを持つ機会になった。

この研修の結果、研修前は「プロジェクターは使わない」と答えた人は 53％いたのに対

し、研修後「使わない」と答えた人は 10％に減少した。

③ 他市からのプロジェクターを使った授業の視察

11 月 5 日、他市からプロジェクターを使った授業の視察があり、その日はできる限りプロ

ジェクターを使う日として設けた。多くの教員が ICT 機器を使うきっかけとして捉え、そ

の日以降、次第にプロジェクターを使う教員が多くなった。

実際に ICT 機器をどのように使っ

ているのか目的別・教科別・校種別・

使用機材別に分けて検索・閲覧する

ことができる。また、どの機器を使

い、どんな目的を持って使用してい

るのかも同時に見ることができる。



３．e ライブラリのメリット・デメリット

2 学期中ごろより、毎週 2 回放課後に eライブラリを使った学習会を行っている。対象者は 3

年生の希望者のみで、15 人が参加している。参加者のうち、以前に e ライブラリで学習したこ

とのない生徒が多く、何かしら勉強法に行き詰っている様子だった。そういった生徒がどのよ

うに学習していったかをまとめた。

①学習意欲

普段の家庭での学習の仕方がわからない、何をすればいいのかわからないといった生徒が

多かったが、パソコンで学べることに新鮮さを感じ、進んで学習する姿勢が見られた。学習

会での目的を苦手教科・単元の克服とし、学習に取り組んだ。自分が勉強したい単元にたど

り着きやすく、スムーズに単元別で学習できる点、ランダムに問題が出題される機能、ヒン

ト・解説が見やすい機能などが彼らの学習意欲を高いまま維持できていた。実際、アンケー

トでは 70％以上の生徒が「意欲が向上した」と答えている。

②機能

役に立ったものとしては、ヒント・解説を簡単に見ることができる機能が多く挙げられた。

これは学習意欲・理解度に大きく関係していると言える。次に、単元別で学習ができること

や全国の入試問題に取り組めることが挙げられた。これらは効率よく学習することや、自分

の実力を向上させるために効果的であったとうかがえる。ただ、「学校での e ライブラリ（イ

ントラネット版）」と「家での eライブラリ（インターネット版）」が異なることで、「使いに

くい」であったり、「統一してほしい」という声が多く挙がった。

③理解度は深くなったか

２学期の間に全１１回の学習会を実施したが、確認テスト等はしておらず、理解度がどれ

ほど向上したかは数値で表すことはできなかった。だが、実施後のアンケートでは、88％の

生徒が「理解度が向上した」と答えた。また、難易度に関しては「妥当」という意見が多く、

自分にあった難易度のものを解くことができるので、それも効果的であると言える。今後、e

ライブラリを使ってどの程度学習の理解を深められていくのか、学校の授業や定期試験にど

の程度つながっていくのかを見極めていく必要がある。



電子黒板やホワイトボードを使った生徒の発信授業

東雲中学校 奥 智徳

１．発表概要

ＩＣＴ教育の拡充が目指されるなかで、電子黒板やプロジェクターなどの種々の

機材の普及が進み、それらを利用して教科の授業や総合的な学習の時間、特別活動、

道徳授業が行われている。 できあがった「授業案」「教材」は準備に時間が掛かる

ものの共有しやすく、今や様々な場面・校種で情報機器を使った授業が展開されて

おり、これからも利用方法の共有化・深化が進んでいくことは間違いない。今回は

そのなかでも「生徒からの発信」に重点を置いて、まとめる。ひとつの実例として

共有していただき、多くの方の手で掘り下げていただければ幸いである。

２．本発表において利用した機器

◎ 電子黒板

全教室に設置。今年で５年目をむかえるが

目立った故障も無く、利用できている。

教科授業のみならず、特別活動、総合的な

学習の時間などでも使用。

デジタル教科書も多く導入され、ますます

利用の機会が増えた。

◎ ホワイトボード

職員室に置き、授業の際に持ち運んでいる。

本年度より導入。

書いた内容は雑巾で消しているが、ボード

本体に目立った劣化は見えない。

３．「Ｃ（コミュニケーション）」の拡充のために

学校にホワイドボードが導入されたこともあり、今年度の授業は「生徒が情報を

発信する」を目標に据えて取り組んだ。まずは電子機器では無くホワイトボードと

いう「コミュニケーション」ツールから慣れていき、段階を踏んで電子機器を利用

した発信へと到達することを目指している。

・ホワイトボードで解答する

前時の復習をパネルクイズのように解答

させている。「答えやすい問題」を中心に

出題している。また、理科や英語などでは、

絵を描く解答法も多用している。



・ホワイトボードで交流する

ホワイトボードに情報を箇条書きにして

順序立てて説明させ、班のなかで問題点を

指摘し合う交流などを行った。文字として

情報を「残す」ことができるため、お互い

の考えを視覚的に確認しながら、交流を活

発に行うことができた。

・ホワイトボードで発表する

交流内容など、ホワイトボードを使って

発表させた。 文字のみで発表する生徒も

いれば、絵と併用する生徒、絵のみで説明

する生徒もいた。ホワイトボードを持って

いるせいか、身振り手振りを交える生徒も

声だけの発表より多くいた。

４．課題と展望

今年度は電子機器を用いた生徒による

発信の前段階として、ホワイトボードを

使って解答・交流・発表を行った。

まずは何よりも道具に慣れ親しむ事が

重要であると考え、少しずつ利用の幅を

広げる方式をとり授業を行った。時間を

掛けた成果もあって、発表ではホワイト

ボードを適切に利用して、相手に伝える

ことを意識した説明ができていた。

しかしその分、発表に行き着くまでに、長い時間が掛かってしまった事が課題と

してあげられる。電子機器を用いて説明するとなると、電子機器に慣れ親しむ時間、

発表の素材を作る時間など、より多くの授業時間が必要となってくる。今回の発表

では、教師の手でパワーポイントによる発表素材を作らざるを得なかった。

将来的に電子機器を用いた発表を目指しているが、行き着くまでには年間計画や

更に長期の計画を立てる必要があると思われる。もしくは、一つの教科だけで達成

しようとはせずに、他教科（技術科など）や学級活動などと連携して、教育計画を

たてていけば短縮が望めるだろう。

情報発信能力育成のため、さらなる研究を行いたい。
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