
活用機器について
・①デフォルトの呼びかけが簡単であること、②画面がついていること（聴覚だけで

なく視覚からも情報が得られる）、③スキルが多く搭載されていること、④カメラ

が搭載されていること。以上、４点の条件を満たすAmazon Echo Show８を使用する

こととしました。以下、一般的に呼ばれている『アレクサ』とします。

取り扱いの留意点
・本事例集は、本校で活用しているAIスピーカー（Amazon Echo Show８）のスキル・

機能の中から、取り組みやすい内容を抜粋しています。特定の機器や機能の活用を

推奨するものではありません。

・本事例集におけるジャンルや機能等は、すべての内容や考え方を反映しているもの

ではありません。

・呼びかけ方や機能は、活用した要約になります。内容に多少の差異があるかもしれ

ません。予め、ご承知おきください。

附記
・本実践事例は、パナソニック教育財団2021年度実践研究助成によって行われたもの

を含みます。

本校におけるAIスピーカーの実践事例集（2022.３）
～すぐに使える『アレクサ』の活用方法のまとめ～



実践事例集の見方・ポイント
～活用前にお読みください～

スキルを①会話、②生
活支援、③メディア、
④コミュニケーション、
⑤学習、⑥遊びの６つ
のジャンルに分類して
います

どのようなねらいで活用
しているかを書いてい
ます

アレクサと呼びかけた後
の呼びかけ方になってい
ます

取り組みの内容(流れ)に
ついて書いています

活用した機能について簡
潔に説明しています

取り組んだ成果(変化)、
考察、教員からの見立て
を書いています



何の日かを聞く
No.01

タイトル 『アレクサ』を参考にスピーチをしよう！

ジャンル 会話（何の日かを聞く）

ねらい スピーチスキルの向上

活用場面 登校時

呼びかけ方 「今日は何の日？」等

取り組んだ生徒は、取り組みを始めて「～です。～です。終わります。」のように内容ごとに
話を区切ってスピーチするようになってきた。『アレクサ』が実際に何の日かを話し、文字で
も確認することもできるため、口頭だけの指導に比べて参考になりやすかったと考えられる。

画面の様子

登校後に『アレクサ』に何の日かを聞いて、話し方を参考にするよう促した。特に、話の区切
り（句点の数）や接続詞の使い方について確認するように指導を行った。

（実施者）

高等部・向 田

（記入者）

高等部・和久田

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけると、何の日であるかと、その日についての説明を30秒程度で話し、読み上げられる
言葉が画面に表示される。何の日であるかの内容は多岐に渡り、日常生活で耳にしない言葉も
出てくることがある。

『12月６日は、音の日です。1872年のこ
の日、アメリカのトーマス・エジソ…』

次へ



リマインダーを設定する
No.02

タイトル 自分で時間を管理しよう！

ジャンル 生活支援（リマインダーを設定する）

ねらい 時間を意識して行動する

活用場面 登校時、朝の会、昼休み

呼びかけ方 「リマインダーを設定」等

取り組んだ生徒は、リマインダーで設定したアラーム音を聞くことで、移動教室や下校の準備
を始めることができた。教室内でアラーム音が鳴るため、設定した生徒以外の生徒も準備を始
める様子が見られた。

画面の様子

登校時に移動教室の時刻や下校時刻を確認して、準備を始める時刻のリマインダーを設定する
よう促した。設定した時刻にアラーム音が鳴り、教員から促される前に準備を始められるよう
にした。

（実施者）

高等部・向 田

（記入者）

高等部・向 田

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけをして、①リマインダーに設定したい内容、②設定したい日時の順で登録することで
設定した日時になるとアラーム音が鳴り、設定した内容を教えてくれる。

11月10日（水）11：00…（ピコーン）
『片付けのリマインダーです。』

次へ前へ



天気を聞く
No.03

タイトル キャスターのように天気を発表しよう！

ジャンル 会話（天気を聞く）

ねらい 聞き取とりの向上、聞き取った内容の発表の練習

活用場面 登校時、朝の会

呼びかけ方 「今日の天気は？」「天気を教えて」等

取り組んだ生徒は、継続して行うことで、今日の天気や最高気温を聞き取れるようになった。
取り組み前は「今日の天気は、晴れ(or雨)です」という内容であったが、「晴れときどきくも
りです」や「今日は雨が降るかもしれません」のように発表できるようになった。

画面の様子

登校時に『アレクサ』に「今日の天気は？」と天気を確認させた。今日（１日）の天気、最高
気温、最低気温にポイントを絞って聞き取るように促し、朝の会の今日の天気を発表する時間
で発表させた。

（実施者）
高等部・和久田
高等部・土 谷

（記入者）

高等部・和久田

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけに対して、現在地の現在の天気と気温、今日（１日）の天気、最高気温、最低気温、
注意報等の順番に教えてくれる。最初に注意報等を話すこともあるが、話す順番は毎回ほとん
ど同じである。

『高根２（丁目）の現在の天気は、おお
むね曇りで、気温は摂氏15度です。…』

次へ前へ



やることリストを設定する
No.04

タイトル うっかり忘れをなくそう！

ジャンル 生活支援（やることリストを設定する）

ねらい 持ち物や予定の把握

活用場面 登校時、帰りの会

呼びかけ方 「やることリストを追加 or 見せて」等

取り組んだ生徒は、臨時の予定や持ち物等を追加していき、完了するごとにリストから削除す
ることで、忘れているリストの内容に気付くことができた。予定を一覧表とし整理する習慣が
身につき、数日後の予定や持ち物等のうっかり忘れを減らすきっかけになった。

画面の様子

臨時に入った予定や持ち物をその都度やることリストに追加するよう促した。登校時に「やる
ことリストを見せて」と呼びかけてリストを確認し、下校時に再度確認をして完了をしたもの
を削除させるようにした。

（実施者）

高等部・向 田

（記入者）

高等部・向 田

機 能

内 容

成果・考察

「やることリストに追加」の後にリストへ追加したいことを話すことで、リストに加えること
ができる。その後、「やることリストを見せて」と呼びかけると、追加したやることリストを
確認することができる。

『やることリストには、次の項目があり
ます。』

次へ前へ



豆知識を聞く
No.05

タイトル 雑学博士になろう！

ジャンル 会話（豆知識を聞く）

ねらい
興味・関心を広げる、コミュニケーション能力の
向上

活用場面 登校時、朝の会

呼びかけ方 「今日の豆知識を教えて」等

取り組んだ生徒は、聞き取った内容を朝の会で発表することで、交流の少ない友達と話をする
きっかけになっていた。発表後の振り返りで「もっと詳しく説明できるようになりたい」とい
う感想を言い、分かりやすい発表をしたいという意欲に繋がったと考えられる。

画面の様子

登校時に『アレクサ』に豆知識の内容を確認して、聞き取った内容を朝の会で発表させた。友
達や教員が知らないことも含まれていたり内容が多岐にわたったりするため、その後の会話に
繋げるようにした。

（実施者）

高等部・向 田

（記入者）

高等部・向 田

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけをすることで、日常生活に関する豆知識やすぐ使えそうな豆知識を確認することがで
きる。繰り返し呼びかけると、１日に数種類の豆知識を順番に話す。ためになるような内容も
あるが、笑ってしまうような内容を話すこともある。

『人間の髪の毛は、湿度が高いほど伸び、
低ければその分、縮んでしまうのだ…』

次へ前へ



なぞなぞを聞く
No.06

タイトル 解けるかな？アレクサ『なぞなぞ』

ジャンル 遊び（なぞなぞを聞く）

ねらい 興味・関心を広げる、友達との交流

活用場面 登校時、朝の会

呼びかけ方 「なぞなぞ」等

取り組んだ生徒は、聞き取った内容を発表することで、普段は交流することが少ない友達と話
をするきっかけになった。友達からの「どうして？」の質問に対して、理由を考えて説明する
ことができた。

画面の様子

登校時、『アレクサ』に「なぞなぞ」と呼びかけて問題に取り組んだ。答えに納得できないと
きには、周りの教員に質問し、理由を説明できるように準備した。朝の会で同じ問題を友達に
出題し、答え合わせ後に解説させた。

（実施者）

高等部・向 田

（記入者）

高等部・向 田

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけをすることで、なぞなぞが出題される。出題の後、数秒経過すると答えが発表される。

『お花が咲くと、県民が喜ぶ都道府県は、
どーこだ？』（数秒後）『正解は、…』

次へ前へ



しりとりをする
No.07

タイトル しりとりで友達と仲良くなろう！

ジャンル 遊び（しりとりをする）

ねらい 友達との交流、余暇の充実

活用場面 昼休み

呼びかけ方 「しりとり」等

普段、なかなか話すことがない生徒同士であったが、難易度や順番を２人で決める様子が見ら
れた。聞き取ってもらえないときや間違った聞き取りをされたときに２人で笑う様子があった。
直接話すことはハードルが高いが、ゲームを通すことで話しやすくなったと考えられる。

画面の様子

昼休みの際、生徒２名が『アレクサ』としりとりを行った。『アレクサ』が言うと生徒が返答
し、『アレクサ』が返すと、別の生徒が返答して、『アレクサ』と生徒２人が交互にしりとり
を行った。（生徒らが自ら遊んでいた）

（実施者）

高等部・和久田

（記入者）

高等部・和久田

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけをすると、難易度を指定して『アレクサ』と呼びかけた人で交互にしりとりができる。
聞き取りが良くないことも多く、日常的に使用する言葉以外だと正確に聞き取られない（通じ
ないこと）も多い。

『レベル簡単でしりとりを始めます。で
は、私から…「しりとり」』…

次へ前へ



写真を検索する
No.08

タイトル 気になったものを写真で確認しよう！

ジャンル 学習（写真を検索する）

ねらい 気になったことを自分で調べる習慣をつける

活用場面 学校生活全般（授業、昼休み、朝の会等）

呼びかけ方 「○○の写真を見せて」等

取り組んだ生徒は、iPadを使用してのスムーズな文字入力が難しいが、『アレクサ』は音声の
みで検索できるため、積極的に検索しようとしていた。簡単に検索できることが、自分から調
べる意欲に繋がったと考えられる。

画面の様子

生徒が気になったものや知らなかったものを、その都度、『アレクサ』に確認するよう促した。
検索で出たものを見て、生徒と検索したものを確認するようにした。

（実施者）

高等部・向 田

（記入者）

高等部・向 田

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけをすると画像が検索され、関連画像が複数画面上に表示される。選択することで画像
を大きくすることができる。

『インターネットでの検索結果です。』

次へ前へ



レシピを検索する
No.09

タイトル おすすめ料理を紹介しよう！

ジャンル 生活支援（レシピを検索する）

ねらい 余暇の充実、思い出の振り返り

活用場面 自立活動等

呼びかけ方 「○○のレシピを見せて」等

取り組んだ生徒は、自分が食べた料理のレシピを検索することができた。この活動を通して、
料理名が分からず自分の食べたものが紹介できないことが少なくなった。複数提示されること
で、自分の食べたものに近い料理を選択しやすかったと考えられる。

画面の様子

教員が昨日食べた料理を『アレクサ』を使って紹介させた。その後、生徒が昨日食べた野菜を
思い出し、料理を検索して、自分が食べた料理１品紹介するよう促した。

（記入者）

高等部・和久田

機 能

内 容

成果・考察

料理メニューや素材を指定して呼びかけをすることで、そのメニューや素材に関するレシピが
複数画面上に表示される。「○番の手順を教えて」と呼びかけると、○番に表示された手順表
が開かれて教えてくれる。

『クックパッドがお答えします。ゴーヤ
ですね。レシピを見つけました。作…』

（実施者）

高等部・和久田

次へ前へ



アレクササンバ
No.10

タイトル みんなで踊ろう！『アレクササンバ』

ジャンル 遊び（アレクササンバ）

ねらい 余暇の充実

活用場面 朝の会、休み時間

呼びかけ方 「アレクササンバ」等

『アレクササンバ』が流れると生徒たちが笑顔になったり、「アレクササンバだ！」と声を出
したりしていた。また、休み時間に『アレクササンバ』を流して、余暇の過ごし方の１つとし
て生徒が音楽やダンスを楽しんでいた。

画面の様子

生徒からのリクエストで、朝の会の朝の歌として活用した。『アレクササンバ』を流して、歌
を歌ったり、キャラクターのダンスを見ながら一緒に踊ったりした。

（記入者）

高等部・和久田

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけると、軽快なメロディーとともに画面上で可愛らしいキャラクターがダンスを踊る。
メロディーは耳に残りやすく、ダンスも簡単なため、すぐに覚えることができる。

『ア、ア、レ、レ、ク、ク、サ、サ、ア、
ア、レ、レ、ク、ク、サ、サ、アレ…』

（実施者）
高等部・和久田
高等部・渡 辺

前へ 次へ



音楽を聴く
No.11

タイトル 好きな曲を見つけよう！

ジャンル メディア（音楽を聴く）

ねらい 興味・関心を広げる、メモを取る練習

活用場面 休み時間

呼びかけ方 「音楽をかけて」「次の曲にして」 等

取り組んだ生徒は、苦手なアルファベットや漢字を、画面に表示される曲名からメモすること
ができた。『アレクサ』は好みを学習しておすすめの曲を再生してくれるので、好きな曲を見
つけやすかったと思われる。

画面の様子

家庭にインターネット環境がない音楽に興味のある生徒が、『アレクサ』で再生される曲の中
から気に入った曲名をノートにメモし、好きな曲リストを作成させた。

（記入者）

高等部・三 輪

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけることで、『アレクサ』がおすすめの曲を再生する。「次の曲にして」と呼びかける
と、再生している曲と似たジャンルの別の曲が再生される。音量も呼びかけで調整ができる。
（Amazonプライム会員になると曲を指定して流すことができる）

（実施者）

高等部・三 輪

次へ前へ

『Amazon Musicでお気に入りの楽曲を
ベースに再生します。』…♪



天気を聞く
No.12

タイトル 天気予報を正確に発表しよう！

ジャンル 会話（天気を聞く）

ねらい 短期記憶の向上、正確に伝える

活用場面 朝の会

呼びかけ方 「今日の天気を教えて」「今日の天気は」等

はじめは発表する内容の順序がバラバラで、内容も不正確なことが多かったが、『アレクサ』
が読み上げた順序で発表を促したことで、天気予報を正確に記憶して発表することができるよ
うになった。

朝の会の前に天気を確認させ、朝の会で聞き取った内容を正確に発表するよう促した。忘れた
場合は「わかりません」と報告することを習慣とした。

（記入者）

高等部・三 輪

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけに対して、現在地の現在の天気と気温、今日（１日）の天気、最高気温、最低気温、
注意報等の順番に教えてくれる。最初に注意報等を話すこともあるが、話す順番は毎回ほとん
ど同じである。

（実施者）

高等部・三 輪

次へ前へ

画面の様子

『高根２（丁目）の現在の天気は、おお
むね曇りで、気温は摂氏15度です。…』



天気を聞く
No.13

タイトル 『アレクサ』に天気を聞こう！

ジャンル 会話（天気を聞く）

ねらい 音声操作の便利さを体感する、聞きとる力の向上

活用場面 朝の会

呼びかけ方 「今日の天気を教えて」「今日の天気は」等

最初は天気予報を聞きとれてないことが多かったが、３ヶ月程経つと、３つの質問（今後の天
気・最高気温・最低気温）のほぼ全てに正解できるようになった。また、今回の取り組みを通
して、なんとなくではなく、一つ一つの情報を正確に聞きとろうという意識が向上した。

画面の様子

日直の生徒が、朝の会の天気コーナーで『アレクサ』に話しかけ、今後の天気・最高気温・最
低気温を聞き取るよう促した。聞き取った内容が合っているか、再度質問し答え合わせさせた。

（記入者）

高等部・横 山

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけに対して、現在地の現在の天気と気温、今日（１日）の天気、最高気温、最低気温、
注意報等の順番に教えてくれる。最初に注意報等を話すこともあるが、話す順番は毎回ほとん
ど同じである。

（実施者）
高等部・湯 田
高等部・横 山

次へ前へ

『高根２（丁目）の現在の天気は、おお
むね曇りで、気温は摂氏15度です。…』



ニュースを聞く
No.14

タイトル 『アレクサ』にニュースを聞こう！

ジャンル 会話（ニュースを聞く）

ねらい
音声入力の便利さを体感する、社会の情勢に興味
を持つ

活用場面 朝の会

呼びかけ方 「今日のニュース教えて」等

はじめは、興味のあることばかりでないため、生徒達の反応が薄いときもあった。しかし、続
けていくことで、いろいろなニュースを見ようとする意識が醸成された。

画面の様子

朝の会で、ニュースを聞くことを通して社会情勢について知らせる。少々理解の難しい内容の
場合は、教員が補足説明をした。

（記入者）

中学部・横 山

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけると、テレビ局が作成したニュースが２分程度流れる。文字や音声だけでなく、映像
がともに流れることで理解しやすい。テレビ局のニュースが流れるため、生徒の興味がある内
容に限定されず、幅広く情報を得ることができる。

『○○○さん、最新のニュースです。』
（ピッコーン）

（実施者）

中学部・横 山

次へ前へ



音楽を聴く
No.15

タイトル 好きな曲を聴こう！

ジャンル メディア（音楽を聴く）

ねらい 言葉を明瞭に話す

活用場面 昼休み

呼びかけ方 「○○の曲をかけて」等

取り組んだ生徒は、自発的に『アレクサ』の前に行き「アレクサ、○○の曲をかけて」という
ことができるようになった。また、『アレクサ』の反応がないときには話す速さを変えて、反
応するまで試行錯誤しながら言うようになった。

画面の様子

昼休みの余暇活動として、曲を聴きたいときに『アレクサ』へ好きな曲を呼びかけるように促
した。呼びかけに『アレクサ』が反応しないときには、ゆっくり話すように指導した。

（記入者）

中学部・大 貫

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけると『アレクサ』が○○（例：アニメ）に関連する曲を再生する。Amazonプライム会
員でない場合は、○○と関連しない曲が再生されることもある。（Amazonプライム会員は曲を
指定できる）

（実施者）

中学部・新 野

次へ前へ

『Amazon Musicでお気に入りの楽曲を
ベースに再生します。』…♪



しりとりをする
No.16

タイトル アレクサとあそぼう！

ジャンル 遊び（しりとりをする）

ねらい
獲得している語彙の表出、余暇の充実、相手の話
をしっかり聞く

活用場面 昼休み

呼びかけ方 「しりとりをしよう」等

取り組んだ生徒は、しりとりのルールを理解し、『アレクサ』からの出題に対して知っている
言葉で受け答えすることができた。『アレクサ』が聞き取れないときには言い換えたり、タイ
ミングを少しずらしたりする等、工夫して取り組むようになった。

画面の様子

『アレクサ』の機能を紹介した後に、生徒自身で「アレクサしりとりをしよう」と呼びかけて
いた。『アレクサ』からの反応に対して、受け答えするタイミングを指導し、スムーズなやり
取りを意識しながら取り組めるように促した。

（記入者）

中学部・大 貫

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけをすると、難易度を指定して『アレクサ』と呼びかけた人で交互にしりとりができる。
反応が遅かったり、聞き取れないときに『アレクサ』が再度、語尾を言って回答を促してれる。

（実施者）

中学部・大 貫

次へ前へ

『レベル簡単でしりとりを始めます。で
は、私から…「しりとり」』…



音楽を聴く
No.17

タイトル アレクサで音楽を流そう！

ジャンル メディア（音楽を聴く）

ねらい 余暇活動の充実

活用場面 国語・数学、自立活動、昼休み

呼びかけ方
「〇〇（アーティスト）の曲かけて」
「オルゴールの曲をかけて」等

取り組んだ生徒は、以前はVOCAを膝の上に置くだけで体を反って拒否をしていたが、VOCAを押
すことで『アレクサ』が反応し曲をかけてくれることを理解しつつあり、VOCAを膝の上におい
ても体を反らすことが少なくなってきた。

画面の様子

VOCAに音声を録音し、生徒が興味関心のある音楽やアーティストの音楽を流せるようにした。
その後、音楽を聞きたいタイミングで、『アレクサ』に向けてVOCAを押して呼びかけるように
促した。

（記入者）

中学部・大 貫

機 能

内 容

成果・考察

アーティストやジャンルを指定して呼びかけることで、指定してものと似た曲がAmazon music
で音楽を再生される。（Amazonプライム会員になると曲を指定して流すことができる）

（実施者）

中学部・大 貫

次へ前へ

『Amazon Musicでお気に入りの楽曲を
ベースに再生します。』…♪



漢字を確認する
No.18

タイトル アレクサで漢字の書き方をおぼえよう！

ジャンル 学習（漢字を確認する）

ねらい
気になったことを自分で調べる習慣をつける、
漢字の書き順、形をおぼえる

活用場面 自立活動

呼びかけ方 「○○の漢字の書き方を教えて」等

取り組んだ生徒は、書き順分からない漢字をすぐに『アレクサ』で検索して確認し、丁寧に記
入する姿がみられた。『アレクサ』の学習後に抜き打ちで小テストを実施すると全問正解する
ことができた。

画面の様子

漢字の書き順を何も見ないでプリントに記入させ、その後、『アレクサ』に呼びかけ漢字の書
き方を確認させた。書き順が合っていれば「〇」を間違っていたら書き順を確認しながらもう
一度記入させた。

（記入者）

高等部・向 田

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけると、漢字がディスプレイに表示され、漢字を書くようなアニメーションで書き順が
示される。
※同音異義語は異なる漢字が表示されることがある。

『令和の漢字は、命令の「令」に和服の
「和」です。』

（実施者）

高等部・向 田

次へ前へ



カレンダーを設定する
No.19

タイトル 今週の予定を自分で確認して過ごそう！

ジャンル 生活支援（カレンダーの設定する）

ねらい 予定を意識して行動する

活用場面 登校時、下校時

呼びかけ方
「カレンダーを設定して」
「カレンダーを見せて」等

取り組んだ生徒は、各授業について「今日は何をするんですか？」と質問することが多かった
が、活動を始めるとその活動に向けて自分で準備を始めることが増えた。今後、担任等が直接
伝えられない連絡事項を簡単に伝えられる『掲示板』として活用できると考えられる。

画面の様子

１週間の授業内容について本人に説明し、『アレクサ』のカレンダーに追加させた。本人が登
校時にカレンダーを確認することをルールとした。また、臨時の予定は生徒下校後に教員が追
加し、次の登校時に生徒が確認できるようにした。

（記入者）

高等部・向 田

機 能

内 容

成果・考察

リマインダー（No.02）と同様の手順でカレンダーを設定した後、「カレンダーを見せて」と
呼びかけると予定が一覧で表示され、１件１件の予定を読み上げる。時系列で読み上げるため
１日、１週間の流れが把握しやすい。

『カレンダーの予定です。』

（実施者）

高等部・向 田

次へ前へ



アレクサクイズ
No.20

タイトル クイズに挑戦して物知りになろう！

ジャンル 遊び（アレクサクイズ）

ねらい 興味関心を広げる、余暇活動の充実

活用場面 自立活動

呼びかけ方 「クイズをしよう」等

2000年代クイズに興味を持って取り組んでいた。「〇」「×」、または「はい」「いいえ」で
答えられるので比較的取り組みやすいようであった。時々、音声認識が上手くいかないことも
あったが、繰り返し呼びかけることでクイズを進めることができていた。

画面の様子

生徒が興味のあるクイズを選択して取り組み、別日に別のテーマに取り組ませた。「2000年代
クイズ」「嘘つきアレクサを探せ」等に取り組んだ。

（記入者）

高等部・向 田

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけると、複数のテーマからクイズが出題される。最初にテーマを設定するとクイズが開
始される。どのクイズも「〇」「×」、「はい」「いいえ」で答えて進められる内容となって
いる。

『次のクイズがあります。音当てクイズ、
2000年代クイズ、方言で告白クイズ…』

（実施者）

高等部・向 田

次へ前へ



動画を検索する
No.21

タイトル YouTubeで好きな動画を調べよう！

ジャンル メディア（動画を検索する）

ねらい 余暇の充実

活用場面 朝の会

呼びかけ方 「YouTubeを見せて」等

気になる音楽があるときに呼びかけるだけであったが、「YouTubeつけて」のように調べたい
ことを教員に伝えることが増えた。言葉に不明瞭さがあり、呼びかけることに抵抗があったが
友達が使っている様子をみて協力して呼びかけようとしていた。

画面の様子

『アレクサ』でYouTubeが使えることを知った生徒が「YouTubeで○○つけて」と口にするよう
になった。友達と一緒に『アレクサ』の前まで行き、一緒にYouTubeで動画を調べようとした。

（記入者）

高等部・向 田

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけると、YouTubeのホーム画面が表示される。その後、「○○」というように呼びかけ
ると「○○」の動画が検索される。YouTubeのホーム画面時に、【🔍】の欄にタッチした後も
音声入力で検索できる。

『YouTubeです。』

（実施者）

高等部・土 谷

次へ前へ



誕生日を祝う
No.22

タイトル アレクサと一緒に誕生日のお祝いをしよう！

ジャンル 会話（誕生日を祝う）

ねらい 友だちとの交流

活用場面 朝の会

呼びかけ方 「ハッピーバースデー歌って」

取り組んだ生徒は、恥ずかしがりで直接歌うことは難しいが、『アレクサ』が一緒に歌うので
安心して歌うことができた。普段のハッピーバースデーよりも盛り上がった会になった。

画面の様子

誕生日に関心を持っている生徒が、教員の誕生日当日に「ハッピーバースデー トゥー ユー」
と小さな声で歌っていた。そのときに『アレクサ』に呼びかけて、一緒に歌うよう促した。

（記入者）

高等部・向 田

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけると、メロディーとともに『アレクサ』が歌い出す。

『ハッピーバースデートゥーユー・ハッ
ピーバースデートゥーユー・ハッ…♪』

（実施者）

高等部・和久田

次へ前へ



ピカチュウトーク
No.23

タイトル ピカチュウとお話をしよう！

ジャンル 会話（ピカチュウトーク）

ねらい コミュニケーション能力の向上

活用場面 自立活動、朝の会

呼びかけ方 「ピカチュウトーク」

ピカチュウの声が聞こえなくなってからしばらくすると生徒は声を出していた。ピカチュウが
その声に反応して返答すると笑顔になった。決まった言葉は必要ないので気軽に楽しめる内容
と思われる。

画面の様子

ポケモンに興味のある生徒に取り組ませた。取り組み後、生徒の反応でもう一度取り組みたい
ことを確認できると、繰り返し実施した。

（記入者）

高等部・向 田

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけた後、一定時間、ピカチュウと話ができる。ピカチュウには話し方が数パターンあり
呼びかけるたびにピカチュウの言葉で返答する。

『ピカ ピカチューピッカー へへへ
ピッカー』…

（実施者）
高等部・和久田
高等部・向 田

次へ前へ



ビデオ通話をする
No.24

タイトル 気が付いたらすぐに確認しよう！

ジャンル コミュニケーション（ビデオ通話をする）

ねらい コミュニケーション能力の向上

活用場面 授業間の休憩時間

呼びかけ方 「○○に電話をかけて」

取り組んだ生徒は、移動の時間がなく短い時間で疑問を確認できていた。移動なく他の教室の
教員と会話ができるので、気が付いたときにすぐに行動できると考えられる。映像、音声が鮮
明なので教室間をつないだ交流学習にも活用できるとと思われる。

画面の様子

生徒が宿題について疑問があったとき、ビデオ通話で別室にいる担当教員に確認させた。

（記入者）

高等部・向 田

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけると、『アレクサ』同士を繋いでビデオ通話ができる。

（ビデオ電話になります）

（実施者）
高等部・和久田
高等部・向 田

次へ前へ



ニュースを聞く
No.25

タイトル ニュースの内容を先生に伝えよう！

ジャンル 会話（ニュースを聞く）

ねらい 聞いたことを要約して話す練習

活用場面 朝の会

呼びかけ方

取り組んだ生徒は、見聞きしたことを思い出しながら内容を説明することができた。難しい言
葉を自分の知っている言葉に言い換えて説明する等の工夫が見られた。

画面の様子

朝の会でニュースを聞き、教員と内容を確認した。その後、覚えた内容を簡単に説明させる時
間を設定した。

（記入者）

高等部・向 田

機 能

内 容

成果・考察

（実施者）

高等部・向 田

次へ前へ

「今日のニュース教えて」等

呼びかけると、テレビ局が作成したニュースが２分程度流れる。文字や音声だけでなく、映像
がともに流れることで理解しやすい。テレビ局のニュースが流れるため、生徒の興味がある内
容に限定されず、幅広く情報を得ることができる。

『○○○さん、最新のニュースです。』
（ピッコーン）



写真を撮る
No.26

タイトル アレクサで記念写真を撮ろう！

ジャンル 遊び（写真を撮る）

ねらい アレクサの操作に慣れる、写真を撮ることの理解

活用場面 朝の会

呼びかけ方 「写真を撮って」等

取り組んだ生徒は、一度方法が分かると、友だちや教員を呼んで一緒に撮影したいことを表現
していた。撮影者がいなく、画面に自分の顔や体が映るため、注目しやすく、どのような姿で
映るかを直接画面で確認できた。

画面の様子

タブレット端末やPCが手元にないときに、写真撮影の方法として生徒が使用した。

（記入者）

高等部・向 田

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけると、「３・２・１」とカウントが始まり写真が撮影される。

『では撮ります…』カウントダウン10秒
（カシャ）

（実施者）

高等部・和久田

次へ前へ



タイマーを設定する
No.27

タイトル 決められた時間内で取り組もう！

ジャンル 生活支援（タイマーを設定する）

ねらい 時間を意識して学習に取り組む

活用場面 授業全般

呼びかけ方 「〇分のタイマーをセットして」等

取り組んだ生徒は、タイマーをセットすることで、終了時間を意識して行動する姿がみられ、
書き込むスピードが速くなった。取り組みを継続する中で、自分で終了時間を決めることも
あった。

画面の様子

小テストやプリント記入の際に、生徒が時間を意識できるようセットさせた。アラーム音が鳴
る前に活動を止めるよう指示した。

（記入者）

高等部・和久田

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけると、タイマーがセットされてカウントダウンされる。時間になるとアラーム音と画
面表示で知らせてくれる。

『５分とタイマーをセットしました。』

（実施者）

高等部・和久田

次へ前へ



家電を操作する
No.28

タイトル 自分で家電を操作しよう！

ジャンル 生活支援（家電を操作する）

ねらい 自分でできることが多いことに気付く

活用場面 授業全般

呼びかけ方 「テレビをつけて」「テレビの音量を上げて」等

取り組んだ生徒は、音声のみで操作できることに驚いていた。テレビのリモコンがなくても操
作ができるため、生徒の新しい係活動にすることもできると考えられる。

画面の様子

教室に設置したテレビの電源のオン・オフを担当させた。

（記入者）

高等部・和久田

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけると、テレビの電源のオンオフ、音量の調整ができる。
※スマートリモコンの設定が、『アレクサ』と別に必要である。

『はい。』（家電操作）
※ホーム画面のまま

（実施者）

高等部・和久田

次へ前へ



インターネット検索する
No.29

タイトル アレクサに質問しよう！

ジャンル 学習（インターネット検索する）

ねらい 気になったことを自分で調べる習慣を付ける

活用場面 授業全般

呼びかけ方 「○○を調べて」「○○について教えて」等

検索から結果表示までのスピードが速く、効率良く調べることができていた。取り組んだ生徒
は、少しずつ分からないことを検索するようになってきた。『アレクサ』は質問が長くなると
検索できないため、質問の仕方に工夫して調べることができるようになった。

画面の様子

各授業で生徒がわからないこと、気になったことをその都度検索するよう促した。

（記入者）

高等部・和久田

機 能

内 容

成果・考察

呼びかけると、文字と音声で質問に対する答えが表示される。単位換算、翻訳、写真、天気等
の様々な質問に答えることができる。語句の説明はインターネット上のWebページを参考に表
示される。文章で回答することは難しい。

『富士山の標高は3776mです。』

（実施者）
高等部・和久田
高等部・向 田

次へ前へ



音楽を聴く
No.30

タイトル アレクサで音楽を流そう！

ジャンル メディア（音楽を聴く）

ねらい 余暇活動の充実

活用場面 自立活動、昼休み

呼びかけ方 「音楽かけて」等

取り組んだ生徒は、以前はCDデッキの再生ボタンを押して音楽を聴いていたが『アレクサ』で
CDに入っていない新しい音楽を聴くことができることに気づき、自ら『アレクサ』の前まで移
動することが増えた。

画面の様子

VOCAに『アレクサ、音楽かけて』と音声を録音し、音楽を聞きたいと教員に伝えたときに『ア
レクサ』に向けてiPadをタッチするよう促した。

（記入者）

高等部・向 田

機 能

内 容

成果・考察

『アレクサ』に呼びかけることで指定したアーティストやジャンルの曲がAmazon musicで音楽
を再生される。（Amazonプライム会員になると曲を指定して流すことができる）

（実施者）

高等部・和久田

前へ

『Amazon Musicでお気に入りの楽曲を
ベースに再生します。』…♪


