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１．本事業開始にあたって 

(1)本校の教育研究等の取組状況 

本学では，平成27年度から「学部・附属学校兼任教員制度」を創設し，教育学部

と附属学校とが密に連携した実践的・実証的研究を進めている(図1)。 

 

 

図1 学部・附属学校兼任教員制度の概要1 

 

千葉大学教育学部附属小学校（以下本校）では，全教科等の研究部会を設置し，

例年延べ約700名以上の参加者が集まる公開研究会で全教科等の授業を展開し，地

域の教育研究への貢献も進めている。平成30年度より，本校の全体研究主題は「新

しい時代を生き抜く児童の育成」として，AI技術が進む時代を生き抜くことのでき

る児童に必要な資質・能力と，それを児童が身につけていく教育のあり方について

明らかにするための実践的研究を進めている2。 

                                                 

1 文部科学省「教員養成のフラッグシップ大学検討ワーキンググループ（第３回）」(令和元年7月4日)会議資料(資料8)よ

り引用。 https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/07/__icsFiles/afieldfile/2019/07/03/1418104_11.pdf (2020年2月6日

最終アクセス) 

2 次を参照。千葉大学教育学部附属小学校(2018)『研究紀要 第51号』 ，同(2019)『研究紀要 第52号』 
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更に最近の情報教育に関する取組として，ソニー株式会社，NHKエデュケーショ

ナルと，東北大学，常葉大学との共同研究「IoT3ブロックを活用した小学校プログ

ラミング教育の実践的研究」4においてガイドブック5を制作するなど，時代に合わ

せた情報教育・実践的研究を推進した。具体的に本校でガイドブック制作にかかわ

った教員は，理科・総合的な学習の時間を専門としている3名である。本校におい

て上述のような研究成果に加えて，他にもプログラミング体験の学習を導入した授

業について，産学連携で実践的研究を行い，その成果を発信してきた6。 

2018年度の本校第4学年では，研修の一環として，教科等横断的な視点に立った

情報活用能力育成のカリキュラム・マネジメントの試行をした。これまで本校の情

報教育の目標は，「情報を取捨・選択したり，自分の伝えたことを表現したりする

手段として，情報メディアを効果的に活用することができる」と設定していた。こ

れは，学校教育目標である「学び合い，喜び・感動のある学校を創造し，確かな学

力と心豊かに生きる力を育てる」や，本校総合的な学習の時間における情報分野の

目標に基づいて設定していた。 

こうした教育目標を踏まえて，2018年度の本校第4学年では，例えば，年間にお

ける情報教育の目標の位置付けを表1のように，情報活用能力の育成の方針・在り

方を表2のように設定した7。 

 

 

                                                 

3 「Internet of Thing」(モノのインターネット)。以下「weblio辞書サイト」から閲覧できる「IT用語事典バイナリ」で

は「あらゆるモノがインターネットを通じて接続され、モニタリングやコントロールを可能にするといった概念・コンセプト

のことである」と説明されている。 https://www.weblio.jp/content/Internet+of+Things (2020年2月19日最終アクセス) 

4 例えば，次のように研究成果を報告している。 小池翔太・佐藤和紀・萩原丈博・竹内慎一・堀田龍也（2018）「ブロッ

ク型言語のプログラミング教材を体験した児童がIoT型プログラミングツールに出会った際の特徴」，第44回 全日本教育工学

研究協議会全国大会 川崎大会 

5 堀田龍也・佐藤和紀編著・監修(2019)『MESHではじめるプログラミング教育実践DVDブック 小学校編』ソニービジネスソ

リューション株式会社。以下ウェブサイトに情報が掲載されている。 https://www.sony.jp/professional/solution/pgm-edu

/mesh/guidebook/ (2020年2月6日最終アクセス) 

6 例えば，次を参照。小池翔太，中川哲，佐藤和紀（2019）「小学校外国語活動の「話すこと」領域におけるプログラミン

グ体験を導入した授業開発の試み」，日本教育工学会研究報告集（福井大学），19（1），pp.543-548 

7 青木大和・小池翔太・佐藤達也・髙橋青衣・平山佐知子(2019)「情報活用能力の育成を目指したカリキュラム・マネジメ

ント」，『Happy Learning(はぴらん)』千葉大学教育学部附属小学校，第2号，p.46より一部改変 
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表1 2018年度 第4学年 年間における情報教育の目標の位置づけ(一例) 

 

 

表2 2018年度 第4学年 年間における情報教育の目標の位置付け(一例) 

 

 

この目標の位置付けは，本校「研修部」が教科等横断的な視点でカリキュラム・

マネジメントを推進した研修の一環として行ったものである。これにより，各学級

の実態に応じた，情報活用能力の育成を目指したカリキュラム・マネジメントなら

びに実践のあり方を明らかにすることができた。更に，カリ

キュラム・マネジメントを学年単位として行うだけでなく，

学級単位でも行うことができた。具体的には，授業者の予期

せぬ形で，子どもたちが情報活用能力の育成を目指した授業

で学習したことを活かす姿が見られたこともあった。例え

ば，ある学級では社会科の授業でフローチャートを使った

児童(図2)が，他の教科等でフローチャートを使ったり，

 

2018年度 第 4学年 年間における情報教育の目標の位置づけ（一例） 

 6月 7月 夏休み 11月 12月 

国語 
学校探検で言葉集め・写真撮影をして
フォトブックを作ることができる 

   

社会 
見学したことからごみ処理の仕方をフ
ローチャートにまとめることができる 

   

理科 水の温度変化の様子をグラフ化できる    

保健    
健康に関する情報から自分に必要
な情報を選択し、意思決定できる 

総合・ 
家庭学習 

 
ローマ字入力検定サイトで、自分の
ペースで学習を進めることができる 

IoT プログラミングツールを用い
て、学校のバリアフリーを目指す 

 

 2018年度第 4学年 情報活用能力の育成の方針・在り方（一例） 

資
質
・
能
力
の
「
三
つ
の
柱
」 

知識・技能 

【総合】ローマ字入力によるタイピング操作に慣れる 

【社会】ごみを分類分けすることができる 

【国語】読み手の創造が膨らむ言葉の表現を集めることができる 

【理科】温度変化のグラフを読み取ることができる 

思考力・判断

力・表現力等 

【総合】IoTブロックでどのようなプログラミングをすれば，学校のバリアフリーが実

現できるか，論理的に思考することができる 

【社会】ごみ処理の流れをキーワード化し、フローチャートに表現できる 

【国語】心情や情景が思い浮かぶ表現の工夫をしているかを判断できる 

【理科】「水の量が減るのはなぜ？」などと疑問・不思議に思うことができる 

【保健】自分の体の変化と生活の変化を関係づけることができる 

学びに向かう

力、人間性等 

【総合】コンピュータの基本的な操作を周りで助け合って解決することができる 

【社会】フローチャートの有効性に気付き、様々な場面で活用することができる 

【国語】友達が工夫した表現に「いいね！」シールを貼り、積極的に交流できる 

【理科】不思議・疑問に思ったことを「調べてみたいな」という段階に到達できる 

【保健】他者の意見を比較して考えた目標を達成しようとすることができる 

図2 「ごみ処理の流

れ」のノート 
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キーワード化したりする姿が見られた。このように，子どもたち自身が思考ツール

を利用する場面の選択肢を広げ，主体的に学ぶ姿が各授業で見られた。 

(2)本事業における重点目標の設定 

他方，これまでの取組において様々な課題も残った。本校が研修の一環として発

刊している『Happy Learning(はぴらん)第2号』において，「補論：4年カリマネ紆

余曲折「こぼれ話」」を報告している。やや長い引用になるが，これまでの取組の

課題を示すために，以下に内容を掲載する。なお，この「こぼれ話」の出所は，20

18年度末の12・1月の学年会で，これまで情報活用能力育成を目指したカリキュラ

ム・マネジメントを行ってきた4年生の担当教員から挙がったものである。 

 

【カリマネ全般】 

・カリマネをよく意識する場面は，学級経営。「こういう考え方もあるかも

ね」という多様性を尊重した話の聞き方を，各教科等を横断して指導してい

る。 

・指導をしながら，予期せず「この学習にはこんな意義もあるね」と価値付け

したい時に，カリマネを意識することが多い。例えば，「道徳×伝統文化」

「国語×文化史」「社会科×伝統工芸」などとの共通点。ある種の「教師の

度量の広さ」が，より良いカリキュラム・マネジメントにつながるのではな

いか。 

【情報活用能力とカリマネ】 

・社会科では情報活用能力は意識してできている。では算数は？…となるとあ

まり自信がない。折れ線グラフの単元は，理科にもつながると想像できる

が，他の算数の単元ではどこまで情報活用能力を育成できるのか。 

・体育でも，情報活用能力は育成できるはず。動きを客観視することが難しい

際，ＩＣＴを使って視覚化されたものを活用したいと考えるのも，ある種の

情報活用能力。映像から何が違うかを読み取り，表現することは情報活用能

力における思考力だろう。 

・カリキュラム・マネジメントにより情報活用能力を育成するというのも，結

果論であり後付けであることもある。意識的かどうかと聞かれると，あまり
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意識的ではないと言えるかもしれない。だからこそ，今回のような振り返る

機会は必要だろう。 

・何でも「これも情報活用能力ですね」と安易に結論付けてしまうこともまず

いと考える。身に付けさせたい資質・能力を厳選していこうという姿勢が，

教師にも求められるだろう。 

 

以上より，特定学年において情報活用能力を育成するカリキュラム・マネジメン

トを行った結果，その学年の教員自身も情報活用能力に対する理解が十分でなかっ

たと自覚していることが明らかになった。こうした背景に，学級数及び児童数(表

3)に対し，ICT環境整備(表4)が十分でないことが原因の一つとして考えられる。 

 

表3 学級数及び児童生徒数（令和元年５月１日現在） 

1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年 帰国学級 全体 

学級

数 

児童

数 

学級

数 

児童

数 

学級

数 

児童

数 

学級

数 

児童

数 

学級

数 

児童

数 

学級

数 

児童

数 

学級

数 

児童

数 

学級

数 

児童

数 

3 105 3 101 3 105 3 104 3 104 3 104 3 12 21 635 

 

表4 ICT環境整備状況（平成30年度末） 

1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年 帰国学級 全体 

可動式 

ＰＣ数 

無線LAN  

電子黒板 

プロジェ

クタ数 

可動式 

ＰＣ数 

無線LAN 

電子黒板 

プロジェ

クタ数 

可動式 

ＰＣ数 

無線LAN 

電子黒板 

プロジェ

クタ数 

可動式 

ＰＣ数 

無線LAN 

電子黒板 

プロジェ

クタ数 

可動式 

ＰＣ数 

無線LAN 

電子黒板 

プロジェ

クタ数 

可動式 

ＰＣ数 

無線LAN 

電子黒板 

プロジェ

クタ数 

可動式 

ＰＣ数 

無線LAN 

電子黒板 

プロジェ

クタ数 

可動式 

ＰＣ数 

無線LAN 

電子黒板 

プロジェ

クタ数 

15 

○有・無 
4 

15 

○有・無 
4 

15 

○有・無 
4 

15 

○有・無 
4 

15 

○有・無 
4 

15 

○有・無 
4 

15 

○有・無 
4 

105 

○有・無 
28 
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本校は1学級約35名で，1学年計3学級に可動式PC数がいずれも15台であるため，

約2.3人/台という計算となる。これは文部科学省による「平成30年度学校における

教育の情報化の実態等に関する調査結果(確定値)」8における「教育用コンピュータ

１台当たりの児童生徒数」の全国平均である5.4人/台と比較すると，整備はされて

いる方であると言える。 

しかし，以下3点の理由から，情報活用

能力を育成するカリキュラム・マネジメン

トを行っていく上では，ICT環境について

課題も多いと言える。1点目は，本校の校

舎の構造等の関係から，①全校②中学年

に，それぞれ可動式PC50～55台を入れた充

電保管庫を移動して利用しているためであ

る。よって，低学年での利用については，

難しい環境にある。2点目は，無線LANのア

クセスポイントも3学級で1つという状況で

ある。アクセスポイントから遠い学級や座

席配置であると，回線が非常に遅い。3点

目は，各教室に小型テレビしか整備されて

いなかったことである。拡大提示をして

も，教室後方からはほとんど見えなかっ

た。 

よって，本節で述べてきた情報教育の目

標の位置付けとそれに対する成果と課題を

踏まえて，情報活用能力育成のためのカリ

キュラム・マネジメントを推進する必要が

あることが明らかになった。特に本事業を

開始するにあたっては，昨年度までの特定学年の取り組みから全校体制の取り組み

へと視点が広がることとなる。これらを総合的に踏まえると，本校は図3における

                                                 

8 次を参照。 https://www.mext.go.jp/content/20191224-mxt_jogai01-100013287_048.pdf (2020年2月6日最終アクセス) 

図3 情報活用能力育成のためのカ

リキュラム・マネジメントモデル 
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「情報活用能力育成のためのカリキュラム・マネジメントモデル」9の「準備期」に

相当すると解釈できる。 

以上より，「準備期」にあたる本校の実態を踏まえて，以下3点を本事業における

重点目標として設定した。 

重点目標Ⅰ.各教員へ過剰負担をさせないような「校内の体制づくり」 

重点目標Ⅱ.昨年度までの本校の実態と課題を踏まえた「目標のマネジメント」 

重点目標Ⅲ.優先順位を考えた確実な「環境整備」 

(3)実施体制と事業実施計画 

前節までの本校の実態や重点目標を踏まえて，次の図4のような実施体制を整え

た。図中の具体的な内容の説明や事業実施計画の工夫については，次の3点であ

る。 

 

 

図4 実施体制図 

                                                 

9 以下の「次世代の教育情報化推進事業(情報教育の推進等に関する調査研究)成果報告書 情報活用能力を育成するための

カリキュラム・マネジメントの在り方と授業デザイン-平成30年度情報教育推進校(IE-School)の取組より-」p.41より引用。 

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/09/18/1416859_01.pdf 

(2020年2月9日最終アクセス) 
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1点目の工夫は，「ICT活用教育」「研究部」「研修部」との連携による体制の確立

をしたことである。まず，校務分掌として例年定めている「ICT活用教育」を中心

に，情報活用能力の育成を目指したカリキュラム開発・実践を行っていく。同分掌

は，校内で2名選出し，視聴覚機器の管理・運用を始めとした体系的な情報教育の

推進を行っていくようにする。 

また，全教科等の研究部会を束ね，研究推進委員会としての働きをもつ「研究

部」と積極的に連携を図り，教科等に位置付けた実証的研究を行っていくようにす

る。 

更に，教科等横断的な視点に立ったカリキュラム・マネジメントの推進を担う

「研修部」とも成果を共有することで，各教員が日頃の授業で情報活用能力の育成

に向けたカリキュラム・マネジメントを計画的に行っていくこととした。 

これは「重点目標Ⅰ.各教員へ過剰負担をさせないような「校内の体制づくり」」

を達成するためにしたものである。これらの校務分掌や部自体は，昨年度も行って

きたものである。大胆な校内体制の変革を行って，各教員へ過剰負担がかかるとい

うことがないようにしたという意図があった。ただし，今年度は情報活用能力育成

のカリキュラム・マネジメントを学校として行えるようにするために，各分掌や部

において，上述のような情報活用能力の育成に向けたカリキュラム・マネジメント

を意識できるような連携体制を確立するような計画を検討した。 

2点目の工夫は，「準専科教員」によるカリキュラム・マネジメントと実証授業の

開発をしたことである。1点目で述べた校内体制の工夫に加えて，本年度より「準

専科担当教員（生活総合）」（以下「準専科教員」）を配置して，カリキュラム・マ

ネジメントと実証授業の開発を行っていく。準専科教員は，専科教員として各学級

へ専門的に情報教育の授業を行うのではなく，各担任の専門性や各学級の児童の実

態に応じて，担任とティーム・ティーチングの形態で授業に取り組む。これによ

り，各担任も情報活用能力育成の授業について子どもの姿から無理なく学んでもら

うような機会とした。具体的な形態例として，以下を想定した。具体的な形態例と

して，次の2点を想定した。 

①担任がT1・準専科教員がT2として，担任が中心となって授業開発・実践 

②準専科教員がT1・担任がT2として，準専科教員が中心となって授業開発・実践 
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こうしたコラボレーションを，第2～6学年の15学級10の生活・総合の授業で行っ

ていくこととした。なお，準専科教員は「ICT活用教育」にも所属し，教科等横断

的な視点に立った情報活用能力育成に向けたカリキュラム・マネジメントも推進し

ていくようにした。 

このような「準専科」という扱いにした理由は，前節でも述べたようにICT環境

に関する課題が多かったことと，「重点目標Ⅱ.昨年度までの本校の実態と課題を踏

まえた「目標のマネジメント」」を達成するために，校内でカリキュラム・マネジ

メントを進めていく核となる教員が新たに必要であると考えたためである。このよ

うに書くと，1点目で述べた「大胆な校内体制の変革を行って，各教員へ過剰負担

がかかるということがないようにした」ということと矛盾があるように見えるかも

しれない。しかし，準専科教員においては，情報活用能力育成のカリキュラム・マ

ネジメントを推進することに専念することが可能となるため，過重負担がかからな

いと想定した。もちろん全校の教員においても，準専科教員との上述のような無理

のないコラボレーションから検討していくために，過重負担がかからないと想定し

た。 

また，本事業では，準専科教員によって，次のような実証授業の開発も想定して

いる。それは，総合的な学習の時間において，学習者がIoT(Internet of Thing:モ

ノのインターネット)プログラミングツールを用いて地域社会へ貢献するような学

習活動を取り入れた授業である。プログラミングを体験した学習が，論理的思考力

の育成のみならず，地域をテーマとした探究的な学習に位置付くような授業のあり

方を検討していきたい。その際，大学の教育学部や本校研究部とも積極的な連携を

図っていくことで，実証授業の開発を研究的に行っていきたい。 

3点目の工夫は，開発・実践を行った授業案と情報活用能力育成のカリキュラム

については，報告集を作成し，授業公開11・公開研究会・学会での発表を行い，成

果の普及・改善をしていくことである。 

                                                 

10 1学年3学級が基本であるために2～6年生で15学級と書いているが，厳密には4～6年の帰国学級において，合同で総合の

授業を担当したために，実質的には16学級を行った。 

11 計画当初では，通年での授業公開を行うことを想定していた。具体的には「カリキュラム・マネジメントの中心を担う

準専科担当教員を窓口として，日常的な授業参観の希望者を学校ウェブサイト等で募集していく。これにより，研究授業以外

の場面においても，カリキュラム・マネジメントの成果の普及を図っていくと同時に，それを見直していく機会ともしたい」

としていた。しかし，事業並びに日頃の校務等の遂行，来校者のセキュリティ管理が困難であったこと等から，実施が困難と
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授業公開や公開研究会では，参加者からの外部評価を得るとともに，地域への教

育研究の貢献ができるようにしていく。そのためには，ただ公開授業を行うだけで

なく，ワークショップ等の形式を工夫し，情報活用能力育成のあり方について，参

加者が実感を伴って理解を深められるような機会としたい。 

また学会発表では，ただ実践やカリキュラムをまとめた内容を報告するだけでは

なく，先行研究・実践の批判的検討，本事業を通した研究の新規性，質的・量的な

評価も行っていきたい。学会参加者との議論を通して，いかに成果を普及していく

ことができるか，事業終了後も改善して実践を行っていくことができるか，検討し

ていく機会としたい。 

                                                 

なってしまった。ただし，後にも述べるように保健室・相談室登校等の児童に対して，教室での学びを保障するために，事業

で整備した環境で遠隔授業を実施するという，計画時には想定していなかった実践を行うことができた。 
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２．事業実施の実際 

本章では，本校が本年度の事業で中心的に行った以下3点を，各節に分けて報告

する。 

(1)実証授業「商店街の飲食店の課題をプログラミングで解決しよう」の開発 

(2)準専科教員を中心とした生活・総合における情報活用能力育成の授業実践と評価 

(3)各教科等における情報活用能力育成の授業実践と評価 

報告内容は時系列で表記することに加えて，昨年度本事業の成果報告書12の内容

を参考に，以下の3つの観点でカリキュラム・マネジメントの工夫に関する情報を

付け加える。 

■カリキュラム・マネジメントの三つの側面：昨年度本事業の成果報告書pp.36-37，中央教育審

議会答申(平成28年12月)参照 

※1.各教科等の教育内容を相互の関係で捉え，学校の教育目標を踏まえた教科横断的な視点で，

その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと(「教科等横断的な視点での

取組」と表記) 

2.教育内容の質の向上に向けて，子供たちの姿や地域の現状等に関する調査や各種データ等に

基づき，教育課程を編成し，実施し，評価して改善を図る一連のPDCAサイクルを確立するこ

と (「実施状況の評価と改善」と表記) 

3.教育内容と，教育活動に必要な人的・物的資源等を，地域等の外部の資源も含めて活用しな

がら効果的に組み合わせること (「人的物的体制の確保」と表記) 

■カリキュラム・マネジメントモデル項目：本稿p.6 図3参照 

※本校重点目標Ⅰ.各教員へ過剰負担をさせないような「校内の体制づくり」 

本校重点目標Ⅱ.昨年度までの本校の実態と課題を踏まえた「目標のマネジメント」 

本校重点目標Ⅲ.優先順位を考えた確実な「環境整備」 

■実施主体：本稿p.7 4参照 

※主な組織：教務部(総合調整)，研究推進委員会(全教科等研究の推進)，ICT活用教育(情報活用

能力カリキュラム開発)，研修部(カリキュラム・マネジメントの推進)，準専科教員(カリキュ

ラム・マネジメントの推進，実証授業の開発) 

                                                 

12 次世代の教育情報化推進事業(情報教育の推進等に関する調査研究)成果報告書 情報活用能力を育成するためのカリキュ

ラム・マネジメントの在り方と授業デザイン-平成30年度情報教育推進校(IE-School)の取組より- https://www.mext.go.jp/c

omponent/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/09/18/1416859_01.pdf (2020年2月9日最終アクセ

ス) 
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(1)実証授業「商店街の飲食店の課題をプログラミングで解決しよう」の開発 

これまで本校で取り組んできた情報活用能力育成のねらい等を見直し，「ICT活用

教育」に所属する準専科教員を中心に，大学の教育学部や「研究部」と連携して20

20年度より必修化するプログラミング教育を題材とした実証授業を開発し，研究部

を中心に批判的検討を行った。 

具体的に検討したのは，5年生1学級の総合的な学習の時間において，学習者がIo

Tプログラミングツールを用いて地域社会へ貢献するような学習活動を取り入れた

単元「商店街の飲食店の課題をプログラミングで解決しよう」の実証授業である。

5年生とした意図は，昨年度4年生時に情報活用能力育成のカリキュラム・マネジメ

ントに取り組んだ学年の児童であったためである。前述のように昨年度に本校が取

り組んだIoTプログラミングツールを用いた実践研究の成果と課題を踏まえて，プ

ログラミングを体験した学習が，論理的思考力の育成のみならず，地域をテーマと

した探究的な学習に位置付くような授業のあり方を実践的に検討できると考えた。 

本節では，本実証授業の開発過程等について，時系列で報告する。 

①2019年4月：公開授業提案に向けた構想案検討 

■カリキュラム・マネジメントの三つの側面：「実施状況の評価と改善」 

■カリキュラム・マネジメントモデル項目：「目標のマネジメント」 

■実施主体：ICT活用教育，準専科教員，研究部 

以下で詳述する2019年6月28日・29日の本校公開研究会において，準専科教員が

開発する実証授業の公開提案と，それに関するワークショップの企画を検討した。

この開催に向けて4月～6月は，公開授業提案に向けた指導案検討ならびに授業実践

を行った。 

2019年4月は，実証授業の構想案の検討を行った。研究部が中心となって企画

し，次の3点の工夫を施した。1点目は，多様な専門性をもった教員グループを編成

し，専門外の教員へも実証授業の構想案を批判的に検討してもらうようにしたこと

である。この結果，本校教員が情報活用能力育成のカリキュラム・マネジメントに

ついて知る機会ともなると考えた。2点目は，授業の具体をプレゼンテーション形

式で発表して検討することである。本校の従来の課題として，構想案を指導案同様

に論文のフォーマットに落とし込むことを重視することによって，授業の具体が決

まらないということがあった。そこで，2017年度からプレゼンテーション形式の発
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表による授業構想の検討の方式を採用した。本実証においては，教員グループに実

際にIoTプログラミングツールを体験してもらうようにした。 

以上のような構想案検討の場で，準専科教員は図5のような実証授業に関するプ

レゼンテーション資料を元にした提案を行った。なお，本資料は事前に生活・総合

的な学習の時間部会でも専門的な観点でいくつか検討を行い，練り直した上で完成

したものである。 

 

 

図5 構想案検討におけるプレゼンテーション資料(一部) 

 

構想案の検討を行った結果，公開授業で提案する時間の授業の手立てを洗練して

いく必要性があることが指摘された。このような課題を踏まえて，指導案の具体的

な作成等を行った。 
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②2019年4月：外部協力者への依頼とカリキュラム・マネジメントの改善 

■カリキュラム・マネジメントの三つの側面：「実施状況の評価と改善」 

                                         「人的物的体制の確保」 

■カリキュラム・マネジメントモデル項目：「外部との連携」 

■実施主体：準専科教員 

前節で述べた実証授業は，外部地域の協力者の方々への協力依頼が必須である。

この構想案を元にして，外部地域の協力者の

方々への依頼資料を作成し，打合せを行っ

た。その際，作成した授業の構想案について

打合せでそのまま伝えることなく，簡潔な内

容にまとめ，実際に教材を体験してもらうな

どの工夫を行った(図6)。また，その様子を

写真で撮影して，授業で子供にも提示する教

材としても活用した。依頼書に加えて，簡単

なスケジュールと授業でお願いしたいことも

図7のようにまとめて連絡した。 

 

 

図7 外部協力者への依頼の際に使用したスケジュールとお願い(一部改変) 

 

更に，協力者である地域の方々の想いから外れないような授業となるように，授

業に直接関係しないような話についても，丁寧に話を伺うことを心掛けた。 

これらにより，授業やカリキュラム・マネジメントを見直すような評価・改善の

機会ともした。 

図6 打合せの様子 
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③2019年5月：公開授業提案に向けた指導案の検討 

■カリキュラム・マネジメントの三つの側面：「実施状況の評価と改善」 

■カリキュラム・マネジメントモデル項目：「目標のマネジメント」 

■実施主体：ICT活用教育，準専科教員，研究部 

①で述べた4月の構想案検討を踏まえて作成した指導案について，5月に本校教員

同士で検討を行った。その際，構想案の検討と同様に，研究部が中心となって，多

様な専門性をもった教員グループを編成し，専門外の教員へも批判的に検討しても

らうようにした。 

この際，指導案が4月に行った構想案検討を踏まえた内容になっているかどう

か，検討を深める。また論に飛躍が無いか，誤植が無いかなどの検討も行った。こ

れも，①と同様に情報活用能力育成のカリキュラム・マネジメントを知る機会とも

した。 

なお，開発した指導案については，巻末の資料1に掲載している。 

④2019年5月：企業からの無償による教材支援の依頼 

■カリキュラム・マネジメントの三つの側面：「人的物的体制の確保」 

■カリキュラム・マネジメントモデル項目：「外部との連携」「環境整備」 

■実施主体：ICT活用教育 

実証授業ならびに公開研究会のワークショップにおいて，タブレット端末とIoT

プログラミングツールの使用を検討していた。前章でも述べたように，本校のICT

環境に一定の課題があったことに加えて，本事業の採択ならびに支払可能になるま

でに期間があったことから，機材貸出の依頼を企業に行うこととした。今後は購入

予定であるということであり，事業の成果の一部であるということも明確に伝える

ことで，産学連携体制が公正であるような配慮をした。よって，企業からはただ貸

出支援を企業に求めるだけではなく，事業による支援を頂いていて，今後はその予

算で購入する予定であることを伝えるようにした。 

こうした企業との連携において留意すべき点として，次の2点のことが挙げられ

た。1点目は，企業側においては営業をすることが目的ではないということを理解

してもらうことである。2点目は，連携元である学校においても，企業側の営業に

入り込むのではなく，授業実践の際に活用する教材としての検討を行っていくこと

を目的として提案していくことである。 
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⑤2019年6月：公開研究会における授業提案ならびにワークショップの開催 

■カリキュラム・マネジメントの三つの側面： 「実施状況の評価と改善」 

「人的物的体制の確保」 

■カリキュラム・マネジメントモデル項目：「教育課程の評価・改善」 

「外部との連携」 

■実施主体：ICT活用教育，準専科教員，研究部 

これまでに開発した実証授業の一部

内容を，2019年6月29日の本校主催の

公開研究会において授業提案した。参

加者を広く募集して，授業直後に協議

会を行うことで，実践の評価・改善の

機会ともした。総合的な学習の時間を

専門としてきた方を講師として招き，

更に大学の共同研究者の講評も行うこ

とで，研究的な成果と課題も明らかに

した。当日は約80名が授業を参観し

(図8)，協議会には約20名が参加し

た。参観者からは，総合的な学習の時間の探究的な学習の過程を身につけている児

童の姿や，プログラミング教育が目的ではなく総合的な学習の時間としての単元構

成等について，肯定的な評価を頂いた。他方，ゲストティーチャーへ発表会を行う

学習を本時にするのではなく，その前後の児童が考えを深めていく場面などを参観

したかったという意見も頂いた。 

このように国立大学附属校として研究成果を発信していくことで，公立学校等の

研究・実践の参考となるようにした。また，本事業の成果を中間的に報告する機会

にすることもねらいとした。このような会がきっかけとなり，県内の小学校現職教

諭で委託研修生が，本授業の参観等をきっかけとして，総合的な学習の時間におけ

るプログラミング単元開発を行ったという報告も受けた13。以上より，本事業によ

る本提案が，附属校の研究の活用事例の一つとなったことが示唆された。 

                                                 

13 次を参照。田嶋佑基(2020)「児童のプログラミング的思考の育成―総合的な学習の時間におけるプログラミング教育の

授業開発を通して―」，『人工知能社会における教育に関する実践的研究(2)』，千葉大学大学院人文公共学府研究プロジェ

クト報告書，千葉大学大学院人文公共学府，第357集，pp.31-38 

図8 公開授業の様子 
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また，大学や外部講師との連携を積極的に行って成果を発信していくことで，研

究そのものの評価・改善につなげる機会とした。開発した実証授業が総合的な学習

の時間のねらいを達成することができていたかどうかは，総合的な学習の時間を専

門としてきた方を外部講師として招いたことによって，客観的な評価をして頂くよ

うにした。上記の実証授業は，プログラミングの体験だけを目的としているのでは

なく，プログラミングの体験を手段として，総合的な学習の時間のねらいの一つで

ある地域とつながる探究的な学習を目指したものである。そのため，公開研究会に

おける授業提案の協議会では，情報活用能力育成等が専門でない講師ならではの観

点で，地域とつながる授業のあり方について指導して頂いた。具体的には，外部講

師の方が取り組まれてきた地域を題材とした総合的な学習の時間の授業の単元と指

導の実際を伺いながら，本実証授業との関連性や課題点を指摘して頂いた。 

さらに，公開研究会において，本実証授業に関す

るワークショップも開催した。④で述べた外部企業

の担当の方にも，当日の支援等をして頂いた。ワー

クショップでは，上述の実証授業のプログラミング

教材をテーマにしたものである。その際，ワークシ

ョップでの参観者の体験用に，機材の無償貸出をし

て頂いた企業関係者をお招きして立ち合って頂い

た。その際，参加者への操作方法の説明をして頂く

だけでなく，情報交換等もして頂くような機会としても位置付けた(図9)。また，

既にプログラミング教育に取り組んでいる実践者・研究者を招待し，参加者との交

流を深めてもらった。 

このように，情報活用能力を育成した単元開発と公開研究会を外部との連携によ

って行った結果，学習の基盤となる資質・能力として機能しているかどうか，客観

的な視点で検討して頂くようにしたことが工夫の一つである。また，講師の方にお

いても，プログラミングを体験した学習を参観することが初めてであったため，研

究的なメリットがあったと言われたために，win-winな関係を構築できたと言え

る。講師の方にも自発的にワークショップに参加頂いたため，プログラミングを体

験した上で児童の姿をご参観頂いたため，そのメリットは大きかったと実証授業の

協議会でお話頂いた。 

以上のように，本校のような情報活用能力育成を目指したカリキュラム・マネジ

メントの「準備期」において，十分な機材を確保できていない環境であっても，そ

の教育のあり方について参観者と共に議論をする機会となった。また，企業の方に

図9 ワークショップの様子 
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は，教材が適切に活用されているかどうかという点を確認して頂くことに加えて，

教材そのものを参加者が触った様子を見たり感想を聞いたりすることで，フィード

バックを得てもらうようなメリットが確保できていたと考えられる。 

 

⑥2019年10月：実証授業の学会発表 

■カリキュラム・マネジメントの三つの側面：「実施状況の評価と改善」 

■カリキュラム・マネジメントモデル項目：「実践の評価・改善」 

■実施主体：ICT活用教育，準専科教員 

2019年10月18日(金)から19日(土)に開催され

た，第45回全日本教育工学研究協議会全国大会 島

根大会14に参加し，実証授業の実践報告を行った

(図10)。 

発表した研究主題等は，以下の通りである。 

 

小池翔太・佐藤和紀・萩原丈博・竹内慎一・堀田龍也（2019）「地域の飲食店

の課題をIoT型プログラミングツールで実際に解決する小学校の総合的な学習

の時間のカリキュラム開発」，第45回 全日本教育工学研究協議会全国大会 島

根大会（島根県民会館），pp.69-72 

 

発表ならびに質疑を受けることで，実証授業の評価・改善の機会とした。授業内

容については肯定的な評価を頂くことができた。更に，課題の設定等の単元の開発

過程について，詳しい説明を求められるような質問を得ることができた。 

なお，発表要旨ならびに発表スライドについては，巻末の資料2～3に掲載してい

る。 

                                                 

14 次を参照。 http://conv.jaet.jp/ (2020年2月10日最終アクセス) 

図10 学会発表の様子 
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(2)準専科教員を中心とした生活・総合における情報活用能力育成の授業実践と評価 

前章でも述べた通り，準専科教員を中心とした生活・総合における情報活用能力

育成の授業を，第2～6学年の15学級の生活・総合の授業で行った。授業は週1時間

である。同学年においても，各学級担任の専門性等から異なる学習内容を設定した

ことがあったが，年間でおおむね表5のような授業を実践してきた。表5中には，単

元名と「情報活用能力の体系表例」の分類15を記述している。 

 

表5 準専科教員を中心とした生活・総合における情報活用能力育成の年間授業 

 

 

以降の本節では，準専科教員を中心とした生活・総合の授業について，表5の内

容を基本として時系列で報告する。 

                                                 

15 昨年度の本事業の成果報告書pp.16-17を参照。次世代の教育情報化推進事業(情報教育の推進等に関する調査研究)成果

報告書 情報活用能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントの在り方と授業デザイン-平成30年度情報教育推進校(IE-

School)の取組より- https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/09/

18/1416859_01.pdf (2020年2月9日最終アクセス) 

月/学

年 2年 3年 4年 5年 6年 帰国学級

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 ロボットに道案内 自分の好きなこと プログラミングで ものづくりとプロ 3Dゲームでeス 3Dゲームで卒業

2

3

3Dゲームで

ドット絵をかこう
【A2②情報と情報技術の

      特性の理解】

3Dゲームで家の建築をしよう
【B1問題解決・探究における情報を活用する力】

3Dゲームで

理想の学校や街を

表現しよう
【A2②情報活用の計画や評

価・改善のための理論や方

法の理解】

3Dゲームで理想の

街を表現しよう【B1

問題解決・探究における情

報を活用する力】

コンピュータとおともだちになろう

はじめてのタイピング
【A1①情報技術に関する技能】

タイピング検定サイトに挑戦【A1①情報技術に関する技能】

3Dゲームで

論理回路を作ろう
【A1③記号の組み合わせ方

の理解】

教室や飲食店の課

題をプログラミン

グで解決しよう
【B1問題解決・探究におけ

る情報を活用する力】

製品の仕組みを

プログラミングで

再現しよう
【A2②情報と情報技術の特

性の理解】

ロボットとおともだちになろう

(ドリル型ビジュアルプログラミング教材)

【A1③記号の組合せ方の理解】

前期 授業評価(3年生以上：ウェブアンケートフォームの活用)

バーチャル

YouTuber(Vtuber)

による表現の広が

りを学ぼう
【A2①情報収集，整理，分

析，表現，発信の理解】

海外の学校へ

日本の文化を

プレゼンしよう
【A2①情報収集，整理，分

析，表現，発信の理解】

グラミングの意外

な関係を考えよう
【A1③記号の組合せ方の理

解】

ロボット動物園を

作ろう【A1③記号の組合

せ方の理解】

をプレゼンしよう
【A2①情報収集，整理，分

析，表現，発信の理解】

のプログラミング

をしよう(フィジカルプ

ログラミング教材)

【A1③記号の組合せ方の理

解】

後期 授業評価(全学年：タイピング調査／3年生以上：ウェブアンケートフォームの活用)

自分や学級の成長

をプレゼンしよう
【A2①情報収集，整理，分

析，表現，発信の理解】

ポーツを作ろう【B1

問題解決・探究における情

報を活用する力】

生へ感謝を伝えよ

う
【B1問題解決・探究におけ

る情報を活用する力】

3Dゲームやプログ

ラミングカーで学

習ゲームを作ろう
【B1問題解決・探究におけ

る情報を活用する力】

係活動をプログラ

ミングでパワー

アップしよう
【B1問題解決・探究におけ

る情報を活用する力】
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①2019年4月：情報活用能力の実態確認(事前) 

■カリキュラム・マネジメントの三つの側面：「実施状況の評価と改善」 

■カリキュラム・マネジメントモデル項目：「実態把握」 

■実施主体：ICT活用教育，準専科教員 

2019年4月の年度初めと年度終わりに，児童の情報活用能力の知識・技能の実態

を把握するために，タイピングの入力速度調査を行った。調査対象は，ローマ字を

既に学んでいる4年生以上を基本とした。実施においては，総合的な学習の時間に

おいて，準専科教員がT1となって行った。なお，3年生以下を調査対象としなかっ

た理由は，これまでローマ字を学習したりコンピュータを学習で使用したりしたこ

とが無かった実態から，無理に調査を行ってしまうことによって，コンピュータの

活用に対する意欲が低下してしまうと考えられたためである。 

具体的な調査方法と結果については，年度終わりの調査の項で詳しく報告する。 

 

②2019年度前期：PC等活用の基本的な情報技術に関する技能育成の授業の実施 

■カリキュラム・マネジメントの三つの側面：「教科等横断的な視点での取組」 

■カリキュラム・マネジメントモデル項目：「各教科等での実践」 

■実施主体：ICT活用教育，準専科教員，ICT活用教育 

2019年4月にほとんどの学級で，コンピュータを活用した「A1①情報技術に関す

る技能」を育成する授業を，準専科教員がT1となって実践した。ただし，担任が意

欲的に生活科や総合的な学習の授業づくりを行う学級に対しては，その教員の意向

を尊重して，準専科教員は上記形態例の①のようにT2の役回りに徹することとし

た。こうした学級は，時期によって15学級中1～2学級見られた。 

前期の初めは，2～3年生では「コンピュータとおともだちになろう」「はじめて

のタイピング」という単元名で授業を行った。コンピュータの起動や終了，マウス

の操作等の基本的な技能の育成を目指した。4～6年生は4月に「タイピング検定サ

イトに挑戦」という単元名で授業を行った。ただし，技能のみの育成であると探究

的な学習として成立しないため，無理の無いように家庭学習で行うように促した。 

それ以降の前期の期間で，各学年で取り組んだ授業は，次の通りである。 

2年生では，6～7月に「ロボットとおともだちになろう」という単元名の授業を

行った(図11)。ドリル型ビジュアルプログラミング教材を用いて，マウスの基本的
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な操作やコンピュータの起動や終了などの基本動作を理解するために，プログラミ

ングの学習を行った16。 

 

 

図11 2～3年生の6～7月の単元「ロボットとおともだちになろう」の事例 

 

                                                 

16 以下の小池(2018)を参照。 

小池翔太(2018)「楽しく学ぶ「プログラミング」授業づくりのポイント」，『Happy Learning(はぴらん)』千葉大学教育学部

附属小学校，第1号，pp.42-45 
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2～3年生は，PC操作が初めてということもあり，6月

にもタイピングの学習を短時間確保した(図12)。その

後，画面上のロボットを矢印等の文字ではない記号のプ

ログラミングを行い，マウスの操作等に慣れたりプ

ログラミング的思考を育成したりするような学習を

行った。 

4年生は，ローマ字の学習を国語で行っていること

から，ローマ字入力の学習は必要最低限の2時間程度の

時数を確保して，3Dサンドボックス型ゲームによる論理

回路の学習を行うことで17(図13)，「A1③記号の組み合

わせ方の理解」の育成を目指した。このような学習を

行うことで，今後各教科等のねらいを達成するためにプ

ログラミングを体験するような学習に必要な力の素地を

育成することもねらった。 

5年生は，昨年度に情報活用能力の育成を学年で取

り組んでいたことから，IoTブロックを用いた学習 

(図14)を行い，「B1問題解決・探究における情報を活

用する力」の育成を目指した。なお，この実践のうち

1学級のみ，前節で論じた実証授業「商店街の飲食店

の課題をプログラミングで解決しよう」を実践した。 

6年生は，プログラミングの経験を十分に行っていな

いことから，学校放送番組などを活用して，製品の

仕組みをプログラミングで再現する学習18(図15)を行

った。これにより，「A2②情報と情報技術の特性の理

解」の育成を目指した。 

                                                 

17 詳しくは次を参照。『プログラミング教育支援ハンドブック2019』(制作：一般社団法人ICT CONNECT 21，監修：中川一

史)，pp.20-21 https://ictconnect21.jp/document/prg_handbook/ (2020年2月10日最終アクセス) 

18 詳しくは次を参照。藤川大祐(監修)『発見！ くらしのなかのプログラミング(全3巻)』ポプラ社，各巻pp.34-37，2019

年 

図12 タイピング学習(3年) 

図13 論理回路の学習(4年) 

図14 IoTブロックを使っ

た学習(5年) 

図15 製品の仕組みをプロ

グラミングで再現する学習

の様子(6年) 
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このように準専科教員は，いわゆる奉仕型の「サーバン

トリーダーシップ」19を発揮することで，年度当初から担

任教員へ無理な連携はもちかけずに，担任が取り組みたい

か準専科教員に任せたいかといった意思を，最大限尊重

するようにした。ただし，それだけで終わらせず，基礎

となる情報技術に関する技能に特化していくような授業

を見せたり報告したりしながら，コラボレーションのき

っかけを作るようにした（図16）。 

こうした情報活用能力育成の実践を促した成果が，

校内における各教科等の実践に表れたのは，2019年6

月28日・29日に開催する公開研究会に向けた授業づくり

の過程であった。詳しくは次節「(3)各教科等における情

報活用能力育成の授業実践と評価」で述べる。 

 前期の終わりは，3Dサンドボックス型ゲームを活

用して，児童にコンピュータを活用することの楽し

さを味わったり，協働的に活動をしたりすることを重視

した探究的な学習に取り組んだ。 

2年生は，ドット絵をゲーム上に描画する学習を行っ

た(図17)。これにより，画像処理の素地となる知識

を体験的に育成した。3～6年生は，複数人が一つの

世界に入り込み(マルチプレイ)，家を建築するような学

習を行った(図18)。建築にあたっては，空間的思考力が

求められるような正面・横・後方の設計図を配布した。

これにより「B1問題解決・探究における情報を活用す

る力」の育成を目指した。完成後は，より魅力的な住

まいになるような建築デザインを考えて，グループウ

ェア20に作品を投稿し，異学年で意見交流を行った(図19)。このことで，クラウド

を用いた共同作業に関する知識と技能の育成も目指した。 

                                                 

19 例えば次を参照。Robert K. Greenleaf（1998）The Power of Servant-Leadership（野津智子訳『サーバントであれ―

奉仕して導く，リーダーの生き方』英治出版，2016） 

20 「Microsoft Teams」を活用した。 https://teams.microsoft.com/ (2020年3月11日最終アクセス) 

図16 T2の担任が児童と同

様の学習活動を行う様子 

図17 ドット絵の学習(2年) 

図18 建築の学習(3～6年) 

図19 グループウェアを

活用した交流学習 
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③2019年10月：ウェブアンケートフォームを活用した前期授業の評価  

■カリキュラム・マネジメントの三つの側面：「実施状況の評価と改善」 

■カリキュラム・マネジメントモデル項目：「実態把握」 

■実施主体：ICT活用教育，準専科教員 

タイピングの学習に慣れた3～6年

生においては，前期の学習をウェブ

アンケートフォーム21で回答させた

(図20)。これにより，教師が集計の

手間を省いて，本事業の成果を考察

したり，所見等での活用について検

討したりすることが可能となった。

それと同時に，情報機器の日常的な

活用方法の有効性について，児童に

示す機会ともした。自由記述につい

ては，「どんなことをがんばりました

か？ どんな成長をしたと思いました

か？」と「上でえらんだテーマで，

もっとどんなことを学んでみたいと

思いましたか？」について入力させ

た。このデータを元に，授業のねら

いの達成状況について検討を行う一

つの手掛かりとした。 

本項における分析対象は，昨年度

までにコンピュータを活用した学習

を十分行えていなかった3年生の前期

の自由記述内容とする。 

                                                 

21 個人情報等を配慮し，またそのことも児童に伝えた上で，以下のGoogleフォームを活用した。  https://www.google.c

om/intl/ja_jp/forms/about/ (2020年2月10日最終アクセス) 

図20 ウェブフォームアンケート回答画面例

(3年) 
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 「総合の授業でどんなことを学んだか・成長したと思うか」の質問に対して，3

年生(n=101)の自由記述の内容について， UserLocalテキストマイニング22で共起分

析を行った結果を図21に示す。 

 

 

図21 3年前期の自由記述の共起分析(n=101) 

  

3年生で共起回数が多かった上位3つは，「Minecraft23－できる」「作る－頑張る」

「できる－協力」であった。3Dサンドボックス型ゲームの教材の名前を用いて，作

品を作ったこととそれに対する達成感を味わっていた児童が多かったことが示唆さ

れた。準専科教員としては，初めてタイピングを学習して成長した印象が児童に強

く残ったのではと予想していたが，それ以上に直近で行った学習によって成長した

                                                 

22 次を参照。 https://textmining.userlocal.jp/ (2020年2月10日最終アクセス) 

23  3Dサンドボックス型のゲーム。前節の単元「3Dゲームで家の建築をしよう」で用いたもの。詳しくは以下参照。 http

s://www.minecraft.net/ja-jp/  (2020年2月10日最終アクセス) 
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印象の方が強く残ったということが示唆された。また，「協力」といういについて

は，名詞の単語出現頻度で最も多く，17回であった。先に述べた学習内容以外に

も，1人1台端末環境においても対話的な学びを学習者自身が実感している傾向にあ

ることが伺えた。 

以上のような自由記述の内容から，3年生の前期の授業全体として大きな問題が

無かったと解釈して，後期の授業に取り組むこととした。 

 

④2019年度後期：文化祭での学習成果発表を視野に入れた授業実施と機材支援 

■カリキュラム・マネジメントの三つの側面：「教科等横断的な視点での取組」 

                       「人的物的体制の確保」 

■カリキュラム・マネジメントモデル項目： 「各教科等での実践」 

                                       「外部との連携」「環境整備」 

■実施主体：ICT活用教育，準専科教員，研修部  

本校で取り組んできている学校行事として，生活科・総合的な学習の時間を中心

とした教科等横断的に学習した成果を発表する「文化祭」がある。この文化祭は，

各学級単位で発表を行うものであり，本年度は12月に予定していた。参加者は，保

護者や異学年縦割りグループである。学習内容をどのように発表するか，ICTをど

のように活用するか等，各教科等で育成した情報活用能力を発揮する場面とした。 

この際，準専科教員とICT活用教育部が中心となって，校内の限られたICT機器を

どのように配分するかも想定した上で，校内全体でのICT活用を促す機会とした。

それに加えて，不足が予測されたために企業から40台のタブレットPCを無償で貸出

支援をして頂いた。これは，準専科教員，ICT活用教育部の教員が，企業の認定教

員資格を持っていたために，実現できたものである。企業にとって無償にて機材を

貸し出すメリットは，借りた教員から実践報告を発信してもらうことである。日頃

から教員が企業との連携を密に取っていくことにより，企業側の社会貢献活動によ

り，期間限定ではあるが物的支援体制を構築することにもつながった。 

文化祭当日の学習成果の発表テーマと内容について，表6に示す。以降では，文

化祭までならびに当日取り組んだ各学年の様子について，簡単に述べていく。 
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表6 文化祭における学習成果の発表テーマと内容 

 

 

2年生は，準専科教員が担当しない生活科の授業で取り組ん

だおもちゃづくりの発表を行った。ただし，準専科教員の授業

において取り組んできた，自分や学級の成長をプレゼンテーシ

ョンする学習の成果を，図23のようにスライドショーで資料展

示した。一部の保護者からも肯定的な評価を頂いた。 

 

２－１

２－２

２－３

３－１ 未来を変える昆虫のふしぎ
教室でいろいろな虫を飼っていた私たちは，いろいろな虫たちの特別な力を調べ，未来に生かす方法を考えました。虫

に興味がある人も，虫がきらいな人もぜひ見に来てください！

３－２
だれでもワクワク！

夢のマイクラタウン

家の建築をした学習を生かして、小さい子どもからお年寄りの方まで、みんなが楽しく生活できるような夢のまちを「マイ

ンクラフト」で作りました。初めてプレイするおうちの人や先生たちにも、楽しく体験してるような工夫もします。3年2組の

協力がたくさん集まったこの世界を、ぜひ楽しんでください！

３－３ のろわれた教室3-3
3年3組がおばけやしきに…！？その正体は、私たちがプログラミングで学んできた「マイクロビット」という小さなコン

ピュータ。暗いときにだけ光るLEDライトのおばけたち。こわがらずに楽しくプログラムの仕組みを考えてみてください！

４－１
プログラミングで

学校生活をよりよくしよう！
みんなが感じていた困り感をプログラミングで解決！？生活をより便利に楽しくする方法に出会えるかも！

４－２
ザ・千葉クラ

～バーチャル千葉へようこそ～

千葉県の観光産業について学んだことを、「マインクラフト」のバーチャルな世界で再現してみました。目標は実際に観

光課の人たちに活用してもらうこと！？ぜひ千葉県の魅力を体験してください！

４－３ 世界の国々，紹介します！
世界の国々の魅力をプレゼンテーションします。行ったことがある国でもない国でも，みなさんの知らない各国の魅力に

きっと出会えることでしょう。

５－１ 廃病院からの脱出！！
廃病院からの脱出を目指しながら、体のこと、病院のことを学んでいきます。恐怖を味わいながら、知っているようで知ら

ない病院にまつわること、一緒に学んでいきましょう。

５－２ マイクラ脱出＆カフェ マイクラ脱出ゲームをした後にごほうびが…！！あなたは脱出できるか？！

５－３
Let!s車で脱出５－３お化け屋敷

～あなたは生き残れるか～

カメラ内蔵の車でミニチュアお化け屋敷を進み出口を目指します。あなたは無事に脱出できますか？ぐねぐね動く不思

議なスライムもみなさんをお待ちしています。

６－１
タツヤの知らない世界～VTuber編

～

バーチャルYouTuber，略して「Vチューバー」を知っていますか？最近ではニュースキャスターとして登場することもあり

ます。6年1組の総合では特別にVtuberの研究者と一緒に学習をしています。仮面をかぶった自分？二つ目の自分？鏡

の中の自分？…新たな自分との出会いを体験してみてください！

６－２
大輔，あれを見てみろ！！

えー！○○な祭り！？
日本や世界のお祭りについて調べました。スライドやゲームで発表します。

６－３ ノーダストゲーム
最近話題になっている海洋ごみ。みなさんはどのように考えていますか？　６年３組では，これからどうしていけば地球の

ためになるのかを考えて，調べ活動を行ってきました。その成果を一部を紹介させていただきます。

帰国 ワールド！ＴＨＥ　ニュースポーツ
いよいよ２０２０年にせまった,東京オリンピック・パラリンピック！スポーツを通して世界がつながることの大切さを実感し

てもらいながら,みんなでよりよい社会をつくっていく大切さを考えていきましょう！

主な活動内容クラス

つくってあそんで

記録にちょうせん！

身近な材料で、こまや飛行機などを作って遊びましょう！自分のつくったおもちゃで、記録にちょうせん！シンプルだけど、

熱くなっちゃいます。シンプルだからこその、奥深さも・・・。２年生は，学年間の交流を深めるために、クラスの枠をこえて

準備を進めてきました。それぞれのクラスで考えたおもちゃをもちよりました。どのクラスが、どのおもちゃを考えたので

しょう。そこも楽しみに見てください。

テーマ名

図23 資料展示(2年) 
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3～5年の全学級と6年2学級は，準専科教員の授業を活かした発表を行った。 

3年1組は，昆虫の特徴を活かした未来に役立つアイデアにつ

いて，プレゼンテーションをした(図24)。学級担任がT1として

取り組んだ昆虫に関する学習と，準専科教員がT1として取り組

んだプレゼンテーションアプリを使った学習とを，コラボレ

ーションする形で授業づくりを行った。 

3年2組は，前期の終わりに家の建築の学習をしたことを活か

して，理想の街づくりを3Dゲーム上で設計した学習について発

表した(図25)。本単元は，全て準専科教員がT1として実践し

た。 

3年3組は，前期中にプログラミングの学習を行ったことを

活かして，マイコンボードのLEDライトと明るさセンサーを使

って，プログラミングにより暗い時に光るお化けライトを作っ

た学習について発表した(図26)。本単元は，全て準専科教員

がT1として実践した。 

4年1組は，IoTブロックを使ったプログラミングにより，学

校生活をよりよくする学習について発表した24(図27)。本単元

は，全て学級担任がT1として実践した。 

4年2組は，前期の終わりに家の建築の学習をしたことと，

社会科で千葉県の観光地を学習したこととを活かして，3Dゲ

ーム上で再現した内容について発表した(図28)。本単元は，

社会科専門の学級担任であったことから，準専科教員からコ

ラボレーションを提案するような授業づくりを行った。 

なお，4年1組の単元の一部授業を，本事業の企画検証委員

による視察授業として位置付けた(図29)。学習指導案は，巻

末の資料4を参照されたい。 

                                                 

24 以下の内容を参考にして取り組んだ。 

小池翔太(2019)「係活動をパワーアップしよう」，『MESHではじめるプログラミング教育実践DVDブック 小学校編』ソニービ

ジネスソリューション株式会社，pp.56-59 

図24 3-1の様子 

図25 3-2の様子 

図26 3-3の様子 

図27 4-1の様子 

図28 4-2の様子 
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図29 企画検証委員による視察授業における指導事例(4年1組) 
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4年3組は，世界の国々に関する学習について発表した(図3

0)。学級担任がT1として取り組んだ世界の国々の学習と，準専

科教員がT1として取り組んだプレゼンアプリを使った学習と

を，コラボレーションする形で授業づくりを行った。 

5年1組は，身体について学んだことを脱出ゲーム形式で発

表した(図31)。学級担任がT1として取り組んだ健康に関する学

習と，準専科教員がT1として取り組んだ映像編集に関する学習

とを，コラボレーションする形で授業づくりを行った。 

5年2組は，前期の終わりに家の建築の学習をしたことを活

かして，各教科等の学習内容をクイズ形式で学べる脱出ゲー

ムを，3Dゲーム上で設計した学習について発表した(図32)。学

級担任がT1として取り組んだ各教科等の学習と，準専科教員が

T1として取り組んだ3Dゲームを活用した建築に関する学習と

を，コラボレーションする形で授業づくりを行った。 

5年3組は，前期中にIoTブロックを使ったプログラミングの

学習を活かして，VRカメラを搭載したプログラミングカ―に関

する学習について発表した(図33)。準専科教員がT1としてプロ

グラミングに関する学習について，学級担任が児童の関心を踏

まえて進行していくという形で授業づくりを行った 

6年1組は，後期から教育学部との連携研究によって取り組

んでいる「バーチャルYouTuber(VTuber)」による表現に関する

学習について発表した25(図34)。本単元は，全て準専科教員が

T1として実践した。 

6年2組は，世界の国々の祭りについて学習したことについ

て発表した(図35)。学級担任がT1として取り組んだ祭りに関

する学習と，準専科教員がT1として取り組んだプレゼンテーシ

ョンアプリやプログラミング教材に関する学習とを，コラボレ

ーションする形で授業づくりを行った。 

                                                 

25 詳しい実践内容について，例えば以下のグリー株式会社公式ブログを参照。 

https://corp.gree.net/jp/ja/news/blog/2019/12/02.html (2020年2月19日最終アクセス) 

図30 4-3の様子 

図31 5-1の様子 

図32 5-2の様子 

図33 5-3の様子 

図34 6-1の様子 

図35 6-2の様子 
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校内の文化祭行事に関する教員向けアンケートでは，例年の発表とは異なり，準

専科教員が情報活用能力育成を目指した授業を推進したために，「ICTを活用した発

表の可能性を感じた」等の肯定的な意見が確認できた。これには，児童の姿をもと

にして教員に対して，ICT活用に関する意図などを準専科教員がゆるやかに話すこ

とで研修の機会としたことへの効果とも言える。更に，文化祭の発表中は，児童が

ICTをトラブル対処も含めて自立的に活用することができたために，準専科教員は

意図せずに時間的余裕ができたため，保護者に対しても，ゆるやかな情報交換の機

会とすることができた。 

他方，「発表内容が準専科教員に教えていただいた内容に偏っている印象があ

る。見学する内容にも偏りが出ないよう,各クラス・各学年で特色のある総合の学

習展開をしていく必要を感じた」「ＩＴＣ26にかなり偏っていると感じました。それ

だけ子どもたちが興味があるとも言えるとは思いますが、「文化」祭としてもっと

内容の豊かさがほしいと思いました」等の意見も見られた。 

以上のアンケート内容等から，本事業の推進によって，例年の文化祭の発表内容

とは異なり，総合的な学習の時間においてICTを活用していた学級が多かったこと

に対して，懸念を感じている教員が一定数いたことが実態として浮かび上がってき

た。他方，文化祭での発表内容について，ICTを活用して発表した学級全てが，必

ずしも情報分野に関する探究的な学習をしていた訳ではない。3年1組，4年2組，4

年3組，6年2組のように，国際理解や環境分野，教科等横断的な視点で学習した内

容について，ICTを活用して発表した学級があったことも事実である。こうした情

報活用能力の育成やICTを活用した教育に関して，教員研修等で教員に対して理解

を求めていくようなアプローチも必要であることが考えられる。特に，2020年度か

ら施行される学習指導要領において，「情報活用能力」が学習の基盤となる資質・

能力の一つとして示されたことについて，それらの教員が理解していく必要がある

だろう。その際，前述のような準専科教員の「サーバントリーダーシップ」の発揮

を前提とするならば，トップダウン型で情報活用能力の育成やICTを活用した教育

に関する教員研修を行うのではなく，それらの教員の実態に寄り添った無理のない

ボトムアップ型での研修アプローチを検討していく必要があると考えられた。具体

的な方法等については，後述する年間を通じた教員アンケートの項で述べていく。 

                                                 

26 原文ママ。「ICT(Information and Communication Technology)」の誤植と思われる。 
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⑤2020年2月：ウェブアンケートフォームを活用した後期授業の評価 

■カリキュラム・マネジメントの三つの側面：「実施状況の評価と改善」 

■カリキュラム・マネジメントモデル項目：「実態把握」 

■実施主体：ICT活用教育，準専科教員 

本項③の前期と同様，後期授業の評価も，タイピングの学習に慣れた3～6年生に

おいてウェブアンケートフォームで回答させることによって実施した。 

本項における分析対象は，前期と同様に昨年度までにコンピュータを活用した学

習を十分行えていなかった3年生の後期の自由記述内容とする。自由記述について

は，「総合の授業でどんなことを学んだか・成長したと思うか」を入力させた。 

UserLocalテキストマイニング27で共起分析を行った結果を，図36に示す。 

 

 

図36 3年後期の自由記述の共起分析(n=101) 

                                                 

27 次を参照。 https://textmining.userlocal.jp/ (2020年2月10日最終アクセス) 
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3年生で共起回数が多かった上位3つは，「作る－頑張る」「発表－頑張る」「くれ

る－できる」であった。前期と同様「作る－頑張る」が確認できたが，前期と異な

る傾向として「発表」が多く見られた。図36でも「文化祭」「プレゼンテーショ

ン」が近くにあることからも，文化祭の学習が後期の授業で印象深かったものであ

ることが示唆された。また「くれる」については，図36を見ると「お客さん」「楽

しむ」「嬉しい」が近くにある。具体的な自由記述の例は，以下の通りである。 

噴水がきれいに見えるように水の中にサンゴを入れたり段差をつけたりした。

お客さんが楽しんでくれるように難しいこともチャレンジしたマインクラフト

が初めてでちゃんとできるか心配だったけどみんなが協力してくれたから作品

がきれいにできた。 

上記は3年2組の児童の感想であり，やはり文化祭での発表において他者への意識

が向いた児童が多かったことが示唆された。また，前期とは異なり，アプリの名前

に関する記述が少なくなったことから，アプリそのものに対する面白さよりも，ア

プリを活用した学習内容に意識が向いたことも考えられた。 

 

⑥2020年2月：タイピングの入力速度調査の評価 

■カリキュラム・マネジメントの三つの側面：「実施状況の評価と改善」 

■カリキュラム・マネジメントモデル項目：「実態把握」 

■実施主体：ICT活用教育，準専科教員 

2020年2月の年度終わりに，児童の情報活用能力の知識・技能の実態を把握する

ために，タイピングの入力速度調査を行った。年度初めの調査対象は，ローマ字を

既に学んでいる4年生以上を基本としたが，年度終わりの今回は，2年生以上でロー

マ字を学習したりコンピュータを学習で使用したりしたために，基本的には2年生

以上の全学級で調査を行った。実施においては生活科ならびに総合的な学習の時間

において，準専科教員がT1となって行った。 

タイピングの入力速度調査の測定方法として，「Ｐ検協会（ICTプロフィシエンシ

ー検定協会）」による練習ソフトを用いた28。 

                                                 

28  https://manabi-gakushu.benesse.ne.jp/gakushu/typing/nihongonyuryoku.html (2020年2月8日最終アクセス） 
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本ツールで計測する際の特徴は，(1)例文がローマ字表記と共に提示される，(2)

文字数の計測は漢字変換では行わず平仮名の入力文字数（句点含）で計測される，

(3)画面にキーボードが表示されるためにどこをタイプすればよいかがわかる，(4)

誤タイプに関しては減点されない，等がある。こうした特徴により，ローマ字やキ

ーボードの配列に関する知識が不十分な児童であっても，画面の情報を手掛かりに

すればある程度は文字入力ができるという点で，初学者でも取り組みやすいもので

あると考えられる。 

 調査の結果について，これまでコンピュータを学習で使用する機会がほとんど無

かった学年である4年生を抽出して分析する。学年全体で平均値を比較すると，201

9年4月で19.4字/分であったのに対して，2020年2月で26.9字/分と向上した結果が

確認できた。本調査結果を，図37

の箱ひげ図にして示す。どの学級

も平均値・中央値に大きな差は見

られないが，それぞれの学級に傾

向があることが確認できた。 

1組は，入力文字数が多い外れ

値の児童が2019年4月にも2020年2

月にも2名いた。うち1名は約30字

/分の向上が見られた。 

2組は，2020年2月に入力文字数

が多い外れ値の児童が1名確認で

きた。他方，他学級と比較して四

分位範囲が狭いことから，児童の

タイピング能力が中央値に集まっ

ていることが確認できた。 

3組は，2019年4月時点で他学級より最小値も高く，入力文字数が多い外れ値が1

名いたことが確認できた。他方，最小値の向上が確認できなかった。 

以上のような年度初め・年度終わりのタイピングの入力速度調査によって，家庭

学習でタイピング検定サイトを活用したり，日頃の授業でタイピングを行ったりす

るような指導に対する有効性が示唆された。今後は，入力速度の向上があまり見ら

れなかった児童に対する指導のあり方として，授業とは異なる多様な教育の機会を

図37 2019年度4年生の入力速度調査の

結果 
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検討する必要があると言える。例えば休み時間等にタイピングの学習機会を設けた

り，入力文字数が多い外れ値の児童が活躍して憧れられるような学校行事などを企

画したりすることが考えられる。 
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 (3)各教科等における情報活用能力育成の授業実践と評価 

前節まででは準専科教員が中心となって年間で取り組んだ授業等について記述し

た。冒頭でも述べた通り，本事業ではあくまで専科に「準ずる」教員であるため

に，学級担任とのコラボレーションも積極的に図っていった。 

本節では，学級担任や専科教員(準専科教員以外)が年間を通じて各教科等におけ

る情報活用能力育成の授業実践と評価について記述していく。 

まず，年間を通じて見られた傾向について述べていく。 

各教員がICTを活用した授業を検討する際，しばしば準専科教員に相談されるこ

とがあった。具体的には，3年社会科における各年代の地図の様子の変遷を表す際

に，プレゼンテーションアプリを使った教材づくりについて相談されることがあっ

た。こうした作成の支援を行うことで，各教科等において情報活用能力育成を校内

で推進する機会とした。他方，担任が準専科教員に対して「準専科教員に聞けばIC

Tの問題を全て解決してくれる」という，いわゆる「便利屋」的な存在として解釈

されないように，依頼のあった教員にはデモンストレーションを行いながら説明す

るとともに，準専科教員自身も調べながら勘所をもって操作して問題解決している

ということを伝えた。その試行錯誤の楽しさを教員にも理解してもらえるようにす

ることで自立を促していくとともに，児童へ指導する際にもそうした見方を大切に

してほしいということを伝えていくようにした29。 

更に，準専科教員自身が年間を通して配慮したこととして，授業の前後や授業

中・放課後などに教員とインフォーマルな情報交換を大切にしたことである。ま

た，校務で使用しているメーリングリストにおいても，情報活用能力育成に関する

ニュースリリース等を積極的に発信し，興味を持ってもらえるような働きかけをし

た(図38)。 

こうした発信をきっかけとして，各教科等で情報活用能力を育成する授業を自立

的に行った例が見られ，学校全体のカリキュラム・マネジメントの状況を確認する

こともできた。 

 

                                                 

29 以下にプログラミング教育を中心にした授業観の転換や教員への働きかけについて，詳しく論じている。 

小池翔太（2019）「ICTを活用した学び手主体の授業～プログラミング教育を中心に考える」，『授業づくりネットワークNo.

33―あなたの授業を変える12のポイント』，ネットワーク編集委員会，pp.66-69 
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図38 準専科教員による教職員へのメーリングリスト配信例(一部改変) 

 

 その後，児童の学習で準専科教員が使用してきたグループウェア30について，教

職員にも利用できるような体制を整えたこともあり，別のある専科教員が出張報告

をグループウェア経由で報告する例も見られた(図39)。投稿に対するリアクション

数も4名であるため，日頃授業を行っている教員が34名という人数からすると，積

極的には活用できているとは言い難いが，このようなインフォーマルな情報交換に

より，各教科等における情報活用能力育成の授業の実践につながると考えた。 

 

 

図39 ある専科教員によるグループウェア活用による出張報告例 (一部改変) 

                                                 

30 「Microsoft Teams」を活用した。 https://teams.microsoft.com/ (2020年3月11日最終アクセス) 

ICT小ネタ提供です→地理院地図Vector(仮称) 

おつかれさまです。◎◎(準専科教員名前)です。 

メーリングリストをお借りして，ICT小ネタ提供させて頂ければ幸いです。 

昨日，国土地理院から「地理院地図Vector(仮称)」という機能がリリースされました(無料・登録不要)。「例えば，
白地図や，写真に地名のみを重ねた地図を簡単に作成できる」ようです。 

https:// ----------------------------------------- 

ウェブブラウザで動作可能なので，インストール等不要です。私も少し触ってみました。慣れれば生活科や社会科な
どで活用できると思いました。 

特にこれまで同様の教材を社会科部が公開等で提案されていた際には，プレゼンテーションアプリで作成して大変手
間だったと思いますが，これならかなり正確に色々なものが作れると思います。画像の透過等も，かなり簡単にラクに
設定することができます。 

夏休み明けには，各学級で天吊プロジェクタが利用できるようになります。この夏休みの期間に，このようなデジタ
ル資料に，少しでも触れてみてはいかがでしょうか？ 操作のカンをつかめば，これ一つでかなり色々なことをして楽し
く遊べると思います。 

触って頂いた際には，ぜひ◎◎(準専科教員名)まで感想など教えて頂ければ幸いです！よろしくお願いいたします。 
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 次に，以下で各項に分けて，各教科等における情報活用能力育成の授業実践と評

価について，時系列で報告する。 

 

①2019年5月：公開授業に向けた企業連携のICT活用実践と準専科教員の支援 

■カリキュラム・マネジメントの三つの側面：「教科等横断的な視点での取組」 

■カリキュラム・マネジメントモデル項目：「各教科等での実践」 

■実施主体：ICT活用教育，準専科教員，音楽専科教員 

 2019年6月28日・29日に開催する公開研究会に向けた授業づくりの過程におい

て，ICT活用に関心のある教員が，生活・総合準専科教員に向けて授業づくりの協

力の打診が5月頃にあった。具体的には，1年生の音楽の授業において，AR教材を活

用したいという音楽専科教員のアイデアを受けたことである。そこで，機材・教材

の準備や外部教材会社との連絡・調整等を行った。 

準専科教員は，あくまで音楽専科教員がICTを活用した授業を行いたいという自

立的な構想を尊重し，それを踏まえた適切な教材を選定し，企業へとつなげるよう

にした。また，教材使用に向けたセットアッ

プについては，基本的な方向性を生活・総合

準専科教員が行い，残りは音楽専科教員に行

ってもらうことにより，ICTを活用した情報活

用能力育成の授業に関して学ぶことのできる

研修の機会ともした。図40のように，タブレ

ットPCに使い慣れていない1年生に対して，付

箋を貼るなどした手立ても行っていた。 

以上のような情報活用能力育成の授業事例

については，図41の通りである。

図40 音楽専科教員によるタブレ

ットPC操作に関する手立て 
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図41 1年音楽でAR教材を活用した情報活用能力育成の授業事例 

 

②2019年6月：公開研究会の授業における情報活用能力育成の位置づけの確認 

■カリキュラム・マネジメントの三つの側面：「実施状況の評価と改善」 

■カリキュラム・マネジメントモデル項目： 「各教科等での実践」 

■実施主体：ICT活用教育 

公開研究会で提案する授業が，情報活用能力育成の観点からどのように位置づく

かを検討した。その際，東北大学大学院の堀田龍也教授を全体講師としてお招き

し，情報活用能力育成のカリキュラム・マネジメントの必要性について，本校教職

員に加えて公開研究会参加者にも学んでもらえるような研修の場とした。また，各

教職員が研究主題に基づいて提案した授業が，情報活用能力育成の観点でどのよう
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な意義があるかという点について解説頂いた。前年度に開催した本校校内研修会に

おいて，校内研究推進に関するご指導を頂いたことを踏まえて，公開研究会という

形で更にオープンな形で，実践の評価・改善の機会とした。 

以上を踏まえた「情報活用能力育成に関する取組シート」を，巻末の資料5に掲

載する。これらの単元名に関する授業については，本校第52回公開研究会会録を参

照されたい。本項では，4年国語(図42)と6年社会(図43)の指導事例について記述す

る。 

 

 

図42 4年国語の公開授業の指導事例 
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図43 6年社会の公開授業の指導事例 

 

③2019年9月：天吊プロジェクタとアクセスポイントの整備  

■カリキュラム・マネジメントの三つの側面：「教科等横断的な視点での取組」 

■カリキュラム・マネジメントモデル項目：「環境整備」 

■実施主体：ICT活用教育 

校内予算を活用して，天吊プロジェクタを各教室に整備した。その際，実物投影

機としてのタブレット端末の活用方法や，プロジェクタの機能(ミュート・静止)に

ついて，校内で日常使用のメーリングリスト・紙媒体で保管資料として紹介した

(図44)。 
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図44 プロジェクタの機能の説明資料 

 

 また，本事業予算により，1学年3教室に1つのWi-Fiアクセスポイントであったの

を，1学年3教室に2つに整備を行った。これにより，本校でのICT活用にストレスが

少しでもかからないようにした。 

 このような整備を行うことにより，教員が日常的な指導でICTを活用した授業改

善を行ったり(図45)，教育実習生にも活用してもらったり(図46)することができ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

図45 教員の日常的なICT活用 図46 教育実習生のICT活用 
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④2019年12月：保健室登校児童への遠隔授業  

■カリキュラム・マネジメントの三つの側面：「教科等横断的な視点での取組」 

■カリキュラム・マネジメントモデル項目：「その他」 

■実施主体：ICT活用教育，生徒指導 

事情により普通教室に入れずに保健室登校する児童に対して，グループウェア31

を活用した遠隔授業を行えるようにした(図47)。使用した機材は，タブレットPCの

予備分としている備品を配分するようにした。 

 

 

図47 保健室登校の児童が遠隔で教室の授業を受ける様子 

 

授業の計画等は生徒指導の教員が中心となって行った。ICT機器の使い方につい

ては，ICT活用教育の教員が行い，その後の操作や運用等は，生徒指導の教員と該

当学級の担任が行った。 

こうした取り組みは昨年度までには行ったことが無かったが，前項で述べてきた

ようなICTに関する環境整備を行うことによって，教育改善を行うことができた。 

                                                 

31 「Microsoft Teams」を活用した。 https://teams.microsoft.com/ (2020年3月11日最終アクセス) 
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⑤2019年12月：カリキュラム・マネジメントの研修冊子刊行に向けた授業実践 

■カリキュラム・マネジメントの三つの側面：「教科等横断的な視点での取組」 

■カリキュラム・マネジメントモデル項目：「各教科等の実践」 

■実施主体：ICT活用教育，研修部，準専科教員 

本校では，教科等の研究を推進する研究部の他に「研修部」を設置している。前

述の通り，研修部は2017年度より，本校の教員が実践を振り返り価値づける機会と

して，「Happy Learning(はぴらん)」という冊子を刊行している。2018年度からは

カリキュラム・マネジメントの推進を行っており，同年度は学年単位で取り組んだ

成果について執筆を行った。今年度は，本校の教員の専門性を掛け合わせた授業開

発ならびにカリキュラム・マネジメントについて，執筆することが推奨された。 

こうした中，準専科教員が唯一指導をしていない学年である1年生で体育科を専

門とする教員から準専科教員へ，授業コラボレーションの打診を受けた。そこで，

何度かインフォーマルな形で話を進めていった結果，実証授業で取り組んだIoTプ

ログラミングツールを活用した表現リズム遊びの授業開発を取り組んだ(図48)。 

授業デザインをするにあたっては，2つの教科を別々に学習して，生活科でのプ

ログラミング学習の際に出てきた「これは鬼ごっこやダンスに使えそうだ」という

児童の声を基に，体育科の学習につなげられるようにすることを意識した。 

体育科教員は実践を通して，これまでの既存のICT活用方法だけではなく，子ど

もたちが発見した機能を体育の授業に実装することにより，運動の新たな一面の可

視化や，おもしろさの拡張する様子が見られたと振り返っている(永末・小池 202

0)32。一方，まだ体育の授業においての機器の取り扱いに慣れていないため，授業

の流れが滞ってしまう場面もあったと考察している。 

準専科教員は実践を通して，児童自身もICTを課題解決の手段として活用するこ

とを自覚できるよう，学級経営上の工夫も多くあったと振り返っている。同誌のタ

イトルでもある「運動のおもしろさを拡張させる」ためには，教師たち同士でも面

白い気持ちを持つことが必要なはずであると記している。こうした挑戦的な授業開

発を通して，カリキュラム・マネジメントやICT活用のあり方を改善していくこと

を今後も継続する必要があると考察している。 

                                                 

32 永末大輔・小池翔太(2020)「体育×ICTで運動のおもしろさを拡張させる！」，『Happy Learning(はぴらん)』千葉大学

教育学部附属小学校，第3号，印刷中 
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図48 1年体育部教員とのコラボレーション授業の指導事例 
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他にも，昨年度4年生の情報活用能力育成のカリキュラム・マネジメントを踏ま

えた，5年生理科におけるICTを活用した実践(平山 2020) 33や，前述の文化祭にお

けるICTを活用した実践(廻 2020)34なども掲載された。 

以上のような実践について，「Happy Learning(はぴらん)」に執筆した原稿の抜

刷を，巻末資料6に掲載する。 

 

⑥2020年2月：先進校の視察による本校体制の見直し 

■カリキュラム・マネジメントの三つの側面： 「実施状況の評価と改善」 

■カリキュラム・マネジメントモデル項目：「校内の体制づくり」 

■実施主体：ICT活用教育，研修部，準専科教員 

これまで本稿でも述べてきたように，本年度は本事業で「ICT活用教育」「研究

部」「研修部」との連携によって，情報活用能力育成のカリキュラム・マネジメン

ト体制を確立してきた。この各部会の核となる本校教員らで，先進校の視察を行う

ことで，体制の見直し等を行った。 

具体的には，2月8日(土)に開催された，本事業の同推進校でもある福岡教育大学

附属久留米小学校の令和元年度研究発表会「深く学ぶ子供を育てる学習指導-見

方・考え方を働かせる表現活動を通して-」である。同校は，「昨年度から，更に教

科の範囲を広げ，情報活用能力を身に付けるためのプログラミング体験を位置付け

た授業といたしまして国語科，図画工作科，情報モラルを育成する授業といたしま

して社会科，道徳科の授業を公開」35することに加えて，「情報活用能力特別分科

会」を設けて，授業の協議等を行っていた。 

また，同会で配布された冊子「令和元年度 情報活用能力を育成するためのカリ

キュラム・マネジメントの在り方」では，各教科等の学習指導の実際や，評価につ

いて，具体的な授業を元に組織的に提案されていた。 

                                                 

33 平山佐知子(2020)「子どもの学びにつながるＩＣＴ活用を目指して～情報を集め・読み取り・まとめ・伝える力の育成

～」，『Happy Learning(はぴらん)』千葉大学教育学部附属小学校，第3号，印刷中 

34 廻正和(2020)「昆虫研究室(総合的な学習の時間)-自然の豊かさに気付き，自然から学ぼうとする子どもに-」，『Happy 

Learning(はぴらん)』千葉大学教育学部附属小学校，第3号，印刷中 

35 以下，福岡教育大学附属久留米小学校のウェブサイトにおける以下の2次案内より引用 

http://ww1.fukuoka-edu.ac.jp/~kurumes/program.html (2020年3月13日最終アクセス) 


