
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・２６年度  ＩＣＴデザインスクール 

単年度の取り組みとして、以下のような研究活動を行った。  

H25･･･ICT 機器の授業活用  校内研修・情報共有の体制  e-learning の実践  

  H26･･･(春日小学校 )    普通教室でのタブレット PC 活用事例  

      (西小学校 )     学校全体で取り組む情報モラル教育  

      (彩都西小学校 )   情報教育の年間カリキュラムの作成  

      (北中学校 )     タブレット PC・デジタル教科書の活用  

 

平成２６年度現在の主なＩＣＴ整備  

・中学校各教室に ICT カート (書画カメラ 学級用パソコンを格納 ) 

・中学校情報処理室  指導用パソコン・生徒用パソコン  プリンター一式を更新  

 ※生徒用パソコンは、タブレット型を導入（普通教室でのタブレット活用が可能） 

・中学校校内 デジタル教科書（web ベース）  

 ※デジタル教科書は、国語  数学 歴史 理科 英語 を基本として導入  

 

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  
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◇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。  
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普通教室でのタブレット PC 活用事例  

春日小学校    奥田 貴士  

はじめに 

今回取り組んだテーマは「普通教室におけるタブレット PC の活用事例」である。  

この実践報告の中から、みなさんが、「自分たちも使ってみたい」「はやくタブレッ

ト PC がほしいな」と感じていただくことを目標としている。  

 

・茨木市の ICT 機器導入の状況  

今年度、中学校の情報教室にタブレット PC が導入  

来年度の夏には、小学校の情報教室にも同様の機器を導入予定  

 

・活用事例  その 1 学級用の PC として 

以下のアプリ、デジタル教材が有効であった  

☆タイマーを大きく表示⇒「ktimer」  

☆パワーポイントを使った簡単フラッシュカード  

（かけ算九九カード）  

☆フラッシュ教材（ toss ランドなど）  

 視覚効果が高く、支援教育の視点でも効果が期待できる。 

 

 

・活用事例  その 2 書画カメラとして 

児童生徒のノートを即座に提示できる  

 机間指導中も、全員で共有したいノー

トなどを見せることができる。タブレッ

ト PC のカメラ機能を使えば、その場で

50 インチテレビに、ノートを提示。タッ

チペンで指導をすることもでき、児童生

徒の理解を深めることができる。まさに、「持ち運べる書画カメラ」といえる。  

 

・活用事例その 3 電子黒板として 

教材の提示とともに、児童生徒の考えを書き込ませる  

    ☆タブレット PC に用意した地図画像やその他の画像を、50 インチ 

テレビに映し出し、自由に自分の考えを書き込み紹介することが  

できる。共に学ぶ授業実践ができた。  
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・活用事例その 4 デジカメやビデオカメラの代わりに 

何度も繰り返し見ることができる・指導者の意図で強調も可能  

☆屋外でもデジカメ代わりに  

☆実験の様子を動画で  

    （理科での実験など、微妙な変化はその瞬間しか見られない。しかし、動画

を自分たちで撮ることにより、実験結果の考察だけでなく、発表活動でも

より充実した協働学習ができた。）  

 

・やってみたかったけど・・・ 

☆体育の鉄棒、跳び箱、マット、縄跳びなどの技のお手本を動画で撮影し、コツを見つけ  

させる授業  

☆発表練習を動画で撮影し、話し方や表情などを自分で振り返る授業  

（声の大きさをはかれるアプリを使って、音読や発表の声を大きくさせる） 

その他、アイデア次第でいろいろな活用の可能性が･･･  

 

タブレット PC 活用の課題点  

 

＜アプリなどは iPad の方が充実＞  

タブレット PC を活用した実践例をいろいろと調べてみると、必ず iPad を使ったも

のが出ている。それらを使った特別支援教育などの実践例も数多く公開されている。

それに比べると、今回のタブレット PC は Windows8 なので、今のところそれほど

豊富なアプリが見つからない。  

ただ、逆にいうと Windows のパソコンということは、エクセル・ワード、そして

このパワーポイントなどのようなソフトが今まで通り使える。これまでに作ってき

た教材が引き続き使えるという点では、 iPad より便利と考えられる。  

 

＜専用機器には劣る＞  

1 台で何役もこなせるタブレット PC だが、それ専用の機器に比べると、使い勝手

に劣る。  

たとえば、書画カメラとして使うには、固定の仕方に工夫が必要。手元を映したい

場合には、台の上にタブレットを置く必要があり、デジカメより大きい分、デジカメ

ほど気軽に持ち出すこともできない。  

 

＜インターネット等への接続は Wi-Fi（無線）の届く範囲のみ＞  

インターネットやネットワークの利用は、 Wi-Fi（無線）が届く範囲でしか使えな

い。  

また校内であっても、LAN 回線が来ていない場所では、インターネット接続はでき
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ないので、注意が必要である。たとえば屋外等に持ち出して、その場で植物の名前を

調べたいというような使い方がしたくても、それには一工夫が必要。  

無線のターミナルを窓際に置くなどするとつながるかもしれないが、今回は機会が

作れず、実践にはいたらなかった。  

 

＜使っていないときは常に充電＞  

使っていないときには常に充電する必要がある。これは、どのタブレット PC やノ

ート PC でも同様だが、ついうっかり充電を忘れると、画面を外して使いたいとき、

使い物にならなくなる。  

 

まとめ 

仕組みやルール作りや実践例の交流が必要である。  

各校で、情報教室の利用状況を共有したり、各教室への持ち出しをしやすくしたり

するための仕組みやルール作りが必要である。また、たくさんの人がいろいろな発

想で使っていくことで、新しい活用法も見つかる。それらを蓄積し、交流すること

でＩＣＴ機器の活用がさらに活発になることを期待する。  
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学校全体で取り組む情報モラル教育  

西小学校  藤谷 美樹  

１． はじめに 

  本校は、一昨年前に「 ICT 活用モデル校」となり、学校全体として ICT 機器の活

用に取り組んだ。教員ほとんどがそれらの機器を使えるようになり、教室での書画

カメラや PC を利用した授業が増えた。さらに、昨年度、情報教育の年間カリキュ

ラムを作成し、低学年から系統立てて情報教育に取り組んだ。しかし、近年、情報

モラルに関連した問題が増えている中、本校では、情報モラル教育になかなか取り

組めていなかった。それを踏まえ、今年度は情報教育の年間カリキュラムを活かし

ながら、学校全体で情報モラル教育の実践を積み重ねていこうと取り組みを進めた。 

 

２．今年度の取り組み 

(1)ICT デザイナーの活用  

昨年度に引き続き、 ICT デザイナーが配置されている日を中心に、月 2 回、情報

教室を使用することにした。そして情報モラル教育についての実践を ICT デザイナ

ーと相談しながら進めていった。  

(2)校内パワーアップ研修  

「情報モラル教育をしたいが、どこから手をつけていいのかわからない。」とい

う教員が情報モラル教育に取り組めるように、校内研修を行った。  

①ここ数年で、発生している情報モラルに関連した問題について  

②イントラネットからすぐにでもできる情報モラル教育の実践の紹介  

・まんがでわかるネチケット（低学年向き）  

・ネット社会の歩き方（小学 3 年生～中学・高校生向き）  

③情報モラル指導カリキュラムチェックリストの提示  

 

また、子どもへの働きかけや取り組みだけでは不十分であり、保護者懇談会などで

もこれらを活用し、訴えかけようという共通認識をもった。  

 

(3)各学年の取り組み  

①情報モラル指導カリキュラム表をもとに、以下の 2 点を組み合わせた指導を意識

して各学年が情報モラル教育に取り組む。  

「日常モラルを育てる」＝ 心を磨く領域  

「仕組みを理解させる」＝ 知恵を磨く領域  

 

②情報モラル教育における年間指導計画と各学年実践内容の作成  

来年度以降にも引き継げるよう、各学年の年間計画と取り組んだ実践内容をまと

めた。  
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〈各学年の主な実践内容〉  

１年生 情報の信憑性を考える  

個人情報の大切さを知る  

２年生 個人情報の大切さを知る  

メールの書き方  

３年生 ネチケット、著作権について  

４年生 ネチケット  

（携帯電話やインターネットのマ   

ナー）  

５年生 ネチケット  

（他人や社会への影響を考える）  

６年生 ネット社会の怖さ  

 

３．成果と課題  

成果 

(1) 校内パワーアップ研修で教員が知っておかないといけない情報モラルの重要性を

知り、子どもたちにも意識して取り組みを進めることができた。 

(2) 月２回、 ICT デザイナーと授業を行うことで、子どもたちの情報処理能力があが

り、情報モラルの理解につながった。  

 

課題 

(1) 各学年が実態に合わせて取り組んだが、まだ情報モラル教育の内容として系統性  

をもって取り組めていない。  

  →西小学校の課題を考えて系統的に取り組めるよう学校全体で共通認識を図り、

６年間の情報モラル教育を経て何を子どもたちに学ばせるかを考えていく必  

要がある。  

(2) 学校では様々な場面で取り組んでいるが、家庭との連携の必要性を感じる。  

→保護者が考えられる機会を作るため授業参観で情報モラルについて取り組んだり、

懇談会において家庭での指導の重要性や児童の実態について意見交換をしたりす

ることも今後考えていく必要がある。  

 

４．おわりに 

 この３年間、「 ICT 活用モデル校」を受ける中で、西小学校全体で情報教育を進め

ることができてきた。その結果、子どもたちは意欲・関心をもって取り組み、 ICT 機

器やパソコンを活用する力がついてきている。しかし、情報モラル教育としては、ま

だまだ系統立てて取り組めていないため、インターネットやゲーム等への依存の恐ろ

しさなどをそれほど理解していない子どももいる。今年度の取り組みを次年度以降に

活かしながら、情報モラル教育が子どもたちにこれから必要な力であることを意識し、

西小学校全体で系統立てて取り組みを進めていきたい。  
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情報教育の年間カリキュラムの作成 

彩都西小学校 大西 星子 

１．はじめに 

  本校は、創立されてまだ１０年の新しい学校である。故に、学校の設備は新しいものが取り入れら

れ、パソコン室の内容も充実している。各学年のパソコン室利用機会を増やし有効活用するためにも、

各学年で年間カリキュラムを組んでいる。しかし、大規模校なため、毎年、初任者や転任者や入れ替

わりが多くあり、引き継ぎがうまくいかず、パソコン室から遠ざかってしまう事が考えられる。そこ

で、毎年出される研究収録に、各学年の年間計画、具体的な内容と情報機器の活用法を載せている。

今回は、自校の年間カリキュラムについて報告する。 

 

２．各学年年間カリキュラム 

1 年　　情報教育年間指導計画 彩都西小学校

実施月 内容 教科 ３観点

４月

５月

６月

７月

９月 ☆eライブラリの指導 生活 情報活用の実践力

１０月

１１月

１２月 ☆クリスマスカード作り 生活 情報活用の実践力

１月

２月

３月 ☆一年間の思い出ブックの表紙作り 生活 情報活用の実践力

☆パソコンに親しもう
・計算ゲーム
・お絵かき

生活 情報活用の実践力

☆パレット入力の方法を知ろう
・自分の名前など

生活 情報活用の実践力

☆パソコンのルールを知ろう
・コンピューター室のきまり
・座席決め
☆基本的な操作を身につけよう
・マウスの使い方

生活
情報の科学的な理解
情報社会に参画する態度

情報活用の実践力

☆基本的な操作を身につけよう
・起動
☆パソコンに親しもう
・クリックゲーム
・お絵かき

生活 情報活用の実践力

 

3 年　　情報教育年間指導計画 彩都西小学校

実施月 内容 教科 ３観点

４月

☆オリエンテーション
・コンピュータ室のきまり
・座席決め
・3年で学習すること

総合
情報の科学的な理解
情報社会に参画する
態度

５月

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰに親しむ
☆文字を入力しよう！

・情報の安全で正しい使い方

総合・国語 情報活用の実践力

６月
☆パソコンで学習しよう
・e-leaningの使い方を理解する 総合

情報の科学的な理解
情報活用の実践力

７月
☆文字を入力しよう！
・ローマ字入力の習得
・タッチタイピング、ホームポジション

総合・国語
情報活用の実践力

９月

☆文字を入力しよう！
・ローマ字入力の習得
・招待状を作ろう
・ 昆虫について調べる

道徳・国
語　理科 情報活用の実践力

１０月
☆パソコンで学習しよう
・工場見学

総合・社会 情報活用の実践力

１１月

☆パソコンで学習しよう！
・働く犬を調べよう
・ネチケット、ネットのマナー、著作権

総合・国語

情報の科学的な理解
情報活用の実践力
情報社会に参画する
態度

１２月
☆文字を入力しよう！
・ローマ字入力の習得
・タッチタイピング、ホームポジション

総合・国語
情報活用の実践力

１月
☆パソコンで学習しよう
・昔調べ

総合・社会 情報活用の実践力

２月
☆パソコンで学習しよう
・年中行事を調べよう 総合・社会

情報活用の実践力

３月
☆パソコンで学習しよう
・伝統行事を調べよう

総合・社会 情報活用の実践力

 

  毎月、どんなことでパソコン室を活用したのかを、カリキュラムとして作成。転任者や初任者、初

めて持つ学年であっても、何をすればいいのかがすぐにわかる。児童が、これまでどんな学習を積ん

できたのかもよくわかる。 

4-3 
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３．実践報告 

情報部会実践報告交流資料 その２ 

２年生の使える情報実践内容 

教科 場所 実践内容 

生活 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活 

 

 

 

 

 

 

生活 

 

 

 

 

図工 

ＰＣ室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＣ室 

 

 

 

 

 

 

ＰＣ室 

 

 

 

 

教室 

『クリスマスカード』作り～１２月ごろ～ 

① ジャストスマイル 

② つくってみよう→はがきのうら→クリスマスカード 

・好きなスタンプを添付してオリジナルカードを作る。 

・ハガキサイズの印刷なので、Ａ４用紙の場合カットが必要） 

・カラー印刷、持ち帰り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動会招待状～９月ごろ～ 

① ジャストスマイル 

② つくってみよう→しょうたいじょう→１・２年運動会 

・日付のみをキーボードで入力 

・カラー印刷、持ち帰り。 

 

 

ジャストスマイル～マウス練習～ 

ジャストスマイルのマウス練習をする。 

子供たちは、できると次々と違うものに挑戦したがるので、自由に遊ばす。 

自然と、マウス練習ができ、楽しみながら使えるようになる。 

 

図工の資料提示 

① 児童に見せたいデータ画像を一つのファイルにまとめて保存。 

② 教室ＰＣで、ファイルの画像をスライドショーで流す。 

・児童が創作活動中、スライドショーで流れる画像を見ることができる。 

 

 

スライドショーボタンを押すと、

画像が流れます。 

 

情報部会実践報告交流資料 その２ 

５年生の使える情報実践内容 

教科 場所 実践内容 

 

社会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

国語 

 

 

 

 

 

外国語 

 

社会 

  

 

理科 

 

音楽 

 

 

図工 

 

ＰＣ室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教室 

 

 

 

 

 

教室 

 

教室 

 

 

教室 

 

教室 

 

 

教室 

 

調べ学習・・・インターネットを使う。 

      自動車作り 

      食料自給率など 

 いばらっきっ子スタディー →「調べてみよう検索エンジン」 →「yahoo kids」「kids goo」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「私のとっておきの１枚」 

児童の持ってきた写真をスキャナーで取り込み、フォルダに保存。 

教室のテレビに映す。 

「パネル討論をしよう」 

「パネルディスカッション」のサイトを使い、パネル討論の進め方をみんなで確認。 

 

Ｈｉ friendsの活用 

 

デジタル教材「社会のトビラ」を使って学習。 

Google earthを使って調べる。 

 

デジタル教材「どきどきこどもふしぎ」を使って学習。 

 

音楽会・卒業式の歌の練習 

（曲を取り込んで、職員フォルダに入れておく。） 

 

図工の資料提示 

① 児童に見せたいデータ（去年の作品など）をフォルダに保存。 

 

  カリキュラムをもとに、具体的な活用法、使用法を各学年で載せている。そのため、制作物が各学

年かぶる事はない。印刷して持ち帰らせるものや、カラープリントする物（児童数が多くインクがす

ぐになくなるため、規制が厳しい。）も記載。学年末に実践報告資料として職員に配布している。 

 

４．教室常設の書画カメラの活用交流 

  １教室１台常設されている書画カメラをもっと有効活用し、指導がいきわたるようにと、各学年の

活用術をまとめて資料を作っている。毎年更新している。実践報告と一緒に配布している。 

 

５．職員研修（年２回） 

  職員の希望をつのり、パソコン室の使い方や、PCソフトの活用法など、校内で研修をしている。 

 

６．成果と課題 

  充実したパソコン室を積極的に活用するためにも、近づきやすいように資料を作って紹介し合う事

が必要だと考え実践してきた。カリキュラムにより見通しがもて、具体的内容（実践報告）の引き継

ぎにより、どの学年も PC 室を利用している。これからは、さらに使いやすく、また発展した指導が

できるよう、新しい事に取り組んでいく必要があると考える。 
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学級用パソコンの配備による 

タブレット型 PC・デジタル教科書などの活用 
北中学校 津本 航佑 

１． はじめに 

全普通教室にプロジェクターが配備された昨年度より、校内での授業における ICT機器の活

用度が大きく向上した。今では各教科にとどまらず、道徳や体育館での集会でも頻繁に使用す

るようになった。今年度は更に、パソコン教室を整備し、タブレット PCとデジタル教科書が配

備された。今回は、その新しい環境がどのように我々の授業に影響したか、そして昨年度から

研究してきた eライブラリについて発表する。 

 

２． 学級用パソコンの常設 

 これまでは、プロジェクターしか教室になく、画像を提示するだけで、映像や音声を流すこ

とができなかった。2学期より、学級用パソコンを普通教室に常設することにより、授業にお

ける選択肢が多くなった。 

１． パソコンを運ぶ必要がなくなった。→使用頻度の向上 

２． 映像や音声を流すことができる。→道徳・合唱祭の練習にも応用 

３． インターネットを使うことができる。→You Tubeなどの使用 

４． 教室のどこにいても操作できる。→机間巡視しながらでも進められる 

   活用例 

  ・道徳の教材に歌を使ったときに流せる。 

  ・教科書にはない動画を流し、理解度を高める。 

  ・生徒の作品などを提示 

  ・行事などで撮った写真を、まとめたフォトムービーで流せる。 

 

３． タブレット PCの活用 

  未だ、どう使えばいいかわからないというイメージが強く、あまり授業での活用は多くない。

また、情報処理室（パソコン室）に常備しているので、持ち運ぶ必要があり、その点も敬遠され

る。今後、持ち出す際のルール作りをすることで、活用の機会を増やしたい。また、実践の共有

も課題として、今後の活動に生かしていきたい。 

  (1)活用例 

  SKYMENUを使った授業 

  ・生徒が班活動の中で撮った写真をプロジェクターに 

映し、共有することができた。（投影機能） 

  ・それぞれの班で撮った写真の中でどれが一番テーマ 

に沿ったものか投票し、考えを共有することができた。 

（アンケート機能） 

   

  (2)課題 

  ・情報処理室からの持ち運び、準備に時間がかかる。 

  ・技術科の授業と時間が重なる可能性が高い。 
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  ・必要性を感じられない。 

  ・活用方法がわからない。各教科における効果的な活用例を探求し、教員の授業の幅を広げる。 

 

４． デジタル教科書の活用 

学級用パソコンの常設と同時に 2学期から導入され、研修を行った当初は興味を持つ教員が多

かった。しかし、本校では国・数・社・理・英の 5教科のみしかないことと、種類によっては授

業への導入が難しいものもあるため、なかなか浸透はしていない。今後の普及共有のために、英

語科デジタル教科書の実践をまとめた。 

(1)メリット 

・単語や絵のカード、CDを運ぶ必要がない。CDにはない、再生機能がある。 

・準備が簡単にできる。 

・機能が多様。映像など視覚でとらえてわかりやすい。 

(2)課題 

・現在のプロジェクターでは、黒板に映る範囲が小さい。 

・各教科によっては操作が異なり、使いにくいかもしれないが、効果的な機能はあるはず。 

教材として研究する必要がある。 

 

５． e ライブラリの活用 

  昨年度から研究を続けてきた。今年度は生徒の学習ドリルだけではなく、その他の機能の活用

について実践をまとめた。 

  (1)ドリルについて・・・今年度は１・2年生を対象に補習を行った。 

  ・理解が深まったか・・・94％ 問題を解く量は確実に増加。1分程度で 5問。30分で 150問。 

  ・難易度（難しい）・・・26％ 難易度を選択できるも、問題形式が難しいようである。 

  ・今後も使いたいか・・・84％ 全員がこの勉強方法に合っていると勘違いしてはいけない。 

 

   ☆生徒たちの感想・・・ 

  ・同じ問題をやり直せる。・すぐに答え合わせができる。・難易度が選べる。・学年を変えられ

る。・ボタンの反応が遅い。・キャラクターなど、ゲーム感覚にしてほしい。 

 

  (2)プリント機能 

  ・単元別プリント 

    単元別で選択できる。教科によっては習ってない漢字や単語も出題される。 

  ・全国高校入試問題 

受験対策に効果的。普段の授業プリントや実力テストの参考にできた。 

    

  (3)課題 

    研修で単元別プリントについて紹介したが、なかなか使う教員が増えない。本校では自主

学習ノートに力を入れているが、その一環として単元別プリントを活用したい。まだ、その

利点に気付いていない教員が多いので、学校全体で取り組みたい。 
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