
授業実践事例

第１学年 単元名 さあ！がっこうたんけんだ。

生 活 科

授業場所 ＩＣＴ活用方法

普通教室 ①探検前に、職員の顔写真をスクリーンに

使用したＩＣＴ機器 投影し話し合うことで、探検への意欲付

ＰＣ けをはかる。

プロジェクター ②探検後の発表会で、書画カメラを使い小

スクリーン さいものを大きく映し出し全体に見せた

書画カメラ り、発表の内容にあった静止画をスクリ

教材の種類 ーンに映し出し、静止画を見ながら話し

静止画 たり聞いたりできるようにした。

ＩＣＴ活用の効果

学習の目標 ①意欲の喚起：顔写真に注目しながら、自分が知っていることを喜んで話す

意欲をもって学校探 ことができた。さらに「顔は見たことあるけど、名前はわからないな。」「○

検に向かい、探検で ○先生はどんなお仕事してるのかな。」などと話題が広がり、聞いてみた

分かったことをみん いことをはっきりさせ、探検することができた。

なに知らせることが ②発表の手段の一つに：探検で先生からもらってきたサインやプリントをみ

できる。 んなに見せる際、書画カメラで大きくして全体に見せることで分かりやす

い発表ができた。「こんな発表の方法もあるね。」とみんなで学んだ。

③映像による分かりやすさ：「技能技師室にすごいマシンがありました。」伝

えたい気持ちはあるのだが言葉だけではなかなか伝わらず、みんなはきょ

とんとした顔。そこでマシンの静止画を映すことでみんなが理解でき、そ

れを見ながら説明したり、感想を述べたりすることができた。



第１学年 単元名 見つけた できた たからもの

図 工 科 （おもしろいかたちいっぱい）

授業場所 ＩＣＴ活用方法

普通教室 ①見本となる作品を大きく投影する

ことで、活動の内容を知らせ、意

使用したＩＣＴ機器 欲づけをはかる。

プロジェクター ②モデルとなる石を投影し、多様な

スクリーン イメージを交流させ、自分なりの

書画カメラ 見方を見つけようとする意欲をも

たせる。

教材の種類 ③児童に声をかけながら、書画カメラのもとで作業させることで、仕事の進

写真 め方ややり方を理解させる。

実物投影

ＩＣＴ活用の効果

①意欲づけ：見本の作品や石を投影した画面に注目した。「おもしろそう」「自

学習の目標 分の石にはやく描きたい」というわくわくした気持ちをもたせることがで

自分で選んだ石の形 きた。

や色、模様などから ②映像によるイメージのつかみやすさ：大きい画面の一つの石に集中し、多

イメージをふくらま 様な見方を交流する中で、自分なりの見方を見つけてイメージをふくらま

せ、着色して、思い せることができた。

を生かした作品を作 ③活動の見通し：仕事の進め方、やり方がわかりやすく、できあがりの姿を

ることができる。 思い描く助けにもなるため、見通しをもって取り組んでいくことができた。

第２学年 単元名 じゅんじょよく思い出して書こう（教出2年下）

国 語 科

授業場所 ＩＣＴ活用方法

普通教室 ①Wordの原稿罫を活用し「作文の書

き方スキル」を行い、助詞や正し

使用したＩＣＴ機器 い原稿用紙の使い方を視覚的にと

ＰＣ らえさせる。

書画カメラ ②グループで書いた作文を書画カメ

プロジェクター ラ・プロジェクターでスクリーン

スクリーン に大きく映し出し、子どもたちの

教材の種類 発表・話し合いの助けにする。

静止画

実物の拡大 ＩＣＴ活用の効果

①下位の子にも分かりやすい：PCを活用すると、書き直しや書き足しが容易

学習の目標 で、子どもの発表が画面上で変わっていく。特に、段落代えや会話文の書

正しい原稿用紙の使 き方では、瞬時に文の改行を行うことができ、目の前で動きながら変わっ

い方や作文のふくら ていくので、下位の子にも分かりやすかった。

ませ方を知ることが ②簡単で見やすい：発表のためにわざわざ大きい紙に書かせるのではなく、

できる。 子どもが普段通りに書いたA４の用紙を、書画カメラを使って大きく映し

だし、見やすくすることができた。



第２学年 単元名 新しい計算を考えよう（かけ算）

算 数 科

授業場所 ＩＣＴ活用方法

普通教室 ① 校内の風景からかけ算の問題場面をさが

し、学習課題として映像を提示する。

使用したＩＣＴ機器 ②子ども達が考えて書いた解き方を拡大提

書画カメラ 示し発表させる。

プロジェクター ③問題づくりの場面では、子ども達がデジ

スクリーン カメで、かけ算の問題になりそうな場面 を校内から探し、その映像に問

デジタルカメラ 題文をつけさせる。

教材の種類

静止画 ＩＣＴ活用の効果

実物の拡大 ①身近な乗法場面に気づく：教室の掲示物や校内のいろいろなかけ算場面を

映像で提示したり探したりすることで、かけ算は何気ない場面でよく使わ

学習の目標 れる計算であることに気づくことができた。

乗法の意味を理解 ②学習意欲を高める：発表の手段として、自分や友達の書いた物がそのまま

し、それを用いるこ 大きく映像化されることで、子ども達の発表や聞く意欲が高まった。

とができる。 ③達成感を味わう：自分で見つけたかけ算場面の映像に、作った問題文をつ

けて掲示し、友達に解いてもらうことにより、学習の達成感をより強く味

わうことができた。

第３学年 単元名 わたしのすきなみはらしの丘

総合的な学習

授業場所 ＩＣＴ活用方法

メディアセンター ①プレゼンテーションソフトを使い、写

真をうまく活用しながら一人一人が調

使用したＩＣＴ機器 べ学習のまとめを作る。

ＰＣ ②できたまとめをプロジェクターで拡大

デジタルカメラ 投影しながら、見やすくわかりやすく

プリンター 発表する。

プロジェクター ③一人一人のページをつなぎあわせて印

教材の種類 刷し、１冊のファイルにまとめること

ジャストスマイル で、学級としての学習のまとめを作成する。

（プレゼンテーシ

ョンソフト） ＩＣＴ活用の効果

①表現力の向上：プレゼンテーションソフトを活用することで、簡単に写真

学習の目標 をはりつけたり説明の文を加えたりすることができることを知り、新しい

調べ学習でわかった 表現方法を身につけることができた。

ことを、ＰＣを活用 ②作業の効率化：ＰＣのプレゼンテーションソフトを使うことで各自が同時

して見やすくまと にまとめを作成することができ、また、そのまとめを簡単につなげること

め、発表することが ができるので、みんなにわかりやすく発表させたり、１冊にまとめたりす

できる。 ることが効率的にできた。



第４学年 単元名 丸い形を調べよう

算 数 科

授業場所 ＩＣＴ活用方法

普通教室 ①コンパスを使う教師の手元を書画カメラで写し

プロジェクターで拡大投影しながら、半径の計

使用したＩＣＴ機器 り方、コンパスの持ち方・回し方を指導する。

書画カメラ ②コンパスを使った模様作りで、一人一人の作品

プロジェクター を書画カメラでうつしながら、工夫したところ

スクリーン を発表させる。

教材の種類

実物の拡大

ＩＣＴ活用の効果

①基礎基本の習得：大きく映し出された教師のコンパスの使い方と、自分の

学習の目標 手元を見比べながら練習することで、コンパスを正しく使えるようになっ

コンパスの使い方を た。視覚に訴えることは、特に下位の子にとって有効である。

理解し、正確に円を ②ポイントに気づかせる：書画カメラはズームすることができるので、コン

かくことができる。 パスを使った模様を映しながら、中心の場所をズームアップするなど、模

様作りのポイントに気づかせる際に有効であった。

第５学年 単元名

社 会 科 私たちの生活と食糧生産

授業場所 ＩＣＴ活用方法

普通教室 ① ＮＨＫデジタルビデオクリップの視聴

使用したＩＣＴ機器

ＰＣ ② 自作パワーポイント教材の視聴

書画カメラ

プロジェクター ③書画カメラによる資料の提示

スクリーン

教材の種類

ビデオクリップ ＩＣＴ活用の効果

静止画 ①短時間で理解を深める：ねらいに沿ったビデオクリップを視聴することに

より、文章や資料からでは理解が不十分なところも、動画と解説を通し、

学習の目標 容易に理解することができた。

食材に対する消費者 ②学習意欲を喚起する：資料に出てくる自給率の数字を食べ物の図に変換し

の願いや食糧の自給 て映すことにより、新たな驚きが生まれ、学習意欲を喚起することができ

率の問題を考える学 た。

習を通して、これか ③視点を絞って考える：スクリーンに大きく図や表・グラフを映し、それを

らの食糧生産につい 全員で見ることにより、共通理解しながら、自分の意見に根拠を持って発

て課題を持つ。 表することができた。



第５学年 単元名 「わたしにできることをやってみよう」

家 庭 科 針と糸を使ってみよう

授業場所 ＩＣＴ活用方法と活動

普通教室 ① 書画カメラで、手元を大きく写し、針の

穴に糸を通すところからやって見せた。

使用したＩＣＴ機器 ② 玉結びのしかたを、実際にやって見せた。

書画カメラ 特に、人さし指に糸を巻いて、輪になっ

スクリーン た糸をより合わせるところは、角度を変

えて何度も投影して見せた。

教材の種類 ③ 同じく書画カメラで、なみぬいを実際に布の表と裏を見せながら、

実物の拡大 一針一針ぬって見せて投影した。

学習の目標 ＩＣＴ活用の効果

玉結び、玉どめ、一 ①映像による理解の助け：教科書の絵や写真、また言葉だけではわか

針ずつのぬい方がわ りにくいものを、手元で大きく拡大提示してやって見せることで、

かり、ぬうことがで 針と糸の使い方や指の押さえ方について理解することができた。

きる。 ②基礎的技能の習得：静止画像ではなく、玉結び、玉どめ、なみぬい

という一連の動きを、子ども達に合わせてゆっくりやって見せるこ

とで、裁縫の基礎的技能の習得を全体に図ることができた。

第６学年 単元名

算 数 科 「ならして比べよう」（東京書籍 新しい算数上 Ｐ２８～３６）

授業場所 ＩＣＴ活用方法

普通教室 ①問題場面のイメージ化を促すため、コン

使用したＩＣＴ機器 ピュータで図や動画を提示し、考えの見

ＰＣ 通しがもてるようにする。

プロジェクター ②ウェブ上のフラッシュ教材を用いてグラ

スクリーン フを「ならす」（均等な数量にする）操作

書画カメラ をさせる。

教材の種類 ③数量を棒グラフに表したり、具体物（牛乳パックの絵など）にして表

インターネット したりして、表示されたものを均等な数量にならす操作を繰り返し学

アニメーション 習する。

静止画

実物の拡大 ＩＣＴ活用の効果

①視覚による意味理解の深まり：ＩＣＴを用いて「ならす」という行為を視

覚的にとらえる事が可能になった。

学習の目標 ②体験の連続：棒グラフを「ならす」という体験をＰＣを通して繰り返し

平均の意味と求め 行うことで、「平均」を『いくつかの数量を均等な数量にする操作』とし

方を理解すること てとらえることができ、平均の意味の理解をより深めることができた。

ができる。



第６学年 単元名

算 数 科 「分数のたし算とひき算」（東京書籍 新しい算数上 Ｐ１８～２７）

授業場所 ＩＣＴ活用方法

普通教室 ①異分母のたし算の方法を考えるために分

使用したＩＣＴ機器 数を液量図で表し、量的なイメージを持

ＰＣ たせる。

プロジェクター ②液量図で表した分数を、スクリーン上で

スクリーン 移動して見せることで、問題解決への見

ｅー黒板 通しを持つ。

書画カメラ ③異分母分数を、大きさの等しい分数に直して計算することで計算できるこ

教材の種類 とを視覚的にとらえる。

Power Point

アニメーション ＩＣＴ活用の効果

①視覚による意味理解の深まり：ＩＣＴを用いることにより、スピーディー

学習の目標 に分数を量としてとらえることができた。

異分母分数の加法 ②情報の共有化：ＩＣＴを用いて分数についての既習事項を視覚的にとらえ

の仕方を考えるこ させることにより、既習事項という情報を、偏りなく児童に想起させるこ

とができる。 とが可能になった。

さわやか学級・２年 単元名 スリーヒントゲームをしよう

国 語 科

授業場所 ＩＣＴ活用方法

普通教室 ①パワーポイントのハイパーリンク機能で、

正答の時は「せいかいです！」、誤答の時

使用したＩＣＴ機器 は「ざんねん。もう１回！」の画面が出

ＰＣ るようにし、興味をもたせる。

プロジェクター ②身近な先生方が何かをしている４枚の写

スクリーン 真の共通項や違いに注目して短文を作り、

ｅー黒板 ３つの文で写真が特定できるようにスリ

ーヒントゲームを作る。

教材の種類 ③できたゲームを交流学級の友だちに、ｅー黒板を使って自分で出題する。

Power Point

ＩＣＴ活用の効果

①興味・意欲の持続：画面に動きがあり、自分の作った文が同じようにゲー

学習の目標 ムにできるので、作ってみたいと意欲的に取り組めた。

スリーヒントゲーム ②注目しやすい：写真をスライドショーで大きく見せたり、並べて複数同時

をしたり、自分が作 に提示したりすることで注目しやすく、文作りにも取り組みやすくなった。

ったものを友だちに ③映像による伝えやすさ：画面をペンでクリックする簡単な操作だけで、写

出題したりして楽し 真とヒントになる文を順番に表示できるので、音声言語が多少不明瞭であ

むことができる。 っても相手の興味をひき、意図が伝わる。みんながたくさん挙手してくれ

て盛り上がったのではりきって出題し、楽しくかかわり合うことができた。



さわやか学級・３年 単元名 社会科見学

社 会 科

授業場所 ＩＣＴ活用方法

普通教室 ①見学場所のホームページを閲覧、展示

物などを写真で見る。

使用したＩＣＴ機器 ②事後、各見学場所で撮影した写真を一

ＰＣ 覧し、特に思い出に残った場面を写真

デジタルカメラ で選ぶ。即時プリントアウトし、しお

ネットワークプリンタ りに貼り付け、それを手がかりにして

状況や感想を書き込む。

教材の種類

インターネットブラウザ ＩＣＴ活用の効果

①映像による分かりやすさ：見学場所や展示物について、言葉だけの説明で

学習の目標 は理解が難しいが、映像という視覚的情報により具体的に理解することが

・事前に見学場所の できた。リンクのクリック（マウス操作）を示範したところやり方を理解

概要を知ることが し、全ての展示物について意欲的に調べることができた。

できる。 ②情報への関心の高まり：見学場所のホームページは工夫されており、掲載

・写真を手がかりに 情報に関心を持ち、展示物の説明書きを読んだり、クイズに答えたりして

感想を書くことが 楽しむ姿が見られた。

できる。 ③映像による振り返り：映像という手がかりを用いることで、自分の経験を

言語化して伝えることが容易になった。

そよかぜ・さわやか 単元名 ～のレシピを作ろう

生活単元＆国語

授業場所 ＩＣＴ活用方法

普通教室または、 ①フラッシュカード的に写真を提示し、

家庭科室 材料や道具の名称を言わせて確認す

る。

使用したＩＣＴ機器 ②レシピを書く用紙を Power Point で作

ＰＣ 成しておき、順次表示しながら作り

プロジェクター 方を言わせたり、書き込ませたりす

スクリーン る。子どもの発言や書いた文をスク

ｅー黒板 リーン上に書き込み、確認したり，視写したりできるようにする。

教材の種類 ＩＣＴ活用の効果

Power Point ①ゲーム感覚で楽しい：次々に写真や名称が表示されるので、楽しみながら

確認することができた。名称を覚えることにもつながり、効率的に学習す

学習の目標 ることができた。

材料や道具、作り方 ②映像による分かりやすさ：写真を手がかりにできるので、調理の手順を思

を言ったり書いたり い出しやすく、自分で作り方を言ったり書き表したりすることができた。

して、レシピを作る スクリーンに自然に注目し、自分の文と友だちの文を見比べて共通点や違

ことができる。 いに目を向けたり、表記の間違いに気付いて直したりすることもできた。

ざいりょう

ふくろ

ミリリットル

グラム

ミリリットル

ひやさない

作り方⑤


