
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導者 鹿児島市立名山小学校 教諭  長谷川 仁 先生  

５年算数科「全体とその部分の比べ方を調べよう『割合』」 
～ 「タブレット端末・学習支援ソフト」を活用した授業 ～ 

 

 
 

児童/シュートゲームの結果
を用紙に記入。各自、結果
(用紙)をタブレットで撮影し
送信。 

 

個人思考/シュート・ゴール数とも
に違う場合の比較の仕方を考え、

各自ノートに記入。書き終わった
らノートを撮影し送信。写真④⑤ 

 

 タブレットを見合いながらそ
れぞれの考えを交流。写真⑥ 

教師/大型モニターの全員の
結果から２つを抽出。「5回
中２回成功」「13回中５回成
功」写真② 

この授業ではタブレットの画面を見てい
る様子しか分からなかったが、説明し
ているところを拡大して着目させたり、
焦点化したりできるのは、タブレットの良
さと考える。 

全体思考 
シュート数を揃えて考えるため 
・最小公倍数で考える写真⑦ 
・分数で表し通分する写真⑧ 
という比較の仕方がでた。百分率で
比較する考え方もあった写真⑨ 

大型モニターに表示。写真① 
机間巡視し、個別支援。 

机間巡視し、個別支援。 

11月 6・7日、全日本教育工学研究協議会全国大会鹿児島大会にオンラインで参加しました(近隣の関係

者のみ参観可能)。ICT機器を活用した授業として幼・小・中・高校、聾学校の計 29本の授業を公開。全授
業がタブレット端末と、大型提示装置かプロジェクターを使用し、併せてプログラミング教材(アリロ、
アーテックロボ、Scratch)や学習支援ソフトを使用した授業でした。その内、8本がオンライン配信さ
れましたが、配信で唯一、学習支援ソフトを使用した名山小学校 5年生の授業を視聴しました。 

名山小学校では、昨年度に ICTを使わない授業研究を行った後、どのように ICT機器を活用すると教
科の目標や情報活用能力の育成を図ることができるのか研究を進め、ICT機器活用の基準を学校として
設定したそうです。今年の 9月から児童 1人 1台のタブレット端末が導入され、授業で活用し始めたよ
うです。視聴した授業におけるタブレット PC活用は次の通りでした。 

【児童】 

【教師】 

データ画面の拡大 データ送信 

データの収集 データの抽出・拡大表示 モニター画面にデータ表示 

写真撮影 
データを送受信できる
授業支援ソフトを使用 

抽出結果と教師の意図にずれが
あったのか、事前に用意していた
結果「10回中 6回」「8回中 5
回」を基に、課題把握をし、条件に
ついて考えた(教師が説明)写真③ 

1. 授業におけるタブレット端末の活用 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真④個別思考／考えをノートに記述 

 
◆机上は、プリント、タブレット、ノート、筆記用具。机上スペース
がないからか、タブレッを使う時に机上に置き、使用後は机の
中へ仕舞わせていた。短時間で出し入れできるよう取扱いの指
導・練習が必要。教科書・ノート・タブレットが常時おける広い机
が理想。 
◆ノートに考えを書かせていた。思考を整理し記述、新たな考
えの追加等、学びの過程を記録できる。また、時間毎、単元全
体の振り返りができる。関連単元の学びの振り返りもできる。 

写真⑥ペア等で考えを話し合う 

 

 

 
◆発言児童のノートを全面に表示。教師が全画面から発
言者のノートを見つけられなかった時に、児童が番号をいう
と直ぐにノートの拡大画面に変わった。タブレットに割り振ら
れた番号が個人番号になっているのだろう。机間巡視とタ
ブレットからの情報を活かすことで、児童の学習状況を把
握し、適切・効果的な支援につなげる事ができると感じた。 

写真⑦最小公倍数で 

 

 

 

写真① 

 

写真③ 

 

写真⑤ 

●児童の送信データを一覧
で表示。プリント回収の手
間、1枚ずつ目を通す時間
が省ける。全児童が自分で
撮影し、データを送信できた
と思われる。 
▲モニターが小さく「結果一
覧をモニターで…参加意識
を高める」という ICT活用の
意図が実現されたかは疑問
が残った。 

写真② 

 
●抽出して拡大すると、後方でもよく見える。書画
カメラも同機能があるが、次々と一覧のデータを
拡大して見せたいという時は、この学習支援ソフト
が有効と思われる。 

 

▲課題解決以降、教師
が用意した結果を基に学
習を進めていた。送信デ
ータから、「①シュート回数
が同数②成功数が同数
③どちらもちがい、公倍数
や通分がしやすいもの」、
この 3パターンを抽出する
のは難しいと予想し、教科
のねらいに迫りやすいゲ
ーム結果を準備していた
のではないか。 

写真⑨既に百分率で比較 

 

写真⑧分数で 
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独立行政法人教職員支援機構 

【A-A1】導入(課題の提
示・把握)段階で全員の
ゲーム結果を表示。児童
の興味・関心を高めるこ
とをねらう。 

2. 情報活用能力の育成とその指導計画について 

新学習指導要領では、「情報活用能力」を学習の基盤となる資質・能力と位置づけられました。一人一台タブ

レット端末の導入は、情報活用能力をすべての教科で育成し発揮するためです。本時の授業においては、算数科

としての目標(「ゲームを通して、シュートの成績を数で表す方法を理解することができる」)を達成しながら、情報

活用能力(「情報の収集と検証の方法を理解できる」)を育成することがねらいとなっています。 

各校においては、教科等の指導目標や指導事項は指導計画に具体化され、PDCAサイクルで見直し改善が図

られていますが、同様に、６年間あるいは９年間を見通した「情報活用能力」育成の具体的計画を作成することが

必要となります。 

これは仙台市教育センター作成

の「仙台版情報活用能力の育成 

おすすめカリキュラム(小学校版)」

目標、学習内容、関連する単元が

「低・中・高」毎に具体的に示され

ている。低学年から系統立て指導

するためにはこのような計画が必

要になる。 

中学校版も公開されている。 

 

 

 

北海道教育大学附属函館中学校 
本校が目指す資質・能力を、教科等横断

的に学校の教育活動全体を通して育成を
実現するために、すべての教科等について
共通の様式で指導計画等の作成を行っ
た。本研究で作成した指導計画等は「年間
単元配列シート」、「資質・能力シート」、
「単元デザインシート」である。                          

 
文科省が取り組む情報教育推進校(IE-

School)の実践報告書に掲載。指導計画
に基づき、更に単元・授業の段階まで具体
化していく際の考え方が参考になる。 

【C-C1】個人思考後の
ペアによる話し合い。
タブレットを介して意
見交流を行い友だちの
考えを知る。 

一人一台のタブレット端
末の導入により、様々な学習
場面での活用が可能にな
る。 

５年算数で、タブレット端
末を活用した学習場面 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催:熊本県高森町教育委員会・熊本県高森町教育研究会/共催:日本教育工学会 SIG・九州教育情報化研究会 

文部科学省委託「遠隔教育システムの効果的な活用に関する実証研究事業」 

「熊本県高森町『新たな学び』研究発表会」
 研究主題「Society5.0に対応した資質・能力の育成～主体的・対話的で深い学びを促す学習指導の工夫～」 

 

参考・引用資料 【平成 31年度文部科学省委託「遠隔教育システム導入実証研究事業」熊本県高森町「新たな学び」研究発表会研究紀要】 

11月 27日、オンライン開催の標記研究会に参加しました。講演やトークセッションは講師陣が遠隔で参
加し、授業公開は YouTube(録画)や Zoom(ライブ)で配信されました。「国語:低学年のプレゼンテーション能
力」「総合:企業と連携したプログラミング教育」「理科:外部専門家を活用した遠隔授業」「外国語:デジタル
教科書の活用と家庭への PCの持ち帰り」「数学:家庭と学校をつなぐデジタルコンテンツの活用」「美術:一
人一台タブレット端末環境を生かした作品制作」と授業のサブタイトルを見ただけでも、情報教育、ICT教
育の最先端の研究を進めている地域だと分かりました。 
高森町は、2012年以降、文科省の複数の委託事業や指定を受け、「英語教育」「小中一貫教育カリキュラム

の研究」「高森ふるさと学」の創設などを推進。町費負担教職員の配置による複式学級の解消(2012~)、35人
学級の導入(2013~)を行い、教育条件整備にも努めています。また、下記の通り ICT環境整備を進め、2012
年には「1人 1台タブレット端末」の導入を実現しています。 
 
① 電子黒板・実物投影機の導入→全小中学校普通教室(2012)  2015~特別教室、体育館等に順次配置 
② タブレット端末 → 児童生徒、教職員一人一台(2013~) 
③ デジタル教科書(学習者用を含む)の導入 → 全小中学校各教科(2012~) 
④ 校務支援システム「ゆう net」(県教委)の導入 → 全小中学校(2012) 
⑤ 教務支援システムの導入 → 全小中学校(2012) 
⑥ 学校 CMS(コンテンツ管理システム:県教委提供)の導入 → 全小中学校(2013) 
⑦ 学校 CIO(最高情報責任者)の導入(2014~) 
⑧ ICT支援員の配置(2014~) 

 

2017年に ICTを活用した遠隔合同授業実践ガイドを作成、文部科学省委託事業「遠隔教育システム導入実
証研究事業(2018~)」等、充実した ICT環境を生かした授業研究に取り組んでいるようです。2015年に「学
校情報化先進校」、2016年には「学校情報化先進地域」、2018年度には町内全校が「学校情報化優良校」に
再認定されています（「全国でも唯一の地域」だそうです）。 (＊日本教育工学会による学校情報化認定) 

 

高森町児童生徒のタイピングスキル 
R1 5.6年 80人 R1 中学生 171人 
認定級 認定児童 認定級 認定生徒 

名人・初段 16.3％ 1級・準 1級 33.3％ 
１級・２級 26.3％ 2級・準 2級 36.8％ 
2級以上 43％ 1分間に 100文字以上入力 70％ 

R2 5.6年 88人 R2 中学生 168人 

2級以上 82％ 1分間に 100文字以上入力 80％ 

＊初段-1分あたり 60文字 / 1級-同 50文字 / 2級-同 40文字 
 

H25調査結果 1分間当たりの文字入力数の全国平均 
小学校 5.9文字 中学校 15.6文字 

情報教育・プログラミング教育の具体的な展開 

恵まれた ICT 環境と専門性を生かした新たな実践 

◆学習の基盤となる資質・能力である情報活用能力の育成 
●新聞社やアナウンサー等プロとのつながり(新聞社と連携→「タブレット図書館」) 
●１人 1台のタブレット端末環境による継続的な情報活用能力の育成 
●日常的なキーボード入力練習の取組と各教科での活用（朝活動、各教科） 

◆情報に関する探究的な学習での実践 
●総合の探究的な学習の中に位置づけたプログラミング教育 
●探究的な見方・考え方を働かせることができる現代的な諸課題の解決を通し 
て資質・能力の育成 
●プログラミング教育の手引きに例示のない実践(新たな探究課題:町づくり、福祉) 

◆新たな実践の試み 
●複数の教科でのプログラミング学習の実践 

  指導要領に例示されてはいないが各教科等の内容を指導する中で実施 
 ・図工:５年コマコマアニメーション 算数:５年偶数と奇数、倍数と約数 
  家庭科:６年工夫しようおいしい食事 など 
●専門性のある機関との接続による質の高い指導(大学との遠隔授業) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.情報活用能力育成の指導計画、 
特にタブレットの指導はどのようにしていますか? 

１年生 
○ タブレットの扱い方の基本（大切に扱うこと） 
○ 起動・シャットダウンの仕方   〇 マウス 

2 年生 
○ 写真・動画撮影と D ドライブへの保存の仕方 
○ 「ペイント」の使い方 
○ パワーポイントを使ったプレゼンテーションの作

成（保存した写真から目的に応じて選択→張り
付け→発表作文に合わせ写真の並べ替え） 

毎週火曜日１０～１５分 

朝活動でタイピング練習～全学年で実施 
・２年生はダブルクリックやホームポジションの指導を実施。
毎週１行ずつ、ア行、カ行…と練習。３年生はゆっくり打て
るように練習している。 

・小学校は「キーボー島」、中学校は「毎日パソコン入力コン

クール」を活用し、タイピングスキルの向上を図っている。 

指導者 高森東学園義務教育学校 教諭 岩田美紀 先生 

２年生国語にみる低学年のプレゼンテーション能力 

情報活用能力育成の指導計画を高森町とし

て作成している。学校では、４月、それをベース

に教科等の単元指導計画に具体化している。 

Q.ノート指導とタブレット活用、書く力の育成は? 

【低学年】ノート中心   
【中高学年】徐々にタブレット中心になっていく。デジタルワークシートが残る工夫をし、
振り返りができるようにしたり、レコーディング機能を活用して撮りためデータで、単
元末に振り返りを行わせている教師もいる。 
【７年生～】ノートを廃止しタイピングのみ。それにより、思考する時間、共有する時間が
確保できるようになった。書く力をどう育むかは学校としても検討課題。思考過
程を整理し視覚化を図るツールとして全校的に板書を重要視している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「町(家族の仕事)のすてきを調べよう」 

生活科と連動 国語科 

 
カリキュラムマネジメント 

家ぞくのおしごとはっぴょう会をひらこう ＊(2h) 

お仕事調べを通して発見した家族の素敵なところ
などを手紙に書く。その後、各家庭にお仕事発表
会の様子を動画で配信してみてもらい、手紙を読
んで渡す。  

本授業は YouTubeで録画配信されました。
取材やプレゼン資料づくり、発表会、感謝の
手紙を読む場面など単元全体の流れが分かる
ようになっていました。ライブ配信 2本、録
画 4本という新しい形式の授業公開でした。 

授業後の研究協議時
の質問に対する回答を
まとめたため、情報が
低学年中心になってい
ます。 

ふりかえる 

もっとふかめる 

かんがえる 

たしかにつかむ 

時間を表す言葉や接続語を使い、仕事の内容や工夫をわか
りやすくまとめていた。映像を使うことでより多くの情報を
伝える事ができ、また、質問への説明が具体的で、質疑を通
して一層仕事への理解が深まっているようだった。 
教材文の学習や校内での事前学習を活用する言語活動の設

定や単元構成の工夫、カリキュラムマネジメントにより、教
科のねらい、言語能力及び情報活用能力の向上が図られたと
感じた。何よりも２年生が遠隔で担任と相談し PowerPointで
資料を作成しているのに驚いた。ICTや遠隔教育の研究が進
み学校の高い目標設定、少人数学級ならではきめ細やかな指
導があってのことだと思う。 
児童には話し方や聴き方等の学習のルールや学び方が身に

つき、教師の板書や発問等々の授業技術は素晴らしかった。
日常授業の充実があっての児童の主体的な学びの姿と感じた。 

教師が発表会を動画撮影。QRコード付の学級通信を
発行し、それを保護者はスマホ等で読み込み視聴。 

児童】プレゼンテーション資料を電子黒板に提示し発表。
文章を読みながら画面を指で触れると写真が切り替わる。 

どうぶつ園の「じゅうい」のしごとを読んでまとめ、 
せつ明のしかたを知ろう」  ＊説明文の読み(6h) 

しらべた家ぞくのおしごとをせつ明するじゅんびを 
しよう         ＊説明する文章を書く(4h) 

＊「初め・中・終わり」の構成 
＊時間を表す言葉、時間や事柄の順序 

＊教材で学んだことを活かし「初め・中・
終わり(感想を交えて)」の文章を書く。 

大きなめあて「家族のおしごとはっぴょう会をひらこ
う」家ぞくは「いつ」「どんなしごと」をしているのか友だちに
せつめいしよう *単元全体を見通して学習計画を立てる(2h) 

各自仕事場に行き、見学・取材・(可能なら体験)
をする。その際、説明する文章を書くためのお仕事
メモ(ワークシート)と説明用プレゼンテーションを
作るために仕事の様子が分かる写真を取らせて
おく。また見学の際は遠隔で担任と相談(支援)や
報告を適宜行う。 

身近で働く先生方がどんな仕事をしているのか
見学・取材を行い、仕事の調べ方を確認する。 

児】写真を撮影し保存。教室にいる担任に遠隔で
ワークシートを見せながらインタビューした内容
を報告。助言を受け質問を増やしていた。 

撮ってきた写真を使ってプレゼンテーションを作成
し、お仕事発表会の練習をする。 

児】PowerPointを使いプレゼン資料を作成。保存
した写真から選んでドラックし張り付けていた。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

ドキュメント 文書を閲覧・編集、共同作業もできる。データは自動的にウェブに保存。音声入力システムがあるの
で、自分の発音チェックができる(英語や国語)。 Word ファイルを表示、編集、保存ができる。 

スライド プレゼンテーションを作成できるアプリ。スライドの作成、編集、共同作業ができる。自動的にウェブ
に保存。PowerPoint ファイルを表示、編集、保存できる。 

スプレッドシート 表計算ソフト。Excelのファイルを編集・保存、スプレッドシートの形式に変換可能。 
ドライブ 15GB まで無料のオンラインストレージサービス(オンライン上のファイル保管サービス)。ファイルの保

存、ドキュメントやフォルダの作成と保存、ファイルの共有・閲覧、資料等のスキャンと保存 等が行え
る。PDF ファイル、文書ファイル、スプレッドシート、プレゼンテーションファイル、音声ファイル、写真や
動画ファイル等が保存できる。（写真や動画を無制限に保存できる Google フォトもある） 

Jamboard クラウド型ホワイトボード。主要機能に、ペン、消しゴム、付箋、画像貼り付け、レーザーポインター、
PDF出力、画像出力、背景設定等がある。 

Classroom クラスの作成、課題の出題、採点、再利用、共同作業が行える。投稿やコメント機能でクラスのディス
カッションを促せる。教材や資料を【授業】ページにまとめて整理。ロックモードでテストを実施。 
ドキュメントを配布→生徒による作業/ドキュメントが完成→スクリーンに表示が端末でできる。 

アサインメント 「ドキュメントとドライブを使用して課題作成→コピーして配布」等、課題の作成、生徒の課題の割り
当て、提出の確認と採点を行う際に G Suite～とともに使用できる学習管理システム。 
課題をクラス別、日付別、生徒別に整理したり、既存の課題の編集も可能。常に表示される文字カ
ウント、スペルチェックと文法の訂正案、双方向コメント機能、自動保存等ができる。 

フォーム アンケートとフォーム(形式)を簡単に作成。回答は自動的にフォームに整理して集計され、リアルタイ
ムの回答状況やグラフを見ることもできる。全てのデータをスプレッドシートに表示して詳しく分析す
ることも可能。学校評価、授業アンケート、係活動のアンケート等、様々な活用が考えられる。 

道内自治体における導入予定の端末のＯＳの種類 

  ＯＳの種類   
  Chrome iPad Windows   
  小 中 小 中 小 中   

宗谷 3 3 3 3 2 2 未定２ ＊Chrome稚内,浜頓別,利尻富士 

留萌 1 1 2 2 4 4 未定１ 

上川 5 5 8 9 10 9   

空知 8 9 14 13 2 2   

石狩 6 6 1 1 1 1   

後志 7 7 4 4 7 8 他に 1,2年 iPad、3-6年 Chrome 

胆振 8 8 1 1 1 1   

日高 3 3 1 1 3 3   

渡島 4 4 5 5 2 2   

檜山 1 1 1 0 4 6 他に 1-4年 iPad、5,6年 Windows 

オホーツク 11 11 5 5 2 2   

十勝 9 9 3 3 5 5 その他１ 

釧路 2 2 3 3 3 3   

根室 0 0 2 2 3 3   

合計 68 69 53 52 49 51  
＊市町村単位。小中で違う OS、低学年のみ違う OSを選択している地域もある。 

≪参考資料≫ 北海道通信「GIGAスクール構想取組状況９月末」(R2.10/29,10/30,11/2,11/4発行分) 

 

Google Chrome の基本モデル無償アプリ「G  suite for education」 

 

 

「G Suite for education」を検
索すると左の画面が表示されます。
無償で利用できるツールです 
主なものについて、ネットで検索
したところ、ドキュメントはWord と、
スプレッドシートは Excel と、スライ
ドには PowerPoint と同様の機能
があることが分かりました。 
まずは無料アプリでできることや
使い方を調べ、校務や授業での効
果的な活用について研究しておくと
よいでしょう。 

ビデオ会議ツール
Meet。無料で 60分 
利用可能。録画は
できない。英語字
幕に対応。 
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