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はじめに 

校長 今井邦彦 

 

 

 

 

本校は今年創立満 30 周年を迎えました。本校が創立した 30 年前はまだ 21 世紀を「そ

れほど遠くない将来」程度に感じている時代でした。電卓がようやく普及したとはいえ、

関数電卓やプログラム電卓は限られた一部の人間専用でした。エンジニアや理工系の学生

が、フォートランやコボル、Ｃ言語といったコンピュータ言語を介して大型コンピュータ

を用いて高速演算やデータ処理、各種解析や分析を進めていた時代でした。 

 その頃開校した本校では「それほど遠くない将来」に高等学校ですべての教員がすべて

の生徒に対してすべての場面で情報機器を活用した授業を行う時代が到来することを予

見したかのように、初年度から「電子計算機一般」という科目を設定しました。それは後

に「情報処理Ⅰ」を経て「情報処理」／「文書処理」や「コンピュータデザイン」という

科目に置き換わり、平成 18 年度からは「情報処理」／「文書デザイン」へと発展してい

きました。その後、平成 19 年度には県教育委員会より「特色ある高校づくり・ＩＣＴ利

活用教育重点推進校」の指定を受け、平成 21 年度末まで研究を推進してきました。また、

平成 18 年度からは学校設定科目として「デジタルアート」を開講し、生徒の多様な学習

機会の拡大を図りました。そして平成 22 年度からは再び「ＩＣＴ利活用」を本校の特色

の中心に位置づけ更なる取り組みの推進を図っているところです。その間、一貫して本校

が取り組んできたことは、情報機器を教員も生徒も身近に感じ、日常的に使いこなし、そ

のことによって学習への興味・関心を高め、生徒の学力向上へと結びつけることでした。 

この目標を達成するためには、施設・設備の充実やカリキュラムの見直し、教員の研修・

研究体制の構築等、解決すべき課題がいくつもありますが、本校が重点化して取り組んだ

ことは、「全教科で、全校で、全職員が実践する」ということでした。ＩＣＴ利活用推進

の目標である学力向上は、「生きる力」の育成に他なりません。生徒に適切なセキュリテ

ィーポリシーを学習させて高校を卒業させることも、今後情報化社会を生きていく上で必

要不可欠なことです。そうした理解に立ち、全職員がとにかく実践しようという姿勢を皆

で共有することから始まった取り組みでした。 

 これらの取り組みや研究は、この間の成果と今後の課題を焦点化したうえで、決して十

分に達成できたと言い切れない部分もありますがここにとりまとめました。多くのご助言

を賜りました各位に御礼申し上げますとともに、是非ご一読頂き、ご指導・ご鞭撻を賜る

ことができれば幸いです。 
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「情報教育」2.0 

担当教諭 小栗 亮 

 

 

数年前にＷＥＢ2．0 という言葉が、いろいろな場面で使われていた。特にＩＣＴに関わる人々の間

では一種のキーワードでさえあった。最近はあまり聞かれなくなったが、この言葉は、類を見ないス

ピードで膨張していくインターネットが新たな段階に入ったことを言い当てた言葉として受け入れら

れた。 

ではインターネットの新たな段階とは何か。この言葉の発案者オライリー氏の定義はあまり明確で

はないが、どうやら以下の 3点に集約されそうだ。（注） 

1．情報提示型ＷＥＢから双方向型ＷＥＢへ 

2．ＰＣ中心からモバイル機器をはじめとする他のメディアへ 

3．一部の先進的な利用者から不特定多数の利用へ 

4．一部のサービスの提供からさまざまなサービスの提供へ 

といったところだろう。別にＷＥＢすなわちインターネットにバージョンがあるわけではないが、最

近のインターネットの傾向をよく言い当てていると言えそうだ。 

さて、「情報教育」もこうしたインターネットの変化と無縁ではないようだ。初期の「情報教育」

はコンピュータリテラシー教育が中心であった。しかし最近では広い意味での情報リテラシー教育が

求められている。また、すべての教員にも高度な情報リテラシーが求められてきていると言えそうだ。

「コンピュータリテラシー」と「情報リテラシー」。この言葉はよく混同される。リテラシーとは「読

み・書き」能力のことだが、情報リテラシーと言いながら、それを単にコンピュータの操作に通暁し

た能力とだけ考える傾向がある。コンピュータを操作して自在に「読み書き」が出来ることだけが、

情報リテラシーに通じた能力と言うわけではない。もちろんそこに「コンピュータリテラシー」も含

まれるが、「情報リテラシー」とは氾濫する情報の海から、さまざまなメディアを使って、正しい情

報を釣り上げ、自分の糧とする能力をさすのだから、もっと広い意味を持っている。 

こうなると「情報教育」という時、情報科目だけがそれを担えばよいということにはならなくなっ

てくる。また、情報科目も「コンピュータリテラシー」さえ教授していればいいと言うことにもなら

ない。そして、教員の「情報リテラシー」によって精査された情報を授業に積極的に活かす必要も生

じ、情報系科目以外でも情報機器を使った教材の使用が促される。 

さらには、多くの家庭にＰＣがあり、インターネットに接続できる環境が整い、ほとんどの高校生

が携帯電話を持ち、その「ケイタイ」で「ネット」する時代のなかで、あらゆる場面で正しい意味で

の「情報リテラシー」教育が必要になってくると言えそうだ。これが、「情報教育 2．0」である。 

以下にこの冊子で紹介する茅ケ崎西浜高校の創立以来の伝統と最近の新しい試みが、こうした時代

の変化の中で、高等学校がどう生徒たちの将来に寄与できるかの模索の一つになっていれば、と考え

ている。 

（注）オライリーの原文は以下のサイトで読めます。なお、訳文も数種あるようです。 

http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html 
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茅ケ崎西浜ＩＣＴの歴史 

 

創

立 
西暦 元号 事          項 

1 1980 昭和 55 「電子計算機一般」・「英文タイプ・和文タイプ」授業始まる 

3 1982 昭和 57 上記科目「情報処理Ⅰ」・「タイプライティング」に変更 

17 1996 平成 08 上記科目「情報処理」・「文書処理」に変更 

21 2000 平成 12 
第 1ＰＣ室に新ＰＣ23台導入（Windows98） 

校内ＬＡＮ独自敷設（第 1ＰＣ室・第 2ＰＣ室・図書館・職員室を結ぶ） 

22 2001 平成 13 

第 1ＰＣ室リース替えＩＢＭ機 41台導入（Windows2000Pro） 

第 2ＰＣ室新設（新ＰＣ23台を配置換え、LAN独自工事） 

PC室等インターネット接続（校内 LAN利用） 

情報インストラクター導入（以後 3年間） 

23 2002 平成 14 

「情報 A・B」・「コンピュータ・マルチメディアデザイン」授業始まる 

パソコン雑誌に掲載される・文科省視察 

ドメイン公開独自ＨＰ開設（Nishihama.net） 

24 2003 平成 15 校内ＬＡＮ敷設（すべての教室に・基幹は光ファイバー） 

25 2004 平成 16 

ＩＴ活用拠点校となる。ＩＴ授業研究会始まる 

ノートＰＣ配備始まる（以後毎年 9台） 

情報系科目以外の ICT授業始まる 

26 2005 平成 17 第 2ＰＣ室 PC更新富士通 31台＋サーバ（WindowsXP・LAN独自工事） 

27 2006 平成 18 「コンピュータ・マルチメディアデザイン」、「デジタルアート」に変更 

28 2007 平成 19 
ＩCＴ活用重点推進校となる。研究協議会本校で開催 

第 1ＰＣ室リース替え富士通機 41台導入（WindowsXP） 

29 2008 平成 20 

「情報 C」「情報処理総合」始まる。「文書処理」、「文書デザイン」に変更 

簡易 ICTルーム開設、利用活発に 

NetCommonsを使った職員室コミュニケーションサイト利用始まる 

30 2009 平成 21 

「ＩＣＴフェア」（ＩＣＴ利活用研究協議会）本校で行われる。 

本校職員「ＩｎｎｏｖａｔｉｖｅＴｅａｃｈｅｒｓＤａｙ2009」にリーダーとして参加 

NetCommonsバージョンアップ 
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各教科の取り組み 

 

 

 

 

平成 19年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

1 古典講読 2 方丈記（安元の大火） 
インターネット・プレゼ

ン・グーグルアース 
ノート PC・プロジェクタ 

2 古典講読 2 月の軌道と月の名称について 
インターネット 

プレゼンソフト 
ノート PC・プロジェクタ 

1・2 小論文 3 環境問題について インターネット PC 

2 小論文 3 論文の書き方（具体と抽象） 
インターネット 

プレゼンソフト 
PC・プロジェクタ 

平成 20年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

3 国語総合 1 
食育に関するキャッチフレーズに

投稿 
ビデオに録画した映像 ビデオカメラ 

1 現代文 3 
詩を味わおう・萩原朔太郎「ここ

ろ」 

インターネット･本文・ワ

ークシートの黒板投影 

ノートＰＣ･プロジェクタ・

模造紙（スクリーン） 

2 現代文 3 「山月記」 
インターネット・ワークシ

ートの黒板投影 

ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン 

2 国語表現 2 
インタビューの実演とビデオ視聴

による振り返り 
録音音声・ビデオ映像 

マイク･スピーカー・ビデ

オカメラ 

2 

3 
国語表現 3 意見文の作成と添削 

ノートＰＣに入力した意

見文 
ノートＰＣ 

1 古典 3 「鴻門之会」 
プレゼンソフトで本文

（書き下し文） 

ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン 

1 古典 3 「平家物語」能登殿の最期 
プレゼンソフトで本文・

絵巻物・朗読 

ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン・スピーカー 

2 古典 3 「更級日記」 
プレゼンソフト・インター

ネット 

ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン 

1 小論文 3 ジェンダーについて プレゼンソフトで作成 
ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン 

2 小論文 3 論文の書き方（具体と抽象） プレゼンソフトで作成 
ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン 

3 選択古典 3 古典常識の確認 インターネット ＰＣ 

3 選択古典 3 文学史知識の確認 インターネット ＰＣ 

 

国語科 

過去 3年間の ICT利活用授業 
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平成 21年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

1 国語総合 1 

プレゼンテーションソフトと、それに準

拠 

したワークシートを使用して、漢文の

基礎・基本事項を学習させた。 

プレゼンテーションソ

フト（マイクロソフト 

パワーポイント） 

ノートＰＣ・プロジェク

タ 

（黒板に直接投影） 

1 
総合的な 

学習の時間 
1 

プレゼンテーションソフト上の画像等

をス 

クリーン投影しながら、歌舞伎鑑賞教

室 

の事前学習を行った。 

プレゼンテーションソ

フト（マイクロソフト 

パワーポイント） 

ノートＰＣ・プロジェク

タ・スクリーン 

1 国語表現Ⅰ 2 ケイタイメール・ワードを使った作文 G メール・ワード 
各生徒の携帯電話 

PC 

1 国語表現Ⅰ 2 
ケイタイ・インターネットを使った語句

調べ 
インターネット 

各生徒の携帯電話 

PC 

2 国語表現Ⅰ 3 ワードを使った表現技法の練習 ワード 
PC・映写機・ホワイト

ボード（スクリーン） 

2 国語総合 1 
画像を見せながら説明し、内容理解

を深める授業。 
画像 ＤＶＤプレーヤー 

2 
総合的な学

習の時間 
2 

自然の素材を使用した石鹸作り・コス

メ作りを、教授者自らが作成したＤＶＤ

を視聴しながら行う。 

画像 

ＤＶＤプレーヤーもし

くは実物投影機・ウェ

ブカメラ 

 

 

「現代文」はプレゼンテーションスライド上に、写真・イラストを取り込み、授業の進行に合

わせてスクリーンや黒板に投影した。また、デジタル化された教育放送番組を文学作品の

導入として見せた。本文や学習プリントを黒板投影し、書き込みながら授業を進め、限られ

た授業時間を有効に使った。 

「古典」の古文分野ではプレゼンテーションスライド上に取り込んだ絵巻物を見せ、朗読

をスピーカーで流した。また、インターネットを利用した問題演習を行った。漢文分野では、

訓読のきまり等をプレゼンテーションソフトで黒板上に直接投影し、書き込みをしながら、基

礎事項の定着を図った。 

「小論文」は「論文の書き方」・「ジェンダーについて」等、プレゼンテーションスライド上に

作成したものを見せ、動機付けとした。小論文をワープロソフトで作成し、添削を行った。 

「国語表現」はインタビューの実演の音声を聴かせて動機付けをし、生徒の発表の様子

をデジタルカメラで録画した。後日、それを視聴しながら相互評価の振り返りとした。意見

文をワープロソフトで作成し、添削を行った。 

 

取り組みの概要 
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「現代文」は時代背景や情景等、生徒の経験や環境によって曖昧になりがちなイメージ

を、画像を提示することで具体化し、作品世界の把握や文章の読解を容易にした。特に、

教科書や資料集を用意しないような学習意欲の低い生徒の集中力を高め、学習に向かわ

せる効果があった。 

「古典」は生徒が直接体験･観察することの不可能な過去の時代の事柄を視覚的に提示

することで、具体的なイメージや実感を持ちながら作品の把握ができた。文字だけの情報

では無味乾燥になりがちな古典学習も、写真や音声、動画を見せることで、生徒の興味・

関心を喚起させるのに効果があった。 

「小論文」・「国語表現」は他者と意見交換をしつつ、生徒が主体的に学ぶ契機となった。

また、メール世代の生徒が、ワープロソフトを活用することで、積極的に表現・主張をするよ

うになった。 

 

 

 部分的にＩＣＴを活用することで学習効果が期待できる教科の特性を考え、教室を移動せ

ずに、普通教室で気楽にＩＣＴを活用できる環境が整えばいいと思う。 

 

(国語科 酒井教諭)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒の反応・学習効果 

 

今後の展開への問題点 
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平成 19年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

2 日本史 A 2 茅ケ崎と頼朝 プレゼンソフト ノート PC・プロジェクタ 

1 政治・経済 3 日本憲法の制定過程 プレゼンソフト ノート PC・プロジェクタ 

2 
深く学ぶ日本

史 
3 戦争と茅ケ崎 プレゼンソフト ノート PC・プロジェクタ 

平成 20年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

通年 現代社会 2 通年の授業の補助資料 
インターネット上の

新聞記事 
パソコン・プリンタ・ＰＣ 

通年 政治・経済 3 通年の授業の補助資料 
インターネット上の

新聞記事 
パソコン・プリンタ・ＰＣ 

2 政治・経済 3 裁判員制度について ＤＶＤ 
ＤＶＤプレーヤー・プロ

ジェクタ・スピーカー 

2 政治・経済 3 アメリカ公民権運動について ＤＶＤ 
ＤＶＤプレーヤー・プロ

ジェクタ・スピーカー 

2 政治・経済 3 日本国憲法前文について 前文の歌（ＣＤ） 
ＣＤプレーヤー・スピー

カー 

1 政治・経済 3 マレーシアを知る 自作ＤＶＤ 
ＤＶＤプレーヤー・プロ

ジェクタ・スピーカー 

3 政治・経済 3 裁判員制度について ＤＶＤ 
ＤＶＤプレーヤー・プロ

ジェクタ・スピーカー 

2 世界史Ｂ 3 シルクロードについて ＤＶＤ 
ＤＶＤプレーヤー・プロ

ジェクタ・スピーカー 

2 世界史Ｂ 3 
スペイン･アンダルシア地方

の歴史 
ＶＨＳ 

ビデオデッキ・プロジェ

クタ・スピーカー 

2 時事問題 3 今年の重大ニュース インターネット 
ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン 

通年 
深く学ぶ日本

史 
3 

パソコンを使い、動画教材を

生徒に見せる 
動画教材 

ノートＰＣ･プロジェクタ・

スピーカー 

  

 

 

 

 

地歴公民科 

過去 3年間の ICT利活用授業 



 10 

 

 

平成 21年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

通年 現代社会 2 通年の授業の補助資料 静止画教材 プロジェクタ・スクリーン 

1 現代社会 2 『不都合な真実』 DVD 
ＤＶＤプレーヤー・プロ

ジェクタ・スピーカー 

1 現代社会 2 『GATACA』 DVD 
ＤＶＤプレーヤー・プロ

ジェクタ・スピーカー 

1 現代社会 2 『おくりびと』 DVD 
ＤＶＤプレーヤー・プロ

ジェクタ・スピーカー 

1 現代社会 2 『十戒』 DVD 
ＤＶＤプレーヤー・プロ

ジェクタ・スピーカー 

2 現代社会 2 『映像の世紀』第 4集 DVD 
ＤＶＤプレーヤー・プロ

ジェクタ・スピーカー 

3 現代社会 2 『マトリックス』 DVD 
ＤＶＤプレーヤー・プロ

ジェクタ・スピーカー 

3 現代社会 2 『映像の世紀』第 6集 DVD 
ＤＶＤプレーヤー・プロ

ジェクタ・スピーカー 

通年 政治・経済 3 通年の授業の補助資料 静止画教材 プロジェクタ・スクリーン 

1 政治・経済 3 『映像で綴る 20世紀の記録』 DVD 
ＤＶＤプレーヤー・プロ

ジェクタ・スピーカー 

1 政治・経済 3 『映像の世紀』第 4集 DVD 
ＤＶＤプレーヤー・プロ

ジェクタ・スピーカー 

1 政治・経済 3 『映像の世紀』第 5集 DVD 
ＤＶＤプレーヤー・プロ

ジェクタ・スピーカー 

1 政治・経済 3 
『それでもボクはやっていな

い』 
DVD 

ＤＶＤプレーヤー・プロ

ジェクタ・スピーカー 

2 政治・経済 3 
政府インターネットテレビ「週

刊総理ニュース」 
動画教材 

iPod・プロジェクタ・スピ

ーカー 

2 政治・経済 3 DVD『裁判員制度』 DVD 
ＤＶＤプレーヤー・プロ

ジェクタ・スピーカー 

2 世界史 A 3 19世紀の文化(美術) 静止画教材 プロジェクタ・スクリーン 

注 学期欄の通年とは、一年間を通じて実施している場合 
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 「出来事から始まる授業」をコンセプトにして、ICT を授業で活用した。すなわち、抽象的概念や

社会制度をトップダウン式に説明していくのではなく、導入において身近な出来事、今起こってい

る出来事、物語のなかの出来事から出発してボトムアップ式に概念や制度の意味に迫っていく授

業である。まず、プロジェクタでそれらの出来事に関する静止画や動画を投影して、生徒がそれら

の出来事を自らの関心事として捉え、問題意識をもつように仕向けた。 

  このような意図から、ビデオを一時間ずっと見せるような使い方はせず、各単元や各授業の導

入で用い、授業 1時間あたり 5～20分程度使用することが多かった。 

  コンテンツは、静止画と動画に大きく分けられる。静止画の場合、時事に関する写真を、主にウ

ィキペディアに掲載されているもので、できるかぎりパブリックドメインのものから選んだ。動画の

場合、映画や NHKのドキュメンタリーの DVDを使用することが多かったが、政府インターネットテ

レビのポッドキャスト(「週刊総理ニュース」等)も使用した。 

 主に使用した機器は、パナソニックのプロジェクタ TH-P1SD とマグネットスクリーンである。重量

も1kgあまりで持ち運びしやすく、投射距離も比較的短くてすむため、普通教室で教卓の上にプロ

ジェクタを置いて、黒板に貼ったマグネットスクリーンに投射した。またこのプロジェクタは PC レス

での使用が可能なため、設置や片付けの時間も尐なくてすみ、ほぼ毎回の授業で使用できた。 

 

 

興味・関心を示す生徒が多かった。最先端のバイオテクノロジーの成果(蛍光豚、背中に人間

の耳が生えたマウス)に敏感に反応したり、各国の首脳クイズ、大臣クイズ等に楽しく参加したり

してくれた。たまに授業の流れの関係でプロジェクタを使用できない回があると、「今日はプロジェ

クタはないの？」と寂しがる生徒もいた。また、法務省作成の裁判員制度の DVD を使用したとき

は、ドラマを通じて裁判員制度のしくみ、意義・課題も、具体的に生徒に理解させ、考えさせること

ができた。興味・関心を増進し、話し言葉、書き言葉だけではイメージしにくいものも、映像等でよ

り明確にイメージできるという学習効果があったと言える。 

 

 

ビデオの見せっぱなしのような事態にはならないように、ICT を利活用した学習活動と他の学

習活動とつながり、授業のなかでの位置づけを考えていかねばならない。ICT を利活用すること

自体が目的ではなく、生徒が分かる授業のために ICT を利活用するのだから、明確な授業目標

のもとで、一時間の流れの中で有効な場面で有効な方法で使用していくための工夫を続けてい

かねばならない。 

 また、ICT を利活用する教員の輪を広げていくための環境整備が不可欠である。多くの教員が

頻繁に利用するためには、設置・片付けの手間を尐しでも軽減する環境作りをしていかねばなら

ない。また、ICTに不慣れな教員も授業での ICT利活用に挑戦できるように、研修やこのような報

告書を通じて、情報の共有を図っていくことが必要である。 

 

 

 

 (地歴公民科 坂本教諭) 

取り組みの概要 

生徒の反応・学習効果 

 

今後の展開への問題点 
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平成 19年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

2 数学Ⅱ 2 対数関数のグラフ GRAPES ノート PC・プロジェクタ 

2 総合的な学習 2 カライドサイクル展開図 GRAPES PC 

平成 20年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

1 数学Ａ 1 順列 プレゼンソフト 
ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン 

1 数学Ⅲ 3 三角関数の極限 ＥＸＣＥＬ・プレゼンソフト 
ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン 

平成 21年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

2 数学Ⅰ 1 2次関数のグラフ GRAPES、R 
ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン 

 

 

一斉授業としては、数学Ａで順列と組合せの考え方をプレゼンソフトで行ったことや、

2次関数のグラフを描画ソフトを用いて生徒に提示した。 

一斉授業と個別の実習として数学Ⅲでは三角関数の極限をエクセルとプレゼンソフ

トを使い、収束する様子を確認した。 

グラフ描画ソフトを用いて、各自でグラフを描くという授業も取り入れている。 

 

 

ＩＣＴ利活用授業は、生徒の興味関心を引きやすく、一斉授業の形であっても、黒板

とプリントを使ったような授業に比べ、集中して取り組む生徒の姿が見られた。また、個

別にグラフを描く作業の授業においては、生徒の得意不得意に関わらず、きれいなグ

ラフが描けるという利点があり、達成感が得られやすい。その結果定着する度合も高

かったように感じる。 

 

 

ＩＣＴ利活用授業を行うにあたり、設備が限られていて部屋の確保が難しかったが、

徐〄に設備が整えられて、確保ができやすい状況になってきた。しかし、教材を準備す

るための時間が限られていることもあり、頻繁にコンピュータを利用した授業を行うとい

う体制には至っていない。 

プレゼンソフトによる授業などが一般化し、校内にとらわれず教員同士でより多くの

教材を共有できるようになれば、幅広い範囲でＩＣＴ利活用授業を行っていけるようにな

ると考える。 

(数学科 宮野教諭) 

数学科 

過去 3年間の ICT利活用授業  

取り組みの概要 

生徒の反応・学習効果 

 

今後の展開への問題点 
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ＩＣＴ授業の現場 

第 1ＰＣ室（40台環境）での授業 

第 2ＰＣ室は 30台環境 

簡易ＩＣＴルームでのＩＣＴ授業 

簡易ＩＣＴルームの設備（社会科教室） 

物理室でノートＰＣを使ったＩＣＴ授業 

簡易ＩＣＴルームは 

選択教室が2教室・社会科教室・第 2家庭科室

がそう呼ばれています。 

ノートＰＣ・プロジェクタ・スクリーン・音響装置が

セットされています。 
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平成 19年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

2 物理Ⅱ 3 理科ネットを利用した授業 インターネット ノート PC・プロジェクタ 

3 化学Ⅱ 3 環境教育・問題解決学習 
インターネット 

プレゼンソフト 
ノート PC・プロジェクタ 

通年 地学入門 2 

気象庁 HPを利用した授業 

博物館 HPを利用した授業 

PP利用のプレゼン 

インターネット 

プレゼンソフト 
PC・プロジェクタ 

平成 20年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

通年 理科総合Ａ 1 身近な生き物について 野性の声の再生 サウンドリーダー 

2 理科総合Ａ 1 実験の導入･解答・まとめ 自作プレゼンソフト教材 
ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン 

2 理科総合Ａ 1 講義・解説 
自作教材・市販教材・エクセ

ル・プレゼンソフト 

ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン 

2 化学Ⅰ 2 
海外修学旅行に関連した理科の

内容の調べ学習と発表 

インターネット・プレゼンソフ

ト・ＤＶＤ 

ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン 

3 化学Ⅱ 3 
地球温暖化をテーマにした問題

解決演習 
インターネット・プレゼンソフト 

ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン 

通年 生物Ⅰ 2 身近な生き物について 野性の声の再生 サウンドリーダー 

通年 物理Ⅰ 2 講義・解説 
自作教材・市販教材・エクセ

ル・プレゼンソフト 

ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン 

2 物理Ⅱ 3 
直流回路（電流計･電圧計の働

き） 
理科ネットワーク 

ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン 

2 物理Ⅱ 3 交流回路（コイル・コンデンサー） エクセル ノートＰＣ･プリンタ 

2 物理Ⅱ 3 
電磁誘導のシミレーション 

（インダクタンスと電流･電圧） 
エクセル ノートＰＣ･プリンタ 

2 

3 
理科基礎 3 講義・解説･ディスカッション 

自作教材・市販教材・エクセ

ル・プレゼンソフト 

ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン 

 

平成 21年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

1 理科総合 A 1 実験「重力加速度の測定」の説明 
PowerPointで作成した自

作スライド 

ノート PC・プロジェクタ・

スクリーン 

1 化学Ⅰ 2 
実験「化学反応の量的関係」の説

明 

PowerPointで作成した自

作スライド 

ノート PC・プロジェクタ・

スクリーン 

理科 

過去 3年間の ICT利活用授業  
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学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

1 化学Ⅰ 2 「酸と塩基」の講義 
PowerPointで作成した自

作スライド 

ノート PC・プロジェクタ・

スクリーン 

1 化学Ⅰ探究 3 「有機化学」の講義と実験 
PowerPointで作成した自

作スライド 

ノート PC・プロジェクタ・

スクリーン 

2 
化学Ⅱ 

3 希薄溶液の性質 
PowerPointで作成した自

作スライド 

ノート PC・プロジェクタ・

スクリーン 

2 
化学Ⅱ 

3 コロイド 
PowerPointで作成した自

作スライド 

ノート PC・プロジェクタ・

スクリーン 

2 
化学Ⅱ 

3 化学反応の速さと平衡 
PowerPointで作成した自

作スライド 

ノート PC・プロジェクタ・

スクリーン 

2 
理科総合 A 

1 
実験「力学的エネルギーの保存」

の説明 

PowerPoint で作成した自

作スライド 

ノート PC・プロジェクタ・

スクリーン 

2 
理科総合 A 

1 実験「混合物の分離」の説明 
PowerPoint で作成した自

作スライド 

ノート PC・プロジェクタ・

スクリーン 

2 
理科総合 A 

1 「原子の構造」の説明 
PowerPoint で編集した自

作スライド 

ノート PC・プロジェクタ・

スクリーン 

2 
化学Ⅰ 

2 「酸と塩基」の説明 
PowerPoint で編集した自

作スライド 

ノート PC・プロジェクタ・

スクリーン 

2 
化学Ⅰ 

2 実験「酸と塩基」の説明 
PowerPoint で作成した自

作スライド 

ノート PC・プロジェクタ・

スクリーン 

2 
化学Ⅰ 

2 「酸化と還元」の説明 
PowerPoint で編集した自

作スライド 

ノート PC・プロジェクタ・

スクリーン 

2 
化学Ⅰ探究 

3 
「有機化合物～エステル～」の講

義と実験 

PowerPoint で作成した自

作スライド 

ノート PC・プロジェクタ・

スクリーン 

2 
化学Ⅰ探究 

3 
「無機物質～典型金属元素～」の

講義と実験 

PowerPoint で作成した自

作スライド 

ノート PC・プロジェクタ・

スクリーン 

3 
理科総合 A 

1 
「化学結合・結晶」の説明 PowerPoint で編集した自

作スライド 

ノート PC・プロジェクタ・

スクリーン 

3 
化学Ⅰ 

2 
「酸化剤と還元剤」のの講義と実

験 

PowerPoint で編集した自

作スライド 

ノート PC・プロジェクタ・

スクリーン 

3 
化学Ⅰ 

2 
実験「金属のイオン化傾向」の説

明 

PowerPoint で編集した自

作スライド 

ノート PC・プロジェクタ・

スクリーン 

3 
化学Ⅰ 

2 演示実験「電池」の説明 
市販の DVDを利用 

 

ノート PC・プロジェクタ

ー・スクリーン・アンプ 

3 
化学Ⅰ 

2 演示実験「電気分解」の説明 市販の DVDを利用 
ノート PC・プロジェクタ

ー・スクリーン・アンプ 

3 
化学Ⅰ探究 

3 
「無機物質～遷移金属元素～」の

講義と実験 

PowerPoint で作成した自

作スライド 

ノート PC・プロジェクタ・

スクリーン 
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①物理Ⅱ；直流回路（電流計･電圧計の働き）の学習においてノートＰＣ･プロジェクタ・ス

クリーン等を用い、「理科ネットワーク」から適切なコンテンツを選んでスクリーンに映しな

がら、画面のメーターの指針を読み取り記録をして､計算やプリント学習を行なった。 

②物理Ⅱ；交流回路（コイル・コンデンサーのリアクタンス）の学習において、ノートＰＣを

用いて「エクセルの表計算とグラフウィザード」を使い、電流と電圧の変化をシミレーショ

ン計算させグラフ化した。リアクタンスを変化させることによりグラフの形が変化すること

を実証した。 

③物理Ⅱ；交流回路（共振回路と振動回路）の学習において、ノートＰＣを用いて「エクセ

ルの表計算とグラフウィザード」を使い、周波数による電流値の変化をシミレーション計

算させグラフ化した。リアクタンスを変化させることにより共振周波数が変化すること、抵

抗値を変化させることで共振周波数が大きく変化することを実証した。 

④生物Ⅰでは、季節により身近で見聞きできる野鳥の声を、サウンドリーダーを使用して

再現し、生物の多様性等を指導した。 

⑤理科総合 A、；年間の前半は物理分野、後半は化学分野を指導した。講義と実験にコ

ンピュータや提示装置を活用した。講義ではわかりやすく説明するために、また、生徒の

思考や深めるため、図解や写真を取り入れた。実験では興味・関心を高めるために、探

究型形式で導入し、仮説を設定して、十分な理解を積んで実験に取り組ませた。実験デ

ータの解析等でコンピュータを活用し、学習内容をまとめさせた。 

⑥化学Ⅰ；酸と塩基の中和滴定では理論と実際（滴定操作）の関連付けにコンピュータ

及び提示装置を活用した。実験データからの濃度算出においては算出方法の理解を助

けるために図解で説明し、算出例を提示した。 

⑦化学Ⅰ探究；有機物質と有機化学、無機物質と無機化学の相関について説明するた

めコンピュータ及び提示装置を活用した。 

⑧化学Ⅱ；講義でコンピュータ及び提示装置を活用した。生徒の理解を助けるため、図解

を用いて、粒子の動きについてイメージを与え、学習ポイントを明確にした。 

 

 

①では､実験の準備を省いて実験結果を得ることができた。実験を再現ができるので、生

徒の反応はよく生徒全員が実験内容を理解することに役立った。 

②③では、電気回路とオシログラフを用いた実験に換えて実験結果を得ることができた。

シミレーション計算は生徒にとっては初めての経験で興味を持ち学習することができた、

ＰＣによる多量の計算結果をグラフ化することで短時間の現象を確認することができ、設

定値を簡単に変化させることで学習内容の理解につながった。 

④では、教室の外で聞こえた鳥の声を、その場で再生することができると、生徒が強く興

味・関心を示した。 

⑤⑥⑦⑧ではプレゼンテーションソフトを活用し、効果的に提示するで学習内容の生徒

の理解に役立った。特に限られた時間内で行う実験では導入・展開・まとめの各段階で

有効であり、教師の達成感と生徒の満足度は大きく、学習内容の濃い充実した授業とな

った。 

 

取り組みの概要 

生徒の反応・学習効果 
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①物理実験室のＰＣ利用ということで、学習結果を直ちに紙に記録するができず、生徒

に不満が残った。プリンターが必要である。 

②理科ネットワークを活用する上で、動画再生ソフトが利用できないため使えないコンテ

ンツがあり問題である。 

④では、再生用の装備が一組しかないので、今後担当教諭数分を揃えておくと良い。 

⑤⑥⑦⑧では、実験室でコンピュータや提示装置を設置して行った。常設ではないので

その度ごとに設置準備に手間どる。また、スクリーンを教室前方位置で固定した上から

の引き下ろし方式にしないと黒板が使えない。（現在、スクリーンは移動式の引き上げ型

で、中央で黒板の前をふさぎ、黒板を使用するため、収納したり、引き上げたりで労力を

要し時間の損失になる。）常設の利用しやすい環境が切望される。 

(理科 望月教諭・増田教諭・鈴木総括教諭) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の展開への問題点 
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平成 19年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

1 家庭基礎 1 家計簿ソフトの紹介 家計簿ソフト   

3 家庭基礎 2 
3Dマイホームデザイナーの

紹介 
3Dマイホームデザイナー   

平成 20年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

1 家庭基礎 1 新生児について知る ＶＴＲ 
ビデオデッキ・プロジェ

クタ・・スピーカー 

2 家庭基礎 1 契約･多重債務を知る ＤＶＤ 
ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン 

2 
ファッションデ

ザイン 
2 

デザインソースからファッショ

ンショーまでを知る 
ＤＶＤ 

ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン 

1 発達と保育 3 新生児について知る ＤＶＤ 
ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン 

1 発達と保育 3 1，2歳児の特徴を知る ＶＴＲ 
ビデオデッキ・プロジェ

クタ・スピーカー 

1 発達と保育 3 3歳児の特徴を知る ＶＴＲ 
ビデオデッキ・プロジェ

クタ・スピーカー 

2 発達と保育 3 沐浴実習 プレゼンソフト 
ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン 

2 発達と保育 3 幼児の特徴を知る ＶＴＲ 
ビデオデッキ・プロジェ

クタ・スピーカー 

平成 21年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

2 発達と保育 3 沐浴実習 
 ＤＶＤ（インターネット上の

動画を加工） 

PC・映写機・スクリー

ン 

2 
ファッションデ

ザイン 
2 ファッションショーを見る  ＤＶＤ 

PC・映写機・スクリー

ン 

2 家庭基礎 1 基礎縫いを見る 
 ＤＶＤ（インターネット上の

動画を加工） 

PC・映写機・スクリー

ン 

2 家庭基礎 1 契約･多重債務を知る  ＤＶＤ 
ノートＰＣ･プロジェクタ・

スクリーン 

 

家庭科 

過去 3年間の ICT利活用授業  
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学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

1 発達と保育 3 新生児について知る 
ノートＰＣ･プロジェクタ・スクリ

ーン 
ＤＶＤ 

1 発達と保育 3 1，2歳児の特徴を知る 
ビデオデッキ・プロジェクタ・

スピーカー 
ＶＴＲ 

1 発達と保育 3 3歳児の特徴を知る 
ビデオデッキ・プロジェクタ・

スピーカー 
ＶＴＲ 

2 発達と保育 3 幼児の特徴を知る 
ビデオデッキ・プロジェクタ・

スピーカー 
ＶＴＲ 

 

 

 

VTR・DVD・ネットから落とした映像の利用 

 

 

良い反応があります。 

ファッションショー・新生児の沐浴・多重債務・新生児の能力を理解させるのに有効です。 

 

 

被服製作でも技術指導を大きく写して、使用したいのですが、部屋が暗くないと映りが悪い

プロジェクタのスクリーンは被服実習では使えず、明るくても見える TV画像を使って、撮影

した VTRか DVDを使えればと思います。 

1．発達と保育は特に視聴覚教材の使用が多いため、専用で使える部屋が必要。 

2．家庭基礎も視聴覚教材を使える部屋を確保したい。 

3．被服製作でも教材提示装置や TV 画面と VTR・DVD 再生装置があると 1 人で多く

の生徒の実技指導をする際に有効である。 

 

(家庭科 菅原教諭) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り組みの概要 

生徒の反応・学習効果 

 

今後の展開への問題点 
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平成 19年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

通年 デジタルアート 2 

PaintShopProを使ったデ

ザイン等・ビデオ編集コ

マーシャル作成 

PaintShopPro 

デジタルビデオカメラ 

ビデオ編集ソフト 

PC・ビデオカメラ 

平成 20年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

通年 デジタルアート 2 

PaintShopPro を使ったデ

ザイン等・アニメーション

の作成 

PaintShopPro 

アニメーションショップ 3 
PC 

2 美術Ⅱ 2 模写の授業   
ＰＣ・スキャナー・プリン

タ 

平成 21年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

1 美術Ⅱ 2 
画像処理ソフトを使ったデ

ザインその他 
ペイントショップ・プロ 

PC ペンタブレットほ

か 

 2 〃 2 模写 photoshop 6 

スキャナー  

インクジェットプリン

ター 

 1 音楽Ⅱ 2 
「海の上のピアニスト」 

「リバーダンス」 

映像を「見ながら審査員に 

なろう」のワークシートに記

入。 

DVD 

VTR 

 1 音楽Ⅱ 2 
「ケ・レティック・ウーマン」 

「ホフナング音楽祭ライブ」 
〃 〃 

 1 音楽理論 3 ドナルドの算数マジック 鑑賞 〃 

 1 音楽Ⅲ 3 「天使にライブを」 
映画鑑賞を鑑賞しながら 

歌の発声法を考える。 
〃 

 

 

 

 

 

 

 

 

芸術科 

過去 3年間の ICT利活用授業  
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芸術科ではデジタルアートと題し、2 年生対象に選択授業として美術科で実施した。

主にポスターデザイン・写真を使ったカレンダー作り・アニメーション制作・動画編集な

ど、絵や写真を中心に生活に役立つものを作りながら、画像編集ソフトの使い方などを

学んでいる。 

 

 

 パソコンは生徒にとって身近なものであり、特に携帯やデジカメで撮った写真の加工

は楽しく興味深いものであると思う。カレンダー制作では熱心に取り組んでいた。 

 また、アニメーションや動画編集もパソコンならではの教材であり、生徒も興味を持っ

て取り組んでいたようだ。 

 

 

安易にインターネットの写真や素材を使いがちで、簡単に済ませようという傾向の生

徒もいるので、なるべく自分で撮影したものや描いたものを使うように指導したい。そ

れには生徒のやる気を喚起することも大切ではあるが、デジカメやビデオカメラなど生

徒の使える機材の整備・充実が欠かせない。 

 

(芸術科 横川教諭) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り組みの概要 

生徒の反応・学習効果 

 

今後の展開への問題点 
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平成 19年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

1 保健 2 家族計画 インターネット PC 

2 保健 3 医療制度 動画・DVD PC 

3 保健 2 環境問題 インターネット PC 

2 総合体育 3 器械体操 動画・DVD 
ノート PC・プロジェクタ・

ビデオカメラ 

平成 20年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

2 保健 1 運動･休養・喫煙・飲食 インターネット・画像 
ＰＣ・プロジェクタ・スクリ

ーン 

3 保健 1 
薬物・感染症・ストレス・交

通安全・応急手当 
インターネット・画像・文章 

ＰＣ・プロジェクタ・スクリ

ーン 

1 体育 1・2 ダンス 撮影映像 
ノートＰＣ･プロジェクタ・

ビデオカメラ 

1 体育 1・2・3 ゴルフ 撮影映像 
ビデオカメラ・プロジェク

タ･スクリーン 

平成 21年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

1 体育 1 
ダンス選択者 

ダンス発表会 
撮影映像 

ビデオカメラ・プロジェク

タ･スクリーン 

1 体育 1・2 
ダンス選択者 

ダンス発表会 
撮影映像 

ビデオカメラ・プロジェク

タ･スクリーン 

1 保健 2 妊娠・出産期の健康 DVD 視聴覚機器 

1 保健 1 健康の捕らえ方 DVD 視聴覚機器 

2 体育 1・2・3 ゴルフ選択者 撮影映像 
ビデオカメラ・プロジェク

タ･スクリーン 

2 保健 1 

食事と健康 

運動・休養と健康 

喫煙と健康 

DVD 視聴覚機器 

3 保健 1 
薬物・感染症・ストレス・交

通安全・応急手当 
インターネット・画像・文章 

ＰＣ・プロジェクタ・スクリ

ーン 

3 保健 2 

老年期と健康 

保健医療制度 

医療保障 

画像・文章 
ＰＣ・プロジェクタ・スクリ

ーン 

 

 

保健体育科 

科 
過去 3年間の ICT利活用授業  



 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体育は自分のフォーム（技術）をその場で確認させ、正しいフォーム（技術）と比較するこ

とで課題を明らかにするために、映像を用いてビデオ機器（映像）を積極的に活用した。 

保健では教科書ではわかりにくい医学用語を調べたり、最新の統計資料を集めるため

にインターネットを利用した。 また生徒の興味関心を高めるために DVD教材を利用した。 

 

 

意識と実際の動作に大きなズレがあることが映像によりすぐに解るので技術習得効果

が高い。 

撮影を意識させることで、身勝手な行動を控え真面目に行動する。 

検索に苦しみながらも、自分で調べることでより深い知識と理解力が生まれた。 

 

 

機器や活用できる場（情報室、物理室）が制約を受け、年間を通した計画が立てられな

い。 

情報室以外は機材の出し入れに時間がかかりすぎる。（常設できないか） 

室外で利用できる設備・機材の充実(大型モニター、スクリーンなど)を。 

(保健体育科 佐〄木教諭) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り組みの概要 

生徒の反応・学習効果 

 

今後の展開への問題点 
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平成 19年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

1 英語Ⅱ 2 
台北の高校とのＷＥＢ会議シス

テムを使った英会話授業 

JoinNet 

ＷＥＢ会議システム 

ノート PC・プロジェクタ・Ｗ

ＥＢカメラ 

2 英語Ⅱ 2 
プレゼンソフトを使った Textの

復習 
プレゼンソフト ノート PC・プロジェクタ 

通年 英語Ⅱ 3 プレゼンソフトを使った授業 プレゼンソフト ノート PC・プロジェクタ 

 

平成 20年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

2 英語Ⅰ 1 
教科書で扱われている映画上

映 
ＤＶＤ ＤＶＤデッキ 

1 英語Ⅱ 2 自己紹介 プレゼンソフト 
ノートＰＣ･プロジェクタ・ス

クリーン 

2 英語Ⅱ 2 Ｌ10本文解説 プレゼンソフト 
ノートＰＣ･プロジェクタ・ス

クリーン 

2 英語Ⅱ 2 Ｌ10 Ｐａｒｔ3 フラッシュカード プレゼンソフト 
ノートＰＣ･プロジェクタ・ス

クリーン 

2 英語Ⅱ 2 ＬｉｍｅＬｉｇｈｔ本文解説 プレゼンソフト・ＣＤ 
ノートＰＣ･プロジェクタ・ス

クリーン 

2 英語Ⅱ 2 
ＬｉｍｅＬｉｇｈｔ ＢｅｒａＢｅｒａ Ｅｎｇｌｉ

ｓｈ①② 

プレゼンソフト（クイズ形

式） 

ノートＰＣ･プロジェクタ・ス

クリーン 

2 

3 
ＯＣⅠ 2 映画表現に学ぶ ＤＶＤ 

ノートＰＣ･プロジェクタ・ス

クリーン 

1 英文法の基礎 2 台北の高校生との授業交換 
インターネット 

JoinＮｅｔ 

ノートＰＣ･プロジェクタ・ス

クリーン・ヘッドホーン・ＣＣ

Ｄカメラ 

2 リーディング 3 教科書本文の学習の導入 ＶＨＳ ビデオデッキ 

2 リーディング 3 教科書内容のまとめ ＶＨＳ ビデオデッキ 

2 リーディング 3 教科書内容のまとめ ＤＶＤ 
ノートＰＣ･プロジェクタ・ス

クリーン 

2 

3 
英語の世界 3 映画表現に学ぶ ＤＶＤ 

ノートＰＣ･プロジェクタ・ス

クリーン 

3 英語の世界 3 シャドーイング（日常会話） ｍｐ3 i-pod・スピーカー 

2 英語の世界 3 映画の字幕翻訳に挑戦 インターネット 
ノートＰＣ･プロジェクタ・ス

クリーン 

英語科 

科 
過去 3年間の ICT利活用授業  
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学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

2 リーディング 3 
教科書内容のまとめ「Ｉｍａｇｉｎ

ｅ」 
プレゼンソフト 

ノートＰＣ･プロジェクタ・ス

ピーカー 

2 リーディング 3 
教科書内容「Ｉｍａｇｉｎｅ」をカラ

オケ 
インターネット 

ノートＰＣ･プロジェクタ・ス

ピーカー 

2 リーディング 3 詩を暗誦・録音・聴く   ＩＣレコーダー 

2 英語の世界 3 
授業で鑑賞したＤＶＤに関する

質問と解答 
プレゼンソフト 

ノートＰＣ･プロジェクタ・ス

クリーン 

2 リーディング 3 
教科書内容のまとめ「Ｉｍａｇｉｎ

ｅ」 
プレゼンソフト 

ノートＰＣ･プロジェクタ・ス

ピーカー 

2 リーディング 3 
教科書内容「Ｉｍａｇｉｎｅ」をカラ

オケ 
インターネット 

ノートＰＣ･プロジェクタ・ス

ピーカー 

2 リーディング 3 詩を暗誦・録音・聴く   ＩＣレコーダー 

2 英語の世界 3 
授業で鑑賞したＤＶＤに関する

質問と解答 
プレゼンソフト 

ノートＰＣ･プロジェクタ・ス

クリーン 

 

 

平成 21年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

1・23 英文基 A 2 
PC,スクリーンなどを利用した授

業 
PC,スクリーン パワーポイント 

通年 英文基 B 3 
PC,スクリーンなどを利用した授

業 
PC,スクリーン パワーポイント 

1 英語の世界Ａ 2 
ビデオを視聴してのリスニング

の学習 
ビデオ ビデオデッキ 

1 英語の世界Ａ 2 
ビデオを視聴してのリスニング

の学習 
ビデオ ビデオデッキ 

1 英語の世界Ｂ 3 
ビデオを視聴してのリスニング

の学習 
ビデオ ビデオデッキ 

1 英語の世界Ｂ 3 
ビデオを視聴してのリスニング

の学習 
ビデオ ビデオデッキ 

2 リーディング 3 
PC,スクリーンなどを利用した

授業 
PC,スクリーン パワーポイント 
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①プレゼンソフトを使った教材作成。 

【英Ⅱ、Reading、英文法基礎Ａ】自己紹介、教科書本文解説。 

動画の活用や、クイズ形式の導入等生徒が参加しやすい環境を整えた。 

【英語の世界】授業で鑑賞したＤＶＤに関する質問と解説で鑑賞のみの授業を改善。 

②ＩＣレコーダを使う。 

【Reading】定期テストのリスニング問題の作成。 

【英Ⅰ、英Ⅱ、Reading、ＯＣⅠ】通常授業での reading out、詩の暗誦や会話表現等の

speaking test。   

③インターネットを使う。 

【英語の世界】  映画の字幕翻訳コンクールに応募し奨励賞受賞（神田外語グループ主

催）。 

リスニング教材として、英検サイトより簡単なアニメーション漫画を見せる。 

【Reading】Lesson 6 Imagineでプレゼンソフトと併用した Imagineのカラオケ。  

【英文法基礎Ａ】 UsingEnglish com. で文法・表現をクイズ形式で解く。個人ではなく 1台の

スクリーンを見て各自プリントに記入。 

④テレビ会議システムを使う。 

【英文法基礎Ａ】 台北の高校生と Join Ｎetを使って英語の授業交換。語学だけでなく国際

交流を体験した。 

⑤ＭＰ3を使う。 

【英語の世界】日常会話のシャドーイング。効果的学習法の一つである。 

⑥ＤＶＤ，ＶＨＳの鑑賞。 

【英Ⅰ、英Ⅱ、Reading】 教科書本文の学習導入や内容のまとめとして活用。 

【英語の世界、ＯＣⅠ】   映画表現に学ぶ。 

 

 

どれも生徒の興味・関心を喚起するのに多大な効果があった。「またやりたい」の声が高

かったものもある。言語だけではなく背景にある文化や異なるものの考え方を学ぶ英語授

業の特質に適していた。 

 

 

＊ 各ＩＣＴ利活用授業をより効果的に行うための教材研究、教材作成、機器の準備等のた

めの時間の確保が必要だ。 

＊ ＩＣＴルームの数に制限があり、施設の確保が容易でないことがある。 

(英語科 林教諭) 

 

 

 

取り組みの概要 

生徒の反応・学習効果 

 

今後の展開への問題点 



 27 

 

 

 

 

平成 19年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

通年 情報 A 1 
文書作成（ワード・エクセル） 

情報発信（P.P・ＷＥＢページ） 

Office・ホームページビル

ダー・Paint・秀丸 
PC 

通年 情報 B 2 エクセル・アクセス・VBA Office PC 

通年 情報 C 3 情報モラル・著作権・情報発信 
Office・ホームページビル

ダー 
PC 

通年 情報処理 
2 

3 

文書作成・表計算・プレゼン 

検定試験対策 
Office PC 

通年 情報処理総合 3 
文書作成・表計算・プレゼン 

検定試験対策 
Office PC 

通年 文書デザイン 3 

PaintShopProを使った画像編

集・HTMLＷＥＢページ作成・ワ

ード文書 

Office・PaintShopPro・秀

丸 
PC 

 

 

平成 20年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

通年 情報 A 1 
文書作成（ワード・エクセル） 

情報発信（P.P・ＷＥＢページ） 

Office・ホームページビル

ダー・Paint・秀丸 
PC 

通年 情報 B 2 
エクセル・アクセス・ 

シミレーション 
Office PC 

通年 情報 C 3 情報モラル・著作権・情報発信 
Office・ホームページビル

ダー 
PC 

通年 情報処理 
2 

3 

文書作成・表計算・プレゼン 

検定試験対策 
Office PC 

通年 情報処理総合 3 
文書作成・表計算・プレゼン 

検定試験対策 
Office PC 

通年 文書デザイン 3 

PaintShopProを使った画像編

集・HTMLＷＥＢページ作成・ワ

ード文書 

Office・PaintShopPro・秀

丸 
PC 

 

 

 

 

 

 

情報・商業科 

科 
過去 3年間の ICT利活用授業  
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平成 21年度 

学期 科目名 学年 授業内容 コンテンツ 使用 ICT機器 

通年 情報 A 1 
情報発信(PowerPoint)、文書作成

(WORD) 
Office PC 

通年 情報 B 2 

情報処理(Excel)、情報発信

(HTML) 

コンピュータの仕組み 

ロボット制御プログラムの作成 

Office、テキストエディ

ター 

PC 

ロボット（バンダイ製タ

ンサーボーグ） 

通年 情報 C 3 
情報のディジタル化、情報処理

(EXCEL・VBA)、情報収集と発表 

Office、Internet 

Explorer 
PC 

通年 情報処理 
2 

3 

文書作成・表計算・プレゼン 

検定試験対策 
Office PC 

通年 情報処理総合 3 
文書作成・表計算・プレゼン 

検定試験対策 
Office PC 

通年 文書デザイン 3 

PaintShopProを使った画像編集 

HTMLWebページ作成 

ワードでデザイン文書 

Office・PaintShopPro・

秀丸 
PC 

 

 

情報・商業科は全ての授業をＰＣ室で行っている。情報科は 40 台配備の第 1ＰＣ室、商

業科は 30台配備の第 2ＰＣ室を主に使用している。 

1年生全員必修科目の情報Ａで生徒全員にコンピュータリテラシーを修得させ、2年次に

選択科目として情報Ｂ、商業科目の情報処理を置いて、それぞれの興味関心に応じた発

展系の科目としている。3 年次にはやはり選択科目として情報Ｃ、情報処理、情報処理総

合、文書デザインという科目を置き、更なる発展を望む生徒に履修する機会を設けている。

このカリキュラム配置がよく機能するよう教授内容や授業方法について工夫を凝らしてい

る。 

 

 

生徒の反応は全般的に良い。選択科目とはいえ、商業科目の情報処理は複数年次に

置かなくては生徒を受け入れることが出来ない人気科目である（平成 22 年度は 2 年次 3

クラス、3年次3クラス配置）。これは検定試験の受験対策も行うためでもあるが、生徒のニ

ーズに良くあっているといえる。その他の情報系科目も概ね生徒の学習状況は良好であ

る。 

 

 

 

 

 

 

取り組みの概要 

生徒の反応・学習効果 
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コンピュータリテラシーの教授においての一番の問題は、生徒間にスキルの格差がある

という点だ。一部の生徒は中学時代にすでに多くのスキルを身に付けているが、他の生徒

は興味関心があっても基本的なところから始めなければならないという格差である。選択

科目である情報処理は定期的にスキルチェックテストを実施し、スキル別に席や課題を換

えて学習させている。また、ＴＴを入れているので、それなりに展開できるが、必修科目の情

報Ａは 40近くの生徒を実習させるため、ＴＴ2人体制でも、こうした展開をするのが難しい。 

 

 

以下にここ 3年の検定試験の受験状況、結果を示しておく。 

まず言えるのは受験者が毎年増加しているという点だ。これは生徒の関心の高さを示

している。次に合格率は全体ではやや下降しているが、表をよくごらんになっていただくと

わかるが、上級試験の受験者がかなり増えた点が影響しているといえる。準 2 級の合格

率の向上もそれを示している。 

 

年度 受験級 1級 準 1級 2級 準 2級 3級 4級 合計 

平成 19年度 

受験者 4   29 14 54 7 108 

合格者 2   23 10 49 7 91 

合格率 50.0%   79.3% 71.4% 90.7% 100.0%   

平成 20年度 

受験者 14 1 52 14 44 1 126 

合格者 4 1 38 13 40 1 97 

合格率 28.6% 100.0% 73.1% 92.9% 90.9% 100.0%   

平成 21年度 

受験者 9  65 20 75  169 

合格者 2  50 17 66  135 

合格率 22.2%  76.9% 85.0% 88.0%   

 

（情報科 万行教諭 商業担当 小栗教諭） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の展開への問題点 

検定試験の結果 
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各教科の指導事例集 

 

 

国語科 国語総合 1学年 漢文入門 

国語表現  2学年 文章の基礎～表現 

 

地歴公民科 政治経済 3学年 裁判所のしくみとはたらき 

  世界史 A 3学年 19世紀の文化 

 

数学科 数学Ⅰ  1学年 2次関数の最大・最小（2例） 

 

理科  理科総合 1学年 速さの変化する運動 

  化学Ⅱ  3学年 化学平衡 

 

家庭科 家庭基礎 1学年 衣生活の管理と健康 

 

芸術科 デジタルアート 2学年 アニメーションで表現する 

 

保健体育科 体育  1学年 ダンス 

  保健  2学年 生涯を通じる健康（老年期と健康） 

 

外国語科 英文法基礎 B 3学年 動詞に入る前に～英文を構成するもの～ 

  リーディング 3学年 Lesson4 

 

情報科 情報 C  3学年 情報のデジタル化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒板に直接コンテンツを投影しているところ 



 32 

神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校 ICT利活用教育実践実例【国語・国語総合】 

 

実践校 神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校（ICT利活用教育重点推進校） 

授業者 酒井まゆみ 

実施日 平成 21年 6月 19日 1校時 

対象 第 1学年 4組 34名 

教科・科目 国語・国語総合 

単元 漢文入門 

単元のねらい 漢文の基本構造を理解させ、訓読の基礎を身につけさせる。 

授業場所 □普通教室 □特別教室 □実験室 □PC教室 

■その他（簡易 ICT教室） 

授業形態 □講義形式 □実験・実習 ■一斉学習 □グループ学習 

ＩＣＴを利活用する場面 ■導入   ■展開    ■まとめ 

ＩＣＴを利活用する者 ■教員   □学習者   □その他（      ） 

ＩＣＴを利活用する目的 ■課題の提示 ■動機付け ■教員の説明資料 □学習者の説明資料 

■繰り返しによる定着 □モデルの提示 □失敗例の提示 

□体験の想起 □比較 □振り返り □体験の代行 

ＩＣＴ利活用の学習効果 ◎関心・意欲・態度 ○思考・判断 ○技能・表現 ◎知識・理解 

利活用する ICT ■PC ■プロジェクタ■スクリーン□ビデオカメラ□デジタル教材 

□その他  

■印：該当する項目 ○印：指導・評価を行った観点 ◎印：特に重視した観点 

 

単元の指導計画 

1 漢文とは何か（訓読に親しむⅠ） 5  

2 漢文訓読の基礎について（訓読に親しむⅡ） 6  

3 漢文訓読の応用 7  

4  8  

 

単元の評価基準 

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解 

・プレゼンテーションソ

フトの画面を追いなが

ら、ワークシートに記

入をしている。 

・漢文訓読の基礎的な

知識を生かしながら、

演習問題に取り組んで

いる。 

 

・漢文が我が国に定着

した過程や、及ぼした影

響について思考してい

る。 

・漢文を学ぶことが、現

在の日本語の熟語や文

の理解に結びつくことを

理解している。 

・訓点等、訓読の基礎

的な知識を理解してい

る。 

・返り点に従って、正し

い語順で文をたどること

ができる。 

・漢文の基本構造につ

いて知識を持ってい

る。 

・実際の漢字検定の熟

語の構成問題につい

て、解き方を理解して

いる。 
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授業展開 

 学習活動 指導上の留意点 ＩＣＴ利活用のポイント 

導

入 

15 

分 

・漢文とは中国の文語文であ

ることを理解する。 

・通常の外国語の学習とは異

なり、原文の語順を入れ替

えながら読む工夫が訓読で

あることを理解する。 

・訓読の工夫から、漢文訓読

体という独自の文体が生ま

れたことを理解する。 

・難解な物として敬遠されがち

な漢文の学習に抵抗なく取り

組ませるために、ＩＣＴを利活

用する。 

・生徒がよく知っている文章を

紹介しながら、漢文が現代

の言語生活と無関係でない

ことに気づかせ、関心・意欲

を高める。 

・要点を黒板に直接投影し、

空欄部分にチョークで解答を

板書する。 

・文章にアニメーションをつけ

ながら投影する。 

 

 

 

 

 

展

開 

30 

分 

・訓点について理解する。 

・書き下し文のきまりについて

理解する。 

・返り点の読み方のコツを理

解する。 

・練習問題を解く。 

 

 

・ワークシートに記入をさせた

り、黒板に出て解答する機会

を作るなど、生徒一人ひとり

が授業に参加しやすい環境

を作り、受身の学習にならな

いように工夫する。 

・重点項目や練習問題を黒板

に投影し、チョークで解答を

書き込む。 

ま

と

め 

5 

分 

・漢字検定の熟語問題を解

き、 

漢文学習の現代的意義に

ついて理解する。 

・本時の学習の振り返りと、次

回の予告。 

 ・文字数の多いテキストを、瞬

時に黒板に映し出すことで、

短時間で授業のまとめをす

る。 

 

生徒の変容 
漢文訓読の基礎的な知識を習得すると同時に、漢文は現在の自分たちの

言語生活に密接な関わりがあることに気づくことができた。  

授業者の振り返り 

難解なものとして敬遠されがちな漢文学習に、生徒が興味を持って取り組

めるよう、色や動きといったアニメーションの工夫等をした。結果、集中力をも

って基礎事項を学習させることができた。 

ＩＣＴ利活用のポイント 

プレゼンテーションソフト上の文や、練習問題を黒板に直接投影し、指導者

がチョークで書き込みをしたり、生徒にワークシートに書き込ませたりしながら

授業を進めることで、授業の流れを円滑にした。 

 

 

熟
語
の
構
成
の
し
か
た
に
は
次
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
。

ア

同
じ
よ
う
な
意
味
の
漢
字
を
重
ね
た

も
の
。

（
岩
石
）

イ

反
対
ま
た
は
対
応
の
意
味
を
表
す

漢
字
。

（
高
低
）

ウ

上
の
字
が
下
の
字
を
修
飾
し
て
い
る

も
の
。

（
洋
画
）

エ

下
の
字
が
上
の
字
の
目
的
語
・
補
語
に

な
っ
て
い
る
も
の
。

（
着
席
）

オ

上
の
字
が
下
の
字
の
意
味
を
打
ち
消

し
て
い
る
も
の
。

（
非
常
）

次
の
熟
語
は
右
の
ア
～
オ
の
ど
れ
に
当
た

る
か
、
一
つ
選
び
、
記
号
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

返
り
点
の
読
み
方
の
コ
ツ

＊
返
り
点
は
直
前
の
文
字
が
持
つ
。

＊
上
か
ら
た
ど
っ
て
、
初
め
て
の

何
も
付
い
て
な
い
字
か
ら
読
む
。

＊
あ
と
は
指
示
通
り
に･･･

三

二

レ

一
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神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校 ICT利活用教育実践実例【国語・国語表現Ⅰ】 

 

実践校 神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校（ICT利活用教育重点推進校） 

授業者 小栗 亮 

実施日 平成 21年 10月 9日 5・6校時 

対象 第 2学年 選択 20名 

教科・科目 国語・国語表現Ⅰ 

単元 「文章の基礎～表現」 

単元のねらい ・様〄な表現方法を知り、実際に表現することによって、表現の幅を広げ

る。 

授業場所 □普通教室 □特別教室 □実験室 ■PC教室 

□その他（      ） 

授業形態 □講義形式 ■実験・実習 □一斉学習 □グループ学習 

ＩＣＴを利活用する場面 ■導入   ■展開    ■まとめ 

ＩＣＴを利活用する者 ■教員   ■学習者   □その他（      ） 

ＩＣＴを利活用する目的 ■課題の提示 □動機付け □教員の説明資料 □学習者の説明資料 

□繰り返しによる定着 ■モデルの提示 □失敗例の提示 

□体験の想起 □比較 □振り返り □体験の代行 

ＩＣＴ利活用の学習効果 ○関心・意欲・態度 ○思考・判断 ◎技能・表現 ○知識・理解 

利活用する ICT ■PC ■プロジェクタ□スクリーン□ビデオカメラ□デジタル教材 

■その他（ホワイトボード）  

■印：該当する項目 ○印：指導・評価を行った観点 ◎印：特に重視した観点 

 

単元の指導計画 

1 類義語・慣用的な表現 5 文を書く 

2 敬語表現 6 文体の統一 

3 文の乱れ 7 事実を客観的に書く 

4 明快な表現 8 比喩・推敲 

 

単元の評価基準 

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解 

授業に意欲的に取り

組むことができる。ま

た、提出物や問題集へ

の取り組みがきちんと

なされ、提示された期

限までに提出すること

ができる。 

文章表現の「良し・悪し」

を判断できる。 

更にレベルの高い一文

作りを目指して、より技

巧的な表現方法の知識

を身に付け、実際に文

として書くことができる。

また、事実を客観的に

書く知識が確実に身に

付き、文章を作成する

際に適切に応用し使う

ことができる。 

文法や語彙・漢字の知

識を身に付けることが

できる。 
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授業展開 

 学習活動 指導上の留意点 ＩＣＴ利活用のポイント 

導

入 

10 

分 

「事実を客観的に書く」というテ

ーマでの課題を副読本の問題

集で確認させる。 

 

「事実を客観的に書く」例とし

て文学作品の「描写」について

理解する。 

必ずしもわかりやすいとは言え

ないこのテーマをわかりやすく

説明すること。 

ホワイトボードに課題を投影

し、マーカーを使って説明す

る。 

 

 

 

 

 

展

開 

30 

分 

具体的な文例を指示に従って

推敲していく。（PC のワープロ

ソフトを使って） 

 

①説明的な部分を削除する。 

②接続の言葉を削除する。 

③抽象的表現を具体的な事 

物の表現に変更する。 

④つながりを考えて、文を完 

成する。 

 

上記の項目について発表す

る。 

指示どおり生徒が作業を行って

いるか確認する。 

指名して、数人に発表させる。 

 

 

PC のワープロソフトを添削す

る道具として使用させる。 

ネットワークを使って、テキス

トファイルを配布する。 

削除は囲み機能を使い、変

更部分は傍線を引かせた上

で追記させる。 

発表はプロジェクタで投影し

たホワイトボードにマーカー

で記入させる。 

ま

と

め 

10 

分 

推敲前の文例と推敲後の文

例を比較させ、「事実を客観的

に書く」とはどういうことか、

「描写」とはどういう技法か理

解する。 

理解しやすいようにプロジェクタ

で投影したホワイトボードを使

って説明する。 

 

 

生徒の変容 
文章の推敲の過程を具体的にビジュアルに理解できたようだ。また、言葉での

説明より「描写」についての理解が深まったといえる。 

授業者の振り返り 
生徒個〄の作文を個〄に添削する過程を共有することが、この方法の活用で

可能になると思うが、授業でそこまでいたらなかったのが残念だ。 

ＩＣＴ利活用のポイント 
生徒が推敲した文章を簡易に示すことができる点がポイントだ。（解答の発表

が簡易にできる）生徒に板書させると時間がかかりすぎるからだ。 
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神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校 ICT利活用教育実践実例【公民科 政治・経済】 

 

実践校 神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校（ICT利活用教育重点推進校） 

授業者 坂本 和啓 

実施日 平成 21年 11月 20日(金) 2校時 

対象 第 3学年 3年 5組 38名 

教科・科目 公民科 政治・経済 

単元 裁判所のしくみとはたらき  

単元のねらい 1 司法権の独立について理解させる。 

2 裁判制度について理解させる。 

3 違憲法令審査権について理解させる。 

授業場所 ■普通教室 □特別教室 □実験室 □PC教室 

□その他（      ） 

授業形態 ■講義形式 □実験・実習 □一斉学習 □グループ学習 

ＩＣＴを利活用する場面 ■導入   ■展開    □まとめ 

ＩＣＴを利活用する者 ■教員   □学習者   □その他（      ） 

ＩＣＴを利活用する目的 ■課題の提示 ■動機付け ■教員の説明資料 ■学習者の説明資料 

□繰り返しによる定着 ■モデルの提示 □失敗例の提示 

■体験の想起 □比較 □振り返り □体験の代行 

ＩＣＴ利活用の学習効果 ◎関心・意欲・態度 ◎思考・判断 ◎技能・表現 ○知識・理解 

利活用する ICT □PC ■プロジェクタ■スクリーン□ビデオカメラ□デジタル教材 

□その他  

■印：該当する項目 ○印：指導・評価を行った観点 ◎印：特に重視した観点 

 

単元の指導計画 

1 司法権の独立 5  

2 裁判制度(1) 6  

3 裁判制度(2)，違憲法令審査権 7  

4  8  

 

単元の評価基準 

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解 

裁判員制度に関心を持

ち，発問に対して積極

的に発言する。 

裁判員制度の課題につ

いて、DVDや資料をふま

えて考察した結果をワー

クシートに記入してい

る。 

裁判員制度の意義につ

いて、DVD や資料から

読み取った内容をワーク

シートに記入している。 

裁判制度や裁判員制度

の課題について、一定

の理解を示している。 
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授業展開 

 学習活動 指導上の留意点 ＩＣＴ利活用のポイント 

導
入
15
分 

○裁判員制度のポスター等を見る 

○知っていることを答える 

○DVD「裁判員制度」冒頭を見る 

Q．裁判員制度の意義と課題とはど

のようなものか，日本の裁判制度は

どのようなものか 

○裁判員制度について最新のニ

ュースも交えて紹介する 

○プロジェクタで視聴覚

資料を用いて興味・関心

を持たせる 

展
開
30
分 

○ワークシートで裁判員制度クイズ

に答え，制度の概要を理解する 

○DVD や資料を参考にしながら，裁

判員制度の意義を考える 

○DVD や資料を参考にしながら，裁

判員制度の課題について考える 

○日本の裁判制度について授業プ

リントで整理する 

 

 

○生徒同士で意見の確認をさせ

る 

○机間指導でアドバイスをする 

 

○DVDを活用して視覚的

に分かりやすく説明する 

○DVDの登場人物の感

情を想像させる 

 

ま
と
め
5
分 

○学習内容の復習 ○自分が司法に参加することの

意義について考えさせる 

 

 

生徒の変容 
 裁判員制度について関心を高め，制度の概要について理解し，制度の問題

について自分なりの考えをもつことができるようになった。  

授業者の振り返り 

 DVD は上映する部分を授業目標にそって絞り込み，効率的に活用すること

ができた。実際にあった裁判員裁判の事例が紹介できなかったので，また同

じ主題を扱うときは紹介したい。 

ＩＣＴ利活用のポイント 

 プロジェクタで DVDを上映することによって，裁判員制度について興味・関心

をもたせ，制度の概要について具体的なイメージをもたせ，登場人物を通じて

身近な問題として裁判員制度の課題について考えさせた。 
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神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校 ICT利活用教育実践実例【地理歴史・世界史Ａ】 

 

実践校 神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校（ICT利活用教育重点推進校） 

授業者 岡本 直哉 

実施日 平成 21年 11月 10日 3校時 

対象 第 3学年 3年 7組 39名 

教科・科目 地理歴史・世界史Ａ 

単元 19世紀の文化 

単元のねらい 美術に興味を持たせ、豊かな感性を育てる。 

授業場所 ■普通教室 □特別教室 □実験室 □PC教室 

□その他（      ） 

授業形態 ■講義形式 □実験・実習 □一斉学習 □グループ学習 

ＩＣＴを利活用する場面 □導入   ■展開    ■まとめ 

ＩＣＴを利活用する者 ■教員   □学習者   □その他（      ） 

ＩＣＴを利活用する目的 □課題の提示 ■動機付け ■教員の説明資料 □学習者の説明資料 

□繰り返しによる定着 □モデルの提示 □失敗例の提示 

□体験の想起 □比較 □振り返り □体験の代行 

ＩＣＴ利活用の学習効果 ◎関心・意欲・態度 ○思考・判断 ◎技能・表現 ○知識・理解 

利活用する ICT □PC ■プロジェクタ■スクリーン□ビデオカメラ□デジタル教材 

□その他  

■印：該当する項目 ○印：指導・評価を行った観点 ◎印：特に重視した観点 

 

単元の指導計画 

1 科学の世紀 5  

2 第 2次産業革命 6  

3 思想・芸術と人文・社会科学 7  

4 19世紀ヨーロッパ文化 8  

 

単元の評価基準 

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解 

進んで作業に取り組

み、スクリーンを見な

がら理解を深めている

か。 

古典主義、ロマン主義、

写実主義、自然主義、

印象派などの美術作品

の違いを考察している

か。 

資料を用いて、プリント

の作業に取り組めてい

るか。 

プリントとスクリーンを

見て、理解を深めてい

るか。 
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授業展開 

 学習活動 指導上の留意点 ＩＣＴ利活用のポイント 

導
入
5
分 

○ 本時の取り組みの説明を聞

く。 

○ 指示された資料集のページ

を開く。 

○ プリントを受け取る。 

 

○ 意欲を高めることができるよ

う、取り組むことでどのような

効果が得られるか説明する。 

○ プリントを配布する。 

 

 

展
開
40
分 

○ 資料集を見ながら、プリント

の作業に取り組む。 

○ スクリーンを見ながら、説明

を聞く。 

○ 資料集にある作品を確認し、

クイズに答える。 

○ 生徒が作業している間に、プ

ロジェクタ、スクリーンの準備

をする。 

○ 作業が終わったら、説明をす

る。 

○ 途中でクイズも交えながら、

飽きさせないようにする。 

○ 資料集にある作品だ

けでなく、数多くの作

品を提示する。 

○ 大きく映しだす。 

 

ま
と
め5

分 

○ 最後にもう一度、本時で提示

した作品を確認する。 

○ 質問に答える。 

○ 本時で提示した作品をスクリ

ーンに映す。 

○ テンポよく確認させる。 

○ ＰＣを使用しないの

で、テンポよく映し出

すことができる。 

 

 

生徒の変容 
視覚に訴えた授業だったので、最後まで興味を持ち授業に取り組めたのでは

ないか。 

授業者の振り返り 
ＰＣを使用しなかったので、トラブルもなく授業を行えた。プロジェクタとスクリ

ーンだけなので準備に時間がかからなくてよかった。 

ＩＣＴ利活用のポイント 
資料集に載っていない作品を映し出すことができたので、より興味をもたせる

ことができた。テンポよく映し出せたことも大きい。 
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神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校 ICT利活用教育実践実例【数学・数学Ⅰ】 

実践校 神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校（ICT利活用教育重点推進校） 

授業者 宮野 俊幸 

実施日 平成 21年 11月 10日 3校時 

対象 第 1学年 1年 6組 34名 

教科・科目 数学・数学Ⅰ 

単元 2次関数の最大・最小 

単元のねらい 2 次関数の最大・最小について理解を深め、最大値や最小値とその求め方

を理解する。 

授業場所 □普通教室 ■特別教室 □実験室 □PC教室 

□その他（      ） 

授業形態 ■講義形式 □実験・実習 □一斉学習 □グループ学習 

ＩＣＴを利活用する場面 □導入   ■展開    □まとめ 

ＩＣＴを利活用する者 ■教員   □学習者   □その他（      ） 

ＩＣＴを利活用する目的 □課題の提示 □動機付け ■教員の説明資料 □学習者の説明資料 

□繰り返しによる定着 ■モデルの提示 □失敗例の提示 

□体験の想起 □比較 □振り返り □体験の代行 

ＩＣＴ利活用の学習効果 ○関心・意欲・態度 ◎思考・判断 ○技能・表現 ○知識・理解 

利活用する ICT ■PC ■プロジェクタ■スクリーン□ビデオカメラ■デジタル教材 

□その他  

■印：該当する項目 ○印：指導・評価を行った観点 ◎印：特に重視した観点 

 

単元の指導計画 

1 
グラフを利用して、2 次関数の最大値・最小値

を求める 
5 

最大・最小の応用 

2         〃 6    〃 

3 定義域が限られた時の最大値・最小値 7  

4         〃 8  

 

単元の評価基準 

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解 

2 次関数のグラフを

最大・最小などの問題

を解くことに活用しよう

とする。 

2 次関数の値の変化

の様子について、グラフ

を用いて考察すること

ができる。 

関数の最大・最小を

グラフを用いて考えるこ

とができる。 

関数の定義域・値域

の意味や 2 次関数の

最大値・最小値につい

て理解している。 
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授業展開 

 学習活動 指導上の留意点 ＩＣＴ利活用のポイント 

導

入 

10 

分 

・   12
2
 xy について、 

①どちらに凸か 

②軸の式 

③頂点の座標 

を調べ、プリントに記入する。 

 

・グラフをプリントの座標平面

に描く。 

・プリントを配布し、書き込み

ながら授業を進める。 

 

・左の 3 点を確認しながら、行

う。 

 

 

・特に、グラフがマス目の格子

を通る場合注意する。 

 

 

 

 

 

・スクリーンを伸ばして、 

 画面が見えるようにする。 

・グラフ描画ソフト「Grapes」 

を用いて、グラフを描く。 

 

展

開

35

分 

・ 142  xxy について 

平方完成をする。 

 ①どちらに凸か 

 ②軸の式 

 ③頂点の座標 

を調べる。 

・グラフを座標平面に描く。 

・（問）① 342 2  xxy  

② xxy 82   

 について練習を行う。 

・机間巡視をしながら、左の 3

点まで記入することを指示す

る。 

 

 

 

・平方完成ができるか。 

・凸、軸、頂点を調べてあるか

について、確認しながら行

う。 

・グラフを描くときに、y 軸との

交点を記入することを伝え

る。 

・スクリーンを 1回閉じて、板書

が見えるようにする。 

・グラフを描画する場合にスク

リーンを持ち上げて、画面が

見えるようにする。 

 

・グラフを描いて見せる。 

・最大値、最小値の場所がわ

かるように赤い点で印をつけ

てみる。 

ま

と

め 

5 

分 

・上に凸の場合と、下に凸の

場合での違い、また最大・最

小をとるｘの値を求めることを

確認する。 

  

 

生徒の変容 
グラフが滑らかに描かれるのを見て、教室での板所との違いに尐しである

が左右の対象性等の美しさを実感できたのではないだろうか。 

授業者の振り返り 
 途中で教員 1人で行うのが大変であるとわかり、生徒にできる箇所（プロジェ

クターの窓の開け閉め）を手伝ってもらう等をして乗り切れた。 

ＩＣＴ利活用のポイント 
 2次関数のグラフの描画は、黒板で描くのは難しく描画ソフトを使うと、きれい

に美しくできるので大変便利である。 
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神奈川県立茅ヶ崎西浜高等学校 ICT利活用教育実践実例【数学・数学Ⅰ】 

 

実践校 神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校（ICT利活用教育重点推進校） 

授業者 飯川 裕太 

実施日 平成 21年 11月 10日 2校時 

対象 第 1学年 1年 4組 34名 

教科・科目 数学・数学Ⅰ 

単元 2次関数の最大・最小 

単元のねらい 2 次関数の最大・最小について理解を深め、最大値や最小値とその求め方

を理解する。 

授業場所 □普通教室 ■特別教室 □実験室 □PC教室 

□その他（      ） 

授業形態 ■講義形式 □実験・実習 □一斉学習 □グループ学習 

ＩＣＴを利活用する場面 □導入   ■展開    □まとめ 

ＩＣＴを利活用する者 ■教員   □学習者   □その他（      ） 

ＩＣＴを利活用する目的 □課題の提示 □動機付け ■教員の説明資料 □学習者の説明資料 

□繰り返しによる定着 ■モデルの提示 □失敗例の提示 

□体験の想起 □比較 □振り返り □体験の代行 

ＩＣＴ利活用の学習効果 ○関心・意欲・態度 ◎思考・判断 ○技能・表現 ○知識・理解 

利活用する ICT ■PC ■プロジェクタ■スクリーン□ビデオカメラ■デジタル教材 

□その他  

■印：該当する項目 ○印：指導・評価を行った観点 ◎印：特に重視した観点 

 

単元の指導計画 

1 
グラフを利用して、2次関数の最大値・最小値

を求める 
5 

最大・最小の応用 

2         〃 6    〃 

3 定義域が限られた時の最大値・最小値 7  

4         〃 8  

 

単元の評価基準 

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解 

2 次関数のグラフを

最大・最小などの問題

を解くことに活用しよう

とする。 

2次関数の値の変化

の様子について、グラ

フを用いて考察するこ

とができる。 

関数の最大・最小を

グラフを用いて考える

ことができる。 

関数の定義域・値域の

意味や 2 次関数の最大

値・最小値について理解

している。 
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授業展開 

 学習活動 指導上の留意点 ＩＣＴ利活用のポイント 

導

入 

15 

分 

222  xxy を平方完成し、 

①どちらに凸か 

②軸の式 

③頂点の座標 

 

を答えてもらう。 

平方完成した形から①、②、③を

確実に読み取れるように何回も

確認する。 

統計ソフト「R」を用いて、

グラフを描く。 

展

開

30

分 

222  xxy のグラフを描

き、( 32 ≦≦ x )の範囲での 

 

最大値・最小値を確認する。 

(問) )64(662 ≦≦ xxxy   

で練習する。 

導入部分で求めたものを確認し

ながら、グラフを描いていく。 

 

机間巡視して、注意点を指示す

る。 

定義域の範囲だけ色を

変えて最大値・最小値を

見やすくする。 

ま

と

め 

5 

分 

定義域( xの範囲)が限定される

ときは、最大値・最小値が必ずし

も頂点ではない点に確認する。 

  

 

生徒の変容 
板書するグラフと比較すると、左右対称のきれいな図を見せることができたの

で集中して見てもらえたのではないかと思います。 

授業者の振り返り 
黒板と PC の使い分けをうまくできなかったので、事前の練習が不十分だった

と思いました。 

ＩＣＴ利活用のポイント 
正確なグラフを描く点においてよかったように思います。 
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神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校 ICT利活用教育実践実例【理科・理科総合Ａ】 

 

実践校 神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校（ICT利活用教育重点推進校） 

授業者 鈴木正明 

実施日 平成 21年 6月 12日 1校時 

対象 第 1学年 1年 6組 36名 

教科・科目 理科・理科総合Ａ 

単元 速さの変化する運動  

単元のねらい 自由落下運動 ～重力加速度の測定～ 

授業場所 □普通教室 □特別教室 ■実験室 □PC教室 

□その他（      ） 

授業形態 □講義形式 ■実験・実習 □一斉学習 □グループ学習 

ＩＣＴを利活用する場面 ■導入   ■展開    ■まとめ 

ＩＣＴを利活用する者 ■教員   □学習者   □その他（      ） 

ＩＣＴを利活用する目的 ■課題の提示 ■動機付け ■教員の説明資料 □学習者の説明資料 

□繰り返しによる定着 □モデルの提示 □失敗例の提示 

□体験の想起 □比較 ■振り返り □体験の代行 

ＩＣＴ利活用の学習効果 ○関心・意欲・態度 ○思考・判断 ◎技能・表現 ○知識・理解 

利活用する ICT ■PC ■プロジェクタ■スクリーン□ビデオカメラ□デジタル教材 

□その他  

■印：該当する項目 ○印：指導・評価を行った観点 ◎印：特に重視した観点 

 

単元の指導計画 

1 等速直線運動 5 重力加速度の測定(本時) 

2 加速度 6  

3 等加速運動 7  

4 自由落下運動 8  

 

単元の評価基準 

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解 

 速さの変化する運動

に関心を持ち、意欲的

にそれらを探究すると

ともに、自然を総合的

にとらえる見方や考え

方を身につけている。 

 

 速さの変化する運動の

中に問題を見いだし、

観察、実験などを行うと

ともに、実証的、論理的

に考えたり、分析的・総

合的に考察したりして問

題を解決し、事実に基

づいて科学的に判断す

る。 

 

 観察、実験の技能を習

得するとともに、それら

を科学的に探究する方

法を身に付け、観察、実

験の過程や結果及びそ

こから導き出した自らの

考えを的確に表現す

る。 

 

 速さの変化する運動

について学習、観察、

実験など通して理解を

し、知識を身に付けて

いる。 

 



 45 

 

授業展開 

 学習活動 指導上の留意点 ＩＣＴ利活用のポイント 

導 

入 

10 

分 

 実験の目的を明確に捉える。 

 原理・方法を理解する。 

〔重力加速度の測定〕 

 

 

 

 

 

 準備 

等加速度運動の例として自由

落下運動を理解させる。 

重力加速度の意味を理解さ

せ、実験で一定値として求められ

ることを伝える。 

仮説を設定して実験を行って

実験結果から仮説を検証させ、

考察させる。 

前回の授業との関連から

入る。 

意欲・関心を喚起する。 

パワーポイントでは画像

を多く取り入れ、文字表現

は簡潔に大きなサイズに

する。 

展 

開 

20 

分 

探究活動 

〔重力加速度を算出するため、

実験データを得る。〕 

 ①実験装置を組み立てる。 

②水滴の落下距離と時間を

測定し、重力加速度 gを求め

る。 

 巡回し、実験班ごとに助言を与

える。 

実験の方法を図解で示し

て理解を助ける。 

 全体説明する時間を尐な

くすることで巡回できる時

間的余裕を生み出す。 

 

 

ま 

と 

め 

20 

分 

実験データから、重力加速

度を算出する。 

算出された重力加速度と予

想値 g = 9.8[m/s2]と比較し、そ

の誤差から、実験を振り返る。 

身近な落下の運動が等加

速度運動のひとつであることを

考察する。 

予想値 g = 9.8[m/s2]と大きくず

れる場合は原因を探らせ、再度

実験を試みさせる。 

実験班ごとに結果を板書さ

せ、他班の結果を参考にする。 

実験班内で結果について議論

させる。 

実験報告書を提出させる。 

実験結果を整理させ、

重力加速度算出の方法

(理論)を伝える。板書する

より効果的である。 

 

 

生徒の変容 

実験が単なる作業で終わることなく、実験目的を捉え、実験方法の技能を

習得できた。観察・実験の過程を楽しみ、結果から導き出した自らの考えを的

確に表現できた。実験データを算出して実験結果を得ることで達成感を得た

ようだ。 

授業者の振り返り 

 実験プリントに口頭説明を加えて始める従来型よりはＩＣＴ(パワーポイント)を

活用して展開よく口頭説明する方が円滑に進み、限られた時間内で個別指

導ができ、本時の実験の趣旨を徹底させることができた。 

ＩＣＴ利活用のポイント 
導入・展開・まとめの各段階で理解を促進するために端的に効率よく効果

的に使う。 
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神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校 ICT利活用教育実践実例【理科・化学Ⅱ】 

実践校 神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校（ICT利活用教育重点推進校） 

授業者 増田 幸充 

実施日 平成 21年 10月 7日 2校時 

対象 第 3学年 理型選択 14名 

教科・科目 理科・化学Ⅱ 

単元 化学平衡 

単元のねらい 可逆反応が平衡状態のときに反応条件に変化を与えると、変化をやわらげ

る方向に平衡状態が移動して新しい平衡状態になることを理解する。 

授業場所 □普通教室 □特別教室 ■実験室 □PC教室 

□その他（      ） 

授業形態 ■講義形式 ■実験・実習 □一斉学習 □グループ学習 

ＩＣＴを利活用する場面 ■導入   ■展開    ■まとめ 

ＩＣＴを利活用する者 ■教員   □学習者   □その他（      ） 

ＩＣＴを利活用する目的 ■課題の提示 ■動機付け ■教員の説明資料 □学習者の説明資料 

□繰り返しによる定着 ■モデルの提示 □失敗例の提示 

■体験の想起 □比較 ■振り返り □体験の代行 

ＩＣＴ利活用の学習効果 ◎関心・意欲・態度 ◎思考・判断 ○技能・表現 ○知識・理解 

利活用する ICT ■PC ■プロジェクタ■スクリーン□ビデオカメラ□デジタル教材 

□その他  

■印：該当する項目 ○印：指導・評価を行った観点 ◎印：特に重視した観点 

単元の指導計画 

1 
可逆反応と不可逆反応，および化学平衡の意

味を理解する。 
5 

 

2 ルシャトリエの原理を理解する。 6  

3 平衡定数の意味を学習する 7  

4 問題演習 8  

 

単元の評価基準 

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解 

・化学平衡とその移動に

関心をもち，意欲的に

探究しようとする。 

 

・化学平衡は，正反応の

速さと逆反応の速さが

等しくなった状態であ

ることを考察する。 

・各種の実験結果から，

濃度，圧力，温度と平

衡移動の方向を関連付

けて考察する。 

・平衡移動の方向と，濃

度，圧力，温度との関

係を調べる方法を示す

ことができる。 

・観察・実験の過程から，

自らの考えを導き出した

報告書を作成したり，発

表したりする。 

・可逆反応と不可逆反

応の違いを理解し，

知識を身につけてい

る。 

・ルシャトリエの原理を

理解し，知識を身につ

けている。 

・平衡定数の意味を理

解し，知識を身につけ

ている。 
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授業展開 

 学習活動 指導上の留意点 ＩＣＴ利活用のポイント 

導

入 

10 

分 

・平衡状態において反応条件

を変化させたときに、どういう

現象が起こるのかを推測させ

る。 

・可逆反応の平衡状態を再確

認する。 

 

・視覚的に印象深く生徒に訴え 

るようにする。 

展

開

35

分 

･ルシャトリエの原理を提起す

る。 

・濃度・温度・圧力の反応条

件を変化させると、条件変化

を和らげる向きに平衡が移動

することを、具体例を演示実

験用いて推測させる。 

・濃度・温度・圧力を変化させ

る演示実験により、推測の正

誤を判定する。 

･具体的反応において、平衡が

移動する向きを試験管内の色

の変化により確認できることを

示す。 

・演示実験の結果について、な

ぜそうなったのかを確認する。 

・まず、スクリーン上で演示実

験の概要を説明し、反応条件

を変化させたときの平衡の移

動する向きを推測させる。 

・演示実験の結果から、スクリ

ーン上で平衡移動の原理を確

認する。 

ま

と

め 

5 

分 

・ルシャトリエの原理を復習す

る。 

・演示実験を題材として、平衡

移動の原理を再確認する。 

・演示実験の結果から、スクリ

ーン上で平衡移動の原理を再

度確認する。 

 

生徒の変容 

単に映像だけではなくて、実際に実験で確認できるのは興味関心を強くする。

また、各自の推測の正誤についても実験結果から明白となるので、授業への

取り組みがより一層強くなる。 

授業者の振り返り 

演示実験と、全て自作の映像を用いて視覚的に生徒に訴えるようにしたの

は、効果が大きかったと判断できる。ただし、自作の映像を準備するのに多大

の時間を要したのが大きな課題である。 

ＩＣＴ利活用のポイント 
視覚効果が有効であるので、ＩＣＴを利活用した。 
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神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校 ICT利活用教育実践実例【家庭・家庭基礎】 

 

実践校 神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校（ICT利活用教育重点推進校） 

授業者 菅原 真理子 

実施日 平成  21年 11月 10日 4校時 

対象 第 1学年 3組 36名 

教科・科目 家庭・家庭基礎 

単元 衣生活の管理と健康 

単元のねらい 被服材料の基礎的な取り扱いの技術を習得させる 

授業場所 □普通教室 ■特別教室 □実験室 □PC教室 

□その他（      ） 

授業形態 □講義形式 ■実験・実習 □一斉学習 □グループ学習 

ＩＣＴを利活用する場面 □導入   ■展開    □まとめ 

ＩＣＴを利活用する者 □教員   ■学習者   □その他（      ） 

ＩＣＴを利活用する目的 □課題の提示 □動機付け □教員の説明資料 □学習者の説明資料 

■繰り返しによる定着 ■モデルの提示 □失敗例の提示 

■体験の想起 □比較 □振り返り □体験の代行 

ＩＣＴ利活用の学習効果 ◎関心・意欲・態度 ○思考・判断 ◎技能・表現 ◎知識・理解 

利活用する ICT □PC □プロジェクタ□スクリーン□ビデオカメラ■デジタル教材 

□その他  

■印：該当する項目 ○印：指導・評価を行った観点 ◎印：特に重視した観点 

 

単元の指導計画（6時間） 

1 たてまつり練習 5 たてまつり・ボタンつけ 

2 印しつけ 6 ボタン止め・仕上げ 

3 まち針うち・ミシンかけ 7  

4 どんでんがえし・たてまつり 8  

 

単元の評価基準 

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解 

被服製作に関心を持

ち、積極的に実習に参

加する。 

全体の形を考えて、正

しい位置にボタン止め

をつける。 

ボタンつけ・たてまつり

が美しく仕上がったか。 

 

たてまつりについて正

しく理解して作業でき

たか。 
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授業展開 

 学習活動 指導上の留意点 ＩＣＴ利活用のポイント 

導

入 

5 

分 

本時の作業の流れについて

説明する。 

VTR で、たてまつりとボタン付

けの映像が繰り返し見られるこ

とを知らせる。 

見たい映像を各自で操作して

よいことを知らせる。 

 

 

 

 

 

展

開 

40 

分 

それぞれの進度にあわせた

作業を行う。 

同じ作業進度の人を集めて、

わからない人達に実技指導を

見せる。 

VTR の操作方法を知らせ、各

自たてまつりの映像を見ること

で、前時の授業で体験した作

業を思い出させる。 

作業の説明として VTR を使

用。 

ま

と

め 

5 

分 

各自の袋に作品をしまい、番

号ごとのかごに提出させる。 

 

 

 

  

 

生徒の変容 
コンピュータで探してきた映像であることを知らせて、授業に使ったので面白

いと感じてくれ、積極的に授業に取り組んだ。 

授業者の振り返り 
36 人の一斉実習なので前時の内容を個人指導する時間をとることが難しく、

前時の授業で実習した作業を思い出すために有効であった。 

ＩＣＴ利活用のポイント 
生徒が自由にビデオ操作をして繰り返し、作業の映像を見れる点がよい 
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神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校 ICT利活用教育実践実例【美術 デジタルアート】 

 

実践校 神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校（ICT利活用教育重点推進校） 

授業者 横川 勝 

実施日 平成 21 年 3学期全て  

対象 第 2学年 選択者 37名 （Ｘ組 17名、Y組 20名） 

教科・科目 美術 デジタルアート 

単元 アニメーションで表現する 

単元のねらい 簡単なアニメーション作りを通じ、表現する楽しさを学ぶ 

授業場所 □普通教室 □特別教室 □実験室 ■PC教室 

□その他（      ） 

授業形態 □講義形式 □実験・実習  ■一斉学習 □グループ学習 

ＩＣＴを利活用する場面 □導入   □展開    □まとめ  

ＩＣＴを利活用する者 ■教員   ■学習者   □その他（      ） 

ＩＣＴを利活用する目的 □課題の提示 □動機付け □教員の説明資料 □学習者の説明資料 

□繰り返しによる定着 □モデルの提示 □失敗例の提示 

□体験の想起 □比較 □振り返り □体験の代行 

ＩＣＴ利活用の学習効果 ○関心・意欲・態度 ○思考・判断 ○技能・表現 ○知識・理解 

利活用する ICT ■PC □プロジェクタ□スクリーン□ビデオカメラ□デジタル教材 

□その他  

■印：該当する項目 ○印：指導・評価を行った観点 ◎印：特に重視した観点 

 

単元の指導計画 

1 
課題説明「私の一日」のようなテーマを設定 

作例紹介 前年度生の作品を見せる 1時間 
3 

自主制作 300 コマ～500 コマの（時間にして

30秒程度）アニメーションを作る。約 6時間 

2 
ソフト「アニメーション・ショップ」の使い方 4 時

間 
4 

作品を発表、鑑賞する。1時間 

 

単元の評価基準 

関心・意欲・態度 芸術的な感受性や表現の工夫 創造的な表現の技能 鑑賞の能力 

意欲的・主体的にコン

ピュータ グラフィックデ

ザインの活動に取り組

み関心を持ち、表現す

ることに喜びを感じて

いるか。 

 

映像メディア表現の特

性について理解し、意

図に応じた表現を構想・

工夫しているか。 

ペイント・アニメーション

ソフトの基本的使い方

や、生かし方の技能を

高めたか。 

CG 作品、生徒作品の

良さや美しさをお互い

に味わい、理解を深め

る事ができたか。 
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授業展開 

 学習活動 指導上の留意点 ＩＣＴ利活用のポイント 

導

入 

1

時

間 

1課題「テーマ」を説明する。 

○今回のテーマは「私の○

○」 

○コマ数は 300～500  

○時間にして約 30秒程度 

2 昨年度の生徒作品からテ

ーマに沿ったものを参考例と

して見せる。 

テーマはなるべく生徒に身近な

もので、且つ自由に制作できる

ものを設定したい。 

 

参考例を提示することで、生

徒の興味や関心、やる気を引

き出す。 

 

 

 

 

 

 

展

開 

10 

時

間 

ソフト「アニメーションショップ

3」の使い方説明・実践 

1簡単な図形ぱらぱら漫画の

要領で作ってみる。 

2写真を取り込んだり、ペイン

トソフトと連携し、より複雑な

絵で作ってみる。 

3 ビデオ編集の要領で場面

転換や効果を入れ編集す

る。 

4 毎回その日のフォルダへ提

出する 

アアニメーション・ショップ 3 での

制作は、ほとんどの生徒にと

って始めての体験であり、ソフ

トの使い方から指導する必要

がある。 

例題を提示し同じように作って

みることで使い方や作り方を

しっかり理解させる必要があ

る。 

 

 

2 学期に使っていたペイントソフ

トとの連携でより高度な、且つ

複雑な絵を表現することが可能

となるので積極的に使わせた

い。 

ま

と

め 

1 

時

間 

提出された作品を全員で鑑

賞する。 

各自のパソコンの隣にあるモ

ニターで鑑賞するが、より大き

な画面での鑑賞や、パワーポ

イント等を使って編集したもの

を鑑賞できるとより良い。 

 

 

生徒の変容 
最初は無理だと言っていた生徒も、以外と簡単に楽しく制作できることがわか

り次第に夢中になって参加していた。 

授業者の振り返り 
生徒も比較的興味を持ってくれ、自主的に参加できる良い教材だと思うが、

制作した作品の発表方法や、その後の活用の仕方を考える必要がある。 

ＩＣＴ利活用のポイント 

動画は静止画に比べインパクトもあり、より生徒の興味を引くものだと思う

が、ソフトウエアの限界もあり、より高度な作品に挑戦したい生徒には尐〄物

足りないものかもしれない。 

 

 

 

ICT活用場面の 

写真 

 

 

ICT活用場面の 

写真 
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神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校 ICT利活用教育実践実例【保健体育 （体育）】 

 

実践校 神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校（ICT利活用教育重点推進校） 

授業者 島田 まり子 

実施日 平成 21年 5月 14日 6校時 

対象 第 1学年 2・5・9組 39名 

教科・科目 保健体育 （体育） 

単元 ダンス 

単元のねらい 課題に応じた動きを作成し、グループで発表する 

授業場所 □普通教室 □特別教室 □実験室 □PC教室 

■その他（体育館） 

授業形態 □講義形式 □実験・実習 □一斉学習 ■グループ学習 

ＩＣＴを利活用する場面 □導入   ■展開    □まとめ 

ＩＣＴを利活用する者 □教員   □学習者   □その他（      ） 

ＩＣＴを利活用する目的 □課題の提示 □動機付け □教員の説明資料 □学習者の説明資料 

□繰り返しによる定着 □モデルの提示 □失敗例の提示 

□体験の想起 □比較 □振り返り □体験の代行 ■発表会（評価） 

ＩＣＴ利活用の学習効果 ◎関心・意欲・態度 ○思考・判断 ◎技能・表現 ○知識・理解 

利活用する ICT □PC □プロジェクタ□スクリーン■ビデオカメラ□デジタル教材 

□その他  

■印：該当する項目 ○印：指導・評価を行った観点 ◎印：特に重視した観点 

 

単元の指導計画 

1 個人的な動き・音に合わせて動く 5 グループで動きを作る③ 

2 仲間と楽しく動く・踊る（フォークダンス） 6 発表に向けて作品作り① 

3 グループ分け・グループで動きを作る① 7 発表に向けて作品作り② 

4 グループで動きを作る② 8 発表会・お互いを鑑賞、評価する 

 

単元の評価基準 

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解 

・ダンスの楽しさや喜びを

味わおうとする。 

・全身で思い切り動こうと

する。 

・基本的動きを正確にお

こなえるようにする。 

・誰とでも楽しくかかわり

を持って踊ろうとする。 

･お互いの動きの正確さ

や表現の良さを認めよう

とする。 

・役割を分担し、発表や練

習をおこなおうとする。 

・自己やグループに適

した目的(テーマ)を設

定している。 

・目的に向かった正し

い動きや表現方法を

確かめている。 

・目的の内容を効果的

に構成し、互いに見

せ合い発表に向けて

より良いものにしてい

る。 

・音楽のリズムに乗っ

て動くことができる。 

･からだ全体を使って踊

ることができる。  

・人とそろえて踊ること

ができる。  

･ダンスの特性や学習

の進め方を知ってい

る。 

・作品の発表の仕方を

知っている。 

・作品の発表を鑑賞で

きる。  

・正しい動きができてい

るか判断（評価するこ

とが）できる 
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授業展開 

 学習活動 指導上の留意点 ＩＣＴ利活用のポイント 

導

入 

5 

分 

挨拶 

出欠確認 

グループで発表前再確

認 

 

 

グループ別練習 

 

 

・動き、ポイント等の確認 

 

 

・本場のつもりで最後の

練習をする。 

 

 

 

 

 

 

展

開 

40 

分 

各班別発表 

 

 

 

 

 

 

他のグループを鑑賞しな

がらお互いを評価する。 

・始めと終わりの挨拶 

・元気よく 

・笑顔で 

・気持ちを合わせる 

・楽しく 

・一汗かくように 

・客観的に評価 

 

全体を映す。 

最初と最後の挨拶をしっかり撮る。 

ズームを入れて一人ひとりの表情を撮

っておく。 

横揺れしないように撮る。 

授業風景 

 

 
ま

と

め 

5 

分 

各班ごとに反省 

 

 

評価の採点計算 

評価用紙提出 

自己評価してみる 

（上記のポイントについ

て） 

 

 

生徒の変容 

本番はカメラを意識して発表できていた。 

ＤＶＤ作成後の鑑賞会では興味深くお互いを見るだけでなく、自分自身の動

きについても反省の言葉が出ていた。 

授業者の振り返り 

何回も途中経過を撮影し各班ごとに確認をさせりことにより、発表内容をより

よい内容にするべきであったが、授業時数や活動実態に合わせて、進めるこ

とが難しかった。 

ＩＣＴ利活用のポイント 

発表内容の再確認と他の発表を鑑賞する態度を学ぶ。 
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神奈川県立高等学校 ICT利活用教育実践実例【保健体育・保健】 

 

実践校 神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校（ICT利活用教育重点推進校） 

授業者 脇 芳子 

実施日 平成 21年 10月 29日 3校時 

対象 第 2学年 2年 5組 36名 

教科・科目 保健体育・保健 

単元 生涯を通じる健康（老年期と健康） 

単元のねらい 老年期の健康課題について理解し、今後の高齢者社会のありかたについ

て考えさせる。 

授業場所 □普通教室 ■特別教室 □実験室 □PC教室 

□その他（      ） 

授業形態 ■講義形式 □実験・実習 □一斉学習 □グループ学習 

ＩＣＴを利活用する場面 □導入   ■展開    □まとめ 

ＩＣＴを利活用する者 ■教員   □学習者   □その他（      ） 

ＩＣＴを利活用する目的 ■課題の提示 □動機付け ■教員の説明資料 □学習者の説明資料 

□繰り返しによる定着 □モデルの提示 □失敗例の提示 

□体験の想起 □比較 □振り返り □体験の代行 

ＩＣＴ利活用の学習効果 ◎関心・意欲・態度 ○思考・判断 ○技能・表現 ◎知識・理解 

利活用する ICT ■PC ■プロジェクタ■スクリーン□ビデオカメラ□デジタル教材 

□その他  

■印：該当する項目 ○印：指導・評価を行った観点 ◎印：特に重視した観点 

 

単元の指導計画 

1 老年期と健康 5  

2 老年期と健康（介護保険） 6  

3  7  

4  8  

 

単元の評価基準 

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解 

老年期の健康課題に

ついて、パワーポイン

トの内容説明を集中し

て聞こ う と している

か？ 

老年期の健康課題につ

いて、資料や教科書か

ら多面的に読み取った

内容を自分の考えを入

れてまとめることが出来

ているか。 

ワークシートに沿って、

時間内に作業を進める

ことが出来る。 

老年期の健康課題に

ついて、説明した内容

を理解している。 
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授業展開 

 学習活動 指導上の留意点 ＩＣＴ利活用のポイント 

導

入 

10 

分 

○老年期における生活の変

化･心身の変化についてワー

クシートにしたがって作業す

る。 

 

○老年期の変化について内容ポ

イントを絞って考えさせる。 

○作業用のワークシートに

連動した質問を、プロジェク

タを使って投影することで、

興味を持って順序良く作業

できる。 

展

開

30

分 

○老年期の変化について導

入で作業した内容に沿って説

明する。 

① 老年期の生活の変化 

② 老年期の心身の変化 

○老年期を健やかにすごす

為にどうしたらよいか説明す

る。 

○ノーマライゼーションにつ

いて説明する 

○老化現象はネガティブに捉え

がちであるがポジティブに対応し

て行く考え方が大切である。 

○老化現象の理解を通して、高

齢者へのいたわりの必要性を認

識させる。 

○高齢者をハンデがあるから保

護するという考え方は真の問題

解決にならないことを気づかせ

る。 

○資料の色使いや図を工夫

することで、大切な内容を把

握できるようにさせる。 

○説明にしたがって、映像

の中に言葉を解説の埋め込

んだりすることで、わかりや

すい説明が出来る。 

 

ま

と

め 

10 

分 

○高齢化社会が進む中で、

自分達は老年期をどの様に

いきるべきか、また、社会の

高齢者社会のありかたはどう

あるべきか考える。 

○高齢化社会をいかにポジティ

ブに生きるか、そのために必要

な社会システムの課題について

考えさせる。 

○考えるべき課題を提示す

る。 

 

生徒の変容 
老年期の健康課題の学習を通して、高齢者へのいたわりの必要性を認識し、

どう老年期を過ごしていくの自分自身の問題として考えることが出来た。 

授業者の振り返り 

導入で自分なりの知識や考えを書かせたことで、教師の説明を集中して聞く

ことが出来た。パワーポイントを活用した為、板書の手間が省け、授業を効率

的に行えた。資料説明を教師ペース進めてしまい、生徒の作業と教師の説明

という授業展開になってしまい、後から生徒にペースが速すぎるとの指摘をう

けた。次からは、生徒の内容理解やワークシート作業の進展等に配慮し、生

徒とのキャッチボールを大切にして、授業を展開していきたい。 

ＩＣＴ利活用のポイント 

パワーポイントを活用することで、質問や説明において視覚的でわかりやす

い資料を提示でき、老年期の健康課題について具体的なイメージを持って考

えさせた。 
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神奈川県立茅ヶ崎西浜高等学校 ICT利活用教育実践実例【英語・英文法基礎Ｂα 】 

 

実践校 神奈川県立茅ヶ崎西浜高等学校（ICT利活用教育重点推進校） 

授業者 林 良輔 

実施日 平成 21年 4月 16日 3校時 

対象 第 3学年 選択授業 10名 

教科・科目 英語・英文法基礎Ｂα  

単元 動詞に入る前に～英文を構成するもの～ 

単元のねらい 英文の構成について理解を深め、日本語との違いを認識させる。 

授業場所 □普通教室 ■特別教室 □実験室 □PC教室 

□その他（      ） 

授業形態 ■講義形式 □実験・実習 □一斉学習 □グループ学習 

ＩＣＴを利活用する場面 ■導入   ■展開    □まとめ 

ＩＣＴを利活用する者 ■教員   □学習者   □その他（      ） 

ＩＣＴを利活用する目的 ■課題の提示 ■動機付け ■教員の説明資料 □学習者の説明資料 

□繰り返しによる定着 ■モデルの提示 □失敗例の提示 

□体験の想起 □比較 □振り返り □体験の代行 

ＩＣＴ利活用の学習効果 ○関心・意欲・態度 ○思考・判断 ○技能・表現 ○知識・理解 

利活用する ICT ■PC ■プロジェクタ□スクリーン□ビデオカメラ□デジタル教材 

□その他  

■印：該当する項目 ○印：指導・評価を行った観点 ◎印：特に重視した観点 

単元の指導計画 

1 
主部と述部、目的語、補語などをパワーポイ

ントを用いて説明する。 
5 

 

2 
肯定文、否定文、疑問文など文の種類につい

てパワーポイントを用いて説明する。 
6 

 

3  7  

4  8  

 

単元の評価基準 

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解 

英文構成の要素を理

解しようとする態度をと

り、発言しようとしてい

るか。 

英文がどのように構成

されているかを判断し、

英文の情報を理解して

いるか。 

テキストの問題や例文

などを理解し、英語で表

現できているか。 

主部や述部や修飾

部、動詞、目的語、補

語を理解しているか。 
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授業展開 

 学習活動 指導上の留意点 ＩＣＴ利活用のポイント 

導

入 

10 

分 

○ 本日の内容の紹介 

○ 今までの英文をどれくら

い理解できているか確認 

○ 本日の目標設定 

○ 目標設定を忘れずに生徒

が何をすべきか分かる授業

にする。 

○ 英語の理解において最初

につまずくポイントなので、

出来るだけゆっくり進める。 

○ パワーポイントを使い、ス

ライドショーを見せる。 

○ 様〄な色や絵、写真を使

い、英文理解の助けにな

るように工夫する。 

展

開

35

分 

○ 英文の構造（主部、述

部、修飾部）や目的語

（Ｏ）、補語（Ｃ）などの説

明 

○ 例文解釈（テキストの例

文や自前で作成した例文

を使う） 

○ テキストの問題演習 

○ 丁寧に細かく、目的語と補

語の違いを注意して進めて

いく。 

○ 例文ではより身近な例を出

すようにする。 

○ テキストは時間を区切り、

間延びしないようにする。 

○ 図形や矢印、下線をアニ

メーションで動かし、視覚

に訴える。 

 

ま

と

め 

5 

分 

○ 本時の内容の要約（英語

の特徴や日本語との違

いなど） 

○ 次の授業のための導入

（疑問文や否定文などの

場合） 

○ 何度も要点を繰り返し、耳

に残るようにする。 

○ 日本語と英語の違いを視

覚的に理解させる。 

○ 次の授業のパワーポイント

の導入部分を尐しの間見

せ、イメージさせる。 

○ 要点をまとめて目立つよう

にする。 

 

 

生徒の変容 
 通常の授業と同じ内容ではあるが、教室での板書とは違い、色鮮やかに描

かれ、矢印が移動するなど視覚効果が得られたのではないか。 

授業者の振り返り 
 準備に時間がかかるので、ひとつ前の時間が空いているとやりやすい。事前

の準備にも時間がかかる。 

ＩＣＴ利活用のポイント 

板書の時間の大幅短縮が出来るので、より深く授業展開が出来る。また図

形も載せられるので、より授業理解を得られやすい。年間を通して使うと、慣

れが生じ、飽きてしまうので、工夫が必要だ。 
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神奈川県立茅ヶ崎西浜高等学校 ICT利活用教育実践実例【英語・リーディング】 

 

実践校 神奈川県立茅ヶ崎西浜高等学校（ICT利活用教育重点推進校） 

授業者 曽我 明 

実施日 平成 21年 11月 10日 2校時 

対象 第 3学年 3年 3組 37名 

教科・科目 英語・リーディング 

単元 COSMOS READING SANYUSYA Lesson 4 The Girl with the White Flag 

単元のねらい 風化しつつある第二次世界大戦の惨禍を思い起こし、今なお世界各地で

行われている戦争の悲惨さと不条理さに目を向けさせる。 

授業場所 □普通教室 □特別教室 □実験室 □PC教室 

■その他（ 視聴覚室 ） 

授業形態 ■講義形式 □実験・実習 □一斉学習 □グループ学習 

ＩＣＴを利活用する場面 ■導入   ■展開    □まとめ 

ＩＣＴを利活用する者 ■教員   □学習者   □その他（      ） 

ＩＣＴを利活用する目的 ■課題の提示 ■動機付け ■教員の説明資料 □学習者の説明資料 

□繰り返しによる定着 ■モデルの提示 □失敗例の提示 

□体験の想起 □比較 □振り返り □体験の代行 

ＩＣＴ利活用の学習効果 ○関心・意欲・態度 ○思考・判断 ○技能・表現 ○知識・理解 

利活用する ICT □PC ■プロジェクタ■スクリーン□ビデオカメラ□デジタル教材 

■その他  

■印：該当する項目 ○印：指導・評価を行った観点 ◎印：特に重視した観点 

 

単元の指導計画 

1 Section 1 (2.5時間) 5 Section 5 (2.5時間) 

2 Section 2 (2.5時間) 6 まとめ 

3 Section 3 (2.5時間) 7  

4 Section 4 (2.5時間) 8  

 

単元の評価基準 

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解 

○ 積極的に授業を聞

き、発言をしている

か。 

○ 意欲的に提出物を

書いているか。 

○ 映像を見て、自分の

考えを持ったか。 

○ 戦争から命の尊さ

について考えようと

しているか。 

○ 自分の考えをしっか

りと表せているか。 

○ 単元から英語表現

を学べているか。 

○ この単元から戦争

に関する単語や表

現を知り、きちんと

使えているか。 

○ 質問に対して、適

宜対応できている

か。 
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授業展開 

 学習活動 指導上の留意点 ＩＣＴ利活用のポイント 

導

入 

5 

分 

○ 最初の導入部の映像を見 

る。 

○ 本時の取り組みを理解す 

る。 

○ 本日の目標を設定する。 

○ 今回のビデオ学習の意味を

理解させる。ただ単にビデオ

を見るだけの授業にならない

ようにする。 

○ 導入部分を視覚に訴え

ることにより、授業に引

き込みやすくなる。 

展

開

40

分 

○ 映像を見て、当時の状況

を確認する。 

○ 先生の質問に対して答え

を考え、プリントに書く。 

 

 

 

○ 時折一時停止を用い

て、考えさせる。 

ま

と

め 

5 

分 

○ 感想を英語で書かせ、提

出させる。どうしても無理

な場合は日本語でも可。 

○ 次の授業の導入 

○ 集中させるように、あまりこち

らから指示を出さない。 

 

 

生徒の変容 
座学で学んだことから映像を見ることによってより印象的な授業になったよう

だ。ドラマなので、多尐加工はしてあるが、生徒は興味を持って見ていた。 

授業者の振り返り 
映像を見せ、視覚的に訴えることは良かったが、それを一時停止などして質

問を投げかけるなどメリハリをつければ良かった。 

ＩＣＴ利活用のポイント 
視覚効果が非常に有効であるので、映像を見るためにＩＣＴを利活用した。 
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神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校 ICT利活用教育実践実例【情報・情報Ｃ】 

 

実践校 神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校（ICT利活用教育重点推進校） 

授業者 浅岡 信義 

実施日 平成 21 年 5 月 13 日 5・6校時 

対象 第 3学年 選択 11名 

教科・科目 情報・情報Ｃ 

単元 情報のデジタル化（ディジタル情報のあらわし方） 

単元のねらい アナログとデジタルの違いを理解し，デジタル化について学ぶ 

授業場所 □普通教室 □特別教室 □実験室 ■PC教室 

□その他（      ） 

授業形態 □講義形式 ■実験・実習 □一斉学習 □グループ学習 

ＩＣＴを利活用する場面 ■導入   ■展開    ■まとめ 

ＩＣＴを利活用する者 ■教員   ■学習者   □その他（      ） 

ＩＣＴを利活用する目的 ■課題の提示 □動機付け ■教員の説明資料 □学習者の説明資料 

□繰り返しによる定着 ■モデルの提示 □失敗例の提示 

□体験の想起 ■比較 □振り返り □体験の代行 

ＩＣＴ利活用の学習効果 ○関心・意欲・態度 ○思考・判断 ◎技能・表現 ◎知識・理解 

利活用する ICT ■PC ■プロジェクタ■スクリーン□ビデオカメラ□デジタル教材 

□その他  

■印：該当する項目 ○印：指導・評価を行った観点 ◎印：特に重視した観点 

 

単元の指導計画 

1 情報量の単位 5 画像の表現 

2 文字の表現 6 動画の表現 

3 文字の表現 7 図形の表現 

4 音の表現 8 立体の表現 

 

単元の評価基準 

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解 

・興味をもって授

業に参加している

か 

・積極的に発言し

ているか 

・人の意見を聞く

態度はどうか 

・授業の記録が丁

寧に記入されてい

るか 

・体重計，時計などの身近な

例を挙げてアナログとデジタ

ルの違いを説明できるか 

・情報の再生・再現，情報の

圧縮，情報の統合などデジタ

ル化の特徴について，ＣＤ，

デジタルカメラなどの身近な

例を挙げて考えることができ

るか 

・音質とファイルサイズを比較

しているか 

・アニメーション

GIF を作成でき

るか 

・音声の取り込

み，加工はでき

るか 

・情報の単位について理解で

きているか 

・文字コードの種類や特徴に

ついて理解できているか 

・10 進数，2 進数，16 進数の

関係について理解できている

か 

・音声や画像のデジタル化

（標本化，量子化，符号化）に

ついて理解できているか 

・解像度や諧調について理解
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できているか 

・カラーの原理，画素，画像の

名称（フルカラー，256 色カラ

ー等）について理解できてい

るか 

・動画，図形表現などについ

て理解できているか 

・音声や動画の計算量を求め

られるか 

 

授業展開 

 学習活動 指導上の留意点 ＩＣＴ利活用のポイント 

導

入 

10 

分 

動画の作成方法の説明 表計算ソフト・エクセルで作業を

おこなうことは擬似体験と認識

させる。 

 

 

 

 

 

 

展

開 

70 

分 

表計算ソフト・エクセルのシー

トに生徒各自で作成する 

1 秒間で 12 コマのアニメーショ

ンを作成するため、時間配分も

考えて作業をさせる。 

表計算ソフト・エクセルのセル

に色をつけて ,マクロでシート

を切り替えてパラパラめくりの

ように動かしていく 

ま

と

め 

20 

分 

生徒が作成したアニメーション

を順番にプロジェクタで投影す

る。 

実際のWebページはGIFアニメ

ーションであることを強調してお

く。 

 

 

生徒の変容 

生徒

作品例 

授業者の振り返り 
 

ＩＣＴ利活用のポイント 
実際に絵を書くより、短時間で作成でき、変更もしやすい。疑似体験を目標と

しているため GIFアニメーションソフトより簡単に作成できる。 
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 ICT 授業研究会（過去 3 年間）の記録 

 

 

 

第 1回 ICT授業研究会 

本年度の取り組み 

普通教室で PCを使ってビデオ上映する実習 

第 2回 ICT授業研究会 

国語科の実践報告 

職員コミュニケーションサイトの紹介 

第 3回 ICT授業研究会 

地歴公民科の実践報告 

生徒が自習できる環境の紹介 

第 4回 ICT授業研究会 

保健体育科の実践報告 

校務情報化の考え方 

第 5回 ICT授業研究会 

理科の実践報告 

NetCommonsの紹介と実習及び意見交換 

 

 

 

第 1回 ICT授業研究会 

本年度の取り組み 

第 2回 ICT授業研究会 

数学科の実践報告 

ICT授業は難しくはないⅠ 

第 3回 ICT授業研究会 

英語科の実践報告 

誰でも作れる ICT教材 

第 4回 ICT授業研究会 

家庭科芸術科の実践報告 

ICT授業は難しくはないⅡ 

第 5回 ICT授業研究会 

情報科・商業科の実践報告 

新しく導入される成績処理支援システムについて 

 

平成 19年度 

平成 20年度 
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第 1回 ICT授業研究会 

本年度の取り組み 

第 2回 ICT授業研究会 

各教科からの実践報告・研修 

第 3回 ICT授業研究会 

ICT フェアの計画・研修 

第 4回 ICT授業研究会 

ICT フェアの反省・研修 

第 5回 ICT授業研究会 

報告冊子作成について・総括 

 

 

注 尚この研究会は「拠点校」であった平成 16年度から実施されていて、30回を数えることになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 21年度 
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校務情報化の試み 

ＰＣ管理担当 

 

茅ケ崎西浜高校ではこれまで紹介してきたＩＣＴ利活用授業の研究と同時に「校務情

報化」の取り組みも行ってきた。そこでここではその試みを紹介したいと思う。 

校務情報化の試みには次の大きな目的がある。 

1．校務を情報化することによって、校務にかかる時間的負担を軽減し、生徒とじ

かに向き合う時間を取り戻すこと。 

2．日常的にすべての教員がコンピュータを操作することによって、コンピュータ

リテラシーを高め、それをＩＣＴ利活用授業実践の礎とすること。 

また、この目的を達成するために以下の具体的実践を行っている。 

1．職員室内に 1人 1台のＰＣ環境を実現すること。 

2．職員室内に職員用ＷＥＢサイトを構築し、情報の共有を図ること。 

3．県が導入した成績処理支援システムを積極的に利用すること。 

1 については経済的に厳しい中、他校から使われなくなった生徒用のＰＣを譲り受ける

ことで何とか実現している。このＰＣは Windows2000 の古い物だが、ＷＥＢアプリケー

ションを主に使い、後はビジネスソフトを使うだけなので何とかなっている。（注 1）ほ

かは学校保有の PC、県が配置したノートＰＣ、一部登録された個人の PCと言う構成だ。 

2 は自作機に Linux を導入してＷＥＢサーバー機として、そこに NetCommons を走らせ

て、朝の打ち合わせをネット上で行ってきた。この 2 年間何のトラブルもなく稼動し続

けた。ネットの朝の打ち合わせもすっかり定着した。（注 2） 

3 についても、作業部会校ということで、県当局、他の作業部会校とともに導入以前の

検証作業を行ってきた。 

以上が本校の校務情報化の試みの概要だが、この試みによって教員の意識も大分変化

してきたように思う。ＩＣＴ利活用授業が活発になってきたことにも繋がっていると考

えている。また、ここまで出来たのは県高校教育課、県行政課情報化推進班の理解と協

力の賜物でもあると考えている。 

 

（注 1）現在は Windows2000の PCはほとんど職員室では使わなくても済むようになった。 

（注 2）Linuxや NetCommonsについては「校内ポータルサイトの構築」を参考にされたい。 
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校内ポータルサイトの構築 
Linux・NetCommnsの導入とその運用の実際 

 

 

 

 

 

 

神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校 

ICT コア研究会 

 

この文書は昨年発行した「ＩＣＴ中間報告研究編」に発表した、「Linux を導入して、Web サーバー

を構築」および「NetCommons の設定」を統合し、学校でポータルサイトを構築運用するための手順

書という形で書き直したものである。 

本校では平成 19 年度から国立情報学研究所が開発サポートする CMS（注 1）である

NetCommonsを使って、校内ポータルサイトを運用している。これによって、朝の打ち合わせの簡素

化、施設予約の簡便化、アンケート機能を使った各種調査集計の迅速化といったことが実現できて

いる。さらに、会議によらずに校内のコミュニケーションを図るツールとしての活用も試みている。 

こうした試みは本校だけでなく、特別支援学校やいくつかの普通高校、職業高校、単位制高校に

も広がりを見せているようだ（注 2）。そこで、本校の取り組みの技術的な側面をこの文書にまとめた

ので、参考にしていただければと思う。 

 

（注 1）コンテンツマネージメントシステムの略。本来は Webページを簡易に作り、更新できるツール 

（注 2）これまでに本校をこの件でいくつかの学校が訪れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

1．Webサーバー機の用意 

 

先ず、校内に Webサーバー機を 1台用意するところから始める。サーバー機を用意するとなると

費用がかなり掛かると思われがちだが、OSに Linuxを使うので一世代古い PCで十分である。本校

では 486の CPUを使った自作 PCで運用している。この PCでの運用でこの 2年間一度も落ちたこ

とがないし、アクセスにストレスもない。ただし、メモリーだけは 2G積むべきである。なお電源もいい

物を使っている点も申し添えておく。アウトレットのサーバー機を購入するのも一つの方法かもしれ

ない。 

また、学校には所属サーバー機が用意されているが、このサーバー機に NetCommonsを導入す

ることも出来ないことはないが、するべきではないと考える。セキュリティの面やNetCommonsがOS

として Linux を推奨している点、さらに運用面から、単独の Web サーバー機を是非用意するべきで

ある。 

 

2．教育委員会への登録 

 

サーバー機が用意できたら、校内のネットワークで使うために教育委員会に登録する必要があ

る。そのためには事前に校内ポータルサイトの運用をしたい旨を相談する必要があると思う。その

上で、システムを使って登録を行う。そのためにはネットワークアダプタの MAC アドレスを事前に調

べ、またウイルス対策ソフトを決めておかなければならない。 

ネットワークアダプタはオンチップのものでも対応できるが、一般的なアダプタを別途セットアップ

するのがいいと思う。オンチップのものだと Linux に対応ができない物が若干あるからだ。（MAC ア

ドレスはラベル印刷されているのでメモしておく。） 

次にウイルス対策ソフトだが、ここは有料の物でなく、フリーの Linux用の ClamAVを使うこととす

る。このソフトの導入と運用については Webページ等の情報を参照されたい。 

これで、登録を済ませれば、IPアドレスを取得できる。 

 

3．Linuxの導入 

 

用意したサーバー機には OS として、Linux を導入する。周知のように Linux にはさまざまなもの

がある。本校ではその中でも 1CD で導入できる VineLinux を使っている。NetCommons は Fedora

を推奨しているのでもちろんそれでもかまわない。以下の手順で導入を行う。 

 

①VineLinuxCDの用意 

職場のPC（WinマシンでもOK）などからVineLinuxの公式サイトに行き、最新バージョンの ISOイ

メージファイルをダウンロードする。 （ただし、環境によって 1時間弱ダウンロードに時間が掛かるの

で、時間帯を選んで行う。） 

その ISOイメージを空のCD-Rに焼く。（ただし、ツールが必要。ただ単にコピーしただけではだめ。

たいてい CD-R ドライブが入っていれば、 専用ソフトもインストールされているはずなので、それを

使ってブートできる CDをつくる。） 
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③ VineLinuxの導入 

マシンが新しければほとんどドライバー設定等は自動でできるが、やや古い場合はしっかりマシ

ンの仕様を調べておく。（Win マシンで古いものは、Win 上で調べておく。特に、ビデオチップ、ディス

プレイ、 LAN カードおよびチップの情報は大切。）また、rootのパスワード、一般ユーザのユーザ名

とパスワードも決めておく。 

マシンが CDブートできるようにして（注）、作成した CDを挿入して、ブートする。 

（注）PCの電源を入れたなら、BIOSに行くキーを見つける。BIOSによって異なるが、たとえば Deleteキーだったりす

る。起動したての画面をよく見ていると、setup の文字とともに表示される。わかったら、もう一度起動しなおして、そ

のキーを押す。BIOS画面で BOOTの設定画面を探して、 FirstBoot を CDに設定して、保存のうえ再起動する。 

インストールの選択画面が出てくるが、ここはフルインストールを選択すべきである。サーバー機

として使う設定でよいが、特に開発環境も導入しておかないと、今後アプリケーションを導入する時、

Windowsと違ってコンパイルが必要だからである。 

このあとは、ほとんど自動でうまく行くはず。(途中情報を入力する場合が出てきたら、先ほどの

収集した情報を入力する。root のパスワード、一般ユーザのユーザ名とパスワードも入れる画面が

終わり近くに出て来る。特に LAN環境に接続する場合は、あらかじめ LANに繋いでおいて、インス

トールを始めるべき。そうすれば、すぐにインターネットに繋ぐことができる。インターネット環境が 

Linuxでできさえすれば、その後はいろいろ設定できる。） 

 

③ネットワークの設定 

この後の設定はインターネットに接続していないとできないので、先ずはインターネットの接続環

境を整える。 

インストールできた Linuxに rootでログインする。 

ネットワークの設定画面を探して、委員会から与えられた IP アドレス、及びプロクシのアドレスを

設定する。（既にインストール時に IP設定は出来ているかもしれないが） 

ブラウザ（Firefox が入っている）のアイコンを探して、（ここでも Proxy の設定が必要かもしれない）

繋いで見る。（もちろんネットワークに接続していること） 

問題なく、接続できれば VineLinuxの公式ページが表示される。 

ファイアーウォールの設定画面を探して、設定を解除する。 

 

④VineLinuxのアップデート 

コンソール画面（コマンドを入力できる画面）を探して、起動する。 

 # apt-get update 

 # apt-get upgrade （4.1で導入した場合、時間がかかる） 

 # apt-get update  （もう一度やる必要があるかもしれない） 

 # chkconfig irqbalance off 

（irqbalanceは、マルチ CPU環境(DUAL CPU、Hiper Threading  等)での割り込み処理を制御するもので、シングル

CPU環境では動作しないので停止する。） 

（注）プロクシを使っている環境では「apt-get update」がうまくいかないかもしれない。その時は以下のコマンドを打っ

てから試みる。 

 # export http_proxy=http://（PROXYサーバーのアドレス）:ポート№/ 

これで一応 Linuxのサーバー機の完成である。 
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4．Xamppの導入 

 

こうして出来た Linuxマシンを Webサーバー機として使うには、Webサーバーソフト及びデータベ

ースソフト、さらには CGI を実行するプログラム言語が必要である。具体的には Apache・MySql・

PHPだ。かつてはこの導入が面倒だったが、現在はこの 3つを同時に導入できる Xamppというパッ

ケージがある。以下この導入について説明する。 

 

①Xampp for linuxのダウンロード 

先ずは Xampp for linux を公式サイトからダウンロードする。 

 xampp-linux-1.7.tar.gz 

 

②Xampp for linuxの導入 

次に以下の方法で導入する。 

コンソール画面（コマンドを入力できる画面）を探して、起動し、 

# tar xvfz xampp-linux-1. 7.tar.gz -C /opt 

とタイプすると、これでインストールは終了である。 

 

③Xampp for linuxの設定 

今度は etc/rc.d/rc.local というファイルをエディタで開き、最後の行に「/opt/lampp/lampp start」

と記入し、 上書き保存する。こうすると次回起動時に Xamppが自動起動できる。 

早速再起動する。これで XAMPPはインストールでき、起動もしているはずだ。 

 

④クライアントからのアクセス 

そこで同じネットワークのクライアントから、IE などのブラウザで Xampp をインストールしたマシン

の IPアドレスにアクセスする。 

（ただし、プロクシを使っているので例外に記入する。今後もこのサーバーにアクセスすることになるので、このサーバー

の IP アドレスが例外規定に反映するように所属サーバーの OU の IE 設定に記述しておくとよい。この点については教

育ネットのポータルサイトにマニュアルがある。また、一部の Fujitu のノート PC はレジストリに proxyoverride の記述が

あって、それがスタートアップで行われる設定になっているので、うまくいかない場合があるかもしれない。その場合は

その記述にこのサーバーの IP アドレスを加えるか、そのスタートアップを削除する。これはすべてクライアントの設定で

ある。） 

Xampp が起動したら、日本語を選び、左側のメニューからセキュリティを選んで、その指示に従う。

Linuxマシンからコンソールで 

# /opt/lampp/lampp security  

とコマンドして、画面にしたがってセキュリティの設定をする。XamppのパスとMySQLの rootのパス

の設定である。これは後で NetCommonsの設定で必要になるので、しっかり覚えておく。 

これで Webサーバーの出来上がりである。 
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5．NetCommonsの導入 

 

①NetCommonsのダウンロード 

NetCommonsの公式サイトから NetCommonsの最新バージョンをダウンロードする。 

 

②NetCommons2.1の導入 

それを/tmpに展開する。 

#tar xvfz NetCommons-2.1.0.1.tar.gz -C /tmp 

NetCommons の本体は「 htdocs 」 「maple 」 「 webapp 」なので、ドキュメントルートである

/opt/lampp/htdocs にこの 3つをコピーする。 

# cp -r /tmp/NetCommons-2.0.1.0/html/* /opt/lampp/htdocs 

ディレクトリを移動して、ファイル・ディレクトリの一覧を確認する。 

# cd /opt/lampp/htdocs           

# ls -a -l 

そうすると、Xampp関係のファイルやディレクトリとともに、以下ががあるはずだ。 

drwxr-xr-x  3 root root 4096  12月 23日 03:42 htdocs 

-rw-r--r--  1 root root 2172  12月 23日 03:42 index.php 

drwxr-xr-x 14 root root 4096  12月 23日 03:42 maple 

drwxr-xr-x 11 root root 4096  12月 23日 03:43 webapp 

しかし、所有者が rootに変わってしまったので、Apacheの実行ユーザである apacheに変更する。 

# chown -R apache:apache /opt/lampp/htdocs/htdocs 

# chown -R apache:apache /opt/lampp/htdocs/maple 

# chown -R apache:apache /opt/lampp/htdocs/webapp 

また、手引きにしたがってアクセス権の変更をする。 

# chmod 777 /opt/lampp/htdocs/webapp/config/install.inc.php 

# chmod 777 /opt/lampp/htdocs/webapp/uploads/ 

# chmod 777 /opt/lampp/htdocs/webapp/templates_c/ 

# chmod 777 /opt/lampp/htdocs/htdocs/ 

# chmod 444 /opt/lampp/htdocs/htdocs/index.php 

これで、Linuxマシンに基本的にNetCommons2.1が導入された。この後はクライアントから設定を

する。 

 

③クライアントからのアクセス 

Windows側の webブラウザから「http://（Linuxマシンのアドレス）/htdocs」にアクセスする。 

そうするとインストール画面が表示される。後は画面の指示に従って行ってインストールをする。 

 

④NetCommons2.1の導入完了 

最初にデータベースユーザを入力する画面があるので、そこには mysql で作成したユーザとその

パスワードを入力する。最後にもう一度 Linuxマシンに戻ってアクセス権の変更をする。 

 # chmod 444 /opt/lampp/htdocs/webapp/config/install.inc.php 

そして、Windows 側のブラウザでアクセスし直すと「Netcommons のインストールが完了しました。」

と表示が出て、インストール作業は完了である。 
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6．NetCommonsの設定 

 

NetCommonsがインストールできたので、ページの設定をしていく。 

 

①� クライアントからのアクセス 

先ず、クライアントから IE などのブラウザを使ってアクセスする。この時、ローカルで運用するの

で、もしプロクシの設定をしてある場合は IE の接続の詳細設定で例外サイトにサーバーのアドレス

を記述しておく。その上で、 

http://サーバーの IPアドレス/htdocs(コモンズを置いたディレクトリ）/ 

にアクセスする。 

 

②管理者でログイン 

はじめてアクセスすると、「インストールが成功しました」という初期画面が現れる。このページは

トップページといわれるもので、ユーザがアクセスすると現れるページである。ここを変更すれば、

誰もが閲覧できるページを作ることができる。ただ、このページを変更するにはログインする必要が

ある。右上のログインボタンを押し、管理者でログインする。(管理者の ID及びパスワードはインスト

ールの際に入力したものだ。) 

 

③ルーム（スペース）の理解 

さて、ログインを終えると、異なる画面になる。ここがコモンズの特徴で、このページは「マイルー

ム」といわれるログインした管理者のページだ。このページは管理者だけが利用できるページであ

る。ただ、この「マイルーム」はその他のユーザにも、それぞれ作られる形になっているので、ログイ

ンしたユーザごとに設定できるページである。 

さらにもう一つ「グループルーム」というページを作ることもできる。これは管理者が作らないと現

れないが、ユーザをグループに分け、そのグループに属するユーザだけがアクセスできるページ

だ。 

そして、誰もがアクセスできるのが、「トップページ」というわけだ。先ずこの「ルーム」という概念を

理解することが大事である。 

ただし、2.0 以降は「ルーム」という語ではなく、「スペース」という概念を導入している。すなわちコ

モンズには、パブリックスペース、プライベートスペース、グループスペースの 3つのスペースがあり、

そこに「ルーム」を作るという形になったようだ。 

ともかく、コミュニケーションサイトを構築するときに、それが不特定多数の人間がアクセスするも

のなのか、そうでないかによって各「スペース」の設定およびコンテンツが違ってくる。学校内でのイ

ントラネットであれば、ログインが必要でない「トップページ」（パブリックスペース）にさまざまな情報

を載せたり、掲示板を載せたりしてしてもいいだろう。また、グループスペースはテーマ別にしてもい

いし、業務の分野別にしてもいいと思われる。 

ここではイントラネット環境での運用を考えているので、その点を理解して置いて欲しい。 

④トップページの設定 

では、トップページの設定をしていきたいと思う。 

まず、ルームを移動する。今は「マイルーム」（プライベートスペース）にいるわけだから。 

左のリンク「トップページ」をクリックする。次に右上の「セッティングモード」をクリックする。そして、
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右上のページスタイルを選択する。ここでいろいろなページの設定ができる。はじめはあまり凝らず

に、代表的な配置と配色を選んでおきとよい。配置は上に 1段、下の 1段に横 3列の形を選んでみ

た。 

 

⑤「お知らせ」モジュールを使う 

次に上部にあるＮＣのロゴを変更する。そのロゴにマウスを持っていくと、スパナのアイコンと×

マークが出てくる。スパナのアイコンは「編集」、×マークは「削除」だ。「編集」を選んでみよう。そう

するとコモンズのワープロが起動する。そこにロゴが表示されているはずだ。 

このワープロはさまざまな場面で使う。けっこう高機能だ。絵を貼ったり、リンクをつけたり、ＨＴＭ

Ｌを記述したり、Ｔｅｘも使うことができる。ここは「おしらせ」のモジュールを使っていて、この「おしら

せ」モジュールはコモンズのコンテンツの中心的存在だが、ここに表示したい内容を書いていけば、

それだけでサイトが出来上がってしまうというわけだ。 

では、このロゴをワープロ上で切り取り、サイト名をフォントを工夫して書いておこう。後で、画像

を用意して貼りつけたりすると見栄えがよくなる。 

次に、「インストールが成功しました」という「お知らせ」モジュールを「削除」してしまおう。後はここ

にモジュールを追加していけばいいわけだ。とりあえず、一つ「お知らせ」モジュールを追加して、

「このサイトについて」という題名で、何か書いておこう。題名は「お知らせ」という部分をダブルクリ

ックすれば編集できる。スパナのアイコンをクリックすれば、本文の編集だけでなく、このブロックの

表示設定がいろいろできる。ブロックの最小の大きさを 400ピクセルにしておくといいと思う。「ブロッ

クスタイル」→「一般」→最小の広さ、で設定できる。また、ブロックの装飾もやっておこう。「ブロック

スタイル」→「テーマ」で設定できる。 

 

⑥「カレンダー」モジュールを使う 

次に右の列に「カレンダー」モジュールを追加しよう。月表示（縮小）で決定する。その月のカレン

ダーが表示されるはずだ。実はこの「カレンダー」モジュールはとても高機能だ。いわばスケジュラ

ーになっている。予定をあらかじめ記入できるし、日表示にすれば、「今日の予定」を表示する形が

できる。また、スケジュラーだからユーザ全員で共有もできるし、「マイルーム」で使えば個人のスケ

ジュラーにもなる。では一つだけ予定を記述してみよう。予定を入れたい日を選んでクリックし、予

定の追加をクリックして記入する。詳しく記入したい場合は「詳細な登録」をクリックして記入する。 

 

⑦グループルーム（グループスペース）の設定 

グループスペースの設定をしてみよう。右上の「管理」をクリックする。この「管理」は、管理者が

いろいろな設定を行うところだ。この後もいろいろと使うことになる。ここでは「ルーム管理」を選択す

る。そして「グループスペース」を選択し、右上のルーム作成ボタンをクリックし、グループスペース

にグループルームを作成する。特にここで重要なのは「参加者」の登録だ。まだ、ユーザの登録は

していないので実際にはできないがユーザ登録後にやってみよう。グループを登録するわけだ。

「管理終了」ボタンをクリックして、終了だ。 

トップページに戻ってみよう。メニューのところにグループスペースとその下に作ったグループ名

が記されているはずだ。 
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⑧「掲示板」モジュールを使う 

新しく作ったグループルームへ行ってみる。メニューから、そのルーム名をクリックする。セッティ

ングモードにして、まずはページスタイルをやろう。そして、モジュールの追加で掲示板を選択する。 

掲示板の各種設定をする。新規作成で掲示板の名前、根記事を書く権限を設定する。ブロックスタ

イルで見栄えを良くしよう。 

ここで、掲示板で注意するべき点は以下の点なので、その点を理解した上で設定しよう。 

モジュールとしての掲示板には複数の掲示板を登録できるが、表示できるのは一つであること。

登録した掲示板には複数の根記事を書くことができること。 

掲示板をいわゆる意見交換の場としてではなく、「お知らせ」的に使うことができること。 

では根記事を一つ書いておこう。 

 

⑨「アンケート」モジュールを使う 

アンケートモジュールを使ってみよう。これはかなり使えるものだ。モジュールの追加でアンケー

トを選択する。後はアンケートを実際に作ってみよう。何より集計が自動で行われるのがいい。学校

などではいろいろな使い方ができるはずだ。 

 

⑩その他の機能 

結局、コモンズはモジュールをどう使いこなすかが、ポイントである。いろいろなモジュールの機

能を知ることが大事だと思う。いろいろやってみるといいと思う。 

 

⑪ユーザ設定 

これは管理者がやらなければならない、作業だ。イントラで使う場合はあらかじめユーザを登録

しておいて、パスやＩＤも決めておくといいかと思う。また、権限の登録ができるので、組織のセキュ

リテポリシーに基づいて行うといいと思う。 

 

⑫最後に 

つたない説明でだったが、マニュアルがネット上にあるので、そこを参考に実際に設定してみると

よいと思われる。 

 http://www.netcommons.org/nc20/nc20_manual/japanese/index.html 

 

7．NetCommonsの運用 

 

ここでは NetCommonsを運用する上での若干の注意点や今後に行うべきことなどに触れておく。 

まず、NetCommonsを校内で運用するには職員室で使う場合 1人 1台環境が必須だということだ。

クライアントPCが全員になければ、ほとんど使用価値はないと言っていい。先ずはこの点が大事だ。

次に大事なのは始めからあまり多くの機能を盛らないことだと思える。「朝の打ち合わせ」から始め

るとよいと思う。ただ、アンケート機能や施設予約機能などはとても便利なので導入するといいと思

う。ユーザに便利さを実感させることが大事だからだ。 

後はメンテナンスを行う人を固定することも大事だ。管理者をしっかり決めること、またユーザの

権限を厳密に決めることも大事かと思われる。 

このポータルサイトの導入によって、いくらかでも校務が軽減することを願っている。 
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なお、前回の冊子で掲載した Ruby on Railsについての文書は今回掲載しませんでした。 
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