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効果的 ICT 利活用の実践報告
　　　　　　　　～これが、茨木の財産です。～

１． 日　　時　　　平成 25 年１月 29 日 （火） 15 ： 30 ～ 17 ： 00 （受付 15 ： 00 ～）

２． 会　　場　　　茨木市市民総合センター （クリエイトセンター）　３階
　　　　　　　　　    セミナー３０１A ・ ３０１B ・ ３０２ ・ ３０３ ・ ３０４号室

３． 対　　象　　　幼 ・ 小 ・ 中学校教職員、 府内教育関係者、 茨木市民

４． 内　　容　　　ICT を活用した学習指導や児童・ 生徒の活動、 校務の効率化について、
　　　　　　　　　　　小・ 中学校の教員による実践研究発表
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3:40 5-1  教職員に「今、必要なスキル」を研修する 

3:55 5-2  新しい ICTを用いた授業を考える  

4:20 5-3  パソコンと仲良く付き合う方法 

4:35 5-4  日常的な授業でのデジタル教科書の活用 

 

3:40 4-1  外国語活動における ICT機器の活用 

3:55 4-2  ICT活用授業の実践～児童のスキルアップを目指して～ 

4:20 4-3  校内における校務の効率化 

4:35 4-4  ICT校内研修後の授業 
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3:40 3-1  日常的な ICT活用事例 

3:55 3-2  ICT活用を一覧表にしました！ 

4:20 3-3  ICT機器を活用して理科の授業レベルアップ 

4:35 3-4  ICTサポーターはこんなお手伝いができます 
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3:40 1-1  校内における ICT機器の活用に向けて 

3:55 1-2  ICT機器の活用と業務の効率化～子どもと接する時間の確保へ～ 

4:20 1-3  子どもによる ICTスキルの活用 

4:35 1-4  ICT機器を利用した中学校の実践について 
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　　　　　　　ジャンル
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校内におけるIC T機器の活用
に向けて

ＩＣＴを活用したユニバーサル
デザインの授業づくりを目指し
て

日常的なIC T活用事例 外国語活動における
IC T機器の活用

教職員に「今、必要なスキル」を
研修する

　五十里　圭信
　豊川小学校

　沖　智彦
　玉島小学校

　若宮　優理子
　郡山小学校

　毛利　伊吹
　太田小学校　言語教育所員

　岡坂　洋平
　葦原小学校

IC T機器の活用と
　　　　　　業務の効率化
～子どもと接する
　　　　　　　　時間の確保へ～

支援教育における効果的な
IC Tの活用

IC T活用を一覧表にしました！ IC T活用授業の実践
～児童のスキルアップを
目指して～

新しいIC Tを用いた授業を
考える

　畑中　宏太
　西中学校

　橋口　陽子
　山手台小学校　支援教育所員

　坂田　賢宏
　春日小学校

　山本　吉映
　忍頂寺小学校

　大塚　峻音
　安威小学校

4:10 ＜休憩＞ ＜休憩＞ ＜休憩＞ ＜休憩＞ ＜休憩＞

子どもによるＩＣＴスキルの活用 校内におけるＩＣＴ機器
活用の推進
～みんなでパワーアップ！～

IC T機器を活用して
理科の授業レベルアップ

校内における校務の効率化 パソコンと仲良く付き合う方法

　大道　憲行
　西小学校

　堂薗　早織
　茨木小学校

 理科教育所員　一同
　家村　憲治
　養精中学校

　石川　元信
　ICTサポーター

IC T機器を利用した中学校の
実践について

出欠統計のデジタル化・学級用
パソコンを教室設置するために

IC Tサポーターは
こんなお手伝いができます

ＩＣＴ校内研修後の授業 日常的な授業での
デジタル教科書の活用

　井上　智博
　彩都西中学校

　宮田　郁夫
　平田中学校

　藤巻　輝彦
　ICTサポーター

　米澤　圭祐
　三島中学校

　竹内　洋平
　三島小学校

ＩＣＴ活用フォーラム（平成25年１月29日）分科会発表一覧および発表順
第１分科会（セミナー301A） 第２分科会（セミナー30１Ｂ） 第３分科会（302） 第４分科会（303）

①わかりやすい授業づくり
②児童の情報活用能力の育成
③業務の効率化（校務の情報化）
④ICT活用推進のための校内研究

①わかりやすい授業づくり
③業務の効率化（校務の情報化）
④ICT活用推進のための校内研究

①わかりやすい授業づくり
③業務の効率化（校務の情報化）
④ＩＣＴ活用推進のための校内研究

①わかりやすい授業づくり
②児童の情報活用能力の育成
③業務の効率化（校務の情報化）
④ICT活用推進のための校内研究
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③業務の効率化（校務の情報化）
④ＩCT活用推進のための校内研究
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④

④
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③
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中学校　教諭 小学校　支援教育所員 小学校　教諭 小学校　教諭 小学校　教諭

小学校　教諭

小学校　教諭 小学校　教諭 ICTサポーター中学校　教諭

中学校　教諭



ICT 活用フォーラム  発表テーマ及び概要                       

第１分科会（セミナー301A） ①わかりやすい授業づくり 

／②児童の情報活用能力の育成 

／③業務の効率化 

               ／④ICT 活用推進のための校内研究 

 
【1-1】④ 校内における ICT機器の活用に向けて 

    五十里 圭信（豊川小学校） 
     
       本校の実態として、クラスに１台 e 黒板ユニットが配置されているにもかかわらず、うまく機能し

ていない。そこで、校内研修を行い、普段の授業でも e 黒板ユニット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できるようになったことを報告したい。 

 

【1-2】①③ ICT機器の活用と業務の効率化～子どもと接する時間の確保へ～ 

    畑中 宏太（西中学校） 
     
       茨木市の小・中学校にプロジェクターと書画カメラが配備された。その結果、本校でもその２つを

利用した授業が展開されるようになった。今回の発表では、ICT 機器を活用した授業の様子と業務

の効率化を、映像を交えて説明する。 

 

【1-3】② 子どもによる ICTスキルの活用 

    大道 憲行（西小学校） 
     
      児童が調べ学習をする時に ICT 機器を活用することは今までにもあったが、今回は成果を発表す

る際にも活用した。パワーポイントを使って、高学年の児童がきょうだい学級の低学年に発表した。

見ている人にわかりやすい発表を、声や動作の工夫だけでなく、ICT 機器を使ってよりわかりやす

い発表になった。これら一連の活動を、校内の取り組みも含めて紹介する。 
 

【1-4】① ICT機器を活用した中学校の実践について 

    井上 智博（彩都西中学校） 
     

中学校理科で実際に ICT 機器を使用した以下の内容の報告を行う。 

①実際に使用して感じた良い点、悪い点 

②デジタル教科書の活用について 

③学校行事での活用について 

④今後の課題について 

 

 

第２分科会（セミナー301B）  ①わかりやすい授業づくり／③業務の効率化 

／④ICT活用推進のための校内研究 

 
【2-1】① ICTを活用したユニバーサルデザインの授業づくりを目指して 

    沖 智彦（玉島小学校） 
     
       本校は、支援教育部を中心にどの子にとっても学びやすい「ユニバーサルデザイン」の授業づくり

を研究・推進している。さらに充実さを増した ICT を、いかに本校の目指す授業づくりに活かせ

ばいいのか、本校の実践交流会で報告されたものの中から一部を紹介する。 
 

小学校　教諭

中学校　教諭

小学校　教諭

中学校　教諭

小学校　教諭



 

【2-2】① 支援教育における効果的な ICTの活用 

    橋口 陽子（山手台小学校）支援教育所員 
     
      本校は、支援教育の研究協力校として、どの子にとってもわかりやすい授業を目指している。ICT

を活用することで ① 意欲的に学習に取り組むきっかけをつくったり ② 子どもたちの理解を助

けるものになるよう努めている。今回の発表では、ICT を活用することによって子どもたちがどの

ように変容したかについて紹介する。 
 
【2-3】④ 校内における ICT機器活用の推進～みんなでパワーアップ！～ 

    堂薗 早織（茨木小学校） 
     
       本校では、子どもたちの情報活用能力の育成や、わかりやすい授業づくりにつなげることを目的と

して、環境整備や研究を行っている。『書画カメラや大型テレビなどの ICT 機器や、スカイメニュ

ーなどのソフトの活用』『Excel、PowerPoint などの基本技能習得』『共有フォルダ使用のルール作

り』など、この３年間で本校が取り組んできたことや校内研修の内容などについて報告する。 
 
【2-4】③④ 出欠統計のデジタル化・学級用パソコンを教室設置するために 
    宮田 郁夫（平田中学校） 
     
       今まで学期末や学年末で面倒な出欠統計をパソコンを活用して、効率的及びミスなく行えるように

出席簿をデジタルデータ化し、担任の負担を減らすことのできる出欠統計ファイル（エクセル）に

ついて紹介する。また、管理面で教室に常時置いておくことに不安のある学級用パソコンや ICT 機

器をクラス常時設置するための環境整備の過程を併せて報告する。 
 
 
第３分科会（302） ①わかりやすい授業づくり ／③業務の効率化 

          ／④ICT活用推進のための校内研究 

       
【3-1】① 日常的な ICT活用事例 

    若宮 優理子（郡山小学校） 
     
       各クラスに１台整備されたことで、利用度が格段にアップした書画カメラ。細かな部分も大きくは

っきり見えるので、ユニバーサルな視点に立つと常に授業に欠かせない教具である。 
書画カメラを中心に、各クラスでの日常的な ICT 活用事例を紹介する。 

 
【3-2】④ ICT活用を一覧表にしました！ 

    坂田 賢宏（春日小学校） 
     
       「あ、そんな風に使えるんだ！」「こんな授業展開ができるんだ！」と、ICT の利用法について授

業の後に気づいたことはありませんか？「どのような授業に ICT 機器は有効なのか？」悩んだこ

とはありませんか？そんな時に役立つ『ICT 活用表』を作成してみました。 
 
【3-3】① ICT機器を活用して理科の授業レベルアップ 

    木久 仁（天王小学校） 井手 治（彩都西小学校）  
熊谷 弘美（大池小学校） 木村 幸司（穂積小学校） 理科教育所員  

     
       理科の授業では、機器の操作、実験室では再現できない数多くの現象などを子どもたちに伝える。 

ICT 機器を利用すれば機器の操作方法の説明も簡単に行え、時間場所関係なく、再現した映像の提

示ができわかりやすい授業を行える。ここでは、そんな授業事例を紹介する。 

 

 

小学校　支援教育所員

小学校　教諭

中学校　教諭

小学校　教諭

小学校　教諭

小中学校　理科教育所員



 

【3-4】①③ ICTサポーターはこんなお手伝いができます 

    藤巻 輝彦（ICT サポーター） 
     

授業・校務などの場面で、先生方がしたいことを手助けするのが ICT サポーターです。 

1. 授業支援 小学校低学年向けに、ICT に慣れ親しむ授業でこんなこと 

2. 校務支援 職員室で事務処理などを効率的に行いたい時にはこんなこと 

3. 情報発信 学校ホームページなど情報発信をしたい時にはこんなこと 

4. 機器の保守やトラブル対応の時には、こんなこと 

など、活用事例を紹介したいと思います。 

 

 

第４分科会（303） ①わかりやすい授業づくり／②児童の情報活用能力の育成 

／③業務の効率化／④ICT活用推進のための校内研究 

 
【4-1】① 外国語活動における ICT機器の活用 

    毛利 伊吹（太田小学校）言語教育所員 
     

5、6 年生での外国語活動実施に伴い、本校では 1～4 年生でもカリキュラムを作成し実践を行っ

ている。本年度より『Hi,friends！』のデジタル教材が、全教室のパソコンにもインストールされ

た。2 年生での取り組みを中心に、デジタル教科書や ICT 機器を使った事例を紹介する。 

 

【4-2】② ICT活用授業の実践 ～児童のスキルアップを目指して～ 

    山本 吉映（忍頂寺小学校） 
     
       PC を使って調べ学習をスムーズに行えるように、また子どもたちの ICT スキルの上達を図るには

どうすればよいか。春から継続的に実践してきた、子どもたちが PC でまとめをする学習活動を紹

介する。また、併せて本校における ICT 活用についても報告する。 
 
【4-3】③ 校内における校務の効率化 

    家村 憲治（養精中学校） 
     
      本校では以下４つのファイルをデータリンクすることで、業務の効率が上がった。その内容を具体

的に紹介する。 
     ①成績処理 
    ②出席簿統計の管理印刷 
    ③通知表印刷 
    ④時数カウント 
 
【4-4】①④ ICT校内研修後の授業 

    米澤 圭祐（三島中学校） 
     
      アンケートをとったところ、本校で電子黒板や書画カメラを授業で使用している人はほとんどおら

ず、またほとんどの人が「使い方がわからない。」という理由で使用していないことが分かった。

そこで、書画カメラの研修を行ったところ、授業で使う先生が増えてきた。茨木市は書画カメラや

プロジェクターなど ICT 機器整備は充実しているのに、有効活用されていない。だからこそ、使

用方法などの校内研修が必要だと感じ、校内研修を実施し、推進してきた。その後、どのように授

業が変化したのか報告する。 
 

 

 

ICTサポーター

小学校　言語教育所員

小学校　教諭

中学校　教諭

中学校　教諭



 

第５分科会（304） ①わかりやすい授業づくり ／③業務の効率化 

／④ICT活用推進のための校内研究 
 

【5-1】④ 教職員に「今、必要なスキル」を研修する 

    岡坂 洋平（葦原小学校） 
     
       書画カメラの全学級数分配備を受け、現状の活用状況を知るためにアンケートを取った。その際に、

他に配備されている機器や校務システムなどのツール（ソフト）の活用状況についても調査した。

そこで浮き彫りになった有効な活用へのハードルをひとつずつ解消し、全校で積極的な ICT 活用

の推進に取り組んだ。今回の発表では、書画カメラ研修の際に工夫した点とアンケートの内容、そ

こから取り組んだことを報告する。 
 
【5-2】① 新しい ICTを用いた授業を考える 

    大塚 峻音（安威小学校） 
     
       新しく入った書画カメラ、パソコン、d_book など、現在の授業での活用事例を調べ、メリット、

デメリットを明らかにすることで、今後の活用方法を考えたい。また ICT 機器を使うことによる

効果を、実際活用している先生の手ごたえをもとに報告する。 
 
【5-3】③ パソコンと仲良く付き合う方法 

    石川 元信（ICT サポーター） 
     
    パソコンは難しいものです。「壊れたら大変！」「ウィルスに感染したら･･･」「ついていけない。」

「思い通りに動かない。」「ワードくらいしか使い道がない。」「詐欺にあったらいやだ。」「パソコン

を使わないほうがはやい。」今回の発表では、自身の経験を踏まえ『パソコンと仲良く付き合う方

法』を報告する。 
 
【5-4】① 日常的な授業でのデジタル教科書の活用 

    竹内 洋平（三島小学校） 
     
       本校では、各クラスに常設している書画カメラ、学級用 PC を使ったネット上のデジタルコンテン

ツや自作コンテンツを活用している。また、算数や社会の指導書に付属しているデジタル教科書、

外国語活動『Hi,friends！』、学校予算で購入した理科や地図帳デジタル教科書、今年度学級用 PC
更新に伴って導入された【d_book-PRO】で自作したデジタル教科書の活用頻度も上がっている。

その中で見えてきたデジタル教科書の活用効果や授業づくりで配慮すべきこと、今後の展望につい

て報告する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

小学校　教諭

小学校　教諭

ICTサポーター

小学校　教諭



教材探しはイントラで♪♪

“茨木市教育情報ネットワーク web”に茨木市内の先生による教材のデータ

ベースがあるのをご存知ですか？

それが『ICT 授業実践・データベース』です！

トップページをリニューアルし

検索がしやすくなりました！！

ぜひご活用ください♪

登録もぜひお願いします！！！



効果的ＩＣＴ利活用の実践報告

～これが、茨木の財産です。～



校内における ICT 機器の活用に向けて

小学校 教諭

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、書画カメラが常設されているにもか

かわらず、うまく機能していない。そこで、今年度校内研修を行い、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

○e黒板とは・・・

○セッティングの仕方や使用方法

○d-book の使用方法

○書画カメラの使用方法 など

３．授業実践

① 算数 単元「場合の数」（６年生）

○対角線を引く作業で・・・

従来

・黒板に書いたり

・画用紙で作ったり

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

○組み合わせを考えるときに・・・

従来

・絵を描いたり

・はさみで切って作ったり

・マグネットを使って

メリット

・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
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② 理科「電気で明かりをつけよう」（３年生）書画カメラ

○導線のつなぎ方や本体の組み立てで・・・

従来 メリット

・見えないけれども見えている気に ・画面を通して大きく表示できる

・画用紙で作るなど準備に時間が ・細かな作業までしっかり伝えられる

・机間巡視を頻繁に ・動画も繰り返し流せる

③ 国語「木かげにごろり」（３年生）d-book

○教科書の内容を共有するときに・・・

従来 メリット

・「ここ！」と言って伝えられた気に ・簡単に作成できる

・拡大コピーして貼ったり ・学習しているところが一目でわかる

・黒板に書き写したり ・言葉だけでなく視覚でとらえられる

４．おわりに

今年度、e 黒板を含む ICT 機器を活用し実践を行う上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、普段伏せがちだった子

どもも自ら授業に参加する姿や積極的に ICT 機器に触れようとする姿があった。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。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。



ICT 機器の活用と業務の効率化 ～子どもと接する時間の確保へ～

中学校 教諭

１．はじめに

茨木市の小・中学校にプロジェクターと書画カメラが配備された。その結果、本

校でもその 2 つを利用した授業が展開されるようになった。今回の発表では、 ICT

機器を活用した授業の様子と業務の効率化を、映像を交えて説明する。

２．ICT 機器を活用した授業の様子

①2 年生 数学の授業 「結び目について」

・投影された図を見て、その結び目がほどけるかを考える。

・プロジェクターを使うことで、三彩色に塗り分けた時の変化の様子がよくわか

り、学習意欲が向上する。

②1 年生 数学の授業 「平面図形」

・単元の導入教材『友だちの家はどこ？』において、プロジェクターを使うこと

で子どもの目線を一か所に集中させることができ、単元の初めに学習意欲を引

き立てることに成功した。

③1 年生 理科の授業 「光の反射」

・入射角と反射角の説明において、理解が深めやすい。

・書画カメラで教師が作業の様子を写すことで、苦手な子も教師の真似をするこ

とで、授業に参加しやすく、学習意欲が高められる。
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３．業務の効率化

従来、体育大会の選手名簿作成には各ページに担当者が選手全員の名前を入力し

ていた。これは、800 人近くの生徒の名前を 2 回以上入れるということで時間がも

のすごくかかるし、負担が大きい。

それを解消するために体育大会選手名簿

入力ソフトを作成した。各担任が生徒の出席

番号を入力するだけで、選手名簿にリンクし、

また、各生徒の出場回数が一覧になって確認

しやすくなった。その結果、担当者の負担が

減り、業務が効率化し、子どもと接する時間の

確保につながった。

４．おわりに

今年度、我が校では ICT 機器を活用しようという動きがたくさん見られ、教職員

間でも ICT 機器の活用について話題に上ることが増えた。初年度としては、まずま

ずの成果だったと思う。来年度はさらなる有効活用を考え、校内にさらに普及でき

るよう進めたい。

業務の効率化に関しては、校内で素晴らしいアイデアが出れば、全職員で共有し、

子どもと接する時間をさらに確保できるよう努めていきたい。

茨木市の学校に通う子どもたちにとって、ICT 機器とその活用が有益で、子ども

たちの成長にプラスであると確信している。

＜参考資料＞

動画編集ソフトの紹介

・ムービーメーカー (無料でダウンロードできる)

http://windowslive.jp.msn.com/moviemaker.htm を参照ください。

・VideoStudio Pro X5 (有料)

http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod4650075&cid=catalo

g3560067&segid=7400014&storeKey=jp&languageCode=ja を参照ください。



子どもによるＩＣＴスキルの活用

小学校 教諭

１．はじめに

ここ数年、学校には新しいコンピュータを始めとした様々な ICT 機器が導入され

ている。しかし、本校は今まで ICT 機器を活用し切れていない現状があった。そこ

で、今回の発表を良い機会ととらえ、子ども達による ICT 機器の活用を促せるよう

な校内の取り組みを進めていきたいと考えた。

子ども達が調べ学習をする時に ICT 機器を活用することは今までにもあったが、

今回は学習の成果を発表する際にも活用させようと考えた。具体的には、パワーポ

イントを使って、高学年がきょうだい学級の低学年に何か発表をする活動に取り組

んだ。発表の内容は、学年に応じて調べ学習のまとめや、クイズなどとし、見てい

る人にわかりやすい発表となるよう、声や動作の工夫だけでなく、 ICT 機器を使っ

て工夫した発表に取り組んだ。

２．校内の現状を把握する

子どもたちや教員への聞き取りから、本校では今まで授業でコンピュータを使う

機会が少なかったように思われた。ただし、時間割表の作成、タイピング練習など

といった単発の活動ではコンピュータを使っていた。授業以外に目を向けると、教

員は普段の仕事においては、職員朝会・会議資料作成・学年通信作成など様々な場

面でコンピュータを使っている。ワープロやブラウザ程度なら、十分使えていると

いうことになる。また、研修等で新しく体験したソフトも多少はあるかと思われる

が、活発に活用されるとまではいかないよう

であった。そこで、校内の情報教育委員会に

よるプレゼンテーションソフトの研修を行

い、授業での活用案まで含めて提案を行うこ

とにした。普段使っているワープロソフトと

似ている操作もあるので、比較的取り組むハ

ードルは低いと考えられる。

① 職員にアンケート

② 職員研修

③ 高学年による取り組み

④ 低学年との交流会

３．教員側の積極的な活用

授業での活用を提案するための取り組みであるので、可能ならばプレゼンテーシ

ョンソフト以外にも目を向けて欲しいと思い、研修で体験してきたソフトがあれば、

積極的に活用してもらえるよう声をかけた。授業参観でコンピュータを使ったクラ

スもあれば、校内の研究授業で新しいソフトを使ったクラスもあった。高学年の担

任は、この取り組みによってコンピュータを使った授業の時間数がかなり増加する
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ことになった。

４．子ども達の取り組み（例として 6 年生）

６年生は、国語の学習として、調べ学習にインターネットを使い、そのまとめと

してパワーポイントを使った。まずは今までと同じように画用紙にまとめた。ここ

までは何度も取り組んだ作業でもあるので、慣れているため滞りなく進んだ。次に、

できあがった資料を皆で確認し、それをパワーポイントで再現することを伝えた。

基本的な操作法を教えた後は、グループ毎に協力して進めていた。途中で質問もい

くつかあったが、コンピュータの操作に慣れている子も多く、思ったよりもつまず

きはなかった。できあがったスライドを使って発表まで体験し、この学習は終わっ

た。その成果を基に、平和学習でもスライド作りをした。今度はインターネットで

調べた事だけでなく、実際に平和公園で自分達が取材したことも発表内容に含まれ

るため、子ども達は前回の経験を生かして、より効果的なスライド作りに取り組ん

でいた。最後に、きょうだい学級との交流のため、昔話のスライドをつくることに

した。発表はこれからである。

５．課題

今回は、新年度開始後少したってか

らの提案だったので、各学年に授業の

カリキュラムを再調整してもらうな

ど迷惑をかけてしまった。そのことで、

６年間を通したある程度のカリキュ

ラム作りが必要であると改めて感じ

た。そうすることによって、各学年が

それぞれ基礎から指導するのではな

く、高学年になればなるほど高度な内容に挑戦できる利点がある。指導法も含めて、

来年度以降に引き継ぎたい。

６．おわりに

今回６年生に指導する際、はじめに「紙芝居を作って下さい。」と言った。それは

子どもたちに、プレゼンテーションソフトを使って作るスライドのイメージをわか

りやすく伝えるためだった。実際に、最初は紙芝居を作ってもらってそこからスラ

イドへと起こさせたが、画用紙や模造紙を使った発表方法は低学年から行われてい

ることなので、それを有効に使えたと思う。コンピュータを使うと確かにいろいろ

な表現方法が使えたり、管理が楽だったりという利点がある。ただし、だからと言

って全ての学習がコンピュータを使って発表すれば良いわけではないだろう。プレ

ゼンテーションソフトは、子どもたちの学んできた発表の方法に取って代わる物で

はなく、新しく使えるようになって欲しい方法の一つだからだ。それぞれの特徴を

把握して、課題に応じた選択ができるようになることが、子どもたちにも教員にも

必要なことだと思われる。



ＩＣＴ機器を活用した中学校の実践について

中学校 教諭

１．はじめに

教育現場にＩＣＴ（Information and Communication Technology）機器が次々と導入されて

いる。しかしながら、すべての機器が教育効果の向上につながるとは限らないし、効果的な

活用についても個々の教師の試行錯誤が必要である。他の校務や教材研究、生徒指導などが

あり時間的にも厳しい中でも、この数年間でＩＣＴ機器を効果的に活用する方法を模索して

きた。今回の報告はこれまでのとりくみの中で「簡単、効果的で」「わかりやすい」ものを

発表していきたいと思う。

２．授業での活用について

①書画カメラの利用

授業で最も活躍している機器は書画カメラである。

特に理科では「実験器具の使用方法」「細かい作業」

「値の読み取り」など、個人の視点で説明されてい

るものが多く、画面に拡大して確認できることが間

違いや事故を防ぐために大いに役立っている。

【オシロスコープの画面を

書画カメラで拡大】

②教室でのＤＶＤの観賞

理科室には視聴覚教材としていくつかのＤＶＤがあるが、授業での活用を前提に作られて

いるため、5分～15 分程度のものが多い。今年度、各教室にプロジェクタが配置され、視聴

覚教材の利用率はかなり向上した。星空の観察や火山の噴火など、直接観察できないものに

ついては映像で理解を深めることが効果的である。

③映像制作、学校パンフレット制作

生徒たちとともに映像や学校パンフレットを制作

してきた。2年生職業体験では彩都西中学校を紹介

するためのパンフレットやＤＶＤを制作した。また、

修学旅行のイメージ映像を作成することで修学旅行

に対する気持ちを高めることができた。生徒会活動

では彩都西中学校のイメージキャラクターである

「彩都レンジャー」を実写化し、文化発表会や卒業

生を送る会などで上映することができ、生徒会の活

動の場を増やすことができた。 【彩都レンジャーより】
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④デジタル教科書の導入

今年度の新たな取り組みとしてデジタル教科書を導入した。（体験版は指導書に付属）

☆デジタル教科書の利点

・現在使用している教科書がそのままデジタル化

されている。

・デジタル教科書の一部は動画である。

・動画などの情報はインターネットなどでも簡単

に手に入るが、間違った情報も存在する。また、

著作権などの問題もある。デジタル教科書を使

用すると確かな情報を安心して利用できる。

【デジタル教科書を映しだす】

☆デジタル教科書の問題点

・値段が高い。1学年７３５００円（校内ライセンスフリー）

・教師は教えたような気になり、生徒はわかったような気になりやすい。

・コンテンツの時間の長さや内容、質が希望とあわないことがある。

・投影するために簡易型のスクリーンを黒板にはりつけるため、板書スペースがなくなっ

てしまう。また、準備や片づけに時間がかかる。

３．実際に使用して感じたこと

わかりやすい授業を進めていくことが目的であって、機器の使用が目的ではない。ＩＣＴ

機器を使用すると生徒の反応が良いが、集中力が持続しにくい。黒板を使っての本来の授業

スタイルは崩さず、ＩＣＴ機器をさりげなく使用していきたい。

４．今後の課題について

各教室での使用はパソコンを教室に持ち込み、電源コード（場合によっては延長コードも）、

ＬＡＮケーブル、プロジェクタ用のケーブルが必要である。電源を入れ、立ち上げるまでの

時間もかかる。これらを 10 分間の休み時間に行うことが大きなハードルになっている。

Wi-Fi（無線ＬＡＮ）の環境整備により、ケーブル類は必要なくなるし、タブレットＰＣ

を導入することで立ち上げの時間もなくなる。予算は新たに必要ではあるが、技術の進歩と

ともにより便利な機器を導入する必要があると思う。また、予算の使い方についても現場の

意見を十分に引き出してほしい。

また生徒自身がＩＣＴ機器を使用する機会も多くなっている。しかし、目を離すと著作権

や肖像権を無視して文章や画像をそのまま利用しようとする。今までも様々な機会で教えて

きたことではあるが、生徒自身の活用技術の向上から思いもよらないトラブルが起こる可能

性もあるため、さらなる注意が必要である。

いずれにせよ、私たち教員が生徒のために積極的に研究し、効果的な活用方法を模索し続

けていく必要がある。今後もさまざまな情報を収集し、研究していきたい。



メ モ



効果的ＩＣＴ利活用の実践報告

～これが、茨木の財産です。～



ＩＣＴを活用したユニバーサルデザインの授業づくりを目指して

小学校 教諭

１．はじめに

本校は支援教育部を中心に、どの子どもにとっても学びやすい「ユニバーサルデ

ザイン」の授業づくりを研究・推進している。さらに充実さを増した ICT 機器を、

いかに本校の目指す授業づくりに活かしていけるのかを探るべく、今年度は視聴覚

部と支援教育部とが連携し、ＩＣＴの実践交流会を開いて活用法を交流し合った。

①ユニバーサル＝みんなに分かりやすい

②ＩＣＴならでは＝他の方法では得難い、他の方法より効果的

③実用的＝どの先生も使える、本校のスタンダードとしていける

といったねらいのもとに報告し合ったものの中から、一部を報告させて頂く。

２．拡大表示

大型テレビを活用して多くの先生が実践されているのがこの「拡大表示」。様々な

ものを大きく映し出すことができ、子どもの視線を一点に集めることにも役立つ。

①「書画カメラを使って」

・子どもと同じ物（教科書、プリント）

・全体に提示する物（ノート、写真、資料）

・細かい作業（裁縫、配線）

②「デジカメを使って」

・ノート

・動かせない物（水彩画）
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３．動画の視聴

目の前にないものや、動きを伴うものを、説明したり考えさせたりすることは容

易はでないが、ＩＣＴを活用することで、そうした課題をクリアすることもできる。

①「本物を手軽に」

・理科（観察、実験、早送り） 例）川の上流と下流の様子

ＮＨＫデジタル教材 http://homepage2.nifty.com/in/san/5/5nen.htm/

②「リピート」

・算数（用具を使った動作） 例）平行な線のかき方

算数フラッシュサイト http://homepage2.nifty.com/in/san/5/5nen.htm/

算数科などにおいて、用具を使った動作など、動きを伴うものが多くある。そ

の一連の動作を段階的に写真と文章で手順を示すことも大きな支援となるが、ア

ニメーションを用いることでより感覚的に動作を身につけさせることが可能で

ある。また、その動画を繰り返し再生することで、子どもは必要な場面で必要な

支援を自ら獲得できるというメリットが生まれる。

③「スロー再生、一時停止」

・体育（器械、陸上、水泳） 例）大きな前転

中島先生の体育教室 http://taiiku17.web.fc2.com/

器械運動や陸上運動などにおいて、より高い技能を獲得するためには数あるポ

イントを押さえ、一連の動きを理解することが大切となる。短時間のうちに行わ

れる一連の動きを理解することは容易でないが、スロー再生や一時停止の機能を

活かせば、子どもにとってはもちろん、指導する側にとっても大きな支援となる。

４．自作の教材

・国語（詩の暗唱）

自作教材の報告がいくつかされる中で、ぜひ校内で共有しようとの提案がなさ

れ、自作教材を保存するフォルダを作成し、積極的に活用していく確認がとれた。

５．おわりに

今回報告した活用法は、他校でも多くの先生方が実践されているものだと思う。

しかし本校ではその活用法を校内で広め、 ICT を実際に活用していくことこそが大

事であり、そのことをねらった今回の実践交流会は有意義なものだったと考えてい

る。どの先生にも出来ることを、どの先生もが効果的に活用できる体制づくりを目

指し、今後も取り組んでいきたいと思う。そういった環境作りこそが、本校の目指

す「ユニバーサルデザインの授業」に直結するものだとも考えている。



支援教育における効果的なＩＣＴの活用

小学校 支援教育所員

１．はじめに

山手台小学校は、支援教育の研究協力校として 2 年目を迎える。一人ひとりの子ど

もたちの実態を知ることからスタートし、クラスや個に応じて授業の中でその実態に

対応していく努力をしてきた。支援教育で学んでいる、授業のユニバーサルとして視

覚化・構造化・協働化を研究授業や日々の授業の中で意識している。子どもにとって

のわかりやすさを大切にしながら取り組んできた校内での取り組みを子どもたちの変

化とともに紹介する。

２．ICT の活用は…

①『意欲的に学習に取り組むきっかけに！！』

A 実態 音楽が大好きで聞くことや見て学ぶことが得意である。

クラスで音読を取り組むと合わせて読もうとかわいい声が聞こえてくる。

英語学習で聞いた英語のイントネーションを真似て話そうとしている姿

がある。

指導 相手に正しく伝えるためにカセットデッキを使用し、やり取りを録音する。

機器を意識してはっきり伝えようとする。また、聞き返すことで自分自身

が話している言葉がどのように聞こえているかを確認する。

聞いてわかる

さらに、自分の声を聞くこと・話しているやり取りがくりかえし聞けることが

楽しいので、自ら職員室に行ってカセットテープをもらいに行くという『学びに

対する』積極的な意欲が見られた。

②『子どもたちの理解を助けるものに！！』

B 実態 何事にもじっくり取り組む。どうしていいかがわからないと不安で周り

を見て立ち止まっている。

指導 社会の学習で自分たちの住む町を見学し、まとめ、発表をする。地図で自

分の家を紹介し、パワーポイントにそって自分たちの住んでいる場所のク

イズを出して伝え合う。
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C 実態 周りの様子をみて、みんなと一緒に活動

したいと思っている。しかし、不安が大

きくなってどうしていいかわからないと

教室を飛び出してしまう。

指導 社会の学習で行った工場見学とスーパー

への見学でわかったこと・考えたことをまとめ、見学に行った時の写真を

テレビで映し発表する。

見てわかる

B さんにとっては、発表の流れが見てわかり、どこで何を伝えるのかが、はっ

きりしていたため、自信を持って発表していた。また、聞く側もよく集中してお

り伝え合う雰囲気がより盛り上がった。

C さんにとっては、体験したことが映像でたくさん出てくるので、自分の伝え

ることと体験が結びつき安心していた。そのため、教室から飛び出すことなく仲

間と一緒に発表し、聞く時も映像と説明にリアクションをしながら聞いていた。

児童にとって、学習したことが鮮明に思い出せ、伝えることの自信や手がかり

になっていた。

３．クラスで行う授業で他にも…

テレビや拡大コピーで手元にあるプリントや教科書と同じものを示して授業を

行うことは、どこを見て学べばいいかが一目瞭然

である。主に学年で活用しているのはその学年の

実態や発達段階に応じて工夫して取り入れている。

子どもたちの“わかりやすさ”を大事にして進

めている。

☆低学年は、指示や説明を補助するために活用

体験を共有するための手段

☆中学年は、学んだことを整理するために活用

具体的な体験を確認・言語化する手段

☆高学年は、学びあいの中で活用

抽象的な事・一般的な事を知る手段

４．おわりに

ＩＣＴは、言葉だけでは伝わりにくいことをわかりやすくするための一つのツール

だと考えている。これからも、人と人とのつながりを大事にしながら、無理なく活用

していきたいと思う。



校内における情報教育の推進

～みんなでパワーアップ！～
小学校 教諭

１．はじめに

各学級にパソコンが配置されたころから、徐々に学校現場に他の情報機器も普及

してきた。便利になった反面、管理やルール、使い方などで課題も見えてきた。学

校のＩＣＴ環境が大きく変わる中で、ＩＣＴ機器の使い方や情報教育、校務の情報

化推進について行ってきた本校情報部会の取り組みを報告する。

２．校内研修会

本校では、情報部会を中心に校内研修を実施している。その年によって、ＩＣＴ

機器の使い方を紹介したり、情報モラルについて学習したりしてきた。

《課題》

・教員のスキルに差がある。

・使い方がわからない機器がある。

過去３年間の研修会

2010 年 夏

●e-黒板（スターボード）、大型テレビの使い方

2011 年 2 学期

●情報モラル 提案授業（スカイメニュー「仮想携帯」）

※講師 茨木市教育センター向井指導主事

５年「ちょっと待って、そのメールで気持ちは伝わるかな？」

2012 夏

●新ＰＣ、付属機器紹介 ＩＣＴ活用法交流会

●プチ講座（エクセル・パワーポイント・スカイメニュー）

成果と課題

大型テレビと書画カメラなどＩＣＴ機器の使用が増えた 。

仮想携帯の使い方や便利な教材があることがわかった。

情報モラルの指導の必要性を実感できた。

e-黒板の置き場所検討やパソコンの常設が必要。

３．環境整備

2010 年 校務用ＰＣ・大型テレビ・書画カメラ

2011 年 コンピュータ室新ＰＣ・e-黒板ユニット・書画カメラ

2012 年 新児童用ＰＣ・書画カメラ（全クラス配備完了）

成果と課題

・使い方を知り、常設できることで使用頻度が上がった。

・小さいものが多かったり、全体数が多かったりするので管理が難しい。
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４．校務の情報化

《課題》

・教員用パソコンをどのように有効活用するか。

・共有フォルダの使い方やルールが決まっていない。

・パソコンを使い慣れていない人が多い。

2010 年 校務用ＰＣ運用開始

（校務システム 共有フォルダ Active!mail）

2011 年 職員朝会・・・校務システム

職員会議・・・共有フォルダ

共有フォルダルール作り 暗号化保存

2012 年 共有フォルダ 新ルール運用開始

成果と課題

・ペーパーレス化に加え、印刷・配布の手間が省けた。

・トップ画面が見やすくなった。

５．おわりに

校内の情報化に向けて、ここまで進めることができたのは、校内の協力体制にあ

ると感じる。コンピュータが苦手な人にとっては苦しい環境であったが、「前に進

もう」という気持ちをもって取り組めたこと。その周りで「いつでも聞いて」とい

う人たちがいてくれたこと。ＩＣＴサポーターやセンターの方々の支え。新しく入

ってきたものを、本当の意味で使えるものにするためには、みんなで一緒に取り組

むことが大事だとわかった。これからはさらにその力を子どもたちに返していける

ような取り組みを続けていきたい。

【校務システム校内掲示版（職員朝会）】

【 Shokuin「職員会議案件」（職員会議）】

共有フォルダ使用のルール

○フォルダやファイルについて

・トップ画面には、自由にフォルダを作らないようにする。

・ファイルは、関係のあるフォルダに必ず保存する。

・一時保存や、整理が付かないものは、個人のフォルダに保存しておく。

・転勤する際には、情報を整理し、個人フォルダを消去する。

○フォルダの管理者

・各部会、学年等の代表がそのフォルダを責任を持って管理する。

・年度が替わるときには、次の人へ引き継げるように整理して渡す。

○データの保存、引継ぎ

・フォルダの管理者が責任をもって、必要な資料を残しておくよう呼びかけ

る。

・過去２年度分ぐらいは保存し、それ以降は管理者が責任をもって、必要

のないものは消去する。

【共有フォルダのフォルダ分けと管理者一覧】



出席統計のデジタル化・学級用パソコンを教室設置するために

中学校 教諭

１．はじめに

長きにわたり、出席統計でミスをしたときは、毎回訂正印を押してやり直してい

たので、どうにかミスを少なくできないものかとコンピュータでの処理を考えエク

セルで作成した。今年度から平田中学校の全学年で導入している。そのエクセルフ

ァイルを紹介する。

学級用ノートパソコンが２学期に配備されたが、今の状態では教室に設置したく

ないという意見が多く、このままだと使いたいと思ったときに使えない宝の持ち腐

れになることから、来年度に向け、どうしたら全クラスに配置できるかを試行して

いる過程を紹介する。

２．発表概要

Ⅰ 出欠統計印刷ファイル

① 特徴

もともと、学級事務ファイル（住所緑、連絡網、学級役員、学級係、座席表、時

間割、懇談家庭訪問、在学者台帳、クラス巻紙、点検表、出欠統計）の中に含ま

れているシートを独立させたものである。

ａ 入力シートと印刷シートが分けら

れている。

ｂ 月ごとの出欠統計を入力すること

で自動で計算され、ボタンを１回押す

だけで印刷される。

ｃ 印刷シートはロックがかけてあり、

誤作業を防げる。

ｄ 出欠状況を把握しやすい。

ｅ 修正しやすい。

ｆ ボタンで操作できる。

入力シート ４・５・６

印刷シート

② 手順

１ 出欠統計を開く

２ 学年・組・年度・担任名・副担任名・

学校名を入力する。（初回のみ）

３ 名表作成ボタンを押し、名表を貼り

付け、メニューボタンを押す。（初回

のみ）

４ 出欠統計作成するボタンを押し、入

力開始。

１・２・３・６・７
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５ 入力終了後、印刷ボタンを押す。（提

出用で印刷される）

６ メニューボタンを押し、メニューシ

ートに戻り、保存ボタンを押す。

７ ×を押して終了。

３

Ⅱ 学級用ＰＣの設置

① 学級設置のための下準備

少しでも学級担任の管理への負担を軽減するため、鍵付きのワゴンもしくはロ

ッカーを学級に配置し、パソコンの盗難・破壊・イタズラを防ぐ。鍵は、キーボ

ックスに入れて職員室で一括管理し、学級設置のＩＣＴ器具を使用したい時に教

師がキーボックスから鍵を取り、教室のデスクもしくはロッカーの鍵を開け使用

する。終了時は、ＩＣＴ器具を片付け鍵を閉め、鍵は職員室のキーボックスへ。

予算の関係で今年度は一クラス（３年３組）で試行することにした。全学級に

設置するには膨大な予算が必要なため、事務と相談中である。

② 学級設置

１ 基本的に電源をＯＮにすればすぐに使用できるように、ＩＣＴ器具を配線した

状態で収納ワゴン（内田洋行 IT 収納映写ワゴン IT―12）に設置する。

２ 配線はすべてワゴンの底穴に通してプロジェクタ、LAN 端子に繋ぐ。

３．終わりに

学級用パソコンをクラスに設置するには、管理の煩わしさより、使いやすい、な

いと困るという感覚になってもらう必要があると思い、環境整備を整えることにし

た。予算の関係で１クラスだけの運用となったがクラス配置の有効性をわかっても

らい、できれば来年度、全クラスに同じような環境が整うようにしたい。

機器の導入と同時にワゴンやロッカーも設置してもらえば幸いである。



メ モ



効果的ＩＣＴ利活用の実践報告

～これが、茨木の財産です。～



日常的なＩＣＴ活用事例

小学校 教諭

１．発表概要

各クラスに１台整備されたことで、利用度が格段とアップした書画カメラ。分かりにくい部分

も大きくはっきり見えるので、ユニバーサルな視点に立つと常に授業に欠かせない教具である。

その書画カメラを中心に、各クラスでの日常的なＩＣＴ活用事例を紹介する。

２．書画カメラの活用事例

①ノートやプリントを大きくアップで

・算数の問題づくりの場面を、書画カメラでテレビに映すことで、どのように書けばいいか

の見本をしめすことができる。発表者にとっては、ノートを見せながら説明するのでより

自信をもって発表ができる。

・プリントを大きく映

すことで、どこに注目

すべきかはっきりする。

②タイマーを大きく映して

・プリントや話し合いの時間がすぐに分かるように、タイマーを大型テレビに大きく映して

利用している。児童に時間の意識をもたせて、学習に取り

組むことができる。プリントなどに、タイムを自分で記録

することができる。

③児童の作品の発表をテレビに

夏休みのおもちゃ作りの作品を発表する時に、テレビに

映すことで、自信をもって発表することが出来る。また、

細かい部分の工夫などもよく見え、説明しやすい。

④図工の作業を分かりやすく

５年生の切り絵の作業を分かりやすく説明する時に、なか

なか手元を見せることができなかった。その分かりにくさを

解消することができる。

⑤習字の時の机上の配置

３年生で、初めての習字を

指導する際に、机の上を整理

整頓させながら、道具の置き

場所を指導する。３年生での指導が、きちんと徹底されて

いると、高学年になっても指導が楽である。
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３．パワーポイントを使って

①下見に行った時に写した写真を利用して作成し、遠足の事前指導に利用する。

１・２年『海遊館』の時に、ルートや雰囲気、トイレなどの利用の仕方を伝える。

②１年生の図工の指導で、準備物や作成順が分かるように見せながら一緒に作業を行う。

③国語の教材で視覚支援に用いる。１年生の『サラダでげんき』の材料の実物を知ることができ

る。

かつお かつおぶしをけずる かつおぶし こんぶ

４．親睦会をプロジェクターを使って

夜の中庭で、プロジェクターを使って絵本の

読み聞かせを行った。映画のようで楽しい取組

みである。

５．ｄ＿ｂｏｏｋで作成したデジタル教科書（かさこじぞう）

国語の教科書『かさこじぞう』で読みとりの時に、文に即して

線を引いたり、重要な言葉を○で囲んだりすることができる。

子どもと同じ視点で作業をすることができる。

６．おわりに

・書画カメラを利用することで、どの学年も見やすく、分かりやすいという意見が多かった。

視覚に訴え、子どもの注目を集めることができるので、どんどん使用する機会が増えている。

・その他のＩＣＴ機器も利用頻度が徐々に増えているが、まだまだ全員への広がりに至ってい

ない。さわる機会、知る機会をたくさんつくり、そして使いこなせるように校内研修を今後

も継続していく必要がある。



ICT 活用を一覧表にしました！

小学校 教諭

１．はじめに

春日小学校は、全校児童が約 840 名の大規模校で、職員の数も多い。その中で、

ICT 機器をよく活用する人 (得意な人 )と、活用しない人 (苦手な人 )の差が激しく、

ICT 活用の二極化が進んでいる。また、活用しない人は、「使い方がわからない」、

「準備が大変」、「どの授業でどのように使えばいいかわからない」などの点が考え

られる。

一方、本年、支援教育研究協力校の指定を受け、学校全体でユニバーサルデザイ

ン授業の取り組みを進めている。ユニバーサルな授業の観点の一つ、「教材の視覚

化」という点から、 ICT 機器の活用は効果的であると考えられる。

そこで、 ICT 機器をみんなが手軽に使えるような資料が作れないかということか

ら、今回の ICT 活用一覧表作成の取り組みとなった。

２． 一覧表作成までの取り組み

① ICT 機器活用アンケートの実施

下の表を校内の教職員に配布し、今までにどの ICT 機器をどの教科で使ったか、

1 学期、2 学期と書き込んでもらい、集約した。

②アンケートを集約してわかったこと

書画カメラやデジタルカメラは、多くの教科でノートや教科書を５０型テレビに

映すなどで使われていた。また、パソコンも５０型テレビと組み合わせて、算数の
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デジタル教科書や理科で NHK デジタル教材を見るなど、よく使われていた。反面、

電子黒板は一部の先生を除いて、ほとんど使われていない状況がわかった。

集約したものを表にまとめてみたが、見る側にとっては、いつ、どの教科でどの

機器を使えばいいのかわかりにくく、手軽に使えるような表ではなかった。

③年間カリキュラムの形式に

そこで、内容を学年別・教科別に分け、年間カリキュラムと同じ形式にし、単元

名を入れることで見やすい形にした。

３．事例紹介

・６年生算数…パソコンと５０型テレビでデジタル教科書を使用。見せたい箇所を

拡大して見やすくしている。２学期よりワイヤレスマウスとなったので、より使い

やすくなった。また、書画カメラを使って、量りやメスシリンダーの目盛りを５０

型テレビに映し、見やすくしている。どちらも常設しているためすぐに使うことが

できる。

４．おわりに

今回の取り組みは今年度で終わるのではなく、毎年の積み重ねで一覧表を少しずつ

埋めていく。その中で、今まで使われてこなかった先生方にも気軽に使えるような、

また、教材研究の手助けとなるような ICT 活用一覧表を完成させていきたい。



ICT を活用して理科の授業レベルアップ

理科教育所員

１．はじめに

国際比較データを見ると、児童だけでなく日本社会の理科離れの現状は深刻である。

克服の課題は、

① 生活体験と本質・法則を結びつける。本質・法則から生活へ活用する。

② 論理的に説明できるコミュニケーション能力を開発する。

③ ＩＣＴを活用する。

理科の授業レベルアップは、理科所員会として次の学習過程を検証している。

これをもとにＩＣＴの活用事例を報告する。

２．理科の学習過程

（大阪府教育センター 指導主事 竹村 美徳先生 提案を参考）
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3,’12 年展開例 6 年理科「大地のつくり」

利用する機器 ・学校用パソコン→インターネット ウェヴ・画像・動画検索

パワーポイント、google earth(japan earth quake.kml ファイル)

・書画カメラ、映像出力顕微鏡

１） 教師の事前準備 「事象と出会い」を準備する。

「身近な生活や自然に学習の狙いを達成させる事象はないか。」重大な入口

インターネットでネタ探し。教師の仮説や疑問点を追求する。

テーマ決定；「茨木の山・谷・平野は、どのようにできたのだろう？」

（ネタ・・日本列島の歴史、近畿の地史、扇状地のでき方動画、大阪平野の地下画像、茨木の断層、

安威川の岩石標本作り、砂の分類、万博公園の火山灰地層）

２）見通しを立てる。（仮説・予想）

児童の予想をグーグルアースで補強。

富士山、エベレスト、六甲山など行ってみる。

３） 調べる（実験観察）

堆積実験、安威川の石標本作り、近くの砂の分類

４）つきとめる。

各自が分かったことを共有化しながら法則性をまとめる。

*ノートの使い方も指導

提案→年間の典型的ノートをデータ化する。（児童の許可を得て）

次年度のノート指導に・授業力アップに。

＊追加のテーマ「地震・津波の仕組み、火山はどうして噴火するか、

地震火山による地形の変化を調べて発表しなさい。」

ネット検索の仕方、データをワードやパワﾎﾟに集める方法を教えて

任せる。パワーポイントで発表する。

５）活かす。将来の地震に関心が高かった。

６）振り返る。

振り返りのレベルアップ

① 思った→分かった→驚いた

② 分かった→比べて分かった

→動作や具体例を交えて説明できる。

③ 生活とつなげて分かった。

④ 新しい疑問を持った→調べたい。

⑤ 最高レベル 認知を教訓化する。

例『高き住居は児孫は和楽 想え惨渦の大津ここ より下に家を

建てるな』（この石碑が岩手県宮古市姉吉地区を救った。）

４、まとめ

生活体験か科学的教養かではなく、その間を自由に行き来する処理能力（リ

テラシー）が求められている。表現活動がそれを支える。茨木市では、共有フォ

ルダも整備され教材開発・共有化が容易になっている。ICT 活用で教育資産を共に積み上げたい。



ICT サポーターはこんなお手伝いができます

ICT サポーター

はじめに

茨木市に ICT サポーターが導入されて 3 年が経ちました。

学校への ICT 機器の導入も進んでいます。

今回は ICT サポーターの活用方法について、改めて紹介したいと思います。

役割

1. 授業支援

2. 校務支援

3. 情報発信

4. 機器の保守やトラブル対応

などがあります。

パソコン関係で「困った！」という時は、まずは一声かけてください。

茨木市教育センターの指導のもと、7 名の ICT サポーターがみなで問題解決にあたる

体制になっています。

授業支援について

1. 電子黒板＆デジタル教材の操作と操作説明

電子黒板やプロジェクター、大型テレビなど ICT 機器を授業で使ってみたいと思

われている先生は、サポーターに操作補助を申し付けください。授業中の操作補

助などが可能です。

2. デジタルコンテンツ作成＆操作説明

クラスに合った自分流のデジタルコンテンツの作成はいきなりではなかなか難し

いです。サポーターとアイデアを出し合って作った教材なら児童・生徒たちの反

応も手ごたえを感じられるはずです。またパワーポイントなどのソフト研修も校

内で随時行います。

また、各種マニュアルの提供も行っています。
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校務支援

 先生方の校務など業務は増える一方。

パソコンで時間短縮を図れるものもあ

ります。学校で要望があったツールの

作成もしています。

ホームページ作成

 ホームページは更新してこそ訪問者も

増えます。学校の出来事、知らせたい

情報など、学校と家庭や地域をつなぐ

大切なツールとしても活用できるので

はないでしょうか？

 作りたいホームページを支援員の補助

によって校内で十分検討して公開する

ことができます。

ワード、パワーポイント、写真などの出力

 学校行事や日常の学校生活でいきいきした児童・生徒たちの表情は毎日変わり

ます。

 だからこそいっぱい撮っておきたい写

真。でもその整理はプリント写真より

デジタル写真が手間がかかります。

 「サポーターさんお願い！」で大量の

写真データが整理できます。

CD&DVD として記録を残す

 記念となるような写真や動画、配布するにはＣＤやＤＶＤが最適ですね。でも

どうやって DVD にするんだろう・・・？

大丈夫です。サポーターがデータ焼付け～動作確認までお手伝いさせていただ

きます。

ICT 環境メンテナンス

 ＩＣＴ機器は日々進化しています。プログラムの更新やソフトの導入作業など

はサポーターにお任せください。できるだけ最良の状態で、授業に使えるよう

にＩＣＴ機器を整備しておきます。 また、機器のトラブルは業者対応ですが、

ちょっとしたことで直せるものもあります。

まとめ

今年からは教育センターに 1 名が常駐し、緊急なら出張できるなど体制も変わって

います。できるだけ、学校の要望に応えられるように 7 名が協力しておりますので、

先生方の時間短縮や、業務の効率向上にお役立てください。



メ モ



効果的ＩＣＴ利活用の実践報告

～これが、茨木の財産です。～



外国語活動における ICT 機器の活用

小学校 言語教育所員

１． はじめに

本校では、2011（平成 23）年度より本格実施された「外国語活動」について、学校

として取り組んでいくために、校務分掌の中に外国語活動部を組織し、カリキュラム

の編成や NET 配置の調整、授業研究、校内研修等を行っている。

また、全学年でクラス担任が主となって、外国語活動に取り組み、その実践を交流

している。今回は、外国語活動部での取り組みと、担当学年である 2 年生で行った ICT

機器を用いた授業実践について報告する。

２． 外国語活動について

① カリキュラム

5，6 年生での年間カ

リキュラムに加え、1 年

生から 4 年生でも、扱う

内容や、主となる活動に

ついて、カリキュラムを

作り、各学年で外国語活

動に取り組んでいる。

② 1 時間の流れ

年間のカリキュラムを作成すると共に、外部講師や、市の外国語活動推進

プロジェクト、大阪府使える英語プロジェクト等で聞いた話などを参考にし、

1 時間の大まかな流れを共通理解するなどして、取り組んでいる。

表 1 年間カリキュラムの一部

表 2 基本となる 1 時間の流れ

4-1



３． 授業の様子

① Present（紹介、導入）場面での活用

・「Hi，friends!」の音声教材の活用

② Practice（練習、反復）場面での活用

・パワーポイントの利用

③ Performance（実行）場面での活用

・ビデオカメラでデモンストレーションを記録

４． ICT 機器利用によるメリット

教材を作成するなど事前の準備は必要だが、児童の興味を引き出すことができ、学

年や学校として教材を共有することができるので、安心して取り組んでいけるように

感じた。正しい発音を聞かせられることや、活動についてのデモンストレーションを

準備できることも外国語活動にいては有効だと感じている。

５． おわりに

今後も外国語活動の充実に向け、ICT 機器の効果的な活用も含めて、研究・実践を重

ねていきたいと思う。市内の共有フォルダなども利用して、市としてみんなで取り組

んでいければと思った。

学年の先生と事前にゲームのやり方を撮っておきま

した。NET の方にデモンストレーションをお願いで

きれば、さらに効果的かもしれません！

「Hi，friends!」には、歌だけでなく

絵カードなども収録されています。

背面の写真を変えたり、色を変えるこ

とで、他の場面でも使えます。



ＩＣＴ活用授業の実践～児童のスキルアップを目指して

小学校 教諭

１．はじめに

子どもたちが、インターネットを使って何かを調べたり、パワーポイントでまと

めたりすると、基本的な操作（文字入力や写真の取り込み、資料検索）にどうして

も時間がかかってしまっていた。ＰＣを使わずに、昔のように手書きで進めたほう

がよかったのではないかと思う時がよくあった。

今年度、４年生の担任になり、子どもたちがこれからの調べ

学習等がスムーズに行えるように、ＰＣの活用スキルが上達す

るよう、ＰＣにふれる機会を多く設定していこうと考えた。

２．実際の活動

①４月からの活動

月 活 動 内 容・使用ソフト等 時間

４・５月 ローマ字入力
ローマ字入力

ジャストスマイル
４ｈ

６月 カレンダー・名刺作り
基本操作と写真の取り込み

ジャストスマイル
２ｈ

７月 消防署見学新聞作り

文字の入力と装飾

写真の取り込みと編集

ジャストスマイル

４ｈ

１０月 学級通信運動会号作り

自分の作文の入力

写真・吹き出しの挿入

ワード

３ｈ

１０月 駐在所の方へのお礼と感想

目的に合った文の入力

写真の取り込み

ワード

２ｈ

１１月 秋の遠足スピーチ

スピーチに合った写真の編集

アニメーション設定

パワーポイント

３ｈ

１１月 茨木川あと見学新聞作り

文字の入力と装飾

写真の取り込みと編集

ワード

３ｈ

１２月 畑中権内さん調べ インターネットの利用 １ｈ

２月予定
大阪府のくらしのようす調べ

まとめ新聞作り

インターネットの利用

これまでの学習してきたこと

をいかして、まとめ

４ｈ
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②指導計画

各学年における簡単な指導計画を提案した。生活科や総合的な学習の時間を使

って、系統的に次の学年につなげていくような形をとりたいと考えた。

指導目標（生活科や総合的な学習の時間を使って）

学 年 目 標 内 容

低学年

○パソコンに親しむ。

・パソコンを使って簡単なお絵かきやカード

を作成する。

マウスの操作方法

お絵かきのしかた

中学年

○パソコンを使うことができる。

・パソコンを使って文字入力や写真等の編集

をして、目的に合ったものを作る。

・簡単な調べ学習をする。

ローマ字入力

写真の挿入・編集

インターネットの使い方

高学年

○パソコンを道具として使うことができる。

・パソコンを使ってインターネットで調べて

自分のほしい情報を得る。

・ワードやパワーポイントでまとめたり、効

果的に発表したりする。

インターネットの使い方

写真の挿入・編集

パワーポイントの使い方

３．おわりに

４年生に聞いたところ、ＰＣでまとめ等を作成

することが便利だと感じているようだ。

これから、子どもたちがＰＣを使用する場面が、

さらに増えていくだろう。子どもたちにとって、

ＰＣは便利だと感じられるような授業作りが必要である。もちろん、インターネッ

ト等における危険性も併せて指導していかなくてはいけないと考える。

また、教職員が授業で効果的にＩＣＴ機器を使いこなすためには、とにかく実践

してみることが現段階で大切である。失敗したとしても、きっと次に活かせると思

う。せっかくさまざまな機器が揃っているのだから、使ってみないともったいない。

全ての授業で使用するというのでなく、使えそうなところから、まずは始めてみた

らいいのではないかと思う。



校内における校務の効率化

中学校 教諭

１．はじめに

養精中学校では、担任の事務作業の軽減のために、エクセルを使い効率化に取り

組んでいる。

２．名表の作成

クラス発表や、集配の用紙、学級掲示用の巻紙、出席簿の名表、男女別名表、保

健簿、指導要録索引が担任の作業となっている。

本校では、エクセルで作成したクラス発表用名表に担任名、副担任名、氏名、性

別、フリガナを入力することで、上記の書類が作成できるようにしている。

クラス発表用名表 集配の用紙

３．在籍者台帳の作成

在籍者台帳は、それまでのデータに新データの

生年月日、保護者名、住所、電話番号

を入力して作成する。

在籍者台帳

在籍者台帳

４．出席統計表の作成・印刷

出席統計表では、それまでのデータに

新データの出席日数、欠席日数、遅刻、早退、

出席停止日数を入力し、作成する。

出席統計表

4-3



５．教科別成績交換

定期考査が終わると、教科担当ごとに素点、

観点別評価を入力する。それを成績処理担当

が一括してデータ化する。

定期考査一括表

６．教科短冊・定期考査短冊の作成・印刷

５で入力された素点、観点から、教科短冊

定期考査短冊、学年末観点、評定などの印刷

をすることができる。

定期考査短冊

７．通知表の作成・印刷

通知表は、それまでのデータに新データの

部活動、委員会係、所見、総合的な学習の時間

を入力し作成する。印刷は VLOOKUP とマクロ

を使い、一斉に流し込みを行う。

通知表

８．指導要録の作成・印刷

指導要録は、それまでのデータに新データの

行動の記録、所見を入力し作成する。

印刷は通知表と同じように、VLOOKUP とマクロ

で一斉に行う。

指導要録 様式２

９．その他の作成・印刷

上記の書類作成方法で、私立公立個人報告書、実力テストの成績表、３者懇談用資

料、進対資料なども作ることができる。

１０．おわりに

報告したことは去年から試験的に養精中学校で行ったもので、すべての学年では実

施できていないが、実施した学年は、担任の負担軽減につながっている。

エクセルのデータは「市内共有フォルダ養精中学校」に入れているので、他校でも

ぜひ活用していただきたい。



ＩＣＴ校内研修後の授業

中学校 教諭

１．三島中学校の現状

今年度、書画カメラとプロジェクターが学校に配備されたが、

書画カメラは箱にはいったままで、プロジェクターは使われないままであった。

２．アンケートの実施

書画カメラやプロジェクターを使わないのは、 使う必要がないのか、使い方がわ

からないのか、そんな機材がはいっていることすら知らないのか、アンケートを実

施した。

３．アンケートの結果

４０人中３６人は、授業で ICT 機器を使っておらず、その内、体育科の３人を除

く３３人の使わない理由が、「使い方がわからない」であった。

４．校内研修

書画カメラの使い方を職員会議で実演。どの先生も食い入るように見て反応も非

常によく、「こんなことができるのか」や「意外と簡単」などの声があがった。

５．研修後

書画カメラを授業で使う先生が増え、プロジェクターにも興味を持ち、使い方を

教えてほしいと言う先生もでてきた。また、実際に授業で使う先生もでてきた。

６．実践例

①理科

理科室で行う実験ではなく教室で、手元で行うものを見せる実験では、今まで

生徒は席から立ち、前のほうまで移動しなければならなかった。そうすると、興

味のない子はわざわざ前まで来ず、前まで来ても見えにくい、前に来たら元の席

に座らせることにも時間がかかるなど、なかなかやりにくかった。

しかし、書画カメラで写すことにより、どこの席からでも、はっきりと見え、

目を引くので、注目もする。

②国語・英語

今まで「教科書何ページ何行目に線を引きなさい」や、「書きこみなさい」と言

っていたが、それを探すことができない子がいた。
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しかし、教科書のコピーを書画カメラで写し、実際にそこへ線を引いたり、書

きこむことにより、視覚的に捉え、同じように線を引いたりすることができるよ

うになった。

③総合的な学習の時間

ビデオ教材を見せる際、テレビが設置されている教室などでしか見られないの

で、限られた数のクラスしか行えず、学年で特別教室の取り合いであった。

しかし、プロジェクターを使うことにより、全学年、全クラスで同時に DVD な

どを見せることができるようになり、３学年同時に見られるようになった。

④数学

図形分野は、どうしても図と言葉で教えるので、 生徒の頭の中に自分の図形が

描けているのかどうかがわからなかった。

しかし、実際に図形が動くところなどを簡単に見せることができ、生徒それぞ

れのイメージではなく、全員に同じ実際の映像を見せながら教えることができる。

７．まとめ

研修をすると意外と使い方が簡単で使う人が増えた。また、別の機器に関しても

興味を持ち始めた。これから、ますます新しい機材が入ってくるだろうし、教職員

の入れ替わりもあるので、そのたびに研修が必要である。



メ モ



効果的ＩＣＴ利活用の実践報告

～これが、茨木の財産です。～



教職員に「今、必要なスキル」を研修する

小学校 教諭

１．発表概要

書画カメラの全学級数分配備を受け、現状の活用状況を知るためにアンケートを

行った。その際に、他に配備されている機器や校務システムなどのツール（ソフト）

の活用状況についても調査した。そこで浮き彫りになってきた、有効な活用へのハ

ードルをひとつずつ解消し、全校で積極的な ICT 活用の推進に取り組んだ。

ここでは、書画カメラ研修の際に工夫した点とアンケートの内容、そこから取り

組んだことをいくつか報告する。

２．ICT アンケート（夏休み中と 2 学期末に同様のアンケートを２回実施）

授業編と校務編に分け、次の項目について調査した。

①授業での使用に関して

・機器使用状況の確認（テレビ・書画カメラ・教室用パソコンなど）

・書画カメラについては状況に合わせた追加質問として

使っている人に どういう場面で使っているか？

使わない人には なぜ使わないと思うか？ を問うた。

〈アンケート結果を受けて〉

・困っていることがある人には個別にも対応した。（配線や設置補助など）

・書画カメラについて、どういう場面で使っているか、の答えを全体に紹介した。

書画カメラの研修

書画カメラの研修を行う際、ただ遠目に見て終わりにすることなく、実際に機器

に触れて操作体験を全員にしてもらうために以下のような工夫をした。

I. 図書・情報委員会にて必要性の説明。

II. 夏期休業を利用して担当者全員が書画カメラ活用目的の研修に参加。

III. 学年、担当ごとに小規模の研修会を行う。

IV. 授業での活用状況を確認し、必要に応じてフォローを行う。

・児童に自分のノートを映し出させ、発表させる。

・図工作品の提示 ・絵日記発表 ・自由研究の投影

・教科書のページを提示（「ここを見てね～」など）

・実物資料を映す ・折り紙指導 ・道具の使い方指導

・家庭科の縫取り ・定規の使い方、線の引き方指導

・読み聞かせ ・配膳時に給食献立を映す

・実験での化学反応や砂のつぶなどを拡大投影

・計算問題の答え合わせ（自分で○つけをさせる）

（アンケート結果より抜粋）
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（折り紙実演） 書画カメラ研修の様子 （ノートの拡大投影）

②校務での使用に関して

・校務システムのチェック状況

・メールアカウントの利用状況

・校内の連絡用掲示板の閲覧状況

・職員室の個人用パソコンの使用状況

・アプリケーション利用スキル（エクセル・ワード・パワーポイント・一太郎）

・今後使えるようになりたいアプリケーションのリサーチ など

〈アンケート結果を受けて〉

 使えるようになりたいアプリケーション

必要と感じている点でも、もっと活用したいと思う点でも一番需要が高かったの

は Excel であった。本校には幸いにも活用に長けた職員が数名いたため、日常的に

使えるポイントやちょっとした技などを講習した。これは少しの空き時間を活用し、

参加したい人や、できる人だけの少人数制で行っている。

 校務システム

必要性と使い方を再度伝達し、毎日チェックするように啓発。

 校内の連絡用メモパッド（職員朝礼を少なくし、教室で子どもと向き合う時間を

確保するため、本校では伝達だけで済むものは掲示板に載せるようにしている。）

設置の意図から考えても、毎朝チェックすることが必須である為、パソコンのポッ

プアップ機能を利用して立ち上げと同時に目にするように設定した。

３．課題と展望

２学期末に再実施したアンケートでは、対応した部分について使用状況が好転し、

今年度取り組んだことの成果がはっきりと表れている。二の足を踏みがちな新しい

機器やソフトも、使用方法や便利な使い方が分かると前向きに取り入れる人が多い

ことも分かったので、研修体制次第で積極的な ICT 活用が可能である。

この研修体制を築くため、ICT 活用が得意な個人に頼るのではなく、組織として

ICT 活用力の向上を目指さねばならないと考えている。



新しいＩＣＴを用いた授業を考える

小学校 教諭

１．はじめに

今年度新しいパソコンと書画カメラが全クラスに配置されたことにより、以前に

比べてよりＩＣＴを活用した授業を行いやすい環境が整いつつある。しかし、その

活用方法は各クラスの担任の先生に任せられており、どのような活用がされている

か、どのくらいの頻度で活用されているのかよく分かっていなかった。そのため、

安威小学校のＩＣＴ機器の活用方法を集め、これからの活用に生かしていける実践

をまとめ、以後に役立てていきたい。

２．安威小学校における、ＩＣＴの活用について

安威小学校でのＩＣＴ活用をまとめてみる。各学年における使い方に共通してい

ることは、やり方は様々であるが５０インチのテレビに映像を映しだす方法であっ

た。では、どのように活用しているか、校内のアンケートを元にまとめた。

① ＳＤカードから直接出力

デジタルカメラで撮影した画像を直接テレビに

読み込ませることで、面倒な作業を行わずに画像

を授業で見せることが出来る。

・植物の成長を撮影し、メモリーカードに撮

りためることで成長の様子を具体的に示すことができた。

・町探検などでは、行ってきた場所をすぐに確認できた。

② 書画カメラを使う

・教科書等をすぐに拡大して画面に表示することができる。音読の読み始める位

置の確認や、漢字の学習ではクラスの児童と書き順の確認をすばやくすること

ができた。分度器や三角定規などの教具の使い方を学習する際に役に立ってい

る。児童の動きと全く同じように見せることが出来る。

・ノート作りでは、書き始める場所の指定や、書き方の指導で活用され、ノート

の写し間違いが少なくなった。

○書画カメラは設置さえしておけば、即座に使えるというメリットがあり、その

活用の手軽さから最も使われることが多い。また、児童の注意をひきつけるこ

とができるため一斉指導では効率が上がる。

③ d-book を使う

今年一番新しく入った最も新しい活用方法である。教科書のページなどをそのま

ま鮮明に写すことができ、ズームしても鮮明なままなので分かりやすく示すこと

ができている。学校の授業での使用を目的に作ってあるため、操作もしやすい。

・社会の授業では教科書のページを写し、写真をズームすることで個の児童の

小さな気づきをクラスで共有することができた。

・算数の授業では、解決する場面において図解しやすい。
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・テストの答えあわせで、漢字の説明などの際、すぐにズームし細かいところ

まで指導ができる。

・タイマーを大きく表示することができるため、

時間を意識させることができている。

○事前に入力しておかなければならないため、書画カメラに比べると使いたい

ときにすぐに使えるわけではないが、確実な操作ができる。

④ その他

その他の活用方法としては、まずポータブル端末からのＨＤＭＩでの画像表示

があげられ、パソコンを通すことなく、手元の画像でも確認でき細かい操作がで

きる。しかし、個人持ちの端末であるため普及はなかなか難しい。またプロジェ

クターを使ってノートのマス目を黒板に映す方法もあがり、黒板上でノート指導

に役立っている。最後に既存のデジタルコンテンツを使うことは、授業の幅が広

がり、単元などによるが、かなり活用されている。

３．音楽教育におけるデジタルコンテンツについて

ここでは、授業等で日常的に活用されることが増えてきたデジタルコンテンツの

中から一つ紹介したい。紹介するのは大阪教育大学の教員養成課程、音楽教育講座

か ら 発 信 さ れ て い る 、『 音 楽 科 授 業 改 善 の た め の デ ジ タ ル コ ン テ ン ツ 』

（ http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~ongaku/dc2008.html）である。このコンテンツ集は、わ

らべうたを中心に扱っており、わらべ歌に伴った動きや手遊びなどをとおして、聴

く耳を育て、歌いあう喜びを育む助けとなります。歌う活動の一つのヒントとして

扱っていけるものと思われる。

４．おわりに

ＩＣＴを活用することにより、今までできなかった視覚的な指導がよりしやすく

なってきていることをとても感じることができる。さらに今年度教室に新しいパソ

コンと書画カメラを常設することができるようになったので、以前に比べると手間

をかなり省くことができ、教師が進んで簡単に活用することが可能になってきてい

る。今回取り上げた書画カメラとｄ-book を比べてみても同じようなことができる

ようで、それぞれのメリットは違い、活用する場面による使い分けによって最良の

活用ができるのではないか。

これからますます活用することが多くなってくだろうＩＣＴであるが、一番大切

なのはＩＣＴを扱う教員が活用の方法を共有できている状態にするということと

考える。その点、確立されているものはまだ数えるほどしかなく、活用頻度自体は

さほど高くもないし、知られていない情報も多々ある。しかし、その情報は増える

一方であり、まとまりが無い。そのような中で、活用方法や、コンテンツの共有な

ど、組織としてまとまりのある取り組みができるようにしていきたい。



パソコンと仲良く付き合う方法

ICTサポーター

１．はじめに

パソコンができて40年弱。パソコンは驚くべき発展をしています。学校現場でもパソコンを使っ

たICT活用が叫ばれ、有効に活用すればおおきな武器になるものです。

しかしながら、人間の脳には、急激に発展するもの、新しいものに対する嫌悪感が存在します。

いかにしてそれを取り除くことができるかについて実践的方法をふまえてお話しします。

２．我々を取り巻く環境

茨木市でICT活用が始まって四半世紀が経ちました。今や全教室にテレビやプロジェクタがあり、

パソコンも全教室で使えます。教職員にも一人一台配付されています。これらはすべてネットワー

クでつながれ、茨木市内の全学校あわせて3000台を超えるパソコンのみならず世界中のコンピュー

タにつながっています。また、教育現場用に、ICT授業実践データベース、教材・資料、イントラ

バケッツの３つが構築されており、いろいろなコンテンツが利用できます。教育現場だけに留まら

ず、校務においても専用の校務システムが構築されており、これにより情報の共有化がなされてお

ります。

３．パソコンは難しいもの

パソコンの技術は今や量子力学の応用分野が必要になってきています。自動車のナビがアインシ

ュタインの相対性原理に基づいて作られているのも周知のことです。

数万円で買えるパソコンごときではありますが、その技術は理解を超えているものだと思って、

考えないようにしましょう。

４．パソコンが嫌いなわけ

パソコンにさわりたくない先生にアンケートをとってみました

① 壊れたら大変

② ウィルスに感染したら怖い

③ ついていけない

④ 思い通りに動かない

⑤ Wordぐらいしか使い道がない

⑥ 対面での会話が大事と考える

⑦ 詐欺にあったらいやだ

⑧ パソコンを使わないほうが早い

⑨ パソコンが立ち上がるのを待ってら

れない
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５．それでもなんとか好きになる

「コンピュータを使えばペーパーレスになる」「コンピュータを使えばコストダウンになる」という

表現は嘘とはいわないが、ペーパーレスを謳ったものの、コンピュータ関連のハウツー本を含め、

説明書など紙の消費量は増大した。

ここで提言。コンピュータの画面で文章を読んでもどうしても頭に入らない。初心者の人は、や

っぱり内緒で印刷して読もう。

６．パソコンの壁

壁は文字入力。

これは、ひたすら訓練するしかありません。

いろんなゲーム感覚でタッチタイピングを覚えられる無料ソフトがありますので、それを利用す

るのも手です。

７．犯罪に巻き込まれたり、詐欺にあったり、ウィルスが怖い

これらを含めた情報モラルについては、児童への教育を含めて、これからさらに強化していかな

ければならないことと考えます。

模擬携帯メールや、模擬掲示板を用意して教育に使えるようにしてあります。

ウィルス感染は人からもらったUSBが一番危ないのです。注意が必要です。

しかし、私も過去に振り込め詐欺の片棒をかついだ疑いで、警察の事情聴取をうけたことがあり

ます。これはひとごとではありません。

私が難をのがれたのは次のことをしていたからです。

① スケジュールをつけていた

② 何年にもわたってスケジュールは保存されていた

③ メールも消去せずに何年分も残っていた。

④ 過去の書類も削除せず残っていた。

⑤ ネット銀行には常時、お金を入れてない。

⑥ データは別のハードディスクにバックアップ

⑦ ウィルスに感染したような変な挙動があったら、一からクリーンインストール。

⑧ 一週間ごとにIP（自分の固有番号）を変える。（電話線や光ファイバーにつながって

いる機械の電源をオフ、オンすればよい）

８．結論

学校には壊れても無料で直してくれるICTサポーターがいます。

学校には、週1回、どんな質問でも何回聞いても（同じ事でも）答えてくれるICTサポー

ターがきています。即答できなくても、1週間後には答えをだしてくれます。ICTサポーター

は答えを調べるすべを知っているのです。

ICT サポーターだよりも

ご覧ください！



日常的な授業でのデジタル教科書の活用

小学校 教諭

１．発表概要

本校では、各クラスに常設している書画カメラ、学級用ＰＣを使ったネット上の

デジタルコンテンツや自作コンテンツを活用している。また、算数や社会の指導書

に付属しているデジタル教科書、外国語活動『Hi, friends!』、学校予算で購入した

理科や地図帳のデジタル教科書、今年度の学級用ＰＣ更新に伴って導入された

【dbook-PRO】で自作したデジタル教科書の活用頻度も上がっている。その中で見

えてきたデジタル教科書の効果や授業づくりで配慮すべきこと、今後の展望につい

て報告する。

２．本校でのデジタル教科書の活用事例

教科など 整備状況 よく使う操作

算数

（１～６年）

教師用指導書に付属

（DVD）

・教科書の提示

・付属している画像、動画などの利用

社会

（３～６年）

教師用指導書に付属

（DVD）

・教科書の提示

・付属している画像、音声、動画、資料・

統計などの利用

外国語活動

（『Hi, friends!』）

（５、６年）

教師用指導書に付属

※校内サーバーに保存

※校内フリーライセン

ス

・『Hi, friends!』教材の提示

・付属している画像、音声、動画などの

利用

理科

（３～６年）

学校予算で購入

※校内サーバーに保存

※校内フリーライセン

ス

・教科書の提示

・付属している画像、動画（実験等）、資

料などの利用

・博物館・資料館 Web サイトへのリンク

地図帳

（４～６年）

学校予算で購入

※校内サーバーに保存

※校内フリーライセン

ス

・地図帳の提示

・付属している画像、資料・統計などの

利用

国語、生活

音楽 ほか
dbook-PRO で自作

・教科書、資料の提示

・児童のワークシート集などの提示

＜dbook-PRO で作成したデジタル教科書＞ ＜授業風景＞
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３．デジタル教科書の便利な機能や効果・授業づくりで配慮すべきこと

効果

① 児童と同じ教科書のページ（見開き）を大きく表示できる。

② 注目させたい部分（ページ・文章・絵・写真・図・表など）を部分拡大できる。

③ 必要な部分に、線やマーカーを引いたり、字を書き込むことができる。

④ dbook-PRO で作成したデジタル教科書では、前時の

書き込みを保存し、次時に見せることができる。

⑤ 教材の作成時間が短縮でき、他の教材研究の時間を

増やすことができる。

⑥ 模造紙や印刷コストなどの節約になる。

⑦ 書画カメラ＋教科書に比べて、教室の照明や天候など、

周囲の明るさに左右されず、きれいに表示・拡大できる。

⑧ ワイヤレスマウスやポインターで、離れた場所から操作できる。

⑨ 動画やリンクなど、豊富なデジタルコンテンツが付属している。

⑩ 電子黒板と併用することで、より直感的な操作ができる。

配慮すべきこと

① デジタル教科書は、あくまでも『手段』であって、『目的』ではない。

（『デジタル教科書を教える』のでなく、『デジタル教科書で教える』ことが大切。

授業者が授業した気分に、学習者が学習した気分にならないように、使い方を

考える。）

② 付属する豊富なコンテンツを使いこなせるか、事前の教材研究が必要。

③ デジタル教科書を使用しながら、書画カメラでプリントや手元の作業を同時に

映すことができない。（画面の切り替えが必要）

④ 前時と本時の学習内容の比較をする時など、画面を並べて表示できない。

（画面の切り替えが必要、模造紙なら、並べて掲示できる。）

→黒板と TV 画面を一体とした板書計画、授業展開案が必要。

⑤ dbook-PRO で作成したデジタル教科書の場合、著作権の関係で、作成者しか

使用できない。

→すべての教職員が各自で作成できるように、校内研修会を持った。

４．今後の展望

ICT 機器やデジタルコンテンツ、デジタル教科書の普及は年々進み、毎日の授業

の中で日常的に活用されるようになってきている。今後も、時代のながれとともに、

ICT の普及・充実は進むであろう。

しかし、ここで重要なのは、『授業者が ICT のメリット・デメリットを理解した

上で、授業展開や板書計画の中で、いかに ICT を活用するか』ということである。

ICT の活用＝子どもの学力向上ではなく、視覚的・聴覚的な支援のツールとして、

いかに ICT を活用するかという視点なくして、子どもの学力向上にはつながらない

であろう。授業展開や板書計画の研究の中で、ICT の活用方法を洗練し、子どもの

学力を育てる授業づくりをしていきたい。

書画カメラ

でも期待

できる効果

デジタル

教科書で

実現する

効果



各校のデータ共有を目的に「市内共有フォルダ」を作成しました。このフォルダ内には小学校３２校、中学校１４校のフォルダ

があり、そこにあげられたファイルはどの学校からでも閲覧可能です。大容量のデータのやりとりやブロック間での指導案練り上

げ、ワークシート、自作コンテンツなどの情報共有の場として効果的にご活用ください。

現在、市内の先生方の取り組みをよりサポートできるように、イントラネットの再構成中です。茨木市として取

り組んでいる『茨木っ子ステップアッププラン２５』の資料、『我が校の授業紹介』をはじめ普段の授業づくりの参

考となる資料も掲載しております。今後も授業改善にイントラネットをご活用ください。

＜我が校の授業紹介＞
昨年度の各小中学校の取り組みを

まとめた『我が校の授業紹介』。各授

業ポイントを押さえて 10 分程度に

まとめてあります。ぜひ毎日の授業

作りの参考にしてください。

高画質の映像が必要な場合には各

校に 1 枚ずつ DVD が配布されてい

ますのでそちらをご活用下さい。

＜学習指導案モデル＞
学習指導案案を作る際の雛型です。研究

授業等の際には参考にしてください。

＜S-T 分析ソフト＞
Ｓ－Ｔ分析とは、１時間の授業を児童・生

徒の活動時間（Ｓ）と教員の活動時間（Ｔ）

という２つのカテゴリーだけで分析し、それ

ぞれの時間を累積の折れ線グラフで示すもの

です。校内の研究授業等でご活用ください。

＜茨木っ子版授業 Standard＞

＜大阪の授業 STANDARD＞
市、府共に授業作りの指針となる冊子を

作成しております。授業作りを行う際にご

活用下さい。

〈茨木っ子ステップアッププラン 25〉
茨木市教育委員会では、平成 20～22 年度

にかけて取り組んできた茨木っ子プラン 22

（学力向上 3 カ年計画）の成果を引き継ぎ、

茨木っ子ステップアッププラン 25（新学力・

体力向上３カ年計画）を策定し、取り組みをす

すめています。その内容の詳細になります。

＜利用する上での注意事項＞
１ 共有フォルダを利用される場合には、必ずバックアップをとっておいて下さい。

２ 他の方のデータを利用する場合には、必ず自分側にコピーしてから利用して下さい。

３ 個人情報はのせないで下さい。

４ 限られた容量でのフォルダなので、計画的に利用し、作業終了次第、各自で消去して下さい。

５ 「教材」のフォルダに入っているものについては定期的に ICT 授業実践データベースに移行して下さい。

ﾏｲｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 市内共有フォルダ 校種 学校名 1.2GB


