
音楽科 第４学年 「音のとくちょうを生かして音楽をつくろう」

タブレットで動画を記録し、次の活動に生かす

集める②

タブレットで画像を記録し、次の活動に生かす

集める①

社会科 第３学年 「わたしたちのまちのようすを調べよう」

学習のねらい
・学校のまわりを探検することを通して、自分たちのまちの様子（土地の使われ方、土地の
高いところや低いところ、古くから残る建物）がわかる。

学習活動（４単位時間） ICT活用の具体（◇）留意点（・）
１．めあてを確認する。

２．学校のまわり（北コース）を探検し、まちの
様子を調べる。

３．探検で調べた北コースの様子を全体で伝え合
う。

４．記録した画像を確認し、北コースの様子をプ
リントにまとめる。

５．振り返りを行う。

・グループに１台のタブレットを用意す
る。

◇学校のまわりを探検し、まちの様子を
タブレットで画像を記録する。

◇記録した画像を大型テレビに映し出し、
まちの様子を伝える。

ICTを活用した効果
探検した際に記録した画像を活用することによって、学校のまわりに何があったのか、ど

のような様子であったのかをより具体的に思い出すことができ、振り返りを活発に行えた。

ICT機器で画像を記
録し、情報を集めるこ
とは低学年から行うこ
とができます。社会見
学で訪れた場所の様子
を振り返ったり、植物
の成長の変化を正確に
比較したりすることが
容易になります。

授業の振り返りから

記録した画像を活
用することによって、
児童は、手書きのメ
モに比べて、まちの
様子を思い出しやす
くなり、正確にまち
の様子を振り返るこ
とができた。

学習のねらい
・楽器の特徴を生かして演奏する。
・楽器の組合せや演奏の仕方、リズムの組合せを工夫する。

学習活動（１単位時間） ICT活用の具体（◇）留意点（・）
１．めあてを確認する。

２．楽器の組合せや音の鳴らし方を工夫しながら、
音楽をつくる。

３．タブレットで演奏を録画、再生し、自分たち
の演奏の改善点を話し合う。

４．改善点を基に楽器やリズムを変えて、音楽を
つくり演奏する。

※２～４を繰り返し行い、よりよい演奏を目指
す。

５．振り返りを行う。

・タブレットで演奏を録画、再生する方
法を説明する。

◇録画した演奏を再生し、楽器の特徴を
生かすことができているかを話し合う。

◇一度だけの録画ではなく、演奏の録画、
再生を繰り返し行い、よりよい演奏を
目指す。

ICTを活用した効果
演奏をタブレットで録画し、いくつかの動画を見比べることで改善点を具体的に見つけ、

自分たちの演奏に生かすことができた。

授業の振り返りから

児童は、よりよ
い演奏をするため
に録画した演奏を
何度も聞き比べ、
楽器の組合せや演
奏の仕方などを工
夫することができ
た。

録画した動画を活用
することによって、
行った活動を客観的に
振り返ることができま
す。何のために動画撮
影をするのかという目
的をはっきりさせるこ
とが重要です。

児童の情報活用の実践力育成につながるICTを活用した授業実践集



委員会活動 放送委員会「運動会の様子を放送しよう」

学習のねらい
・競技を終えた児童が感想を言う際に、動画でインタビューの様子を記録する。
・種目ごとに撮影した動画から放送する動画を選ぶ。

学習活動（運動会当日・委員会活動） ICT活用の具体（◇）留意点（・）
１．めあてを確認する。

２．種目ごとに競技を終えた児童にインタビュー
を行う。（運動会当日）

３．種目ごとに、全校放送で放送する動画を選ぶ。

４．振り返りを行う。

・運動会前の委員会活動でインタビュー
の内容や話し方、動画の撮影方法を練
習しておく。

◇タブレットを活用して、インタビュー
の様子を動画で撮影する。

◇タブレットに記録した動画を確認し、
放送に適した動画を選ぶ。（声の大き
さや受け答えなど）

◇放送室で動画を放送する方法を確認し、
テスト放送を行う。

ICTを活用した効果
競技を終えた児童の感想を動画で記録することによって、運動会当日の雰囲気や臨場感を

後日、全校に伝えるための情報を集めることができた。

インタビューの様子を動画で記録し、放送す
る動画を選ぶ

集める③

インターネットで複数のウェブページから必要
な情報を集める

集める④

総合的な学習の時間 第６学年 「平和について考えよう」

動画を活用すること
によって、多くの情報
を容易に集めることが
できます。動画の撮影
に限らずインタビュー
を行う際には、目的や
相手を考えて内容や話
し方を工夫することが
重要です。

学習のねらい
・滋賀県の戦時中の様子や人々のくらしについて、児童が自分で決めためあてを解決する
ために必要な情報を集める。

学習活動（２単位時間） ICT活用の具体（◇）留意点（・）
１．めあてを確認する。

２．滋賀県の戦時中の様子や人々のくらしを調べ
る。

３．調べたことはワークシートにメモをする。

※調べ学習が終わったら、まとめを作成する。

４．振り返りを行う。

◇インターネットを活用し、児童が設定
しためあてに合わせた情報を集める。

・「しがけんバーチャル平和祈念館」に
滋賀県の戦時中の様子や人々のくらし
がまとめられていることを伝える。

◇まとめは、ワープロソフトを活用する。
・まとめを行う際には、自分の言葉でま
とめるよう伝える。

ICTを活用した効果
インターネット検索を行うことによって、滋賀県の戦時中の様子や人々のくらしについて

の情報を複数のウェブページから多く集めることができた。

授業の振り返りから

児童は自分自身で
キーワードを考えて
検索をすることで、
多くの情報から学習
課題を解決するため
に必要な情報を選択
し、集めることがで
きた。

インターネットを活
用すると、多くの情報
を簡単に得ることがで
きますが、集めた画像
や文章などには著作権
があります。児童に対
して、著作権を意識す
るよう指導することも
大切です。

授業の振り返りから

事前に何を聞けばよ
いのか、どのように話
しかければよいのか等
を考えておくことで、
インタビューを受けた
児童が答えやすかった。

児童の情報活用の実践力育成につながるICTを活用した授業実践集



国語科 第１学年 「『すきなものクイズ』をしよう」

学習のねらい
・紹介したいと考えた『すきなもの』についてのクイズをつくる。
・質問に合わせて、作成したヒントを選び、提示する。

学習活動（２単位時間） ICT活用の具体（◇）留意点（・）
１．めあてを確認する。

２．すきなものクイズと４つのヒントをつくる。

３．クラスですきなものクイズを行う。

４．振り返りを行う。

・クイズの見本を作成し、パソコンの手
書き機能を使ったクイズの作成方法を
説明する。

◇プレゼンテーションソフトを活用して、
絵や文字（ソフトウェアキーボード）
を書き込み、クイズと４つヒントを作
成する。

◇聞き手の質問に合ったヒントを選び、
提示する。

・ヒントについては、質問によって出す
順番を変えるよう伝える。

ICTを活用した効果
ヒントの順番を相手の質問に合わせて簡単に変えることができ、聞き手の「知りたい」

「聞いてみたい」と思っていることに合わせて、クイズを出し合うことができた。

プレゼンテーションソフトを活用し、自分が伝
えたいことをまとめる

まとめる①

レイアウトや文字の色、大きさを工夫してまと
める

まとめる②

総合的な学習の時間 第４学年 「人にやさしく ともに生きる」

パソコン（タブレッ
ト）のお絵かき機能や
ソフトウェアキーボー
ド機能を活用すること
で、低学年から、まと
める活動を行うことが
できます。低学年から
ICT機器の基本的な操作
に慣れておくことが中、
高学年での効果的な活
用につながります。

ICTを活用すること
によって、画像や文章
の修正を容易に行うこ
とができます。それに
より、児童はまとめを
伝える相手に分かりや
すく伝えられる資料を
作成するために試行錯
誤を重ねることができ
ます。

学習のねらい
・福祉について調べて、学んだことをまとめる。
・人にやさしく、ともに生きるために必要なことを考え、まとめる。

学習活動（３単位時間） ICT活用の具体（◇）留意点（・）
１．めあてを確認する。

２．発表資料を作成する際に、どのような言葉や
文章を使えばよいのかを話し合う。

３．学んだことや考えたことを分かりやすく伝え
るために必要なことを考えたうえで、学んだ
ことや考えたことをまとめる。

４．振り返りを行う。

・プレゼンテーションソフトの使い方を
説明する。

・まとめを伝える相手のことを意識させ
る。

◇プレゼンテーションソフトを活用し、
文字の大きさや色の変更、画像の貼り
付けや移動などの修正を繰り返し、よ
り分かりやすいまとめを作成する。

ICTを活用した効果
ICTを活用することによって、聞き手を意識して表現の仕方を試行錯誤し、何度も修正を

加えながらまとめを作成することができた。

授業の振り返りから

児童の実態に合わ
せたICT活用を計画
し、文字の色や大き
さの変更、画像の移
動を何度も繰り返し
行わせることによっ
て、よりよいまとめ
を作成させることが
できた。

授業の振り返りから

ICTを活用すること
によって、短時間でク
イズやヒントを作成す
ることができた。それ
により、クイズを多く
の児童と出し合うこと
ができ、考えたことを
紹介することに時間を
多く使えた。

児童の情報活用の実践力育成につながるICTを活用した授業実践集



図画工作科 第５学年「コンピュータでアニメーションをつくろう」

カメラ機能やお絵かき機能などを活用して、
アニメーションを作成する

まとめる③

実験結果の画像に分かったことや考えたこと
を書き込み、次の活動に生かす

まとめる④

理科 第６学年 「水溶液の性質とはたらき」

学習のねらい
・作成したコマを1コマずつ組み合わせて、アニメーションを作成する。
・作成したアニメーションを見せ合い、その後改善点を修正する。

学習活動（１単位時間） ICT活用の具体（◇）留意点（・）
１．めあてを確認する。

２．全てのコマをつなげて、アニメーションを作
成する。

３．作成したアニメーションを見せ合い、アドバ
イスし合う。その後、アドバイスを基に修正
を加える。

４．振り返りを行う。

・プレゼンテーションソフトを使ってア
ニメーションを作成する方法を説明す
る。

◇プレゼンテーションソフトに撮影した
写真や描いた絵を貼り付ける。

・アニメ－ションを見せ合う際には、良
かった点や改善点などを具体的に伝え
るようにする。

・必要に応じて、新たに写真を撮影した
り、絵を描いたりするよう伝える。

ICTを活用した効果
ICTを活用することによって、簡単にコマの数を減らしたり増やしたりすることができ、児

童の発想を生かしたアニメーションを作成することができた。

授業の振り返りから

児童はこれまでに
他教科で行ったカメ
ラ機能やお絵かき機
能などの ICT活用を
生かして、自分のイ
メージしたアニメー
ションを作成するこ
とができた。

上記の取組はプレゼ
ンテーションソフトの
機能を活用したもので
す。この活動を行うま
でにプレゼンテーショ
ンソフトを使って、ま
とめたり、発表したり
する経験をしておくこ
とで、活動がよりス
ムーズになります。

学習のねらい
・リトマス紙の色の変化から、水溶液にはアルカリ性、中性、酸性のものがあると理解する。

学習活動（２単位時間） ICT活用の具体（◇）留意点（・）
１．めあてを確認する。

２．前時の実験結果の画像を見ながら、分かった
ことを班で話し合う。

３．話し合ったことを実験結果の画像に書き込む。

４．それぞれの班の実験結果から分かったことを
クラス全体で交流する。

５．振り返りを行う。

◇前時に撮影した実験結果の画像をタブ
レットに表示しながら話し合いを行う。

◇強調したいところは文字を大きくした
り、線を太くしたりする。

◇実験結果から分かったことについては、
大型テレビに映し出し、全員が確認で
きるようにする。

ICTを活用した効果
リトマス紙の色が変化した時の画像を使って、実験結果から分かったことを話し合い、ま

とめることで、水溶液の仲間分けを容易に行うことができた。

実験や観察の際に
画像を活用すること
によって、記録を正
確に残すことができ
ます。実験や観察の
前後の違いを見つけ
ることも容易に行う
ことが可能です。

児童の情報活用の実践力育成につながるICTを活用した授業実践集

授業の振り返りから

水溶液によっては、
しばらくするとリト
マス紙の色が変わっ
てしまうことがある
が、 ICTを活用する
ことで実験を行った
直後の様子を後日確
認することができた。



算数科 第２学年 「かけ算の九九」

タブレットで撮影した画像を活用して、考えた
ことを相手に分かりやすく伝える

伝える①

タブレットに書き込んだことを、拡大して提示
することにより、全体に分かりやすく伝える

国語科 第３学年 「へんとつくり」

伝える②

学習のねらい
・漢字の「へん」が漢字の左側にあり、おおまかな意味を表していることを知る。
・漢字の「へん」に興味・関心を持ち、同じ「へん」を使っている漢字を考える。

学習活動（１単位時間） ICT活用の具体（◇）留意点（・）
１．めあてを確認する。

２．「へん」が何を表しているのかを知る。

３．「きへん」の漢字を考える。

４．グループで考えた漢字を全体で伝える。

※「にんべん」や「さんずい」についても同様
の活動を行う。

５．振り返りを行う。

・はじめは個人で考えさせる。その後、
グループで考えた漢字を出し合わせる。

◇グループで考えた漢字を出し合う際は、
タブレットに考えた漢字を書き込む。

◇タブレットに書き込んだ「きへん」の
漢字を大型テレビに映し出し、全体で
交流する。

ICTを活用した効果
ICTを活用したことによって、全てのグループの考えを瞬時に提示することができたり、各

グループの考えを再度提示することを容易に行うことができた。

発表を行う際に、ICT
を活用することによって、
伝えたい部分を拡大して
分かりやすく伝えること
ができます。また、説明
をしながら、強調したい
部分に色をつけたり、更
に拡大したりするなど、
分かりやすく伝える工夫
もできます。

学習のねらい
・かけ算の九九を使って数えられるものを校内で集める。
・見つけたものの計算方法をまとめ、自分の考えを伝える。

学習活動(１単位時間) ICT活用の具体（◇）留意点（・）
１．めあてを確認する。

２．校内を探検し、九九を使って数えられるもの
を探し、写真を撮る。

３．記録した画像に、考えた計算方法を書き込む。

４．考えた九九をクラスで伝え合う。

５．振り返りを行う。

◇タブレットの写真撮影機能を活用して、
九九を使って数えられるものを画像と
して記録する。

◇撮影した画像から紹介したいものを選
び、聞き手に考えた計算方法が伝わる
よう、手書き機能を活用してまとめる。

◇児童同士でタブレットの画像を見せ
合って、自分の考えを伝え合う。

ICTを活用した効果
タブレットの写真撮影機能や画像への書き込み機能を活用することによって、身の回りの

生活でかけ算が利用できることをイメージしながら、分かりやすく伝えることができた。

授業の振り返りから

説明する際に、
撮影した画像に分
かったことや考え
たことを書き込む
ことによって、相
手に分かりやすく
伝えることができ
た。

見つけたことや考え
たことを伝える際に、
言葉や文章だけでなく
画像を加えることに
よって、より分かりや
すく相手に説明するこ
とができます。

授業の振り返りから

タブレットの画面
を大きく映し出した
ことで考えた漢字を
全体に伝えやすく
なった。また、細か
い部分を拡大して見
せられたので、みん
なで漢字を確認しや
すかった。

児童の情報活用の実践力育成につながるICTを活用した授業実践集



総合的な学習の時間 第５学年 「生命の源『水』を調べよう」

プレゼンテーションソフトを活用し、学んだこと
や考えたことを焦点化して伝える

伝える③

絵を見て、気付いたことや疑問に思ったことを
全体に広げる

社会科 第６学年 「武士の世の中へ」

伝える④

学習のねらい
・武士のやかたの様子から気付いたことや疑問を考え、単元のめあてをつくる。

学習活動（１単位時間） ICT活用の具体（◇）留意点（・）
１．めあてを確認する。

２．武士のやかたの様子から気付いたことや疑問
を考える。

３．気付いたことや疑問を発表する。

４．気付いたことや疑問を基にして、単元のめあ
てをつくる。

５．振り返りを行う。

◇電子黒板を活用して、気付いたことや
疑問を全体で共有する。

◇必要に応じて電子黒板に書き込みを行
い、気付いたことや疑問を共有しやす
くする。

ICTを活用した効果
電子黒板に映し出した絵図に書き込んだり拡大したりして説明することによって、気付い

たことや考えたことを分かりやすくクラス全体に伝えることができた。

電子黒板や大型テレ
ビに画像や絵などを映
し出し、書き込むこと
によって、一人の気付
きや学びを、全体の気
付きや学びへと広げる
ことができます。

授業の振り返りから

気付いたことや疑
問に思ったことを発
表する際に、電子黒
板に書き込みながら
説明をすることで、
一人の気付きや疑問
を全体のものするこ
とが容易になった。

学習のねらい
・びわ湖フローティングスクールで学んだことや考えたことを、クラスのみんなに分かりや
すく伝える。

学習活動（２単位時間） ICT活用の具体（◇）留意点（・）
１．めあてを確認する。

２．発表をするとき、発表を聞くときに気をつけ
ることを再確認する。

３．びわ湖フローティングスクールで学んだこと
や考えたことを発表する。

４．発表を聞いた感想を書く。

※３～４を繰り返し行う。

５．振り返りを行う。

・事前にプレゼンテーションソフトを活
用して、発表資料を作成する。

◇スライドに合わせて、スライドの送り
方や話し方を工夫する。

・発表を聞き、質問がある場合は発表者
に聞くことができる時間を設ける。

ICTを活用した効果
プレゼンテーションソフトを活用して発表する際、スライドごとに書く項目を指定してお

くことで、伝えたいことを焦点化して説明できるため、聞き手に伝わりやすい発表ができた。

授業の振り返りから

児童は、発表を行
う際に、画像や図を
効果的に活用するこ
とで、分かりやすい
説明を行うことがで
きた。他教科でも同
じように使える場面
があると考えた。

伝える相手の人数や
情報を伝える目的に応
じて、模造紙やプレゼ
ンテーションソフト、
ワープロソフトなど、
伝える手段を選択する
力を育成することも必
要です。

児童の情報活用の実践力育成につながるICTを活用した授業実践集



総合的な学習の時間 第５学年 「広げよう わたしたちの農業」

まとめたことを、相手や目的を意識して
多くの人に伝える

伝える

画像や動画などを活用し、相手に分かり
やすく伝わるようにまとめる

まとめる

インターネットを活用して、一人ひとりの
課題に合った情報を集める

集める

単元の目標
・校区の農業に関心をもち、自分の思いをもって課題を見つけることができる。
・調べたことや聞いたことを整理したり吟味したりしながら、自分の考えを事実と関連付けてまとめることができる。
・相手や目的を意識しながら、まとめたことを筋道を立てて伝えることができる。
・農業に関わる人々の願いや思い、これからの農業について考えることができる。

時 １・２ ３・４ ５・６ ７ ８ ９・１０

学習活動

・校区の農業について
関心をもち、課題を
設定する。

・課題を解決するため
の計画を立てる。

・課題を解決するため
に必要な情報を集め
る。

・集めた情報を活用し
て、収穫した米のよ
さを伝えるための資
料づくりを行う。

・収穫した米を販売す
る際の役割を決める。

・販売する際の説明内
容を考える。

・販売当日を想定して、
練習を行う。

・作成した資料を生か
して、収穫した米を
販売する。

・単元の学習を振り返
る。

文字や画像だけでなく、動画も活用すること
によって、多くの情報を短時間で分かりやすく
伝えることができます。情報量が多くなるため、
何を伝えたいのかを明確にすることが必要です。

授業の振り返りから

収穫した米のよさが伝
わるように、画像や動画
などを活用して、米のよ
さを伝えるための資料を
作成することができた。

授業の振り返りから

収穫した米を紹介する
動画を流すことによって、
多くの方に収穫した米の
よさを伝えることができ
た。

児童が適切な情報を集めるためには、キーワード検索や
and検索などが必要になります。より多くの情報から必要
な情報を得ることができるよう、低・中学年からの情報の
取捨選択や情報を比較する力を積み上げることが大切です。

動画や画像を集め、活用する際には誤った活用を
することがないよう、情報モラルについて指導する
ことが大切です。

児童の情報活用の実践力育成につながるICTを活用した授業実践集

授業の振り返りから

一人ひとりの課題は異
なっていたが、インター
ネットを活用することに
よって、それぞれの課題
に合った情報を集めるこ
とができた。



体育科 第５学年 「テーマに合った動きを表現しよう」

動画を見て、お互いの動きの改善点を
伝え合うことで、次の表現運動に生かす

伝える

単元の目標
・表現する題材から、動きの変化や起伏、友達の動きとの関係、表現する場所などの特徴を理解し、動き方を考えることができる。
・「はじめーなかーおわり」の構成を意識した動きを考えることができる。
・構成の中で山場を意識し、強調されるポイントを考えることができる。
・表現運動に積極的に取り組み、友達の動きを認め合いながら表現することができる。

時 １ ２ ３ ４ ５ ６

学習活動

・表現の楽しさを感じ
る動きを行う。

・即興的に表現するこ
とを通して、動きの
変化や起伏を考える。

・友達の動きとの関係
や表現する場所を意
識して動きを表現す
る。

・題材から、「はじめ
－なか－おわり」の
構成を意識した動き
を考える。

・山場を意識した動き
を考え、表現する。

・音楽に合わせて班ご
とに考えた動きを表
現する。

動画を見ることによって、自分の動きを客観
的に確認することができます。次の活動に生か
すためには、振り返るときにどこに注目すれば
よいのかを明確にしておくことが大切です。

タブレットやデジタルカメラで動画や画像を
記録する際には、学習のねらいに合わせて、撮
影する位置や角度、距離などを考えて、撮影を
行わせることが大切です。

動画を撮影する場所を考えて、班の動き
を録画する

集める

授業の振り返りから

表現運動を行う際に、
班のメンバーを、どの位
置から撮影すればよいの
かを考えさせることで、
全体の動きを上手に記録
することができた。

２～６時に「集める」「伝える」を行う

児童の情報活用の実践力育成につながるICTを活用した授業実践集

授業の振り返りから

児童は、動画で自分た
ちの動きを振り返ること
によって、表現した運動
の改善点を具体的に伝え
合うことができた。それ
によって、動きの質を高
めることにつながった。



理科 第３学年 「太陽の光を調べよう」

まとめた２つのグラフを拡大し、見つけた
相違点を分かりやすく伝える

伝える

集めたデータを表計算ソフトでグラフ化
してまとめ、相違点を考える

まとめる

単元の目標
・日光に興味・関心を持ち、日なたと日陰の地面の温度を比較し相違点を考えたり、日光の進み方や日光が当たったところの明るさや温度を調べたりして、日光の性質を理解す
ることができる。

時 １ ２ ３・４ ５・６ ７・８ ９

学習活動

・日なたと日陰の地面
の違いを体感し、太
陽の光についての学
習課題をつくる。

・日なたと日陰の地面
の温度を記録する。

・記録した日なたと日
陰の温度をグラフに
する。

・グラフを比較し、分
かったことを伝える。

・鏡ではね返して日光
が当たった所の温度
を調べる。

・虫眼鏡を使って日光
を集め、紙を焦がす
ことができるのかを
調べる。

・日光の性質について、
分かったことや考え
たことをまとめる。

グラフを作成する際に、表計算ソフトを活用する
ことによって短時間で正確にまとめることができま
す。また、グラフの色や太さを変えるなど情報をま
とめる際の表現力も育成することができます。

授業の振り返りから

表計算ソフトを活用し
て日なたと日陰の地面の
温度の違いをグラフにし
てまとめることによって、
相違点を考えることに多
くの時間をとることがで
きた。

ICTを活用してグラフを作成することで、棒
グラフにしたり円グラフにしたりすることが簡
単にできます。目的に合わせて、どのグラフが
よいかを考えることが大切です。

児童の情報活用の実践力育成につながるICTを活用した授業実践集

授業の振り返りから

プロジェクターを活用
し、グラフを拡大して提
示することによって、日
なたと日陰の地面の温度
の違いについて、分かり
やすく伝えることができ
た。
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