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教科 学年 単元名・題材名 
授業と ICT の活用のポイント 

(学習活動) 

ICT 機器 
ﾍﾟｰｼﾞ 電子 

黒板 

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

PC 

実物 

投影機 
その他 

国語 7 年 
論点をとらえる 

話題をとらえて話し合おう 

TB を使って話し合い活動を動

画で記録し、自己評価をする。 

話し合いの結果を模造紙にまと

める。 

○ ○   2・3 

国語 7 年 
自立語 

単語の性質を見つけよう 

TB を使って単語カードを並び

替えて、文を作る。 

TB を使って単語カードを 2 種

類に分類する。 

○ ○   4・５ 

国語 7 年 

いにしえの心にふれる 

竹取物語の登場人物像を読

み取ろう 

電子黒板に、前時の学習で書き

込んだ本文を映し振り返る。 

本文中の「まことしやか」な部

分に線を引き、理由を発表する。 

○  ○ 
○ 

デジタル

教科書 

6・７ 

国語 8 年 

古典に親しむ 

枕草子のよさに気づき身近

に感じよう 

電子黒板で、枕草子と清少納言

の資料映像を見てメモをとる。 

TB を使って暗唱の練習をし、

覚えた本文を白く塗りつぶす。 

○ ○ ○ 
○ 
資料

映像 

8・９ 

国語 8 年 

論理をとらえる 

立場と根拠を明確にして書

こう 

インターネットを使い、意見の

根拠となるデータを収集する。 

電子黒板と実物投影機を使って

推敲した文章を映し発表する。 

○  ○ 
○ 

パソコン 
10・１１ 

数学 7 年 

平面図形 

2 つの図形が重なるための

移動方法を考えよう 

TB で実際に図形を移動(操作)

し、ペアで説明し合う。 

電子黒板を使って、図形を移動

(操作)しながら発表する。 

○ ○   12・13 

数学 8 年 

直角三角形 

図形を操作して考えたこと

を数学的に表現しよう 

電子黒板を使って、三角形と円

の軌跡の様子を確認する。 

TB の図を使って班で交流し、

電子黒板に映し発表する。 

○ ○   14・15 

数学 8 年 

文字式の利用 

各コースの長さを計算し説

明しよう 

電子黒板を使いトラックの図を

操作し円になることを調べる。

TB を使って班で交流し、説明

を電子黒板を映し発表する。 

○ ○   16・17 

数学 9 年 

三平方の定理 

直角三角形の3辺の長さの

関係を明らかにしよう 

電子黒板でピタゴラスの発見の

紹介を聞き、学習意欲を高める。 

TB を使って図形を移動し、文

字を使った証明をする。 

○ ○   18・19 

数学 9 年 

平方根 

正方形の面積を求める方法

を説明しよう 

電子黒板を使って方眼紙から正

方形の数を求める。 

TB を使って図に数量を書き込

んだり、色分けをしたりする。 

○ ○   20・21 

社会 7 年 

鉄から見えるヤマト王権 

古墳から見えるヤマト王権

の全国統一について考えよ

う 

電子黒板を使って、古墳や副葬

品の映像を見て理由を考える。 

班で話し合った結果を、実物投

影機を使って映し発表する。 

○  ○  22・23 

社会 7 年 

武家政権の内と外 

歴史上の人物の気持ちか

ら、幕府滅亡の理由を考え

よう 

TB に配信された「蒙古襲来絵

詞」から戦いの様子を読み取る。 

電子黒板と協働ソフトを使って

武士の事情や心情を発表する。 

○ ○  
○ 
協働 

ソフト 

24・25 

社会 8 年 

自然環境から見た日本 

インターネットで実際の防

災対策を調べよう 

電子黒板を使って、地震の被災

地(災害)の写真を見る。 

TB を Google Earth に接続し

防災対策を調べ、発表する。 

○ ○  
○ 

Google 

Earth 

26・27 



 

 

 

教科 学年 単元名・題材名 
授業と ICT の活用のポイント 

(学習活動)  

ICT 機器 
ﾍﾟｰｼﾞ 電子 

黒板 

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

PC 

実物 

投影機 
その他 

社会 9 年 

法を守る裁判所 

裁判員になって、判決を

出してみよう 

TB を使いサーバーから判決に

必要な資料を収集し読み取る。 

班の判決とその理由を書き、電

子黒板で全体と比較する。 

○ ○  
○ 
協働 

ソフト 

28・29 

理科 7 年 

大地の変化 

観察・実験の結果から自

分の考えを説明しよう 

電子黒板を使い火山の噴火やラ

イブ映像を見て意欲を高める。 

実物投影機を使った演示実験を

見て、班で話し合い発表する。 

○  ○ 
○ 
資料

映像 

30・31 

理科 7 年 

植物の生活と種類 

植物の分類する方法を

考えよう 

電子黒板に植物の写真を映し分

類の基礎知識を表にまとめる。 

分類方法を根拠に TB を使って

班で植物を分類し、発表する。 

○ ○  
○ 
協働 

ソフト 

32・33 

理科 7 年 

光の性質 

現象の結果から屈折の

規則性を見出そう 

TB を使って物体が水のなかで

浮かび上がる様子を撮影する。 

撮影した画像に線を引くなどし

て、電子黒板に映し発表する。 

○ ○   34・35 

理科 8 年 
化学変化と原子・分子 

化学反応式を作ろう 

TB を使いシミュレーションソ

フトで元素記号の確認をする。 

元素のモデルをもとに、原子の

数を変え化学反応式をつくる。 

○ ○ ○ 

○ 

シミュレー 

ションソフト 

36・37 

理科 8 年 

電流とその利用 

電流と電圧の関係性を

見つけよう 

電子黒板を使って、実験方法と

使用する回路図の確認をする。 

TB に実験結果を記入し、電子

黒板で班の考察を発表する。 

○ ○   38・39 

理科 8 年 

化学変化と原子・分子 

原子をもとに説明しよ

う 

電子黒板を使って、CO2内で

Mg の燃焼する映像を見る。 

Mg と Cu の燃焼を比較した資

料から化学反応式を理解する。 

○ ○  

○ 

シミュレー 

ションソフト 

40・41 

理科 8 年 

地球と宇宙 

星が動いて見える理由

を説明しよう 

TB を使い星の動きと同じ動き

をするモデル動画を撮影する。 

Web カメラを使って、日周運動

と自転の関係を説明する。 

○ ○  
○ 

Web 

カメラ 
42・43 

英語 7 年 

疑問詞 

インタビューをもとに

友だちの紹介をしよう 

デジタル教科書を使って、人物

紹介の構文を復習する。 

TB を使って紹介文を作り、電

子黒板に映して発表する。 

○ ○  
○ 

デジタル

教科書 
44・45 

英語 8 年 

電話表現 

電話の定型表現を身に

つけ、自由に使えるよう

になろう 

デジタル教科書の本文を使っ

て、前時の表現方法を復習する。 

インターネットの無料翻訳・発

音サイトを使い発音を調べる。 

○ ○  
○ 

デジタル

教科書 

46・47 

英語 8 年 

宗像紹介 

宗像の観光名所や名物、

お祭りを紹介する文を

作成し紹介しよう 

デジタル教科書を使って要点を

確認しながら本文を音読する。 

TB を使って旅行案内の HP の

写真を取り入れ紹介文を作る。 

○ ○  
○ 

デジタル

教科書 
48・49 

音楽 7 年 

創作・二部形式 

「主人は冷たい土の中

に」のリズムを使って自

分の曲を作ろう 

楽譜の映像を電子黒板で見て

TB で音の繋がりを確認する。 

創作した旋律をデジタル教科書

に書き込み発表する。 

○ ○  
○ 

デジタル

教科書 

50・51 

音楽 7 年 

観賞「魔王」 

調べ学習で、作品のよさ

を味わう視点を深めよ

う 

TB で「魔王」「ゲーテ」「シュ

ーベルト」をネットで調べる。 

実物投影機を使って、学習プリ

ントを映し発表する。 

○ ○ ○ 
○ 

デジタル

教科書 

52・53 

音楽 8 年 

ベートーヴェン作曲「交

響曲 5 番ハ短調」 

曲のしくみに注目して

名曲を楽しもう 

デジタル教科書にある楽譜を視

聴し、反復や変化を理解する。 

大型テレビで作曲者の資料を見

て、作曲時の心情を考える。 

 ○ ○ 
○ 
大型 

テレビ 

54・55 

音楽 8 年 

言葉の抑揚を生かした旋律

創作 

言葉の抑揚を生かしてキャ

ッチメロディーをつくろう 

TB の楽譜作成ソフトを使い、

旋律を創作し再生する。 

TV に創作した作品を映し、旋

律を視聴して発表する。 

 ○  
○ 
大型 

テレビ 
56・57 



 

 

 

教科 学年 単元名・題材名 
授業と ICT の活用のポイント 

(学習活動) 

ICT 機器 
ﾍﾟｰｼﾞ 電子 

黒板 

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ

PC 

実物 

投影機 
その他 

美術 7 年 

私たちの居場所 

描きたい風景を切り取

ろう 

プロジェクタの写真と作品を見

て作品の完成イメージを持つ。 

TB で風景の写真を撮り、作品

の構図を発表する。 

 ○  

○ 

プロジェ

クタ 

58・59 

美術 7 年 

メッセージを届けるポ

スター 

「ヒロシマ・アピールズ」(ポ

スター)のよさを見つけよう 

プロジェクタに映したポスター

に込められた想いを読み取る。 

TB にポスターの評価を書き、

プロジェクタで発表する。 

 ○  

○ 

プロジェ

クタ 

60・61 

体育 7 年 

マット運動 

ペアで補助や助言をし

ながら、倒立前転の練習

をしよう 

教師の倒立前転を TB で録画

し、見本動画を見て練習する。 

スロー再生や一時停止の機能を

使って比較しながら振り返る。 

 ○   62・63 

体育 7 年 

武道(剣道) 

映像を比較しながら剣

道の基本を習得しよう 

プロジェクタで打突動作の模範

を見て既習動作と比較する。 

TB の二画面動画を使ってモデ

ルと自分の動きを比較する。 

 ○  
○ 
比較 

ソフト 
64・65 

技術 7 年 

材料と加工に関する技

術 

木取図や組立図の改善

点を発見しよう 

プロジェクタに映る代表生徒の

製図を見て訂正箇所を探る。 

TB のプレゼンを使って、図の

訂正すべきところを共有する。 

 ○  
○ 
協働 

ソフト 
66・67 

技術 7 年 

材料の切断 

材料を適した工具を安

全に使用できるように

なろう 

プロジェクタを使って、前時授

業の映像から危険性を学ぶ。 

TBを使って自分の作業を撮り、

電子黒板に映して発表する。 

 ○  
○ 
協働 

ソフト 
68・69 

特支

(数学) 

7 年 

9 年 

7 年正の数・負の数の乗法 

9 年多項式の計算 

見通しを持って、数学の

課題に取り組もう 

大型テレビに提示された授業の

流れや乗法のきまり、問題をパ

ワーポイントで見る。 
   

○ 
大型 

テレビ 
70・71 

特支

(理科) 
7 年 

力と圧力 

予想や観察の結果から、

自分の考えを説明しよ

う 

TV 映像を見て力の働きや水の

水圧を復習する。 

TB で確認問題を選択肢し繰り

返し問題を解く。 

 ○  
○ 
大型 

テレビ 
72・73 

特支

(数学) 
全学年 

方程式 かくれた数を

みつけよう 

見通しを持って、方程式

を解こう 

大型テレビに提示された授業の

流れや乗法のきまり、問題をパ

ワーポイントで見る。 
   

○ 
大型 

テレビ 
74・75 

特支

(理科) 

7 年 

9 年 

植物の生活と種類 

予想や観察の結果から、

自分の考えを説明しよ

う 

実物投影機でオオカナダモのス

ケッチを電子黒板に拡大する。 

顕微鏡でみた茎の断面の画像を

TV に映しスケッチする。 

○ ○ ○ 
○ 
大型 

テレビ 
76・77 

 

※ TB…タブレット PC の略称。 
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学習場面ごとのＩＣＴ活用の類型化 

場面 A 一斉指導 B 個別学習 C 協働学習 

ねらい 

デジタル教科書や写真、資料等を提

示して説明したり、学習課題や解決

の着眼点を考えさせたりして、生徒

の興味・関心や学習意欲を高める。 

生徒が疑問や課題について自ら調

べる、生徒が自分の考えや意見な

どを制作する、生徒自身が自分に

合った進度で学習する、などの活

動により、生徒の追究意欲や理解

度を高める。 

グループや学級全体での意見交換

や発表、あるいは、グループ内の課

題把握や協働の制作活動を通して、

生徒の言語活動を活発化させ、思考

力・判断力・表現力を高める。 

類型 

A1 教師による教材提示 B1 調査活動 C1 全体での発表 

  
 

画像の拡大提示や書き込み、音声、

動画の活用 

インターネットや写真、動画等を

用いた情報収集、記録、課題把握 

電子黒板等を用いた学級全体への

発表 

A2 生徒による課題の明確化 B2 表現・制作活動 C2 グループでの意見調整 

 
  

電子黒板等を活用した、提示された

問題に対する着眼点の明確化 

タブレット等を用いた作品、資料

の制作 
複数の意見・考えの議論と整理 

    B3 個に応じる学習 C3 グループでの課題把握 

  

  

 

 

    
一人一人の習熟の程度等に応じた

学習 

動画等を用いた課題の把握や成長

の確認 

  
 

    C4 協働制作 

  

  
  

 

        
グループでの分担、協働による作品

の制作 

学習場面を、一斉指導・個別学習・協働学習の３つに

分け、それぞれについてのＩＣＴの活用方法を想定し、

類型化しています。活用方法それぞれを、Ａ１、Ｃ３と

いうように簡略化した記号で表し、実践事例集の中で表

記しています。  

ＩＣＴを活用する際の参考にしてください。  

日の里学園マスコットキャラクタ― 

ひのたん 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 効果的な話し合いのためのポイントを想起し、 

本時のめあてをつかむ。 

 

さぐる 

２ 話し合いの振り返りを通して効果的な話し合いに

ついて考える。 

(1) 動画を見ながら話し合いの様子を振り返り、自己評

価プリントに記入する。 

《自己評価のポイント》 

・全員が積極的に参加していたか。 

・根拠となる体験や事実を踏まえて発言できたか。 

・議論の内容や聞き手の反応を踏まえて発言できた

か。 

・司会の仕方はうまくいったか。 

(2) 自己評価を班で共有し、報告準備をする。 

(3) 各班から報告をする。 

・各班からの報告を聞き、感じたことを書く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめる 

３ この単元での学習を通して、わかったこと、頑張り

たいことをまとめる。 

 

単元計画（全５時間） 

つかむ 

【１時間】 

1. これまでの学習の振り返り、効果的な話し合いのた

めのポイントをつかむ。 

さぐる 

【３時間】 

2. 自分の考えをまとめ、班で話し合いを行う。 

(1)根拠や体験を踏まえて自分の意見を書く。 

(2)司会の仕方や発言の仕方について確認し、各班で話

し合いを行う。 

 

まとめる 

【１時間】 

３. 記録動画の視聴を通して、話し合いを振り返り、

効果的な話し合いについてまとめる。【本時】 

第 7学年（中 1） 国語 

単元名：論点をとらえる 
 

話題をとらえて話し合おう 

○ タブレット PC の映像を使った自己評価  ○ 生徒が電子黒板で表現 単元の目標 

○ 日常生活の課題について意見

を持ち、協力して意見交換をす

ることができる。 

（関心・意欲・態度） 

○ 自分の意見と根拠となる事実

を書くことができる。 （書く） 

○ 自分の考えを明らかにし、相手

の反応を踏まえながら発言す

ることができる。 

（話す・聞く） 

○ 話題や議論の流れを的確にと

らえて話し合うことができる。     

（話す・聞く） 

・バズセッションの振り返りに、主体的に取り組もうとしている。（関心・意欲・態度） 

・意見と根拠、自分の考えを明らかにし、相手の反応を踏まえながら発言したり、話題や議論の流れを的

確にとらえて発言したりするなど効果的な話し合いの方法について考えることができる。（話す・聞く） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

タブレットで話し合いの

録画を見る。 

② 
C3 

電子黒板を使って、話し

合いの報告をする。 
③ 
C1 

タブレットを使い、話し

合いの様子を録画する。 

① 
C3 



-3- 

 

ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 話し合いの様子を

録画する。 C3 

◇ タブレット PC 
話し合いの様子をタブレット PC で録画

させた。 

録画をされることで、緊張したり、恥ず

かしがったりする生徒もいたが、見られて

いる意識を持って、きちんと話そうとする

姿や静かに話し合いを進めようとする姿が

見られた。 

 ② 話し合いの様子を

振り返る。 C3 
◇ タブレット PC 

各班で、自分たちの話し合いの映像を見

て自己評価を行わせた。 

生徒は、実際の姿を見て振り返ることが

でき、「声が小さく聞こえない。」や「根拠

がきちんと言えていた。」、「全員が発言し、

話し合いがスムーズだった。」といった自己

評価を行うことができた。 

 ③ 話し合いの報告を

する。 C1 
◇ 電子黒板 

班での話し合いの結果をまとめた模造紙

を写真に撮って電子黒板に映し出し、全体

に報告させた。 

説明する部分を拡大させながら説明する

ことができたので、模造紙のどの部分を説

明しているのか分かりやすく、聞く側も集

中して聞くことができていた。 

 

 

 

 

 

 

○ 録画した映像を見ることで、話し合いの様子を客観的に振り返り、自己評価をすることができた。 
○ 電子黒板を使って各班からの報告をしたことで、模造紙が見えやすくなり、説明が分かりやすくな

った。 
● タブレット PC での録画は、声を拾える距離で録画することなどを事前に指導する必要があった。 

授業を振り返って 

 

話し合いの録画を見ている生徒 

電子黒板を使って報告している生徒 

話し合いの様子を録画する生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 単語カードを使って、できるだけ長い文を作る。 

《文作りのルール》 

 ・同じカードを何回使っても良い。 

 ・文の形に合わせて、単語の形を変えてよい。 

 

さぐる 

２ 単語カードを分類し報告する。 

(1) 文作りで使った単語カードを二種類に分類し、見

出しを付ける。 

 

  

(2) どのようなグループに分類したのか、報告する。 

 

 

 

・単語カードを画面の左右に分けて、

二種類に分類する。 

 

 

 

・タブレットＰＣを電子黒板に映し

出し分類の仕方について報告する。 

まとめる 

３ 単語を二つに分類する方法は、二とおりあること

を確認する。 

 ・それだけで意味の分かる単語とそれだけでは意味

の分からない単語に分類（自立語と付属語） 

・文の中で形を変えることができる単語と変えるこ

とができない単語（活用できる語とできない語）

に分類 

 

 

 

 

 

単元計画（全３時間） 

つかむ 

【１時間】 

１. これまでの学習の振り返り、単語カードの分類を

通して、単語の性質に気づく。【本時】 

さぐる 

【１時間】 

２. 単語の性質によって二種類に分類する方法につい

て詳しく知る。 

 ・自立語と付属語 

まとめる 

【１時間】 

３. 単語の性質により、単語を品詞に分類し、品詞分

類表にまとめる。 

第 7学年（中１） 国語 

単元名：自立語 
 

単語の性質を見つけよう 

○ タブレットＰＣで単語を分類 ○ 生徒が電子黒板で表現 単元の目標 

○ 文作りや単語の分類に、主体的

に取り組もうとしている。 

（関心・意欲・態度） 

○ 文作りや単語の分類について話

し合い、意見をまとめることが

できる。       （話す・聞く） 

○ 単語の性質に気づき、分類する

方法を知る。 

（言語の知識・理解・技能） 

 

・ 文作りや単語の分類に、主体的に取り組もうとしている。（関心・意欲・態度） 

・ 文作りや単語の分類について話し合い、意見をまとめることができる。（話す・聞く） 

・ 単語を二種類に分類する方法を考えることで、単語の性質に気づく。（言語の知識・理解・技能） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

タブレットＰＣで単語カ

ードを操作し、文を作る。 

① 
C4 

タブレットＰＣで単語カ

ードを分類する。 

② 
C2 

電子黒板を使って、話し

合いの報告をする。 
③ 
C1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 単語カードを使っ

て、文を作る。 C4 

◇ タブレット PC 
タブレットＰＣで単語カードを組み合

わせて文作りを行った。 

タブレットＰＣを使うことで、単語カ

ードを入れ替えたり、単語を文に合う形

に書き換えたりすることが簡単にできて

いた。また、操作する中で、活用できる

語とできない語があるなど単語の性質に

気づく生徒も見られた。 

 

② 単語カードを分類

する。 C2 
◇ タブレット PC 

文作りに使った単語を二つに分類し、

どのような単語のグループに分けたの

か、話し合って見出しを付けた。 

話し合ううちに考えが変わると、単語

カードを入れ替えたり、見出しを書きか

えたり、といった活動がスムーズにでき、

活発な話し合いになった。 

 

③ 話し合いの報告を

する。 C1 
◇ 電子黒板、タブレット PC 

単語を分類したタブレット PC の画面

を電子黒板に映し出し、どのように分類

したのかを報告した。 

いろいろな考え方を次々と映し出し、

報告できるので、自分たちが思いつかな

かったような分類の仕方をたくさん知る

ことができ、単語には様々な性質がある

ことを実感できたようだった。 

 

 

 

 

 

○ 生徒が自らタブレットＰＣで単語カードを操作することで、単語の性質に気づくことができた。 
○ 単語の並べ替えや分類の書き込み等、自由な操作が可能なため活発な学習活動になった。 
● タブレットＰＣを一人に１台使用させたかったが、配信トラブルを回避するために二人に１台

使用させることにした。その結果、生徒同士の話し合いが活発に行われよかったが、配信トラ
ブルについては、常に予測し対処の方法を考えておかなければならない。 

授業を振り返って 

 

タブレットＰＣで単語カードを操作し文を作る生徒 

単語の分類について話し合っている生徒 

電子黒板を使って報告している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 前時の学習を想起し、本時の学習方法を確認す

る。 

・「竹取物語」冒頭部分の暗唱 

 

 

 

 

・書き込みのあるデジタル教科書 

さぐる 

２ くらもちの皇子の冒険談や現代文をもとにして、

皇子の思いや行動について考える。 

 

・冒険談の中心人物 

・「まことしやか」に物語られている部分 

・皇子の行動や思い 

 

３ くらもちの皇子の人物像について考える。 

・発表を聴いて考えた人物像 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめ、次時の予告を聞く。 

・皇子の思いや人物像からかぐや姫の昇天、帝の

行動・思いを考える。 

 

 

単元計画（全９時間） 

つかむ 

【３時間】 

１. 歴史的仮名遣いや文語の決まりをつかむ。 

(1)｢竹取物語｣について知る。 

(2)歴史的仮名遣いの読み方や古語の意味をおさえる。 

(3)冒頭部分の内容をつかみ、歴史的仮名遣いに注意し

て読み、暗唱する。 

さぐる 

【５時間】 

２. 登場人物の思いや人物像を読み取る。 

(1) 現代文から五人の貴公子や「くらもちの皇子の架

空の冒険談」のいきさつをつかむ。 

(2) 現代語訳から皇子の冒険談の内容をつかむ。 

(3)冒険談から皇子の思いや人物像をつかむ。【本時】 

(4)かぐや姫の昇天や帝の行動から思いを考える。 

まとめる 

【１時間】 

３ . 登場人物と現代の人々の考え方を比較してまと

め、自分の考えを広げる。 

第 7学年（中１） 国語 

単元名：いにしえの心 

にふれる 
 

竹取物語の登場人物像を 
読み取ろう 

○ 理解を深める実物投影機の提示  ○ 生徒が電子黒板で表現 単元の目標 

○ 古文のリズムや表現に関心を持

ち、慣れ親しむことができる。 

（関心・意欲・態度） 

○ 自分なりの考えや思いを交換でき

る。              （話す・聞く） 

○ 昔のものの見方や考え方と現代を

比較し、考えをまとめることがで

きる。                  （書く） 
○ 古文を繰り返し音読し、現代語訳

や解説文を参考にして話の内容や

あらすじをとらえることができ

る。                    （読む） 

○ 歴史的仮名遣いや古語の意味等を

理解する。 

（言語の知識・理解・技能） 

 

・歴史的仮名遣いに注意して、「くらもちの皇子の冒険談」を音読することができる。（読む） 

・冒険談の巧みさや真実味のある工夫点に気づき、皇子の思いや人物像をつかむ。（読む） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

② 
C2 

電子黒板を使い、生徒が

考えを説明する。 

実物投影機と電子黒板で

人物像を発表する。 

③ 
C2 

① 
A1 

電子黒板を使い、前時の

学習を提示する。 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 前時の学習をふり

返る。 A1 

◇ 電子黒板、デジタル教科書 
前時に書き込みをしたデジタル教科書の

画面を使い、前時の学習を想起させた。 

生徒は、電子黒板と教科書、ノートを交

互に見ながら前時の学習内容をもう一度興

味深く見直していた。古文の現代文と異な

る意味や仮名遣い、主語を補う等の確認が

でき、また、本時の学習の見通しもでき、

本時の学習の導入に効果的だった。 

 ② 話し合った考えを

説明する。 C2 
◇ 電子黒板、実物投影機 

くらもちの皇子が語った冒険談の中で

「まことしやか」な部分を班で話し合い、

電子黒板に映して説明させた。 

生徒は、「まことしやか」な部分を電子黒

板で示し、理由をわかりやすく説明した。

線を引いた部分と理由が映し出され、説明

を聞いている生徒たちに内容をしっかりと

伝えることができていた。 

 
③ 読みとった人物像

を発表する。 C2 
◇ 電子黒板、実物投影機 

読みとったくらもちの皇子の人物像につ

いて、実物投影機を使い、電子黒板に映し

て発表させた。 

生徒は、自分が読みとった人物像を熱心

に発表していた。発表を聞いている生徒も

「なるほど」とうなずきながら、しっかり

と聞いていた。発表した人物像が画像とし

て残るので、それぞれの考えが確認しやす

くなり、自分たちの考えを深め、広げるこ

とに役立った。 

 

 

 

 

 

 

○ 前時の学習のふり返りにデジタル教科書の書き込みを使うことにより、わかりやすく復習する
ことができた。 

○ 生徒が電子黒板で発表し合うことで、自分の考えと他の考えを比較し、さらに深めていくこと
ができた。 

● 生徒が書いたものを発表させる際に、もう少し大きく、鮮明な画面を見せることができると、
さらに理解が深まると思った。 

 

授業を振り返って 

 

前時の学習のポイントを熱心にふり返る生徒 

考えた部分を示し、詳しく説明する生徒 

読みとった人物像を丁寧に発表する生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 歴史的仮名遣いに気をつけて、音読の仕方を確認

する。 

(1) 歴史的仮名遣いの確認をする。 

(2) 音読練習をする。 

 

 

さぐる 

２ 暗唱練習をする。 

(1) タブレットＰＣ上の本文の覚えた部分を白く塗

りつぶしながら、個人で練習をする。 

  

(2) タブレットＰＣ上の本文を塗りつぶしたものを

互いに提示し、暗唱できるか確認しながらペアで

練習をする。 

 

まとめる 

３ 暗唱発表をする。  

単元計画（全 5 時間） 

つかむ 

【２時間】 

１. 資料映像を参考にして、枕草子と清少納言について分

かったことをノートにまとめる。 

 

 

 
２. 歴史的仮名遣いに気をつけて音読・暗唱をする。【本

時】 

さぐる 

【１時間】 

３. 表を使って、季節ごとに作者の感じ方をまとめる。  

まとめる 

【２時間】 

４. 「枕草子」の書きぶりを参考にして、自分流「枕草子」

を書く。 

５. 実物投影機と電子黒板を使って、自分流「枕草子」を

発表する。 

第８学年（中２） 国語 

単元名：古典に親しむ 
 

枕草子のよさに気づき 
身近に感じよう 

○ タブレットＰＣで暗唱練習 ○ 生徒が電子黒板で表現 単元の目標 

○ 映像視聴や音読・暗唱に意欲的

に取り組むことができる。 

（関心・意欲・態度） 

○ 資料映像や口語訳を参考に情

景を思い浮かべ、原文を音読・

暗唱することができる。 

（読む・伝国） 

○ 作者の四季に対するものの見

方や感じ方をとらえることが

できる。              （読む） 

○ 「枕草子」の書きぶりを参考に

して、自分流「枕草子」を書く

ことができる。       （書く） 

 

・個人やペアでの暗唱練習に主体的に取り組むことができる。（関心・意欲・態度） 

・「枕草子」第一段の春と夏の部分を暗唱することができる。（読む・伝国） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

電子黒板で資料映像を見て、

分かったことをノートにまと

める。 

① 

A1 

電子黒板を使って、自分流

「枕草子」を発表する。 
③ 

C1 

タブレットＰＣを使って

暗唱練習をする。 

② 
B3 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 資料映像を視聴

し、メモを取る。 A1 

◇ 電子黒板 
「枕草子」と清少納言についての資料

映像を視聴し、メモを取った。そして、

メモを基に大切なことや分かったことを

ノートにまとめた。 

黒板を使った教師による説明だけでは

なく、映像を使うことで、よりイメージ

をもちやすく、意欲的に学習に取り組む

ことができた。 

 ② 本文を塗りつぶし、

暗唱練習をする。 B3 
◇ タブレット PC 

覚えたところから本文を白く塗りつぶ

していく個人練習を経て、ペアで、交互

に本文を消し合い、テストをしながら暗

唱練習を行った。 

ゲーム性をもたせたことで、生徒の意

欲は高まり、タブレットＰＣを使用せず

に暗唱を行った時よりも暗唱のスピード

が速くなった。 

 ③ 電子黒板を使って

発表する。 C1 
◇ 電子黒板、実物投影機 

「枕草子」の書きぶりをまねて作った

自分流「枕草子」を班で読み合い、各班

の優秀作品を発表した。 

班によっては、一人の作品ではなく、

部分的に数名の物を組み合わせて春夏秋

冬を作り上げるなどの工夫をしていた。

書いた物を電子黒板で見ることができる

ので、発表内容が分かりやすく、生徒た

ちは意欲的に聞くことができた。 

 

 

 

 

 

 

○ 資料映像を使うことで、よりイメージをもちやすく、意欲的に学習に取り組むことができた。 
○ タブレットＰＣを使った暗唱練習は、覚えた部分を消していくことで、達成状況を視覚的に確

認でき、ペアで行うことでゲーム性もあったので、熱心に取り組むことができた。 
● 一人一台タブレットを使用したので、配信に時間がかかり過ぎるなどのトラブルがあった。配

信については、いくつかの方法を準備しておき、速やかに対処できるようにする必要があった。 

授業を振り返って 

 

ペアで暗唱練習を行っている生徒 

電子黒板を使って発表している生徒 

資料映像を視聴し、メモを取る生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 前時までの学習を振り返り、本時のめあてを確認す

る。 

(1) 学習計画表から本時内容を確認する。 

(2) 本時の学習のめあてを確認し、学習の見通しをも

つ。 

 

 

 

 

さぐる 

２ 「推敲のポイント」を確認し、意見文の推敲をする。 

(1) 例文を推敲し、本時の推敲ポイントを確認する。 

 

 

(2) グループで意見文を推敲する。 

 

 

(3) 推敲した内容を全体に報告する。 

 

 

 

 

・推敲する中で、必要に応じてタブ

レットＰＣで情報収集をする。 

 

 

 

まとめる 

３ 本時の学習のまとめを書き、発表する。  

単元計画（全８時間） 

つかむ 

【１時間】 

１. 学習の流れと目標をつかみ、課題を選ぶ。 

(1)本単元の目標及び学習の流れと計画を確認する。 

(2)意見文の構成について確認し、４つのテーマの中から自分が

書けそうなものを選ぶ。 

さぐる 

【５時間】 

２. 構想を立て、下書きを行い、推敲する。 

(1)自分の立場の根拠となる客観的事実やデータを収集する。 

 

 

 

(2)同じテーマの担当者でデータを持ち寄り、反論とそれに対す

る意見も踏まえて、情報交換をする。 

(3)下書きをする。（必要に応じてタブレットを使用） 

(4)「推敲のポイント」を確認し、互いの意見文について、推敲

する。【本時】 

まとめる 

【2 時間】 

３. 意見文を仕上げ、クラスで読み合う。 

(1)推敲した文章を清書する。 

(2)「意見文コンクール」を行い、評価表を使って審査し、感想

を交流する。 

第８学年（中２） 国語 

単元名：論理をとらえる 
 

立場と根拠を 
明確にして書こう 

○ インターネットで情報収集  ○ 電子黒板で例文を推敲 単元の目標 

○ 意見文の構成を知り、説得力のあ

る文章を意欲的に書くことがで

きる。 

（関心・意欲・態度） 

○ 根拠と立場を明らかにした意見

文を書くことができる。（書く） 

○ 意見文を推敲し、よりよい文章に

することができる。    （書く） 

○ よりよい意見文にするために、感

想や意見を述べたり助言をした

りすることができる。   （書く） 

○ 文の成分の順序や文の構成など

について考えることができる。 

（言語の知識・理解・技能） 

 

・表記面では「接続詞・接続する語句」について、内容面では「客観的データを用いて根拠を書くこと」

について、推敲することができる。（書く） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

インターネットで情報収集を

する。 
①
B1 

電子黒板に提示した例文

を使って、推敲のポイン

トをとらえる。 

実物投影機と電子黒板を

使い、全体に報告する。 

② 
A2 

③ 
C1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 
情報収集をする。 

B1 

◇ パソコン、インターネット 
自分の選んだテーマについて、インター

ネットを使って、自分の立場や意見を支え

る客観的事実やデータを収集した。 

記事やアンケート結果などについて調べ

るうちに、自分の意見に自信をもつ生徒や、

立場を変える生徒もおり、熱心に取り組む

姿が見られた。また、反対意見についての

予測や反論についても見通しをもつことが

できた生徒が多かった。 

 ② 推敲のポイントを

とらえさせる。 A2 
◇ 電子黒板 

例文を読み、適切でない表現を修正した

り、足りない言葉を補ったりして、推敲を

させた。その際、電子黒板を使って推敲箇

所と推敲例を確認した。 

生徒は、例文のどの部分をどのように推

敲すればよいかを視覚的にとらえることが

でき、「推敲のポイント」の確認を効果的に

行うことができた。 

 ③ 推敲した結果を説

明する。 C1 
◇ 電子黒板、実物投影機 

班で推敲し合った結果を実物投影機で電

子黒板に映して説明させた。 

生徒は、電子黒板に映し出された文章を

見ながら説明を聞き、推敲箇所を視覚的に

確認することができた。 

 

 

 

 

 

 

○ インターネットを使い自分で情報を収集することで、意見文を書く意欲が高まった。 
○ 希望者にはタブレットＰＣで意見文の作成をさせることで、字を書くことに苦手な生徒も意欲的に

学習に取り組むことができた。 
○ 電子黒板で推敲箇所等を確認することで、「推敲のポイント」を視覚的にとらえさせることができた。 
● タブレットＰＣで意見文を作成する生徒が、授業時間内に書き終わらない場合、宿題にはできない

ため、別途時間を取る必要があった。 

 

授業を振り返って 

 

例文の推敲箇所と修正方法を発表する生徒 

インターネットで情報収集をする生徒 

電子黒板を使って説明している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 日本の伝統模様を紹介し本時のめあてをつかむ。 

(1) 伝統模様の中にある図形を確認する。 

(2) 麻の葉模様の中にある三角形に着目させ、２つの三

角形を重ねるためにどのように移動すればよいの

かということから、めあてを確認する。 

 

 

 

・伝統模様 

・麻の葉模様の正六角形 

さぐる 

２ 図形の移動についてさぐる 

(1) 移動の方法をペアで考え説明する。 

 

 

(2) 移動の方法を全体で説明する。 

 

 

 

(3) 移動の方法をまとめる。 

 

 

 

 

 

・学習プリントに表現 

 

 

 

 

 

まとめる 

３ 本時の学習をまとめる。 

平行移動・回転移動・対称移動について知る。 

○平行移動・回転移動・対称移動の

方法を電子黒板で見せる。 

単元計画（全１６時間） 

つかむ 

【６時間】 

１. 観察や操作を通して、直線図形と移動の意味をつ

かむ。 

(1)直線・角・垂直・平行などの意味をつかむ。 

(2)移動の意味と性質について考える。【本時】 

さぐる 

【３時間】 

２. 基本の作図の意味と描き方をさぐる。 

(1)垂直二等分線、角の二等分線、垂線の作図を考える。 

(2)作図を利用して、身近な課題を解決する方法をさぐ

る。 

まとめる 

【７時間】 

３.円とおうぎ形の性質をさぐり、平面図形の性質をま

とめる。 

(1)円とおうぎ形の性質を考え、弧の長さや面積を求め

る。 

(2)練習問題で学習のまとめを行う。 

第 7学年（中 1） 数学 

単元名：平面図形 
 

２つの図形が重なるための    
移動の方法を考えよう 

○ タブレットＰＣで探求  ○ 生徒が電子黒板で表現 単元の目標 

○ 身のまわりの図形に関心を持

ち、図形の性質をまとめるのに

用語や記号を使おうとしてい

る。   （関心・意欲・態度） 

○ 既習事項をもとに、新たな平面

図形の性質を見いだしたり、根

拠を考えたりすることができ

る。   （思考・判断・表現） 

○ 作図やおうぎ形の弧の長さや

面積を求めることができる。     

           （技能） 

○ 平面図形についての用語・記号

の意味を理解し正しく使うこ

とができる。  （知識・理解） 

 

・タブレットＰＣを使って意欲的に課題に取り組むことができる。(関心・意欲・態度) 

・移動の方法を自分の言葉で相手に説明することができる。(見方・考え方) 

本時のねらい 

本時の展開 

 

電子黒板を使い伝統模様

を紹介する。 
① 
A1 

タブレットＰＣをペアで使い

移動の方法を説明する。 

電子黒板を使い、全体に

説明する。 

② 
C2 

 

③ 
C1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 伝統模様を紹介す

る。 A1 

◇ 電子黒板 
伝統模様の中には、たくさんの図形が隠れ

ており、それをしきつめることで模様ができ

ていることを紹介した。 

生徒は、模様の中から三角形、平行四辺形、

長方形などの図形を探しだしていた。また、

教師の発問にも積極的に答える様子から、興

味、関心を高めるために効果的であった。 

 ② ペアで移動の方法

を説明し合う。 C2 
◇ タブレット PC 

ペアでタブレット PC を使って、実際に動

かして移動の方法をお互いに説明させた。 

生徒は、基になる三角形をずらしたり、ま

わしたりしながら、意欲的に課題に取り組ん

でいた。対称の方法はできなくても、言葉で

は裏返すといった表現もでてきたり、回転の

角度を分度器で測ったりと、自分の言葉で相

手に説明することができていた。 

 ③ 全体で移動の方法

を説明する。 C1 
◇ 電子黒板 

全体の場で、正六角形のすべての場所に移

動する方法を説明させた。 

生徒は、電子黒板で実際に動かしながら説

明した。また、発表を聞く生徒も電子黒板に

注目し、しっかりと聞いていた。 

ずらしたり、まわしたりする移動が、平行

移動、回転移動であることを確認し、すべて

の場所に移動できることを再確認することが

できた。 

 

 

 

 

 

○ タブレット PC をペアで使うことで、興味を高めることができた。 
○ 実際に移動させることで、言葉の説明とともに、理解を深めることができた。 
● タブレットＰＣの図形ソフトに、目的にあった対称移動、回転の中心が決められる回転移動の機能

がなく操作が難しかったので、理解が十分に深まるまでには至らなかった。 

授業を振り返って 

 

伝統模様の中にある図形を探す生徒 

タブレット PC で移動の方法を説明し合う生徒 

電子黒板で動かしながら説明している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 提示された図形により本時のめあてをつかむ。 

(1) 三角形の２つの辺に接する円の軌跡(｢ア｣)と、 

｢イ｣、三角形の２つの頂点を通る円の軌跡を見る。 

(2) 本時の学習方法を知り、めあてを確認する。 

・電子黒板を使い図形やその軌跡を

見る。 

・直角三角形と円周の軌跡の様子を

確認する。 

さぐる 

２ 三角形の外接円か内接円か調べることを選択し、 

外接円や内接円の特徴について調べる。 

(ア)          (イ) 

 
３ 三角形の辺と円周の関係を操作・観察し、内接円 

や外接円についてその特徴を知る。 

○ ２つの辺に内接する円の中心の軌跡から、三角形 

の内接円・外接円の中心の見つけ方 

 

 
 

・三角形と円周の軌跡の様子をタ 

ブレットで確認する。 

 

 
 

・三角形と円周の軌跡の様子を各 

班でタブレットを使って交流し 

て確認する。 

 

 
 

・代表が電子黒板を活用して発表 

し、理解を深める。 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめ、次時の予告を聞く。 

(1) 本時の学習をまとめる。 

(2) 次時の予告を聞く。 

 

単元計画（全５時間） 

つかむ 

【１時間】 

１. 定義・定理を通して、図形の特徴をつかむ。 

(1)直角三角形が合同になる条件を考える。 

(2)直角三角形の合同条件を使った証明を理解する。 

さぐる 

【２時間】 

２. 作図や証明を通して、直角三角形の性質をさぐる。 

(1)直角三角形の合同条件を使って証明をかく。 

(2)作図や図形の移動を使って、直角三角形の合同条件

を使った問題に取り組み、理解を深める。 

まとめる 

【２時間】 

３ . 三角形の外接円と内接円の作図や概念をまとめ

る。 

(1)作図や証明に関する知識を学び直し、それを用いな

がら外接円・内接円の概念を理解し、説明する。【本

時】 

(2)作図や証明に関する知識を用いて外接円・内接円の

証明ができる。 

第８学年（中２） 数学 

単元名：直角三角形 
 

図形を操作して考えたこと
を数学的に表現しよう 

○ タブレットＰＣによる探求  ○ 生徒が電子黒板で表現 単元の目標 

○ 円と直角三角形の関係に興味

を持ち、進んで調べようとして

いる。    （関心・意欲・態度） 

○ 既習の内容から、合同な直角三

角形を見出し、内接円・外接円

について考えることができる。      

（思考・判断・表現） 

○ 円と直角三角形を関連づけな

がら考え、証明として書くこと

ができる。           （技能） 

○ 円と直角三角形に関する特徴

や理由についての証明が理解

できる。      （知識・理解） 

 

・予想や説明する活動に主体的に取り組むことができる。(関心・意欲・態度)  

・図形に関する知識を用いながら外接円、内接円の特徴について説明できる。（思考・判断・表現） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

① 

B1 

② 

C2 

③ 

C1 

電子黒板を使って発表す

る。 

各自円の拡大・縮小や 

移動などを操作する。 

 

 

タブレットを使って班で

交流する。 

 



-15- 

 

ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 内接円・外接円を

確認する。 B1 

◇ タブレット PC 
円を拡大・縮小・移動をし、直角三角

形、鋭角三角形、鈍角三角形のそれぞれ

で、内接円や外接円ができるのか、熱心

に確認していた。タブレットＰＣで生徒

一人一人が操作することは、生徒の興

味・関心を高める上で効果的だった。 

 ② 考えたことを班で

交流する。 C2 
◇ タブレット PC 

各班ごとに、内接円か外接円か調べる

内容を選択・決定し、どのような線をひ

けば、中心を求めることができるかタブ

レットPCを使って考えをまとめさせた。

そして、班で交流し、考えたことを深め

たり、広めたりすることができていた。 

また、直角三角形の合同条件を使うこ

とに気づく生徒も多かった。  

 ③ 話し合った結果を

説明する。 C1 
◇ 電子黒板、タブレット PC 

班の代表のタブレットＰＣの図を電子

黒板に映して説明させた。生徒はタブレ

ットＰＣの書き込みを、わかりやすく説

明した。発表を聞く生徒も電子黒板に注

目し、しっかりと聞いていた。そして、

内接円・外接円について各自が考えたこ

とを発表し合う中で、直角三角形の合同

について理解を深めることができた。 

 

 

 

 

 

 

○ タブレット PC で、図形の拡大・縮小を試させることで興味・関心を高めることができた。 
○ 一人一人がタブレットＰＣを操作することで自分の考えをつくったり、それを班や学級全体で

交流することで考えを深め・広げたりする中で、数学的な活動を十分に行うことができた。 
● 班で交流するときデータを表示し合えると、もっと分かりやすく説明できると思えた。 

授業を振り返って 

 

内接円・外接円の中心の求め方を考えている生徒 

内接円・外接円の操作を熱心に行う生徒 

電子黒板で説明している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 提示された図形により本時のめあてをつかむ。 

(1) トラックの曲線部を合わせた円(｢ア｣)と、直線部 

｢イ｣の求め方を振り返る。 

 

 

 

 

 

(2) 本時の学習方法を知り、めあてを確認する。 

・電子黒板を使い図形やその見方

を見る。 

 

・長方形と円周の長さの様子を確

認する。 

 

さぐる 

２ 第２コースの周の長さについて調べる。 

 

・各自で図形に書き込み第２コー

スの長さを測る。 

・長方形と円周の長さをタブレッ

ト PC で確認する。 

・各班で求める式を交流して確認 

する。 

まとめる 

３ 本時の学習をまとめ、次時の予告を聞く。 

(1) 本時の学習をまとめる。 

(2) 次時の予告を聞く。 

 

 

 

・発表を聞き、理解を深める。 

単元計画（全５時間） 

つかむ 

【１時間】 

１. 文字式の有用性を感じる。 

(1)２００ｍトラックの直線部・曲線部の長さを考え

る。 

(2)目的に応じて等式を変形する意味を理解する。 

さぐる 

【２時間】 

２. 文字式を使って説明する。 

(1)目的に合うように等式を変形する練習をする。 

(2)数量の関係や数の性質を文字式を使って考え、説明

する。【本時】 

まとめる 

【２時間】 

３. 文字式を使って説明する練習をする。 

(1)目的に合うように等式を変形し、説明をしやすくす

る。 

(2)数量の関係や数の性質、文字式を使って、説明をか

く練習をする。 

第８学年（中２） 数学 

単元名：文字式の利用 

 

各コースの長さを 
計算し説明しよう 

○ タブレット PC での図形の移動 ○ 生徒が電子黒板で表現 単元の目標 

○ 数量の関係や数の性質につい
て、文字式を使って明らかにし
ていこうとしている。 

（関心・意欲・態度） 
○ 既習の内容から、数量の関係や

数の性質について考えること
ができる。 

（思考・判断・表現） 
○ 目的に応じて簡単な等式を変

形することができる。  
（技能） 

○ 数量の関係や数の性質につい
て、文字式を使って明らかにで
きる。 

（知識・理解） 

 

・予想や説明する活動に主体的に取り組むことができる。(関心・意欲・態度) 

・数量の関係や数の性質を文字式を使って考え、説明できる。(思考・判断・表現) 

本時のねらい 

本時の展開 

 

電子黒板を使って、それぞ

れの求め方を確認する。 

 

① 
① 

A1 

② 

C2 

③ 

C1 

タブレット PC を使って

班で式を交流する。 

 

電子黒板を使って説明す

る。 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 第１コースの長さ

を確認する。 A1 

◇ タブレット PC 
生徒はタブレットを使って、半円をつ

なげて円ができるか確認したり、円周の

長さを求めたり、直線部分の長さを求め

たり、熱心に確認していた。タブレット

ＰＣで生徒一人一人が操作し、トラック

を分解して見やすくすることは、生徒の

興味・関心を高めることに効果的だった。 

 ② コースごとの差を

班で交流する。 C2 

◇ タブレット PC 

各自で考えた、第２コースの求めた式

をタブレットＰＣに計算式と説明文でま

とめさせた。そして、それをもとに班で

交流し、考えたことを深めたり、広めた

りすることができていた。 

また、半径が１メートル長くなったこ

とで、円周の長さが２π長くなることに

気づき、２×3.14 で約 6.28 メートルを

答えられる生徒が数名いた。  

 ③ 文字式を写して説

明する。 C1 

◇ 電子黒板、タブレット PC 

タブレットＰＣに説明がよくかけてい

たまとめを電子黒板に映して説明させ

た。生徒はタブレットＰＣの書き込みを、

わかりやすく説明した。発表を聞く生徒

も電子黒板に注目し、しっかりと聞き、

自分のノートにまとめていた。そして、

文字式を使った説明の発表を聞き、自分

のまとめと比べる中で理解を深めること

ができた。 

 

 

 

 

 

 

○ タブレットで、図形の移動や編集を試させることで興味・関心を高めることができた。 
○ 生徒一人一人にタブレットＰＣを操作させて自分の考えをつくらせ、それを班や学級全体で交

流させて考えを深めたり、広げたりする中で生徒の数学的な活動を十分に行うことができた。 
● タブレットＰＣを使った交流は、説明を書く場所を決めておくと、説明が分かりやすくなる。 

授業を振り返って 

 

第２コースの長さの求め方を交流している生徒 

電子黒板で求め方を説明している生徒 

トラックの図を操作し、熱心に考える生徒 



-18- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ ピタゴラスの逸話を聞き、本時の学習のめあてを

つかむ。 

 

 

さぐる 

２ 直角三角形の 3 辺の上につくる正方形の面積関

係について考える。 

(1) 直角三角形の 3 辺の上に正方形を書き、その面

積関係を調べる。 

(2) どのような直角三角形であっても
222 cba 

が成り立つことを証明する。 

 

 
 

 

 

 

 

 

・代表が電子黒板を活用して発表 

し、理解を深める。 

 

まとめる ３ 本時の学習をまとめる。  

単元計画（1２時間） 

つかむ 

【４時間】 

１．操作活動を通して、三平方の定理をつかむ。 

(1)三平方の定理を理解し、その証明を考える。【本時】 

(2)三平方の定理の逆を使って、三角形が直角三角形か

どうか調べる。 

さぐる 

【４時間】 

２. 平面図形の線分の長さや面積を三平方の定理を使

って求める。 

(1)正三角形の高さ・円の弦の長さを求める。 

(2)座標平面上の２点間の距離を求める。 
 

まとめる 

【４時間】 

３．空間図形の線分の長さや面積・体積を三平方の定

理を使って求める。 

(1)直方体の対角線の長さや正四角錐の体積を求める。 

(2)日常生活や社会の中にも三平方の定理を活用するこ

とができる。 

第９学年（中３） 数学 

単元名：三平方の定理 

 

直角三角形の３辺の長さ
の関係を明らかにしよう 

○ タブレットＰＣ操作による探求 ○ 生徒が電子黒板で表現 単元の目標 

○三平方の定理に関心を持ち、直
角三角形の性質を、進んで調べ
ようとしている。 
         （関心・意欲・態度） 

○三平方の定理を用いることで図
形の性質を考えることができ
る。       （思考・判断・表現） 

○三平方の定理を用いて、図形の
線分の長さや面積、体積などを
求めることができる。  （技能） 

○三平方の定理や三平方の定理の
逆の意味を説明することができ
る。            （知識・理解） 

・直角三角形の３辺の上につくった正方形の面積を計算することによって、三平方の定理を見つけだそう

とする。（関心・意欲・態度） 

・交流活動を通して、三平方の定理を証明することができる。(思考・判断・表現) 

本時のねらい 

本時の展開 

 

電子黒板を使い、ピタゴ

ラスの発見を紹介する。 

① 

A1 

電子黒板を使って説明す

る。 
③ 

C1 

タブレット PC で図形を

移動させて、証明の方法

を班で交流する。 

 

② 

C2 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① ピタゴラスの発見

を紹介する。 A1 

◇ 電子黒板 
単元「三平方の定理」の初めの授業な

ので、電子黒板を使い、紀元前から使わ

れている直角三角形の性質が、どのよう

にして発見されたのか、それを証明した

ピタゴラスとはどんな人物なのかを紹介

した。古代エジプトの話を生徒たちは、

興味をもって聞いていた。 

 

 

② 図形を移動し、証

明を考える。 C2 
◇ タブレット PC 

班で図形を自由に動かす機能を使っ

て、直角三角形 4 枚から正方形をつくり、

常に
222 cba  が成り立つことを証明

させた。はじめは、どのように正方形を

つくればよいか分からなかった班もあっ

たが、4 人でタブレットを利用して、文

字を使って証明まで考えることができて

いた。 

 ③ 電子黒板で、証明

を説明する。 C1 
◇ 電子黒板 

生徒たちは、班で確認したことを、全

体の場でもう一度電子黒板を使って説明

した。証明までいけなかった班は、証明

することができた班の説明を興味深く聞

いていた。電子黒板では聞いているだけ

なので、生徒の理解を確実にするために、

黒板で証明のしかたを確認した。 

 

 

 

 

 

 

○ タブレットＰＣで、図形を移動したり編集したりすることで興味・関心を高めることができた。 
○ 電子黒板を使って、視覚的にとらえることができるのは、理解の手助けとなった。 
● 4 人に 1 台のタブレット PC を使ったが、自分の考えを十分もたせるには至らなかった。2 人

に 1 台のタブレット PC があれば、班活動でも多様な意見の交流ができたと思う。 

授業を振り返って 

 

電子黒板を使って関心をもたせる 

正方形をつくり証明している生徒 

タブレットPCにかいたことを説明している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 導入問題を考え、本時のめあてをつかむ。 

(1) 【問題】右図のような 1 辺が 1cm の方眼の中に、正

方形は全部でいくつあるでしょうか。 

 

(2) 本時の学習方法を知り、めあてを 

確認する。 

「正方形の 1 辺の長さを、面積の 

  関係から求める方法を考えよう」 

・電子黒板に課題を提示して、正方形

を書きながら確認する。 

 

 

さぐる 

２ いろいろな正方形を作図し、1 辺の長さについてさぐ

る。 

(1) 正方形を作図し、求め方を話し合う。 

 【課題】２cm２・８cm２・５cm２・10cm２の面積 

 を持つ正方形を方眼紙に書いてみよう。 

 

(2) 1 辺の長さを実測し、近い値を考える。 

 

３ 面積が 10 になる正方形の 1 辺の長さの表し方を知

る。 

・各自で考えさせたあと、班でタブレ

ットを使って求め方を交流して確

認する。 

 

 

 

・代表が電子黒板を活用して発表 

し、理解を深める。 

まとめる 

４ 本時の学習を振り返る。 

(1) 本時の学習をまとめる。 

「面積 a の正方形の 1 辺は、記号使って a と表す」 

 

単元計画（14 時間） 

つかむ 

【5 時間】 

１. 具体的操作や実測を通して、平方根の意味をつか

む。 

(1)新しい数、平方根の意味をつかむ。【本時】 

(2)近似値の求め方や有理数・無理数の意味を考える。 

さぐる 

【７時間】 

２. 根号を含む式の計算についてさぐる。 

(1)根号を含む式の計算の仕方を、数の計算や文字式の

計算と同じように考え、計算する。 
 

まとめる 

【２時間】 

３.身の回りにある平方根について考えまとめる。 

(1)A 版の紙の２辺の長さの比を求め、身の回りにも平

方根が利用されていることをまとめる。 

(2)練習問題で学習のまとめを行う。 

1cm

1cm

1cm1cm

第９学年（中３） 数学 

単元名：平方根 

 

正方形の面積を求める 
方法を説明しよう 

○ タブレットＰＣで探求    ○ 生徒が電子黒板で表現 単元の目標 

○ 新しい数の存在に興味をもち、

平方根の四則計算の仕組みを

積極的に調べようとする。 

（関心・意欲・態度） 

○ 学習してきた数の性質や法則

が成り立つか調べ、四則計算の

仕組みを説明することができ

る。    （思考・判断・表現） 

○ 平方根の大小判断や四則計算

をすることができる。 （技能） 

○ 平方根の必要性と意味を理解

し、四則計算の方法を理解して

いる。         （知識・理解） 

 

・正方形の面積と辺の関係から、これまで学んだことのない数があることに関心を持ち、調べようと 

する。(関心・意欲・態度) 

・正方形を作図し、面積の求め方を説明することができる。(思考・判断・表現) 

本時のねらい 

本時の展開 

 

タブレットＰＣを使って

班で交流する。 

 

② 
② 

C2 

③ 

C1 

電子黒板を使って発表す

る。 

電子黒板で提示し、全部で

何個あるのか確認する。 

① 

A1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 導入の問題に答え

る。 A1 

◇ 電子黒板 
問題を電子黒板で提示し、今日学習す

る正方形の問題を考えた。５個、６個な

どいろいろな答えがでてきたので、生徒

たちも興味をもって取り組むことができ

た。電子黒板を使って、全部で 10 個あ

ることを、色分けしながら説明すること

ができた。この導入問題で、正方形をい

ろいろな方向から見て考えるきっかけと

したかった。 

 ② 正方形のつくり方

と面積を考える。 C2 
◇ タブレット PC 

各自で考えた、正方形ができる全体の

線のひき方と面積を求める方法を班で確

認した。求め方が分からない生徒に、タ

ブレットを使って、色分けしたり、数量

を書き込んだりしながら班のみんなに説

明していた。特に５cm２.10cm２の正方

形に気づくのが難しかったので、できた

生徒は喜んで説明していた。 

 

 ③ 数式や図を使って

説明する。 C1 
◇ 電子黒板 

班で確認したことを、全体の場でもう

一度電子黒板を使って説明した。求め方

はひとつとは限らないので、自分とは別

の方法を聞いている生徒も、興味深く聞

いていた。電子黒板では色分けや数式を

書き込んで説明できるので、聞いている

生徒も、自分でプリントにまとめること

ができた。 

 

 

 

 

 

 

○ タブレットＰＣで、図形をすぐに編集させることで興味・関心を高めることができた。 
○ 生徒一人一人が、プリントで自分の考えをつくらせた後に、班や学級全体で交流させて考えを

深めたり、広げたりする中で生徒の数学的な活動を十分に行うことができた。 
● 導入問題と本時の問題のつながりがうまくいかなかったので、導入を変えた方がよかった。 

授業を振り返って 

 

電子黒板で求め方を説明している生徒 

導入問題の解答を説明する生徒 

面積の求め方を班で確認している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 前時の想起をし、本時のめあてをつかむ。 

(1) 古墳や、副葬品の資料を見る。 

(2) 本時の学習方法を知り、めあてを確認する。 

 

 

 

・古墳と、埴輪などの副葬品の映像 

さぐる 

２ 映像資料や分布図から、古墳とその分布の特徴を読

み取り、その理由を考える。 

(1) 古墳の映像や分布図から、それぞれの特徴を読み取

る。 

(2) 近畿地方と、それ以外の地方の古墳の違いから、当

時の相互の関係について考える。 

３ 古墳の副葬品から、当時の日本においての「鉄」が

持つ意味を考える。 

(1) 「鉄」入手方法と使用目的を、教科書から読み取る。 

(2) 「鉄」が、ヤマト王権を中心とした国家形成につい

て果たした役割について、班で話し合い、発表する。 

 

 

 

・大山古墳の映像資料 

・その他の地方の古墳の分布図 

 

 

 

 

・実物投影機で学習プリントを映す。 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめる。 

 数名の感想を聞き、本時のまとめを行う。 

 

単元計画（全 4 時間） 

つかむ 

【１時間】 

１．古墳時代、鉄と前方後円墳が全国に広まった理由

について、資料をもとに考える。【本時】 

さぐる 

【２時間】 

２. 蘇我氏と聖徳太子の政治と、仏教や大陸文化との

関わりについて調べる。 

(1)蘇我氏と聖徳太子は、どのような政治を行ったのか

を調べ、当時の社会の様子を考察する。 

(2)渡来人がもたらした、仏教をはじめとする大陸の文

化と、政治との関わりについて調べる。 

まとめる 

【１時間】 

３. 大化の改新について調べ、唐の律令政治が日本に

どのような影響を与えたかについてまとめる。  

第 7学年（中 1） 社会 

単元名：鉄から見える 
ヤマト王権 

 

古墳からヤマト王権の 
全国統一について考えよう 

○ 理解が深まる映像提示  ○ 生徒が電子黒板で表現 単元の目標 

○ 身近な地域の遺跡や古墳に感
心を持ち、進んで調べることが
できる。  （関心・意欲・態度） 

○ 鉄と前方後円墳が全国に広が
った理由を、根拠を示しながら
説明することができる。 

（思考・判断・表現） 
○ 鉄の延べ板の出土地や、主な古

墳の分布の資料から、当時の権
力者の出現の様子を読み取る
ことができる。    （技能） 

○ 渡来人が伝えた技術について、
具体的なことがらを理解し、知
識を身につけている。 
        （知識・理解） 

 

・鉄と前方後円墳が各地に広まった理由を、各地の古墳の分布の様子から、多面的に考察し、根拠をもって適切

に表現することができる。（思考・判断・表現） 

・古墳や鉄の延べ板の分布図などの資料から、当時、強大な権力者が出現し、全国に勢力を伸ばしていったこと

を読み取ることができる。（技能） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

電子黒板を使い、古墳の

資料映像を提示する。 
① 
A1 

電子黒板を使い、地図や

資料を提示する。 

実物投影機と電子黒板を

使い、説明する。 

② 
A1 

③ 
C2 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 古墳や副葬品の映

像を見せる。 A1 

◇ 電子黒板 
電子黒板を使用し、日本国内の様々

な古墳（円墳・前方後円墳）や、その

中に納められている副葬品の映像を見

せた。 

生徒たちは、文化祭の時に古墳を調

べた経験もあり、興味深く映像を見て

いた。映像を見ながら、古墳に副葬品

が納められている理由を考え、ワーク

シートにまとめていった。 

 ② 鉄とヤマト王権の

関係を考えさせる。 A1 
◇ 電子黒板 

電子黒板を使用し、大山古墳の映像

や、各地の古墳と、その分布図などの

資料を提示し、古墳の大きさと分布の

関連性、鉄と全国統一の関わりについ

て考えさせた。 

生徒たちは熱心に考え、自分の意見

をまとめた後、班で交流を行い、意見

をひとつにまとめていった。その後、

班の意見を発言プリントにまとめた。 

 ③ 電子黒板に映して

説明する。 C2 
◇ 電子黒板、実物投影機 

班で話し合った結果を、実物投影機

を利用して、電子黒板に映して説明さ

せた。各班の代表者は、しっかりと要

点をまとめて説明することができた。 

生徒たちは発表時、電子黒板に注目

し、他の班の発表をしっかり聞くこと

ができた。その後、質問や意見の交流

を行い、学習を深めていった。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 電子黒板を使用することで、様々な資料が効率よく提示でき、生徒の関心を高めることができた。 
● 電子黒板を使用しての説明や意見交換については、事前に十分な指導が必要である。今回は実物投

影機で学習プリントを投影したが、タブレット PC なども使用して、視覚的にも時間的にも効率よ
く授業を進めていく必要性を感じた。 

授業を振り返って 

 

古墳や副葬品の映像を熱心に見る生徒 

映像を見ながら考え、プリントにまとめる生徒 

電子黒板を使用し、説明している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 前時の想起をし、本時のめあてをつかむ。 

(1) 前時作成資料から、戦う武士の気持ちを確認する。 

(2) 本時の学習方法を知り、めあてを確認する。 

・本時は元の襲来とその後の社会の変化を、幕府や武

士たちの行動と心情から探る。  

 

・生徒が作成した資料（前時分）を

提示する。 

 

さぐる 

２ 映像資料により、戦いの結果とその後の武士の行

動を知る。 
(1) 資料映像から、戦いの結果を知る。 

(2) 蒙古襲来絵詞の主人公、竹崎季長ら、武士たちの戦

い後の行動を、資料から読み取る。 

３ 竹崎季長らの行動と幕府の対応から、戦後の武士

たちが置かれた状況と、幕府の事情を考える。 
(1) ３つの立場（①恩賞をやれない幕府(奉行)、②直訴

し恩賞を得た竹崎、③与えられなかった大勢の武士

たち）の立場に分かれ、それぞれの事情や心情を考

え、班で交流し、タブレットＰＣを用いて発表する。 

(2) それぞれの発表をもとに、何が幕府の支配をゆるが

したのかを考える。 

 

・蒙古襲来絵詞 

・ビデオ教材 

 

 

 

 

・タブレット PC の発表枠 

 

 

 

 

 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめる。 

(1) 各班の意見から、戦の前後の社会の変化(幕府と武

士の関係の変化)を考え、プリントに記入する。 

(2) 数名の発表を聞き、本時のまとめを行う。 

 

 

単元計画（全４時間） 

つかむ 

【１時間】 

１. 鎌倉幕府の成立と承久の乱から、武家社会の支配のしく

みと、土地を媒介とした武士の主従関係をつかむ。 

さぐる 

【２時間】 

２. 資料から、元の襲来の様子と、戦った武士の心情を読み

取り、元の襲来がわが国に与えた影響を探る。 

(1)資料から、詳しい戦いの様子を調べ、戦いの様子と、戦

う武士の心情を探る。 

 

 

 

(2)戦いの後の武士たちの行動から、当時の幕府や武士たち

が置かれた状況や心情を考え、武士の主従関係の崩れと、

それがその後の社会に与えた変化を探る。【本時】 

まとめる 

【１時間】 

３. 鎌倉幕府の滅亡から建武の新政への過程を調べ、東アジ

アの情勢がわが国に与えた影響についてまとめる。 

第 7学年（中１） 社会 

単元名：武家政権の内と外 

 

歴史上の人物の気持ちから、 

幕府滅亡の理由を考えよう 

○ 理解を深める映像提示 ○ 生徒がタブレット PC・電子黒板で表現 単元の目標 

○ 鎌倉時代の歴史に興味を持ち、

進んで調べることができる。 

   （関心・意欲・態度） 

○ 武家社会の主従関係の変化と

内外の情勢を関連づけながら

考え、意見としてまとめること

ができる。（思考・判断・表現） 

○ 文献や絵画などの資料から、当

時の社会や人々の様子を読み

取り、自分のことばで表すこと

ができる。     （技能） 

○ 鎌倉幕府の成立から滅亡まで

の流れと、そうなった理由がわ

かる。    （知識・理解） 

 

・鎌倉幕府滅亡のきっかけを、蒙古襲来や、その後の国内情勢の変化等から、多面的に考察することができる。

（社会的な思考・判断） 

・戦いの後の武士や幕府のそれぞれの行動や対応を資料から読み取り、当時の状況や社会の変化も考慮しながら、

登場人物のことばで表現できる。（資料活用の技能・表現） 

 

本時のねらい 

本時の展開 

 

① 
B1 

タブレット PC で、戦の様子

を細かく読み取り、戦う武士

の気持ちを考える。 

② 
C2 

③ 
C1 

電子黒板を使用し、班ご

とに発表させ、意見交流

を行う。 

班での意見交流の結果

を、タブレット PC に記

入する。 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 資料から戦いの様

子を読み取る。 B1 

◇ タブレットＰＣ 
教科書などには一部分しか掲載されてい

ない『蒙古襲来絵詞』の全体を、タブレッ

トＰＣで読み取る活動を行った。 

生徒は、資料を拡大・縮小・スクロール

しながら、戦いの様子を細かく読み取り、

学習プリントにまとめていった。読み取っ

た情報をもとに、戦いに参加する武士の心

情を想像し、タブレット PC に記入してい

った。 

 ② タブレットＰＣに

意見をまとめる。 C2 
◇ タブレットＰＣ 

幕府・恩賞ありの武士・恩賞なしの武士

の３つの立場に分かれ、それぞれの立場の

事情や心情を、各自で考えた後、班で交流

した。 

生徒は全員が意見を発表した後、意見交

流を行い、一つにまとめていった。 

タブレットＰＣの発表資料枠に、班の意

見を記入する生徒たちは、自分たちの思い

が伝わるように、何度も書き直していた。 

 ③ 話し合った結果を

説明する。 C1 
◇ 電子黒板、協働ソフト 

班で話し合った結果を、協働ソフトで電

子黒板に映し、代表者が説明した。 

生徒たちは電子黒板に注目し、他の班の

発表をしっかりと聞くとともに、積極的に

質問し、自分の考えをつくり表現した。 

発表を終えた後、全班の意見を電子黒板

に並べて映し、最後のまとめを行う際の参

考にすることもできた。 

 

 

 

 

 

 

○ タブレット PC 活用し、資料を自由に観察・分析することができ、主体的な学習になった。 
○ 電子黒板を使用することで効果的にわかりやすく発表でき、全体での意見交換を活発化できた。 
● 電子黒板を使用しての説明や意見交換は、もっと指導が必要である。教師側もファイルの配信・

回収や映写、生徒の巡視など、タイミングを計りながら授業を進める「慣れ」が必要である。 

授業を振り返って 

 

資料を自在に拡大・縮小し、細かく読み取る生徒 

書き込みながら、意見をまとめる生徒 

電子黒板を使用し、説明している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 資料映像を視聴し、本時のめあてをつかむ。 

(1) 日本で起こる自然災害について概観し、復習する。 

(2) 本時の学習内容と、めあてを確認する。 

・本時は実際の災害現場の写真から、自然災害の被害を

防ぐ対策について考える。  

 

 

 

・様々な種類の自然災害 

・東日本大震災と福岡西方沖地震 

さぐる 

２ ３ヵ所の被災地（玄界島、仙台、南三陸）を班ごと

に分担し、実際に行われた防災対策を調べる。 

(1) グーグルアースのタイムマシン機能を使用し、震災

前と現在の同地点の衛星写真を比較する。 

(2) 写真から、震災後に行われた各地の防災対策を読み

取り、班でまとめる。 

３ 調べたことを、電子黒板を使用して発表し、意見交

流を行う。 

(1) 衛星写真やワークシートを電子黒板に映し、調べた

内容を発表する。 

(2) 他班の内容を聞き、質疑応答や付け加えを行い、意

見の交流を図る。 

 

 

 

・震災前と現在の被災地の同地点の

衛星写真 

 

 

 

 

 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめる。 

(1) 各班の発表から、実際に行われている防災対策につ

いてまとめ、感想を書く。 

○現地の実際の写真を見て、それ以

外の対策の必要性に気づく。 

単元計画（全 5 時間） 

つかむ 

【２時間】 

１．世界と日本の自然環境の特色から、わが国では様々

な自然災害が起こりやすいことを理解する。 

(1)世界と日本の気候を比較し、日本の地形や季節風によ

ってもたらされるわが国の気候の特徴を探る。 

(2)日本で起こる自然災害の種類と原因を調べ、福岡県で

も、そのいくつかが起こりうることを知る。 

さぐる 

【２時間】 

２. わが国の自然災害と、防災対策について考える。 

(1)タブレット PC で新旧の衛星写真を比較し、災害後に

行われている防災対策を調べ、発表する。【本時】 

(2)ハード面の対策以外に、実際に行われている防災対策

と、その必要性を調べる。 

まとめる 

【１時間】 

３．自然災害から、自らを守る方法について考える。 

(1)ハザードマップを使用して、宗像地区と日の里の自然

災害と防災対策について考える。 

第８学年（中２） 社会 

単元名：自然環境から
見た日本 

 

インターネットで実際の 
防災対策を調べよう 

○ 理解が深まる映像提示  ○ 生徒がタブレット PC で調査活動 単元の目標 

○ 日本の自然環境と災害に興味を

持ち、進んで調べようとしてい

る。    （関心・意欲・態度） 

○ 行政が行う防災対策と、それ以外

の対策について考え、自分の意見

として発表できる。 

（思考・判断・表現） 

○ 映像の比較から、実際に行われて

いる防災対策を調べることがで

きる。         （技能） 

○ 自然災害から身を守るためには、

行政だけでなく、個人やコミュニ

ティーなどの対策も重要である

ことがわかる。 （知識・理解） 

 

・実際に行われている防災対策を、タブレットを使用して意欲的に調べ、その内容を的確に発表することができ

る。（資料活用の技能・表現） 

・自分の班の調べた結果と、他班の結果から、国や地方公共団体の防災対策についてまとめるとともに、それだ

けでは不十分であることに気づく。（社会的な思考・判断・表現） 

 

本時のねらい 

本時の展開 

 

電子黒板を使い、自然災

害の資料映像を見る。 
① 
A1 

タブレット PC で実際の

防災対策を調べる。 

電子黒板を使って、調べ

た結果を説明する。 
③ 
C1 

① 
B1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 災害の資料映像を

見せる。 A1 

◇ 電子黒板 
阪神淡路大震災や東日本大震災、福岡西

方沖地震の被災地の写真を見せた。 

生徒は、記憶に新しい地震や津波の映像

や被害の様子を熱心に観ていた。また、福

岡西方沖地震の映像から、自分たちの身近

な地域でも大規模自然災害が起こりうるこ

とを知り、自然災害の恐ろしさを感じ、防

災対策の必要性と、それを調べ、考えよう

という意欲が高まった。 

 ② 実際に行われた防

災対策を調べる。 B1 
◇ タブレット PC 

３ヵ所の被災地（玄界島、南三陸、仙台）

を班で分担し、グーグルアースのタイムマ

シン機能を使用して、被災前、直後、現在

の衛星写真から、その変化（防災対策）を

調べさせた。 

生徒は、衛星写真の海岸線をスクロール、

拡大、縮小しながら、過去と現在の様子を

何度も見比べ、変化したところや、防災対

策が取られたところを探していった。 

 ③ 話し合った結果を

説明する。 C１ 
◇ 電子黒板、タブレット PC 

班で話し合った結果をタブレットＰＣの

ワークシートにかかせ、班ごとに電子黒板

に映して説明させた。 

生徒は、ワークシートを使い、自分たち

が調べた防災対策について説明していっ

た。聞く生徒も、電子黒板を注視しながら

しっかり聞いていた。意見交換では、被災

地の違いによる独自の対策や、３ヵ所の共

通点などが出され、理解が深まった。 

 

 

 

 

 

 

○ 資料映像や、新旧の衛星写真を見せることで興味を高めることができた。 
○ 生徒自身が電子黒板で発表することで、他の生徒の注目度が高まり、自分の考えと比べることがで

きた。生徒の思考が深まり、様々な防災対策を考える上での足がかりとなった。 
● 発表時、生徒がタブレットＰＣを操作し、ワークシートと衛星写真とを切り替えることが難しかっ

た。 

授業を振り返って 

 

阪神淡路大震災の写真を熱心に見入る生徒 

震災前後の衛星写真を比較し、違いを調べる生徒 

ワークシートで、調べた結果を発表する生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 資料映像により本時のめあてをつかむ。 

(1) 事件の概要と、裁判の流れを再確認する。 

(2) 本時の学習方法を知り、めあてを確認する。 

・電子黒板（プレゼンテーションソ

フト）で、映像を提示する。 

・本時の流れとめあてを確認する。 

さぐる 

２ 班で模擬裁判員裁判を行い、判決を出す。 

(1) 挙手で一回目の評決を行う。 

(2) 班内で、各自の判決と、そうなった理由を説明し、

意見交流を行う。 

(3) 最終の評決を行い、判決と理由をタブレットに記入

する。 

３ 各班が出した判決を、学級全体で交流する。 

(1) 全体の結果を電子黒板で確認した後、判決と、そう

判断した理由を数班が発表する。 

(2) 発表後、意見交流を行い、様々な考えが判決に影響

することを確認する。 

(3) 模擬裁判員裁判を行って感じたこと（やってみての

感想や意義）を、学習プリントに記入する。 

 

 

 

 

・判決と理由をタブレットに記入し

発表する。 

 

 

 

 

 

 

・判決用紙と資料映像を切り替えな

がら説明する。 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめる。 

(1) 記入した内容を数名が発表し、裁判員制度の特徴を

まとめる。 

(2) 裁判員制度についての資料と VTR を視聴し、裁判

員制度の意義を確認する。 

 

 

 

・電子黒板で映像資料を視聴し、学

習した内容を確認する。 

単元計画（全６時間） 

つかむ 

【２時間】 

１. わが国の司法制度のしくみを知る。 

(1)裁判所の役割と、法律と我々の生活との関わりを考える。 

(2)裁判の種類としくみ、裁判の流れを理解する。 

さぐる 

【２時間】 

２. わが国の司法制度の問題点と、その対策を探る。 

(1)司法制度改革と、裁判員制度の大まかなしくみを理解す

る。 

(2)架空の事件（オオカミ殺人事件）の資料をもとに、自分

の判決を出し、模擬裁判の準備をする。 

 

 

まとめる 

【２時間】 

３. 模擬裁判を行い、司法制度改革の課題を考える。 

(1)模擬裁判員裁判を行い、意見交流を行う。【本時】 

(2)わが国の司法制度の課題から、司法制度改革について考

える。 

第９学年（中３） 社会 

単元名：法を守る裁判所 
 

裁判員になって、 
判決を出してみよう 

○ タブレット PC で調べ活動 ○ タブレット PC・電子黒板で発表 単元の目標 

○ 裁判のしくみや裁判員制度に

関心を持ち、模擬裁判に意欲的

に参加することができる。 

（関心・意欲・態度） 

○ わが国の司法制度やその問題

点について、自分の考えをまと

め、説明することができる。 

（思考・判断・表現） 

○ 資料を活用して、司法制度のし

くみを理解し、模擬裁判で判決

を下すことができる。（技能） 

○ 司法制度改革による裁判員制

度の意義を理解し、説明するこ

とができる。  （知識・理解） 

 

・裁判員裁判に関心を持ち、積極的に模擬裁判に参加することができる。（関心･意欲･態度） 

・模擬裁判員裁判を通して、多様な考え方に触れながら、判決を出すことができる。（思考・判断・表現） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

タブレットで、事件の資料を

詳しく読み取り、個人の判決

を出す。 

① 
B1 

タブレットと電子黒板を

使い、説明する。 
③

C1 

② 
A1 

電子黒板を使い、全班の

判決と理由を見る。 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 資料をもとに自分

の判決を出す。 B1 

◇ 電子黒板、タブレットＰＣ 
電子黒板で事件の概要と模擬裁判の流れ

を確認させた後、全員にタブレットＰＣを

使用させ、資料から判決を出させていった。 

生徒は、必要な資料をサーバーから選び、

タブレットＰＣを巧みに操作して、画面を

切り替えたり、拡大したりしながら、資料

の隅々まで読み込んでいった。読み取った

内容を学習プリントに記入し、自らの判決

を導き出していった。 

 ② 全班の判決を見て

比較する。 A1 
◇ 電子黒板、協働ソフト 

班での評議の前後に、協働ソフトを使用

して、全部の班の判決を電子黒板に映し、

生徒に見せた。 

生徒は、興味深げに電子黒板の全体の結

果を見て、口々に感想を述べていた。この

判決は、後の評議で変更されることも多く、

その変化が視覚的にわかりやすい点でも効

果的で、後の活動である裁判員制度の意義

を考えることにつながっていった。 

 ③ 班の判決と、その

理由を説明する。 C１ 
◇ 電子黒板、協働ソフト 

班で話し合った結果をタブレットＰＣに

記入させ、電子黒板を使って説明させた。 

生徒は、判決を内容用と資料用の２台の

タブレットＰＣを使用し、それを切り替え

ながら、自分たちの班が下した判決と、そ

の理由を詳しく説明した。判決理由と資料

の画面を巧みに切り替えながら、自分たち

の考えを発表し、その後、盛んな意見交流

が行われた。 

 

 

 

 

 

 

○ タブレット PC を活用し文献や画像を取捨選択し、自由に使うことで多角的に考えることができた。 
○ 電子黒板での発表の場面で、２台のタブレットＰＣを切り替えながら使用させたことで、効率的な

授業ができた。また、判断とその根拠とが明確になったため生徒の理解が深まり、その後の議論が
活発になった。 

● タブレットＰＣで使用するソフトに相性があり、授業中にトラブルが発生することがあった。 

授業を振り返って 

 

事件資料を熟読し、判決を考える生徒 

全班の判決を、興味深く見ている生徒 

資料を提示し、判決の理由を説明する生徒。 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 資料映像により本時のめあてをつかむ。 

(1) 火山の資料映像を見る。 

(2) 本時の学習方法を知り、めあてを確認する。 

 

 

 

・火山のライブ映像 

・噴火の動画 

さぐる 

２ 火山噴出物を観察し、火山活動はどういうものかを

さぐる。 

(1) 火山噴出物を観察し、その特徴を記入する。 

(2) 火山噴出物の特徴から、火山活動との関係を考えプ

リントにまとめる。 

 

３ 火山噴出物の特徴を出し合い、火山活動（火山の噴

火）との関係について班で話し合う。 

(1) 出し合った考えを整理し、火山活動の仕組みについ

て話し合う。 

(2) 演示実験を見て、考えを交流する。 

 

 

 

 

・炭酸飲料の吹き出す様子 

 

 

 

 

・学習プリントの図を表示 

まとめる ４ 本時の学習をまとめる。 
○噴火映像を電子黒板で見せ、噴火

の違いに気づかせる。 

単元計画（全６時間） 

つかむ 

【２時間】 

１. 火山噴出物の観察を通して、火山の特徴をつかむ。 

(1)火山噴出物から火山活動について考える。【本時】 

(2)マグマの性質と火山や火山活動の特徴が違うこと

を考える。 

さぐる 

【１時間】 

２. 火山灰の観察を通して、鉱物の色や性質をさぐる。 

(1)火山灰や軽石に含まれる鉱物を観察する。 

まとめる 

【３時間】 

３. 火成岩の観察を通して、火成岩のでき方とつくり

の関係をまとめる。 

(1)火山岩と深成岩のつくりの違いを調べる。 

(2)火山岩と深成岩のできる場所とでき方の違いを考

える。 

(3)火成岩の色と含まれる鉱物の関係を考える。 

第 7学年（中 1） 理科 

単元名：大地の変化 
 

観察・実験の結果から 
自分の考えを説明しよう 

○ 理解が深まる映像提示  ○ 生徒が電子黒板で表現 単元の目標 

○ 火山噴火に興味をもち、大地の

変動や災害と関係づけて考え

ようとすることができる。 

（関心・意欲・態度） 

○ 火山に関する事物・現象の観

察・実験から、成因を推論でき、

大地の変化に気づくことがで

きる。   （思考・判断・表現） 

○ 火山に関する観察・実験の基本

を習得し、その結果を的確に表

現できる。           （技能） 

○ 火山に関する事物・現象、火成

岩の特徴や成因を説明できる。    

（知識・理解） 

 

・火山活動の仕組みを考える活動に主体的に取り組むことができる。（関心･意欲･態度） 

・火山噴出物を観察し、その特徴から火山活動との関連を記述することができる。（思考・判断・表現） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

電子黒板を使い資料映像

を提示する。 
① 
A1 

実物投影機・電子黒板で

演示実験を提示する。 

実物投影機と電子黒板を

使い、生徒に説明させる。 

② 
A1 

③ 
C2 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 火山の映像を見せ

る。 A1 

◇ 電子黒板、ネット上コンテンツ 
御嶽山や桜島の噴火映像や現在のライブ

カメラの映像を見せた。 

生徒は、記憶に新しい噴火や身近な火山

の迫力ある映像、現在の様子を熱心に観て

いた。また、教師の発問に積極的に答える

様子から、興味・関心を高めるだけでなく、

噴火についての疑問を引き出すためにも効

果的だった。 

 ② 演示実験を見せ

る。 A1 
◇ 電子黒板、実物投影機 

教卓で行っているペットボトルの炭酸飲

料が吹き出す様子を電子黒板で拡大して見

せた。 

生徒は、炭酸の吹き出す様子を興味深く

見ていた。大きな映像で見ることができた

ので、細かい変化に気づく生徒も多かった。

また、変化が一瞬で分かりにくい実験だっ

たが、事前に撮った映像を再生・停止を繰

り返しながら見せることで、生徒は変化を

しっかりつかむことができていた。 

 ③ 話し合った結果を

説明する。 C2 
◇ 電子黒板、実物投影機 

班で話し合った結果を実物投影機で電子

黒板に映して説明させた。 

生徒は、電子黒板に気泡が膨らむようす

を書き込みながらわかりやすく説明した。

また、発表を聞く生徒も電子黒板に注目し、

しっかりと聞いていた。噴火の仕組みにつ

いて各自が考えたことを発表し合う中で、

火山活動について理解を深めることができ

た。 

 

 

 

 

 

 

○ 最新の映像やライブ映像を見せることで興味を高めることができた。 
○ 生徒自身が電子黒板で発表することで、他の生徒の注目度が高まり、自分の考えと比べることがで

きたので生徒の科学的思考力が高まった。 
● 炭酸の吹き出しが瞬時なので、ハイスピード・カメラで撮影できるとよかった。 

授業を振り返って 

 

演示実験の細かな変化を観察している生徒 

電子黒板に書き込みながら説明している生徒 

火山のライブ映像を熱心に観る生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

1 前時までの学習を振り返る。 

2 本時の学習課題を知り、見通しをもとにめあてを立

てる。 

(1) 学習問題を知り、見通しをもつ。 

(2) 見通しをもとに本時のめあてを立てる。 

 

 

 

・各植物の種類分けとその特徴 

 

さぐる 

3 学習問題に取り組む。 

(1) 植物の種類分けの特徴を確認する。 

(2) 植物の分類の仕方を考える。 

 

(3) 全体で発表を行う。 

 

 
 

まとめる 

4 本時の学習のまとめをする。 

(1) まとめを行う。 

(2) 次時の学習について知る。 

 

 

単元計画（全 23 時間） 

つかむ 

【4 時間】 

１. 植物の観察や顕微鏡を使った観察を通して、植物の生活

の様子をつかむ。 

(1)身の回りの植物を観察し、植物の生活を考える。 

(2)顕微鏡を使った微生物の観察を行い、生き物の生活を考える。 

さぐる 

【15 時間】 

２. 植物の種類について理解し、植物の生活の仕方をさぐ

る。 

(1)花のつくりを学習し、花のはたらきを考える。 

(2)光合成について学習し、植物の生活について考える。 

(3)葉のつくりや蒸散について学習し、葉のはたらきを考える。 

(4)茎、根のつくりを学習し、維管束の役割について知る。 

(5)呼吸について学習し、植物中の気体等の出入りを考える。 

まとめる 

【4 時間】 

３. 植物の種類分けの特徴をつかみ、植物の分類についてま

とめる。 

(1)各種類の植物の特徴をつかみ、さらなる種類分けを考える。 

(2)種子を作らない植物を学習し、特徴について考える。 

(3)植物の種類分けの特徴をつかみ、植物を分類する。【本時】 

第 7学年（中１） 理科 

単元名：植物の生活と種類 
 

植物を分類する 
方法を考えよう 

○ 理解を深める映像提示  ○ 考えを引きだすタブレット PC の活用 単元の目標 

○ 植物の生活に関心を持ち、積極

的に実験・観察等を行う。 

      （関心・意欲・態度） 

○ 目的を持って実験・観察に取り

組み、予想・結果をもとに目的

に沿った考察を行うことができ

る。  

      （思考・判断・表現） 

○ 顕微鏡などの実験器具を正しく

扱い、実験・観察を素早く行う。 

（技能） 

○ 植物の種類や名称などを理解

し、植物の生活についての知識

を身に付ける。 （知識・理解） 

・植物の分類を学習した内容をまとめ、どのように分類できるかを考えることができる。 

（思考・判断・表現） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

電子黒板を使い、実物の

写真を提示する。 
① 
A1 

タブレット PC を使い、植

物の分類の方法を考える。 
② 
C2 

生徒の意見を、電子黒板

を使い全体で発表する。 
③ 
C1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 

 

 

  

① 実物の写真を見

る。 A1 

◇ 電子黒板 
電子黒板で、写真を見ながら分類の復習

を行った。その際、各種類の特徴を押さえ

ながら、分類の基礎知識を表にしてまとめ

させた。 

生徒は、熱心に電子黒板に目を向け、教

師の質問に的確に答えており、しっかりと

復習することができていた。 

 ② 植物の分類の仕方

を考える。 C2 
◇ タブレット PC  

 今まで学習した植物の種類分けをもと

に、タブレット PC を使用して、植物とい

う大まかなくくりを、根拠を持って分類さ

せた。 

生徒たちは、分類方法の例をもとに、ど

の様に分類されるかを2人もしくは班員と

話しながら、ペン機能などを使って分類し

ていた。 

 ③ 自分の意見を全体

で発表する。 C1 
◇ タブレット PC、電子黒板 

班で話し合った内容を、協働ソフトを使

用して電子黒板に映し、生徒が前に出て自

分たちの考えを発表した。 

全体ですぐ共有できることで、生徒は他

の生徒の考えをすぐに、視覚的に知ること

ができ、植物の分類について、さらに考え

を深めることができていた。 

 

 

 

 

 

 

 

○ タブレット PC を使うことで、生徒の多様な考え方を引き出すことができた。ま

た、紙でなくタブレット PC を使うことで、考えを何度も練り直したり、素早く

分類したりすることができた。 

○ 普段考えることに対して困難な生徒でも、積極的に考えようとしていた。 

○ タブレット PC の準備（立ち上げや、ソフトウェアへのログイン）を、生徒が行

うのではなく教員側が事前に行っておくことで、授業内での時間短縮などを図る

ことができた。 

● 分類をスムーズに行なえない生徒に対する支援的な手立てが必要だった。 

 

授業を振り返って 

 

電子黒板に映した写真で復習をする生徒 

植物の分類の仕方をタブレット PC 上で協力して考える生徒 

自分たちの考えを電子黒板に映して全体に発表する生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

1 前時までの学習を振り返る。 

2 本時の学習問題を知り、見通しをもとにめあてを立

てる。 

(1) 学習問題を発見する。 

(2) 本時のめあてを確認する。 

 

 

○実物投影機を使って実験の様子を

電子黒板に映し、学習問題をつか

む。 

さぐる 

3 学習問題に取り組む。 

(1) 学習事項を確認する。 

(2) 実験方法の確認を行い、準備する。 

(3) 実験の予想を立てる。 

(4) 屈折の実験・撮影を行う。 

 

(5) 撮影した画像を処理し、考察する。 

 

 

(6) 全体に向けて発表を行う。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめる 

４ 本時の学習のまとめをする。 

(1) 本時のまとめを行う。 

(2) 次時の学習について知る。 

 

単元計画（全６時間） 

つかむ 

【２時間】 

１. 光の直進性と反射性の実験を通して、光の直進・反射

の性質の規則性をつかむ。 

(1)光の直進性、反射性とその規則性を見出す。 

(2)鏡の見え方に関する実験を通して、光の反射と実生活

での利用の仕方を見出す。 

さぐる 

【2 時間】 

２. 境界面での光の動きを確かめる実験を通して、光の反

射・屈折の性質の規則性をさぐる。 

(1)光の境界面に入る光の進み方の規則性を見出す。 

                    【本時】 

(2)屈折の角度と反射の規則性についてさぐる。 

まとめる 

【2 時間】 

３. 凸レンズと光の見え方に関する実験を通して、光の屈

折の規則性についてまとめる。 

(1)凸レンズのつくる像についての実験を通して、凸レン

ズと像の作り方の関係を見出す。 

(2)凸レンズの作る像の規則性から、実生活での応用例を

考え、まとめる。 

第 7学年（中 1） 理科 

単元名：光の性質 
 

現象の結果から 
屈折の規則性を見出そう 

○ タブレット PC での撮影  ○ 電子黒板での映像提示 単元の目標 

○ 光の進み方や性質に興味・関心を

持ち、光の性質に関する実験を通

して、積極的に理解しようとして

いる。   （関心・意欲・態度） 

○ 光の性質に関わる事物・現象を実

験結果から考察することを通し

て、身近な現象を光の性質の規則

性に基づいた見方や考え方で表現

することができる。 

（思考・判断・表現） 

○ 光の性質を確かめる実験を通し

て、規則性を見出すことができる。     

（技能） 

○ 光に関する事物・現象についての

知識を身につけ、規則性や実生活

での利用について理解を深めるこ

とができる。   （知識・理解） 

 

・屈折実験の考察を通して、光の屈折の規則性を見出し、表現することができる。（思考・判断・表現） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

タブレット PC を使い、

物体が浮かび上がって見

える様子を撮影する。 

① 
B1 

撮影した画像を、ソフト

ウェアを用いて処理し、

考察する。 

電子黒板に考察した内容

を映し、説明する。 

② 
C2 

③ 
C1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 実験の様子を撮影

する。 B1 

◇ タブレット PC 
水を入れた時に物体が浮かび上がって見

える様子をタブレット PC で撮影させた。 

生徒は、どのように撮影したら考察を行

えるかを考えながら実験できていた。また、

着眼点を提示した上で撮影を行わせたの

で、目線の先に物体があるのかないのか考

えながら撮影できていて、学習問題に対し

て考えさせる上でも効果的だった。 

 ② 撮影した画像を処

理し、考察する。 C2 
◇ タブレット PC 

撮影した画像を別のソフトウェアに取り

込ませ、線を引かせる等の処理を行わせて、

考察を行わせた。 

生徒は、線を引くなどの処理によって客

観的に見ることで、目線の先に物体がない

ことに気付くことができていた。また、境

界面で目に入る光が曲がること、その角度

が違うことを視覚的に見ることで、屈折の

規則性について考えることができていて、

非常に有効であった。 

 ③ 考察した内容を説

明する。 C1 
◇ タブレット PC、電子黒板 

タブレット PC 上で考察した内容を、協

働ソフトを使用して電子黒板に映し、説明

させた。 

生徒は、電子黒板に映した自分たちの考

えをもとに、わかりやすく説明できていた。

また、考察につまずいていた生徒も、他の

生徒の考察内容を聞くことで、光の屈折の

規則性について理解を深めることができ

た。 

 

 

 

 

 

 

○ タブレット PC の撮影・処理の機能を使うことで、生徒の問題に対する興味を高めることができた。 
○ 自分たちが実験している様子を撮影し、客観的に見ることで、実感を持って考えさせることができ

た。 
● 物体から出る光の概念は生徒にとって非常に難しく、見る物体を光源にするなどの工夫が必要であ

った。 

授業を振り返って 

 

実験の様子を撮影する生徒 

撮影した画像を処理し、考察を行う生徒 

考察した内容を、全体に説明する生徒 
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タブレットを使い、元素

記号の確認を行う。 

 

① 
B3 

シミュレーションソフト

を活用し、様々な化学反

応式をつくる。 

 

② 
C2 

タブレットで作った化学

反応式を電子黒板で発表

する。 

③ 
C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 本時のめあてをつかむ。 

(1) 元素記号チェックドリルを行う。 

(2) 本時の学習方法を知り、めあてを確認する。 

・原子記号暗記度チェック 

さぐる 

２ 原子の性質と分子の構造の関係を知る。 

(1) 原子によって結合のし方が決まっていることを確

認する。 

(2) 原子の結合の仕方を理解し、分子の化学式を作り分

子構造の確認を行う。 

３ 様々な化学反応式を作る。 

(1) 化学反応式の作り方を確認する。 

(2) 分子モデルを使い、化学反応式を作り学習プリント

に記入する 

(3) 化学反応式を完成させ、学習プリントに記入する。 

(4) 化学反応式を作る練習問題を行う。 

 

・化学反応式モデル組み立て練習 

 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめる。 

(1)完成した化学反応式を発表する。 

 

 

・完成した化学反応式の説明 

単元計画（全１３時間） 

つかむ 

【６時間】 

１. 物質を分解する実験を行い化学変化がどういうも

のかをつかむ。 

(1)酸化銀は何から構成されているか考える。 

(2)炭酸水素ナトリウムは何から構成されているか考え

る。 

(3)水が水素と酸素からできていることを知る。 

さぐる 

【５時間】 

２. 化学変化と原子・分子の関係をさぐる。 

(1)原子の性質について知る。 

(2)分子は原子で構成され、物質の性質を示す最小の単

位であることを知る。 

まとめる 

【２時間】 

３. 化学反応式を化学式を使ってあらわす。 

(1)化学変化と状態変化の違いを考える。 

(2)化学反応式を作る。【本時】 

第８学年（中２） 理科 

単元名：化学変化と 

原子・分子 
 

化学反応式を作ろう 

○ 分子構造の理解  ○ タブレットＰＣで化学反応式を作成 単元の目標 

○ 化学式や化学反応式に興味を

持ち、式が示す意味を調べよう

とする。 

（関心・意欲・態度） 

○ 化学変化についてモデルを活

用し科学的に考察することが

できる。 （思考・判断・表現） 

○ 原子のモデルをもとに分子の

モデルを考え、化学反応式を作

ることができる。     （技能） 

○ 主な物質を化学式で表したり

例示して説明できる。化学反応

式が示す意味を具体的に説明

できる。       （知識・理解） 

 

・化学反応式を意欲的に作ることができる。(関心･意欲･態度) 

・原子のモデルを組み合わせて分子モデルを作り、化学反応式を正しく作ることができる。（技能） 

本時のねらい 

本時の展開 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 元素記号の確認を

行う。 B3 

◇ タブレット PC、シミュレーションソフト 
２～３人に１台タブレットを準備し、

協働ソフトを使ってソフトを配布した。

ここでは、元素記号確認のドリルソフト

を使った。 

覚えたりすることが苦手な生徒も積極

的に取り組んでいた。ゲーム感覚で問題

に取り組むことができていた。 

 ② モデルの化学反応

式をつくる。 C2 
◇ タブレット PC、シミュレーションソフト 

タブレットを活用し、モデルを使った

化学反応式を作った。その後、タブレッ

トで作ったモデルを元に、学習プリント

に化学式を使った化学反応式を作ること

ができた。 

自由に原子の数が変えられるので、分

子モデルを簡単に作ることができた。図

で数を確認しながら作ることができた。 

 ③ 化学反応式を発表

する。 C1 
◇ 電子黒板、実物投影機 

班でシミュレーションソフト活用し、

メタンの燃焼の化学変化をモデルで表現

し、作った化学反応式を話し合った。タ

ブレットで作ったモデルを電子黒板に写

して説明させた。 

生徒は電子黒板に映った他の班のモデ

ルと自分の班のモデルを見比べ、違いに

気づく生徒も見られた。タブレットで作

ったモデルをそのまま映すことができた

ので、上手に説明することができていた。 

 

 

 

 

 

 

○ 元素記号確認ドリルは、積極的に取り組む姿勢が見られ、意欲の高まりを感じることができた。 
○ タブレットを活用し化学反応式をモデルで作ることができたので、今までのようにモデルを色

画用紙などで作る手間が省け、準備が格段に容易になった。 
● 発表の時に説明を難しそうに行う生徒も見られた。 

授業を振り返って 

 

タブレットを使い元素記号の確認ドリルを行う様子 

分子の化学式を確認しながら化学反応式を作る様子 

電子黒板に書き込みながら説明している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 本時のめあてをつかむ。 

(1) 電流と電圧について復習する。 

(2) 教師の発問から、電流と電圧の関係性について予

想をたてる。 

(3) 本時の学習内容を知り、めあてを確認する。 

  

さぐる 

２ 電熱線にかかる電圧を変え、電流の変化を調べる

実験の方法を確認し、実験を行う。 

(1) 実験で作成する回路を回路図で書き表す。 

(2) 回路を作成し、電熱線にかかる電圧を変えなが

ら、電流の値の変化を調べる。 

 

３ 実験結果から、電流と電圧の関係性を見出す。 

(1) 実験結果をタブレットPC上にある実験ノートに

入力する。 

(2) 表への入力によって得られたグラフから、実験で

わかったことを考察する。 

(3) 自分の考えを他者と共有することで深め、電流と

電圧の関係性を見出す。 

 

 

 

・実験方法を確認 

 

 

 

 

 

・完成させたグラフで電流と電圧

の関係性。 

 

 

 

まとめる 
４ 本時の学習をまとめる。 

(1) 電流と電圧には比例の関係が成り立つ。 
 

単元計画（全１６時間） 

つかむ 

【７時間】 

 

１ 回路に流れる電流と電圧を測定する実験を行い、各点の

電流や電圧の規則性をつかむ。 

(1)身近な電化製品を例に、電流が流れる条件を知る。 

(2)直列回路や並列回路の各点で電流や電圧の大きさを測定

する。 

(3)測定結果から、その規則性を考える。 

さぐる 

【４時間】 

２ 電熱線にかかる電流と電圧を測定する実験を行い、電流

と電圧の関係性をさぐる。 

(1)電熱線にかかる電流と電圧の関係性を見出す。【本時】 

(2)２つの抵抗を直列や並列につないだときで合成抵抗の大

きさに違いがあることを見出す。 

まとめる 

【５時間】 

３ 電力について知り、電熱線の温度上昇の実験から、発熱

量と電力、時間の関係を整理する。 

(1)実験結果から、加熱時間・温度上昇・電力の関係を明らか

にする。 

(2)電気の利用と私たちの暮らしについて考える。 

第８学年（中２） 理科 

単元名：電流とその利用 
 

電流と電圧の 
関係性を見つけよう 

○ 関係性を見いだす実験ノートの活用 〇 生徒が電子黒板で発表 単元の目標 

○ 電流と電圧の関係について関心をも

ち、積極的にそれらの規則性を見出

そうとする。  （関心・意欲・態度） 

○ 実験結果のグラフから、電流と電圧

が比例するということを見出すこと

ができる。     （思考・判断・表現） 

○ 電熱線にかかる電流と電圧の関係を

調べる実験を行い、その結果から表

とグラフを作成できる。    （技能） 

○ 電流・電圧・抵抗の関係を理解し、

知識を身につけている。抵抗が電流

の流れにくさであることを理解する

ことができる。       （知識・理解） 

 

・電熱線にかかる電圧を変え電流の変化を調べる実験を意欲的に行うことができる。 

（関心・意欲・態度） 

・実験結果から電流と電圧の関係性を見いだすことができる。（思考・判断・表現） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

実験方法と実験で使用す

る回路図を提示する。 

① 
A1  

タブレットＰＣ上の実験

ノートに結果を入力し、グ

ラフを完成させる。 

② 
C2  

電子黒板を活用し、実験結

果をクラスで共有する。 

 

③ 
C1  
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 実験方法を視覚的

に確認させる。 A1  

◇ 電子黒板 
電子黒板を使い、実験方法と実験で使用

する回路図を確認させた。 

教師は、実験方法や実験で使用する回路

を生徒に視覚的に確認させることで、実験

方法や回路図の理解を促した。生徒は、集

中して教師の説明を聞いており、授業での

実験やタブレット PC への結果の入力をス

ムーズに行うことができた。その結果、実

験・結果の入力・考察と適切な時間配分で

授業を行うことができた。 

 ② 実験の結果をタブレ

ットＰＣに入力する。 C2 
◇ タブレット 

タブレットＰＣ上の実験ノートに実験結

果を入力した。 

タブレット PC 上の実験ノートの表は、

実験結果を入力することで表の色が変わる

よう工夫されており、タブレットＰＣの操

作に戸惑うことなく、結果の入力を行って

いた。結果の入力によって完成したタブレ

ットＰＣ上のグラフをもとに、電流と電圧

の関係性について班員と考察した。 

 ③ 電子黒板に写して

説明する。 C1 
◇ 電子黒板 

タブレットＰＣ上に完成させたグラフを

使い、電流と電圧の関係性について班で考

察した結果を電子黒板に映し生徒に発表さ

せた。 

生徒は、電子黒板のグラフを指しながら

電流と電圧の関係性を分かりやすく説明し

た。電流と電圧の関係性をタブレットＰＣ

上のグラフをもとに班で考察し、電子黒板

を使いクラス全体で意見を共有した。その

結果、電流と電圧の関係性は比例の関係で

あることを見出し、学習の理解を深めるこ

とができた。 

 

 

 

 

 

 

○ 実験方法や実験で使用する回路図を視覚的に確認させたことで、実験をスムーズに行うことが
できた。 

○ 電子黒板を使い、生徒の発表からクラス全体に意見を共有したことで、新たな知見を得た生徒
が多くみられ生徒の科学的な思考が深まった。 

● 学習場面の適正に応じて黒板と電子黒板の使い分けにめりはりをつけるとさらにとよかった。 

授業を振り返って 

 

教師による実験方法の説明を聞いている生徒 

実験結果をタブレットＰＣに入力している生徒 

電子黒板でグラフについて説明している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 本時のめあてをつかむ。 

(1) 既習事項の復習を行う。 

(2) 二酸化炭素中でマグネシウムが酸化されている映

像を見て本時の学習方法を知り、めあてを確認す

る。 

 

 

 

・マグネシウムが二酸化炭素中で

燃焼されている映像 

さぐる 

２ 化学反応式を原子・分子モデルを用いて作る。 

(1) タブレット PC 上のシミュレーションソフトを用

いてマグネシウムの燃焼についての化学反応式を

作る。 

(2) 二酸化炭素中でマグネシウムを燃焼すると、白い物

質と黒い物質が生成されることを知る。 

(3) 白い物質と黒い物質の正体を、シミュレーションソ

フトで化学反応式を作りながら考える。 

３ マグネシウムの酸化と銅の酸化を比較する。 

(1) マグネシウムの酸化と銅の酸化を比較して、マグネ

シウムの酸化の方が速いことを知る。 

(2) マグネシウムの酸化の方が速いことから、マグネシ

ウムが酸素を引きつけやすいことに気づく。 

 

 

 

 

・マグネシウムの酸化と銅の酸化

の資料写真 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめる。 

(1) 検証結果を整理する。 

(2) 本時のまとめを書く。 

 

単元計画（全１４時間） 

つかむ 

【６時間】 

 

１. 物質を分解する実験を行い化学変化がどういうもの

かをつかむ。 

(1)酸化銀は何から構成されているか考える。 

(2)炭酸水素ナトリウムは何から構成されているか考え

る。 

(3)水が水素と酸素からできていることを知る。 

さぐる 

【５時間】 

２. 化学変化と原子・分子の関係をさぐる。 

(1)原子の性質について知る。 

(2)分子は原子で構成され、物質の性質を示す最小の単位

であることを知る。 

まとめる 

【３時間】 

３. 化学反応式を化学式を使ってあらわす。 

(1)化学変化と状態変化の違いを考える。 

(2)化学反応式を作る。 

(3)原子をもとに説明する。【本時】 

第８学年（中２） 理科 

単元名：化学変化と 

原子・分子 
 

原子をもとに説明しよう 

○ 理解が深まる映像提示  ○ タブレット PC での話し合い活動 単元の目標 

○ 化学変化に興味を持ち、その化
学変化がどのように起こって
いるかを調べようとする。 

（関心・意欲・態度） 
○ 原子分子モデルを活用し、化学

変化について科学的に考察す
ることができる。 

（思考・判断・表現） 
○ 原子分子モデルをもとに化学

反応式を作ることができる。 
（技能） 

○ 主な物質を化学式で表すこと
ができ、科学用語について説明
することができる。 

（知識・理解） 

 

・原子分子モデルを活用し、化学変化について科学的に考察することができる。（思考・判断・表現） 

・原子分子モデルをもとに化学反応式を作ることができる。（技能） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

電子黒板を使い、資料映

像を見せて発問する。 

① 
A1 

電子黒板に資料写真を映

し、説明する。 

③ 
A1 

タブレット PC のシミュ
レーションソフトを活用
し、化学反応式をつくる。 

② 
C2 



-41- 

 

ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 資料映像を見せ、

発問する。 A1 

◇ 電子黒板 
マグネシウムが二酸化炭素中でも燃焼

されることを映像で見せた。 

 生徒は、気体である酸素がなければ物

質は燃焼されないと考えていたため、マ

グネシウムが二酸化炭素中で燃焼される

様子を見て驚いていた。また、教師の発

問に積極的に答える様子から、興味・関

心を高めるだけでなく、疑問を引き出す

ためにも効果的だった。 

 ② 化学反応式を作

る。 C2 
◇ タブレットＰＣ 

タブレット PC のシミュレーションソ

フトを使い、原子分子モデルで化学反応

式を作らせた。 

生徒は、原子分子モデルで化学式や化

学反応式を的確に表していた。また、複

雑な操作もなく、プリント上で書いたり

消したりするよりも操作が簡単であっ

た。そのため、多くの時間を生徒の話し

合い活動に使うことができた。 

 ③ 資料写真を見せ、

説明する。 A1 
◇ 電子黒板 

 マグネシウムの燃焼と銅の燃焼を比較

して、マグネシウムの方が速く燃焼され

ることを説明した。 

 生徒は、マグネシウムの方が酸素を引

きつけやすいことを理解し、マグネシウ

ムが二酸化炭素中の酸素原子を使って燃

焼されることに気づいた。また、生徒は、

燃焼とは「気体の酸素がなければならな

い」ということではなく、「酸素原子と化

学反応する」ことだと理解することがで

きた。 

 

 

 

 

 

 

○ 映像や写真を見せることで、生徒の興味を高めることができた。 
○ タブレット PC を使い生徒が効率的かつ自由に意見交流することで、新たな知見を得た生徒が多く

みられ生徒の科学的思考力が高まった。 
● タブレット PC を使って班で出した意見を電子黒板に映し、説明させるとよかった。 

授業を振り返って 

 

教師の発問に熱心に手を挙げている生徒 

話し合いながら化学反応式を作っている生徒 

教師の説明を聞いている生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 本時のめあてを確認する 

(1) 前時までの学習内容の振り返り 

(2) 既習内容の確認とめあての確認 

 

さぐる 

２ タブレットＰＣを使い、天体の動きを再現すること

で天体がどのように動くか考える。 

(1) 北の空の星が北極星を中心に反時計回りに動いて

見える理由を学習プリントに記入 

(2) 教室内を宇宙と仮定し、自転と天球の動きの規則性

を考えながら、動画の撮影 

(3) 星の動きと撮影した動画を見て、地球の動きを学習

プリントの記入 

(4) 星の動きと撮影した動画を使い、地球の動きについ

て考えたことを発表 

・カメラ機能 

 

 

まとめる 

３ 全体交流する活動を通して本時の学習をまとめる。 

(1) 本時のまとめ 

(2) 地球上の他の地点（北極・南半球・赤道上）での星

の見かけの動きを考え、学習プリントに記入 

(3) タブレットＰＣのソフトを使って確認 ・Stellarium 

 

単元計画（全６時間） 

つかむ 

【２時間】 

１. 太陽の１日の動きの観察を通して太陽の動きの規則性を

さぐる。 

(1)太陽の１日の動きを観察する。 

(2)観察結果から、太陽の動く経路や速さの規則性について

見出す。 

さぐる 

【２時間】 

２. 星の１日の動きの観察を通して、星の動きの規則性をさ

ぐる。 

(1)星の１日の動きを観察する。 

(2)東西南北それぞれの方位の星の動きの観察結果から、星

の動きの規則性について見出す。 

まとめる 

【２時間】 

３. 天体の日周運動を通して、地球の自転との関係について

まとめる。 

(1)タブレットＰＣを使って、太陽や星が天球上を東から西

に動いている様子を確かめる。 

(2)天球の回転は、地球の自転によって起こる見かけの運動

であることに気づく。【本時】 

第９学年（中３） 理科 

単元名：地球と宇宙 
 

星が動いて見える 
理由を説明しよう 

○ 理解が深まるソフトの活用  ○ タブレットＰＣの撮影動画から課題を解決 単元の目標 

○ 天体の動きと地球の運動について

関心を持ち、身近な天文現象を意

欲的に探求することができる。        

（関心・意欲・態度） 

○ 天体の動きについて地球の運動

とのかかわりから考察し、時間や

空間と関連づけた考え方ができ

る。    （思考・判断・表現） 

○ 天体の動きと地球の運動につい

ての規則性を見出したり、考えを

表現することができる。 （技能） 

○ 天体の動きや地球の運動に関す

る事物・現象について理解を深め

ることができる。 
（知識・理解） 

 

・天体の動きを観察して、地球の動きを主体的に探ろうとする。(関心･意欲･態度) 

・天体の日周運動が、地球の自転によって起こる相対的な動きによるものであることを説明できる。 

（思考・判断・表現） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

Web カメラを使って日

周運動と自転の関係を説

明する。 

② 

A1 

タブレットＰＣのソフト

で地球上の他の地点での

星の動きを確認する。 

③ 

B1 

タブレットＰＣで星の動

きと同じ動きをする動画

を撮影する。 

① 
C2 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 星の動きの動画を

撮影する。 C2 

◇ タブレット PC 
北の空の星の動きと同じ星の動きをす

る動画を撮影し地球の動きを確認する。 

タブレットＰＣを回転板にのせて回転

させ動画を撮影させた。撮影した動画を確

認して、北極星を中心に反時計回りに星が

動いたときのタブレットの動きが地球の

動きと同じになる。予想と違っていたので

タブレットＰＣの動きと地球の動きを結

びつけることに苦労していた。 

 ② 日周運動と自転の

関係を説明する。 A1 
◇ Ｗｅｂカメラ、電子黒板 

天球儀の中の地球にＷｅｂカメラを取

り付け、その地球から見た星の動きを電子

黒板に映し出し地球の動きと星の動きを

確認する。 

今までは星が動いていると思っていた

生徒が、地球が動いても、星が同じ動きを

していることに気づき、本当は星が動いて

いるのではなく、地球が動いていることを

理解することができた。 

 ③ 他の地点での星の

動きを確認する。 B1 
◇ タブレット PC 

地球上の北極付近・南半球・赤道付近の

星の動きをシミュレーションソフトで観

察させた。 

地球上の他の地点では思いもよらない

動きをしていて生徒も驚いていた。実際に

その地点に行って観察することができな

いのに、その地点での星の動きが観察でき

たのはＩＣＴが有効な手だてとなったと

考えられる。生徒も意欲的に調べることが

できていた。 

 

 

 

 

 

 

○ 天球儀の中にＷｅｂカメラを入れることで、地球上での星の動きは地球の動きによる見かけの運動
だと気づくことができた。 

○ 地球上の他の地点の星の動きは天体シミュレーションソフトでしか観察することができないので有
効な手だてになった。 

● タブレットの動きと地球の動きを結びつけるのに手間取っている生徒が多かった。 

授業を振り返って 

 

タブレットＰＣを回転させ撮影している生徒 

動いた地球の模型から見た星の動きを見ている生徒 

地球上の地点での星の動きを記入している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 「～はだれですか。」Who is ～?の文を復習する。 

(1) 「使ってみよう」の対話をする。 

 “She has a long hair. She has two books. 

  Who is she?” ―  “I know.  She is Mai.” 

(2) 本時のめあてを確認する。 

 

 

 

・デジタル教科書を利用 

 

さぐる 

２ 友だち紹介の文を作り上げる。 

(1) それぞれで、前時のインタビューをもとに友だち

紹介の文を作ってみる。 

(2) ４人グループの中で紹介し合う。 

(3) 紹介する友だちを１人にしぼり、その紹介文を４

人で考えてタブレット PC に書きこむ。 

 

 

３ グループごとにできあがった紹介クイズを楽しむ。 

(1) タブレットPCに書いた紹介文を電子黒板に映し、

両脇に４人が立って発表する。 

(2) 誰のことを言っているのか推測して答える。 

 

 

 

 

 

 

 

・タブレットＰＣを使って話し合い 

 

 

 

 

・グループで作った作文を提示 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめる。 

○友だちを紹介するときは、三人称単数の主語と動詞に

気をつけることを確認する。 

 

単元計画（全７時間） 

つかむ 

【３時間】 

１. 疑問詞 who を用いた疑問文を理解する。 

(1)’Who is ～?’の疑問文を知って練習する。 

(2)友だち紹介を通して作文や対話を楽しむ。【本時】 

(3)疑問詞 who や代名詞に気をつけて本文を読む。 

さぐる 

【２時間】 

２. 代名詞 her と him が用いられる文を理解する。 

(1)代名詞 her と him を知り、使い分けを練習する。 

(2)代名詞が誰を指しているか気をつけて本文を読む。 

まとめる 

【２時間】 

３. 疑問詞 when を用いた疑問文を理解する。 

(1)’When do you ～?’の疑問文の使い方を理解し、練習

する。 

(2)疑問詞 when を用いた英文やそれに対する応答文

に気をつけて本文の内容を読みとる。 

第 7学年（中 1） 英語 

単元名：疑問詞 

 

インタビューをもとに 
友だちの紹介をしよう 

○ タブレットＰＣを使ったグループ作文  ○ 電子黒板で作文発表 単元の目標 

○ 友だちとのインタビューや紹

介クイズを通してやりとりを

楽しむ。 （関心・意欲・態度） 

○ 疑問詞 who や when を使って

尋ねたり、代名詞（目的格）を

使って説明したりすることが

できる。             （表現） 

○ 三人称単数が主語になったり

目的語になる文に慣れ、文を読

んだり質問に答えたりするこ

とができる。         （理解） 

○ 疑問詞 who や when、三人称の

代名詞の主格と目的格を正し

く使うことができる。 （知識） 

 

・動詞の変化や代名詞に留意して「友だち紹介」の文を作ることができる。（表現） 

・「友だち紹介」クイズで、発表したり答えたりすることを楽しむことができる。（関心・興味・態度） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

電子黒板で学習内容を確

認する。 
① 
A1 

グループの紹介文をタブ

レットＰＣに書く。 

タブレットＰＣの文を電

子黒板で発表する。 

② 
C2 

③ 
C1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 前時の学習内容を

確認する。 A1 

◇ 電子黒板、デジタル教科書 
代名詞 he、she を使った人物紹介を教科

書の課題に取り組みながら復習する場面

で、デジタル教科書を使った。 

生徒は、例の絵と音声を手がかりに、人

物紹介するためにはどのような文を作れば

よいのか考えることができた。教科書のど

の部分の学習であるかが明確で、全員が集

中して取り組んだ。 

 ② グループの紹介文をタ

ブレットＰＣに書く。 Ｃ2 
◇ タブレット PC 

グループの中で紹介クイズを出し合わせ

たあとで、クラスのみんなに出題するクイ

ズを１つ選ばせ、タブレットＰＣに手書き

させた。 

生徒は、誰かが作った文をそのまま写し

て終わるのではなく、よりよいものにしよ

うと単語を変えたり、誤りを見つけて正し

たりするなど、班内で話し合いながら書き

込む姿が見られた。みんなで取り組む中で

理解が深まるとともに、様々な考え方にふ

れて表現の幅を広げることができた。 

 ③ タブレットＰＣの文を電子

黒板に映して発表する。 C1 
◇ 電子黒板、タブレット PC 

タブレットＰＣに書いたクイズをグルー

プで選ばせて、電子黒板に映し、メンバー

全員で順に読ませてみんなに出題させた。 

生徒は、大きな声で一生懸命に読んで出

題した。また、聞く側の生徒も電子黒板に

注目してしっかり聞いていた。一度聞いた

だけでは不確かになるところを電子黒板で

確かめることができ、誰もが安心して楽し

く参加することができた。 

 

 

 

 

 

 

○ 学級の友だちをクイズの答えにすることで、作文することに対する意欲を高めることができた。 
○ タブレットＰＣという学習ツールを使って書いたり出題したりすることで、グループ活動の協力性

が高まり、発表の完成度が高まった。 
● タブレット PC 協働ソフトの操作に手間取る場面が多く、発表時間が十分に保証できなかった。 

授業を振り返って 

 

デジタル教科書で主語が三人称単数の文を復習する

生徒 

紹介文をタブレットＰＣに書き込んでいる生徒 

紹介クイズを電子黒板に映して問いかける生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 教科書の内容を復習し、今日学習することを確認する。 

(1) 教科書の本文を読む。 

(2) 前時に考えた対話を英語に直して、最後に発表するこ

とを確認する。 

 

 

 

・相手を誘う表現 

・電話特有の表現 

さぐる 

２ 自分たちの考えた対話を英語にし、対話練習をする。 

(1) 辞書を使って対話文を作成する。 

 

 

 

 

(2)インターネットの英語の発音サイトを利用して、分から

ない発音を確認する。 

(3)電話でのコミュニケーションで大切なポイント（明瞭な

発音、相手に応じた繰り返し）を意識しながら、音読練

習を行う。 

３ 対話を発表する。 

(1)電子黒板を、なるべく見ないで対話発表を行う。 

(2)電話でのコミュニケーションなので、明瞭な発音や相手

の反応に応じた繰り返しなどを心がける。 

 

 

 

 

 

・和英辞書での語彙調べ 

・発音検索・確認 

 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめ、次時の予告を聞く。 

(1)本時の学習をまとめる。 

(2)次時の予告を聞く。 

 

単元計画（全２時間） 

つかむ 

【１時間】 

１. 電話での応答に用いられる基本的な英語表現をつか

む。 

(1)電話での対話の聞き取りや音読練習を通して内容を

理解する。 

(2)Why don’t you~?などの相手を誘う表現や、Hold on, 

please.などの電話特有の表現について理解する。 

(3)自分たちの対話を作成するために、ペアで状況設定を

考える。 

さぐる 

【１時間】 

２. ペアで自分たちの電話での対話を作成する。 

(1)電話での特有の表現を使って、簡単な応答をしたり、

誘ったり、約束したりする対話を作成する。 

(2)作成した対話の音読練習を行う。【本時】 

まとめる 
３．ペアで、自分たちの対話を発表する。 

第８学年（中２） 英語 

単元名：電話表現 
 

電話の定型表現を身につけ、

自由に使えるようになろう 

○ 理解が深まる映像提示  ○ 生徒が電子黒板で表現 単元の目標 

○ 電話での対話の場面で、身近な
内容について積極的に対話を
しようとしている。 
     （関心・意欲・態度） 

○ 電話での対話の場面で、予定に
ついて積極的に話し合おうと
している。 
     （関心・意欲・態度）            

○ 電話での質問や依頼に対して
適切に応じることができる。    

（表現） 
○ 電話という音声のみのコミュ

ニケーションの場に応じた読
み方ができる。      （表現） 

・自分たちの考えた対話を積極的に英語にし、対話する練習をしようとする。（関心・意欲・意欲） 

・電話でのコミュニケーションで大切なことを押さえながら、発表することができる。（表現） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

ペアでタブレット PC を

使い、インターネットのサ

イトで発音を確認させる。 
② 
② 
B2 A:Hello? This is A. 

B:Hello, A? What’s up? 

A: I’m going to play soccer? Why don’t you play with me? 

B: Great. What time and where will we meet?・・・ 

① 
A1 

電子黒板を使い教科書

の内容を提示する。 

③ 

C1 

発表内容を電子黒板に

映す。 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ①  電話での表現を復

習する。 A1 

◇ 電子黒板、デジタル教科書 
前時に学習した電話での基本表現をデ

ジタル教科書を用いて提示し、復習を行

った。教科書の本文を音読しながら、相

手を誘う表現や依頼する表現、それらへ

の応答表現などを確認することで、自分

たちで対話を作成する意欲付けを行っ

た。 

 ②  対話文で用いた語

の発音を調べる。 B2 
◇ タブレット PC 

対話文中で使った、新しい単語の発音

をインターネットの無料翻訳サイトを利

用して調べたり、辞書で調べたりして発

表のための会話を確認した。また、あと

で電子黒板を使って発表するために、自

分たちの発表内容をタブレット PC に書

き込んだ。どんどん書き込んで練習する

ペアもあり、書き込んだ内容を電子黒板

に写して見せると遅いペアも奮起してい

た。 

 ③  作成した対話文を

発表する。 C1 
◇ 電子黒板 

電子黒板に、自分たちの作った対話表

現を映しながら、なるべく見ないで発表

した。電子黒板に文字があるので、音声

のみでの発表よりもわかりやすく、他の

生徒もしっかり聞いていた。皆が注目し

てくれるので、発表する生徒も大きな声

で一生懸命発表していた。 

 

 

 

 

 

 

○ インターネットのサイトを利用することで、対話内容をしっかり考えて発表する意欲が高まった。 
○ 電子黒板で発表することで、他の生徒の注目度が高まり、より意欲的に発表しようとする気持ちが

高まった。 
● インターネットで調べることと、タブレットに対話を書きこむことが同時にできず、時間がかかっ

た。 

授業を振り返って 

 

電話での表現をデジタル教科書で復習する生徒 

無料翻訳サイトを利用して発音を調べている生徒 

電子黒板に対話を映して発表している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 教科書の内容を復習し、今日学習することを確認す

る。 

(1) 教科書の本文を読む。 

(2) 前時に決めた名物を紹介する文を、英語に直して最

後に発表することを確認する。 

 

 

 

・本文の内容理解 

・接続詞 if を用いた英文 

さぐる 

２ 自分たちの考えた紹介文を英語にし、紹介する練習

をする。 

(1) 辞書を使って、紹介文を作成する。 

例)If you come to Munakata in the spring, you must go to 

Chinkokuji. You can see beautiful cherry blossoms. You 

can enjoy lunch with your friends under cherry trees. 

(2) 作成した紹介文の音読練習を行う。 

３ 案内文を発表する。 

(1) 電子黒板をなるべく見ないで言う。  

(2) 観光名所等について知らない人にも理解できるよ

うに、聞き手の反応を意識し、ゆっくり大きな声で、

明瞭な発音を心掛ける。 

 

 

 

 

 

・観光名所写真の検索 

・和英辞書で表現検索 

 

 

 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめ、次時の予告を聞く。 

(1) 本時の学習をまとめる。 

(2) 次時の予告を聞く。 

 

単元計画（全７時間） 

つかむ 

【３時間】 

１. 観光名所や名物などを紹介する文に必要な表現をつ

かむ。 

(1)There is~、 There are～を用いて物の存在について描写

することができるようになる。 

(2)時を示す接続詞 when の用法を身につける。 

(3)条件を説明する接続詞 if の用法を身につける。 

さぐる 

【３時間】 

2．紹介の仕方や案内文の書き方についてさぐる。 

(1)ガリバー旅行記を紹介する対話を読み、There is ~、 

There are~、接続詞 when を用いた英文の理解を深める。 

(2)旅行案内の文を読み、紹介の仕方を理解する。 

(3)自分が紹介したい観光名所等について調べる。 

まとめる 

【１時間】 

３．宗像の観光名所や名物、お祭りを紹介する。  

(1)ペアで、自分たちの故郷の旅行案内を条件節 if を使い

ながら書き、発表する。【本時】 

第８学年（中２） 英語 

単元名：宗像紹介 
 

宗像の観光名所や名物、お祭りを

紹介する文を作成し紹介しよう 

○ タブレット PC を使って紹介文作成 ○ 生徒が電子黒板で表現 単元の目標 

○ 絵に描かれた事実を積極的に
聞き手に伝えようとしている。 

（関心・意欲・態度） 
○ 時や条件を表す接続詞を使っ

て積極的に自分の考えを伝え
ようとしている。 

（関心・意欲・態度） 
○ 接続詞を使ったガリバー旅行

記についての対話文や説明文
を正確に読み取ることができ
る。                 （理解） 

○ 自分の考えが伝わるように、接
続詞 if を用いて観光名所紹介
文を作成し、発表することがで
きる。               （表現） 

 

・自分たちの考えた紹介文を積極的に英語にし、紹介しようとする。（関心・意欲・態度） 

・友達が聞き取りやすいように、発表することができる。（表現） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

電子黒板を使い教科書の

内容を提示する。 
① 

A1 

ペアでタブレット PC を

使い、協力して紹介文を

シートに書かせる。 

発表内容を電子黒板に映

す。 

② 

B2 

③ 

C1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ①  教科書本文の内容

を復習する。 A1 

◇ 電子黒板、デジタル教科書 
前時に学習した、教科書本文の内容を

提示し、本文の音読を行った。 

電子黒板を使うことによって、生徒は

手元の教科書だけで確認するよりも、重

要箇所を視覚的に確認しやすく、時間を

かけずにスムーズに要点を復習すること

ができた。 

 ②  観光名所等の紹介

文を書く。  B2 
◇ タブレット PC 

前時に見た旅行案内のサイトから、写

真をタブレット上のワークシートに貼ら

せ、サイトの説明文や和英辞書を参考に

させながら、観光名所等の紹介文をペア

で考えさせた。生徒は写真のコピーの方

法を学んでいたのでスムーズだった。ま

た、キーボードを使ったので、文字入力

も早くできた。 

 ③  観光名所等の紹介

文を発表する。 C1 
◇ 電子黒板 

電子黒板に、自分たちの作った観光名

所等の写真と紹介文を映しながら、聞き

手に伝わるように適切な発音を意識さ

せ、発表させた。 

電子黒板に文字があるので、音声のみ

での発表よりもわかりやすく、他の生徒

もしっかり聞いていた。皆が注目してく

れるので、発表する生徒も大きな声で一

生懸命発表していた。 

 

 

 

 

 

 

○ 旅行案内サイトを利用することで、宗像の観光名所等についての関心が高まり、紹介文をしっかり
考えようとする意欲が高まった。 

○ 電子黒板を使って発表することで、他の生徒が集中して聞くことができ、発表者の意欲が高まった。 
● タブレットではきれいな写真で学習シートを作ることができたが、電子黒板に映すと、写真が不鮮

明となったため、提示方法の改善が必要である。 

授業を振り返って 

 

教科書本文の内容をデジタル教科書で復習する生徒 

タブレットPCに旅行案内を書きこんでいる生徒 

電子黒板に旅行案内の文を映して発表している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 本時のめあてをつかむ。 

(1) 「主人は冷たい土の中に」の楽譜を見る。 

(2) 「音楽のキャンパス」を使い、階名で歌う。 

(3) 本時の学習方法を知り、めあてを確認する。 

○電子黒板で歌唱用楽譜を見せ

る。 

○「主人は冷たい土の中に」の楽

譜の映像を電子黒板で見せる。 

さぐる 

２ リズムのみの楽譜を見ることで、この曲が、どの

ような形式で形作られているかをさぐる。 

(1) 空白のある楽譜を使い、6 小節の音を、自分で

考えて記入する。 

(2) 二部形式であることを確認し、2 段目と 4 段目

を同じメロディで作ることを確認する。 

(3) 白紙部分にメロディを書き込み、二部形式の曲に

仕上げる。 

(4) 自分の作ったメロディに階名を書く。 

(5) タブレットＰＣの鍵盤を使って、自分の作ったメ

ロディを確かめる。 

○リズムのみの楽譜を電子黒板に

写し、二部形式でできているこ

とを再認識させる。 

 

 

① 

B2 

タブレットＰＣを使って

音を確かめる。 

② 

C1 

創作した旋律を電子黒板

に書き、工夫点を全体で

確認する。 

まとめる 

３ 本時の学習をまとめる。 

(1) 作ったメロディを電子黒板に書き、電子黒板から

出る音と、自分が創ったメロディをつなぎ合わせ

て、二部形式の曲を演奏する。 

(2) 次時の予告 

 

③ 

C1 

電子黒板・タブレットＰ

Ｃを使って創作した旋律

を発表する。 

単元計画（全４時間） 

つかむ 

【２時間】 

１. フォスターの歌曲の特徴をつかむ。 

(1)歌詞の意味や、親しまれた要因について考える。 

(2)二部形式について学び、特徴をまとめる。 

さぐる 

【１時間】 

２. 二部形式で、決められたリズムを使い作ること

ができる旋律を考え、創作の方法をさぐる。 

 ○鍵盤を使って音を確かめる。【本時】 

まとめる 

【1 時間】 

３. リズムも創作し、二部形式の 16 小節の曲を作

る。 

(1)a-a' -b-a' の二部形式において、b の部分を作る

時の工夫はどのようなものだったか、意見を交換

する。 

第 7学年（中１） 音楽 

単元名：創作・二部形式 
 

「主人は冷たい土の中に」の 

リズムを使って自分の曲を作ろう 

○ 理解が深まる映像提示  ○ 生徒が電子黒板で表現 単元の目標 

○ 音楽の形式に関心をもち、既成
の曲と関係づけて旋律をつく
る学習に主体的に取り組もう
としている。 

（関心・意欲・態度） 
○ 既成のリズムを生かして、どの

ように旋律をつくるかについ
て思いや意図をもつことがで
きる。     （創意工夫） 

○ 既成のリズムを生かした音楽
表現をするために必要な記譜
の仕方を身に付けて簡単な旋
律をつくることができる。 

（技能） 

・既成のリズムを使った旋律づくりに主体的に取り組むことができる。（関心･意欲･態度） 

・タブレットの鍵盤を使って試行錯誤しながら、どのように旋律をつくるかについて、思いや意図を

もつことができる。（創意工夫） 

本時のねらい 

本時の展開 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 旋律の音のつなが

りを確かめる。 B2 

◇ タブレット PC 
「主人は冷たい土の中に」と同じリズ

ムで旋律を作り、楽譜に記入させた。 

生徒は、その音に階名を書き、生徒一

人一人に割り当てられたタブレットＰＣ

で、熱心に音のつながりを確認していた。

自分の書いた音を何度も確かめること

で、自分が作ったメロディより自分のイ

メージに近づく生徒が多く見受けられ

た。 

 ② 楽譜を書き、工夫

点を共有する。 C1 
◇ デジタル教科書、電子黒板 

自分の作ったメロディを電子黒板に書

き込み、旋律を音で再現させた。 

生徒は、旋律をつくる際に工夫したこ

とやイメージしたことを話し、他の生徒

と創作の工夫点を共有した。お互いの意

見をしっかりと聞くことができ、それぞ

れのさらなる工夫につなげることができ

ていた。 

 ③ 創作した旋律を発

表する。 C1 
◇ デジタル教科書、電子黒板、タブレット PC 

 創作した旋律をデジタル教科書の楽譜

に書き込ませ、その作品を全体の前で、

電子黒板とタブレットＰＣを使って発表

させた。 

生徒は、お互いの作った旋律を視覚的

にも聴覚的にも確認することができるの

で、全員が電子黒板にしっかりと注目し

ていた。 

 

 

 

 

 

 

○ 楽譜に書いた音が出るデジタル教科書は、生徒の興味・関心を引き、創作意欲を高めた。 
○ タブレットＰＣを一人一人が使えることで、自分の創作した旋律を確認でき、楽しみながら作

ることができた。 
● タブレットＰＣのキーボードに書かれた階名がカタカナ表記であればさらにわかりやすかっ

た。 

授業を振り返って 

 

授業を振り返って 

 

旋律の音のつながりを確かめる生徒 

自分の創作したメロディを黒板で発表する生徒 

電子黒板とキーボードで作品を発表している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

1 シューベルトの「魔王」について調べ、プリント

にまとめる。 

・キーワードは「魔王」「ゲーテ」「シューベルト」 

 

さぐる 

2 調べたことを発表する 

(1) 魔王について 

(2) ゲーテについて 

(3) シューベルトについて 

  ・「歌曲の王」と呼ばれる理由 

  ・なぜシューベルトの「魔王」が多く歌われるの

か。 

  ・出だしの三連符の意味は何か。 

３ 教科書を使って、まとめの学習をする。 

 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめ、次時の予告を聞く。 

 

単元計画（全４時間） 

つかむ 

【2 時間】 

1.「魔王」の詩と音楽を聴取する。 

(1)「魔王」という言葉から連想されるものを互いに発

表する。 

(2)「魔王」について少人数で調べて発表する。 

【本時】 

さぐる 

【１時間】 

２.詩の内容を理解し、作品を通して作曲者の特徴をさ

ぐる。 

まとめる 

【1 時間】 

３.他の作品と比較することで、シューベルトの歌曲の

特徴やドイツリートについてまとめる。 

第７学年(中１) 音楽 

単元名：鑑賞「魔王」 
 

調べ学習で、作品のよさを 

味わう視点を深めよう 

○ タブレット PC を使っての調べ学習 単元の目標 

○ 作品に興味をもち、作曲者や作

詞者について、深く知ろうとし

ている。 

（関心・意欲・態度） 

  

○ この作品が高く評価され、長く

演奏されたり鑑賞されたりす

ることの要因について、根拠を

もって説明することできる。              
（鑑賞の能力） 

 

・「魔王」についての調べ学習に主体的に取り組むことができる。（関心･意欲･態度） 

・作品を鑑賞して感じ取ったことと調べたこととを関連させて批評文を書くことができる。（鑑賞の能力） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

タブレットＰＣで作曲者
や作品について調べる。 

プリントを拡大し、自分
の調べた内容をまとめて
話す。 

② 
C1 

デジタル教科書でまとめ

の提示をする。 

③ 
A1 

① 
B1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 

 

① 課題のキーワード

について調べる。 B1 

◇ タブレットＰＣ 
「魔王」「ゲーテ」「シューベルト」そ

れぞれについて二人一組で調べさせた。 

生徒はキーワードについて熱心に調

べていた。多くの生徒がプリントにしっ

かりとまとめていたことから、意欲的に

調べさせるのに効果的あったと考えら

れる。 

 ② 調べた内容を発表

する。 C1 
◇ 電子黒板、実物投影機 

生徒それぞれが調べたことを電子黒

板に映しだして発表させた。 

生徒は映し出された学習プリントを

指さしたり、拡大したりして熱心に発表

をしていた。また、お互いの発表につい

て電子黒板を見ながら興味深そうに聞

いていた。 

 

 

③ 電子黒板に映して

説明する。 A1 
◇ 電子黒板、デジタル教科書 

重要な部分を説明し、デジタル教科書

を電子黒板に拡大提示しながら、下線を

引くなどの作業を行った。 

生徒は自分が調べたことと関連させ

ながら、作品のよさについてさらに味わ

いを深めることができていた。 

 

 

 

 

 

 

○ キーワードから、自由に調べ学習を行うことで、興味・関心を高めることができた。 
○ 生徒自身が実物投影機を使って調べ学習の内容を発表することで、互いに学習を深め、作曲者

や作品について理解を深めることができた。 
● 詩と音楽の結びつきについて、プレゼンテーションソフトを使って整理しまとめることができ

ると、さらに鑑賞の学習が深まったのではないかと考えられる。 

授業を振り返って 

 

調べ学習の画面を熱心に観る生徒 

調べ学習の内容を説明している生徒 

教科書を見ながら、まとめている生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 本時のめあてをつかむ。 

(1) 第１楽章の冒頭を鑑賞し、前時の学習を振り返

る。 

 

さぐる 

２ 動機の反復や変化を気づき感じ取らせる。 

(1) デジタル教科書を視聴しながら、動機の反復や

変化について気づき感じとらせる。 

(2) 動機の反復や変化について、教科書に書き込む。 

 

３ ベートーヴェンの苦悩について知る。 

・ベートーヴェンが活躍していた時代の補聴器 

・ベートーヴェンが書いた手紙の一部分 

 

４ ベートーヴェンが「交響曲第５番ハ短調 第１楽

章」に込めた思いを感じ取って、学習プリントに書

く。 

 

５ ペア交流の後、数名が発表し、意見を共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

まとめる 

６ 本時の学習をまとめ、次時の予告を聞く。 

(1) 本時の学習をまとめる。 

(2) 次時の予告を聞く。 

 

単元計画（全２時間） 

つかむ 

【１時間】 

１.動機を知覚・感受し、音楽の形式の特徴に興味・関

心をもつ。 

(1)第１楽章を鑑賞し、動機がこの曲全体の根源となっ

ていることを知覚・感受する。 

(2)作曲者の生い立ちについて知る。 

さぐる・ 

まとめる 

【１時間】 

２.動機の反復や変化を知覚・感受し、曲全体のよさを

味わう。【本時】 

(1)デジタル教科書を視聴しながら、動機の反復や変化

を知覚・感受する。 

(2)作曲者の苦悩について知る。 

(3)「私の考える『交響曲第５番ハ短調 第１楽章』の

聴きどころ」として、批評文を書く。 

第 8学年（中 2） 音楽 
題材名：形式のおもしろさ 

教材名：ベートーヴェン作曲 

    「交響曲第５番ハ短調」 

 

曲のしくみに注目して 
名曲を楽しもう 

○ 理解が深まる資料提示  ○ 大型テレビでの意見共有 単元の目標 

○ 音楽を形づくっている構造と

曲想との関わりに関心をも

ち、鑑賞する学習に主体的に

取り組もうとしている。 

（関心・意欲・態度） 

○ 動機の反復や変化と曲想との

関わりを理解して、解釈した

り価値を考えたりし、根拠を

もって批評するなどして、音

楽のよさを味わって聴いてい

る。 

（鑑賞） 

 

・動機の反復や変化と曲想との関わりを理解して、解釈したり価値を考えたりし、根拠をもって批評

することができる。（鑑賞の能力） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

大型テレビを使い、自分
の意見を発表する。 

③ 
C1 

デジタル教科書を視聴し

て動機の反復や変化に気

づく。 

① 
A1 

大型テレビに作曲者に関
する資料を提示する。 

② 
A1 



-55- 

 

ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ①  動機の反復や変化に気づ

き感じとらさせる。 A1 

◇ 大型テレビ、デジタル教科書 
デジタル教科書で、楽譜の色が変化す

ることで、動機の反復や変化がわかるコ

ンテンツを視聴させた。 

「聴覚的に」だけでは、楽器の変化や

音の高さの変化に気づき感じとるのが難

しい生徒も多かったが、「視覚的に」同じ

リズムが何度も反復していたり、楽器が

変化していたりすることで効果的につか

むことができていた。 

 ② 作曲者に関する資料

を提示する。 A1 
◇ 大型テレビ 

作曲者が当時使用していた補聴器や苦

しみの中で書いた手紙の一部、自筆の楽

譜を見せた。 

教師の説明を聞くだけではなく、作曲

者に関わりの深いものを視覚的に見るこ

とで、作曲者が楽曲を作ったときの心情

にせまり、その心情がどのように楽曲に

込められているかことができ、楽曲の批

評もより深いところまで書くことができ

た。 

 ③ 学習プリントを映し

出し、発表する。 C1 
◇ 大型テレビ、実物投影機 

生徒それぞれが学習プリントに書いた

批評文を学級全体で共有するために、実

物投影機を使って大型テレビに映し出し

ながら説明をさせた。 

楽曲に作曲者のどのような心情がこめ

られていて、どのような曲想になってい

るかについて、それぞれの批評を聞くこ

とで、楽曲の鑑賞がより深まっていた。 

 

 

 

 

 

 

○ 動機の反復や変化を視覚的に見ることで、よりわかりやすく気づき感じとらせることができた。 
○ それぞれの意見を学級全体で共有することで、鑑賞を深めることができた。 
● 電子黒板やタブレット PC を使って、生徒自身が画面上で書いたり操作したりできるようにす

る場面を増やすと、より主体的に学習を行うことができる。 

授業を振り返って 

 

デジタル教科書を視聴して動機を知覚・感受する生徒 

作曲者に関する資料を熱心に見る生徒 

大型テレビに映し出された自分の意見について説明する生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ キャッチメロディーや楽譜作成ソフトの使い方に

ついて知る。 

(1) キャッチメロディーについて知る。 

(2) キャッチメロディーを作るときの約束（楽譜作成ソ

フトの使い方）を知る。 

 

 

 

・キャッチメロディーの例の提示 

・楽譜作成ソフトの使い方の説明 

さぐる 

２ キャッチメロディーをつくる。 

(1) 個人でタブレット PC の楽譜作成ソフトで旋律を

つくる。 

(2) 全体で作品交流を通して、表現を工夫する。 

・友だちの作品のよさ 

・自分の作品の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめる 

３ 本時の学習をまとめる。  

単元計画（全２時間） 

つかむ 

さぐる 

【１時間】 

１.言葉の抑揚を生かして旋律をつくる。 

・言葉の特徴や楽譜作成ソフトの操作方法を知り、旋

律をつくる。【本時】  

 

まとめる 

【１時間】 

２.旋律をつくるときの工夫についてまとめ、作品を完

成させる。 

・意見交流を通して、より印象的な旋律になるように音

の高さを工夫し、作品を完成させる。 

第 8学年（中 2） 音楽 

題材名：言葉の抑揚を 

生かした旋律創作 
 

言葉の抑揚を生かして 
キャッチメロディーをつくろう 

○ 楽譜作成ソフトによる旋律創作 ○ 大型テレビによる作品提示 単元の目標 

○ 言葉の特徴に関心をもち、それ

らを生かして旋律をつくる学

習に主体的に取り組もうとし

ている。 

           （関心・意欲・態度） 

○ 言葉の特徴を生かした音楽表

現を工夫し、どのように旋律を

つくるかについて思いや意図

をもっている。  （創意工夫） 

○ 言葉の特徴を生かした音楽表

現をするために必要な楽譜作

成の技能を身に付けて旋律を

つくっている。    （技能） 

 

・言葉の抑揚を生かして旋律をつくる学習に主体的に取り組むことができる。（関心･意欲･態度） 

・楽譜作成の技能を身に付けて旋律をつくることができる。（技能） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

デジタル TV を使い、説

明をする。 
① 
A1 

タブレット PC の楽譜作

成ソフトで旋律を創作す

る。 

タブレット PC とデジタ

ル TV を使い、作品を発

表する。 

② 
B2 

③ 
C1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 楽譜作成ソフトの使

い方を説明する。 A1 

◇ 大型テレビ、タブレット PC 
大型テレビとタブレットＰＣを用いて、

楽譜作成ソフトの使い方について説明し

た。 

生徒は、音高の変え方や再生の仕方を熱

心に見ていた。また、比較的容易に楽譜を

書くことができたり、書いた楽譜がすぐに

音として再生できたりするので、興味・関

心を持って操作を試すことができていた。 

 ② 楽譜作成ソフトで

旋律を創作する。 B2 
◇ タブレット PC 

タブレットＰＣの楽譜作成ソフトを用い

て、旋律を創作させた。 

生徒は、「日の里中学校」の言葉の抑揚に

合わせて、音を変えたり、再生したりを繰

り返すことができていた。また、ある程度

形になった作品をお互いに聴き合って意見

交流するなど、聴いている人の印象に残す

ためにはどうすればいいかを創意工夫する

ことができていた。 

 ③ 創作した作品を発

表する。 C1 
◇ 大型テレビ、タブレット PC 

大型テレビとタブレットＰＣを接続し

て、それぞれが創作した旋律を発表させた。 

生徒は、言葉の抑揚に合わせて創作した

旋律を大型テレビに映し出し、発表した。

また、発表を聞く生徒も大型テレビに注目

し、しっかりと聞いていた。さらに、友達

の作品を視聴することで、自分の作品のさ

らなる創意工夫につなげることができてい

た。 

 

 

 

 

 

 

○ 楽譜作成ソフトを使うことで比較的容易に創作活動に取り組むことができた。 
○ 音高を変えては再生してみるという試行錯誤を繰り返すことで、言葉の抑揚を生かしながら工夫し

て旋律を創作させることができた。 
● 音が出なくなるなどのタブレットＰＣの不具合が生じたので、原因の確認・調整をする必要がある。 

授業を振り返って 

 

楽譜作成ソフトの説明を熱心に聞く生徒 

楽譜作成ソフトで旋律を創作する生徒 

創作した旋律を発表している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 前回の振り返りと、本時の授業の流れを確認する。 

(1) ２学期に描く作品の確認をする。 

(2) 撮影した写真と、それを生かして制作した作品例を

見て、本時のめあてをつかむ。 

 

 

 

・タブレット PC を使った撮影方法

の説明 

さぐる 

２ 自分の描きたい風景をさぐる。 

(1) タブレット PC で風景を撮影する。 

(2) 一番良く撮れた写真を班のフォルダに保存する。 

(3) なぜその場所を選んで撮影したのか、理由を発表す

る。(班代表) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめる 

３ 本時の学習をまとめ、次時の予告を聞く。 

(1) 本時の学習内容をまとめる。 

(2) 次時の予告を聞く。 

 

単元計画（全６時間） 

つかむ 

【１時間】 

１. 参考作品を鑑賞し、単元のめあてをつかむ。 

(1)風景画の参考作品を鑑賞する。 

  タブレット PC で写真を撮る練習をする。 

さぐる 

【１時間】 

２. 自分が描きたい風景をさぐる。 

(1)タブレット PC で描きたい風景を撮影する。【本時】 

まとめる 

【４時間】 

３. 写真を参考に、構図をまとめる。 

(1)画用紙に下描きする。 

(2)淡い色調で色塗りする。 

(3)仕上げる。完成作品を鑑賞する。 

第 7学年（中 1） 美術 

単元名：私たちの 

居場所 

 
 

描きたい風景を切り取ろう 

○ 理解が深まる画像提示  ○ 生徒がタブレット PC で撮影 単元の目標 

○ 風景画の表現に向けて、意欲的

に取り組むことができる。 

（関心・意欲・態度） 

○ 空間の広がりを感じる構図を

考え、まとめることができる。     

（発想・構想） 

○ 淡い色調で空気(雰囲気)を表現

することができる。 

（技能） 

○ 互いの作品のよさを見つけ、感

じ取ることができる。 

（鑑賞） 

 

・風景の撮影に、意欲的に取り組むことができる。（関心･意欲･態度） 

・空間の広がりを感じられる構図を考え、風景を撮影することができる。（発想・構想の能力） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

プロジェクタで写真と作

品例を提示する。 
① 
A1 

タブレット PC で風景の

写真を撮影する。 

② 
B2 

撮影した写真をプロジェ

クタで映し、その場所を

選んだ理由を発表する。 

③ 
C2 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 写真と作品例を見

る。 A1 

◇ プロジェクタ、タブレット PC 
タブレット PC で撮影した写真と、その

写真を元に描いた風景画の作品例の画像を

見せた。毎日通っている学校の風景が主題

なので、生徒の反応もよく、皆集中して説

明を聞くことができていた。 

風景の切り取り方から、作品を完成させ

るまでの流れを通して見せることができた

ので、生徒に完成イメージを持たせること

ができた。 

 ② 風景の写真を撮影

する。 B2 
◇ タブレット PC 

４人班に１台ずつタブレット PC を配

り、教室を出て風景写真の撮影を行った。

ぶれないように綺麗に撮影するために、撮

影者の体を支えてあげるなど、班員同士で

協力して撮影することができていた。 

また、タブレット PC の画面と、実際に

絵を描く画用紙のサイズがほぼ同じため、

完成図をイメージしながら撮影することが

できた。 

 ③ 撮影場所に選んだ

理由を説明する。 C2 
◇ プロジェクタ、タブレット PC 

一番良く撮れた写真を班のフォルダに保

存し、プロジェクタを使って画像を全体に

提示した。そして撮影場所に選んだ理由を

生徒に説明させた。 

「空間の広がりを感じられる構図」とい

うのが重要なポイントなので、撮影した写

真のどこに空間の広がりを感じたかについ

て説明させた。 

 

 

 

 

 

 

○ 写真撮影から風景画の完成までの流れを画像で見せることで、生徒の理解が深まった。 
○ 生徒が完成イメージを思い描きながらタブレット PC で写真を撮影することができた。 
● 写真の撮影例を１枚だけでなく、校内のいろんな場所での撮影例を提示した方が「空間の広がりを

感じられる構図」について理解しやすかったのではないかと思う。 

授業を振り返って 

 

風景画の作品例を熱心に見る生徒 

構図を考えながら、風景を撮影する生徒 

撮影場所に選んだ理由を説明している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ ポスターの参考作品を見て、ポスターについて知

る。 

(1) ポスターと絵画の違い 

(2) ポスターの構成要素 

 

２ 「ヒロシマ・アピールズ」の説明を聞き、めあてを

つかむ。 

 

 

 

 

 

・ヒロシマ・アピールズの説明 

さぐる 

３ 班で鑑賞し、ポスターのよさをさぐる。 

(1) 自分の感覚でポスターを４段階評価する。 

(2) 班で話し合い、アピール度などを集計し、感じたこ

とをまとめる。 

(3) 班ごとに話し合った内容を発表する。(班代表) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめる 

４ 本時の学習をまとめ、次時の予告を聞く。 

(1) 本時の学習内容をまとめる。 

(2) 次時の予告を聞く。 

・参考画像をまとめたものをプロジ

ェクタに映し、ポスターの重要な

構成要素をまとめる。 

単元計画（全６時間） 

つかむ 

【２時間】 

１. 色彩の学習とポスターの鑑賞でポスターの持つ特

性をつかむ。 

(1)三原色と色相環について学習する。 

(2)「ヒロシマ・アピールズ」を鑑賞する。【本時】 

さぐる 

【１時間】 

２. 自分が訴えたいテーマをさぐる。 

(1)テーマを決め、コピー(言葉)を考える。 

まとめる 

【３時間】 

３. 決定したテーマとコピーを構図にまとめる。 

(1)大まかな構図をプリントに描く。 

(2)画用紙に下描きする。 

(3)コピーに合った書体でレタリングする。 

第 7学年（中 1） 美術 

単元名：メッセージを 

届けるポスター 

 

「ヒロシマ・アピールズ」（ポスタ

ー）のよさを見つけよう 

○ 理解が深まる画像提示  ○ 生徒がプロジェクタで説明 単元の目標 

○ ポスターの制作に向けて、意欲

的に取り組み事ができる。 

（関心・意欲・態度） 

○ テーマに合った構図と言葉を

効果的に組み合わせることが

できる。 

（発想・構想） 

○ イメージした色を作り、ポスタ

ーを仕上げることができる。           

（技能） 

○ 班員の意見、発表を真剣に聞

き、自分なりの考えをまとめる

ことができる。 

（鑑賞） 

 

・ポスターの鑑賞に意欲的に取り組むことができる。（関心･意欲･態度） 

・班員の意見、発表を真剣に聞き、自分なりの考えをまとめることができる。（鑑賞の能力） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

プロジェクタを使いポス

ターの画像を見せる。 
① 
A1 

タブレット PC で班ごと

にポスターを鑑賞する。 

タブレット PC でポスタ

ーの評価を書き込ませ、

プロジェクタを使って全

体に提示し説明する。 

③ 
C2 

② 
C2 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① ポスターの画像を

見る。 A1 

◇ プロジェクタ、ポスター画像 
まず、ポスターや絵画の参考画像を

見せ、ポスターと絵画の違いや、ポス

ターの構成要素について説明した。 

次に、ヒロシマ・アピールズポスタ

ーの画像を映し、全体でポスターの鑑

賞を行った。ポスターにこめられたメ

ッセージを読み解くために、生徒一人

一人が熱心にスクリーンを見ていた。 

 ② ポスターを鑑賞す

る。 C2 
◇ タブレット PC、ポスター画像 

４人班に分かれ、タブレット PC で

ポスター鑑賞を行なった。ポスターの

画像を自分たちで拡大・縮小して見た

り、回転させて見たりと、様々な角度

から鑑賞していた。 

印刷では分からない細部までポスタ

ーを見ることができ、色々なよさを見

つけることができていた。 

 ③ ポスターの評価を

説明する。 C2 
◇ プロジェクタ、ポスター画像 

３つの観点でポスターを鑑賞し、そ

れぞれ４段階の数値で評価した。班で

話し合い意見をまとめ、その結果をタ

ブレット PC に書き込んだ。 

タブレットＰＣの画像をプロジェク

タに映して発表した。自分たちの評価

とその理由を造形の観点から分かりや

すく説明することができていた。 

 

 

 

 

 

 

○ 重要なポイントを画面に直接書き入れながら説明したので、生徒の理解が早かった。 
○ タブレット PC のモニターは発色が良く、ポスターの細部まで鑑賞することができていた。 

● 他の班の発表を聞いての感想も発表させることができたら、もっと生徒の理解が深まったと思う。 

授業を振り返って 

 

ポスターの画像を熱心に見る生徒 

タブレット PC でポスターの細部まで鑑賞している生徒 

ポスターの評価を説明している生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 前時の振り返りを通して、本時の学習のめあてをつ

かむ。 

(1) ウォーミングアップを兼ねて前時までの技を行

う。 

(2) 本時の学習方法を知り、めあてを確認する。 ・陥りやすい注意点 

・美しい倒立前転 

① 

B2 

タブレット PC で倒立前
転の見本の動画を撮影す
る。 

さぐる 

２ ペア学習を通して、個人の倒立前転の課題をさぐ

る。 

(1) 個人による課題把握 

・気づいたことや考えたことをペアに伝える。 

(2) ペア学習を通して、教えあう課題解決活動 

・課題を整理しジェスチャーで表現する活動 

・課題解決方法を話し合う活動 

 

 
 

② 

C3 

タブレット PC でペアの

倒立前転の動画を撮影す

る。 

③ 

C3 

タブレット PC で撮影し

た動画を見せながら助言

をする。 

まとめる 

３ 本時の学習をまとめ、次時の予告を聞く。 

(1) 本時の学習をまとめる。 

(2) 次時の予告を聞く。 

 

単元計画（全８時間） 

つかむ 

【１時間】 

１. マット運動について知る。 

  学習の進め方やマット運動の特性、ねらいを理解す

る。 

２. 技を体験する。 

  ９つの技を実際にやってどんな技かを知る。 

さぐる 

【５時間】 

３. 習った技の練習する。【本時】 

  ９つの技について要領を説明しながら練習する。 

４. 技のつなぎの練習をする。 

  ２～３つの技をつなぐ練習をする。 

５. 技の組み立てをする。 

  ４つの技が美しくできるように組み立て練習する。 

まとめる 

【２時間】 

６. ４つの連続技の練習をする。 

  美しく、スピーディにできるよう練習する。 

７. 発表会をする。 

  お互いの発表を鑑賞し、採点し合う。 

第 7学年（中１） 保健体育 

単元名：マット運動 
 

ペアで補助や助言をしながら、

倒立前転の練習をしよう 

○ タブレット PC で技の動きを把握 単元の目標 

○ 練習に意欲的に取り組み、技が

できる楽しさを味わったり、ペ

アやグループで協力したりし

ようとしている。 

（関心・意欲・態度） 

○ 自分に合った技を選び、組み合

わせを工夫することができる。      

（思考・判断） 

○ 練習を工夫して、技を組み合わ

せて演技を構成し、発表するこ

とができる。        （技能） 

○ マット運動の技のポイントに

ついて理解することができる。      

（知識・理解） 

 

・ペアで倒立前転の練習をする楽しさや満足感を味わうことができる。（関心・意欲・態度） 

・ペアで倒立前転の練習をすることで、技を身に付けることができる。（技能） 

本時のねらい 

本時の展開 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 見本の動画を撮影

する。 B2 

◇ タブレット PC 
教師が倒立前転の見本を行い動画に撮

影させた。 

自分たちで練習するために、熱心に撮

影していた。教師側もペアや全体を一斉

に実技指導することができないので、生

徒は見本動画を見ながら練習することが

でき、効果的であった。 

 ② ペアでお互いに技

を撮影する。 C3 

◇ タブレット PC 

ペアで各自の倒立前転を撮影させた。 

通常、自分の技の姿を客観的に見るこ

とはできないが、動画を撮ることでどう

して失敗するのかを確認でき、次への意

欲や工夫につなげることができた。 

 ③ 動画を見ながら助

言する。 C3 

◇ タブレット PC 

各自の動画を見ながらペアでお互いに

助言を行わせた。 

スロー再生や一時停止の機能を使い、

なぜできなかったのかポイントをさぐり

課題解決に向け熱心に教え合っていた。

思考力・判断力を高めるためにも効果的

であった。 

 

 

 

 

 

 

○ 見本の動画を撮って参考にすることで、技の動きを把握し、何度も確認することができた。 
○ 自分自身の動画を見ることで、できる技により近づいていけるよう、ポイントをさぐることが

できた。また、ペアに対して効果的な助言することができた。 
● 動画を撮影したり見たりすることで、運動量が減少した。 

授業を振り返って 

 

ペアの演技を撮影している生徒 

撮影した動画を見ながら助言している生徒 

教師の見本動画を熱心に撮る生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 前時を振り返り、本時の学習のめあてをつかむ。 

(1) 前時学習内容を想起し、本時の学習内容を把握する。 

(2)本時の学習方法の見通しを持ち、本時の学習のめあ

てを確認する。 

・既習動作と本時に行う動作を見せ、違いを確認する。 

・本時の学習のめあてについて確認する。 

 

さぐる 

２ グループ学習で、個人の打突法の課題をさぐる。 

(1)タブレットを使い「構え～打突」の動きを撮影する。 

(2)自分の動作と模範動作の違いを比較し、練習する。 

【課題の視点】 

○構えの姿勢 ○足（膝）の動き ○竹刀の構え方（持

ち方） ○振り上げ動作時の左手の位置 ○打突の時

の腕の形（動き） ○打突後の足や膝の形（動き）  

○打突時の姿勢 ○動作のスムーズさ 

【言語活動】 
・課題を整理し、タブレット PC や動作を用いて伝え 

教え合う。 

 

 

 

まとめる 

3 本時の学習をまとめる。 

(1)本時の学習のまとめを行う。 

(2)本時の学習を振り返り、次時への意欲づけを行う。 

(3)あいさつ、片づけを行う。 

○タブレット PC で撮影した動画を

スクリーンに映し発表する。 

単元計画（全１０時間） 

つかむ 

【１時間】 

１．剣道の特性をつかむ。 

(1)剣道の歴史や文化について知る。 

(2)用具の名称・扱い方の注意事項について知る。 

さぐる 

【６時間】 

２．基本動作を身に付け、礼法を大切にし、仲間ととも

に安全な練習方法をさぐる。 

(1)体さばき（自然体・足さばき）について知る。 

(2)構えと体さばき（中段の構え・足さばき・素振り）

について知る。 

(3)構えと体さばき（中段の構え・打突動作・踏み込み

動作・残心）について知る。【本時】 

まとめる 

【３時間】 

３．基本動作や対人的技能を生かした練習を行う。 

 (1)剣道具（防具）のつけ方・まとめ方・装着テストを

行う。 

(2)気剣体一致の定着を目指す打突練習を行う。 

第 7学年（中１） 体育 

単元名：武道（剣道） 
 

映像を比較しながら 
剣道の基本を習得しよう 

○ タブレット PC で技の動きを把握 単元の目標 

○ 伝統的な行動の仕方を守り、禁じ

技を用いないなど健康・安全に留

意して、学習に積極的に取り組ん

でいる。   （関心・意欲・態度） 

○ 仲間と協力し、技を身につけるた

めの運動の行い方のポイントを見

付けている。      （思考・判断） 

○ 攻防を展開するための基本動作や

基本となる技を身に付けている。                   

（技能） 

○ 武道（剣道）の特性や成り立ち、伝

統的な考え方、技の名称や行い方、

関連して高まる体力などを理解し

ている。      （知識・理解） 

 

・グループ学習で、自分と班員の打突法（構え～踏み込み動作）の課題を見つけ、その解決策を伝え合う

ことで打突法の正しい動作ができる。（技能） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

前時の学習内容を想起さ

せるプレゼンテーション

を行う。 

① 
A1 

タブレット PC で互いの

打突動作の動画を撮影す

る。 

② 
B2 

タブレット PC で撮影し

た動画とモデルを比べて

課題をつかむ。 

③ 
C3 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 前時の学習内容を
振り返る。 A1 

◇ タブレット PC、プロジェクタ 
前時の振り返りを、プロジェクタを

用いて行った。その際、既習動作と本

時に行う動作を見せ、違いを確認させ

た。 

生徒たちは真剣に画面を見ること

で、本時の授業の確認を行うことがで

きると同時に授業に対する意欲を持た

せることもできた。 

 ② 互いの打突動作の
動画を撮る。 B2 

◇ タブレット PC 

グループで互いの打突動作の撮影を

行わせた。その際、生徒たちは各班に

割り振られたタブレット PC を用いて

撮影を行った。 

自分たちが撮影した動画が、その後

の比較作業に用いられることから、安

全確認・撮影始めのタイミングなどを

慎重に図りながら、真剣に行うことが

できた。 

 

 

③ 撮影した動画とモ

デルを比べる。 C３ 
◇ タブレット PC 

②において、撮影した自分やグルー

プの仲間の動画と模範動画を、二画面

動画比較ソフトを用い比較させ、互い

の課題解決に向け助言を行わせた。 

生徒たちは、ソフトのスロー再生・

コマ送り機能を駆使し熱心に取り組ん

でいた。思考・判断を高め、技能向上

に効果的であった。 

 

 

 

 

 

 

○ 導入でプロジェクタを用いて説明を行うことで、生徒たちの興味・関心を高めることができた。 
○ 課題解決学習の方法として二画面を比較することができるソフトを用いたが、生徒たちはそのソフ

トの機能を十分生かし互いに伝え合うことができ、思考・判断、さらには技能も高めることができ
た。 

● 撮影・確認作業に時間を要し、活動時間（実技時間）が減少した。活動量の確保が必要である。 

授業を振り返って 

 

画面を真剣に見つめ、前時の内容を振り返る生徒 

グループで打突動作の撮影を行う生徒 

自分の動作と模範動作の違いを比較する生徒 



-66- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

1 前回内容を確認し、本時の学習のめあてをつかむ。 

(1)前時までの学習の想起・本時の学習内容の把握 

(2)本時の学習方法の見通し・本時の学習のめあての

確   認 

○本時の内容をプロジェクタ、タブレ

ット PC を用いて説明する。 

さぐる 

2 他の人の計画表を通して、訂正をしなければいけ

ない点をさぐる。 

(1)例で挙げた木取図、組立図の訂正すべき点を発見

する。 

(2)話し合った意見を発表・共有し、課題を解決する。 

 

 

まとめる 

3 発表・共有活動を通して、本時の学習をまとめる。 

(1)本時の学習のまとめを行う。 

(2)今日学習したことを基に、自分の計画表作りに取

り組み、仕上げる。 

(3)今日の取り組みに関して、自己評価を行う。  

単元計画（全 12 時間） 

つかむ 

【1 時間】 

1. 作品の使用目的を考えた計画表の作成を通して、作品に

対する作成意識をつかむ。 

(1)作品の使用目的、使用条件を考え、作品に対する計画を

立てる。 

さぐる 

【7 時間】 

2. 製図の学習を通して、自分の作品の計画表を作成し、製

作に対する考えをさぐる。 

(1)キャビネット図・等角図のかき方、寸法のかき方を学習

する。 

(2)木取図について学習を行う。 

(3)学習した製図のかき方を基に、自分の作品の計画表を作

成する。【本時】 

まとめる 

【4 時間】 

3. 作成した計画表を通して、自分の作品を制作し、製作に

対する学習をまとめる。 

(1)作成した計画表を基に、木材へのけがきを行う。 

(2)けがきを行った木材を切断し、計画表を基に組み立てを

行う。 

(3)完成した作品と計画表、使用目的を基に作品の評価を行

う。 

第 7学年（中 1） 技術 

単元名：材料と加工に 

関する技術 

 

木取図や組立図の 
改善点を発見しよう 

○ 生徒の考えを視覚的に表現  ○ 生徒の考えを瞬時に共有 単元の目標 

○ 生活や技術に関心を持ち、作品

設計・製作を通して積極的に授

業に参加し、意欲的に学習でき

る。 

             （関心・意欲・態度） 

○ 木材・製図の特徴を理解した上

で、独自の作品の設計を行い、

計画表を通して表現できる。 

             （思考・判断・表現） 

○ 木材・製図の特徴を理解し、製  

図を実際にかき、木材を加工す

ることができる。      （技能） 

○ 木材・製図の基本的な知識を身

に付けることができる。 

                  （知識・理解） 

 

・他者の意見を積極的に取り入れようとし、話し合いに主体的に取り組もうとしている。 

（関心・意欲・態度） 

・他者の計画を見直すことを通して、自分の計画表を充実させ、製図や計画を進めることができる。 

（思考・判断・表現） 

 

本時のねらい 

本時の展開 

 

タブレット PC に班の考

えを記入させる。 
② 
C2 

タブレット PC を使い、訂

正箇所を探らせる。 

① 
B1 

班で考えた内容を、プロジ

ェクタを用いて発表させ

る。 

③ 
C1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 提示資料を参考に

訂正箇所を探る。 B1 

◇ タブレット PC、プロジェクタ 
他の生徒の製図をプレゼンテーションソ

フトでまとめて生徒に提示し、どこを訂正

すればよりよくなるのかを考えさせた。 

各班に設置したタブレット PC に表示す

ることにより、生徒同士が協働して思考を

深めることができていた。また学習プリン

トと併用することで、自分たちの考えを手

元に残すことができ、自身の作業にフィー

ドバックできていた。 

 ② 班で考えた訂正箇

所を記入する。 C2 
◇ タブレット PC 

班で考えた内容をタブレット PC 内の画

像にペン機能を用いて記入させ、訂正箇所

所を視覚的にまとめさせた。 

視覚的にまとめさせることで、班の中で

分からなかった生徒がより理解できるよう

になった。また、新たな訂正箇所を発見で

きた生徒もおり、技術の向上を見ることが

できた。タブレット PC への記入により、

話し合いよりも班内の共有度がより一層高

まり、よりよい協働作業となった。 

 ③ 班で話し合った結

果を、発表する。 C1 
◇ プロジェクタ、協働ソフト 

各班のタブレット PC の画面をプロジェ

クタで映し出し、班で話し合った結果を項

目ごとに発表をさせた。 

協働ソフトを用いることで、各班で話し

合った内容が視覚的に瞬時に全体で共有で

きるため、正しい製図について理解を深め

ることができた。また、発表中にタブレッ

ト PC を用いて注目してほしいところに○

をするなど、発表に対する工夫をすること

もできていた。 

 

 

 

 

 

 

○ タブレット PC を用いて視覚的に考えることができたので、生徒の興味を高めることができた。 
○ タブレット PC に記入したことを視覚的に、瞬時に全体で共有できるので、他者の考えのよいとこ

ろを見ることができ、生徒の考えを広げることができた。 
● タブレット PC の特性を生かした発表がスムーズにできるとよかった。 

授業を振り返って 

 

タブレット PC と学習プリントを用いて訂正箇所を探る生徒 

班の考えをタブレット PC に書き込む生徒 

プロジェクタで映した班の考えを発表する生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 前回ののこぎり引きの作業の映像をみて、作業を

振り返り、本時のめあてをつかむ。 

(1) 前回の作業の映像を見る。 

(2) 本時の学習内容を知り、めあてを確認する。 

・ 

 

 

・前回の作業の様子 

さぐる 

２ 班ごとに、今日の作業中に特に注意して調べるポ

イントの確認をする。 

(1) 全体的にもポイントを調べるが、特に注意するポ

イントは後で発表をする。 

３ 両刃のこぎりで板を切断する。 

(1) タブレットで作業の様子をお互い撮影し、自分の

作業を振り返りながらポイントについて追究し

ていく。 

 

４ 各班からわかった点を発表する。 

タブレットで録画した映像等も利用しながら、調

べたポイントについて発表する。 

 

 

 

・作業の様子の録画と確認 

 

・プロジェクタとスクリーンを利  

 用 

まとめる 

5 本時の学習をまとめ、次時の予告を聞く。 

(1) 本時の学習をまとめる。 

(2) 次時の予告を聞く。 

 

単元計画（全７時間） 

つかむ 

【２時間】 

１. 材料を切断する工具の名称や機能について知る。 

(1)材料に応じた切断のための工具を知る。 

(2)木材を切断する工具である両刃のこぎりについて、各部

の名称や構造について調べる。 

さぐる 

【４時間】 

２.材料を正確に切断するための、工具の使い方を調べる。 

(1)両刃のこぎりによる木材の切断を体験する。 

(2)考えられる使い方のポイントを調べながら、両刃のこぎ

りで木材を切断してみる。【本時】 

(3)調べてまとめた両刃のこぎりの使い方のポイントに気を

つけながら、製作品に使う材料を目的に応じて切断してい

く。 

まとめる 

【１時間】 

３. 作業のまとめと次時への継続について考える。 

(1)相互評価等をもとに、自分の作業を振り返り反省する。 

(2)次の作業が部品加工であり、今回の学習とつながるポイン

トなどを整理する。 

第 7学年（中１） 技術 

単元名：材料の切断 
 

材料に適した工具を安全
に使用できるようになろう 

○ 作業を振り返る映像提示  ○ 作業の録画による確認・修正 単元の目標 

○ 生活に関わる技術に関心をも

ち、役に立つ作品を作ろうと努

力することができる。 

（関心・意欲・態度） 

○ 利便性等を考え、材料の特徴を

活かしながら製作品の機能を

工夫することができる。 

（思考・判断・表現） 

○ 工具等の機能を理解し、材料に

応じた正確な作業をすること

ができる。       （技能） 

○ 材料の性質や工具の名称・機能

を理解している。 
（知識・理解） 

 

・より正確に材料が切断できるように、工具の使い方を工夫することができる。(関心･意欲･態度) 

・安全に留意し、工具を正しく使用して、材料を正確に切断できる。（技能） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

プロジェクタを使い映像

を見る。 
① 

A1 

 

タブレットＰＣで作業の

様子を録画する。 
② 

C2 

録画した映像を使って発

表する。 
③ 

C1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 前回の作業の様子
を見せる。 A1 

◇ プロジェクタ 
前時に体験したのこぎり引きの作業の様

子をスクリーンで見せた。自分たちの作業

の様子ということで、興味深く見せること

ができた。 

映像中の作業の様子から、気になる点を

探して発表させ、特に材料が動くことによ

る危険性に気づかせることができた。この

活動で、本時の作業への目的意識を強くす

ることができた。 

 

② 作業の様子を自分
たちで録画する。 C2 

◇ タブレット PC 

各班に割り振られた調べるポイントをも

とに作業を進めさせ、その様子をタブレッ

ト PC で録画させた。 

生徒は、自分の作業の様子を録画した映

像を見ることで、動きを確認して修正を加

えながら切断を進めることができた。この

活動では、複数の人数で映像を見ることに

なり、映像があるので意見も出やすく、自

然と活発な交流活動になった。 

 

③ 電子黒板に写して
説明する。 C1 

◇ タブレット PC、プロジェクタ 

各班で調べた結果を、タブレット PC で

録画した映像も見せながら説明させ、要点

を板書した。 

映像を見せながら説明をさせたので、ポ

イントに応じた比較や検証の結果が伝わり

やすかった。 

 

 

 

 

 

 

○ 前時の作業の様子を見せることで、本時の学習目的が明らかになった。 
○ タブレット PC による作業の様子の撮影で、自分の動きをすぐに振り返って改善でき、学級全

体に調べた内容が伝わりやすい発表ができた。 
● ポイントが多かったことで発表数が多くなり、時間内で全ての発表をさせることが難しかった。

ポイントを絞って数を減らし、比較・検討を行い、内容を充実させたい。 

授業を振り返って 

 

お互いの作業の様子を撮影している生徒 

映像を見せながら、ポイントを説明している生徒

￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥ 

前回の作業の様子を熱心に観る生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 前時までの既習事項を計算練習プリントを使うことで振

り返り、本時の学習のめあてをつかむ。 

(1) 学習の想起・本時の学習内容を把握する。 

(2) 本時の学習方法の見通し・本時の学習のめあての確認を

する。 

 

 

 

・授業前から電子黒板で今日の授業の流

れを提示しておく。 

さぐる 

２ 次の説明があるまで、今日

の学習プリントを使って

自学自習をする。（支援員） 

３ 正の数・負の数の乗法のき

まりを考える。 

４ 正の数・負の数の乗法の決

まりを発表する。 

５ 正の数・負の数の乗法をま

とめる定着プリントをす

る。【シンプル】 

２ 単項式と多項式の乗法

でも分配法則を使って

計算することを知る。 

３ 既習事項の文字式の決

まりを想起しながら分

配法則を使っての計算

の仕方を発表する。 

４ 分配法則をまとめる定

着プリントをする。 

【シンプル】 

 

 

 

 

・電子黒板に提示した単項式×多項式の

板書カードを掲示する。【クリア】 

まとめる 

５・６ 活動を振り返り、本時

の学習をまとめる。 

(1) 本時の学習を振り返りシ

ートにまとめる。 

 

 

  

単元計画（全２０時間） 

つかむ 

【４時間】 

１ 温度計を利用して 符号のついた数の大小をつかむ。 

(1)正の数・負の数の意味を理解し、数の概念を広げる。 

(2)正の数・負の数を数直線に表し、大小を判断できる。 

さぐる 

【14 時間】 

２ 正の数・負の数の四則計算をする。 

(1)正の数・負の数の加法の計算ができる。 

(2)正の数・負の数の減法の計算ができる。 

(3)加減の混じった式の計算ができる。 

(4) 正の数・負の数の乗法の計算ができる。【本時】 

まとめる 

【２時間】 

３ 正の数・負の数の四則計算を習熟する。  

(1)計算法則を理解し、乗除の混じった式の計算ができる。 

(2)問題解決の場面ですすんで正負の数を活用しようとす

る。 

７年 ９年 

Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん 

○正の数、負の数の乗法の

計算に関心をもち、その

計算のきまりを考えよう

とすることができる。 

（関心・意欲・態度） 

○簡単な正の数・負の数の

乗法、除法の計算ができ

る。 

（技能） 

○分配法則を用いての単項

式と多項式の乗法に関心

を持ち、確実にできる。 

   (関心・意欲・態度) 

○単項式と多項式の乗法、

および、多項式を単項式

でわる除法の計算ができ

る。   

（技能） 

特別支援学級 数学 
単元名： 

７年 正の数・負の数の乗法 

９年 多項式の計算 

 

見通しを持って、数学の 
課題に取り組もう 

○ 理解が深まる映像提示  ○ 個別に応じた学習指導 単元の目標 

○ 正の数と負の数を用いて、身

の回りの事象を表現すること

ができる。(関心・意欲・態度) 

○ 既習の計算を基にして、正の

数と負の数の計算の仕方を見

出すことができる。 

           (思考・判断・表現) 

○ 加法と減法の混じった式を 

正の項や負の項の和として表

すことができる。    (技能) 

○ 正の数と負の数の四則計算の

仕方を理解できる。 

       (知識・理解) 

本時のねらい 

本時の展開 

 

まとめ ７年 

正の数・負の数の乗法 

同符号どうしのかけ算… ＋ 

異符号どうしのかけ算… － 

 

まとめ ９年 

単項式と多項式の乗法は 

分配法則でかっこをはずし

て計算をする。 

授業前から大型テレビに今日

の授業の流れを提示する。 

① 

A1 

パソコンに接続した大型テレ

ビを使い乗法の決まりを提示

する。 

② 

A1 

大型テレビを使いまとめを提

示する。 

③ 

A1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

  ① 「今日の授業の流れ」

を提示しておく。 A1 

◇ 大型テレビ、パワーポイント 
単元や授業の初めに、授業の進め方の

流れをパワーポイントで作成し大型テレ

ビに提示した。学習の見通しを持って取

り組めた。これにより生徒は、授業の途

中でも今何をしているのか、次は何をす

るのか確認しながら学習に取り組めた。 

 ② 計算法則の確認を

する。 A1 
◇ 大型テレビ、パワーポイント 

生徒が画面に一定時間注目するように

なったことで、他の教材を用いた机上で

の学習、及びイスでの座位の姿勢保持へ

の指導へと発展させることができた。生

徒は、集中力を持続し、「正の数・負の数

の乗法の決まり」や「多項式と単項式の

乗法」、「文字式のきまり」などを意欲的

に学んだ。分からないところがあると、

質問するなど熱心に学習に取り組んだ。 

 ③ 
問題を提示する。 

Ａ１ 
◇ 大型テレビ、パワーポイント 

視覚情報により見通しを持って活動に

取り組ませることにより、生徒の興味・

関心を高め、集中力を持続させることが

できた。また、生徒が注目しやすい位置

に画面を提示することで、何度も確認し

やすくなり、ノートまとめるのが容易に

なっていた。生徒たちは、授業時間いっ

ぱい、集中力がとぎれることなく、学習

に取り組めていた。 

 

 

 

 

 

 

○ パワーポイントで作成した教材を見せることで興味を高めることができた。 

○ 授業が始まった時に授業の流れを伝えることで、授業に落ち着いて取り組めるようになった。 

● 知識を伝えることにどうしても重点がいき、「自ら学ぶ」という主体性の育成まで至っていない。生
徒の興味・関心を高める課題で既習の内容を使って解ける課題を検討する必要がある。 

授業を振り返って 

 

TV に写された説明に注目している生徒 

PowerPoint での動きのある教材 

授業の流れを確認する 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 既習事項を復習し、本時のめあてをつかむ。 

(1) 既習事項の復習を行う。 

(2) 本時の学習方法を知り、めあてを確認する。 

(3) 水の圧力について学ぶ。 

 

さぐる 

２ 水の圧力の大きさや向きについてさぐる。 

(1) 予想を立て、実験行う。 

深さによって水の圧力が違うか。 

どの向きでも水の圧力がはたらくか。 

(2) 実験結果から考察し、発表する。 

  

まとめる 

３ 本時の学習をまとめ、確認を行う。 

(1) 演示実験を行い、理由を考える。 

(2) まとめを行う。 

(3) 水の圧力に関する身近な映像を見る。 

 

単元計画（全７時間） 

つかむ 

【１時間】 

 

１. 身の回りにあるいろいろな力があることを知り、力の特

徴をつかむ。 

(1)力のはたらきと、いろいろな力について知る。 

 

 

さぐる 

【3 時間】 

２. 力や圧力などを調べる実験を通し、その規則性をさぐる。 

(1)ばねの伸びと力の大きさについて調べる。 

(２)力を矢印で表せることを知る。 

(3)圧力について調べる。 

まとめる 

【３時間】 

３.水圧や大気圧を調べる実験を通し、圧力の向きや大きさに

関する規則性をまとめる。 

(1)水の中ではたらく圧力について調べる。【本時】  

(2)空気に重さがあることを調べる。 

(3)ふりかえり問題を解いて学んだことを確認する。 

 

 

特別支援学級 理科 
単元名：  

７年 力と圧力 
予想や観察の結果から、 
自分の考えを説明しよう 

○ 興味を高め理解を深める提示 ○ 確認できるタブレットＰＣ 単元の目標 

○ 力のはたらきを調べる観察、実

験について興味関心をもって

取り組める。 

（関心・意欲・態度） 

○ 力のはたらきを調べる観察、実

験を通して、力の大きさが変化

する理由を考えることができ

る。     （思考・判断・表現） 

○ 力のはたらきについて基本的

な技能を習得し、その結果を的

確に表現できる。     （技能） 

○ 力のはたらきついて特徴や理

由を説明できる。（知識・理解） 

・水圧を調べる実験を通して、水圧がはたらいている様子に気づくことができる。（A グループ） 

・水圧を調べる実験を通して、水圧の大きさが変化する理由を考えることができる。（Bグループ） 

・水圧を調べる実験を通して、水圧の大きさが変化する理由を説明することができる。（C グループ） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

タブレットＰＣで確認問題を

解く。 
③ 

B3 

テレビ映像を見て、力のはた

らきの復習を行う。 
① 

A1 

テレビ映像を見て、水の

圧力の復習を行う。 
② 
A1 

 
Ｃ1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 映像を見て、力のはたら

きの復習を行う。 A１ 

◇ 大型テレビ 
身の回りにある力のはたらきや種類に

ついてより理解を深めるため、テレビで

動画を見せた。 

迫力ある映像から、生徒たちは力のは

たらきについてより興味を持つことがで

きた。 

 ② 映像を見て、水の圧力の

復習を行う。 Ａ１ 
◇ 大型テレビ 

実験では、ある程度の深さの水の圧力

しか測れないため、より深いところでの

水の圧力のすごさを、動画を通じて知る

ことができ、理解を深めることができた。 

 ③ 
確認問題を解く。 

B３ 
◇ タブレット PC 

 力のはたらきについて、今まで学んだ

ことをタブレットＰＣで学習できる練習

問題で復習を行なった。 

問題のレベルを自分で選びながら、自

分ができるまで何度も繰り返し問題に取

り組み、確認していくことができた。 

 

 

 

 

 

 

○ 迫力のある映像や深いところでの水圧映像を通して理解を深めることができた。 
○ タブレットＰＣを活用することで、個人で単元の復習を行う際に自分のペースで何度でも繰り

返し取り組むことができた。 
● タブレットＰＣをドリルで使ったが、カメラ機能や表現機能などより効果的な使いかたを探っ

ていく必要がある。 

授業を振り返って 

 

映像を通して力のはたらきや種類を復習する。 

映像を通して深いところでの水圧を確認する。 

タブレットＰＣで練習問題を解いている生徒 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

1 ウォーミングアップとして音読計算をする。（ペア

活動） 

2 前時までの既習事項を学習プリントを使うことで

振り返り、本時の学習のめあてをつかむ。 

(1)学習の想起・本時の学習内容を把握する。 

 

 

 

 

・大型テレビを使い問題提示する。 

さぐる 

【Ａグループ】 

(2)本時の学習方法の見

通し・本時の学習の

めあてを確認する。 

3 わからない数を□と

して、関係を表す式 

□＋６を導く。 

4 全体の数を知らせ、 

□の数を考える。 

5 実物を使って確認す

る。 

6 練習問題を解く。 

【Ｂグループ】 

3 次の指示があるまで、今

日の学習プリントを使

って復習をする。 

4 移項の意味を理解し、移

項を使って方程式を解

くことができる。 

（Ｂグループ） 

5 練習問題を解く。 

 

 

 

 

 

・大型テレビに提示した方程式の

板書カードを掲示する。 

 

 

・解法の手助けになるヒントカー

ドを用意しておく。 

まとめる 

7・6 活動を振り返り、本時の学習をまとめる。 

(1)本時の学習をふりかえりプリントにまとめる。 

 

 

単元計画（全 15 時間） 

つかむ 

【５時間】 

１. 方程式の意味をつかむ。 

(1)方程式・方程式の解・方程式を解くことの意味につい

て理解する。 

(2)等式の性質を理解する。 

(3)移項の意味を理解する。 

さぐる 

【６時間】 

２. 移項して方程式を解くことを学習する。               

(1) 移項を使って方程式を簡単に解くことを理解する。 

(2) いろいろな方程式の解き方について理解する。 

(3) いろいろな方程式を工夫して解くことを考える。 

【本時】 

まとめる 

【４時間】 

３. 方程式を利用して、問題を解決する。 

(1) 方程式を使って問題を解く手順をまとめる。 

(2) まとめ・振り返りの問題を練習する。 

特別支援学級 数学 

単元名：方程式 

かくれた数をみつけよう 

 

見通しを持って、 

方程式を解こう 

○ 関心が高まり意欲的に取り組める映像の提示 単元の目標 

○ 方程式を用いて性質や関係を

見い出し数学的に考えること

のよさに関心を持つ。 

（関心・意欲・態度） 

○ 方程式についての基礎的な知

識の習得や活用を通して数学

的な見方や考え方を身につけ

る。   （思考・判断・表現） 

○ 事象を一次方程式に表し、これ

を解くことができる。 （技能） 

○ 一次方程式及びその解の意味

や等式の性質や文字を用いる

意義を理解できる。 

（知識・理解） 

 

・数量の関係を絵図にあらわすことができる。（思考・判断・表現） 

・移項の意味を理解し、移項の考えを用いて方程式を解くことができる。（技能） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

特別支援学級 数学 
単元名：全学年 方程式 

かくれた数をみつけよう 

 

授業前から大型テレビで

今日の授業の流れを提示

する。 

パソコンに接続した大型

テレビを使い問題提示す

る。 
② 
② 
Ａ1 

パソコンに接続した大型

テレビを使いまとめを提

示する。 

③ 
Ａ1 

① 
Ａ1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① 授業の流れを知

る。 A1 

◇ 大型テレビ、パワーポイント 
単元や授業の初めに、授業の進め方の流

れをパワーポイントで作成しデジタルテレ

ビに提示することで学習の見通しを持たせ

た。生徒それぞれが、本時の自分の学習内

容を把握し、１時間の流れを①～④にわけ

て考えることで、安定した気持で取り組め

ていた。 

 ② □の数字について

考える。 A1 
◇ 大型テレビ、パワーポイント 

画面に一定時間注目するようになったこ

とで、他の教材を用いた机上での学習及び

イスでの座位の姿勢保持への指導へと発展

させることができた。わからない数を□と

して、関係を表す式 □＋６を導くことか

ら、移項に考えを進めて、学習のめあてに

たちかえって学習に取り組んでいた。また、

電子黒板に書き込みながら、方程式の計算

方法に関して気づいたことを説明すること

ができていた。 

 ③ 移項ができることの

確認し活用する。 A1 
◇ 大型テレビ、パワーポイント 

移項について、そのきまりを視覚的に理

解できるよう、パワーポイントで動きのあ

る教材を作り、大型テレビで提示した。生

徒は、興味をもち、集中して画面を見て、

理解を深めた。 

また、学習内容の定着のため、重要な事

項をホワイトボードに構造的に書き、生徒

がノートを使って復習できるように配慮し

た。 

 

 

 

 

 

 

○ パワーポイントで作成した教材を見せることで興味を高めることができた。 

○ 画面に映し出された内容をホワイトボードに構造化しておくことで、板書と同じようにノートを取

ることの、取りやすさの面でも有効な支援になった。 

● 知識を伝えることが多く、「自ら学ぶ」という主体性の育成まではできなかった。さらに、生徒の

実態把握と教材研究を行う必要がある。 

 

授業を振り返って 

 

電子黒板に書き込みながら説明している生徒 

PowerPoint での動きのある教材を見る 

授業の流れを確認する 
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段階 学 習 活 動 ＩＣＴの活用 

つかむ 

１ 既習事項を復習し、本時のめあてをつかむ。 

(1) 既習事項の復習を行う。 

(2) 本時の学習方法を知り、めあてを確認する。 

(3) 光合成が行われている場所を予想する。 

 

さぐる 

２ 植物の細胞を観察し、ヨウ素反応から光合成が行

われている場所をさぐる。 

(1) 実験方法を確認する。 

(2) 実験結果をスケッチし、考察する。 

(3) スケッチや考察を、電子黒板に映しだし発表す

る。 

  

まとめる 

３ 本時の学習をまとめ、次時の予告を聞く。 

(1) 植物が呼吸しているか調べる。 

(2) まとめを行う。 

(3) 確認問題に取り組む。 

 

単元計画（全 8 時間） 

つかむ 

【３時間】 

１. いろいろな植物の観察を通して、植物の特徴をつか

む。 

(1)いろいろな花のつくりを調べる。 

(2)花のつくり理解し、はたらきを知る。 

(3)裸子植物の花のつくりを調べる。 

さぐる 

【３時間】 

２. 植物のはたらきや観察記録に基づき、基本的な特徴を

さぐる。 

(1)光合成はどこで行われているか調べよう【本時】 

(2)葉のつくりをスケッチし観察する。 

(3)茎のつくりを調べる。 

まとめる 

【２時間】 

３.植物のつくりとはたらきを関連づけてまとめる。 

(1)植物が呼吸していることを確かめる。  

(2)蒸散、光合成、呼吸についてまとめる。 

(3)植物の生活と種類の確認問題をする。 

特別支援学級 理科 
単元名：７年・９年 

植物の生活と種類 
予想や観察の結果から、 
自分の考えを説明しよう 

○ 観察しやすい画像提示  ○ 生徒が電子黒板で表現 単元の目標 

○ いろいろな植物に興味をもち、植

物のはたらきやつくりについて意

欲的に観察しようとしている。 

      （関心・意欲・態度） 

○ 植物に関するつくりや、はたらき

を、観察・実験から、考察するこ

とができる。 

        （思考・判断・表現） 

○ 植物に関する観察・実験の基本的

な技能を習得し、その結果を的確

に表現できる。      （技能） 

○ 植物に関するつくりやはたらき、

種類について特徴や理由を説明で

きる。 

           （知識・理解） 

 

・光合成がおこなわれている場所について、みんなと一緒に探究することができる。（A さん） 

・光合成について関心をもち、ヨウ素液に染めたオオカナダモの葉をスケッチすることができる。（B さん） 

・光合成が行われている場所の予想をたて、実験結果から考察し理由を説明することができる。（C さん） 

本時のねらい 

本時の展開 

 

顕微鏡の画像をテレビに

写しスケッチする。 
② 
A1 

 
Ｃ1 

タブレットで確認問題を

解く。 
③ 
B3 

 
Ｃ1 

実物投影機を使い、電子

黒板に写し発表する。 
① 
C1 

 
Ｃ1 
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ＩＩＣＣＴＴ活活用用ののポポイインントト（（効効果果とと生生徒徒のの反反応応））  

 ① スケッチしたもの

を発表する。 C1 

◇ 電子黒板、実物投影機 
ヨウ素液に染めたオオカナダモの葉の

スケッチしたものを実物投影機で電子黒

板に写しながら、気づいたことを発表さ

せた。 

各自が書いたスケッチや気づいたこと

を共有することで、葉の特徴について理

解が深まった。 

 ② 顕微鏡の画像をテレビ

に写しスケッチする。 A1 
◇ 電子黒板 

双子葉類と単子葉類の茎の断面を顕微

鏡からテレビにつなぎ映し出した。 

顕微鏡を見ながらスケッチを行うので

はなく、大きくテレビに映し出したので、

生徒たちは気を散らさず、集中してスケ

ッチに取り組むことができた。 

 ③ 
確認問題を解く。 

B3 
◇ タブレット PC 

 植物の生活と種類について、今まで学

んだことをタブレットで学習できる練習

問題で復習を行なった。 

問題のレベルを自分で選びながら、自

分ができるまで何度も繰り返し問題に取

り組み、確認していくことができた。 

 

 

 

 

 

 

○ 電子黒板を使うことで、全員が大事なところを見て確認することができた。 
○ 個人でも単元の復習をするとき、自分のペースで何度でも繰り返し取り組めた。 
● タブレットＰＣを練習問題で使ったが他の効果的な機能を使う方法を探る必要がある。 

授業を振り返って 

 

顕微鏡の画像を観察しスケッチしている生徒 

自分が書いたスケッチを見せながら発表する生徒 

タブレットを使って練習問題を解いている生徒 



 

 

 


